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摘要

このガイドでは、Insight Control for Linux のライセンスが適用された HP ProLiant サーバーを監視し、管理するための Insight
Control for Linux のセットアップ方法および使用方法について説明します。
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パート I はじめに



1 Insight Control for Linux の使用
この章では、以下の項目について説明します。

• 「概要」 (12 ページ)

• 「Systems Insight Manager との統合」 (13 ページ)

• 「Insight Control for Linux に統合される HP SIM の拡張機能」 (13 ページ)

• 「Insight Control for Linux ツールボックス」 (16 ページ)

• 「Insight Control for Linux コマンド環境」 (17 ページ)

• 「内部タスク キューと管理」 (18 ページ)

• 「同期されたシステム クロック」 (18 ページ)

• 「Insight Control for Linux の RAM ディスク環境」 (19 ページ)

• 「ネットワーク構成および DHCP 要件」 (19 ページ)

• 「仮想メディア」 (19 ページ)

• 「管理対象システム名」 (20 ページ)

• 「HP SIM との接続」 (22 ページ)

• 「Insight Control for Linux ファイルのバックアップ」 (22 ページ)

1.1 概要
Insight Control for Linux は、以下の機能を備えたソフトウェア ツール スイートです。

• サーバー、スイッチ、およびエンクロージャーを検出します。

• サーバーの起動方法、PXE または仮想メディアを設定します。

• ネットワーク パラメーター定義を作成し、それらをサーバーに適用します。

• システム設定を管理します。

• オペレーティング システムをサーバーにデプロイします。

• ProLiant Support Pack（PSP）を管理対象システムにデプロイします。

• 仮想オペレーティング システムを管理対象システムにデプロイします。

• 管理対象システムから Linux OS イメージを取得して、他のシステムにデプロイします。

• システムを管理（起動、電源切断、および再起動）します。

• 管理対象システムを管理します。

• ProLiant ファームウェアを更新します。

• SSH を通してコマンドを実行したり、複数の管理対象システムに対するスクリプトを実行
したりします。

これらの操作の多くでは、複数のターゲットを指定することができます。また、Insight Control
for Linux は、それらのターゲットで操作を同時に実行します。
Insight Control for Linux がデプロイや実行を行うオペレーティング システムおよびその他のファ
イルは、以下のレポジトリに格納されます。

• CMS 上のローカル ディレクトリ。

• CMS 上にマウントされたリモート ディレクトリ。
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Insight Control for Linux は、レポジトリの内容を使用して、ベアメタル サーバーを管理対象シ
ステムに変換します。通常、この変換のための操作には、以下が含まれます。

• サーバーおよびその管理プロセッサーの検出

• ネットワーク パラメーターの設定

• オペレーティング システム、PSP、およびエージェントのインストール

• 監視サービスの設定

サーバーが管理対象システムになると、その監視および管理が可能になります。

1.2 Systems Insight Manager との統合
Insight Control for Linux は、HP ProLiant サーバーを検出、インストール、監視、および管理す
るための強力なメカニズムを提供するソフトウェアとツールのファミリです。Insight Control
for Linux によって、Systems Insight Manager（HP SIM）の無料のシステム監視機能とシステム
管理機能を強化します。

Insight Control for Linux の基礎は、HP SIM であり、ソフトウェアのインストール、監視、およ
び管理タスクを実行するプラグイン ツールが備わっています。Insight Control for Linux を使用
すると、Linux サーバー、スイッチ、およびエンクロージャーなどの幅広いオブジェクトを管
理および監視できます。必要な HP SIM のバージョンについては、『HP Insight Control for Linux
サポート マトリックス』を参照してください。
HP SIM を通じて Insight Control for Linux の機能にアクセスし、使用するには、Insight Control
for Linux に管理および監視させたい各サーバーに Insight Control for Linux ライセンスを適用す
る必要があります。

HP SIM と Insight Control for Linux のすべてのタスクは、CMS として設定したサーバーから起
動されます。

1.3 Insight Control for Linux に統合される HP SIM の拡張機能
表 1に、HP SIM に統合される Insight Control for Linux の機能をカテゴリ別に示します。

注記: Insight Control for Linux のほとんどの機能は、タイプがサーバーのシステムでのみ動作
します。

OS インストールおよび Linux イメージ デプロイメント ツールは、HP SIM でサーバーが検出
された場合にのみ HP Insight Control のユーザー インターフェイスに表示されます。サーバー
のオブジェクト タイプが検出されると、Insight Control for Linux のメニュー項目が HP Insight
Control のユーザー インターフェイスに示されます。

表 1 HP Insight Control のユーザー インターフェイスに表示される Insight Control for Linux の拡
張機能

記載されている
場所説明メニュー項目

Insight Control for Linux の設定

19.3 項 (163 ペー
ジ)

監視サービス（syslog-ng、pdsh、CMF、Nagios、Supermon）
を設定したり、設定を変更したりします。

[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Configure
Management Services] このメニュー項目は、Insight Control for Linux の初期設定中と、

Insight Control for Linux コレクションから管理対象システムを追
加または削除するときに使用します。

また、選択した管理対象システムへの Insight Control for Linux マ
ネジメント エージェントのインストールも行います。

19.4 項 (165 ペー
ジ)

選択した管理対象システムに Insight Control for Linux マネジメン
ト エージェントをデプロイします。

[展開]→[ドライバー、ファー
ムウェアおよびエージェント

この機能は、[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management
Services] メニュー項目に組み込まれています。

のインストー
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表 1 HP Insight Control のユーザー インターフェイスに表示される Insight Control for Linux の拡
張機能 (続き)

記載されている
場所説明メニュー項目

ル]→[IC-Linux]→[Install
Agents...]

7.4 項 (78 ペー
ジ)

このスタンドアロン ツールによって、他の Insight Control for
Linux ツールが使用する起動方法を設定できます。使用可能な起
動方法は、PXE または仮想メディアです。

[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Configure
Boot Method]

このツールで実行できる操作は起動方法の設定だけであり、他
の操作は実行できません。

このツールを使用するときは、ターゲットとして必ずサーバー
を指定してください。

第6章 (60 ペー
ジ)

管理者は、[Define Networks] ツールのインターフェイスを使用
して [Network Configuration Editor] ツールが使用できるネット

[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Define
Networks] ワーク定義を作成および編集できます。このネットワーク定義

は、OS のインストール ツールが仮想メディア メカニズムを使
用して起動機能を組み込む際に使用されます。

重要: ネットワーク定義は、仮想メディアを介してベアメタル
検出を開始する前に作成しておく必要があります。

第6章 (60 ペー
ジ)

管理者は、[Network Configuration Editor] を使用して、仮想メ
ディア メカニズムにより起動されるサーバー（iLO ベースの管

[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Network
Configuration Editor] 理プロセッサー搭載）にあらかじめ定義しておいたネットワー

ク設定パラメーターを適用できます。

7.1.2 項
(74 ページ)

管理者は、このツールでサーバーのベアメタル検出を開始でき
ます。検出には、そのサーバーに搭載され検出済みの管理プロ

[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Initiate Bare
Metal Discovery] セッサーが使用されます。このツールが表示するページは 1 ペー

ジだけで、ユーザーはこのページを使用して、サーバーの起動
方法（PXE または仮想メディア）を選択し、選択した方法でサー
バーを起動し、ベアメタル検出を開始します。

17.4 項 (158 ペー
ジ)

選択した管理対象システムから、Insight Control for Linux マネジ
メント エージェントと関連ファイルを削除します。

[展開]→[ドライバー、ファー
ムウェアおよびエージェント
のインストー
ル]→[IC-Linux]→[Uninstall
Agents...]

23.9 項 (205 ペー
ジ)

LO100 ベースのシステムで SNMP を設定して、HP SIM がシス
テムを正しく識別するために必要な情報が提供されるようにし

[展開]→[ドライバー、ファー
ムウェアおよびエージェント

ます。iLO ベースのシステムでは、Insight Control for Linux エー
ジェントが情報を提供します。

のインストー
ル]→[IC-Linux]→[Configure
SNMP on DL1xx Servers...]

23.1 項 (201 ペー
ジ)

デフォルトのユーザー名とパスワードを変更する、または選択
したターゲット管理対象システム上の管理プロセッサーのユー
ザー名とパスワードを変更します。

[設定]→[Management
Processor]→[Credentials...]

監視

20.2 項 (169 ペー
ジ)

すべての管理対象システムおよびサービス用のアラートを表示
し、生成する監視ツールである Nagios を起動します。

[ツール]→[内蔵コンソー
ル]→[Nagios]

20.3.4 項
(177 ページ)

ネットワーク帯域幅や他のシステム使用状況に関するグラフを
表示します。

[ツール]→[内蔵コンソー
ル]→[Nagios]→[HP Graph]

20.8 項 (184 ペー
ジ)

Insight Control for Linux が監視および管理するシステムの測定
データを 1 秒間隔で表示します。

[ツール]→[内蔵コンソー
ル]→[Performance
Dashboard...]

システム管理
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表 1 HP Insight Control のユーザー インターフェイスに表示される Insight Control for Linux の拡
張機能 (続き)

記載されている
場所説明メニュー項目

16.4.1 項
(151 ページ)

1 つ以上の管理対象システム上で、ssh を通じてユーザーが指定
した Linux コマンドを実行します。

[ツール]→[コマンド ライン
ツール]→[Run SSH
Command...]

16.4.2 項
(152 ページ)

1 つ以上の管理対象システム上で、Insight Control for Linux レポ
ジトリから Linux スクリプトを実行します。

[ツール]→[コマンド ライン
ツール]→[Run Script...]

第15章 (147 ペー
ジ)

選択したターゲット管理対象システム上の管理プロセッサーに
アクセスし、管理対象システムの電源投入、電源切断、または
再起動を実行します。

[ツール]→[Server
Controls]→[Power Off
Server...]
[ツール]→[Server
Controls]→[Power On Server...]
[ツール]→[Server
Controls]→[Reboot Server...]

レポジトリ管理

第5章 (43 ペー
ジ)

レポジトリ内の項目を登録し、レポジトリの内容を管理できま
す。

[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Manage
Repository]

OS のインストール

9.4.2 項
(97 ページ)

1 つ以上のターゲット管理対象システムでの Red Hat Enterprise
Linux（RHEL）の対話型インストールを開始します。

[展開]→[Operating
System]→[Red Hat Interactive]

9.4.1 項
(97 ページ)

デフォルトまたはユーザーが提供する設定ファイルを使用して、
1 つ以上のターゲット管理対象システムで RHEL の自動インス
トールを開始します。

[展開]→[Operating
System]→[Red Hat (Kickstart)]

9.5.2 項
(99 ページ)

1 つ以上のターゲット管理対象システムでの Novell SUSE Linux
Enterprise Server（SLES）の対話型インストールを開始します。

[展開]→[Operating
System]→[SLES Interactive]

9.5.1 項
(99 ページ)

デフォルトまたはユーザーが提供する設定ファイルを使用して、
1 つ以上のターゲット管理対象システムで SLES の自動インス
トールを開始します。

[展開]→[Operating
System]→[SLES (AutoYaST)]

9.6.2 項
(102 ページ)

ターゲット システムで VMware ESX の対話型インストールを実
行します。

[展開]→[Operating
System]→[VMware ESX
Interactive]

9.6.1 項
(100 ページ)

主要な仕様を提供するための自動インストール設定ファイルを
使用して、ターゲット システムで VMware ESX の自動インス
トールを実行します。

[展開]→[Operating
System]→[VMware ESX
(Kickstart)]

9.6.2 項
(102 ページ)

ターゲット システムで VMware ESXi の対話型インストールを実
行します。

[展開]→[Operating
System]→[VMware ESXi
Interactive]

9.6.1 項
(100 ページ)

主要な仕様を提供するための自動インストール設定ファイルを
使用して、ターゲット システムで VMware ESXi の自動インス
トールを実行します。

[展開]→[Operating
System]→[VMware ESXi
(Kickstart)]

9.7 項 (103 ペー
ジ)

ネットワーク インストールをサポートする RHEL または SLES 以
外の Linux オペレーティング システム ディストリビューション

[展開]→[Operating
System]→[Custom or Other
Interactive...] をインストールします。インストールでは、キー データ（カー

ネル パラメーターなど）の入力を求めるメッセージにオペレー
ターが応答する必要があります。

9.7 項 (103 ペー
ジ)

ネットワーク インストールをサポートしている RHEL または
SLES 以外の Linux オペレーティング システム ディストリビュー

[展開]→[Operating
System]→[Custom or Other
(Unattended)...] ションをインストールします。あらかじめ特定のファイルでキー

データを指定した場合は、応答の必要なメッセージを表示させ
ずにインストールをすすめることができます。
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表 1 HP Insight Control のユーザー インターフェイスに表示される Insight Control for Linux の拡
張機能 (続き)

記載されている
場所説明メニュー項目

Linux イメージの取得とデプロイメント

10.3 項 (113 ペー
ジ)

ターゲット管理対象システムから Linux イメージを取得、レポジ
トリに保存します。

[展開]→[Operating
System]→[Capture Linux
Image]

10.5 項 (118 ペー
ジ)

1 つ以上のターゲット管理対象システムに、すでに取り込まれ
ている Linux イメージをデプロイします。

[展開]→[Operating
System]→[Deploy Linux Image]

ProLiant Support Pack （PSP）コンポーネントのインストール

第13章 (142 ペー
ジ)

ユーザーが選択した Linux PSP コンポーネントを、Insight Control
for Linux レポジトリからターゲット管理対象システムにインス
トールします。

[展開]→[ドライバー、ファー
ムウェアおよびエージェント
のインストー
ル]→[IC-Linux]→[Install
ProLiant Support Pack (PSP)...]

ISO コントロール

14.1 項 (146 ペー
ジ)

ISO イメージを暗黙的に挿入し、サーバーの電源を入れてイメー
ジを起動します。

[ツール]→[ISO
Controls]→[Boot ISO Image...]

14.2 項 (146 ペー
ジ)

選択した ISO イメージを、ローカル接続デバイスとして使用で
きるようにします。

[ツール]→[ISO
Controls]→[Mount ISO
Image...]

14.3 項 (146 ペー
ジ)

挿入した ISO イメージを、1 台または複数台のターゲット サー
バーから削除します。

[ツール]→[ISO
Controls]→[Eject ISO Image...]

サーバー コントロール

15.1 項 (147 ペー
ジ)

管理プロセッサーへのリモート コールを実行して、電源ステー
タスが急にオフになるよう設定します。

[ツール]→[Server
Controls]→[Power Off
Server...]

15.2 項 (147 ペー
ジ)

管理プロセッサーへのリモート コールを実行して、電源ステー
タスをオンに設定します。

[ツール]→[Server
Controls]→[Power On Server...]

15.3 項 (147 ペー
ジ)

管理プロセッサーへのリモート コールを実行して、電源ステー
タスが急にオフになった後、設定した時間が経過するとオンに
戻るように設定します。

[ツール]→[Server
Controls]→[Reboot Server...]

メンテナンス、トラブルシューティング、および診断

25.2 項 (214 ペー
ジ)

トラブルシューティングのため、Linux ベースの RAM ディスク
環境から管理対象システムを起動します。

[診断]→[Boot to Linux Rescue
Mode]

25.2 項 (214 ペー
ジ)

トラブルシューティングのため、Linux ベースの RAM ディスク
環境から管理対象システムを起動します。

[設定]→[Boot to IC-Linux RAM
disk]

第12章 (136 ペー
ジ)

CMS 上で Insight Control for Linux のライセンスが適用されてい
る ProLiant サーバーのファームウェアの更新を開始します。

[展開]→[ドライバー、ファー
ムウェアおよびエージェント

重要: ファームウェア更新の対象として選択されたサーバーは
シャットダウンされます。また、更新が正常に行われた後もサー
バーの電源は切断されたままになります。

のインストー
ル]→[IC-Linux]→[Update
ProLiant Firmware...]

1.4 Insight Control for Linux ツールボックス
Insight Control for Linux は、1 組の役割ベースのツールボックスを使用してあらかじめ設定さ
れています。ツールボックスとは、HP SIM や Insight Control for Linux で使用できるツールの集
まりです。ツールボックスを使用すると、1 つのコマンドだけで複数のツールの使用権をユー
ザーに付与できます。
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以下では、各ツールボックスとそのツールボックスに含まれるツールを示します。

Insight Control for Linux 管理ツールボックスInsight Control for Linux デプロイ ツールボックス

• Boot to Linux Rescue Mode• Red Hat Interactive

• Red Hat (Kickstart) • Boot to IC-Linux RAM disk

• Configure Management Services• SLES Interactive

• SLES (AutoYaST) • Configure SNMP on DL1xx Servers

• Install Agents• VMware ESX Interactive

• VMware ESX (Kickstart) • Uninstall Insight Control for Linux Agents

• Nagios• VMware ESXi Interactive

• Custom or Other Interactive • Performance Dashboard

• Modify Management Processor Credentials• Custom or Other (Unattended)

• Device Discovery • Power Off Server

• Power On Server• Capture Linux Image

• • Reboot ServerDeploy Linux Image

• Run SSH Command

• Run Script

• Update ProLiant Firmware

Insight Control for Linux デプロイ ツールボックスには、イメージをリモートでインストール、
取得、およびデプロイするのに必要なツールが含まれます。

Insight Control for Linux 管理ツールボックスは、管理対象システムの状態の監視および管理の
みを行うユーザー用のツールボックスです。これらのツールボックスを使用して関連が深い
ツールのグループにアクセスできるユーザーを作成する場合は、新しい Linux ユーザー アカウ
ントの作成後に、アカウントに対して次の各コマンドを使用します。

$ mxuser –a username –d "Manager Account" –p none
$ mxauth –a –u username –R "Insight Control for Linux Manage" –n "*"

管理者アカウント、すなわち、HP SIM にアクセスして使用する権限が必要な非 root アカウン
トの作成については、『HP Insight Control for Linux インストレーション ガイド』を参照してく
ださい。

1.5 Insight Control for Linux コマンド環境
表 2では、CMS または任意のマネジメント ハブ上でコマンド ラインから実行できる Insight
Control for Linux コマンドを示します。ただし、pdsh コマンドはマネジメント ハブ上では実
行できません。

表 2 Insight Control for Linux コマンド

マンページ説明コマンド

console(8)管理対象システムのシリアル コンソールへのアクセスを有効
にします。

console

headnode(1)CMS の名前を返します。headnode

nodename(1)CMS または実行対象の管理対象システムの Insight Control for
Linux 内部名を表示します。

nodename

nrg(8)Nagios が収集するデータを使用して、Insight Control for Linux
コレクションの状態の分析を含むレポートを生成します。

nrg
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表 2 Insight Control for Linux コマンド (続き)

マンページ説明コマンド

pdsh(1)複数の管理対象システム全体の CMS 上でコマンドを並列に実
行します。

pdsh

shownode(1)このコマンドには、管理対象システムに関する情報を提供す
るさまざまなサブコマンドがあります。サブコマンドのリス
トを表示するには、shownode --help と入力します。

shownode

個々のコマンドの詳細については、（使用できる場合）対応するマンページを参照してくださ
い。コマンド ラインからマンページを表示するには、次のように man コマンドを使用します。
# man command_name

1.6 内部タスク キューと管理
一部の Insight Control for Linux タスク、特に OS インストール タスクには時間がかかる場合が
あるため、Insight Control for Linux は、タスク キューイングと負荷分散のために内部タスク エ
ンジンを使用します。タスク エンジンには、以下の利点があります。

• あるターゲット管理対象システムに対して、一度にただ 1 つの Insight Control for Linux タ
スクだけが実行されます。

• Insight Control for Linux タスクは、あるターゲット管理対象システムに対して、起動した
順序で実行されます。

• 選択したターゲット管理対象システムの数にかかわらず、Insight Control for Linux タスク
が CMS に課す負荷は、CMS の性能とユーザビリティに影響しないように制御されます。

複数のターゲット管理対象システムに対して Insight Control for Linux ツールを実行すると、他
の管理対象システムでタスクが開始する前に一部の管理対象システムでタスクが完了する場合
があります。また、ターゲット管理対象システムによって、タスクの処理速度が異なる場合が
あります。これは、正常な動作です。

Insight Control for Linux タスクのすべての出力、ログ、およびコントロールは、[タスク ＆ ロ
グ]→[タスク結果の表示]画面に統合されています。
Kickstart または AutoYaST ファイルを使用した OS のインストールでは、5 日間のタイムアウ
トが有効であるため、タスクがハングしたままになることはありません。

同時に実行できる Insight Control for Linux タスクの数は、ユーザーが変更できます。詳しくは、
23.8 項 (205 ページ) を参照してください。

1.7 同期されたシステム クロック
Insight Control for Linux を使用する場合、特に Insight Control for Linux ツールを使用して管理対
象システムにオペレーティング システムをインストールしたり Linux イメージを取得およびデ
プロイしたりする場合は、システム クロックを正確に合わせて同期化することをおすすめしま
す。

Console Maintenance Facility が SSH を使用して管理対象システムにアクセスするには、同期
を行う必要があります。

システム時刻が正しくない管理対象システムからイメージを取得したり、システム時刻が正し
くないサーバーにイメージをデプロイしたりすると、イメージがデプロイされるときに大量の
エラー メッセージが生成されることがあります。これらのメッセージはデプロイメントに影響
を与えるわけではありませんが、デプロイメントが大幅に遅くなる可能性があります。

この問題やその他の問題を回避するために、CMS と管理対象システムのクロックを常に同期
化してください。
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重要: 
NTP を実装する場合は、ファイアウォール上で NTP ポートが開いていることを確認してくだ
さい。NTP 用のデフォルトのポートは、UDP:123 および TCP:123 です。

1.8 Insight Control for Linux の RAM ディスク環境
Insight Control for Linux の RAM ディスク環境は、Integrated Lights-Out（iLO）管理プロセッサー
（一部のサーバーでは LO100i 管理プロセッサー）を搭載した HP ProLiant サーバーの検出、
登録、および設定をサポートするために使用される、メモリ内で完全に機能する動作環境で
す。Insight Control for Linux がサポートするサーバーの一覧については、『HP Insight Control
for Linux サポート マトリックス』を参照してください。
RAM ディスクの動作環境は、HP ProLiant サーバーおよび Insight Control for Linux をサポート
できるよう強化されています。

RAM ディスク環境は、HP ProLiant サーバーが SystemImager Insight Control for Linux ブート
RPM がインストールされている CMS からネットワーク起動（PXE または仮想メディア）を開
始すると起動します。RAM ディスクの動作モードは、PXE 起動処理の一環として渡されるカー
ネル コマンド ライン パラメーターで決定されます。

重要: PXE 起動プロトコルは本質的に安全性に欠けるプロトコルなので、Insight Control for
Linux のデプロイメント機能および取得機能は信頼できるネットワーク環境で使用することを
おすすめします。

PXE ブート プロトコルは、その設計上機密性は考慮されていません。CMS は、RAM ディスク
から起動するシステムが本物であるかどうかを確認できません。同様に、起動した管理対象シ
ステムは、RAM ディスクの送信元になるホストが本物であるかどうかを確認できません。
PXE に代わる安全な機能として、仮想メディアが提供されています。

1.9 ネットワーク構成および DHCP 要件
サポートされているネットワーク構成と DHCP 要件は、『HP Insight Control for Linux インスト
レーション ガイド』に記載されています。
PXE の起動に代わる、より簡単で安全な方法として、仮想メディア メカニズム（「仮想メディ
ア」 (19 ページ) を参照）を使用できます。ただし、仮想メディアを使用するには、[Define
Networks] ツールおよび [Network Configuration Editor] ツールを使用して、ネットワーク パラ
メーターを設定し適用する必要があります。これらの 2 つのツールについて詳しくは、第6章
(60 ページ) を参照してください。

1.10 仮想メディア
仮想メディアとは、CD や DVD からロードされる場合とほぼ同じように、ネットワーク経由で
仮想 CD（すなわち、起動可能な ISO イメージ）から iLO ベースの管理プロセッサー搭載サー
バーを起動できるようにするメカニズムのことです。仮想メディアは、PXE に代わる安全な機
能です。この機能では、まず CMS 上の ISO イメージの位置を示すために、管理プロセッサー
にコマンドが送信されます。システムに電源が入ると、CMS から管理プロセッサー経由で起
動可能なイメージがロードされます。

仮想メディアは、DHCP を使用しません。システムは、IP アドレス、ネット マスク、ゲート
ウェイなど、定義済みのネットワーク構成情報を含むカスタム RAM ディスクを起動します。
Insight Control for Linux は、ネットワーク情報に関するパラメーターを定義するツール、その
ネットワーク パラメーターを編集するツール、およびベアメタル検出を開始するツールを提供
します。
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1.11 管理対象システム名
Insight Control for Linux コマンド ライン コマンドは、次のような名前で管理対象システムを認
識します。

説明
管理対象システムの名前の
種類

Linux OS のインストール時に、管理対象システムに名前が割り当てられた場合、そ
の名前。

ホスト名

HP SIM は、このホスト名で管理対象システムを認識します。

ドメイン名が追加された管理対象システム ホスト名。たとえば、
earth.example.com。このガイドの例では、コマンドおよび画面の例に使用され
ているドメイン名はexample.com です。

完全修飾ホスト名

Insight Control for Linux が管理対象システムに割り当てる内部名。Insight Control for
Linux の名前の命名規則は、{collection name}{0-9999} です。

Insight Control for Linux 内部
名

• collection name は、Insight Control for Linux のデフォルトの名前または Insight
Control for Linux のインストール プロセス中にコレクション名として割り当てる
ユーザー定義の名前です。

• 0-9999 は、Insight Control for Linux のインストール プロセス中に管理対象システ
ムに任意に割り当てられる番号です。番号は、順番に割り当てられます。

たとえば、コレクション名がicelx である場合、Insight Control for Linux の内部名は
icelx1、icelx2、icelx3 などのようになります。
管理対象システムが Insight Control for Linux コレクションに追加または削除されると
き、内部名がどのように変化するかの説明については、1.11.1 項 (20 ページ) を参照
してください。

1.11.1 Insight Control for Linux のノードの割り当て方法
Insight Control for Linux 内部名は、管理サービスを設定または再設定するとき、次のメニュー
項目を通じて割り当てられます。

[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services]
このタスクでは、nodenumbers ファイルが作成されます。このファイルには、管理対象シス
テムとその内部名との関連付けが保存されます。このファイル
は、/opt/hptc/database/etc/collection_name にあります。ここで、
collection_name は、管理対象システムの Insight Control for Linux コレクションを意味しま
す。

通常、Insight Control for Linux コレクションに新しい管理対象システムを追加すると、使用で
きる次の名前が新しい管理対象システムに割り当てられます。たとえば、すでに 3 つの管理対
象システムに内部名icelx1、icelx2、およびicelx3 が割り当てられている場合、新しい管
理対象システムには内部名icelx4 などが割り当てられます。コレクションから削除された管
理対象システムの内部名は、削除された管理対象システムが元に戻されそのシステムに割り当
てられる場合を除いて再利用されません。

/opt/hptc/database/etc/collection_name/nodenumbers ファイルの内容を理解して
いる場合はこのファイルを編集または作成して、ノードの内部番号の割り当ての方法を変更で
きます。ここで、collection は、管理対象システムのコレクションを意味します。内部ノー
ド名は、コレクション名とノード番号を連結することで生成されます。

[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] タスクを実行するとき、タスクは
このファイルの有無を確認します。

• ファイルが存在しない場合、ファイルが作成され、管理対象システムと現在の番号割り当
ての方法に合わせて番号が割り当てられます。中央管理サーバーは、常にノード番号 1 で
す。

• ファイルが存在する場合、設定タスクは nodenumbers ファイルを読み取り、ファイルの
内容に基づいてノード番号を割り当てます。新しい管理対象システムがある場合、それら
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のシステムは自動的にリストに追加されます。Insight Control for Linux が管理しなくなっ
たサーバーもリストに残ります。

管理対象システムを削除しても、番号割り当ての方法は変わりません。

ノード番号を再利用するには、このファイルからその番号を削除し、[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] メニュー項目を使用して Insight Control for
Linux マネジメント サービスを設定しなおします。
このファイルのブランク行またはコメント行以外の行には、次の 3 つのフィールドがありま
す。

number name GUID

ここで

number 管理対象システムのノード番号です。負の数は許可されません。

name HP SIM が管理対象システムの識別に使う名前（mars など）です。
GUID 該当する管理対象システムの世界で 1 つだけの ID です。このフィールドはオ

プションですが、GUID が提供される場合、name フィールドより優先されま
す。この方法は、ある管理対象システムについて、たとえ名前が変更されても
内部ノード名は変えたくないという場合に、特に効果的です。

管理対象システムの GUID は、次のコマンドを使用して取得できます。
$ mxnode -ld nodename | grep GUID
GUID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

次の規則が適用されます。

• ファイルでの管理対象システムのリスト順には規定はありません。つまり、順序は関係あ
りません。設定タスクが、ファイル内で並べ替えを行います。

• 番号が連続する必要はありません。

• 名前または GUID が異なるノードに同じ番号が付けられている場合、ファイル内の最初の
インスタンスだけが使用されます。同じ番号の 2 つ目以降のエントリーは取り除かれま
す。

• 同じ GUID のエントリーが 2 つある場合、最初のエントリーだけが使用されます。

• コメント行の最初のフィールドには数字以外の文字（通常は、#）が使われます。

• 空白の行とコメントは無視され、保存されません。

次に編集済みの nodenumbers ファイルの例を示します。
# Nodenumbers file

1 earth xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 mercury
4 mars
5 pluto nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

このファイルの管理対象システムには、設定タスクにより次のように内部ノード名が割り当て
られます。

earth icelx1

mercury icelx3

mars icelx4

pluto icelx5

ここで、icelx はコレクション名です。
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1.11.2 管理対象システム名の表示
Configure Management Services タスクの実行後、21.2.2 項 (192 ページ) に記載されているよ
うに、shownode info コマンドを使用して管理対象システムとその名前のリストを表示する
ことができます。

1.12 HP SIM との接続
HP SIM にログインして接続するには、以下の手順に従います。
1. ブラウザー ウィンドウを開きます。
2. 次のアドレス形式を使用して、中央管理サーバーの Web アドレスを入力します。

• http://CMS_fully_qualified_host_name:280/

• https://CMS_fully_qualified_host_name:50000/

• http://CMS_IP_address:280/

Web アドレスは、以下から構成されます。

• CMS の完全修飾ホスト名またはCMS 管理インターフェイスの IP アドレス。CMS 管
理インターフェイスは、CMS と管理対象システム間の通信に使用される Ethernet ア
ダプター（NIC）です。

• デフォルトの HP SIM ポートは、ポート 280 です。
たとえば、CMS の完全修飾ホスト名がmercury.example.com である場合は、次の Web
アドレスを入力します。

http://mercury.example.com:280/

3. ログイン画面が表示されたら、HP SIM 管理者のユーザー名または root とそれに関連す
るパスワードを入力して HP SIM にログインします。

1.13 Insight Control for Linux ファイルのバックアップ
次の表に、必要な場合にカスタム インストールの内容を再生するためにバックアップする必要
があるユーザー ファイルとディレクトリを示します。

表 3 バックアップする必要がある Insight Control for Linux ファイルおよびディレクトリ

理由バックアップする必要があるファイルおよびディレクトリ

オペレーティング システム、起動イメージ、
取得したイメージ、インストール設定スクリプ

/opt/repository/*

ト、依存関係スクリプト、およびファームウェ
ア更新ファイルは、サポートされているものも
ユーザーが作成したものもこのディレクトリに
配置されています。

このファイルには、コンソール管理機能の設定
データが含まれます。

/opt/hptc/cmf/cmf.conf

このファイルには、Insight Control for Linux 設
定値が含まれています。

/opt/mx/icle/icle.properties

ネットワーク設定パラメーターのデータベース
です。

/opt/mx/icle/config/network_map.xml

このディレクトリには、Nagios で使用される
重要情報が格納されます。

/opt/hptc/nagios/etc/templates/*

このファイルには、syslog-ng ユーティリティ
の設定データが含まれます。

/opt/hptc/syslog-ng/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf

CMS が DHCP サーバーを兼ねている場合にの
み必要です。

/etc/dhcpd.conf
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表 3 バックアップする必要がある Insight Control for Linux ファイルおよびディレクトリ (続き)

理由バックアップする必要があるファイルおよびディレクトリ

ホスト名の静的テーブル/etc/hosts

Net-SNMP SNMP エージェントの設定ファイル/etc/snmp/snmpd.conf

設定を復元するには、HP SIM 設定ファイルもバックアップする必要があります。これらの HP
SIM 設定ファイルについて詳しくは、次の White Paper を参照してください。
HP-UX および Linux 環境での HP SIM 5.2 以降のデータ ファイルのバックアップと復元
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2セキュリティ
2.1 内蔵セキュリティ機能

この項は、HP SIM および Insight Control for Linux に統合されて安全を確保している機能を説明
します。セキュリティ機能については、このガイドに含まれる関連トピックの中でも説明しま
す。

• ブラウザー接続

HP SIM は、Web ブラウザーへの安全な接続を実施します。

• ユーザー名とパスワード

次に、CMS 上のユーザー名とパスワードを示します。このユーザー名とパスワードによ
り、許可されたユーザーだけがアクセスできるようになります。

◦ Linux root パスワード
任意の管理タスクを実行する権限を持つ CMS 上の root アカウントへのアクセスを許
可します。

◦ HP SIM のユーザー名とパスワード
HP SIM と Insight Control for Linux を起動し、使用して、システムを管理し、監視でき
る管理者権限を持つユーザー。

◦ 管理プロセッサーのユーザー名とパスワード

管理対象システムのシリアル コンソール ポートへのアクセスを許可します。

◦ Nagios 管理者パスワード
Nagios システムとネットワーク監視アプリケーションを起動し、使用するためのア
クセスを許可します。

• ディレクトリ アクセス
以下の 2 つのディレクトリは、非 root ユーザーがアクセスできます。

◦ /opt/hptc

◦ /opt/repository

ユーザーがこれらのディレクトリのファイルにアクセス、追加、または削除することない
ように、ゲストおよびその他の信頼できないユーザー アカウントを CMS 上に作成しない
ことをおすすめします。

• ファイアウォール

適切なポートを開くと、Insight Control for Linux はファイアウォールと共に動作します。
ファイアウォールの使用をおすすめします。

• Secure Shell
Secure Shell（SSH）は、管理対象システムにアクセスするために望ましい方法です。通
常、ssh コマンドを使用して、ログイン シェルを取得し、コマンドを実行します。
Insight Control for Linux および最近の Linux ディストリビューションは、ssh コマンドを
含む OpenSSH スイートを提供します。OpenSSH は、ssh1 プロトコルとssh2 プロトコ
ルを実装しますが、ssh2 の方が優先され、デフォルト プロトコルになっています。ま
た、RSA、RSA1、および DSA ホスト キーがサポートされています。ホストの識別には
1024 ビットの RSA キー、通信の暗号化には 256 ビットの AES キーが使用されます。
diffie-helman-group1-sha キーが使用されます。
キーの構成についてはデフォルトで問題はありませんが、ご使用の環境で別のキー構成が
必要な場合、適切な構成については次の Web サイトを参照してください。
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http://www.openssh.com/manual.html
また、SSH サービスでは、scp または sftp コマンドを使用して、SSH と同じポート経
由でファイル転送を実行できます。

• pdsh キー
pdsh コマンドは、ホストのパブリック キーを使用してリモート ホストを認証し、パブ
リック キー認証によるユーザー認証をサポートしています。

• cmfd キー
console コマンドは、コンソール アクセスのために SSL キーを使用して Console
Management Facility デーモン（cmfd）に接続します。

• 安全な起動メカニズム

Insight Control for Linux では、安全な起動メカニズムとして仮想メディアの機能がサポー
トされています。PXE による起動では、認証や暗号化は行われません。
CMS または管理対象システムの認証に使われるデータ、あるいは管理プロセッサーでロ
グイン認証情報をセットアップするために使用されるデータは、保護されていなければな
りません。仮想メディア メカニズムでは、これらの情報は保護されます。具体的には、こ
れらのデータには、CMS と管理対象システムの通信の安全を確保するために必要な SSH
パブリック キーと証明書が含まれています。このために、通常の Insight Control for Linux
RAM ディスクに付加できる補助 RAM ディスクが作成されます。
この補助 RAM ディスクは、次のいずれかの方法で使用されます。

◦ 仮想メディアを使用して管理対象システムを起動する際に、仮想メディア ISO 起動イ
メージの一部になる。

◦ PXE による起動で、pxelinux.cfg 起動設定ファイルに追加される。

• HTTPS
CMS と管理対象ノード間の通信には、HTTPS が使用されます。

• デジタル署名

HP のソフトウェア、ファームウェア、ドライバー、アプリケーションなどの実行可能ファ
イルは、暗号化された電子署名を付けて配布されます。この電子署名は、受け取ったコー
ドの出所が正当であり改ざんされたものでないことを、デプロイする前に確認するための
業界標準の方法です。

このデジタル署名は、シグネチャー確認プロセスで使用され、次のことが検証および確認
されます。

◦ コードの出所の正当性の確認と検証

当該のコードが HP によって作成されたものであること。

◦ コードの完全性の確認と検証

当該のコードが、最初に署名されたあとで改ざんされていないこと。

RPM の検証手順については、「RPM シグネチャーの検証」 (26 ページ) を参照してくださ
い。

• 権限の昇格

HP SIM で権限昇格が設定されている場合、Insight Control for Linux の監視操作を行うこと
はできません。ただし、HP SIM の権限昇格の影響を受けない、Insight Control for Linux の
OS インストール、イメージ取得およびデプロイメント操作は可能です。

• システム監視情報へのアクセス

Nagios が Supermon および mond から収集する測定データは暗号化されませんので、信
頼できるネットワーク環境の使用をおすすめします。
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• スケーラブル デプロイメントに関する問題
Insight Control for Linux のスケーラブル デプロイメント機能は、CMS からグループ リー
ダーおよび FTP への Linux イメージの転送およびグループ リーダーから個々のサーバーへ
のイメージの転送に HTTP を使用します。イメージを提供するサーバーが本物であるかど
うかを確認するメカニズムはありません。どちらの方法も Man-In-The-Middle から保護さ
れません。

標準的な Linux デプロイメント（SSH を使用してイメージをターゲット システムにプッ
シュ）は、スケーラビリティに劣りますが、大規模デプロイメントより安全です。

大規模 Linux デプロイメントには専用の管理 LAN の使用をおすすめします。
スケーラブル デプロイメントについて詳しくは、10.4 項 (114 ページ) を参照してくださ
い。

• RAM ディスク接続および操作のロギング
多少の変更によって、RAM ディスクへの接続者を記録することができます。詳しくは、
RAM ディスク接続および操作のロギング (211 ページ) を参照してください。

2.2 RPM シグネチャーの検証
Insight Control for Linux、Insight Control 仮想マシン管理、および Insight Control 電力管理用の
RPM は、プライベート キーでデジタル署名されています。このため、Insight Control for Linux
の ISO イメージで配布されるパブリック キーを使用して、RPM を検証し正当なものかどうか
を確認できます。

この検証作業はオプションですが、検証を行うことでコードの作成者が HP であることと署名
後コードが改ざんされていないことを確認できます。

RPM 署名について詳しくは、『HP Insight Control for Linux インストレーション ガイド』を参
照してください。

2.3 信頼済み証明書
Insight Control for Linux は、HP SIM のセキュリティ機能に適合しています。[オプション]→[セ
キュリティ]→[認証]→[信頼されたシステム]の下に [信頼された証明書]タブが用意されていま
す。このタブを選択して Web ページに移動すると、SSL/HTTPS 接続の処理方法を決定できま
す。ページには次の 2 つのオプションがありボタンを利用して選択します。

• [常に許可]
デフォルトでは、このボタンが選択されています。CMS は、HP SIM の信頼証明書リスト
の証明書で確認することなく、管理対象システムと SSL 接続を確立します。

• [必須]
このボタンが選択されると、CMS は HP SIM の信頼証明書リストに証明書が提示されてい
る管理対象システムのみとの SSL 接続を確立します。

iLO ベースの管理プロセッサーで通信する任意の操作を実行するときは、Insight Control for
Linux にはターゲット iLO が信頼済みシステムであるかどうかを確認する機能があります。す
なわち、Insight Control for Linux の信頼する証明書を提示しているということです。このセキュ
リティ メカニズムを有効にするには、[必須]ラジオ ボタンが選択されていることを確認してく
ださい。

iLO の自己署名の証明書をインポートするには、[インポート]ボタンを使用します。iLO の自己
署名の証明書は、ご使用のブラウザーで iLO に接続すれば取得できます。たとえば、Windows
Vista 用の Microsoft Internet Explorer では、以下の手順に従ってください。
1. [ページ]→[セキュリティ報告]の順に選択します。
2. [証明書の表示]を選択します。
3. [詳細]タブを選択します。
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4. [ファイルにコピー...]ボタンを選択します。
5. [証明書のエクスポート ウィザード]で、[Base-64 encoded X.509 (.CER)] ラジオ ボタンを選
択して、次に進みファイルを保存します。このファイルは、HP SIM で [インポート]ボタ
ンを選択したときに指定したファイルです。

HP SIM の信頼ストレージにその証明書を追加する各 iLO で、この手順を繰り返す必要があり
ます。

別の方法は、スクリプトを使用して iLO の証明書を抽出して HP SIM の信頼証明書リストに追
加することによってこの手順を自動化することです。一連の iLO 証明書を許可して HP SIM の
信頼済みストアに追加するスクリプトの例です。

#!/bin/sh
#
# Get certificate for each iLO passed in as an argument
# and add it to the HP SIM trust store.
#

for i in $@
do

echo |\
openssl s_client -connect ${i}:443 2>&1 | \
sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' | mxcert -t -

if [ $? -ne 0 ]; then
echo "Unable to retrieve certificate for $i"
exit 1

else
echo "Added certificate for $i"

fi
done
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3ライセンスの管理
この章では、以下の項目について説明します。

• 「ライセンスの概要」 (28 ページ)

• 「HP SIM への Insight Control for Linux ライセンス キーの追加」 (28 ページ)

• 「仮想ゲストへのライセンス適用」 (29 ページ)

3.1 ライセンスの概要
Insight Control 電力管理および Insight Control 仮想マシン管理のライセンスは、Insight Control
for Linux ライセンスにバンドルされています。iLO Advanced のライセンスは、以前と同じく、
独立したライセンスになっています。

Insight Control for Linux は、そのライセンス モデルとして HP SIM License Manager を使用しま
す。

Insight Control for Linux で監視および管理するすべてのサーバーに、Insight Control for Linux ラ
イセンスを適用する必要があります。HP BladeSystem エンクロージャーとスイッチでは、Insight
Control for Linux ライセンスは不要です。
ライセンスは HP SIM に付随するため、Insight Control for Linux の使用中はロックされます。
ライセンスの関連付けは、サーバー レベルで実行されます。ライセンスは、サーバーに割り当
てられるとすぐにロックされます。ライセンスがロックされると、削除や別のサーバーへの譲
渡は不可能になります。

重要: Insight Control for Linux のライセンスの割り当ては慎重に行ってください。特に、複数
のターゲットに割り当てる場合は注意が必要です。

このライセンスが必要なのはサーバーだけです。管理プロセッサーなど、他のデバイスにライ
センスを適用してもライセンスが無駄になるだけです。いったん割り当てたライセンスの解除
は困難です。

3.2 HP SIM への Insight Control for Linux ライセンス キーの追加
『HP Insight Control for Linux インストレーション ガイド』に、HP SIM に Insight Control for
Linux ライセンス キーを追加する方法が記載されています。したがって、それらの手順に従っ
た場合は、何も実行する必要がありません。

ただし、追加の Insight Control for Linux ライセンスを HP から購入するたびに、
管理するシステムに Insight Control for Linux ライセンスを適用する必要があります。
以下の手順に従って、HP SIM に Insight Control for Linux ライセンス キーを追加します。以下
で説明するキーのアクティブ化手順は、次の Web サイトにも掲載されています。
http://www.hp.com/go/insightlicense （英語）
1. HP SIM の GUI で次のメニュー項目を選択します。

[展開]→[ライセンス マネージャー]
2. Insight Control for Linux 製品を選択します。
3. [ライセンスの管理...]を選択します。
4. Insight Control for Linux ライセンスを選択します。
5. [ライセンスの適用]を選択します。
6. ライセンスを適用したいサーバーを選択します。

7. [適用]を選択します。
8. [次へ]を選択します。
9. ライセンスを適用したいサーバーを選択します。
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10. [今すぐライセンスを適用]を選択します。

3.3 仮想ゲストへのライセンス適用
ある仮想ホスト（VM ホスト）のすべての仮想ゲストがその仮想ホストに正しく関連付けられ
ていれば、仮想ホストに Insight Control for Linux のライセンスを適用すると、それらのゲスト
にも Insight Control for Linux のライセンスが適用されたことになります。そのホストにライセ
ンスを適用せずに仮想マシン ゲスト（VM ゲスト）にライセンスを適用することもできます。
また、そのホストに加えてゲストにもライセンスを適用することができますが、どちらの場合
も、ライセンスを無駄に消費することになります。

ライセンス マネージャーではそのホストからライセンスを継承している VM ゲストはライセ
ンス適用済みと表示されませんが、[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services]
タスクで設定されたときにライセンスが適用されたと見なされます。

特定の VM ゲストを監視対象として選択したい場合は、VM ゲストを
{collection_name}_Servers サブコレクションに手動で追加して、[Auto-populate] オプ
ションでno を指定する必要があります。

注記: 関連付けられた VM ホストに Insight Control for Linux のライセンスが適用されている
場合、Insight Control for Linux が監視できるのはこのサブコレクションに追加されている VM
ゲストだけです。
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4タスクおよびタスクの結果について
この章では、以下の項目について説明します。

• 「タスクの結果の概要」 (30 ページ)

• 「タスクの結果について」 (30 ページ)

• 「[タスク結果] ページ」 (30 ページ)

• 「共通のタスク結果」 (32 ページ)

• 「HP SIM の標準タスク結果表示形式」 (35 ページ)

• 「スケーラブル タスクの結果表示形式」 (38 ページ)

4.1 タスクの結果の概要
HP SIM および Insight Control for Linux を使用すると、タスクを実行したり、スケジュールを設
定して、システムを管理することができます。Linux OS インストール、イメージの取得、イ
メージ デプロイメントなど、多くのタスクを、ただちに実行したり、後で実行するようにスケ
ジュールを設定することができます。

タスクをすぐに実行する場合もスケジュールを設定して後で実行する場合も、次に示すように
タスクの結果を利用できます。

• [今すぐ実行]ボタンを選択して、タスクを実行する場合、そのタスクの [タスク結果] ペー
ジが自動的に表示されます。このページを使用して、タスクの進捗状況を最初から最後ま
で追跡できます。

• タスクのスケジュールを設定したり、[今すぐ実行]ボタンを選択してタスクをただちに実
行するときは、[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示...]メニュー項目からタスクの結果に
アクセスすることができます。

• タスクのスケジュールを設定するときは、[タスク ＆ ログ]→[スケジュールされたすべて
のタスクの表示...]または[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示...]メニュー項目を使用して
特定のタスクの結果を表示することができます。

この章では、タスク結果画面が Insight Control for Linux ツールを実行するタスク用にどのよう
にカスタマイズされたかを説明します。HP SIM タスクの管理と参照については、HP Systems
Insight Manager のオンライン ヘルプを参照してください。

4.2 タスクの結果について
タスク完了率（%）は、完了したターゲットの数をターゲットの総数で割ったものです。計算
では、個々のターゲットの完了率（%）は考慮されません。
[タスク結果] 画面のさまざまなセクションの自動更新は、タイミングがずれる場合がありま
す。その結果、あるセクションの情報が、別のセクションの情報より新しい場合があります。
これは一時的なものであり、以後の自動更新で修正されます。

4.3 [タスク結果] ページ
図 1に、[タスク結果] ページを示します。このページは、[今すぐ実行]を選択してタスクを実
行するかまたは[タスク & ログ]→[タスク結果の表示...]を使用して、タスク結果を表示すると開
きます。

Insight Control for Linux タスクを実行するとき、標準的な HP SIM ビューまたは Insight Control
for Linux スケーラブル ビューでタスク結果を表示できます。SIM ビューはターゲット ベース
ですが ICE-Linux スケーラブル ビューはターゲットではなく操作に基づいています。
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図 1 [タスク結果] ページ

表 4に、[タスク結果] ページのコンポーネントを示します。

表 4 [タスク結果] ページのコンポーネント

利用可能なビュー（HP
SIM の標準ビュー、ス

説明コンポーネント
ケーラブル ビュー、両
方のビューに共通）

共通ページ上部で実行中のタスクまたはタスク リスト ログで選択
中のタスクのステータスを提供

[[タスク インスタンスの
結果]]

共通このオプションは、Insight Control for Linux タスクの実行時に
のみ提供されます。

[Use SIM Standard Task
Results Format] ラジオ ボ
タン このボタンを選択すると、ターゲットに焦点を当てたビューが

表示されます。このビューで、タスクの対象になっているター
ゲットのリストを表示できます。このオプションは、すべての
HP SIM タスクが使用する標準タスク結果フォーマットです。
HP SIM タスクは、常に、HP SIM 標準フォーマットですから、
選択はできません。

図 6 (35 ページ) に、ターゲットに焦点を当てたタスク結果の
表示形式を示します。

共通この形式は、Insight Control for Linux タスクだけで使われるも
ので、Insight Control for Linux タスク実行時のオプションとし
てのみ使用できます。

[Use Scalable Task Results
Format] ラジオ ボタン

このラジオ ボタンを選択すると、操作に焦点を当てた形式で表
示が行われます。この形式では、各ターゲットでの完了時点で
タスク内の各操作のステータスを表示できます。
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表 4 [タスク結果] ページのコンポーネント (続き)

利用可能なビュー（HP
SIM の標準ビュー、ス
ケーラブル ビュー、両
方のビューに共通）説明コンポーネント

この形式は、Linux OS を一度に多数のサーバーにインストール
するなど、多くのターゲットに対して Insight Control for Linux
タスクを実行する場合に特に役立ちます。

図 9 (39 ページ) に、操作に焦点を当てたタスク結果の例を示
します。

共通タスクの全体的なステータスを示すステータス アイコン[Summary status:]

共通1 つの操作について出力ログの情報を提供します。[Operation Details] の
[Log]

HP SIM ビュー選択された 1 台のターゲットについて、タスク内の操作のス
テータスをリストします。

[Target Details] テーブル

スケーラブル ビューInsight Control for Linux タスク内のすべての操作の現在のステー
タスをリスト形式で示します。

[Operation] テーブル

スケーラブル ビューこのオプションは、[Target Details - {タスク名}] テーブルのター
ゲットに影響します。このオプションを選択すると、タスクが
完了したターゲットのステータスが報告されます。

[Show Completed Targets]
オプション

スケーラブル ビューこのオプションは、[Target Details - {タスク名}] テーブルのター
ゲットに影響します。このオプションを選択すると、タスクが
まだ開始されていないターゲットが表示されます。

[Show Pending Targets] オ
プション

スケーラブル ビュータスクが実行されたすべてのターゲットに対する選択された操
作のステータスが表示されます。

[Target Details - {タスク
名}] テーブル

4.4 共通のタスク結果
この項では、ユーザーが選択する形式とは関係なく表示される、[タスク結果] ページの共通の
セクションについて説明します。

4.4.1 タスク インスタンス エリア
図 2に、[タスク結果] ページの最上部を示します。ここには、タスクの名前、識別番号（ID）、
開始時刻と終了時刻、タスクの実行対象になったターゲット、タスクの実行するユーザー、タ
スクの持続時間など、タスクに関する基本情報が表示されます。

図 2 タスク インスタンスのビュー

4.4.1.1 タスクの停止
タスク インスタンス エリアで、[停止]ボタンを選択すると、タスク ステータスがただちにキャ
ンセルに設定されます。停止プロセスは、実行が開始したかどうかにかかわらず、最終ステー
タス以外のすべてのターゲット用のタスクをキャンセルしようと試みます。停止操作は、すで
に最終ステータスに到達しているターゲットには影響しません。

32 タスクおよびタスクの結果について



Insight Control for Linux では、ターゲット上で操作が中断できない地点にあるために、[停止]ボ
タンを選択してもタスクをただちにキャンセルできない場合があります。そのため、キャンセ
ル操作が時間内に処理されないために、タスクがキャンセル状態から完了または失敗状態にな
る場合があります。

タスクの [終了時刻] は、最初は [停止]を選択した時刻に設定されます。終了時刻は、最終的な
タスク ステータスがキャンセルになったときに、実行中と保留中のすべてのターゲットが停止
され、タスクが完了した時刻に更新されます。または、最終的なタスク ステータスが完了、一
部障害、または失敗である場合、タスクが完了した時刻に更新されます。

タスクのキャンセルに時間がかかる場合、タスク レベル情報の更新が停止する場合があります
（ただし、ターゲットと操作の情報は更新されます）。このような場合には、正確なタスク ス
テータスや終了時刻が表示されない場合があります。

タスクの結果が更新されないと思われる場合は、次のいずれかを実行します。

• あるタスクの結果情報だけを表示しているときにタスク レベルの情報が更新されなくなっ
た場合は、[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示...]を選択し、タスクのリストからそのタ
スクを選択します。

• [タスク結果の表示...]画面を表示している場合は、別のタスクに切り替えてから元のタス
クに戻ると、タスク ステータスが更新されます。

4.4.2 表示操作オプションと Summary status エリア
図 3に示すように、Insight Control for Linux タスクを実行する場合は、タスク結果の表示形式
を SIM の標準形式（デフォルト）とスケーラブル ビューの間で切り替えることができます。
HP SIM の標準形式はタスク結果をターゲット ベースで報告し、スケーラブル ビューは各タス
クに含まれる操作ベースで報告します。

[Summary status:] エリアでは、タスクの概要がアイコンを用いて 1 行で示されます。

図 3 [Summary status：] エリアの表示

4.4.2.1 [View Printable Report] ボタン
[View Printable Report] ボタンを選択すると、新しいウィンドウが開きます。単一のターゲット
に対してタスクが実行された場合は、ただちに報告が表示されます。タスクが複数のターゲッ
ト用に実行された場合は、[タスク インスタンスの結果]画面で選択されているターゲット用の
報告を表示するか、タスクのすべてのターゲット用の報告を表示することができます。

[View Printable Report] 画面は、自動更新されません。常に [View Printable Report] ボタンを選
択したときのステータス情報が表示されます。

印刷可能レポートには、次の情報が含まれます。

• 右上部に [印刷] リンク

• すべてのタスク レベルの結果

• [Parameters] ポップアップ ウィンドウに表示されるすべてのパラメーター

• 次のようなタスク レベルの結果：
ターゲット ステータス テーブルに表示されるすべての情報◦
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◦ 操作ステータス テーブルと各操作ログに表示されるすべての情報を含むすべてのター
ゲットの詳細

ヒント: 報告用に[すべてのシステム] を選択すると、すべてのターゲットに関する
タスク レベルの結果が、タスクごとに行で区切って表示されます。

4.4.2.2 [Rerun Non-Complete Targets] ボタン
[Rerun Non-Complete Targets] ボタンは、以下の条件に適合する場合のみ有効になります。

• タスクの 1 つ以上のターゲットのステータスがFailed またはCancelled である。

• タスクのすべてのターゲットがTerminal 状態にある。すなわち、タスクのターゲット
が、Pending、Running、またはCancelling 状態にない。

Insight Control for Linux ツールがタスクの再実行をサポートしていない場合、[Rerun Non-Complete
Targets] ボタンは使用できません。
[Rerun Non-Complete Targets] ボタンを選択すると、[Verify Target Systems] 画面が表示され、
Failed またはCancelled ステータスにあるターゲットが元のタスクからあらかじめ選択さ
れています。ターゲットを追加したり、あらかじめ選択されているターゲットを削除すること
ができます。タスクの中を移動すると、元のタスクで選択された値が自動的に再び選択されま
す。この場合も、これらの値を変更または保持することができます。

4.4.2.3 [Parameters] ボタン
[Parameters] ボタンをクリックすると、次の情報を提供する新しいウィンドウが開きます。

• タスク レベル情報のまとめ

• タスクの一部として、実際に使った値（これが「パラメーター」です）

これらの値は、タスク全体に適用され、タスクが実行されたすべてのターゲットで同じで
す。

図 4に、RHEL OS のインストール時に使用されたタスク パラメーターの例を示します。

図 4 タスク パラメーター ウィンドウ

4.4.3 [Operation Details] の [Log]
図 5に示すように、[Operation Details] の [Log] には、選択したターゲットで実行された選択し
た操作の結果が記録されます。
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図 5 [Operation Details] の [Log] のビュー

4.5 HP SIM の標準タスク結果表示形式
この項では、[タスク結果] ページの中で HP SIM の標準タスク結果表示形式だけにみられる部
分について説明します。SIM の標準タスク結果表示形式は、デフォルト ビューです。
図 6に HP SIM の標準タスク結果表示形式を示します。図では、3 台のターゲット サーバーに
対して実行された Red Hat Kickstart OS インストール タスク インスタンスのタスク結果を示し
ます。タスク結果は、calisto という名前のサーバーについて表示されており、そのサーバー
でのタスク操作の開始中および終了中にタスク操作を監視できます。他の 2 台のサーバーでの
タスクの進捗状況を表示する場合は、サーバーの選択を切り替えます。

図 6 HP SIM の標準タスク結果表示形式
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4.5.1 [Summary status] およびターゲット ステータス エリア
図 7は、[Summary status:] エリアおよびターゲット ステータス エリアを示します。ここでは、
各ターゲット サーバーでのタスクの全体的なステータスが表示されます。

図 7 [Summary status] およびターゲット ステータス エリア ビュー

表 5に、[Summary status:] エリアに表示される情報を示します。

表 5 ターゲット ステータス エリアの説明

説明列見出し

タスクが実行されたターゲット管理対象システムの名前Target Name

ターゲットの操作のステータスから計算されるターゲットのステータ
ス。

Status

 Pending：すべての操作がPending ステータスになる場合がありま
す。

最終でないターゲッ
ト ステータス

 Running：1 つ以上の操作のステータスがRunning です。
完了率（%）も表示されます。ターゲットの完了率（%）は、Complete
ステータスの操作の数をタスク用の操作の総数で割った値です。ター
ゲットの完了率（%）の計算では、個々の操作の完了率（%）は考慮
されません。

 すべての操作がComplete ステータスになる場合があります。最終的なターゲット
ステータス  1 つ以上の操作のステータスがFailed です。

 ターゲットまたはタスクの [停止]ボタンを選択したときに発生しま
す。

Cancelled

ターゲット用の操作のステータスがCancelling になる場合、これは
最終的でない状態と見なされます。この場合、ターゲット用のタスク
の実行はキャンセル中です。

最終的でないCancelled ステータスにあるターゲットは、Complete、
Failed、またはCancelled の最終的なステータスで終了する場合が
あります。ターゲット ステータスがComplete またはFailed になる
場合は、そのターゲット用のタスクが完了する前に、キャンセル操作
を処理できなかったことを表します。

操作のステータスがCancelling からCancelled に変化すると、
Cancelled が最終的な状態になります。Cancelled 操作に続くすべ
ての操作は、そのステータスがPending からNot Executed に変化
します。このとき、ターゲット用の終了時刻が表示されます。

これは、このターゲット用のタスクの実行が開始する時刻です。Start time
この時刻は、[今すぐ実行]を選択した時刻と同じでない場合があり、
スケジュールが設定された時刻でない場合があります。このターゲッ
ト用の別の Insight Control for Linux タスクがすでに動作している場合、
または Insight Control for Linux タスクの総数が設定された制限値を超
えている場合、ターゲット用の開始時刻は、タスクを送信した時刻と
異なります。

ターゲットのステータスがPending である場合、その行の [Start Time]
列の値は空白です。
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表 5 ターゲット ステータス エリアの説明 (続き)

説明列見出し

これは、結果が成功かどうかにかかわらず、このターゲット用のタス
クの実行が完了した時刻です。

End time

この時刻は、ターゲット用の最後の操作の終了時刻と同じです。

ターゲットのステータスがPending またはRunning である場合、そ
の行の [End Time] 列の値は空白です。
このターゲットのステータスがCancelled であり、操作の状態が
Cancelling である場合、その行のこの列の値は空白です。

これらの列は、標準の HP SIM の [タスク インスタンスの結果] 画面の
Target Status Table に表示されますが、Insight Control for Linux タスク
とは関係がありません。

Exit Code、標準出
力、および標準エ
ラー

4.5.1.1 ターゲット ステータス エリアの [Stop] ボタン
[Stop] ボタンは、選択したターゲットが最終的でない状態にある場合のみ有効になります。こ
のボタンを選択すると、確認ウィンドウが開きます。[OK] を選択すると、選択されているター
ゲットのタスク実行の停止が試みられます。ただし、他のどのターゲットも影響を受けませ
ん。

タスクの停止について詳しくは、4.4.1.1 項 (32 ページ) を参照してください。

4.5.1.2 ターゲット ステータス エリアの [Log] ボタン
[Log] ボタンを選択すると、以下の情報を含むタスク用のすべての操作のログを表示する新し
いウィンドウが開きます。

• タスク レベル情報のまとめ

• 選択されているターゲット用の Target Status Table に表示される情報

• ログを含むタスク内の各操作に関する情報

ログ画面は、自動的に更新されません。常に [Log] ボタンを選択したときのステータス情報が
表示されます。

選択したターゲットが Pending 状態にある場合は、表示するログ情報がないため、[Log] ボタ
ンは無効になります。保留中の操作にはログがありません。

4.5.2 [Target Details] テーブル
図 8に [Target Status Table] を示します。このテーブルには、タスクが実行されたすべてのター
ゲットのステータスが表示されます。

図 8 [Target Details] テーブル

[Target Details] テーブルには、[Target Status Table] で選択したターゲットのすべての操作のス
テータスが表示されます。テーブルでは、操作が実行順に表示されます。このテーブルの順序
は変更できません。タスクのすべてのターゲットに対する操作は同じであり、同じ順序になり
ます。同じ Insight Control for Linux メニュー項目用のすべてのタスクには、同じ操作がありま
す。表 6は、[Target Details] テーブルに表示される情報を説明します。
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表 6 [Target Details] テーブルの説明

説明列見出し

操作の名前。Operation Name

 Pending：これが最初の操作の場合、ターゲットのタスクの実行は
開始されていません。他の操作の場合、Pending は、1 つ以上の前の
操作が最終的でないステータスにあります。

最終的でない操作ス
テータス

Status

 Running：この操作は実行中です。完了率（%）も表示されます。一
度にターゲット用のただ 1 つの操作だけが実行中になります。ター
ゲット用の操作は、順番に実行されます。

 Cancelling：ターゲットまたはタスク用の [Stop] ボタンを選択する
と、操作がこの状態に入ります。操作のキャンセルが試みられていま
す。Cancelling ステータスにある操作は、Complete、Failed、
またはCancelled の最終的なステータスで終了する場合があります。
操作が完了する前に操作をキャンセルできなかった場合、操作のス
テータスはComplete またはFailed になります。操作をキャンセル
できなかった場合には、その操作と次の操作の間でキャンセルが実行
されます。その後の操作が存在する場合、その状態はCancelled に
なります。

注記: 操作のステータスがCancelling の場合、ターゲット ステー
タスはCancelled になりますが、操作とターゲットの終了時刻は空
白になります。

 操作の実行が予想通りに完了しました。最終的な操作ステー
タス  操作は失敗しました。

 ターゲットまたはタスク用の [Stop] ボタンが押されたため、この操
作が最後に実行されるか、次に実行されます。

 Not Executed：[Failed] または[Cancelled] ステータスにある
操作以降のすべての操作のステータスが [Not Executed] になります。
これは、どの操作も実行されないことを示します。

これは、ターゲット用のこの操作の実行が開始する時刻です。操作の
ステータスがPending である場合、その行の [Start Time] 列の値は空
白です。

Start time

これは、結果が成功かどうかにかかわらず、このターゲット用の操作
の実行が完了した時刻です。操作のステータスが最終的なステータス
でない場合、その行の [End Time] 列の値は空白です。

End time

4.6 スケーラブル タスクの結果表示形式
この項では、[タスク結果] ページの中でスケーラブル タスク用のタスク結果表示形式だけにみ
られる部分について説明します。このオプションは、Linux OS のインストール、イメージ取
得、イメージのデプロイメントなど、ターゲット サーバーに対して Insight Control for Linux タ
スクを実行する場合にのみ使用できます。タスク結果は、タスクの実行対象になったターゲッ
ト サーバー ベースではなく、タスク内の操作ベースで報告されます。
操作に基づくタスク結果を表示するには、[Use Scalable Task Results Format] ラジオ ボタンを
選択する必要があります。このビューは、多くのターゲットを対象に同時に 1 つのタスクを実
行する場合に最も効果的です。というのは、このビューでは、個々のターゲット単位ではな
く、ターゲット グループ全体に対する操作ステータスがまとめて表示されるからです。
図 9に、Linux イメージの取得のための 1 つのタスク インスタンスを例にとり、スケーラブル
タスク用のタスク結果表示形式を示します。このタスク結果は、タスク内の操作をベースにし
ています。タスク結果は、ターゲット サーバーに対してタスクが実行される際に、操作単位で
報告されます。タスク結果画面には、タスクに含まれる各操作の進捗度が割合で示されます。
示される結果は、ターゲット サーバーのグループに対するものです。
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図 9 スケーラブル タスクの結果表示形式

4.6.1 [Operations] テーブル
図 10に、[Operations] テーブルを示します。このテーブルには、タスク内の各操作が示され、
各ターゲットに対して操作が開始および終了された時点で、操作全体のステータスが表示され
ます。ここで示される操作のステータスは、すべてのターゲットに対する操作を意味している
ことに注意してください。

ジョブ単位で操作ステータスが報告されるため、ある操作が 15 台のターゲットでは完了して
いるが 5 台ではまだ開始されていない場合、20 台のすべてのターゲットに対する操作は完了
していないため、その操作の全体的なステータスはPending になります。
同様に、タスク内のある操作が 20 台のターゲットのうち 19 台で成功したが残りの 1 台では
失敗している場合、その操作の全体的なステータスはFailed になります。

図 10 [Operations] テーブルのビュー
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表 7に、[Operations] テーブルに表示される情報を示します。

表 7 [Operations] テーブルの説明

説明列見出し

Insight Control for Linux タスクのコンポーネントとして実行される操作の名前Operation Name

Complete:この操作は、ターゲットで正常に完了しました。Status
Running：この操作は開始されていますが、一部のターゲットで完了していま
せん。

Pending：この操作は開始されていません。
Cancelling: ターゲットまたはタスクに対して、[Stop] ボタンが選択されタスク
がキャンセルされました。

Failed: ターゲットでは、この操作は失敗しました。

操作が正常に完了したターゲットの数を示します。Completed Successfully

操作を実行中のターゲットの数を示します。Systems Being Processed

操作が正常に完了しなかったターゲットの数を示します。現在処理中のターゲッ
トを意味するものではありません。

Failed or Cancelled System

4.6.2 操作ベースのビューのコントロール
図 11に、操作ベースのビューのコントロール オプションを示します。
特定の操作の進捗状況を表示するには、[Operations] テーブルで操作を選択します。[Show
Completed Targets] を選択すると操作が完了したターゲットのリスト、[Show Pending Targets]
を選択するとタスクがまだ開始されていないターゲットのリストがそれぞれ表示されます。両
方を選択することもできます。

図 11 操作ベースのビューのコントロール

4.6.3 操作ベースのビューの [Target Details]
図 12に、操作ベースのビューの [Target Details] テーブルを示します。このテーブルには、実
行された操作または実行中の操作の対象になったすべてのターゲットについて、選択された操
作の全体的なステータスが表示されます。操作ステータスを報告するターゲットは、4.6.2 項
(40 ページ) で説明する操作ベースのビューのコントロール ボタンを使用して制御できます。

図 12 操作ベースのビューの [Target Details] ビュー

表 8に、操作ベースのビューの [Target Details] テーブルに表示される情報を示します。
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表 8 操作ベースのビューの [Target Details] テーブルの説明

説明列見出し

操作が実行された、または実行中のターゲットの名前Target Name

Complete:この操作は、ターゲットで正常に完了しました。Status
Running：この操作は開始されていますが、一部のターゲットで完了していま
せん。

Pending：この操作は開始されていません。
Cancelling: ターゲットまたはタスクに対して、[Stop] ボタンが選択されタスク
がキャンセルされました。

Failed: ターゲットでは、この操作は失敗しました。

ターゲットに対してこの操作が開始された時刻です。操作のステータスがPending
である場合、その行の [Start Time] 列の値は空白です。

Start time

これは、結果が成功したかどうかにかかわらず、このターゲットに対して操作が
正常に完了した時刻です。

End time
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5 Insight Control for Linux レポジトリの管理
この章では、Insight Control for Linux レポジトリの概要を説明し、レポジトリに関する操作の
実行方法について説明します。説明する項目は以下のとおりです。

• 「Insight Control for Linux レポジトリの概要 」 (43 ページ)

• 「Insight Control for Linux レポジトリへの項目の登録」 (46 ページ)

• 「Insight Control for Linux レポジトリへのソフトウェアのコピー」 (53 ページ)

• 「登録された項目の編集および削除」 (58 ページ)

5.1 Insight Control for Linux レポジトリの概要
Insight Control for Linux レポジトリは、管理対象システムへのネットワーク インストールやデ
プロイメントを自動化するために、ベンダーが提供する Linux OS のインストール ファイル、
Kickstart および AutoYaST インストール設定ファイル、起動イメージ、PSP、ファームウェア、
およびユーザー定義のスクリプトが保存されている、CMS 上のディレクトリです。
レポジトリにはファームウェア ファイルも保存されますが、レポジトリへの登録は行われませ
ん。ファームウェア ファイルについて詳しくは、第12章 (136 ページ) を参照してください。

重要:  レポジトリには、匿名アクセスを許可する Web サーバー インターフェイス経由でア
クセスできます。

レポジトリは、CMS 上の /opt/repository ディレクトリにあります。ただし、オペレー
ティング システムのディストリビューションをリモートの位置に保存することもできます。
5.1.1 項 (44 ページ) を参照してください。
次のディレクトリは、Insight Control for Linux や HP SIM に関係しないソフトウェア（RPM な
ど）を保存するために提供されます。

contrib このディレクトリは、他のベンダーやコントリビューターが提供するソフト
ウェア用に提供されます。

local このディレクトリは、ユーザー自身のソフトウェア用に提供されます。

レポジトリ用に、10GB 以上の空き容量を残すことをおすすめします。格納する内容によって
レポジトリのサイズは変わりますが、10GB あれば、次のものを十分に格納できます。

• 2 つの Linux オペレーティング システム

• 2 つの取得された Linux イメージ

• 2 つの PSP

• 複数のスクリプト ファイル

• いくつかの Kickstart または AutoYaST インストール設定ファイル
レポジトリに必要な合計容量は、使用可能になっているオペレーティング システムの数と、取
得され保存されるイメージの総数とサイズによって変化します。サポートされている多くのオ
ペレーティング システムを保存し、多くの Linux イメージを取得し、保存する場合、レポジト
リには 10GB よりはるかに多い容量が必要になる場合があります。
/opt/repository ディレクトリへのアクセスにシンボリック リンクは使用できませんが、
レポジトリにサイズの大きいディスク スペースが必要な場合は、その位置に別のディスクをマ
ウントできます。

レポジトリ管理タスクは、[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository] メニュー項目から実
行します。

[Manage Repository] ツールで OS を登録すると、レポジトリに必要なディレクトリ構造が作成
され、そこにベンダーが提供するインストール メディアでデータを入力します。Insight Control
for Linux は、登録プロセスの一部として、入力した名前に基づいて 2 つのディレクトリを作成
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します。ここに、ベンダーが提供するインストール ファイルとカーネル ファイルをコピーし
ます。

OS をレポジトリに登録したら、手動でレポジトリ内の適切なディレクトリにベンダーが提供
するインストール メディアをコピーします。メディアは、CD、DVD、または .iso イメージ
である場合があります。.iso イメージは、フラット ファイルに展開する必要があります。

重要: レポジトリ管理タスクは、通常の権限付与モデルに従いません。すべての HP SIM の
ユーザーは、自分の権限とは無関係に、すべての Insight Control for Linux レポジトリ項目を、
選択、追加、削除、および変更することができます。

5.1.1 リモート レポジトリの設定
Insight Control for Linux レポジトリに OS を登録するとき、ローカルまたはリモート レポジト
リに OS を登録するオプションがあります。標準的な方法では、CMS 上の /opt/repository
ディレクトリにインストール メディアとファイルを保存するローカル レポジトリを選択しま
す。ただし、インストール メディアとそれに関連するファイルを搭載したサーバーがすでに存
在する場合は、リモート サーバーを使用してオペレーティング システムを格納するように
Insight Control for Linux を設定することができます。

重要: OS インストール ファイルのみをリモート レポジトリから提供することができます。
なぜなら、ベンダー提供のインストール プログラム中に、RPM が提供される Web アドレスを
指定するオプションがあるからです。Insight Control for Linux は、単に、Red Hat および Novell
の機能を利用します。

その他すべてのレポジトリ項目（OS インストール カーネルおよび RAM ディスク ファイル、
Kickstart および AutoYaST ファイル、および PSP を含む）は、CMS のローカル レポジトリに
存在する必要があり、CMS 上の Web サーバーおよび TFTP サーバーによって提供されます。

インストール要件

リモート レポジトリは、以下の要件に適合する必要があります。

• OS インストール ファイルは、このガイドに記載する構造を持つ必要があります。

• リモート レポジトリ サーバーは、インストールする管理対象システムの起動 NIC から
HTTP を使用してアクセスできる必要があります。

図 13に示すように、リモート レポジトリ サーバーと同じネットワークに管理対象システムを
配置すると、この要件を満たすことができます。

図 13 同じネットワーク上のリモート レポジトリ

あるいは、図 14に示すように、ゲートウェイとして機能するように CMS を設定すると、管理
対象システムは、その管理インターフェイスだけを使用して、リモート リソースにアクセスす
ることができます。このガイドでは、ゲートウェイとして機能するように CMS を設定する方
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法については説明しません。代わりに、ベンダーが提供する Linux OS マニュアル、特に IP
forward と iptables に基づく Masquerade に関連する情報を参照してください。

図 14 ゲートウェイとして CMS を使用するリモート レポジトリ

5.1.2 レポジトリの内容
表 9に、レポジトリに保存される項目のクラスを示します。

表 9 レポジトリ項目の種類

説明名前

ISO イメージISO

ProLiant サーバーに最適化されたドライバー、ユーティリティ、およびマネジメント
エージェントの OS 別バンドル。

PSP

サポートされているバージョンの RHEL または SLES 用にベンダーが提供しているイ
ンストール ファイル。

サポートされている OS

サポートされていない Linux OS(カスタム OS) 用にベンダーが提供しているインス
トール ファイル。

カスタム OS

管理対象システムから取得された Linux イメージを圧縮したアーカイブ。取得されたイメージ

ネットワーク起動とインストールに必要なカーネルと RAM ディスク ファイル。これ
らのレポジトリ項目は、サポートされている OS やカスタム OS に関連して自動的に
作成されます。ただし、手動でレポジトリにファイルを追加する必要があります。

起動イメージ

サポートされているオペレーティング システムやカスタム オペレーティング システ
ムのインストールを自動化する Kickstart または AutoYaST インストール設定ファイル

インストール設定ファイル

SSH 経由で管理対象システム上でコマンドを実行するためにユーザーが提供するオ
プションのスクリプト。スクリプトは、イメージのデプロイメント前（Precapture ス

Linux スクリプト

クリプト）またはイメージのデプロイメント後（Postcapture スクリプト）の任意の
時点で実行できます。

これらのスクリプトを[ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run Script...]メニュー項
目を通じて管理対象システムにデプロイします。
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表 9 レポジトリ項目の種類 (続き)

説明名前

管理対象システムへの PSP のデプロイメント中に実行されるユーザーが提供するオ
プションのスクリプト。

PSP 依存関係スクリプト

サーバーのファームウェアをアップグレードするために、HP ProLiant Smart Update
Firmware DVD からダウンロードまたはコピーされたファームウェア ファイルを含む

ファームウェア更新ファイ
ル

firmware-files.tar という名前のファイル。詳しくは、12.2 項 (136 ページ) を
参照してください。

表 10のリスト中の項目は、Insight Control for Linux をインストールしたあとに登録済みで、レ
ポジトリ内にあります。デフォルトの内容には、サンプルの RHEL Kickstart および SLES AutoYaST
インストール設定ファイルとサンプルの PSP 依存関係スクリプトが含まれています。

表 10 デフォルトのレポジトリの内容

説明ディレクトリ名の例項目の種類

管理対象システム上に RPM 依存関係をインストールす
るサンプル PSP 依存関係スクリプトを提供します。PSP
インストール プロセスには、RPM 依存関係が必要です。

example_dependency.shPSP 依存関係スクリ
プト

マネジメント ハブ、仮想ホスト、および仮想ゲスト用の
カスタマイズされたインストール ファイルを含む、バー

インストール ファイ
ル

rh061
rh061-management-hub

ジョン固有の RHEL Kickstart インストール設定ファイルrh061-virt-host-kvm
を提供します。この例では、rh061 は、RHEL バージョ
ン 6 Update 1 を示します。

rh061-virt-guest-kvm

マネジメント ハブ、仮想ホスト、および仮想ゲスト用の
カスタマイズされたインストール ファイルを含む、バー

インストール ファイ
ル

sll04
sll04-management-hub

ジョン固有の SLES AutoYaST インストール設定ファイルsll04-virt-host-xen
を提供します。この例では、sll04 は、SLES バージョ
ン 10 Service Pack 4 用です。

sll04-virt-guest-xen

VMware ESX 用のバージョン固有の自動インストール設
定ファイルを提供します。

インストール ファイ
ル

esx040

5.1.3 レポジトリ項目の命名規則
レポジトリ項目名にスペースが含まれていたり、空白だったりしてはいけません。次の文字の
みを使用してください。

• a～z の英小文字

• A～Z の英大文字

• 0～9 の数字

• ハイフン（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）

レポジトリ内の格納場所に関わらず、レポジトリに登録した項目ごとに一意の名前を選択しま
す。

5.2 Insight Control for Linux レポジトリへの項目の登録
この項は、Insight Control for Linux レポジトリの概要と、レポジトリにソフトウェア項目を登
録する方法について説明します。説明する項目は以下のとおりです。

• 「登録の概要」 (47 ページ)

• 「オペレーティング システムの登録」 (47 ページ)

• 「PSP の登録」 (49 ページ)

• 「自動インストール設定ファイル（Kickstart および AutoYaST）の登録」 (50 ページ)

• 「Linux スクリプトと PSP 依存関係スクリプトの登録」 (51 ページ)
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5.2.1 登録の概要
オペレーティング システム、Kickstart および AutoYaST インストール設定ファイル、起動ファ
イル、取得された Linux イメージ、PSP をレポジトリから管理対象システムにインストールお
よびデプロイメントするには、最初に Insight Control for Linux レポジトリに項目を登録する必
要があります。Insight Control for Linux レポジトリには、ファームウェア ファイルは登録され
ません。

レポジトリに項目を登録すると、Insight Control for Linux インストールおよびデプロイメント
ツールから選択できるようになります。項目の種類によって、ツールが選択できる項目が決定
されます。

5.2.2 オペレーティング システムの登録
自動インストールまたは対話型インストールで使用できるようにサポートされているバージョ
ンの RHEL や SLES またはカスタム Linux OS などのオペレーティング システムを登録する手順
は、非常に単純です。OS をレポジトリに登録し、ベンダーが提供するインストール ファイル
をレポジトリにコピーし、適切な起動ファイルを関連する起動ターゲット ディレクトリにコ
ピーします。

OS をレポジトリに登録するには、以下の手順に従ってください。
1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:

[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository]
2. [New] を選択します。
3. [Item Type] ドロップダウン リストから、[Supported OS] または [Custom OS] を選択しま
す。

注記: VMware ESX および ESXi オペレーティング システムは、複数のサブバージョン
を含むリビジョン番号（例：ESX4.0 U2）を使用しますが、この番号はオペレーティング
システムをレポジトリに登録する際に表示される名前とは正確には一致しません。

このため、VMware ESX および ESXi オペレーティング システムをレポジトリに登録する
ときは、[Operating System] ドロップダウン メニューで、OS の実際の名前に最も近い
VMware ESX または ESXi オペレーティング システム名を選択してください。たとえば、
VMware ESX4.0 U2 を選択するには、ESX4.0 both を選択します。ステップ 7 の [Name]
および [Description] フィールドには、必ず、完全な名前（同じ例では、「ESX4.0 U2」）
を入力してください。

4. [次へ]を選択します。
5. OS を保存する位置を指定します。

• レポジトリが CMS 上にある場合は、[Local] を選択します。デフォルトの位置
は、/opt/repository ディレクトリにあります。

• レポジトリが Web でアクセスできるリモート サーバーにある場合は、[Remotely] を
選択します。

6. [次へ]を選択します。
7. 登録している OS 用に、表 11に記載されている情報を提供します。情報は、サポートさ
れているオペレーティング システムとカスタムオペレーティング システムで異なります。

表 11 OS 登録情報

サポートさ
れている OS

説明登録情報 とカスタム
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表 11 OS 登録情報 (続き)

サポートさ
れている OS
とカスタム
OS のいずれ
で必要か説明登録情報

OS のいずれ
で必要か

両方以下から構成されるこの OS に対する一意の名前。[Name]
• a～z の英小文字

• A～Z の英大文字

• 0～9 の数字

• ハイフン（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）

この名前は、15 文字以内にすることをおすすめします。複数の OS
インスタンスを登録できますが、名前は一意でなければなりません。

このテキスト ボックスに提供する値は、OS インストール ファイルを
コピーする先のレポジトリ内のディレクトリ名を作成するために使用
されます。

両方登録している OS の説明文[Description]

サポートドロップダウン リストから、登録している OS の種類とバージョンを
選択します。

[OS Version and Type]

両方[Remotely]（リモートに）ホストされているレポジトリから OS が提
供される場合は、パスを入力してください。このパスは、OS がロー
カルでサービスされている場合は不要です。

[Path via HTTP]

http://192.0.2.1/redhat/some_version/のような OS インス
トール メディアの完全な Web アドレス（IP アドレスを使用）を入力
します。

SLES 10 および SLES 10 SP1 のレポジトリを入力する場合は、リモー
ト インストール メディアが CD1、CD2,… ディレクトリを使用してい
るかどうか確認する必要があります。使用していない場合は、DVD1
という名前のディレクトリを使用します。SLES OS がメディア サブ
ディレクトリを使用している場合は、[Path via HTTP] に入力する値に、
http://192.0.2.1/sles10/CD1/や
http://192.0.2.1/sles11sp1/DVD1/などの最初のディレクトリ
名を入れる必要があります。メディア サブディレクトリを入れない場
合、インストールは失敗します。

注記: この項目は、VMware ESXi には適用されません。VMware ESXi
のデータは、HTTP 経由で転送されるのではなく、PXE または仮想メ
ディアを使用して、/opt/repository/boot ディレクトリからロー
ドされます。

カスタムOS のバージョン。[Version]

カスタムX86_64 などのハードウェア アーキテクチャー。[Architecture]

カスタムカーネル起動ファイルの名前。カーネル名を提供しない場合、vmlinuz
がデフォルトのファイル名です。

[Kernel name]

カスタム OS の場合、ファイル名は別の名になることがあります。イ
ンストール ソースを調べて、OS 名を確認する必要があります。

カスタムRAM ディスク起動ファイルの名前。カーネル名を提供しない場合、
initrd.img がデフォルトのファイル名です。

[RAM disk name]

カスタム OS の場合、ファイル名は別になることがあります。インス
トール ソースを調べて、OS 名を確認する必要があります。

8. [Save] を選択します。
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9. ベンダーの提供する OS インストール ファイルをコピーする先のパスを提供する概要情報
を表示します。次に例を示します。

Item Name RHEL6U1-x64 has been updated.
Path on disk: /opt/repository/os/RHEL6U1-x64
Path via HTTP: /os/RHEL6U1-x64
Boot target path on disk: /opt/repository/boot/RHEL6U1-x64Boot
Notice: You may now upload the Operating system, kernel, and RAM disk images
if you have not done so yet.

重要: [Path on disk] フィールドと [Boot target path on disk] フィールドに提供されるディ
レクトリ名を書き留めるか、ファイルにカット アンド ペーストします。
関連するファイルを正しい位置にコピーするために、これらのパスを知っている必要があ
ります。この情報をなくした場合は、レポジトリに戻って項目を編集します。情報を変更
せずに [Save] を選択すると、確認画面が再び表示されます。

概要情報は、/opt/repository のレポジトリに作成されたディレクトリを提供します。
ユーザーはここにベンダーが提供するインストール ファイルをコピーします。ローカルに
保存されている、サポートされている OS の場合、OS バージョン固有のディレクトリ
は、/opt/repository/os に作成され、OS バージョン固有のディレクトリは /opt/
repository/boot に作成されます。
リモートに保存されている、サポートされている OS の場合、ディレクトリは /opt/
repository/boot だけに作成されます。これは、OS インストール ファイルをコピーす
る唯一の位置です。

10. [OK] を選択して、[Manage Repository] 画面に戻ります。
テーブルに 2 つの新しい項目が表示されます。片方の項目の種類は [Supported OS]、他方
の項目の種類は [Boot image] です。[Boot image] 項目は、自動的に追加されます。その名
前は、サポートされている OS の名前にBoot が追加されます。[Boot image] 項目は常に
[Supported OS] 項目に関連しており、自動的に作成されるため、この項目を追加するオプ
ションは使用できません。

OS 登録後の次のタスクは、ベンダーが提供する OS インストール ファイルをレポジトリにコ
ピーすることです。これは、「Insight Control for Linux レポジトリへのソフトウェアのコピー」
(53 ページ) で説明されています。

5.2.3 PSP の登録
ProLiant Support Pack（PSP）は、HP サーバー上で使用されるエージェントとドライバーを提
供します。HP SIM と Insight Control for Linux が正しく監視し、管理できるように、特定のエー
ジェントを管理対象システム上にインストールする必要があります。

表 19 (142 ページ) に示す PSP ソフトウェア コンポーネントは、管理対象システムの適切な管
理に必要なエージェントを管理対象システム上にインストールします。

これらのコンポーネントは Insight Control for Linux がサポートされている Linux OS をインス
トールするとき、インストール設定ファイルを使用して自動的にインストールされます。ただ
し、追加 PSP コンポーネントをインストールすることもできます。
管理対象システムへのインストールに PSP を使用できるようにするには、PSP レポジトリ項目
を登録して作成し、レポジトリ内の適切なサブディレクトリに PSP ファイルをコピーする必要
があります。

Insight Control for Linux がオペレーティング システムのインストール中に必要なコンポーネン
トを抽出するために PSP ファイルを決定できるように、適切な OS に PSP レポジトリ項目を
正しく関連付ける必要があります。

ヒント: PSP を登録する前に、5.3.7 項 (57 ページ) で説明している PSP のコピーまたはダウ
ンロードを検討してください。

PSP をレポジトリに登録するには、以下の手順に従ってください。
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1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository]

2. [New] を選択します。
3. [Item Type] プルダウン リストから、[ProLiant Support Pack] を選択します。
4. [次へ]を選択します。
5. PSP に関する以下の情報を提供します。

Name
Description
PSP version
Operating Systems

• PSP の一意の名前と説明を提供します。
[Name] フィールドに提供する値は、レポジトリに PSP ディレクトリの名前を作成す
るために使用されるため、スペースが含まれていたり空白だったりしてはいけませ
ん。次の文字のみを使用してください。

◦ a～z の英小文字

◦ A～Z の英大文字

◦ 0～9 の数字

◦ ハイフン（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）
わかりやすい名前を入力してください。ただし、非常に長い PSP の tar.gzip ファ
イル名は使用しないでください。

• レポジトリにコピーする PSP バージョン番号を提供します。サポートされる PSP の
バージョンについては、『HP Insight Control for Linux サポート マトリックス』を参照
してください。バージョン番号は、N.NN 形式（たとえば、8.70）にする必要があり
ます。

• PSP をそのサポートするオペレーティング システムに関連付けます。Ctrl-左マウス ボ
タンキーの組み合わせを使用して、PSP がサポートしているすべてのオペレーティン
グ システムを選択します。
オペレーティング システムのインストール中に、Insight Control for Linux インストー
ル ツールが必要なコンポーネントを抽出するために PSP ファイルを決定できるよう
に、サポートされているすべての OS に PSP を正しく関連付ける必要があります。

6. [保存]を選択します。
7. 概要情報、特に [PSP path on disk:]を参照します。これは、PSP をダウンロードする位置を
提供するものです。

Repository Name redhatV50 has been updated.
PSP path on disk: /opt/repository/psp/redhatV50
Notice: You may now upload the PSP tar.gz file if you have not done so yet.

重要: [PSP path on disk] フィールドにパスが表示されているファイルに書き込むか、コ
ピーアンドペーストします。

8. [OK] を選択して、[Manage Repository] 画面に戻ります。
レポジトリに PSP をダウンロードするには、5.3.7 項を参照してください。

5.2.4 自動インストール設定ファイル（Kickstart および AutoYaST）の登録
Linux OS の完全自動インストールをサポートするために、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）を
提供する Red Hat 社と SUSE Linux Enterprise Server（SLES）を提供する Novell 社は、自動的に
インストールを完了するために必要なすべてのパラメーターを含んでいるインストール設定
ファイルを使用します。
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インストール設定ファイルを使用すると、自動 VMware ESX 仮想化 OS インストールも可能で
す。

多くのカスタム オペレーティング システム、特に RHEL または SLES オペレーティング システ
ムの派生製品は、インストール設定メカニズムもサポートしています。

自動インストール用にインストール設定ファイルを使用および作成するための詳細について
は、第9章 (88 ページ) を参照してください。
インストール設定ファイルをレポジトリに登録するには、以下の手順に従ってください。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository]

2. [New] を選択します。
3. [Item Type] ドロップダウン リストから、[Installation configuration file (Kickstart/AutoYaST)]
を選択します。

4. [Next] を選択します。
5. ファイルに関する以下の情報を提供します。

• インストール設定ファイルの一意の名前。名前として提供する値は、レポジトリに
ディレクトリの名前を作成するために使用されるため、スペースが含まれていたり空
白だったりしてはいけません。次の文字のみを使用してください。

◦ a～z の英小文字

◦ A～Z の英大文字

◦ 0～9 の数字

◦ ハイフン（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）
ファイル名に .cfg を追加しないでください。

• ファイルの説明。

• ドロップダウン リストから、オペレーティング システムの自動インストール中に設
定ファイルを適用する、登録したオペレーティング システムを選択します。
Ctrl-左マウス ボタンキーの組み合わせを使用して、複数のオペレーティング システ
ムを選択します。

• オプションで、設定ファイルをカスタム OS に関連付けます。インストール タスクで
カスタム OS を取得するためのコマンドを適用する必要があります。

6. [Save] を選択します。
7. 概要情報、特にレポジトリに作成されるディレクトリとパスなどのレポジトリ登録の詳細
を提供するパス情報を表示します。

Item Name: MyConfig
Installation configuration path on disk: /opt/repository/instconfig/MyConfig/MyConfig.cfg
Installation configuration path via http: ./Instconfig/MyConfig/MyConfig.cfg
Notice: You may now upload the configuration file if you have not done so yet.

重要: [Installation configuration path on disk] フィールドまたは（リモートに保存されて
いるレポジトリの場合）[Installation configuration path via http:]フィールド に表示される
パスを書き留めるか、ファイルにコピー アンド ペーストします。これは、インストール
設定ファイルをコピーするレポジトリ内の位置です。

8. [OK] を選択して、[Manage Repository] 画面に戻ります。

5.2.5 Linux スクリプトと PSP 依存関係スクリプトの登録
Linux スクリプトと PSP 依存関係スクリプトの違いは、PSP Dependency Script 項目とし
てレポジトリに登録されるスクリプトは、PSP のインストール中に使用できることです。
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Linux スクリプト項目タイプとしてレポジトリに登録されているスクリプトには、次の特徴が
あります。

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run Script...]メニュー項目を使って、管理対象シス
テムで手動で実行します。

• 管理対象システムからの Linux イメージの取得の前後にデプロイされます。

• 取得済み Linux イメージのサーバーへのデプロイメントの前後にデプロイされます。
スクリプトをレポジトリに登録するには、以下の手順に従ってください。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository]

2. [New] を選択します。
3. [Item Type] フィールドの横にある [Linux Script] または [PSP Dependency Script] を選択しま
す。

4. [Next] を選択します。
5. スクリプトの名前と説明を提供します。スクリプト名の最後には、.sh 拡張子を付ける必
要があります。

スクリプト名として提供する値は、レポジトリにスクリプト ディレクトリの名前を作成す
るために使用されるため、スペースが含まれていたり空白だったりしてはいけません。次
の文字のみを使用してください。

• a～z の英小文字

• A～Z の英大文字

• 0～9 の数字

• ハイフン（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）
レポジトリにコピーするファイルの名前は、登録した項目の名前と同じでなければなりま
せん。レポジトリに登録している項目に対して一意の名前を付けることの重要性について
は、5.1.3 項 (46 ページ) を参照してください。

6. [Save] を選択します。
7. スクリプトをアップロードするディレクトリとパスを含む概要情報を表示します。レポジ
トリ内の他の項目と異なり、このパスにアップロードするスクリプト ファイルの名前
は、.sh 拡張子で終わる必要がある点を除いて重要ではありません。このディレクトリで
複数のファイルの名前が *.sh である場合、最初に検出されるスクリプトだけが使用され
ます。

8. デプロイメントに使用できるように、新しく作成されたディレクトリにスクリプトをコ
ピーします。

9. [OK] を選択して、[Manage Repository] 画面に戻ります。

5.2.6 ISO イメージの登録
ISO イメージをレポジトリに登録するには、以下の手順に従ってください。
1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:

[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository...]
2. [New] を選択します。
3. ドロップダウン メニューから [ISO image] 項目を選択します。
4. [Next] を選択します。
5. ラジオ ボタンを選択して、ISO イメージが現在ホストされている場所を指定します。CMS
上のローカル（Locally）か、リモート HTTP サーバー上でリモート（Remotely）になりま
す。

6. [次へ]を選択します。
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7. ISO イメージの名前と説明を提供します。
レポジトリにコピーするファイルの名前は、登録した項目の名前と同じでなければなりま
せん。

レポジトリに登録している項目に対して一意の名前を付けることの重要性については、
5.1.3 項 (46 ページ) を参照してください。

8. [Remotely] ラジオ ボタンを選択した場合は、[Path via HTTP] フィールドに ISO イメージの
URL を入力します。次に例を示します。
http://172.0.0.100:80/iso/SS830.2009_0817.183-x86.iso

9. [Save] を選択します。
10. ISO イメージをアップロードするディレクトリとパスを含む概要情報を表示します。
11. ISO イメージを新しく作成されたディレクトリへコピーします。

ISO イメージが登録され、ディレクトリ /opt/repository/iso/にコピーされます。

12. [OK] を選択して、[Manage Repository] 画面に戻ります。

5.3 Insight Control for Linux レポジトリへのソフトウェアのコピー
この項では、ソフトウェア項目をレポジトリのディレクトリにコピーしてインストールに使用
できるようにする方法を説明します。

OS をレポジトリに登録したら、ベンダーが提供するインストール ファイルと起動ファイルを
/opt/repository/os ディレクトリおよび /opt/repository/boot ディレクトリの下の
OS 固有のディレクトリにコピーする必要があります。OS 配布メディアは、一連の CD、DVD、
または .iso ファイルです。
レポジトリにコピーしている Linux OS に応じて、次のいずれかの項に進みます。

• 「CMS 上のローカル レポジトリへの RHEL のコピー」 (53 ページ)

• 「リモートのレポジトリへの RHEL のコピー」 (54 ページ)

• 「レポジトリへの SLES のコピー」 (54 ページ)

• 「レポジトリへの仮想マシン OS のコピー」 (56 ページ)

• 「レポジトリへのカスタム OS のコピー」 (57 ページ)

• 「PSP のダウンロードとレポジトリへのコピー」 (57 ページ)

5.3.1 CMS 上のローカル レポジトリへの RHEL のコピー
5.2.2 項 (47 ページ) に説明されているように、インストール ファイルをコピーする OS ディ
レクトリと起動ターゲット ディレクトリは、OS レポジトリ登録プロセス中に提供されます。
そのとき、これらのディレクトリのパスを記録したはずです。

たとえば、RHEL バージョン 6 Update 1 用の OS インストール ファイルをコピーしている場
合、ディレクトリ名は、次のようになります。

/opt/repository/os/RHEL6U1-i386

起動ターゲット ディレクトリの名前は、次のようになります。
/opt/repository/boot/RHEL6U1-i386Boot

以下の手順に従って、サポートされているバージョンの RHEL 用にベンダーが提供しているイ
ンストール ファイルをレポジトリにコピーします。
1. 最初のインストール ディスク（CD または DVD）の内容をレポジトリ内の OS 固有ディレ
クトリ（たとえば、/opt/repository/os/RHEL6U1-i386）に直接コピーします。

2. 2 番目のインストール ディスクが存在する場合は、2 番目のインストール ディスクの内
容を同じディレクトリにコピーします。同じファイル名が存在する場合は、オーバーライ
ドしても安全です。
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3. すべてのインストール ファイルがレポジトリ内の同じディレクトリにコピーされるまで、
コピー操作を繰り返します。

4. カーネルおよび RAM ディスク起動ファイルを関連する起動ターゲット ディレクトリ（た
とえば、/opt/repository/boot/RHEL6U1-i386Boot）にコピーします。

カーネルおよび RAM ディスク起動ファイルは、インストール ディスクの isolinux サ
ブディレクトリにあります。カーネル ファイルの名前は vmlinuz であり、RAM ディス
ク ファイルの名前は initrd.img です。これらのファイル名を使用する必要がありま
す。

5.3.2 リモートのレポジトリへの RHEL のコピー
以下の手順に従って、リモートに保存されているレポジトリにサポートされているバージョン
の RHEL をコピーします。
1. OS をレポジトリに登録したときに指定した HTTP パスでアクセスできるように、ベンダー
が提供する OS インストール ファイルをリモート サーバーにコピーします。リモート
ディレクトリの構造は、ファイルが CMS 上のローカル レポジトリにある場合と同じ構造
を持つ必要があります。そのディレクトリ構造については、5.3.1 項 (53 ページ) を参照
してください。

2. ローカルに保存されているレポジトリの場合は、5.3.1 項 (53 ページ) の手順 4 で指定し
たローカル レポジトリ内の位置にカーネルおよび RAM ディスク ファイルをコピーしま
す。

カーネルおよび RAM ディスク ファイルは、OS がリモートに保存されている場合でも、
常に起動ターゲット ディレクトリの CMS 上のローカル レポジトリで使用できる必要が
あります。

5.3.3 レポジトリへの SLES のコピー

5.3.3.1 レポジトリへの SLES バージョン 10 または 11（DVD）のコピー
5.2.2 項 (47 ページ) に説明されているように、インストール ファイルをコピーする OS ディ
レクトリと起動ターゲット ディレクトリは、OS 登録プロセス中に提供されます。
SLES バージョン 10 Service Pack 4 用のインストール ファイルをコピーしている場合、インス
トール ファイルと起動ファイル用のレポジトリ ディレクトリ名は、次のようになります。
/opt/repository/os/SLES10SP4-x64

起動ターゲット ディレクトリの名前は、次のようになります。
/opt/repository/boot/SLES10SP4-x64Boot

SLES バージョン 11 から構成される 3 つの DVD があります。最初の DVD のみ、レポジトリ
にコピーする必要があります。DVD2 にはソース ファイル、DVD3 にはマニュアル類がそれぞ
れ収録されています。

SLES バージョン 10 の各サービス パック リリースは、インストール メディア向けのすべての
パッチに適用済みです。

以下の手順に従って、ベンダーが提供する SLES バージョン 10 OS のインストール ファイル
をレポジトリにコピーします。

1. SLES バージョン 10 ディストリビューションに付属しているインストール メディア ディ
スク（CD または DVD）の数をカウントします。

2. 各インストール ディスクについて、レポジトリ内の /opt/repository/os/にある OS
固有のディレクトリの下に順番に番号を付けたディレクトリを作成します。以下のガイド
ラインに従って、サブディレクトリ名を作成します。

• ディレクトリ名には大文字だけを使用します。

• ディレクトリ名としては、CDn（CD メディア）または DVDn（DVD メディア）のい
ずれかを使用する必要があります。
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• ただ 1 つのインストール ディスクしかない場合でも、サブディレクトリ名には CD1
または DVD1 のように番号を入れる必要があります。

次の例は、CD メディア用のサブディレクトリを作成します。DVD メディアの場合、サブ
ディレクトリの名前は、DVD1、DVD2 などです。

例 1 CD または DVD 上の SLES OS インストール ファイルのレポジトリ ディレクトリ構造

SLES 10 および SLES 10 SP1 の場合：
（この例は、SLES 10 SP1 のサブディレクトリを示しています）
# cd /opt/repository/os/SLES10SP1-x64
# mkdir CD1
# mkdir CD2
# mkdir CD3
# mkdir CD4

SLES 10 SP3、SLES 10 SP4、SLES 11 および SLES 11 SP1 の場合：
（この例は、SLES 11 SP1 のサブディレクトリを示しています）
# cd /opt/repository/os/SLES11SP1-x64
mkdir DVD1

3. 各インストール ディスクの内容をそれぞれのディレクトリにコピーします。たとえば、最
初の CD の内容を CD1 ディレクトリなどにコピーします。

4. カーネルおよび RAM ディスク起動ファイルを関連する起動ターゲット ディレクトリにコ
ピーします。カーネル ファイルの名前は linux であり、RAM ディスク ファイルの名前
は initrd です。
SLES メディアでは、カーネルおよび RAM ディスク ファイルは、最初の SLES インストー
ル ディスク上の boot/i386/loader または boot/x86_64/loader という名前のアー
キテクチャー固有のサブディレクトリにあります。

5.3.3.2 SLES 10 SP4 または SLES 11 SP1（KISO）のレポジトリへのコピー
最近、SLES ディストリビューションへの特定のアップデートが、ドライバー キット ISO イ
メージや KISO でダウンロードできるようになりました。
5.2.2 項 (47 ページ) に説明されているように、インストール ファイルをコピーする OS ディ
レクトリと起動ターゲット ディレクトリは、OS 登録プロセス中に提供されます。
たとえば、SLES バージョン 11 サービス パック 1 のインストール ファイルをコピーしてお
り、distro をSLES11SP1-x64 という名前にした場合、インストール ファイルのレポジトリ
ディレクトリ名は次のようになります。

/opt/repository/os/SLES11SP1-x64

起動ターゲット ディレクトリ名は次のようになります。
/opt/repository/boot/SLES11SP1-x64Boot

1. 次の Web アドレスにアクセスして、適切なリンクを決定します。
http://drivers.suse.com/hp/
次の適切なリンクを選択します。

• サーバー

• サーバーのアーキテクチャー

• SLES オペレーティング システムのバージョン
install-readme.html ファイルで、選択方法とインストール方法を確認します。

2. SUSE の Web アドレスから、KISO イメージをダウンロードします。
# wget http://drivers.suse.com/hp/directory/sles-distro-name
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たとえば、x86_64 アーキテクチャーの ProLiant G7 サーバーの SLES 11 SP 1 では次のよ
うになります。

# wget http://drivers.suse.com/hp/HP-Proliant-G7/sle11-sp1-x86_64/\
hp-proliant-g7-sle11-sp1-x86_64.iso

3. KISO イメージをマウントします。
# mount -o sles-distro-name.iso /mnt

同じサンプルを使用した場合、次のようになります。

# mount -o hp-proliant-g7-sle11-sp1-x86_64.iso /mnt

4. addon ディレクトリを作成します。このディレクトリは、ディストリビューションの最上
位（つまり、/opt/repository/os/sles-os-name の下位）である必要があります。
# mkdir /opt/repository/os/sles-os-name/addon

次に例を示します。

# mkdir /opt/repository/os/SLES11SP1-x64/addon

5. KISO イメージを addon ディレクトリにコピーします。
# cp -a /mnt/* /opt/repository/os/sles-os-name/addon/

次に例を示します。

# cp -a /mnt/* /opt/repository/os/SLES11SP1-x64/addon/

6. ディレクトリを、SLES ディストリビューションの起動ディレクトリに変更します。
# cd /opt/repository/os/sles-os-name/boot/*/loader

次に例を示します。

# cd /opt/repository/os/SLES11SP1-x64/addon/boot/*/loader

7. RAM ディスク ファイル initrd およびカーネル ファイル linux をコピーします。
# cp initrd linux /opt/repository/boot/sles-os-nameBoot/

次に例を示します。

# cp initrd linux /opt/repository/boot/SLES11SP1-x64Boot/

8. kernel-sources パッケージとkernel-syms パッケージをロードするパラメーターを
削除するには、オペレーティング システムの AutoYaST ファイル テンプレートを編集す
ることをおすすめします。

注記: SLES オペレーティング システムがインストールされると、次のカーネル フラグがカー
ネル追加行に自動的に追加されます。

addon=http://cms:60000/os/sles-distro-name/addon

5.3.4 レポジトリへの仮想マシン OS のコピー
仮想マシン OS をレポジトリにコピーするための手順は、仮想マシン ソフトウェアによって異
なります。

• VMware ESX の場合は、RHEL オペレーティング システムのレポジトリへのコピーと同じ
プロセスが使用されます。詳しくは、「Insight Control for Linux レポジトリへのソフトウェ
アのコピー」 (53 ページ) を参照してください。

• VMware ESXi の場合は、メディアの内容を /opt/repository/boot/vm_nameBoot
ディレクトリにコピーしてください。ここで、vm_name は、VMware ESXi 仮想マシン OS
のディレクトリ名です。たとえば、ESXi バージョン 4.0 では、このディレクトリは /opt/
repository/boot/ESXi4.0Boot です。
VMware ESXi のデータは HTTP 経由で転送されるのではなく、PXE または仮想メディアを
使用して、/opt/repository/boot/vm_nameBoot ディレクトリからロードされます。

• Xen の場合は、RHEL または SLES ディストリビューションがコピーを担当するため、別の
操作は不要です。
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5.3.5 レポジトリへのカスタム OS のコピー
Insight Control for Linux インストール ツールを使用すると、PXE 起動プロトコルまたは仮想メ
ディアをサポートし、インストールされているターゲット管理対象システム用のドライバーを
含んでいるカーネルおよび RAM ディスク ファイルを提供する、ほとんどすべての OS をイン
ストールすることができます。

サポートされている OS 用にベンダーが提供しているインストール ファイルをコピーするプロ
セスと同様、インストール ソースを [Path on disk] にコピーし、カーネルおよび RAM ディス
ク ファイルをカスタム OS 登録プロセスで提供された [Boot target path on disk] にコピーしま
す。

5.3.6 カスタム OS インストールの自動化
HP は、Linux の各バージョンには異なったインストール設定ファイル（たとえば、SLES ディス
トリビューションには AutoYaST ファイル、RHEL ディストリビューションには Kickstart ファ
イル）があり、異なった Linux ディストリビューションはブートローダー設定ファイルで異なっ
たカーネル パラメーターを受け入れると認識しています。特別なスクリプトを使用することに
より、この内容を制御することができるようになりました。Insight Control for Linux は、カス
タム OS インストールの実行時にさまざまな時点でこれらのスクリプトを呼び出します。/opt/
repository/instconfig/custom/examples ディレクトリの下に CentOS インストール
および Debian インストール用のスクリプトの例があります。

注記:  カスタム OS の自動化インストール（V6.0 より前の Insight Control for Linux のバー
ジョンのレポジトリに登録されたカスタム OS 用）を実行する場合
は、/opt/repository/instconfig/custom/OS_Name ディレクトリを手動で作成する必
要があります。

Insight Control for Linux は、カスタム OS がレポジトリに登録されると、このディレクトリを
自動的に作成します。一方、Insight Control for Linux の V6.0 より前のバージョンでは、カスタ
ム OS の自動インストールはサポートされていなかったため、そのようなディレクトリは存在
しません。

Insight Control for Linux を使用したカスタム OS インストールについて詳しくは、『Installing
a Custom Operating System with HP Insight Control for Linux』というタイトルの White Paper を
参照してください。

5.3.7 PSP のダウンロードとレポジトリへのコピー
HP SIM とともにパッケージ化されている PSP の一部をコピーするか、または PSP 全体をダウ
ンロードすることができます。

PSP の CMS からのコピー

PSP をコピーするには、以下の手順に従ってください。
1. /var/opt/mx/linuxagents ディレクトリで OS タイプおよびバージョンごとに用意さ
れている PSP を見つけます。

2. PSP をレポジトリに登録したときに作成された [PSP path on disk] ディレクトリ（たとえ
ば、/opt/repository/psp/psp-redhatV50）に、圧縮ファイル（*tar.gz）をコ
ピーします。

このファイルはインストール プロセスで展開されるため、このファイルを展開しないでく
ださい。

重要: 各 /opt/repository/psp/psp-* ディレクトリには、PSP のtar.gz ファイル
のみが含まれる必要があります。ディレクトリに他のファイルが存在する場合、Insight
Control for Linux OS のデプロイメント操作中には、ターゲット サーバーに PSP エージェ
ントをインストールできない場合があります。
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PSP のダウンロード

PSP を CMS にダウンロードするには、以下の手順に従ってください。最後に、PSP を Insight
Control for Linux レポジトリに保存する方法について説明します。
1. Web ブラウザーを開いて、次に示す ProLiant Support Pack — Overview and Features Web
サイトにアクセスします。

http://www.hp.com/servers/psp （英語）
2. [Support] セクションで、[Download software] を選択します。
3. OS の種類とバージョンを選択します。
4. [Description] 列で、ダウンロードしたい PSP に対応する PSP の説明を探し、それを選択し
ます。ここで、[Download >>] を選択しないでください。次の手順まで待ちます。
マルチパート ダウンロードに対応する [Description] 列のリンクを選択します。

5. psp-8.2.sles11.linux.en.tar.gz のような PSP の *tar.gzip ファイル名に対応
する [Download >>] ボタンを選択します。

6. プロンプトが表示されたら、[Save] を選択して PSP をレポジトリに登録したときに作成さ
れた [PSP path on disk] ディレクトリ（たとえば、/opt/repository/psp/redhatV50）
に、*tar.gzip ファイルを保存します。
このファイルはインストール プロセスで展開されるため、このファイルを展開しないでく
ださい。

5.4 登録された項目の編集および削除
この項では、以下の項目について説明します。

• 「レポジトリ内の登録された項目の編集」 (58 ページ)

• 「レポジトリからの登録された項目の削除」 (58 ページ)

5.4.1 レポジトリ内の登録された項目の編集
登録プロセスが完了した後で、レポジトリ項目の一部の情報を編集することができます。

レポジトリ項目の名前を編集しても、関連するファイルやディレクトリ名は変更されず、ユー
ザー インターフェイスに表示される名前だけが変更されます。リモートに保存されているレポ
ジトリ項目のパスを変更することができます。

レポジトリ内の項目を編集するには、以下の手順に従ってください。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository]

2. 編集する項目を選択して、[Edit] を選びます。
3. 項目情報を変更します。

4. [Save] を選択します。
5. 画面の右下にある [OK] を選択して、変更を適用します。
6. 再び [OK] を選択して画面を更新し、変更を確認します。

5.4.2 レポジトリからの登録された項目の削除

注記: レポジトリから項目を削除しても、/opt/repository ディレクトリ内の対応する
ディレクトリは削除されず、そのディレクトリにコピーしたファイルも削除されません。ディ
レクトリおよびファイルを消去または移動する場合は、まず以下の手順を実行したあとで手動
で消去または移動してください。

レポジトリから項目を削除するには、以下の手順に従ってください。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository]
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2. 削除する項目を選択して、[Delete] を選択します。

ヒント: サポートされている OS やカスタム OS を保持する場合は、関連する起動イメー
ジを削除しないでください。関連する起動イメージを削除すると、OS の定義が無効にな
ります。これを解決する唯一の方法は、対応する OS をレポジトリから削除し、再登録し
ます。

3. 次のように表示されたら、[OK] を選択して削除を確認するか、[Cancel] を選択して削除を
停止します。

Are you sure you want to delete the following items from the repository?

4. 画面の右下にある [OK] を選択して、削除プロセスを完了します。次のメッセージが表示
されます。

The selected items have been deleted

5. 再び [OK] を選択して画面を更新し、テーブルから項目を削除します。
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6仮想メディア用のネットワーク パラメーターの設定
次のトピックが含まれます。

• 「はじめに」 (60 ページ)

• 「仮想メディア使用のための準備」 (61 ページ)

• 「Define Networks ツールの使用」 (64 ページ)

• 「Network Configuration Editor の使用」 (67 ページ)

• 「次のステップ」 (72 ページ)

6.1 はじめに
仮想メディアは、iLO ベースの管理プロセッサーを搭載するシステムだけで利用できるメカニ
ズムです。仮想メディアを使用すると、システムはネットワーク経由で ISO イメージを起動で
きます。つまり、仮想メディアは、PXE の代わりになる起動メカニズムです。
仮想メディアを使用するように設定されたサーバー上で、ベアメタル検出、Linux OS イメージ
の取得、イメージのデプロイメント、オペレーティング システムのインストールなど、Insight
Control for Linux の操作を行うとき、起動可能な ISO イメージ ファイルが CMS 上の /opt/
repository/iso ディレクトリに作成されます。起動可能な ISO 画像ファイルにはすでに設
定されているネットワーク パラメーターが含まれており、ターゲット サーバー上の起動 NIC
を設定するために使用されます。サーバーが起動されると、iLO は、デフォルトで HTTPS ポー
ト 60002 を使用して CMS から起動可能な ISO をマウントするように指示されます。iLO が
起動可能な ISO ファイルをマウントすると、サーバーの起動可能な NIC が設定され、OS の
インストールなど、以降のすべてのネットワーク操作が起動 NIC 経由で実行されます。サー
バーの NIC が PXE により起動するように設定されている場合は、サーバーが仮想メディアを
使用した起動に失敗しても PXE を使用して起動する可能性があります。ただし、これは、DHCP
サーバーの設定に左右されます。

重要: 仮想メディアを使用する場合、サーバーの iLO は CMS 上のポート 60002（HTTPS）
に接続して ISO イメージを取得します。このため、CMS でこのポートを開く必要があります。
そうしないと、サーバーが想定されているとおりに起動することはなくタスクは成功しませ
ん。

• CMS 上で HTTPS ポートが閉じられている場合、サーバーは想定されているとおりには起
動しません。

• /opt/mx/icle/icle.properties ファイルを編集して次のパラメーターを設定し、別
のポートを指定することもできます。

REPOSITORY_HTTPS_PORT=port-number

ここで、port-number は、代わりに使うポートの番号です。

• CMS 上のポート 60002（HTTPS）またはユーザーが指定した代わりのポートが開いてい
ない場合でも、ユーザーの環境で DHCP が設定されていると、サーバーは仮想メディアを
使用した起動に失敗しても代わりに PXE で起動できます。

仮想メディアを使用するには、初期段階で準備作業が必要です。これについては、「仮想メ
ディア使用のための準備」 (61 ページ) で説明します。
仮想メディアを使用するには、ISO イメージに取り込まれるようにネットワーク構成パラメー
ターをあらかじめ定義する必要があります。Insight Control for Linux は、PXE 起動されないサー
バーに対してネットワーク構成パラメーターを指定することのできる 2 つのツール、[Define
Networks] および [Network Configuration Editor] を提供します。
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重要: [Initiate Bare Metal Discovery] ツールを始めとする、仮想メディアの使用が必要な他の
ツールを実行するには、事前にこの 2 つのツールを使用してネットワーク設定パラメーターを
定義してください。

通常、ネットワークの設定は、次の 2 つの段階を経て進行します。

• 最初の段階では、ネットワーク設定パラメーターを定義し、定義したパラメーター グルー
プにネットワーク名を付けて保存します。ネットワーク名定義の数に制限はありません。

• 次の段階では、[Network Configuration Editor] ツールを使用して定義済みのネットワーク
名をサーバーの管理プロセッサーに適用します。

この 2 つのツールについては、「Define Networks ツールの使用」 (64 ページ) および「Network
Configuration Editor の使用」 (67 ページ) でそれぞれ説明しています。

6.2 仮想メディア使用のための準備
仮想メディアの準備は、次の 3 つの操作で構成されます。

• 「HP SIM による管理プロセッサーの検出」 (61 ページ)

• 「管理プロセッサーに対するユーザー アカウントの作成と仮想メディアの有効化」 (63 ペー
ジ)

• 「管理プロセッサーに対する仮想メディア ライセンスの適用」 (64 ページ)

注記: サーバーの NIC がプライベート（物理）ネットワーク上にあるのにサーバーの iLO は
パブリック（物理）ネットワーク上にある場合、/opt/mx/icle/icle.properties ファイ
ルを編集して iLO が起動可能な ISO イメージ ファイルを CMS からマウントできるようにす
る必要があります。icle.properties ファイルに、次の行を追加してください。
VIRTUAL_MEDIA_REPOSITORY_IP=CMS_ext_IP

ここで、CMS_ext_IP は、CMS の外部 IP アドレスです。

6.2.1 HP SIM による管理プロセッサーの検出
1. HP SIM を使用して、管理プロセッサーの検出プロセスを開始します。[オプション]→[検
出...]の順に選択してください。

2. [新規...]を選択します。
ウィンドウが拡がり、別のパラメーター フィールドが表示されます。
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3. [システムのグループ単位での検出]または [単一システムの検出]ボタンを選択します。
それぞれのボタンを選択した結果表示されるウィンドウには、わずかな違いがあります。
図は、[システムのグループ単位での検出]を選んだ場合のウィンドウを示しています。

4. [名前]テキスト フィールドにわかりやすい名前を入力します。
この名前は、CMS の hosts ファイルにリストされているものかまたは CMS のネーム
サーバーが認識しているものでなければなりません。該当する名前がない場合は、IP アド
レスを入力します。

5. [スケジュール]チェック ボックスにチェックが入っていないことを確認します。
6. [システムのグループ単位での検出]を選択する場合は、[Ping 包括範囲、システム (ホスト)
名および/または hosts ファイル]フィールドに検出する複数の管理プロセッサーの名前ま
たは IP アドレスを入力します。
[単一システムの検出]を選択する場合は、[システム名または IP アドレスを入力:] フィール
ドに検出する管理プロセッサーの名前または IP アドレスを入力します。

7. [保存]を選択して、検出タスクを保存します。
8. [すぐに実行]を選択して、管理プロセッサーの検出を開始します。
検出タスクが正常に終了すると、ウィンドウの左側の [すべてのシステム]および [すべての管
理プロセッサー]の下に管理プロセッサーが表示されます。
これで、[Network Configuration Editor] を使用して、この管理プロセッサーに関連付けられた
サーバーのネットワーク パラメーターを定義することができます。
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6.2.2 管理プロセッサーに対するユーザー アカウントの作成と仮想メディアの有
効化

管理プロセッサーに対するユーザー アカウントがない場合は、作成する必要があります。この
ユーザー名とパスワードは、Insight Control for Linux のインストール時に指定した管理プロセッ
サーのユーザー名およびパスワードと一致しなければなりません。iLO は、複数のユーザー ア
カウントをサポートできます。このため、ご使用の iLO で他のユーザー アカウントがすでに
設定されているのであれば、新しいユーザー アカウントを追加するだけで目的を達成できま
す。

重要: iLO のユーザー アカウントのパスワードに、次の文字は使用しないでください。

（二重引用符）"

（ドル記号）$

（パーセント記号）%

（アットマーク）@

（バック クォート）`

注記: Insight Control for Linux のインストール時に入力した管理プロセッサー用のユーザー名
とパスワードを忘れた場合や変更したい場合は、[設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials] の
順に選択して、新しいデフォルト管理プロセッサー認証情報を指定します。

iLO に対するユーザー アカウントが存在する必要があることに注意してください。アカウント
がないと新しい認証情報をセットアップできません。

管理プロセッサー認証情報の設定について詳しくは、「管理プロセッサーの認証情報」 (208 ペー
ジ) を参照してください。

1. 管理プロセッサーにログインして、ウィンドウの左側にある [ユーザー管理]を選択しま
す。

2. アカウントのユーザー名を設定します。

3. パスワードを入力して確認します。

4. [仮想メディア]ラジオ ボタンを [許可]に設定します。
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5. [ユーザー情報の保存]を選択します。

注記: この管理プロセッサー アドレスとのブラウザー接続を切断しないでください。次の項
で説明する仮想メディアのライセンス適用で必要になる場合があります。

6.2.3 管理プロセッサーに対する仮想メディア ライセンスの適用
iLO Advanced のライセンス キーで、iLO Advanced の機能をアクティブにします。以下で説明
する手順よりも優先される可能性がある最新の説明が、次の Web サイトに掲載されています。
http://www.hp.com/go/insightlicense （英語）
以下では、ネットワーク クライアントが iLO ベースの管理プロセッサーにネットワーク接続
できることを前提にして説明を進めます。

サポートされている Web ブラウザーを使用して、iLO Advanced のライセンスをインストール
し iLO Advanced の機能を有効にするには、以下の手順に従ってください。
1. iLO の設定権限をもつユーザー ID で、iLO ベースの管理プロセッサーにログインします。
2. [管理]を選択して、[ライセンシング]をクリックします。
3. 表示されるスペースに 5×5 文字で構成されるライセンス キーを入力します。
4. [インストール]を選択します。エンド ユーザー使用許諾契約書（EULA）の確認項目が表示
されます。EULA の詳細は、ライセンス キットで確認できます。

5. [OK] を選択して、この製品に同梱されている EULA の条項を受け入れます。以上で、ライ
センス適用が必要な機能が有効になりました。

ライセンス キーは、将来参照することがあるため、保管しておくことをおすすめします。ま
た、このキーは、テクニカル サポートや将来のアップグレードで必要です。
iLO ベースの管理プロセッサーのグループに対して iLO Advanced Pack の機能をアクティブに
するには、HP Lights-Out 設定ユーティリティを使用します。このスクリプティング ユーティリ
ティおよびコマンド ライン インターフェイスを使用したアクティブ化の詳細については、HP
の Web サイト http://www.hp.com/jp/manual に掲載されている『HP Integrated Lights-Out マ
ネジメント プロセッサー スクリプティング/コマンド ライン リソース ガイド』を参照してく
ださい。[Manuals] を選択して、iLO、iLO 2、iLO 3、または iLO4 を検索してください。
このライセンスにより、ライセンスをアクティブ化した時点で最新の iLO ファームウェアの
バージョンで iLO Advanced の機能を使用する資格を入手できます。最新のファームウェアの
ダウンロード方法と iLO の特長および機能については、HP の Web サイト http://www.hp.com/
jp/servers/ilo を参照してください。
インストールが終わったら、管理プロセッサーとの接続を切ることができます。

6.3 Define Networks ツールの使用
Define Networks ツールを使用すると、「ネットワーク」という名前のネットワーク コンフィ
ギュレーション設定をあらかじめ設定できます。これは、サーバーが配置される予定のサブ
ネットに対応する定義済みネットワークを意味します。これらのネットワーク設定は、Network
Configuration Editor でサーバーに割り当てます。
Define Networks ツールは、次のような点で便利です。

• パラメーターの割り当てが 1 度で済みます。

• 同じネットワーク パラメーターを複数のサーバーに割り当てできます。

• 希望する場合、サーバーに IP アドレスを自動で割り当てることもできます。

• サーバーに「ネットワーク」を割り当てる方法では、ネットワーク設定パラメーターを 1
つ 1 つ入力する必要がないため、時間と労力を節約できます。

• ネットワーク パラメーターが 1 つだけ変わった場合にはこの名前付きネットワークを更
新するだけで必要な作業が完了します。

• ユーザーが入力したパラメーターは、正しいかどうか検証されます。
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仮想メディア デプロイメント機能では、Define Networks ツールおよび Network Configuration
Editor ツールからの情報を使用できます。このため、これらのツールで割り当てるサーバーは、
仮想メディアに対応するように設定する必要があります。

ネットワーク設定パラメーターを定義するには、[オプション]→[IC-Linux]→[Define Networks...]
メニュー項目を選択して、[Define Networks] ツールを起動します。このツールは、Network
Configuration Editor から起動することもできます。

図 15 Define Networks ツール

[Define Networks] ツールでは、次のパラメーターが用意されています。

• [Available Networks]
ネットワーク定義のリストです。ネットワーク定義を新しく作成して [Save] をクリックす
ると、作成したネットワークの名前がこのリストに表示されます。[Available Networks]
リストのネットワーク名を選択した状態で、[Load] ボタンを選ぶと、そのネットワーク パ
ラメーターが該当する各フィールドに表示されます。一度に複数のネットワークを選ぶこ
とはできません。

• [Network Name]
[Available Networks] リストの下には、[Network Name] フィールドがあります。このテキ
スト フィールドに、ネットワーク定義に付ける名前を自由に入力します。ネットワーク名
がこのサブネットの DNS 名と一致する必要はありません。

• [Base Address]
サブネットのベース アドレス1を、ホスト番号に「0」を使用して入力します（例：
192.168.10.0）。
このパラメーターは必須パラメーターで、IP アドレスの検証に使用されます。

• [Network Mask]
サブネットのネットマスクを入力します（例：255.255.255.0）。このパラメーターは必
須です。

1. この情報については、ご使用のネットワークのネットワーク管理者に問い合わせてください。
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• [Gateway]
このネットワークのデフォルト ゲートウェイになるサーバーの IP アドレスを入力します。

• [DNS Domain(s)]
オプションで、このサブネットの DNS ドメイン サフィックスおよび検索リストを入力し
ます。このフィールドの最初のエントリーは、完全修飾ドメイン名の作成に使用される
DNS サフィックスを表します。それ以外のエントリーは、DNS 検索リストに追加されま
す。

• [IP Address Range]
IP アドレスを自動で割り当てる場合は、このオプション フィールドに IP アドレス範囲を
入力できます。次に示すように、ハイフンを付けて範囲を指定します。

192.168.10.5-192.168.10.50

次のように、カンマで区切った範囲のリストを入力することもできます。

192.168.10.5-192.168.10.50,192.168.11.100-192.168.11.199

IP アドレスを手動で割り当てる場合は、このフィールドには何も入力しないでください。

• [SNMP Server(s)]
オプションで、SNMP サーバーのリストを入力します。これらのエントリーは、将来使用
するために予約されます。

• [Name Server(s)]
オプションで、このサブネットの DNS ネーム サーバーの IP アドレスのカンマ区切りのリ
ストを入力します。

• [NTP Server(s)]
オプションで、NTP サーバーのカンマ区切りのリストを入力します。

• [Next IP Address in range]
このフィールドは読み取り専用です。ここには、IP アドレスの自動割り当てで次に割り当
てられる自動定義の IP アドレスが表示されます。

• [Time Zone]
オプションで、このドロップダウン リストからこのサブネットのタイムゾーンを選択しま
す。

Network Configuration Editor からこのウィンドウを開くと、このウィンドウを閉じた時点で
Network Configuration Editor の各フィールドが自動的に更新されます。
以下では、ネットワーク定義の作成、ロード、更新、および削除手順について説明します。こ
れらの操作は、ウィンドウを開いたまま繰り返し実行できます。

6.3.1 ネットワーク定義の作成
1. [Network Name] テキスト フィールドにネットワーク定義の独自の名前を入力します。
2. ベース アドレスを入力します。これは必須エントリーです。
3. ネットワーク マスク パラメーター用に予約されているテキスト フィールドにネットワー
ク マスクの値を入力します。これは、必須エントリーです。

4. （オプション）それ以外の必要なネットワーク パラメーターを入力します。
5. [Save] ボタンを選択します。
ダイアログ ボックスで成否が報告されます。
成功した場合は、[Available Networks] リストが更新されます。
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6.3.2 ネットワーク定義のロード
1. [Available Networks] リストからネットワーク定義を選択します。
2. [Load] ボタンを選択します。

[Define Networks] ツールにより、[Network Name] テキスト フィールドにネットワーク定
義の名前、該当する各フィールドにその名前に属する定義済みネットワーク パラメーター
が表示されます。

6.3.3 ネットワーク定義パラメーターの変更
1. [Available Networks] リストからネットワーク定義を選択します。
2. [Load] ボタンを選択します。
3. 必要に応じて、パラメーターを変更します。

4. [Save] ボタンを選択します。
ネットワーク定義が新しいパラメーターで書き換えられます。

6.3.4 ネットワーク定義の削除
1. [Available Networks] リストからネットワーク定義を選択します。
2. [Delete] ボタンを選択します。
このネットワーク定義が適用されているシステムがなければ、ネットワーク定義は消去さ
れそのネットワーク名は [Available Networks] リストから削除されます。

6.4 Network Configuration Editor の使用
Network Configuration Editor を使用して、仮想メディア メカニズムを使って起動されるサー
バーに（Define Networks タスクで定義した）ネットワーク パラメーターを割り当てます。こ
れにより、サーバーのネットワークが適切にセットアップされます。これらのネットワーク パ
ラメーターは、DHCP が通常設定するパラメーターとよく似ていますが、仮想メディアでは
DHCP は使用されません。

重要: サーバーが、PXE ではなく仮想メディア メカニズムを使用する予定の場合、Insight
Control for Linux のベアメタル検出、取得、デプロイメント、または OS のインストールを試
みる前にそのサーバーのネットワーク パラメーターを定義してください。

以下の手順に従って、ターゲット システムにネットワーク設定パラメーターを適用します。
1. [オプション]→[IC-Linux]→[Network Configuration Editor] メニュー項目を選択して、Network

Configuration Editor を実行します。
2. ターゲット MP（サーバーに対応する iLO ベースの MP）を選択します。

HP SIM が MP を検出済みであることを確認します。
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注記: 
• iLO ベースではない単一の MP をターゲットに選ぶと、ツールにより作業が停止され

[ターゲット システムの確認]ウィンドウの [ツール起動 OK?] フィールドに [いいえ]と
表示されます。

• 複数のターゲット MP を選択した場合は、iLO ベースの MP だけが受け入れられます。

• コレクション（例：[すべての管理プロセッサー]）を選択した場合、Network
Configuration Editor は、iLO ベース以外の MP を除外できません。
そのため、次のような問題が発生します。

◦ Network Configuration Editor がこれら iLO ベース以外の MP からのデータ収集を
試みるため、その際に遅延が発生する。

◦ これらの MP がどの仮想メディア機能も実行できない。

3. ターゲットを確認して、[今すぐ実行]を選択します。[Network Configuration Editor] ページ
が表示されます。

図 16 [Network Configuration Editor] ページ

4. [Management Processor Name] フィールド上でマウス ポインターを動かして、オプション
で各 MP を確認することもできます。ただし、選択は避けてください。MP のシリアル番
号および IP アドレスが表示されるので、管理プロセッサーの特定に役立ちます。

5. 各ターゲット MP がテーブルに表示されます。次のオプションがあります。
• 個々のターゲット MP を選択する。
各ターゲット MP の左の列のチェックボックスをクリックします。

• 表示されているターゲット MP をすべて選択する。
次のように、左の列のテーブル ヘッダー内のチェックボックスをクリックします。
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6. 個々のターゲットの場合：

選択した MP に関連付けられているサーバーの一意の名前を（[Server Host Name] フィー
ルドに）入力します。

注記: サーバーに複数の NIC が搭載されていても、指定できる名前は 1 つだけです。

複数のターゲットの場合：

以下の手順に従って、連続したサーバー ホスト名を複数のターゲットに割り当てます（た
とえば 20 台のサーバーの場合、sage00～sage19 などの名前になります）。
a. [Auto Name Hosts] ボタンをクリックします。
ダイアログ ボックスが表示されます。

b. サーバー名のベース ネームを入力します。たとえば、sage などのベース ネームを入
力します。

c. 繰り返し初期値の開始値を入力します。たとえば、先頭にゼロを付ける場合、この値
は01 となります。
繰り返し初期値として入力する値の桁数により、生成されるホスト名に先頭の 0（ゼ
ロ）が付くかどうかが決まります。たとえば、ベース ネームとしてcomp、繰り返し
初期値として001 を選ぶと、最初に割り当てることができるホスト名がcomp001、次
がcomp002 になります。

d. [Apply] ボタンをクリックして、選択したターゲットに関連付けられているすべての
サーバーにホスト名を適用します。

7. [Port/MAC Address] 列に、ターゲットに関連付けられているサーバーの内蔵 NIC の MAC
アドレスのリスト（ドロップダウン メニュー）が表示されます。

重要: 選択した MAC アドレスにより、起動に使われるネットワーク インターフェイス
が決まります。

以下のいずれかの方法で選択します。

• ドロップダウン メニューから MAC アドレスを選択する。または

• ドロップダウン メニューから [Add New MAC] を選択し、テキスト フィールドに
MAC アドレスを入力する。
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注: 
• Network Configuration Editor は、各 MAC アドレスの前にE-1/、E-2/などのプレ
フィックスのある iLO 2、iLO 3、および iLO 4 MP を備えたサーバーに対して、内蔵
NIC の MAC アドレスを自動的に表示します。
Network Configuration Editor で新しい MAC アドレスを入力する場合は、プレフィッ
クスとして「E-#」を指定しないでください。
また、Network Configuration Editor は、M-1/、M-2/などのプレフィックスのある
サーバー ブレード上のメザニン カードに対しても MAC アドレスを表示します。た
だし、サーバー ブレードが少なくとも 1 回は起動されたことがあって、Onboard
Administrator が MAC アドレスを検出した場合です。

• 表示される MAC アドレスは、内蔵 NIC のアドレスだけです。拡張カード上の NIC
は、リストされません。

これ以外の列の情報は、選択したネットワーク インターフェイスに対応する情報です。
8. 定義済みのネットワークを選択します。

定義済みのネットワーク設定が存在しない場合は、[Define Networks] ボタンを選択して作
成できます。

複数の割り当ての場合：

a. Default Network ドロップダウン メニューから、定義済みネットワークの名前を選択
します。

これらのネットワーク定義は、Define Networks ツールによって保存されています。
b. [Apply Network] ボタンをクリックします。

Network Configuration Editor によって、[Network] フィールドと [Server IP Address ]
フィールドに、選択した各ターゲットのネットワーク名が設定されます。

個々の割り当ての場合：

[Network] フィールドで、ターゲットに関連付けられているサーバーの定義済みのネット
ワーク設定を選択します。

このリストでネットワークを選択すると、[Port/MAC Address] 列で選択した MAC アドレ
スをもつ NIC にそのネットワークが割り当てられます。この操作により、ネットワーク
の IP アドレス範囲で次に使用可能な IP アドレスが NIC に自動的に割り当てられます。ま
た、ゲートウェイ、ネーム サーバー、ドメイン、ネット マスクなど、そのネットワーク
の IP アドレス以外のネットワーク値も割り当てられます。
IP アドレス範囲が指定されていない場合、このフィールドはブランクです。その場合は、
選択したネットワークに含まれる IP アドレスをここで指定する必要があります。

9. 適切な処置を実行します。

• （Define Networks タスクで）定義済みのネットワーク設定で IP アドレスの範囲が指
定されていない場合、[Server IP Address] フィールドは空白になります。IP アドレス
を入力します。

• 定義済みのネットワーク設定で IP アドレスの範囲が指定されていないが、すべての
IP アドレスが使用された場合、[Server IP Address] フィールドは空白になります。以
下のいずれかを実行してください。

◦ Define Networks タスクを再開して IP アドレスの範囲を増やし、前の手順から続
けてネットワークを再適用する。

◦ [Server IP Address] フィールドに IP アドレスを入力する。
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• 定義済みのネットワーク設定で IP アドレスの範囲が指定されており、IP アドレスを
使用できる場合は、Network Configuration Editor の [Server IP Address] フィールドに
ネットワーク名が表示されます。ネットワーク パラメーターが保存されている場合
は、Network Configuration Editor によって IP アドレスが設定されます。

10. [Save] を選択して、ディスク ファイルにネットワーク パラメーターを保存します。
[Network Configuration Editor] ページで使用できるネットワーク設定パラメーター適用以外の
機能については、「[Network Configuration Editor] ページの別の機能」 (71 ページ) で説明し
ています。

6.4.1 [Network Configuration Editor] ページの別の機能
[Network Configuration Editor] ページには、別の機能もあります。管理プロセッサーとその管
理プロセッサーに関連付けられたデータの表の下に、次の機能を備えるボタンが並んでいま
す。

[Default Network] このドロップダウン メニューを使用すると、[Apply
Network] ボタンを選んだときに選択されているター
ゲットに適用されている定義済みネットワーク定義を
選択できます。

[Define Networks] [Define Networks] を選択すると、[Defining Networks]
ウィンドウが表示され、ネットワーク定義の追加、削
除、または変更操作を行えます。

[Apply Network] このボタンを選択すると、個別に選択した各ターゲッ
トにデフォルト ネットワークを選択するのと同じ結果
を得ることができます。

[Auto Name Hosts] このボタンを選択すると、ダイアログ ボックスが表示
され、そこでベース ネームと「繰り返し初期値」と呼
ばれる開始値を選択できます。この 2 つの値は、結合
されサーバーのホスト名が生成されます。たとえば、
ベース ネームとしてcomp、繰り返し初期値として1
を選ぶと、最初に割り当てることができるホスト名が
comp1、次がcomp2 というように連続する名前を割り
当てできます。

繰り返し初期値として入力する値の桁数により、生成
されるホスト名に先頭の 0（ゼロ）が付くかどうかが
決まります。たとえば、ベース ネームとしてcomp、
繰り返し初期値として001 を選ぶと、最初に割り当て
ることができるホスト名がcomp001、次がcomp002
になります。

ヒント: 指定するベース名および繰り返し初期値は、
必ず、サーバーの名前を配慮したものにしてくださ
い。そうしないと、既存のサーバー名がパターンに適
合する場合でも、その名前は自動生成される新しい名
前で置き換えられます。

このダイアログ ボックスで、[Apply] を選択して、値
を設定しダイアログ ボックスを閉じます。
[Cancel] を選択すると、操作が行われることなくダイ
アログ ボックスが閉じます。

[Save] このボタンを選択すると、選択したターゲットの設定
がディスクに保存されます。
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[Reload] このボタンを選択すると、選択したターゲットの設定
がディスク ファイルに保存している値を使用してロー
ドされます。保存していない変更内容は失われます。

[Reinitialize] このボタンを選択すると、保存されているデータも含
め、選択したターゲットのデータが消去されます。そ
の場合は、管理プロセッサーのクエリがもう一度行わ
れデータが取得されます。

この機能は、物理サーバーを入れ替えた場合など、
ハードウェアを変更する場合に役立ちます。

6.4.2 Network Configuration Editor に保存されている IP アドレスの解放
Network Configuration Editor は、ユーザーがネットワークを定義したときに指定した IP アド
レス範囲からアドレスを配布します。ネットワーク範囲と割り当てられた IP アドレスは、/opt/
mx/icle/config/network_map.xml ファイルに保存されます。HP SIM で管理対象システ
ムが削除されても、そのシステムとそのシステムの IP アドレス割り当ては network_map.xml
ファイルから削除されないため、IP アドレスは解放されません。
この IP アドレスの解放には、次に示す 2 つの方法があります。

• この手順は、ノードを削除する前に実行します。

ターゲットの管理プロセッサーで Network Configuration Editor を実行します。1.
2. 管理対象システムに、ブランクの IP アドレスを割り当てます。
3. [保存]を選択します。
この操作により、アドレスが解放され管理対象システムを削除できるようになります。

• network_map.xml ファイルを編集して、管理対象システムのエントリーを削除します。

6.5 次のステップ
ネットワーク パラメーターを定義して仮想メディア経由で起動する予定のサーバーに割り当て
たら、第7章 (73 ページ) に進んでサーバーを検出します。
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7システム、スイッチ、およびエンクロージャーの検出
この章では、Insight Control for Linux を設定し、セットアップするとき、次の順序で実行する
必要がある以下のタスクについて説明します。

1. 「システムの検出」 (73 ページ)
2. 「検出されたシステムへの Insight Control for Linux ライセンスの割り当て」 (76 ページ)
3. 「スイッチおよびエンクロージャーの準備と検出」 (77 ページ)
4. 「起動方法の変更」 (78 ページ)

7.1 システムの検出
HP SIM や Insight Control for Linux がサーバーを管理、監視するには、まずサーバーを検出する
必要があります。検出とは、管理ドメインでのサーバー検索のプロセスです。このプロセスに
よって、CMS からサーバーを管理できるようになります。

注記: 管理対象システムにする予定のサーバーを HP SIM で検出または識別するには、その
サーバーのグローバル認証情報で、SNMP [読み取りコミュニティ名]をpublic に設定する必
要があります。ただし、public という値はデフォルト値です。[オプション]→[セキュリ
ティ]→[認証]→[グローバル認証]メニュー項目を選択して、このパラメーターを確認し設定さ
れていない場合は設定してください。

public の他に別の読み取りコミュニティ名が設定されていることもありますが、public を
指定する必要があります。別の [読み取りコミュニティ名]を追加する必要がある場合は、[追加]
を選択して追加します。ただし、public は削除しないでください。

システムの検出プロセスは、サポートされている Linux OS（稼動システム）がサーバーにイン
ストールされているかどうかに依存します。

該当する手順を実行して、システムを検出します。

• 「PXE を使用するベアメタル サーバーの検出」 (73 ページ)

• 「仮想メディアを使用するベアメタル サーバーの検出」 (74 ページ)

• 「動作中のシステムの検出 」 (76 ページ)

7.1.1 PXE を使用するベアメタル サーバーの検出
この項では、ベアメタル サーバー用の検出プロセスについて説明します。

注: 
• ベアメタル サーバーの検出中に、サーバーのファームウェアを自動的に更新できます。こ
の機能を有効にするための手順について詳しくは、12.2.3 項 (137 ページ) を参照してくだ
さい。

• PXE 起動を一度だけ開始するか、ローカルのハードディスクから起動する前に常に PXE 起
動するようにサーバーを設定することができます。いずれの方法も使用できます。

• Insight Control for Linux の RAM ディスクから PXE 起動するサーバー用に、『HP Insight
Control for Linux インストレーション ガイド』に記載されているように、DHCP が設定さ
れている必要があります。Insight Control for Linux の RAM ディスク環境の説明について
は、1.8 項 (19 ページ) を参照してください。

• サーバーに電源を入れて PXE による起動を開始すると、サーバーは Insight Control for Linux
RAM ディスクから起動し、自動的にCMS に接続し、CMS はサーバーと管理プロセッサー
を検出し、管理プロセッサー上にユーザー名とパスワードを設定します。
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以下に示す項目は、PXE を使用して起動するベアメタル サーバーを検出するための独立した方
法を示します。該当する項目を選んでください。

• 7.1.2 項 (74 ページ) で説明する [Initiate Bare Metal Discovery] ツールを使用します。ス
テップ 4 で、必ず [PXE] ラジオ ボタンを選んでください。
iLO の検出についての情報が必要な場合は、「HP SIM による管理プロセッサーの検出」
(61 ページ) を参照してください。

• サーバーの電源を入れ、コンソールを監視し、プロンプトが表示されたら、F12 キーを押
して、一度だけの PXE 起動を開始します。

• サーバーの電源を入れ、コンソールを監視し、F9 キーを押して、BIOS セットアップ ユー
ティリティに入り、デフォルトの起動順序を変更して PXE 起動をハードディスクの前に配
置します。

• HP BladeServer c-Class の場合は、HP Onboard Administrator（OA）を使用して、サーバー
を一度だけ PXE 起動するか、ハードディスクの前に常に PXE 起動が来るように起動順序
を変更します。次に、サーバー ブレードの電源を入れます。

• サポートされる HP ProLiant DL100 シリーズ サーバーでは、HP SIM を使用して、DL100
シリーズ サーバーの管理プロセッサーを検出したり、PXE 再起動して電源を入れるように
ノードを設定したりすることができます。Insight Control for Linux は、iLO ベースの MP を
検出するのと同様にサーバーの管理プロセッサーを検出することができます。

また、次の各コマンドを実行して、サーバーに対してベアメタルの検出を実行することも
できます。

# ipmitool -H host-name-cp -I lanplus -U username -P passwd chassis power off
# ipmitool -H host-name-cp -I lanplus -U username -P passwd chassis power status
# ipmitool -H host-name-cp -I lanplus -U username -P passwd chassis bootdev pxe
# ipmitool -H host-name-cp -I lanplus -U username -P passwd chassis power on

ここで

host-name-cp ホストのコンソール ポートを意味します。
lanplus lanplus インターフェイスを指定します。詳しくは、

ipmitool(1) を参照してください。
username ユーザー アカウントの名前を意味します。
passwd ユーザー アカウントのパスワードを意味します。

検出プロセスが完了すると、サーバーの電源は自動的に切れます。

このとき、サーバーは HP SIM のすべてのサーバー コレクションに表示され、関連する管理プ
ロセッサーは HP SIM のすべての管理プロセッサー コレクションに表示されます。
HP SIM がサーバーを正しく識別すると、Bare Metal Discovery Post Processing と
いう新しいタスクが Task Results リストに表示されます。これは、[タスク ＆ ログ]→[タスク結
果の表示...]メニュー項目で表示できます。

7.1.2 仮想メディアを使用するベアメタル サーバーの検出
[Initiate Bare-Metal Discovery] ツールを使用して、ベアメタル サーバーを検出できます。
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図 17 Initiate Bare-Metal Discovery ツール

重要: 
• HP SIM が MP を検出済みであることを確認します。HP SIM [オプション]→[検出...]メニュー
項目を使用します。特に指定しないかぎり、MP の認証にはデフォルトの MP 認証が使用
されます。

管理プロセッサーのパスワードは、Insight Control for Linux によって認識されているか、
グローバル値に設定されている必要があります。

• また、[Initiate Bare-Metal Discovery ツール]で、PXE または仮想メディアを介してベアメタ
ル システムを検出することもできます。
ただし、仮想メディアを使用する場合、このツールを使用してベアメタル検出できるのは
iLO ベースの管理プロセッサーだけです。また、このツールを使用する前に、サーバーの
iLO の検出および [Network Configuration Editor] でのネットワーク設定の定義を行う必要
があります。ネットワーク設定の定義と iLO の検出について詳しくは、第6章 (60 ページ)
を参照してください。[Network Configuration Editor] については、「Network Configuration
Editor の使用」 (67 ページ) を参照してください。

ベアメタル検出を行うには、以下の手順に従ってください。

1. [オプション]→[IC-Linux]→[Initiate Bare Metal Discovery] の順に選択して、Initiate Bare-Metal
Discovery ツールを実行します。

2. 検出するサーバーの管理プロセッサーをターゲットとして選び、[次へ >] を選択します。
複数の管理プロセッサーを選択して、複数のサーバーを検出することもできます。

3. ターゲットを確認し、[次へ >] をクリックします。
4. [Virtual Media] ラジオ ボタンを選択します。
5. [実行]を選択します。
6. HP SIM がサーバーを正しく識別すると、Bare Metal Discovery Post Processing
という新しいタスクが Task Results リストに表示されます。これは、[タスク ＆ ログ]→[タ
スク結果の表示...]メニュー項目で表示できます。
タスクが終了するまで待ちます。

7. サーバーは HP SIM のすべてのサーバー コレクションに表示され、関連する管理プロセッ
サーは HP SIM のすべての管理プロセッサー コレクションに表示されます。

注記: このツールを使用して、PXE で起動するサーバーのベアメタル検出を開始することも
できます。ステップ 4 で、[PXE] ラジオ ボタンを選んでください。
ターゲット システムは、サーバーの管理プロセッサーでなければなりません。
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7.1.3 動作中のシステムの検出

注: 
• この項の説明は、iLO ベースの管理プロセッサーを搭載するシステムだけを対象にしてい
ます。

LO100 管理プロセッサーを搭載するサーバーについては、HP SIM でサーバーを検出した
後、23.9 項 (205 ページ) で説明する [Configure SNMP on DL1xx Servers] タスクを実行して
ください。

• 以下の手順のステップ 1 および 2 は、VMware ESXi を実行するシステムには適用されま
せん。

以下の手順に従って、サポートされている Linux OS がすでにインストールされ、その動作を
停止または再インストールしたくないサーバーを検出します。

1. 検出するシステムに PSP バージョンをインストールします。サポートされる適切な PSP の
バージョンを特定するには、『HP Insight Control for Linux サポート マトリックス』を参照
してください。すべてまたは一部の PSP コンポーネントをインストールできますが、少な
くとも、表 19 (142 ページ) に示す、HP SIM で必要なコンポーネントはインストールする
必要があります。

PSP をダウンロードし、関連する『HP ProLiant Support Pack ユーザー ガイド』を入手す
るには、26.7.2 項 (265 ページ) の手順を参照してください。

2. 検出するシステムで、次のコマンドを使用して SNMP を設定します。
# /sbin/hpsnmpconfig

3. 検出するインストール済みのすべてのシステムについて、手順 1 と 2 を繰り返します。
完了したら、この手順の手順 4 に進みます。

4. 次のメニュー項目を選んで、サーバーとその管理プロセッサーを検出します。サーバーと
その管理プロセッサーは、名前または IP アドレス範囲で検出できます。
[オプション]→[検出...]

5. 管理プロセッサーの認証情報が Insight Control for Linux のインストール プロセス中に指定
したデフォルトの認証情報と一致しない場合は、次のメニュー項目を使用して管理プロ
セッサーの認証情報を HP SIM に登録します。
[設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials]
管理プロセッサー認証情報の設定について詳しくは、「管理プロセッサーの認証情報」
(208 ページ) を参照してください。

注記: ESXi システムでは、iLO 認証情報が root の認証情報と一致しない場合、検出は失
敗します。

7.2 検出されたシステムへの Insight Control for Linux ライセンスの割り
当て

ここで、サーバーにライセンスを適用できます。また、ライセンスはデプロイメント タスクの
実行時に適用することもできます。詳しくは、第9章 (88 ページ) および第10章 (107 ページ) を
参照してください。

次のように、Insight Control for Linux で監視する、検出されたシステムに Insight Control for
Linux ライセンスを適用する必要があります。
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注: 
• Insight Control for Linux ライセンスの適用では、ライセンスはサーバーに割り当てられた
時点でただちにロックされます。

6.0 より前のバージョンでは、割り当てられたライセンスのロックは、あとで（たとえば、
インストールや、監視設定など、Insight Control for Linux の操作中）行われていました。

• Insight Control for Linux のライセンスの割り当ては慎重に行ってください。特に、複数の
ターゲットに割り当てる場合は注意が必要です。

このライセンスが必要なのはサーバーだけです。管理プロセッサーなど、他のデバイスに
ライセンスを適用してもライセンスが無駄になるだけです。いったん割り当てたライセン
スの解除は困難です。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[展開]→[ライセンス マネージャー]

2. Insight Control for Linux を選択します。
3. [ライセンスの管理...]を選択します。
4. [ライセンスの追加...]を選択します。
5. Insight Control for Linux ライセンス キーを入力します。
6. [処理]を選択します。
7. [今すぐライセンスを追加...]を選択します。
8. 追加する製品を選択します。

9. [今すぐライセンスを追加...]を選択します。
10. [OK] を選択します。

7.3 スイッチおよびエンクロージャーの準備と検出
以下の手順に従って、Insight Control for Linux で監視するために、スイッチと HP BladeSystem
エンクロージャーを検出します。構成にエンクロージャーやスイッチが含まれていない場合、
または Insight Control for Linux を使用してエンクロージャーやスイッチを監視したくない場合
は、このタスクを省略します。

1. 1 つ以上の HP BladeSystem エンクロージャーが存在する場合は、各エンクロージャーに
進み、Onboard Administrator（OA）のユーザー名とパスワード認証情報を設定します。
Insight Control for Linux は、これらの認証情報を使用して、OA にログインし、エンクロー
ジャー用の環境データを収集します。

注記: 8 文字未満の管理プロセッサー パスワードを使用する場合は、ブラウザーを使用
してMP に接続して、最小パスワード長を変更する必要があります。そうしないと、Insight
Control for Linux のベアメタル検出がハングします。

Insight Control for Linux のインストール プロセス中に指定したデフォルトの管理プロセッ
サー認証情報と一致するように、OA 認証情報を設定することをおすすめします。同じユー
ザー名とパスワードを使用すると、手動で HP SIM データベースに認証情報を設定する必
要がありません。管理プロセッサー認証情報の設定について詳しくは、「管理プロセッ
サーの認証情報」 (208 ページ) を参照してください。
ただし、OA 上で管理プロセッサーの認証情報と同じ認証情報を使用したくない場合は、
次のコマンドを実行して HP SIM に OA 認証情報を追加する必要があります。
# mxnodesecurity -a -p icelx_mp_svc_acc -c OA_username:OA_password -n OA_name

上記のコマンド ラインで、次の操作をします。

• コロン（：）で区切った OA のユーザー名とパスワードで、
OA_username:OA_password を置き換えます。
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• HP Insight Control のユーザー インターフェイスの左のウィンドウにある [+ すべての
エンクロージャー]を選択して検索することで決定できる OA の名前で、OA_name を
置き換えます。

2. HP Insight Control のユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択して、エンク
ロージャーとスイッチを検出します。

[オプション]→[検出]
a. [新規...]を選択します。
b. [包括範囲を Ping] テキスト ボックスに、検出する OA およびスイッチの IP アドレス
またはホスト名を入力します。1 つの行に入力するエントリーは 1 つだけにしてくだ
さい。

c. この新しい検出タスクの名前を入力します。名前には、アポストロフィなどの特殊文
字を使用しないでください。

d. [保存]を選択します。
e. [スケジュール]の横にあるボックスの選択を解除します。
f. [今すぐ実行]を選択して検出プロセスを開始します。

3. スイッチを監視するように Insight Control for Linux を設定するには、以下の手順に従って、
手動で {collection_name}_Switches サブコレクションにスイッチを追加します。

注記: （19.3 項 (163 ページ) の手順に従って）Insight Control for Linux 監視サービスを開
始すると Insight Control for Linux は自動的に {collection_name}_Enclosures サブコ
レクションにデータを保存するので、手動でコレクションにエンクロージャーを追加する
必要はありません。

a. HP Insight Control ユーザー インターフェイスの左のウィンドウにある [カスタマイズ]
を選択します。

b. [名前]列で、[Systems Managed by Insight Control for Linux] まで移動します。
c. 正符号（+）を選択して展開します。
d. Insight Control for Linux コレクションへ移動します。
e. 正符号（+）を選択して展開します。
f. {collection_name}_Switches サブコレクションへ移動します。
g. {collection_name}_Switches サブコレクションの横にあるラジオ ボタンを選択
します。

h. [編集...]を選択します。
i. [有効なアイテム]列に表示されるスイッチを選択し、[>>] を使用して [選択されたメン
バー]列までスイッチを移動します。

j. [OK] を選択して、Insight Control for Linux {collection_name}_Switches サブコレ
クションにスイッチを追加します。

k. 監視したいすべてのスイッチについて、最後の 2 つの手順を繰り返します。

7.4 起動方法の変更
Insight Control for Linux では、サーバーの起動方法を変更できます。システムの起動方法が PXE
であるが、仮想メディアに変更したい場合を考えてみましょう。

重要: 管理対象システムの起動方法を PXE から仮想メディアに変更する場合、[Network
Configuration Editor] で管理対象システムのネットワーク情報が設定されていることを確認して
ください。ネットワーク情報が設定されていないと、デプロイメント操作は失敗します。この
ツールについて詳しくは、「Network Configuration Editor の使用」 (67 ページ) を参照してく
ださい。

Configure Boot Method ツールを使用して起動方法を変更できます。以下の手順に従ってくだ
さい。
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1. [オプション]→[IC-Linux]→[Configure Boot Method...]を選択します。
2. ターゲット システムを選択して確認します。
3. [ターゲット システムの確認]ウィンドウで、[今すぐ実行]を選択します。

[Configure Boot Method] ウィンドウが表示されます。

4. 個別またはすべてのターゲットシステムに対して、起動方法を選択します。

個別：

システムごとに、[PXE] 欄または [Virtual Media] 欄のラジオ ボタンを選択します。

すべてのターゲット システム：
[PXE] または [Virtual Media] 列の見出しのチェック ボックスを選択して、リストに表示さ
れているすべてのシステムの起動方法を選択することもできます。

5. [Save] を選択します。

注記: [Save] を選択する前にウィンドウを閉じると、システムの起動方法は変更されま
せん。

7.5 次のステップ
初めて Insight Control for Linux を設定している場合は、第8章 (80 ページ) に進み、管理対象シ
ステムをインストールし、設定します。
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8管理対象システムのセットアップ
この章では、Insight Control for Linux 監視についての管理対象システムのセットアップの概要
を示します。この章では、次の順序で実行する必要がある以下のタスクについて説明します。

1. 「Insight Control for Linux レポジトリのデータ入力」 (80 ページ)
2. 「マネジメント ハブのセットアップ」 (160 ページ)
3. 「Linux OS のインストール」 (80 ページ)
4. 「監視するための管理対象システムのセットアップ」 (80 ページ)

8.1 Insight Control for Linux レポジトリのデータ入力
Insight Control for Linux を使用して管理対象システムにオペレーティング システムをインストー
ルする場合は、Linux OS インストール ファイルと ProLiant Support Pack（PSP）を Insight Control
for Linux レポジトリに保存する必要があります。Insight Control for Linux を使用して管理対象
システムにオペレーティング システムまたは PSP をインストールしない場合は、このタスク
を省略してください。

重要: レポジトリは独自の Web サーバーを備えているため、匿名ユーザーがこのサーバーを
使用してレポジトリのディレクトリ構造にアクセスできます。これが、自動インストールの手
順の要件です。レポジトリへのアクセスについてネットワーク上のすべてのシステムを信頼で
きる場合を除き、レポジトリには取得したイメージを含め機密データを保存しないようにする
ことをおすすめします。

第5章 (43 ページ) の手順を参照して、以下のタスクを完了します。
1. 1 つ以上の Linux オペレーティング システムを Insight Control for Linux レポジトリに登録
します。

2. ベンダーが提供する Linux OS インストール ファイルをレポジトリにコピーします。
3. PSP をレポジトリに登録します。
4. PSP をレポジトリにコピーします。
5. インストール設定ファイルをレポジトリにコピーします。

詳しくは、5.2 項 (46 ページ) を参照してください。

8.2 Linux OS のインストール
Insight Control for Linux で監視、管理する 1 台以上のサーバーにサポートされている OS がイ
ンストールされていない場合は、インストールする必要があります。管理対象システムとして
設定するサーバーにサポートされている Linux OS がすでにインストールされている場合は、
このタスクを省略します。

Insight Control for Linux レポジトリから 1 つ以上の管理対象システムに Linux OS をインストー
ルするには、第9章 (88 ページ) の手順に従ってください。
オペレーティング システムが管理対象システムにインストールされたら、8.3 項 (80 ページ)
に進みます。

8.3 監視するための管理対象システムのセットアップ
管理対象システムがサポートされる Linux OS を実行しているときは、Insight Control for Linux
が監視できるようにシステムを設定する必要があります。

以下の手順に従って、Insight Control for Linux で監視する各管理対象システムをセットアップ
します。

1. 「管理対象システム上のネットワーク ポートを開く」 (81 ページ)
2. 「CMS 上のホスト名の解決」 (81 ページ)
3. 「PSP の追加コンポーネントのインストール」 (82 ページ)
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4. 「エージェントと HP SIM の SSH キーの設定」 (82 ページ)
5. 「コンソール アクセスとログ機能の設定」 (85 ページ)
6. 「パスワード認証の有効化 」 (87 ページ)

8.3.1 管理対象システム上のネットワーク ポートを開く
表 12に示すネットワーク ポートは、管理対象システムと CMS 間の通信に使用されます。こ
れらのポートは、ネットワーク トラフィックに対して開いている必要があります。
Insight Control for Linux を使って OS をインストールし、サポートされているテンプレートの
設定を使用した場合は、ファイアウォールがデフォルトで有効になり、Insight Control for Linux
によって、表 12のポートが自動的に開かれます。サポートされているテンプレートを使用せ
ずに OS を設定した場合、ファイアウォールは自動的には開かれません。
Insight Control for Linux を使用して管理対象システムに OS をインストールしなかった場合は、
ベンダーが提供する OS 用のマニュアルの手順に従って、まだ開いていない必要なポートを開
く必要があります。

表 12 管理対象システム上で開くポート

インバウンドまたはア
ウトバウンドプロトコルサービスポート番号

インバウンドTCPssh22

インバウンドTCPhttp80

インバウンドTCP/UDPSNMP161

アウトバウンドUDPSNMP トラップ リスナー162

インバウンドTCPServer location427

インバウンドUDPsyslog-ng514

インバウンドTCPcpq-webm2301

インバウンドTCPcompaq-https2381

インバウンドTCPmond2709

インバウンドTCPnrpe5666

両方TCPWBEM5989

インバウンドTCPデフォルト Insight Control for Linux レポジト
リ Web サーバー1

60000

1 インストール中にデフォルトのポートを変更した場合は、代わりにそのポートを開く必要があります。また、関連

する設定ファイルを更新する必要もあります。

レポジトリ Web サーバーに指定されたポートが VMware ESX を実行する管理対象システム上で開かれる必要があ
ります。

Insight Control for Linux は、標準ポートに加え、送信トラフィックに対していくつかのポート
も動的に開きます。アウトバウンドのポートはエージェントの起動時に選択されるため、開か
れるポートはインスタンスごとに変わり、実際に使われるポート番号は変化します。

8.3.2 CMS 上のホスト名の解決
syslog に報告された問題を Nagios が正しく通知するようにするには、CMS で動作する
syslog-ng サービスが syslog イベントを通知する管理対象システムを認識できる必要があ
ります。

各管理対象システム上の syslog または syslog-ng サービスは 、/bin/hostname コマン
ドの出力を使用して、syslog 項目に自己登録します。CMS が syslog 項目内のホスト名を
解決できない場合、syslog-ng は、どの管理対象システムが syslog イベントを生成したか
を識別できません。
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ホスト名を解決できない場合、syslog-ng は、localhost/localhost に属する統合ログ
にイベントを記録します。localhost は HP SIM が認識するホスト名と一致しないため、
Nagios はこの管理対象システム用の syslog 通知を送信しません。
以下の手順に従って、CMS が管理対象システムから来るすべての syslog イベントに追加さ
れるホスト名を解決できるようにします。

1. システムで hostname コマンドを実行して、管理対象システムの名前を決定します。
# /bin/hostname

ノードがホスト名を報告しない場合は、ホスト名を設定するか、ホスト名を割り当てるよ
うに DHCP を設定します。DHCP の設定に関する情報は、『HP Insight Control for Linux イ
ンストレーション ガイド』に記載されています。

2. CMS 上で、前の手順で取得したホスト名を指定した mxgethostname コマンドを実行し
ます。この例では、ホスト名はvenus です。
# mxgethostname -n venus

CMS がホスト名を認識する場合、コマンドの出力は次のようになります。
Host name: venus.example.com DNS Name: venus.example.com

mxgethostname コマンドが結果を返さない場合は、以下を実行します。

• 管理対象システムに有効な IP アドレスがあることを確認します。

• IP アドレスが DNS サーバーに登録されていることを確認します。

• CMS 上の /etc/hosts ファイルに IP アドレスとホスト名を追加します。

• ネットワークが正しく設定され、管理対象システムがネットワークにアクセスできる
ことを確認します。

3. 管理対象システムのアクティブなネットワーク接続が 1 つだけであることを確認します。
1 つのサブネットに対して複数のネットワーク接続がアクティブであると、DNS で解決で
きなかったり、システムのホスト名が変わったりするなど、さまざまな問題が発生する原
因となります。

フルハイト HP BladeSystem c-Class ProLiant サーバー ブレードを使用する場合は特に注意
してください。通常、これらのサーバー ブレードには、シャーシのインターコネクト モ
ジュールごとに 2 つのネットワーク接続があります。このため、誤って同じネットワーク
に 2 つ接続してしまうことがあります。この場合は、サーバー ブレードやインターコネ
クト モジュールが同じネットワークに複数接続されないように設定してください。

8.3.3 PSP の追加コンポーネントのインストール
この作業はオプションです。Insight Control for Linux は、PSP および ESX エージェントのフル
セットの自動インストールは行いません。VMware ESX 仮想マシン OS をインストールする場
合、ESX エージェントのインストールが必要であれば、[設定]→[エージェントの設定および修
復]を実行する必要があります。
Insight Control for Linux を使用して 1 つ以上の管理対象システムに Linux OS をインストールし
た場合は、Insight Control for Linux は表 19 (142 ページ) にリストされている PSP コンポーネン
トを管理対象システムにインストールしています。これらのコンポーネントは、HP SIM の管
理機能を有効にするために必要です。

ここで各管理対象システムに PSP の追加コンポーネントをインストールしたい場合は、第13
章 (142 ページ) の手順に従ってください。

8.3.4 エージェントと HP SIM の SSH キーの設定
ターゲット管理対象システム上のエージェントを設定し、HP SIM の SSH キーを設定するに
は、以下の手順に従ってください。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します
[設定]→[エージェントの設定および修復]
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ターゲット システムを指定していない場合は、ターゲット システムを選択して確認しま
す。

注記: DL100 シリーズの管理対象サーバーで、動作するオペレーティング システムがサ
ポートされているが Insight Control for Linux を使用してインストールされていない場合は、
以降の手順に進む前に[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインス
トール]→[IC-Linux]→[Configure SNMP on DL1xx servers] を選択してこのタスクを実行して
ください。詳しくは、23.9 項 (205 ページ) を参照してください。

2. （オプション）[Linux PSP または ESX エージェントのインストール]を選択します。

図 18 プロバイダーおよびエージェントのインストール

3. [次へ >] を選択します。
4. 図 19に示す、[エージェントの設定および修復] の設定を確認してください。

Insight Control for Linux では、この画面の [SNMP の設定]および [セキュアシェル (SSH) ア
クセス認証の設定]セクションで設定を行う必要があります。
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図 19 [エージェントの設定および修復] の設定

5. SNMP に対して、次の設定を行ってください。
• [読み込みコミュニティ名の設定]にチェックを入れて、ご使用のネットワーク構成用
の値を入力します。

注記: 管理対象システムにする予定のサーバーを HP SIM で検出または識別するに
は、そのサーバーのグローバル認証情報で、SNMP [読み取りコミュニティ名]をpublic
に設定する必要があります。public の他に別の読み取りコミュニティ名が設定され
ていることもありますが、public を指定する必要があります。

• [HP SIM のこのインスタンスを参照するトラップを設定]を選択します。

• オプションで、[HP SIM のインスタンスにサンプル SNMP トラップを送ります]を設定
することができますが、必須ではありません。

6. SSH に対して、次の設定を行ってください。
• [セキュアシェル (SSH) アクセス認証の設定]を選択します。
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• [ホスト ベース認証]を選択します。
7. 画面で示される特別なプロトコルや機能をご使用の環境で使う場合を除き、この画面の他
のセクションの選択はすべて解除します。

8. [次へ]を選択します。[認証情報を入力] 画面が表示されます。
9. [すべてのシステムに以下の認証を使用します。]ラジオ ボタンを選択し、管理対象システ
ムの認証情報を入力します。この認証情報は、通常は、root のユーザー名およびパスワー
ドです。

10. [実行]を選択します。
ご使用の環境でサポートされていないプロトコルを選択すると、エラーが発生し、タスクが自
身のステータスを「失敗」と報告します。その場合でも、Insight Control for Linux で必要な
SNMP および SSH 設定値が正しく指定されていることがあります。タスク結果を参照して確
認してください。

先に進む前に、このタスクを完了する必要があります。

8.3.5 コンソール アクセスとログ機能の設定
このタスクは、オプションです。ただし、このタスクを完了するまで、シリアル コンソール
アクセスとログ機能は使用できません。

CMS で Insight Control for Linux の監視機能を設定すると、コンソール管理機能（CMF）が自
動的に設定されます。CMF によって、管理対象システムを収集し、ログに記録し、監視し、
CMS から各 Insight Control for Linux 管理対象システム上のシリアル コンソールに直接接続す
ることができます。多くのシステム エラーとアラートがシステムのコンソールだけに出力され
るので、これは管理とデバッグに非常に有用なツールです。CMF で、すべてのシリアル コン
ソール活動が CMS に記録されます。したがって、問題が発生した場合は、ログを参照して、
どのようなイベントがいつ発生したかを確認することができます。CMF の詳細については、
第22章 (197 ページ) を参照してください。

コンソール監視機能用の管理対象システムの設定

各システム BIOS には、OS とのシリアル ポートが 2 つあります。COM1（Linux OS では
ttyS0）と COM2（Linux OS ではttyS1）です。2 つより多くのポートがあることもありま
すが、無視しても問題ありません。

ROM ベース セットアップ ユーティリティは、システムの電源投入時にコンソールからアクセ
スでき、内蔵シリアル ポートと仮想シリアル ポート用の設定を保持しています。これらのポー
トのそれぞれについて、どの OS シリアル ポートを関連付けるかを選択します。
RHEL Kickstart ファイルまたは SLES AutoYaST ファイルを更新してオペレーティング システム
がその出力をシリアル ポートにリダイレクションするように設定する方法については、9.2.4 項
(93 ページ) を参照してください。
たとえば、BIOS で仮想シリアル ポートが COM1 ポートに割り当てられている場合は、シス
テム コンソールとしてttyS0 を使用するように OS を設定する必要があります。仮想シリア
ル ポートが COM2 ポートに関連付けられている場合、OS はコンソールとしてttyS1 を使用
する必要があります。

したがって、管理対象システムを設定する手順は、2 段階です。
ステップ 1：システム BIOS で適切な関連付けを行います。 
システムを設定する方法によっては、何も実行する必要がない場合があります。一般的な規則
として、システム BIOS の工場出荷時のデフォルト設定は、次のとおりです。これらのデフォ
ルト設定が適切である場合は、各管理対象システム上の BIOS にアクセスする必要がありませ
ん。

• HP BladeSystem では、仮想シリアル ポートは COM1 ポートに割り当てられます。

• ブレードでないサーバーでは、仮想シリアル ポートは COM2 ポートに割り当てられま
す。
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ステップ 2：正しいシリアル ポートを使用するように OS を設定します。 
デフォルトで、Linux は、コンソールとしてシリアル ポートを使用するように設定されません。
したがって、BIOS 設定にかかわらず、シリアル コンソールの監視機能が動作するように、各
管理対象システム上の複数のファイルを変更する必要があります。

注記: 次の手順では、BIOS で COM1 ポートが仮想シリアル ポートに割り当てられている、
つまりttyS0 が使用されていることを仮定しています。仮想シリアル ポートが COM2 ポート
に割り当てられている場合は、この手順でttyS0 をttyS1 に置き換えてください。

1. テキスト エディターを使用して、/etc/inittab ファイルに次の行を追加します。
co:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS0 115200,38400,19200,9600 vt100

2. 変更を保存し、テキスト エディターを終了します。
3. テキスト エディターを使用して、/etc/securetty ファイルに次の行を追加します（こ
の行がまだファイルにない場合）。

ttyS0

4. 変更を保存し、テキスト エディターを終了します。
5. テキスト エディターを使用して、/boot/grub/menu.lst ファイルのデフォルト項目に

console=ttyS0 を追加します（この項目がまだファイルにない場合）。

注: 
• /boot/grub/menu.lst ファイルは、/boot/grub/grub.conf ファイルのシンボ
リック リンクである場合があります。

• エントリーは、管理対象システムが仮想ホストとして設定されているかどうかによっ
て異なります。

仮想ホストでない管理対象システムの場合は、次の手順に従ってください。

default= 属性を探し、デフォルト項目に console=ttyS0 を追加します。次に例を示
します。

default=3
# This entry (no. 3) added by ProLiant HBA install script
# in package cpq_cciss-2.6.16-5.rhel4
title HP-2.6.9-42.ELsmp
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.9-42.ELsmp ro root= \ 1

/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb \
quiet clock=pmtmr pci=nommconf console=ttyS0 2

initrd /HP-initrd-2.6.9-42.ELsmp.img

1 この例のバックスラッシュ（\）は、行が続いていることを示します。ファイル
にバックスラッシュを入力しないでください。

2 ここにconsole=ttyS0 を追加します。必ず、文字 O ではなく、数字の 0 を入
力してください。

仮想ホストとして設定されている管理対象システムの場合は、次の手順に従ってください。

default= 属性を探し、HP BladeSystem の kernel エントリーにcom1=115200,8n1、
module エントリーにconsole=ttyS0 を追加します。次に例を示します。
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-92.el5xen)

root (hd0,0)
kernel /xen.gz-2.6.18-92.el5 com1=115200,8n1 1
module /vmlinuz-2.6.18-92.el5xen \ 2

ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb \
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quiet console=ttyS0 3
module /initrd-2.6.18-92.el5xen.img

title Red Hat Enterprise Linux Server-base (2.6.18-92.el5)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-92.el5 \

ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.18-92.el5.img

1 ここにcom1=115200,8n1 を追加します。小文字の「o」ではなく数字の「0」
を入力してください。また、小文字の「l」ではなく数字の「1」を入力してくだ
さい。

2 この例のバックスラッシュ（\）は、行が続いていることを示します。ファイル
にバックスラッシュを入力しないでください。

3 ここにconsole=ttyS0 を追加します。必ず、文字 O ではなく、数字の 0 を入
力してください。

6. 変更を保存し、テキスト エディターを終了します。
7. 3 つのファイルを変更したら、変更が有効になるようにシステムを再起動します。
これらの変更を行うと、すべてのシステム起動および停止メッセージが、グラフィックス ディ
スプレイでなく、選択したシリアル コンソールへ送信されます。したがって、システム起動の
表示が異なります。これは、予想される正常な動作です。

システム コンソールを表示するには、CMS 上で CMF ユーティリティを使用します。CMF を
使用するための詳細については、第22章 (197 ページ) を参照してください。

8.3.6 パスワード認証の有効化
このタスクは、サポートされているバージョンの SLES がインストールされているが、OS のイ
ンストールで Insight Control for Linux のインストール テンプレートから抽出される設定ファイ
ルを使用しなかった管理対象システムのみで必要です。そうでない場合は、このタスクを省略
します。

管理対象システムに SLES がインストールされている場合は、HP SIM の SSH キーをセットアッ
プするために、パスワード認証を有効にする必要があります。

Insight Control for Linux ツールを使用して管理対象システムに SLES をデプロイすると、Insight
Control for Linux は、自動的に /etc/ssh/sshd_config ファイルを編集し、このファイルで
パスワード認証を有効にします。

ただし、Insight Control for Linux ツールを使用して管理対象システムに SLES OS をインストー
ルする場合は、例 2に示すように手動で /etc/ssh/sshd_config ファイルを編集して
PasswordAuthentication 属性を有効にする必要があります。

例 2 /etc/ssh/sshd_config ファイル（例）の一部

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication yes

8.4 次のステップ
初めて Insight Control for Linux をインストールし、設定している場合は、第19章 (163 ページ)
に進み、Insight Control for Linux 監視サービスを設定します。
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9オペレーティング システムの管理対象システムへのイ
ンストール

この章では、以下の項目について説明します。

• 「Linux OS インストールの概要」 (88 ページ)

• 「自動インストール用のインストール設定ファイルの使用方法」 (89 ページ)

• 「管理対象システムへの OS インストールの前提条件」 (95 ページ)

• 「管理対象システムへの RHEL のインストール」 (97 ページ)

• 「管理対象システムへの SLES のインストール」 (99 ページ)

• 「VMware ESX および VMware ESXi オペレーティング システムのインストール」 (100 ペー
ジ)

• 「管理対象システムへのその他の Linux のインストール」 (103 ページ)

• 「1 つ以上の管理対象システムに OS をインストールするための汎用手順」 (105 ページ)

9.1 Linux OS インストールの概要
Insight Control for Linux インストール ツールを使用すると、1 つ以上のターゲット管理対象シ
ステムに Linux OS をインストールできます。1 台のサーバーに Linux OS をインストールする
プロセスは、10 台や 100 台のサーバーの場合のプロセスと同じです。
Linux OS インストール タスクは、次の HP SIM メニューから起動します。
[展開]→[Operating System]

重要: 管理対象システムに Linux OS をインストールすると、このシステム上のデータが消去
されます。インストールを始める前に、保持したいデータがバックアップされていることを確
認してください。プライマリ対象ボリューム以外のボリュームにユーザー データを保存しても
保証されません。プライマリ ボリュームおよびセカンダリ ボリューム上のデータは、消去さ
れます。

Insight Control for Linux は、HP SIM のタスク スケジューリング機能を使用しているため、ソフ
トウェア インストールをただちに実行したり、ユーザーがスケジュールした日時に実行するこ
とができます。タスクの結果については、第4章 (30 ページ) を参照してください。
DL100 シリーズのサーバーでは、シリアル コンソール接続を介してインストールを観察でき
ます。詳しくは、22.4 項 (198 ページ) を参照してください。iLO ベースのサーバーでは、リ
モート コンソールを介してインストールを観察できます。

9.1.1 対話型インストールと自動インストール
Insight Control for Linux では、対話型または自動で OS をインストールすることができます。

• 対話型インストール方法とは、Insight Control for Linux OS インストール ツールが、選択
したターゲット サーバーを OS のインストール アプリケーションから再起動し、ユーザー
が手順ごとに対話式に OS インストール プロセスに対応するものです。

• 自動インストール方法は、RHEL Kickstart および SLES AutoYaST インストール ファイルを
読み込みます。これらには、OS インストール プロセスへの応答が記述されています。こ
の方法では、ユーザーが操作する必要はありません。

Insight Control for Linux OS インストール ツールには、以下のインストール セッションを起動
するオプションがあります。
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表 13 インストール セッションのタイプ

自動対話型インストール

Red Hat (Kickstart)Red Hat InteractiveRHEL

SLES (AutoYaST)SLES InteractiveSLES

Custom or Other (Unattended)Custom or Other InteractiveCustom or Other

VMware ESX (Kickstart)VMware ESX InteractiveVMware ESX

VMware ESXi InteractiveVMware ESXi

Kickstart および AutoYaST ファイルの自動インストールでの使用について詳しくは、9.2 項
(89 ページ) を参照してください。

重要: HP が提供する Kickstart または AutoYaST ファイルを使用して、サポートされている
OS の自動インストールを実行するには、最初に PSP を Insight Control for Linux レポジトリに
登録し、PSP ファイルをレポジトリ内の適切な位置にコピーする必要があります。
レポジトリに登録した PSP は、インストールしている OS と同じ種類、バージョン、リリー
ス、サブバージョン、およびアーキテクチャーの OS に関連付ける必要があります。OS イン
ストール中には PSP を選択しませんが、インストール プロセスの一環として使用されます。
PSP と OS インストール プロセスの関係および PSP を提供せずに自動インストールを実行す
る方法については、第13章 (142 ページ) を参照してください。

9.1.2 サポートされるオペレーティング システム
仮想化オペレーティング システムを含む、オペレーティング システムのいくつかのバージョ
ンは、管理対象システムへのリモート インストールがサポートされています。管理対象システ
ムでサポートされる OS の具体的なリストについては、『HP Insight Control for Linux サポート
マトリックス』を参照してください。

9.1.3 その他の Linux オペレーティング システムのインストール
Insight Control for Linux インストール ツールは、次のように、ほぼあらゆる Linux OS（カスタ
ム オペレーティング システムまたは各種 Linux オペレーティング システムを含む）をインス
トールします。

• PXE 起動プロトコルをサポートするか、または iLO ベースのサーバーに IP アドレス（カー
ネル パラメーターまたは自動インストール設定ファイルを利用）を割り当てるためのメカ
ニズムを提供して仮想メディアを使用できるようにする。

• インストール対象のターゲット システム用のドライバーを含む、カーネル ファイルおよ
び RAM ディスクファイルを提供する。

RHEL や SLES 以外の Linux OS をインストールするには、[展開]→[Operating System]→[Custom
or Other Interactive] または[展開]→[Operating System]→[Custom or Other (Unattended)] メニュー
項目を使用する。

カスタム OS インストールについて詳しくは、『Installing a Custom Operating System with HP
Insight Control for Linux』というタイトルの White Paper を参照してください。

9.2 自動インストール用のインストール設定ファイルの使用方法
Insight Control for Linux の[展開]→[Operating System]→[Red Hat (Kickstart)] または [SLES
(AutoYaST)] リモート OS インストール機能を使用するには、以下の作業が必要です。

• HP が提供するデフォルトのテンプレート ファイルを使用して、カスタマイズされた
Kickstart または AutoYaST ファイルを作成し、サポートされる Linux OS の自動インストー
ルを可能にします。
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注: 
◦ テンプレート ファイルは、64 ビット インストール用に記述されています。32 ビッ
トをインストールする場合は、それに応じてインストールおよび設定ファイルを変更
する必要があります。

◦ HP が提供する AutoYaST テンプレートでは、ホスト名/DNS 設定で DHCP を使用し
ます。複数のインターフェイスがある場合は、複数の設定を選択します。

• Kickstart または AutoYaST ファイル、あるいはその両方をレポジトリに登録します。

• Kickstart ファイルまたは AutoYaST ファイル、あるいはその両方をレポジトリ内の適切な
ディレクトリにコピーします。

重要: 
• HP は、サポートされる OS ごとに、基本的な Kickstart および AutoYaST インストール設
定ファイルのデフォルト セットを提供します。環境に合ったカスタマイズ済みインストー
ル設定ファイルを作成するためのテンプレートとして、デフォルトのインストール設定
ファイルをコピーして使用することをおすすめします。

設定ファイル テンプレートの内容および利用方法についてのコメントをよく理解してくだ
さい。このテンプレートを使用して、ご使用の環境に適合するバージョンを作成してくだ
さい。

• 一部のデフォルト テンプレートでは、デフォルトの Web サーバー レポジトリ ポート番
号のポート 60000 がその番号で指定されています。このデフォルト値と異なるレポジト
リ Web サーバー ポートを使用する場合は、これらのテンプレートを元に作成する Kickstart
または AutoYaST インストール設定ファイルにご使用の環境のレポジトリ Web サーバー
ポートの正しいポート番号が記載されていることを確認してください。

• RHEL および SLES 用に提供されるデフォルトのインストール設定ファイルは、管理対象
サーバーのすべてのディスクでパーティションがすべて消去されるように設定されていま
す。すべてのパーティションが削除されないようにしたい場合は、ファイルをカスタマイ
ズする際に、必ず、この設定を変更してください。

• デフォルトの Kickstart および AutoYaST ファイルは、対応する PSP から表 19 (142 ページ)
に示される RPM を自動的に抽出してインストールします。

• Insight Control for Linux が提供する SLES 10 SP3 仮想ホストの AutoYaST 設定ファイルは、
x86_64 プロセッサー アーキテクチャーに対してのみ有効で、kernel-xen パッケージ
が含まれます。i386 プロセッサー アーキテクチャーの場合は、kernel-xenpae パッケー
ジと入れ替える必要があります。

自動 OS インストール操作中に読み込まれる Kickstart および AutoYaST インストール設定ファ
イルは、Insight Control for Linux レポジトリの /opt/repository/instconfig ディレクト
リに存在する必要があります。また、9.2.1 項に記述されている命名規則を使用します。

9.2.1 インストール設定ファイル用の命名規則
デフォルトのインストール設定ファイルと関連するディレクトリ（/opt/repository/
instconfig の下）は、以下の命名規則を使用します。

• ファイルは、次の命名規則を使用する OS およびバージョン固有のディレクトリに格納さ
れます。

{OS タイプの省略表記}{バージョン}{アップデートおよびサービスパック}[-{特別表記}]
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次の表に、いくつかの例を示します。

ディレクトリ名（/opt/repository/instconfig）OS バージョン

sll04SLES バージョン 10 Service Pack 4

sl111-management-hubSLES バージョン 11 Service Pack 1（マネ
ジメント ハブ用）

sl111-virt-host-xenSLES バージョン 11 Service Pack 1（Xen
仮想ホスト用）

sl111-virt-guest-xenSLES バージョン 11 Service Pack 1（Xen
仮想ゲスト用）

rh048RHEL バージョン 4 アップデート 8

rh057RHEL バージョン 5 アップデート 7

rh057-management-hubRHEL バージョン 5 Update 7（マネジメン
ト ハブ用）

rh061-virt-host-kvmRHEL バージョン 6 Update 1（KVM 仮想
ホスト用）

rh061-virt-guest-kvmRHEL バージョン 6 Update 1（KVM 仮想
ゲスト用）

esx041VMware ESX バージョン 4.1

• 関連するインストール設定ファイルは、OS 固有のディレクトリ（/opt/repository/
instconfig の下）に保存され、同じ命名規則を使用します。
たとえば、rh061.cfg は、RHEL バージョン 6 Update 1 に関連付けられた Kickstart イン
ストール設定ファイルであり、/opt/repository/instconfig/rh061 ディレクトリ
にあります。

• カスタマイズしたインストール設定ファイルは、レポジトリ内に付けた名前と一致する
ディレクトリに保存されます。

たとえば、Myrh061.cfg は、RHEL バージョン 6 Update 1 OS のインストールに関連付
けられたカスタマイズ済みの Kickstart インストール設定ファイルであり、/opt/
repository/instconfig/Myrh061 ディレクトリにあります。

• 仮想ホストのインストールに使うインストール設定ファイルには、osver -virt-host
という形式で名前が付けられます。ここで、osver はオペレーティング システムのバー
ジョンを意味します（例：rh052）。

同様に、仮想ゲストのインストールに使うインストール設定ファイルには、osver
-virt-guest という形式で名前が付けられます。

9.2.2 インストール設定ファイルのカスタマイズ
サポートされているオペレーティング システム用のインストール プロセスの一環として、
Insight Control for Linux は、適切な設定に置き換えられるマクロを提供しているので、複数の
オペレーティング システム、さまざまなハードウェア、またはその両方に単一のインストール
設定ファイルを使用することができます。

これらのマクロは、2 個のパーセント記号（%%）で囲まれています。Insight Control for Linux
は、設定ファイルが OS インストール プロセスに最終的に渡される前に、マクロを解釈して展
開します。

Insight Control for Linux を使用して正しいインストールを行うには、インストール設定ファイ
ルの一部としてこれらのマクロを正しく使用する必要があります。インストールを成功させる
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ために、これらのマクロの役割を理解し、提供されているファイルを自分のインストール設定
ファイルのテンプレートとして使用することをおすすめします。

表 14 インストール設定ファイル用の Insight Control for Linux マクロ

説明マクロ名

このマクロは、Insight Control for Linux 独自のものです。%%agentinstall%%

インストール時に、このマクロがシェル スクリプトに展開されます。この
シェル スクリプトは、CMS から 2 つの PSP コンポーネントをダウンロード
し、HP SIM と Insight Control for Linux が管理対象システムを正しく監視する
のに必要なパッケージだけをインストールします。

Insight Control for Linux が管理するシステムをインストールするために使用さ
れる任意のインストール設定ファイルに、このマクロを含めてください。

重要: エージェントをインストールしないと、MAC アドレスや IP アドレ
スのようなシステムに関する元の情報が、しだいに HP SIM のデータベース
からなくなり、Insight Control for Linux ツールが使用できなくなります。

このマクロは、Insight Control for Linux 独自のものです。%%simidentify%%

このマクロは、trapsink ディレクティブを SNMP 設定に配置するシェル スク
リプトに展開されます。これにより、システムはサーバーの再起動時に CMS
に cold-start トラップを送信します。

このマクロは、HTTP 経由で CMS と通信し CMS にインストールが完了した
ことを知らせるシェル スクリプトに展開されます。このマクロは、最後に動
作するマクロです。

%%completion%%

Insight Control for Linux が管理するシステムをインストールするために使用さ
れる任意のインストール設定ファイルに、このマクロを含めてください。

注記: サーバーは完全に起動していない場合がありますが、インストール
プロセスは終了しており、起動処理が完了します。

このマクロは、RHEL バージョン 5 をインストールするためだけに使用され
ます。インストール プロセス中は、OS を登録し、キーを入力するように要

%%keyskip%%

求されます。このオプションは、keyskip yes オプションを置き換え、登
録画面を省略してインストールに進みます。

インストール メディアの位置を指定します。このマクロは、インストール
タスクの実行中に選択したレポジトリに基づくネットワーク アドレスで置き
換えられます。

%%neturl%%

たとえば、RHEL バージョン 6 Update 1 i386 インストールの場合、
http://CMS_host_name/os/RHEL6U1-i386 が挿入されます。

このマクロは、Insight Control for Linux 独自のものです。このマクロはインス
トール時に展開され、登録されている HP PSP から特定のドライバーをダウ

%%driverinstall%%

ンロードしてインストールするシェル スクリプトに組み込まれます。これら
のドライバーは、搭載しているネットワーク コントローラーがベンダーの
ディストリビューションでまだサポートされていない HP 製サーバーをサポー
トするために必要です。

このマクロは、これらの先進ネットワーク コントローラーのいずれかを含む
システムをインストールするあらゆるインストール設定ファイルに含めてく
ださい。

このマクロは、Insight Control for Linux 独自のものです。%%password%%

このマクロは、Insight Control for Linux のインストール時に指定された root
パスワードの MD5 ハッシュに展開されます。

このマクロは、Insight Control for Linux 独自のものです。%%network%%

このマクロは、仮想メディアを使用した OS インストールで、ネットワーク
パラメーターと置き換えられネットワークの自動設定を可能にします。

PXE はそのネットワーク パラメーターを DHCP から取得するため、PXE を使
用する OS インストールではこのマクロは役に立ちません。

このマクロは、Insight Control for Linux 独自のものです。%%ramdiskup%%
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表 14 インストール設定ファイル用の Insight Control for Linux マクロ (続き)

説明マクロ名

このマクロは、CMS にメッセージを送信して、オペレーティング システム
の RAM ディスクのロードの完了とインストール開始の準備が整ったことを
知らせます。

9.2.3 カスタム オペレーティング システム用のインストール設定ファイル
サポートされていないオペレーティング システム用のインストール設定ファイルは、Insight
Control for Linux レポジトリにアップロードすることができます。ただし、OS インストール
プロセスには、インストール設定ファイルを特定のインストールにリンクするための内蔵メカ
ニズムがありません。

代わりに、自動 OS インストール中には、サーバーをネットワーク起動するために使用される
カーネル追加行にあるインストール設定ファイルを参照するために必要なコマンドを提供する
ように要求されます。

設定ファイルを自動的にリンクするためのメカニズムが、OS 固有の特定の構文に結びついて
います。この機能をプログラムで提供すると、カスタム OS インストール ツールの使用が制限
されるため、ツールが提供する柔軟性がかなり損なわれます。

9.2.4 コンソール リダイレクションのためのオペレーティング システムの設定
Insight Control for Linux の cmfd デーモンは、CMS およびマネジメント ハブ上で動作するデー
モンで、管理対象システムからのコンソール出力を取り込み
/hptc_cluster/adm/logs/cmf.dated/current/console_name.log という名前のファ
イルに保存します。ここで、console_name は、管理対象システムを示します。詳しくは、
22.1 項 (197 ページ) を参照してください。デフォルトでは、オペレーティング システムはそ
の出力をグラフィック コンソールに転送します。この項では、Kickstart または AutoYaST ファ
イルを更新して管理対象システムのオペレーティング システムを設定しそのコンソール出力を
そのシリアル ポートにリダイレクションする方法を説明します。
cmfd デーモンがコンソール出力を取り込むには、次の条件が満たされる必要があります。

• 管理対象システムの BIOS が、シリアル ポートを管理プロセッサーにリダイレクションす
るように設定されている。この設定について詳しくは、8.3.5 項 (85 ページ) を参照して
ください。

• オペレーティング システムが、コンソール出力をシリアル ポートにリダイレクションす
るように命令されている。すなわち、コンソール出力はグラフィック端末に送信されず、
cmfd ユーティリティが取得し格納する管理プロセッサーに対してコンソール出力が送信
されるということです。

このためには、以下の 3 つのファイルを変更します。

• /boot/grub/menu.lst

• /etc/inittab

• /etc/securetty

以下の手順に従い、OS のインストール時に Kickstart または AutoYaST ファイルが上記のファ
イルを自動修正するようにします。

注記: 次の手順では、BIOS で COM1 ポートが仮想シリアル ポートに割り当てられている、
つまりttyS0 が使用されていることを仮定しています。仮想シリアル ポートが COM2 ポート
に割り当てられている場合は、この手順でttyS0 をttyS1 に置き換えてください。

1. 任意のテキスト エディターを使用して、インストール対象の OS 用の Kickstart または
AutoYaST ファイルを編集します。たとえば、Red Hat 5 アップデート 1 をインストール
する場合、/opt/repository/instconfig/rh051/rh051.cfg Kickstart ファイルを
編集します。
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2. ファイルの最後にある%%agentinstall%% マクロを見つけます。
3. %%agentinstall%% マクロの下に、次の各コマンドを追加します。これらのコマンド
は、該当するテキストを 3 つのファイルに追加します。

注記: コマンドは、管理対象システムが仮想ホストとして設定されているかどうかによっ
て異なります。

仮想ホストでない管理対象システムの場合は、次の手順に従ってください。

ex /boot/grub/menu.lst <<!
/^[Space-TAB]*kernel 1

s/$/ console=ttyS0/
w
!

ex /etc/inittab <<!
/^1:234:respawn:
o
I
co:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS0 115200,38400,19200,9600 vt100
.
w
!

echo ttyS0 >> /etc/securetty

1 ここで、Space-TAB は、スペース文字と直後のタブ文字を意味します。したがっ
て、この行は以下のように解釈することができます。

/^[ \t]*kernel

仮想ホストとして構成されている管理対象システムの場合は、次のように入力します。

ex /boot/grub/menu.lst <<!
/^[Space-TAB]*kernel 1

s/$/ com1=115200,8n1/ 2
w
!

ex /boot/grub/menu.lst <<!
/^[Space-TAB]*module
s/$/ console=ttyS0/
w
!

ex /etc/inittab <<!
/^1:234:respawn:
o
I
co:2345:respawn:/sbin/agetty ttyS0 115200,38400,19200,9600 vt100
.
w
!

echo ttyS0 >> /etc/securetty

1 ここで、Space-TAB は、スペース文字と直後のタブ文字を意味します。したがっ
て、この行は以下のように解釈することができます。

/^[ \t]*kernel

2 必ず、HP BladeSystem ではcom1、ブレード以外の HP 製サーバーではcom2 を指
定してください。

4. Kickstart または AutoYaST ファイルを保存します。
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Insight Control for Linux マネジメント サービスのインストールと設定が完了したら、CMS また
はマネジメント ハブの
/hptc_cluster/adm/logs/cmf.dated/current/console_name.log ファイルを調べ
て、コンソール出力が収集されたことを確認します。出力が収集されていない場合は、25.4 項
(215 ページ) の項を参照してください。

9.3 管理対象システムへの OS インストールの前提条件
管理対象システムに Linux OS を正常にインストールするには、次の前提条件を満たす必要が
あります。

• HP SIM と Insight Control for Linux が、CMS 上にインストールされ、設定されている。

• HP SIM で、ターゲット管理対象システムおよびその管理プロセッサーが検出され、互い
に関連付けられている。

• 管理プロセッサー上にユーザー名とパスワードが設定されている。管理プロセッサーの認
証情報の設定または変更について詳しくは、23.1 項 (201 ページ) を参照してください。管
理プロセッサー認証情報自体について詳しくは、「管理プロセッサーの認証情報」 (208 ペー
ジ) を参照してください。

• サポートされている OS がレポジトリに登録され、ベンダーが提供するソース インストー
ル ファイルが O 作成されたレポジトリ パスにコピーされている。

• ベンダーが提供する起動ターゲット ファイルが、作成されたレポジトリ パスにコピーさ
れている。

• Kickstart または AutoYaST 設定ファイルがレポジトリに登録され、ファイルがレポジトリ
にコピーされて、自動インストールが有効になっている。

• PSP がレポジトリに登録され、OS と関連付けられ、関連する PSP ファイルが、登録プロ
セスで作成されたレポジトリ パスに手動でコピーされている。

• メモリの容量が 64GB を超える管理対象システムに 32 ビット オペレーティング システ
ムをインストールする場合は、インストール時にカーネル追加行で、必ずmem=60gb カー
ネル オプションを指定してください。

特定のサーバーでは、これ以外の前提条件が該当することがあります。ご使用の環境に該当す
る場合は、次の項を参照してください。

9.3.1 特定の ProLiant サーバーに関する追加前提条件
一部のサーバー/オペレーティング システムの組み合わせには、最新のブート RAM ディスク
（initrd）が必要です。これらのサーバーは、『HP Insight Control for Linux サポート マト
リックス』に記されています。

これらのサーバーで RHEL の Kickstart インストールや SLES の AutoYaST インストールを実行
するには、標準の Red Hat Linux や SUSE Linux ディストリビューションに付属のinitrd を、
HP が提供するカスタマイズされたinitrd と入れ替える必要があります。各サーバーおよび
オペレーティング システムに対応する Web サイトから、カスタマイズされたinitrd をダウ
ンロードしてください。これらのinitrd ファイルには、サーバーに対応するサポートが追加
されています。これらのファイルを使用して他のハードウェア プラットフォームに対応する
OS をインストールすることもできます。
最新の SLES オペレーティング システムでは、ドライバー キットの ISO イメージを使用しま
す。この ISO イメージには、更新されたカーネルが含まれる場合があります。
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表 15 カスタマイズされた initrd ファイルとドライバー キット イメージのダウンロード用
Web サイト

ダウンロード アドレス
アーキテク
チャー

オペレーティン
グ システム

ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1930859030/v50002x86RHEL Advanced
Server/Enterprise
Server 4.7 ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p207307759/v50003x86_64

不要x86 および
x86_64

RHEL 4.8

ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p535147961/v62036x86
RHEL 5.4

ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p2057226266/v62035x86_64

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1409428258/v68232x86
RHEL 5.5

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1814178657/v68229x86_64

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1849407122/v68234x86
RHEL 5.6

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1559553493/v68230x86_64

不要x86 および
x86_64RHEL 5.7

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p801903606/v68235x86
RHEL 6

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1218550501/v68231x86_64

不要x86 および
x86_64RHEL 6.1

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p71500683/v68242x86
SLES 10 SP3

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1520693132/v68241x86_64

不要x86 および
x86_64SLES 10 SP4

不要。「SLES 10 SP4 または SLES 11 SP1（KISO）のレポジトリへのコピー」
(55 ページ) を参照

x86 および
x86_64

SLES 11 SP1

Insight Control for Linux を使用してこれらのサーバーに Linux をインストールする前に、次のタ
スクを実行する必要があります。

• ファイルをダウンロードして、HP が提供するカスタマイズされた initrd とカーネルを
/opt/repository/boot の下の該当するディレクトリに入れ、対応する Linux オペレー
ティング システムのディストリビューションに付属の元のinitrd を上書きします。
たとえば、SLES 11 SP1（x64）オペレーティング システムの initrd とカーネルをダウ
ンロードするには、次のような手順になります。

# mount options Image_name /mnt/
# cp /mnt/boot/x86_64/loader/initrd /opt/repository/boot/SLES11SP1-x64Boot/
# cp /mnt/boot/x86_64/loader/linux /opt/repository/boot/SLES11SP1-x64Boot/

• レポジトリに正しい PSP が格納されていることを確認します。PSP のバージョンについて
は、『HP Insight Control for Linux サポート マトリックス』を参照してください。

• OS のインストール時に Insight Control for Linux レポジトリで、サーバー専用のテンプレー
トから抽出された Kickstart または AutoYaST ファイルを指定します。
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9.4 管理対象システムへの RHEL のインストール
この項では、1 つ以上の管理対象システムに RHEL をインストールするための 2 つの方法につ
いて説明します。

• 「自動方法を使用した RHEL のインストール」 (97 ページ)

• 「RHEL の対話型のインストール」 (97 ページ)

9.4.1 自動方法を使用した RHEL のインストール
RHEL の自動インストールでは、ASCII 形式の Kickstart インストール設定ファイルが使用され
ます。このファイルは、インストール プロセスに応答を提供するので、手動で応答を入力する
必要がありません。インストール設定ファイルの詳細については、9.2 項 (89 ページ) を参照
してください。

9.8 項 (105 ページ) の汎用の Linux OS インストール手順に従って、自動の RHEL Kickstart イン
ストールを開始します。

9.4.2 RHEL の対話型のインストール
対話型インストール方法では、RHEL インストールのユーザー インターフェイスから操作する
必要があります。選択したオペレーティング システム リリース、更新、およびアーキテク
チャーからの PXE 起動を除き、Insight Control for Linux は、この対話型方法に他の自動化され
た設定サービスを提供していません。選択したコンソール タイプを通じて、オペレーティング
システムのインストーラーと対話する必要があります。

また、対話型インストールは、インストール中に特定のパッケージやパッケージ グループをカ
スタマイズし、選択する機会を最も多く提供し、管理対象システムのデフォルト設定の制御に
も優れています。
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注: 
• インストールの際の HTTP セットアップの指定時に、CMS の IP アドレスおよびインストー
ルする RHEL のパス名の入力が要求されます。次に例を示します。
http://CMS-IP-addr:CMS-port/path-name

ここで

CMS-IP-addr CMS の IP アドレスです。
CMS-port Insight Control for Linux のインストール時に指定したレポジト

リ Web サーバーのポート番号です。工場出荷時のデフォルト
値は 60000 です。

path-name RHEL ディストリビューションを含むディレクトリのパス名で
す。このパス名は、/opt/repository からの相対パス名で
す。たとえば、フルパス名が /opt/repository/os/
RHEL6U1-x64 の場合は、/os/RHEL6U1-x64 と入力します。

• RHEL 4.6、RHEL 4.7、および RHEL 4.8 の対話型インストールでは、次の手順に従ってデ
フォルトのポート番号を 60000 から 80 に変更することをおすすめします。
1. テキスト エディターを使用して HTTPD 設定ファイルを編集し、次の行をコメントに
変えます。

Listen 80

HTTPD 設定ファイル位置および名前は、CMS にインストールされている OS に依存
します。

◦ CMS に RHEL OS がインストールされている場合は、/etc/httpd/conf/
httpd.conf ファイルを編集します。

◦ CMS に SLES OS がインストールされている場合は、/etc/apache2/
listen.conf ファイルを編集します。

2. すでに[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] を実行してサービ
スを開始している場合は、Apache サービスを再起動します。サービスがまだ開始さ
れていない場合は、この手順を省略します。

◦ CMS に RHEL OS がインストールされている場合は、次のように入力します。
# /etc/init.d/httpd restart

◦ CMS に SLES OS がインストールされている場合は、次のように入力します。
# /etc/init.d/apache2 startssl

3. テキスト エディターを使用して /opt/mx/icle/icle.properties ファイルを編
集し、REPOSITORY_HTTP_PORT の値を 80 に設定します。

4. HP SIM を停止し、再起動します。
# /opt/mx/bin/mxstop

# /opt/mx/bin/mxstart

対話型の RHEL インストールを起動するには、以下の手順に従ってください。
1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:

[展開]→[Operating System]→[Red Hat Interactive]
2. 9.8 項 (105 ページ) の汎用の OS インストール手順に従ってください。
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3. インストールが完了したら、システム コンソールまで進み、手動で PSP をインストール
します。PSP のすべての内容をインストールできますが、少なくとも、表 19 (142 ページ)
に示す、HP SIM で必要なコンポーネントをインストールする必要があります。
これらの PSP コンポーネントをインストールしないと、Insight Control for Linux でシステ
ムを管理することができません。

9.5 管理対象システムへの SLES のインストール
この項では、1 つ以上の管理対象システムに SLES をインストールするための 2 つの方法につ
いて説明します。

• 「自動方法を使用した SLES のインストール」 (99 ページ)

• 「SLES の対話型のインストール」 (99 ページ)

注記: Insight Control for Linux インストール ツールを使用して管理対象システムに SLES をイ
ンストールすると、Insight Control for Linux は、自動的に /etc/ssh/sshd_config ファイル
を編集し、このファイルでパスワード認証を有効にします。SLES がインストールされている管
理対象システム上の HP SIM の SSH キーをセットアップするには、パスワード認証を有効にす
る必要があります。

9.5.1 自動方法を使用した SLES のインストール
SLES の自動インストールでは、XML 形式の AutoYaST ファイル（インストール設定ファイル）
を使用して、インストール中に SLES インストーラーにユーザー選択が提供されるため、これ
らの選択を手動で行う必要がありません。インストール設定ファイルの詳細については、9.2 項
(89 ページ) を参照してください。
9.8 項 (105 ページ) の汎用の OS インストール手順に従って、自動の SLES AutoYaST インストー
ルを開始します。

9.5.2 SLES の対話型のインストール
対話型インストールでは、SLES インストール プロセスでのユーザーの操作が必要です。選択
した OS リリース、サービス パック、およびアーキテクチャーからの起動を除き、Insight
Control for Linux は、この対話型方法に他の自動化された設定サービスを提供していません。
選択したコンソール タイプを通じて、オペレーティング システムのインストーラーと対話す
る必要があります。

また、対話型インストールは、インストール中に特定のパッケージやパッケージ グループをカ
スタマイズし、選択する機会を最も多く提供し、システムのデフォルト設定の制御にも優れて
います。

対話型の SLES インストールを起動するには、以下の手順に従ってください。
1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:

[展開]→[Operating System]→[SLES Interactive]
2. 9.8 項 (105 ページ) の汎用の OS インストール手順に従ってください。
3. インストールが完了したら、システム コンソールまで進み、手動で PSP をインストール
します。PSP のすべての内容をインストールできますが、少なくとも、表 19 (142 ページ)
に示すコンポーネントをインストールする必要があります。HP SIM はこれらのコンポー
ネントを必要とします。

これらの PSP コンポーネントをインストールしないと、Insight Control for Linux でシステ
ムを管理することができません。
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9.5.3 各種サーバーへの x86 SLES オペレーティング システムのインストールに
必要なカーネル パラメーター

次のサーバーに x86（32 ビット） SLES 10 SP3、SLES 10 SP4、または SLES 11 オペレーティ
ング システムをインストールするには、適切なブート パラメーターを入力する必要がありま
す。

重要: 影響を受けるのは、下記のサーバーの 12 コア版だけです。影響を受けるサーバーに
は、AMD SR5690 NB（PCI-E Gen2 および HT3）ならびに AMD SP5100 SB（SR5690 への
PCI-E Gen2 リンク）チップ セットが搭載されています。

該当するサーバーは、次のとおりです。

• DL165 G7• SL165s G7• BL465c G7

• • DL385 G7•BL685c G7 SL165z G7

• DL685 G7

次の表を参照して、[Kernel append line] テキスト フィールドに入力するブート パラメーター
を決定してください。

使用するカーネル ブート パラメーター：オペレーティング システム：

pci=nomsiSLES 10 SP3（x86）

pci=nomsiSLES 10 SP4（x86）

apic=bigsmpSLES 11 SP0（x86）

該当なしSLES 11 SP1（x86）

9.6 VMware ESX および VMware ESXi オペレーティング システムのイ
ンストール

Insight Control for Linux のインストール ツールを使用すると、1 つ以上のターゲット システム
上に、仮想化 OS をインストールすることができます。

重要: システムに仮想化 OS をインストールすると、システムのデータが消去されます。イ
ンストールを始める前に、保持したいデータがバックアップされていることを確認してくださ
い。プライマリ対象ボリューム以外のボリュームにユーザー データを保存しても保証されませ
ん。プライマリ ボリュームおよびセカンダリ ボリューム上のデータは、消去されます。
仮想化 OS のインストール タスクは、次の HP SIM メニューから起動します。
[展開]→[Operating System]

9.6.1 Kickstart ファイルを使用した、VMware ESX または ESXi OS のインストー
ル

注記: VMware ESX および ESXi 用のインストール設定ファイル（Kickstart ファイルとも呼ば
れます）テンプレートでは、レポジトリ ポートのデフォルト値として 60000 が使われること
が前提になっています。

HP Insight Control for Linux をインストールしたときにレポジトリ Web サーバーに異なる TCP
ポート番号を選択した場合は、使用する前にインストール設定ファイル テンプレートを編集す
る必要があります。具体的には、ポート 60000 のすべてのリファレンスをインストール用の
正しい TCP ポート番号に変更する必要があります。

1 つ以上のターゲット管理対象システムに VMware ESX をインストールするには、以下の手順
に従ってください。
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1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[展開]→[Operating System]→[VMware ESX (Kickstart)]

2. 以下のいずれかの手順を実行して、ターゲット リスト中のサーバーを選択し、このサー
バーが OS のインストール先のサーバーであることを確認します。
• ターゲット リストが正しい場合は、次のステップに移動します。

• リストが正しくない場合は、[ターゲットの追加...]または [ターゲットの削除]を選択し
て、リストを変更します。

• サーバーがリストにない場合は、以下の手順に従ってください。

a. [収集]を選択します。
b. ドロップダウン メニューから [すべてのサーバー]を選択します。
c. [内容を表示]を選択して使用できるサーバーのリストを表示し、サーバーを選択
します。

d. すべてのサーバーを選択したら、[適用]を選択します。

3. サーバーのリストが正しい場合は、[次へ >] を選択します。
4. ライセンスがまだ適用されていない場合は、1 台以上のターゲットに Insight Control for

Linux ライセンスを適用します。
5. インストールする仮想化 OS を選択し、[次へ >] を選択します。
メニューから選択できるのは、ユーザーがインストールしている内容に適合する仮想化
OS だけです。

重要: リストに表示される仮想化オペレーティング システムは、レポジトリへの登録と
コピーが完了している仮想化オペレーティング システムだけです。登録されているが、イ
ンストール ファイルがレポジトリにコピーされていない仮想化 OS を選択すると、検証エ
ラーが表示されます。

6. Kickstart ファイルを選択して、[次へ >] を選択します。
HP が最適化したマクロを含むカスタム インストール設定ファイルの詳細については、
9.2 項 (89 ページ) を参照してください。

7. カーネル追加行パラメーターを指定して、カーネル コマンド ラインを追加します。カー
ネル追加行は、インストール RAM ディスクのカーネル行の最後に追加されます。

8. （オプション）ここで、root アカウントのパスワードを設定することができます。

ターゲット システムでデフォルトの root パスワード（root）を使用する場合は、[Use
Default Root Password] オプションを選択します。
デフォルト以外の root パスワードを設定する場合は、[Specify Root Password] オプション
を選択して、root パスワードを入力し、確認します。
すべてのサーバーで強力な root パスワードを設定することをおすすめします。
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9. 以下のいずれかを実行して、インストールを開始します。

• インストール操作をすぐに実行するには、[今すぐ実行]を選択します。

• [スケジュール]を選択して、今後のインストール スケジュールを設定します。
10. [タスク結果]ウィンドウを調べて、インストール操作の経過および関連するタスクの状態
を確認します。

9.6.2 VMware ESX または VMware ESXi OS の対話型インストール

注記: 仮想メディアを使用した VMware ESXi OS のインストールには、仮想メディア通信の
スループットが標準的なネットワーキングよりも低いためかなりの時間がかかります。

1 つ以上のターゲット管理対象システムに VMware ESX または VMware ESXi OS をインストー
ルするには、以下の手順に従ってください。

1. メニュー項目を選択します。

[展開]→[Operating System]→[VMware ESX Interactive]
または

[展開]→[Operating System]→[VMware ESXi Interactive]
2. 以下のいずれかの手順を実行して、ターゲット リスト中のサーバーを選択し、このサー
バーが OS のインストール先のサーバーであることを確認します。
• ターゲット リストが正しい場合は、次のステップに移動します。

• リストが正しくない場合は、[ターゲットの追加...]または [ターゲットの削除]を選択し
て、リストを変更します。

• サーバーがリストにない場合は、以下の手順に従ってください。

a. [収集]を選択します。
b. ドロップダウン メニューから [すべてのサーバー]を選択します。
c. [内容を表示]を選択して使用できるサーバーのリストを表示し、サーバーを選択
します。

d. すべてのサーバーを選択したら、[適用]を選択します。

3. サーバーのリストが正しい場合は、[次へ >] を選択します。
4. ライセンスがまだ適用されていない場合は、1 台以上のターゲットに Insight Control for

Linux ライセンスを適用します。
5. インストールする仮想化 OS を選択し、[次へ >] を選択します。
メニューから選択できるのは、ユーザーがインストールしている内容に適合する仮想マシ
ン OS だけです。

重要: リストに表示される仮想化オペレーティング システムは、レポジトリへの登録と
コピーが完了している仮想化オペレーティング システムだけです。登録されているが、イ
ンストール ファイルがレポジトリにコピーされていない仮想化 OS を選択すると、検証エ
ラーが表示されます。

6. カーネル追加行パラメーターを指定して、カーネル コマンド ラインを追加します。イン
ストール用 RAM ディスク カーネル行の最後にカーネル追加行が追加されますが、情報を
入力する必要はありません。

7. 以下のいずれかを実行して、インストールを開始します。

• インストール操作をすぐに実行するには、[今すぐ実行]を選択します。

• [スケジュール]を選択して、今後のインストール スケジュールを設定します。
8. [タスク結果]ウィンドウを調べて、インストール操作の経過および関連するタスクの状態
を確認します。
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9. リモート コンソールを使用して、インストール用ソフトウェアの質問に対応します。イン
ストールに必要な情報の入力を求められます。

10. VMware vSphere アプリケーションを使用して、次の設定オプションを変更します。
• password

• add host to cluster

• virtual switches

• port groups

• NFS partitions

• iSCSI partitions

• NTP

• vMotion
VMware vSphere アプリケーションについて詳しくは、『HP Insight Control 仮想マシン管
理ユーザー ガイド』を参照してください。

注記: 仮想メディアを使用した ESXi のインストールでは、Insight Control for Linux は、イン
ストールを円滑に行うために作成した ISO イメージの自動削除は行いません。ISO イメージに
は RAM ディスクが含まれるため、RAM ディスクがロードされている状態で ISO イメージを
削除するとインストールが失敗します。

ディスク スペースに不安がある場合は、ISO イメージを手動で削除することをおすすめしま
す。ISO イメージの名前は、サーバーの GUID（Globally Unique IDentifier）を使用して付けら
れます。

ISO イメージを発見して削除するには、以下の手順に従ってください。
1. 次のコマンドを実行してサーバーの GUID を取得します。

# mxnode -ld server_name | grep GUID GUID: GUID_number

2. 次のコマンドを使用して ISO イメージを削除します。
# cd /opt/repository/iso

# rm -f GUID_number*.iso

9.7 管理対象システムへのその他の Linux のインストール
Insight Control for Linux の [Custom or Other] OS インストール ツールには、サポートされてい
る OS が提供しているものだけでなく、任意のネットワーク起動可能カーネルと RAM ディス
クを起動する柔軟性があります。このインストール ツールを使用すると、他の Linux バージョ
ンをインストールしたり、ユーザーが提供する RAM ディスク環境から起動することができま
す。

Insight Control for Linux でなく、お客様がほとんどの起動およびインストール プロセスを管理
する必要があるため、[Custom or Other] インストール ツールの一般的な使用は、公式にサポー
トされていません。また、HP SIM による管理対象システムの長期間の監視と管理に必要な
ProLiant Support Pack（PSP）エージェントは、自動的にインストールされません。
[Custom or Other] インストール ツールの目的は、サポートされている OS インストール ツー
ルでインストールされる公式にサポートされているオペレーティング システムを超えて、Insight
Control for Linux の機能を拡張する機能を提供することです。
[Custom or Other] インストール ツールを通じてインストールされる管理対象システムには、必
要な PSP エージェントが含まれていないため、（DHCP や OS で設定する）固定 IP アドレス
を使用して、HP SIM が少なくともサーバーとAll Systems コレクション（および他のコレ
クション）内の検出された項目の関係を維持できるようにすることをおすすめします。
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管理対象システムに Linux OS の一種をインストールするために必要な手順は、以下のとおり
です。詳しくは、Installing a Custom Operating System with Insight Control for Linux というタイ
トルの White Paper を参照してください。
1. Insight Control for Linux レポジトリにカスタム OS を登録します。

[オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository...].
OS の登録について詳しくは、オペレーティング システムの登録 (47 ページ) を参照して
ください。

カスタム OS を登録すると、Insight Control for Linux レポジトリに 3 つのディレクトリが
作成されます。

• /opt/repository/instconfig/custom/MyOS

• /opt/repository/custom/MyOS

• /opt/repository/boot/MyOSBoot

ここで、MyOS は、カスタム OS の名前です。

2. 新しく作成されたディレクトリにオペレーティング システム ファイルと起動ファイルを
コピーします。詳しくは、レポジトリへのカスタム OS のコピー (57 ページ) を参照して
ください。

3. 必要に応じて、以下のスクリプトを作成します。

説明スクリプト

自動インストールに必要です。このスクリプトはマクロ置換を実行して、イン
ストール設定ファイルの作業用コピーがインストールに必要な実際の値をもつ
ようにします。

auto_config

このスクリプトは、カーネルおよび RAM ディスクを指定する起動スタンザを
構築します。それによって、カスタム OS を起動するブートローダーが有効に
なります。

boot_stanza

ターゲット システムの静的 IP アドレスがカーネル パラメーターで指定されて
いる必要があるため、このスクリプトは自動インストールと、起動に仮想メ
ディアを使用する対話型インストールに必要となります。

このスクリプトは StdIn からパスワードを受け入れ、StdOut を通して暗号化
されたパスワードを出力します。それによって、自動インストール用のター
ゲット サーバーの root パスワードを暗号化することができます。

encrypt_passwd

このスクリプトは、起動にカーネルや RAM ディスク以外の追加ファイルが必
要な仮想メディアを使用するインストールに使用されます。ESXi OS は、起動
に追加ファイルが必要なオペレーティングシステムの例です。

extra_files

このスクリプトは、OS が代替ディレクトリ構造を必要とする仮想メディアを
使用したインストールに特に使用されます。

create_iso

Insight Control for Linux には、CentOS 5 および Debian 5 オペレーティング システムに対
して auto_config、boot_stanza、および encrypt_passwd の各サンプル スクリプ
トがあります。これらは、OS 用に命名されたサブディレクトリの /opt/repository/
instconfig/custom/examples/ディレクトリにあります。独自のスクリプト用のテン
プレートとして、これらのサンプルを使用することをおすすめします。

ヒント: スクリプトを作成するときは、root ユーザーが実行できることを確認してくだ
さい。

4. スクリプトを /opt/repository/custom/MyOS ディレクトリにコピーします。
5. 自動インストールでは、Insight Control for Linux レポジトリにインストール設定スクリプ
トを登録します。

インストール設定ファイルの登録について詳しくは、オペレーティング システムの登録
(47 ページ) を参照してください。
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6. [展開]→[Operating System]→[Custom or Other] メニュー項目を選択してインストールを開
始します。

インストール手順の残りは、9.8 項 (105 ページ) に記述されています。

9.8 1 つ以上の管理対象システムに OS をインストールするための汎用
手順

始める前に、9.3 項 (95 ページ) に記載されている OS インストールを実行するためのすべて
の前提条件を完了したことを確認してください。

1 つ以上のターゲット管理対象システムに Linux OS をインストールするには、次の手順に従っ
てください。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[展開]→[Operating System]

2. OS の種類と使用したいインストール方法を示すメニュー項目を選択します。次の中から
選択できます。

[Red Hat Interactive]
[Red Hat (Kickstart)]
[SLES Interactive]
[SLES (AutoYaST)]
[Custom or Other Interactive]
[Custom or Other (Unattended)]

3. 以下のいずれかの手順を実行して、ターゲット リスト中のサーバーを選択し、このサー
バーが OS のインストール先のサーバーであることを確認します。
• ターゲット リストが正しい場合は、次のステップに移動します。

• リストが正しくない場合は、[ターゲットの追加...]または [ターゲットの削除]を選択し
て、リストを変更します。

• サーバーがリストにない場合は、以下の手順に従ってください。

a. [収集]を選択します。
b. ドロップダウン メニューから [すべてのサーバー]を選択します。
c. [内容を表示]を選択して使用できるサーバーのリストを表示し、サーバーを選択
します。

d. すべてのサーバーを選択したら、[適用]を選択します。

4. サーバーのリストが正しい場合は、[次へ >] を選択します。
5. ライセンスがまだ適用されていない場合は、1 台以上のターゲットに Insight Control for

Linux ライセンスを適用します。
6. インストールする OS を選択し、[次へ >] を選びます。
選択できるオペレーティング システムは、メニューから選択した OS インストールに適合
する OS だけです。

重要: オペレーティング システムのリストには、レポジトリに登録され、ベンダーが提
供する関連するインストール ファイルがレポジトリにコピーされているオペレーティング
システムだけが含まれています。登録されているが、インストール ファイルがレポジトリ
にコピーされていない OS を選択すると、検証エラーが表示されます。

7. 自動インストールを実行している場合は、インストールしている OS の種類とバージョン
用のインストール設定ファイル（Kickstart または AutoYaST ファイル）を選択し、[次へ >]
を選択します。そうでない場合は、この手順を省略します。

インストール設定ファイルを登録するとき、それを適用するオペレーティング システムを
指定します。この関連付けは、特定のインストール操作に使用できる設定ファイルのリス
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トに入力されます。HP がカスタマイズしたマクロを含むカスタム インストール設定ファ
イルの詳細については、9.2 項 (89 ページ) を参照してください。

8. カーネル追加行パラメーターを指定して、カーネル コマンド ラインを追加します。カー
ネル追加行は、インストール RAM ディスクのカーネル行の最後に追加されます。
• 対話型インストールを実行している場合は、情報を提供する必要がありません。次の
手順に進みます。

• Kickstart または AutoYaST ファイルを使用して、サポートされていない OS の自動デ
プロイメントを実行している場合は、次のパラメーターを指定します。

◦ インストール設定ファイルを取得するネットワーク インターフェイスを指定する
ksdevice

◦ インストール設定ファイルのパス（カスタム OS インストール設定ファイルを登
録したときに記録したディスク上のパス）を指定するks

次に例を示します。

ksdevice=eth0 ks=http://172.1.1.1:60000/instconfig/directory/filename.cfg

上記のカーネル追加行で、172.1.1.1 は CMS 管理インターフェイスの IP アドレス、
60000 はレポジトリ Web サーバーがリスンする TCP ポート、および
/instconfig/directory/filename.cfg は設定ファイルのパスです。

9. （オプション）Kickstart または AutoYaST ファイルを使用した自動インストールでは、こ
の段階で、root アカウントのパスワードを設定することができます。

ターゲット システムでデフォルトの root パスワード（root）を使用する場合は、[Use
Default Root Password] オプションを選択します。
デフォルト以外の root パスワードを設定する場合は、[Specify Root Password] オプション
を選択して、root パスワードを入力します。さらに、パスワード暗号化オプションを選択
し、root パスワードを入力して、エントリーを確認します。
すべてのサーバーで強力な root パスワードを設定することをおすすめします。

10. 以下のいずれかを実行して、インストールを開始します。
• OS のインストール操作をすぐに実行するには、[今すぐ実行]を選択します。

• [スケジュール]を選択して、今後の OS のインストール スケジュールを設定します。
11. [タスク結果]ウィンドウを調べて、インストール操作の経過および関連するタスクの状態
を確認します。
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10 Linux イメージの取得とデプロイメント
この章では、以下の項目について説明します。

• 「Linux イメージの取得とデプロイメントの概要 」 (107 ページ)

• 「Linux イメージの取得の前提条件」 (110 ページ)

• 「管理対象システムからの Linux イメージの取得」 (113 ページ)

• 「スケーラブル デプロイメントの準備」 (114 ページ)

• 「1 つ以上の管理対象システムへの取得された Linux イメージのデプロイ」 (118 ページ)

• 「Insight Control for Linux パーティション ウィザードの概要」 (121 ページ)

10.1 Linux イメージの取得とデプロイメントの概要
注: 
• Insight Control for Linux は、以下の取得およびデプロイメントをサポートしません。

◦ VMware ESX または VMware ESXi ホスト イメージ

◦ ソフトウェア RAID でインストールした RHEL 6 システム

◦ ソフトウェア RAID でインストールした SLES 10 システム

◦ ソフトウェア RAID でインストールした SLES 11 システム

• RAM ディスク ハードウェア検出操作では、SLES 10 SP3 オペレーティング システムの
ハードウェア検出方法とは異なる順序で Smart アレイ コントローラーが提示されるため、
デプロイメント操作で OS イメージが誤ったディスクに書き込まれる可能性があります。

• 複数のシステムで SAN を共有している場合、デプロイメント操作を実行すると SAN に
パーティションが再作成されます。永続的なデータ ディスクとしてマウントされる SAN
が再作成されても、Insight Control for Linux では、これらのパーティションは保存されま
せん。

[展開]→[Operating System] メニューには、管理対象システムから Linux イメージを取得し、1
つ以上のターゲット管理対象システムにデプロイする機能があります。

重要: 取得されたイメージは、匿名アクセスを許可する Web サーバー インターフェイス経
由でアクセスできるディレクトリに保存されます（ただし、取得されたイメージのデプロイは
SSH を使用して行われます）。したがって、ネットワーク上のあらゆるユーザーが、Insight
Control for Linux レポジトリ内のキャプチャーされたイメージを取得することができます。ネッ
トワークが信頼できない場合は、取得されたイメージに機密データを入れないことをおすすめ
します。

Insight Control for Linux は、取得およびデプロイされたイメージの調整とカスタマイズができ
るオプションをサポートします。

Linux イメージの取得前後に使用できるスクリプトについては、10.1.2 項 (108 ページ) および
10.1.3 項 (109 ページ) を参照してください。

Linux イメージの取得は、1 つの管理対象システムから 1 つ以上の管理対象システムに OS 環
境を複製して、すべての管理対象システムで一貫性のある環境を維持したい場合に便利です。

取得操作では、イメージが取得される管理対象システムが、Insight Control for Linux の RAM
ディスク環境から再起動されます。システムは、OS イメージが取得された後で、インストー
ルされた OS から再起動されます。
Insight Control for Linux イメージ デプロイメント ツールは、統合されたパーティション ウィ
ザードを提供して、デプロイされたイメージ ディスク レイアウト、ファイル システム選択、
および論理ボリュームを修正できるようにします。
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イメージ デプロイメント中にパーティション ウィザードを使用するには、Linux、カーネル モ
ジュール、および grub 起動ローダーに関する知識が必要です。

注記: サイズがきわめて大きいイメージを速度の遅いネットワーク経由で取得またはデプロ
イするのに必要な時間を考慮して、Linux イメージの取得またはデプロイでは 5 日間のタイム
アウトが有効になっています。この機能により、操作がハングしていないかどうかを判断でき
ます。タスクの結果をチェックして、稼動中のジョブのステータスを確認することをおすすめ
します。

10.1.1 ファイル システムの種類
表 16に、ソースおよびターゲットの管理対象システム上で、Linux イメージ取得とデプロイメ
ント タスク用にサポートされているファイル システムの種類とサポートされていないファイ
ル システムを示します。

表 16 イメージ取得およびデプロイメント用ファイル システム サポート マトリックス

サポートされていないファイル システムの種類サポートされているファイル システムの種類

• Journaling File System（JFS）• ext2

• •ext3 XFS

•• VMware ファイル システム（VMFS）ext4

• ReiserFS

• Logical Volume Manager (LVM)

• 拡張されたパーティション

注記: Insight Control for Linux は、ソフトウェア RAID でインストールした RHEL 4 および
RHEL 5 システムの取得とデプロイメントをサポートします。ただし Insight Control for Linux
は、ソフトウェア RAID でインストールした RHEL 6、SLES 10、および SLES 11 システムの取
得とデプロイメントはサポートしません。

10.1.2 Precapture スクリプトと Postcapture スクリプト
Precapture スクリプトは、管理対象システムのイメージを取得前に準備または整理（すなわ
ち、機密データの削除）するための合理的な機能を提供します。

また、Postcapture スクリプトを使えば、Precapture スクリプトが実行した内容を元に戻した
り、あとで別の操作を行ったりすることができます。

Precapture スクリプトおよび Postcapture スクリプトは、Linux のシェル スクリプトです。これ
らのスクリプトの追加、削除、および管理については、5.2.5 項 (51 ページ) を参照してくだ
さい。

Precapture スクリプトと Postcapture スクリプトは、Insight Control for Linux の RAM ディスク
で実行されます。管理対象システムのファイル システムは、読み取り/書き込み権限で、RAM
ディスクの /mnt/target マウントポイントにマウントされます。ご使用のスクリプトが管理
対象システム上のファイルを操作する場合は、必ず、パスで /mnt/target を指定してくださ
い。そうしないと、RAM ディスクのファイルのみを操作することになります。
レポジトリに登録およびコピーされたあらゆるスクリプトを使用することができます。また、
Insight Control for Linux は、管理対象システムに /tmp/variables.txt ファイルを作成しま
す。このファイルには、サーバーについてのハードウェア固有の情報が含まれています。スク
リプトは、このファイル（ /tmp/variables.txt）を提供し、RAM ディスクで判断される
現在の動作環境についての情報をロードすることができます。

/tmp/variables.txt ファイルには、VARIABLE="value"の形式のシェル変数が含まれて
います。最も重要な変数は、次のとおりです。

HOSTNAME
DOMAINNAME
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DEVICE
IPADDR
NETMASK
NETWORK
BROADCAST
GATEWAY
GATEWAYDEV
IMAGESERVER

スクリプトは、chroot 環境で実行されます。したがって、Insight Control for Linux 環境に対
応するパスを設定する必要はありません。

これらのスクリプトの使用方法については、Insight Control for Linux で提供されるサンプル ス
クリプトのコメントを参照してください。

10.1.3 Predeployment、Postdeployment、および Final Deployment スクリプト
Precapture スクリプトや Postcapture スクリプトと同様に、Predeployment、Postdeployment、
および Final Deployment スクリプトを使用すると、取得済みイメージを簡単に準備または整理
できます。ただし、この操作はイメージをデプロイする前に行います。また、デプロイメント
スクリプトのいずれかを使えば、Precapture または Predeployment スクリプトが実行した内容
を元に戻したり、あとで別の操作を行ったりすることができます。

Predeployment スクリプトは、イメージがデプロイされる前に管理対象システムに対して Insight
Control for Linux の RAM ディスク内で実行されます。
Postdeployment スクリプトは、イメージがデプロイされたあとに管理対象システムに対して
Insight Control for Linux の RAM ディスク内で実行されます。
Final Deployment スクリプトは、デプロイメントの完了後に実行されるという点では
Postdeployment スクリプトとよく似ていますが、このスクリプトは新しくデプロイされたオペ
レーティング システム環境で実行されるという点で異なります。
これらのスクリプトはオプションであり、デフォルトの動作では、これらのスクリプトは実行
されません。

Predeployment スクリプト、Postdeployment スクリプト、および Final Deployment スクリプト
は、Linux のシェル スクリプトです。これらのスクリプトの追加、削除、および管理について
は、5.2.5 項 (51 ページ) を参照してください。
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注記: Predeployment スクリプトと Postdeployment スクリプトは、Insight Control for Linux の
RAM ディスクで実行されます。管理対象システムのファイル システムは、読み取り/書き込み
権限で、RAM ディスクの /mnt/target マウントポイントにマウントされます。ご使用のス
クリプトが管理対象システム上のファイルを操作する場合は、必ず、パスで /mnt/target を
指定してください。そうしないと、RAM ディスクのファイルのみを操作することになります。
レポジトリに登録およびコピーされたあらゆるスクリプトを使用することができます。また、
Insight Control for Linux は、管理対象システムに /tmp/variables.txt ファイルを作成しま
す。このファイルには、サーバーについてのハードウェア固有の情報が含まれています。スク
リプトは、このファイル（ /tmp/variables.txt）を提供し、RAM ディスクで判断される
現在の動作環境についての情報をロードすることができます。

/tmp/variables.txt ファイルには、VARIABLE="value"の形式のシェル変数が含まれて
います。最も重要な変数は、次のとおりです。

HOSTNAME
DOMAINNAME
DEVICE
IPADDR
NETMASK
NETWORK
BROADCAST
GATEWAY
GATEWAYDEV
IMAGESERVER

Final Deployment スクリプトは、デプロイメント操作の最終ステップとして、管理対象システ
ムのファイル システムに対し chroot コマンドを実行します。スクリプトは、chroot 環境
で実行されます。したがって、Insight Control for Linux 環境に対応するパスを設定する必要は
ありません。

10.2 Linux イメージの取得の前提条件
表 17に、ソースとターゲットの管理対象システムのイメージ デプロイメント要件を示します。

表 17 ソースとターゲットのデプロイメント要件

要件項目

ソースとターゲットの管理対象システムのハードウェア モデル は、同じ
でなければなりません。たとえば、HP ProLiant BL460 Gen8 サーバーか

サーバーの種類

らイメージを取り込む場合、そのイメージは別の BL460 G8 サーバーだ
けにデプロイできます。

ソースとターゲットの管理対象システムで、メモリの量が異なっていて
もかまいません。

メモリ

ソースとターゲットの管理対象システムで、NIC の数が異なっていても
かまいません。ただし、NIC の種類は、同じでなければなりません。

NIC の数

ストレージ コントローラーの種類は、ソースとターゲットの管理対象シ
ステムで同じでなければなりません。たとえば、ローカル ストレージを

ストレージ コントローラー

使用するサーバーから取得されたイメージは、ファイバー チャネル スト
レージを使用する管理対象サーバーにはデプロイできません。

ターゲット システムには、少なくともソース システムと同じ数のディス
クを搭載する必要があります。

ディスク

イメージ デプロイメント中、Insight Control for Linux は、複製先システム
に元のパーティション スキームを再作成しようとします。複製先システ

ディスク パーティションのレイアウト

ムで別のディスク レイアウトが必要な場合は、パーティション ウィザー
ドを使用して、ターゲット システム上のディスク パーティション方式を
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表 17 ソースとターゲットのデプロイメント要件 (続き)

要件項目

指定することができます。パーティション ウィザードの詳細については、
10.6 項 (121 ページ) を参照してください。

ターゲット システムには、イメージを保存するために十分な容量が必要
です。

ディスク容量

重要:  取得したイメージ カーネルが、選択されているファイル システム タイプをサポート
していることを確認してください。これには論理ボリューム マネージャー（LVM）も含まれま
す。取得したイメージの初期の RAM ディスク（initrd*.img）が、選択されている /boot
および /（root）パーティションのファイル システム サポートを備えていることは特に重要で
す。これは、初期の RAM ディスクが[展開]→[Operating System]→[Deploy Linux Image...]タス
クでは再作成されないからです。インストール後に実行されるスクリプトで初期の RAM ディ
スクを再作成することはできます。

Linux イメージを管理対象システムから取得する前に、次のガイドラインに従うことをおすす
めします。

• 機密情報が含まれるシステムでイメージを取得しないでください。

• Xen 仮想ホストからイメージを取得する前に、そのホスト上のすべての仮想ゲストを停止
してください。仮想マシン操作については、『HP Insight Control 仮想マシン管理ユーザー
ガイド』を参照してください。

• 初期の OS インストール中にソース システムで適切なディスクのパーティション分割方式
をセットアップし、取得されたイメージをデプロイするには、[Use partition scheme from
image] オプションを選択します。

• CMS および管理対象システムのシステム クロックが同期化されていることを確認してか
ら、Linux イメージを取得またはデプロイします。同期化されていないシステム クロック
がイメージ取得にどのような影響を与えるかについては、1.7 項 (18 ページ) を参照して
ください。

• 取得元になった管理対象システムにイメージをデプロイする場合を除いて、管理対象シス
テムに取得済みイメージをデプロイする場合は、ソース ノードの IP アドレスとホスト名
を固定するのではなく DHCP から取得することをおすすめします。これは、Insight Control
for Linux がアドレスや名前の競合を防止するために新しい管理対象システムのネットワー
ク設定を自動的に変更するためです。上記の変更には、次の内容が含まれます。

◦ 固定されたホスト名の参照の削除またはコメント添付

◦ 静的 IP アドレスを割り当てられたネットワーク インターフェイスの無効化

◦ 関連設定ファイルでの、ソース システムの MAC アドレスとターゲット システムの
MAC アドレスとの交換

静的なアドレスとホスト名を使用する必要がある場合は、必ず、これらの値を設定できる
Postdeployment スクリプトを作成してください。

• SLES イメージの場合は、イメージを取得する前にハード リンクをソフト リンクに変更し
てください。

SLES はファイル システム内のハード リンクの使用に依存しており、これらのハード リン
クは、イメージを取得する tar コマンドで取得されます。
複数のファイル システム（例：別々の /usr および /var パーティション）にファイルを
分散するデプロイメントで、パーティション スキームが使用されると、tar コマンドは
別々のファイル システムにまたがってハード リンクを設定することを許可しません。こ
れによりエラーが発生し、タスクは失敗します。
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• 複数のディスクの Linux OS を管理対象システムから取得するときは、これらのガイドラ
インに従います。

◦ 取得する各ディスクには、少なくとも 1 つのパーティションが必要です。パーティ
ションなしでマウントされたディスクはサポートされていません。

◦ /etc/fstab ファイルを修正して、取得するディスクのすべてのパーティションのマ
ウント ポイントを含める必要があります。
イメージ デプロイメント操作中にディスクが再パーティショニングされるため、取得
するディスクの内容が /etc/fstab ファイル内に正しくリストされていることを確
認しなければなりません。

正常な取得操作のために、取得される各パーティションの dump フィールドを 1 に設
定する必要があります。dump フィールドは、標準マウント行の 5 つ目のフィールド
です。このフィールドを 1 に設定すると、パーティションが取得可能になり、この
フィールドを 0（ゼロ）に設定すると取得がバイパスされます。
例 3は、/etc/fstab サンプル ファイルの例です。例 3では、2 つの追加 SCSI ディ
スクがソース システム（/dev/cciss/c0d1 および /dev/cciss/c0d2）にありま
す。また、システム ディスクは /dev/cciss/c0d0 にあります。

重要: 正常な取得操作のために、/dev/cciss/c0d1 および /dev/cciss/c0d2
はパーティショニングされている必要があり、dump フラグを 1 に設定する必要があ
ります。

例 3  複数ディスクによる管理対象システム用の /etc/fstab ファイル エントリー

/dev/cciss/c0d0p1 swap swap defaults 0 0
/dev/cciss/c0d0p2 / reiserfs acl,user_xattr 1 1
Proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
/dev/cciss/c0d1p1 /Disk1 ext3 defaults 1 0
/dev/cciss/c0d2p1 /Disk2 ext3 defaults 1 0

サンプルとして例 3の最後の行を使用し、次の表でデバイス /dev/cciss/c0d2p1
のマウント行の各フィールドを説明します。

例説明
フィールド
位置

/dev/cciss/c0d2p1デバイス名1

/Disk2デフォルトのマウント ポイント2

ext3ファイル システムの種類3

デフォルトマウント オプション4

1Dump オプション5

0fsck オプション6

次の例には、取得されたイメージ内に /scratch の内容は含まれません（dump フラ
グが 0 に設定されているため） イメージ デプロイメント操作中、ディスクは再パー
ティショニングされ、/scratch が空のファイル システムになります。
/dev/sdc1 /scratch ext3 defaults 0 0
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10.3 管理対象システムからの Linux イメージの取得
重要: なお、取得したイメージは、匿名アクセスを許可する Web サーバー インターフェイ
ス経由で取り出します。したがって、ネットワーク上のあらゆるユーザーが、Insight Control
for Linux レポジトリ内のキャプチャーされたイメージを取得することができます。ネットワー
クが信頼できない場合は、取得されたイメージに機密データを入れないことをおすすめしま
す。取得対象のシステムから機密データを削除するようにしてください。

管理対象システムから Linux イメージを取得するには、以下の手順に従ってください。
1. 10.2 項 (110 ページ) の説明にあるイメージ取得準備タスクを行っていることを確認しま
す。

2. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[展開]→[Operating System]→[Capture Linux Image]

3. 次のいずれかを行って、イメージを取得する先の管理対象システムを選択します。

• 管理対象システムがリストにない場合は、以下の手順に従ってください。

[収集]を選択します。a.
b. ドロップダウン メニューから [すべてのサーバー]を選択します。
c. [内容を表示]を選択して使用できるサーバーのリストを表示し、サーバーを選択
します。

d. サーバーを選択したら、[適用]を選択します。

• ターゲット リストが正しい場合は、[次へ >] を選択します。

• リストが正しくない場合は、[ターゲットの追加...]または [ターゲットの削除]を選択し
て、リストを変更します。

4. リストが正しい場合は、[適用]を選択します。
5. [次へ]を選択します。
6. 取得されたイメージに関する以下の情報を指定します。

• 名前

• 説明

提供する名前は、イメージが保存されるディレクトリのプレフィックスとして使用されま
す。

レポジトリ項目名は Linux ファイル名の生成に使用されるので、イメージ名にスペースが
含まれていたり空白だったりしてはいけません。次の文字のみを使用してください。

• a～z の英小文字

• A～Z の英大文字

• 0～9 の数字

• ハイフン（-）、ピリオド（.）、アンダースコア（_）
イメージ名でその他の特殊文字を使用すると、イメージ キャプチャー中にエラーが発生し
タスクの障害につながることがあります。

ヒント: レポジトリの項目に対して一意の名前を付けることの重要性については、5.1.3 項
(46 ページ) を参照してください。

指定する名前には、タスクの実行時に、プレフィックスに一意識別子と日時が追加されま
す。イメージは、CMS 上の /opt/repository/image/{prefix_date_and_time}
ディレクトリに gzip された tar ファイルとして保存されます。
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7. Precapture スクリプト、Postcapture スクリプト、またはその両方を選択します。
Precapture スクリプトは、イメージが取得される前に管理対象システムに対して実行され
ます。Postcapture スクリプトは、イメージが取得された後で管理対象システムに対して実
行されます。デフォルトの動作では、どちらのスクリプトも実行されません。

8. 以下のいずれかを実行してください。

• [今すぐ実行]を選択して、ただちにイメージ取得操作を実行します。

• [スケジュール]を選択して、今後のイメージ取得操作のスケジュールを設定します。
9. [タスク結果] ウィンドウを参照して、デプロイメント操作の経過および関連するタスクの
状態を確認します。

10. タスクの結果を表示するには、 Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー
項目を選択します

[タスク ＆ ログ]→[タスク結果]

注記: 管理対象システムからイメージを取得したあと、そのイメージに対してサイズの健全
性検査が行われ有効かどうかが確認されます。

デフォルトでは、サイズが 1,000,000 バイト未満の取得イメージは無効とされます。これは、
ほとんどのオペレーティング システムが生成するイメージのサイズが 1,000,000 バイトを超
えるからです。通常、取得したイメージのサイズが 1,000,000 バイトに満たない場合、Insight
Control for Linux がイメージを取得できなくなるようなエラーが発生しています。
このイメージ サイズの最小しきい値は、/opt/mx/icle/icle.properties ファイルを編
集してCAPTURE_IMAGE_MIN_SUCCESS_SIZE の値を編集することで修正できます。次に、例
を示します。

CAPTURE_IMAGE_MIN_SUCCESS_SIZE=1048575

CAPTURE_IMAGE_MIN_SUCCESS_SIZE 変数を 0（ゼロ）に設定すると、健全性検査が無効に
なりイメージ サイズのチェックが行われなくなります。

10.4 スケーラブル デプロイメントの準備
スケーラブル デプロイメントは、大量のサーバー（32 台以上）への Linux イメージの短時間
でのデプロイを可能にするオプション機能です。ただし、この操作を実行するには、事前に
サーバーとスイッチやエンクロージャーとの接続関係を Insight Control for Linux に通知する必
要があります。図 20では、CMS がエンクロージャーやスイッチを介して他のサーバーに接続
されています（エンクロージャーを介してブレード サーバーに、スイッチを介してブレード
サーバー以外のシステムにそれぞれ接続）。エンクロージャー内のブレード サーバーとスイッ
チに接続されているサーバーとでネットワーク グループが形成されます。各ネットワーク グ
ループには、グループ リーダーの役割を担うサーバーが少なくとも 1 台あります。
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図 20 ネットワーク グループの例

スケーラブル デプロイメントを支えるコンセプトは、OS イメージ tar ファイルを CMS から
各ネットワーク グループのグループ リーダーに転送するということです。グループ リーダー
は、イメージ tar ファイルの転送完了後、そのイメージをネットワーク グループ内の残りの
各サーバーに転送します。このコンセプトの利点は、すべてのネットワーク トラフィックがス
イッチやエンクロージャーに向けてローカルで行われるということです。すべてのネットワー
ク グループが並行して動作し、1 つのグループからのネットワーク トラフィックにより他の
グループが影響を受けることはありません。

検出済みエンクロージャー内の管理対象システムと特定のスイッチに接続された管理対象シス
テム グループとでは、各グループをネットワークに関連付けるための手順は異なります。

エンクロージャーの場合

エンクロージャーが検出されると、エンクロージャー内の管理対象システムは、[すべてのエ
ンクロージャー] コレクションに追加されます。エンクロージャーの検出について詳しくは、
7.3 項 (77 ページ) を参照してください。
次に示すように、netgroup コマンドを実行して、検出されたエンクロージャーの
netgroups.conf ファイルを生成します。
次のコマンドを使用して、netgroups.conf ファイルを生成します。
# /opt/hptc/bin/netgroup --ofile /opt/mx/icle/netgroups.conf

注記: このコマンドでは、ネットワーク グループ用のコレクションは作成されません。
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netgroup.conf ファイルを調べて、グループのコレクション エントリーを確認します。次
のようなエントリーがあります。

enclosureA=n121 n[122-124] n133

スイッチ用

1. [システムおよびイベント収集]パネルで、カスタマイズ...を選択します。この図では、赤
色の矢印で位置を示しています。

[収集のカスタマイズ]ウィンドウが表示されます。
2. [収集のカスタマイズ]ウィンドウで、[新規...]を選択します。

[収集のカスタマイズ]ウィンドウの一番下に、[新規収集]という名前のセクションが表示さ
れます。

3. [個別にメンバーを選択]ラジオ ボタンを選択します。
4. [次から選択：]メニューから、[すべてのサーバー] を選択します。
この操作によって、[有効なアイテム：] リストに使用可能なサーバーが設定されます。

5. ご使用の環境にある各スイッチについて、次の手順を実行します。
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a. スイッチやエンクロージャーに接続されたサーバーの中でグループ リーダーになる
サーバーを決定します。

ネットワーク グループのリーダーは、この手順と次の手順で決まります。最初に選ば
れたサーバーがグループ リーダーに決定されるからです。

b. [>>] ボタンを使って、グループ リーダーを [有効なアイテム：] リストから [選択され
たメンバー：] リストに移動します。

c. 同じスイッチまたはエンクロージャーに接続されている残りのサーバーを選択しま
す。

Ctrl キーとマウスの左ボタンを組み合わせて、複数項目を選択することもできます。
d. [>>] ボタンを使って、選択したサーバーを [有効なアイテム：] リストから [選択され
たメンバー：] リストに移動します。

e. 必要に応じて、直前の 2 つの手順（5c および 5d）を繰り返します。
f. [名前を付けて収集を保存...]を選択します。

[名前を付けて収集を保存]部分が表示されます。
g. このネットワーク グループの名前を入力します。
この名前は、ネットワーク グループ内の管理対象システムを関連付けるためにのみ使
用されます。

h. [Existing collection:]を選択し、[Network Groups] メニュー項目を選択します。
i. [OK] を選択して続行します。
j. 次のコマンドを使用して、netgroups.conf ファイルを生成します。

# /opt/hptc/bin/netgroup --ofile /opt/mx/icle/netgroups.conf

k. netgroup.conf ファイルを調べて、グループのコレクション エントリーを確認し
ます。

グループの名前が Switch1 で、グループを構成するサーバーがn1、n3、n4、および
n5 の場合、netgroups.conf ファイルには、次のような行が記述されます。
Switch1=n1 n3 n4 n5]

デフォルトでは、スケーラブル デプロイメントは、各ネットワーク グループの 1 台のリーダー
にイメージを転送し、同時に最大 16 のグループにイメージを転送します。また、各リーダー
は、そのネットワーク グループ内部の 16 の管理対象システムに同時にイメージを転送できま
す。この動作を変更するには、/opt/mx/icle/icle.properties ファイルを編集し、必要
に応じて次のいずれかの変数を追加します。この変更内容を有効にするために、Insight Control
for Linux を再起動する必要はありません。

表 18 スケーラブル デプロイメントの環境変数

デフォルト値説明変数

1ネットワーク グループ当たりのリーダーの数LSD_NUM_LEADERS_PER_GROUP

16同時にイメージングされるリーダーの数LSD_MAX_LEADERS_AT_ONCE

161 台のリーダーが同時にイメージを転送でき
る管理対象システムの数

LSD_MAX_DOWNLOADERS_PER_LEADER

同時にイメージングを開始するグループ リーダーの数は、LSD_NUM_LEADERS_PER_GROUP
変数およびLSD_MAX_LEADERS_AT_ONCE 変数で決まります。たとえば、
LSD_NUM_LEADERS_PER_GROUP の値が 1 でLSD_MAX_LEADERS_AT_ONCE の値が 16 の場
合（それぞれのデフォルト値）、別々のネットワーク グループに所属する 16 のリーダーが同
時にイメージングを開始します。一方、LSD_NUM_LEADERS_PER_GROUP が 2 の場合、最初
の 8 つのネットワーク グループのリーダーがイメージングを同時に開始します。これは、各
グループにリーダーが 2 台あり同時にイメージを受け取るリーダーの最大数が 16 だからで
す。
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リーダーは、CMS からイメージをダウンロードした後、そのネットワーク グループ内の管理
対象システムへのイメージ転送を開始します。リーダーは、
LSD_MAX_DOWNLOADERS_PER_LEADER 変数の値で示す数の管理対象システムにイメージを転
送できます。ネットワーク グループに複数のリーダーがある場合、各リーダーが
LSD_MAX_DOWNLOADERS_PER_LEADER の値の数の管理対象システムにイメージを転送できま
す。

ネットワーク グループ内のすべての管理対象システムにイメージが転送されるか、イメージ転
送が失敗またはキャンセルされるまで、リーダーは再起動しません。

10.5 1 つ以上の管理対象システムへの取得された Linux イメージのデ
プロイ

Insight Control for Linux を使用すると、1 つの管理対象システムから取得された Linux イメージ
を、1 つまたは複数の管理対象システムにデプロイすることができます。
[Deploy Linux Image...]タスクを実行すると、管理対象システムがシャットダウンされ、再起動
されます。RAM ディスクによって、イメージのデプロイメントが開始されます。

重要: 
• ソフトウェア RAID アレイや LVM ボリュームにイメージをデプロイする場合は、イメージ
をデプロイするディスクの内容を消去しておくことをおすすめします。

• 64 ビット OS のイメージを AMD Opteron 6200 サーバーにデプロイするには、イメージ
のデプロイ前に、/opt/mx/icle/icle.properties ファイルに次のエントリーを追加
してください。

EXTRA_KERNEL_PARAMS=acpi=off

ご使用のサーバーが AMD Opteron 6200 サーバーであるかどうかを確認するには、『HP
Insight Management サポート マトリックス 』または『HP Insight Control for Linux サポー
ト マトリックス』を参照してください。

1 つ以上の管理対象システムに取得されたイメージをデプロイするには、次の手順に従ってく
ださい。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[展開]→[Operating System]→[Deploy Linux Image...]

2. 次のいずれかを行って、1 つ以上のターゲット管理対象システムを選択します。
• サーバーがリストにない場合：

[収集]を選択します。a.
b. ドロップダウン メニューから [すべてのサーバー]を選択します。
c. [内容を表示]を選択して、コレクション内の使用できる管理対象システムのリス
トを表示します。

d. リストから、1 つ以上の管理対象システムを選択します。
e. [適用]を選択します。
f. 管理対象システム リストが正しいことを確認して、[次へ >] を選択します。

• 選択した管理対象システムのターゲット リストが正しい場合は、[次へ >] を選択しま
す。

• 選択した管理対象システムのリストが正しくない場合は、[ターゲットの追加...]また
は [ターゲットの削除]を選択して、リストを変更します。

3. ライセンス供与されていない管理対象システムに Insight Control for Linux ライセンスを適
用します。

4. 選択した管理対象システムすべてにライセンスが適用されている場合は、[次へ >] を選択
します。
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5. 配布方式を選択します。次の中から選択できます。

• [Standard Deploy Linux Image]
32 以下の管理対象システムにイメージをデプロイするとき、あるいはスケーラブル
デプロイメントの準備ができていない場合は、この方法を選択してください。

• [Scalable deployment]
32 を超える管理対象システムにイメージをデプロイし、スケーラブル デプロイメン
トの準備ができている場合は、この方法を選択してください。

重要: スケーラブル デプロイメント方式を使用する場合は、事前に、サーバーをネット
ワーク グループに割り当てる必要があります。詳しくは、10.4 項 (114 ページ) を参照し
てください。

スケーラブル デプロイメントを使用できるように、32 ビット OS の取得されたイメージ
は 2GB 未満である必要があります。代わりに、Standard Deploy Linux Image 方式を使う
必要があります。2GB より大きい 32 ビット オペレーティング システムまたは、サイズ
に関わらない 64 ビット オペレーティング システムの取得されたイメージのデプロイに、
スケーラブル デプロイメントを使用することができます。

6. [次へ >] を選択します。
7. デプロイするイメージを選択し、[次へ >] を選びます。
8. イメージを取得されたシステムのディスク パーティションのレイアウトを修正するかどう
かを指定します。

• 取得されたイメージからターゲット管理対象システムにディスク パーティションのレ
イアウトを適用する場合は、[Use partition scheme from image] オプションを選択しま
す。[次へ >] を選択します。

• ターゲット管理対象システムのディスク パーティションのレイアウトをカスタマイズ
する場合は、[Create partition scheme from wizard] オプションを選択します。次の表
が表示されます。
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図 21 既存のディスク パーティション スキーム

パーティション ウィザードの概要と、ディスク パーティションおよびボリューム グ
ループを編集するための使用方法については、10.6 項 (121 ページ) を参照してくださ
い。

ディスク パーティションのレイアウトのカスタマイズを完了したら、[次へ >] を選択
します。

9. オプションで、次のタイプまたはスクリプトの一部またはすべてを選択します（それぞれ
1 つ）。
• Predeployment スクリプト

• Postdeployment スクリプト

• Final Deployment スクリプト
これらのスクリプトについて詳しくは、10.1.3 項 (109 ページ) を参照してください。

10. イメージ デプロイメントを開始する場合は、次のいずれかを実行してください。
• イメージ デプロイメント操作をすぐに実行するには、[今すぐ実行]を選択します。

• [スケジュール]を選択して、今後のイメージ デプロイメント操作のスケジュールを設
定します。

11. [タスク結果]ウィンドウを参照して、イメージ デプロイメント操作の経過および関連する
タスクの状態を確認します。

デプロイメントの実行中、ほとんどのメッセージは、ターゲット サーバーの /tmp/
rct-debug.log に書き込まれます。デプロイメントが中断した場合は、コンソールを使用し
てこのファイルを調査します。

たとえば、ソース管理対象システムにディスクが 2 つあるが、ターゲット サーバーにはディ
スクが 1 つしかない場合、/tmp/rct-debug.log には次のようなメッセージが表示されま
す。
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yyyy/mm/dd time:Waking up
yyyy/mm/dd time:Capturing GrubBootLoader loader
yyyy/mm/dd time:Image Service genDeployCmds
yyyy/mm/dd time:genDeployCmds Failed :Message = target does not have enough drives for the image

10.6 Insight Control for Linux パーティション ウィザードの概要
Insight Control for Linux のパーティション ウィザードは、Red Hat と Novell 用の汎用ウィザー
ドです。パーティション ウィザードにはそれを使用する管理対象システムを調べる機能がない
ため、ストレージ ハードウェアに関する知識が必要です。
パーティション ウィザードを使用すると、1 つのパーティション方式でイメージを取得し、よ
り特殊なパーティション方式で 1 つ以上の管理対象システムにデプロイすることができます。
この 1 つの例が、ファイル システムが /（ルート）とスワップ パーティションでインストー
ルされるデフォルトのインストールです。このイメージを取得し、後で /、
swap、/opt、/usr、および /var として、複数のサーバーにデプロイすることができます。
このとき、手動でイメージを操作する必要はありません。

イメージを配備する前に、パーティション ウィザードのユーザー インターフェイスに、ター
ゲット サーバーに適用されるディスク パーティションのレイアウトが表示されます。パーティ
ション ウィザードは、ストレージ メディアに関する知識を持ちませんが、ストレージ メディ
アを説明するために作成された汎用の表現で動作します。

パーティション ウィザードは、ext3、ReiserFS、スワップ、および LVM のようなファイル シ
ステムの種類で動作するように設計されています。

10.6.1 パーティション ウィザードの要件とガイドライン
パーティション ウィザードを使用して独自のディスク レイアウトを指定する場合は、以下の
要件に注意してください。

• /boot ディレクトリまたはパーティション（ソース管理対象システムがどのようにインス
トールされたかによって異なります）は、デプロイされるイメージ内の同じ相対位置にあ
る必要があります。

SLES では、デフォルトでルート（/）パーティション全体が、（/boot ディレクトリを含
みます）ドライブ上の 2 番目のパーティション（パーティション 1）になります。
RHEL では、デフォルトでドライブ上に最初のパーティション（パーティション 0）とし
て /boot マウント ポイントを持つパーティションが作成され、他の LVM 内に別のルー
ト（/）パーティションが作成されます。
この両方の例で、取得されたイメージをデプロイするときは、/boot ディレクトリまたは
パーティションが同じ番号のパーティションにあることを確認する必要があります。必要
に応じてこれらのサイズを自由に変更できますが、位置を変更しないでください。

• RHEL は、デフォルトでVolGroup00 という論理ボリューム グループにルート パーティ
ションを配置します。パーティション ウィザードを使用してカスタム パーティション レ
イアウトを作成し、論理ボリューム グループ（LVM）にパーティションを配置する場合
は、VolGroup00 という論理ボリューム グループに配置する必要があります。この LVM
の名前は変更しないでください。カスタム Kickstart インストール設定ファイルを使用して
初期システムをインストールし、別のデフォルトの論理ボリュームグループ名を指定した
場合は、パーティション ウィザードで同じ名前を使用する必要があります。

• Linux イメージを取り込むために使用されるメカニズム（tar コマンド）は、ファイル シ
ステムに存在するハード リンクを保存します。イメージをデプロイし、パーティション
ウィザードを使用して （たとえば、別々の/、/boot、/usr、および /var ファイル シ
ステムを含む）複雑なディスク レイアウトを作成する場合は、イメージ抽出がファイル
システムを交差するハード リンクを再作成しようとするため、困難な問題に直面する場合
があります。

このような場合、デプロイメントは失敗します。別々のパーティションを使用する場合
は、イメージを取り込む前に、ハード リンクをシンボリック リンクで置き換えます。こ
れは、特に SLES で問題になります。/etc および /usr/share 内のファイルをリンクす
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るためにハード リンクを使用していて、ファイル システムの境界を超える場合があるた
めです。

• ソース管理対象システムをインストールするときに使用したファイル システムと異なる
ファイル システムを使用してイメージをデプロイする場合は、イメージを取り込む前に、
新しいファイル システムのサポートが OS（カーネル モジュール、およびファイル シス
テム ツール パッケージ）に内蔵されていることを確認する必要があります。

• reiserfs またはext3 パーティション タイプを取得およびデプロイする場合は、マウン
ト ポイントが要求どおりに設定されていることを確認してください。パーティション タ
イプswap およびswap にはマウント ポイントがありません。
パーティション ウィザードでは、パーティション タイプreiserfs およびext3 のマウ
ント ポイントを指定しなくても先の手順に進むことができますが、マウント ポイントの
消失は検出されません。このため、デプロイメントが失敗し、タスク結果に障害が示され
る場合があります。

• パーティション ウィザードでは、入力した値が保存されないため再利用することはできま
せん。

パーティション ウィザードを使用してパーティション スキームを作成し、[< 戻る]ボタン
を使用して複数回 [Partition Wizard] ページに戻ると、作成したパーティション スキーム
が失われ、デフォルトのパーティション スキームが再び表示されます。パーティション
スキームを再作成する必要があります。

同様に、パーティション ウィザードを使用してパーティション スキームを作成し、タス
クを再実行した場合は、作成したパーティション スキームが失われ、パーティション ス
キームを再作成する必要があります。

• 選択したブート パーティションがキャプチャーされたイメージのブート パーティション
と一致することを確認します。

パーティション ウィザードを使用して別のディスク パーティショニング スキームを指定
する場合は、ブート可能なパーティション（通常 /boot または /）はキャプチャーされ
たイメージのものと同じパーティションでなければなりません。

RHEL ディストリビューションでは、通常これは最初のパーティション（パーティション
0）ですが、SLES ディストリビューションでは 2 番目のパーティション（パーティション
1）です。

• パーティション ウィザードを使用して、論理ボリュームを使用した RHEL イメージ デプ
ロイメントのストレージ レイアウトの変更を行う場合は、必ず、最初のボリューム グルー
プの名前をVolGroup00 にしてください。この値は、論理ボリュームをアクティブにする
ために最初の RAM ディスク（initrd*.img）にコード化され、[Deploy Linux Image] は
初期 RAM ディスクを再作成しません。
インストール後に実行されるスクリプトで初期の RAM ディスクを再作成することはでき
ます。

• ディスク上で使用可能な量または定義したボリューム グループ範囲内以上のストレージを
割り当てないようにしてください。このためには、常に、空き容量を使用するか、または
成長可能なパーティション（または LVM を使用する場合は論理ボリューム）を定義する
ことをおすすめします。パーティションと論理ボリュームが空き容量内に適切に収まるサ
イズであることを確認する必要があります。

• 論理ボリュームに使用されるパーティションは、最初の 4 つのディスク パーティション
でなくてはなりません。5 つ以上のパーティションがある場合は、論理ボリュームは最初
の 3 つのディスク パーティションである必要があります。
これは、ボリューム グループに使用できるパーティション数を 3（4 つのパーティション
のみが作成された場合）または 2（4 つを超えるパーティションが作成された場合）に制
限します。
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重要: これらのガイドラインと要件に適合しない場合は、デプロイしたイメージが起動しな
い場合があります。

要件に適合できない場合や、Linux、カーネル モジュール、または grub に慣れていない場合
は、高度なパーティション ウィザードを使用せず、イメージ内のパーティション方式を使用し
てイメージをデプロイすることをおすすめします。

パーティション ウィザードの使用に関するその他の制限や制約については、『HP Insight Control
for Linux リリース ノート』を参照してください。

10.6.2 パーティション ウィザードの使用
ストレージ ドライブはディスクとして定義されます。これの短縮形は、ディスクを表す大文字
のD とそれに続くディスク番号で、ボリューム グループ ダイアログに表示されます。たとえ
ば、/dev/sda または /dev/hda は、D0 になります。
パーティションはディスクと同じ構文に従い、パーティション 1 はP1 になります。たとえば、
D1:P1 は、/dev/sdb2 または /dev/hdb2 を表します。この構文は、Red Hat の grub 起動
ローダーに似た構文に従っています。

パーティション ウィザードの初期テーブルは、2 つのセクションに分かれています。テーブル
の上部にあり、物理デバイスが表示されるハードディスク ドライブと、テーブルの下部にあ
り、論理デバイスが表示されるボリューム グループです。

• [Hard Drives] セクションには、サーバー上の物理メディアが表示されます。正しいディス
クの数を追加するには、ハードウェアに関する知識が必要です。ハードディスク ドライブ
セクションには、最大 16 台のディスクを追加できます。ただし、ディスク当たりの最大
パーティション数は 16 です。
パーティションを作成するときは、マウント ポイントとサイズ仕様を指定する必要があり
ます。[fill to maximum available size] ラジオ ボタンを選択すると、残りのディスク容量が
使用され、サイズを指定する必要がありません。Insight Control for Linux の RAM ディスク
環境は、ディスクを調べ、残りの容量でパーティションを作成します。

• [Volume Groups] セクションでは、ボリューム グループを作成します。
ボリューム グループを作成するには、[Volume Groups] 行を選択し、[Add] を選びます。
LVM パーティションが使用できない場合、メッセージが表示されます。この場合、ボリュー
ム グループで使用する物理ボリューム（PV）デバイスを作成するために、ファイル シス
テムの種類を LVM に設定してパーティションを追加する必要があります。
ボリューム グループを作成するときは、論理ボリュームの名前を指定し、使用するパー
ティション（物理ボリューム）を選択する必要があります。デフォルトでは、使用できる
LVM パーティションだけを選択できます。ボリューム グループ用の PV デバイスを削除す
ると、関連するボリューム グループを削除することを確認するためのプロンプトが表示さ
れます。以下のオプションがあります。

◦ [OK] を選択して、空のボリューム グループを作成し、後で論理ボリュームを定義し
ます。

◦ [Add] を選択して、論理ボリュームを作成します。
ボリューム グループを編集するか、ボリューム グループを作成して、論理ボリュームを
作成します。ダイアログ ボックスから [Add] を選択して、論理ボリュームのパラメーター
を定義します。論理ボリューム グループの名前、マウント ポイント、およびサイズを指
定する必要があります。論理ボリュームを作成するときは、使用できる最大の PV サイズ
を超えることができません。
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11 仮想マシンのインストールと設定
この章では、次の順序で実行する必要がある以下のタスクについて説明します。

1. 「仮想ホストのインストール」 (124 ページ)
2. 「仮想ホストの Insight Control 仮想マシン管理への登録」 (125 ページ)
3. 「仮想ゲストの作成とインストール」 (126 ページ)
4. 「仮想ゲストと仮想ホストの関連付け」 (133 ページ)
5. 「仮想ホストおよび仮想ゲストの監視設定」 (134 ページ)
6. 「仮想ゲスト操作」 (134 ページ)

注: 
• HP サーバーのデフォルト設定では、CPU の仮想化拡張は無効にされています。仮想化に
使用するサーバー、特に完全仮想化ゲストに使用するサーバーでは、プロセッサーのタイ
プに合わせて次に示すメニュー項目でサーバーの BIOS 設定を変更してください。
[Advanced options]→[プロセッサー オプション]→[Intel(r) Virtualization Technology]
[Advanced options]→[プロセッサー オプション]→[バーチャライゼーション]
上記の機能拡張は、Xen を使用する仮想化で必要です。また、VMware ESX および ESXi
仮想化オペレーティング システムでは推奨されています。
ご使用のサーバーによって BIOS 設定は、少し異なる可能性があります。

• VMware ESX および ESXi 仮想化オペレーティング システムでは、次の BIOS 設定を有効
にする必要があります。

[Advanced options]→[プロセッサー オプション]→[No-Execute Memory Protection]
デフォルトでは、このオプションは [無効]に設定されています。

• SLES 10 オペレーティング システムが動作する CMS から、PXE を使って ESXi 5.0 をイン
ストールする場合は、atftp でなく tftp を使用する必要があります。ESXi 5.0 には、
atftp では管理できない非常にサイズの大きな起動ファイルが含まれるためです。tftp
または atftp の一方のみをインストールできます。両方をインストールすることはでき
ません。atftp のアンインストールと tftp のインストールについては、「atftp のアン
インストールと tftp のインストール」 (206 ページ) を参照してください。

11.1 仮想ホストのインストール
次に、物理サーバーを仮想ホストとして機能させることができるようにするオペレーティング
システムをインストールします。

HP では、仮想ホスト用のインストール設定ファイルのテンプレートを提供しています。設定
ファイルのコピーをご使用の環境に合わせて編集してください。これらのテンプレートは、
Insight Control for Linux レポジトリにあります。テキスト-virt-host は、それらを識別しま
す。たとえば、

rh061-virt-host-xen Xen Kickstart、仮想ホスト付き RHEL バージョン
6 Update 1 用

rh061-virt-host-kvm KVM Kickstart、仮想ホスト付き RHEL バージョン
6 Update 1 用

sll04-virt-host-xen Xen AutoYaST、仮想ホスト付き SLES バージョン
10 Service Pack 4 用

esx040 VMware ESX のインストール設定ファイル
これらのテンプレートを使用して、自身の環境に合ったインストール設定ファイルを作成しま
す。必ず、作成したインストール設定ファイルを Insight Control for Linux レポジトリに登録し
てください。
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仮想化オペレーティング システム Insight Control for Linux サポートについて詳しくは、『HP
Insight Control for Linux サポート マトリックス』を参照してください。
仮想ホストをインストールするには、以下の手順に従ってください。

1. 物理ホストを検出します。

検出したホストは、HP SIM が認識する管理対象システムとして表示されるはずです。
2. [オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[グローバル認証...]メニュー項目を使用して、仮想
ホストのグローバル サインイン認証情報を設定します。

3. 選択した物理サーバーに仮想化された設定があるオペレーティング システムをインストー
ルします。第9章 (88 ページ) は、Insight Control for Linux を使用して Linux オペレーティ
ング システムをインストールする手順を説明しています。

4. [オプション]→[システムの識別...]を実行して、インストールされている内容を検証しま
す。

次に、仮想ホストを仮想マシン管理に登録します。

11.2 仮想ホストの Insight Control 仮想マシン管理への登録
重要: ホストを登録するには、事前に、[VM Host registration] メニュー項目または[設定]→[エー
ジェントの設定および修復...]タスクを使用してサインイン認証情報をグローバル認証情報、検
出認証情報、またはシステム認証情報として指定する必要があります。Insight Control 仮想マ
シン管理登録中、そうしないと、証明書は設定されず、以下のエラーメッセージが返ります。

No valid working Sign-in credentials were found for the system in HP SIM. Check the Sign-in credentials by going

to 'Options->Security->Credentials->System Credentials

仮想ホストにオペレーティング システムをインストールしたら、以下の手順に従って仮想ホス
トを Insight Control 仮想マシン管理に登録します。
1. 次の説明は、VMware ESX または ESXi を実行するホストだけに適用されます。

vCenter アプリケーションにホスト名を追加します。vCenter アプリケーションについて詳
しくは、『HP Insight Control 仮想マシン管理ユーザー ガイド』を参照してください。

2. 仮想ホストに対して、[設定]→[エージェントの設定および修復...]タスクを実行します。

注記: このステップは、VMware ESXi には適用されません。HP から購入した VMware
ESXi には、WBEM プロバイダー（エージェント）が内蔵されています。

[プロバイダーとエージェントのインストール]画面で、[Linux PSP または ESX エージェン
トのインストール]および [VM ホストの登録]チェック ボックスがチェックされていること
を確認します。
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エージェントの設定について詳しくは、8.3.4 項 (82 ページ) を参照してください。
3. [ツール]→[System Information]→[System Page...]タスクを実行して仮想ホストのシステム
ページを調べ、Insight Control 仮想マシン管理が正しく設定されていることを確認します。
[製品詳細] の [システム サブタイプ]行を探します。詳細には仮想マシン ホストという語
句が含まれているはずです。

11.3 仮想ゲストの作成とインストール
この項全体では、次の方法について説明します。

• 仮想ゲストの作成方法

VMware ESX および ESXi では、vCenter アプリケーションの使用をおすすめします。
Xen および KVM には、virt-manager ユーティリティの使用をおすすめします。

• 仮想ゲスト上で動作するオペレーティング システムのインストールと設定方法。メモリ、
ディスク ストレージ、MAC アドレス、ネットワーク情報、およびインストール用メディ
アの URL（Insight Control for Linux レポジトリにリンクします）の要件に対応する必要が
あります。

DHCP を使用する場合は、仮想ゲスト用に DHCP サーバーをセットアップする必要があり
ます。詳しくは、「仮想ゲスト用の DHCP サーバーのセットアップ」 (206 ページ) を参照
してください。

この項では、VMware ESX 仮想ホスト、VMware ESXi 仮想ホスト、および Xen 仮想ホストの
作成について説明します。

11.3.1 VMware ESX および ESXi 仮想ゲスト設定のガイドライン
仮想ゲストの作成には、vCenter アプリケーションが必要です。これらのアプリケーションに
ついて詳しくは、『HP Insight Control 仮想マシン管理ユーザー ガイド』を参照してください。
仮想ゲストのライセンス適用については、3.3 項 (29 ページ) を参照してください。
この項では、VMware ESX および VMware ESXi ゲストの作成および設定の方法を 1 つ紹介し
ます。ここで扱う方法の他にも多くの方法があり、同じ結果を得ることができます。

VMware ESX および ESXi 仮想ゲスト設定のための次のガイドラインに従ってください。
1. vCenter を使用して、VMware ESX または VMware ESXi ホストに VM ゲスト マシンを作
成します。vCenter には、vCenter ホストにネットワーク経由でアクセスできる Windows
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システム上で実行される vSphere Client アプリケーションを使用してアクセスします。こ
のステップで、VM ゲストにインストールするオペレーティング システムを選択します。

2. 以下の手順に従って、管理対象システムから起動可能な ISO イメージを認識できるように
します。

a. VM ゲストにインストールするオペレーティング システムの ISO イメージを入手ま
たは作成します。

b. この ISO イメージを vCenter サーバーから認識できるようにします。
このためには、FTP を使用して ISO イメージを vCenter に転送するか、ISO イメージ
を含む共有ドライブ/フォルダーを vCenter システムにマッピングします。

c. VMware ESX または ESXi ホスト システムに関連付けられたデータストアにアクセス
して、前のステップ（2b）で認識できるようになった ISO を vCenter データストア
に追加します。

注記: また、NFS でサポートされるデータストアを作成して、起動可能な ISO を管理対
象ホストから直接認識できるようにすることもできます。詳しくは、VMware のマニュア
ルを参照してください。

3. データストア内の ISO イメージをインストール対象の VMware ゲストの CD/DVD イメー
ジとして選択し、電源投入時の接続を選びます。

4. VM ゲストが次の起動時に BIOS モードに入るように設定されていることを確認します。
その状態になっていない場合は、変更します。

BIOS モードに入ったら、CD または DVD からの起動が最優先されるように起動順を変更
します。これにより、システムは他のメディアより先に CD または DVD から起動するよ
うになります。

5. VM ゲストのコンソールを開きます。
6. VM ゲストを起動して、対話型のインストールを続けます。
7. Insight Control for Linux レポジトリからインストール設定ファイルを使用してネットワー
ク インストールを実行します。必須のカーネル パラメーターは、必ず指定してください。
以下では、起動時のプロンプトに対する応答の例を示します。

boot: linux ks=http://cms:port/instconfig/os/os.cfg ksdevice=device

ここで

cms CMS の完全修飾 IP アドレス
port 使用するポート

os_specifier 仮想ゲストにインストールするオペレーティング システムを
示します（例：RHEL6U1-i386、
SLES11SP1-i386/DVD1）。

SLES の一部のリリースでは、DVD1 ではなく、CD1 を指定し
ます。

device ネットワークに接続されるネットワーク デバイス
例：

boot: ks=http://mercury.example.com:60000/instconfig/rh054-virt-guest/rh054-virt-guest.cfg
ksdevice=eth1

注記: この例では、表示の都合で 2 行に分けて紹介していますが、実際には 1 行で入力
します。

8. 仮想ゲストを監視するには、固定した IP アドレスを割り当てる必要があります。このアド
レスには、仮想ゲストのインストール時に入力した静的 IP アドレスを使うことができま
す。また、DHCP を使用していた場合は、確立した MAC アドレスにマッピングされた固
定 IP アドレスを使うこともできます。詳しくは、23.10 項 (206 ページ) を参照してくださ
い。
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9. インストールにかかる時間は、オペレーティング システムおよびネットワークのパフォー
マンスにより異なります。

11.3.2 KVM 仮想ゲストの設定ガイドライン
この項では、KVM 仮想ゲストの作成および設定の方法を 1 つ紹介します。ここで扱う方法の
他にも方法があり、同じ結果を得ることができます。

仮想ゲストの作成には、virt-manager ユーティリティおよび X window セッションが必要
です。virt-manager ユーティリティについては、必ず、マニュアルを参照してください。
仮想ゲストのライセンス適用については、3.3 項 (29 ページ) を参照してください。

重要: 仮想ゲスト用の RHEL の Kickstart および SLES AutoYaST の設定テンプレート ファイル
は固定された root パスワードを含んで提供されます。このパスワードをそのまま使用するとセ
キュリティ上の問題が発生します。

安全なインストールを行うために、対話型のインストール、ローカル ホスト上で適切に保護さ
れた Kickstart または AutoYaST ファイルの使用など、root パスワードが外部に漏れない方法で
仮想ゲスト オペレーティング システムのインストールを行うことをおすすめします。
安全にインストールを行うには、root のパスワードを CMS に保存しないようにしてください。

11.3.2.1 RHEL KVM 仮想ホストのインストール
KVM 仮想ゲストの設定では、次のガイドラインに従ってください。

• 仮想ゲスト用の KickstartT ファイルが、CMS 上の
/opt/repository/instconfig/osver-virt-guest-kvm ディレクトリにあること
を確認します。ここで、osver は、オペレーティング システムのバージョンを意味しま
す（例：rh055）。

Kickstart のファイル名の書式は、osver-virt-guest-kvm.cfg になります。

• Kickstart ファイルをカスタマイズする必要がある場合は、次の手順に進む前に済ませてく
ださい。

• 仮想ホストへの xterm ウィンドウまたはリモート デスクトップ接続を開きます。

• 仮想ホスト上で virt-manager ユーティリティを実行して、新しいマシンを作成し名前
を付けます。

ヒント: マシン名は、仮想マシン マップのホスト名と一致させてください。23.10 項
(206 ページ) を参照してください。

• localhost（QEMU）が接続されていることを確認してください。
localhost エントリーがない場合は、[File]→[Add Connection] を選択し、次にQEMU/KVM を
ハイパーバイザーとして選択して、接続を Local と指定し、[Connect] を選択します。
localhost エントリーが存在して接続されていない場合は、localhost エントリーを右クリッ
クして [Connect] を選択します。

• [New] を選択して手順を開始します。

• 仮想ゲストに一意の名前を指定します。

• [Network Install] を選択します。

• URL を求めるメッセージが表示されたら、以下を入力します。
http://CMS/os/os_specifier

ここで

CMS CMS の完全修飾 IP アドレス
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重要: このサーバーのポートは、80 である必要がありま
す。これはデフォルトです。

os_specifier 仮想ゲストにインストールするオペレーティング システムを
示します（例：RHEL6U1-i386）。

• URL オプションで、Insight Control for Linux レポジトリ内の仮想ゲスト設定ファイルにリ
ンクされた URL を指定します。
http://CMS/instconfig/os/osver-virt-guest/osver-virt-guest-kvm.cfg

重要: このサーバーのポートは、80 である必要があります。これはデフォルトです。

• インストール メディアに基づいて virt-manager がオペレーティング システムを自動
的に検出するようにオプションを選択します。そうでないと、OS タイプおよびバージョ
ンを選択する必要があります。

• メモリ設定のデフォルト値は十分です。ただし、十分なメモリがあるなら、この値を 1024
に増やして仮想ゲスト マシンのパフォーマンス管理を向上させることができます。

• 仮想ゲスト マシンのディスク イメージを作成するときは、ゲストに設定されているデフォ
ルト ストレージは十分です。ただし、実行するアプリケーションが追加のストレージを必
要とするということがわかっている場合はそのかぎりではありません。

• [Advanced options] を選択して、NIC をブリッジとして正しく設定します。
br0 またはbr1 を適切に選択します。どちらを選択すべきかを判断するには、ifconfig
コマンドを KVM ホストで実行し、希望の割り当てられた IP アドレスを持つブリッジを選
択します。

固定 MAC アドレスを入力するオプションを選択し、仮想ゲストの MAC アドレスを入力
します。詳しくは、23.10 項 (206 ページ) を参照してください。

最後のエントリーの後、インストールを開始して完了まで進めしなければなりません。
virt-manager の下の仮想ゲスト用コンソールを開くことによって、その進捗を監視するこ
とができます。入力した名前を持つゲストの位置を確認し、[Open] を選択し、そのコンソー
ルを開きます。

完了して仮想ゲスト マシンが再起動するまで、仮想ゲスト インストールを監視します。再起
動しない場合は、以下のいずれかを実行します。

• コンソール ウィンドウで [Run] をクリックします。または

• virt-manager から仮想ゲストの名前の位置を確認し、右クリックして [Run] を選択して
起動します。

仮想ゲストが起動して、動作を始めます。

11.3.2.2 SLES KVM 仮想ホストのインストール
SLES KVM 仮想ゲストのインストールでは、次のガイドラインに従ってください。

• 仮想ゲスト用の AutoYaST ファイルが、CMS 上の
/opt/repository/instconfig/osver-virt-guest-kvm ディレクトリにあること
を確認します。ここで、osver は、オペレーティング システムのバージョンを意味しま
す（例：sl111）。

AutoYaST のファイル名の書式は、osver-virt-guest-kvm.cfg になります。

• SLES KVM 仮想ホストのインストールには、ISO が必要です。ISO をダウンロードして、
KVM 仮想ホストにコピーします。

• AutoYaST ファイルをカスタマイズする必要がある場合は、次の手順に進む前に済ませて
ください。

11.3 仮想ゲストの作成とインストール 129



• 仮想ホストへの xterm ウィンドウまたはリモート デスクトップ接続を開きます。

• 仮想ホスト上で virt-manager ユーティリティを実行して、新しいマシンを作成し名前
を付けます。

ヒント: マシン名は、仮想マシン マップのホスト名と一致させてください。23.10 項
(206 ページ) を参照してください。

• localhost（QEMU）が接続されていることを確認してください。
localhost エントリーがない場合は、[File]→[Add Connection] を選択し、次にQEMU/KVM を
ハイパーバイザーとして選択して、接続を Local と指定し、[Connect] を選択します。
localhost エントリーが存在して接続されていない場合は、localhost エントリーを右クリッ
クして [Connect] を選択します。

• [New] を選択して手順を開始します。

• オペレーティング システムをインストールする必要があると表示されているラジオ ボタ
ンを選択します。

• 仮想ゲスト上で動作する OS タイプを指定します。SUSE を選択し、次に、KVM 仮想ホス
トにコピーした ISO イメージに一致する OS バージョンを選択します。

• [Summary] ウィンドウで：
仮想ゲストに一意の名前を指定します。◦

◦ メモリ設定のデフォルト値は十分です。ただし、十分なメモリがあるなら、この値を
1024 に増やして仮想ゲスト マシンのパフォーマンス管理を向上させることができま
す。

◦ 仮想ゲスト マシンのディスク イメージを作成するときは、ゲストに設定されている
デフォルト ストレージは十分です。ただし、実行するアプリケーションが追加のスト
レージを必要とするということがわかっている場合はそのかぎりではありません。

◦ [Network Adapters] を選択して、NIC をブリッジとして正しく設定します。ブリッジ
設定を強調表示させ、[Edit] を選択します。
br0 またはbr1 を適切に選択します。どちらを選択すべきかを判断するには、
ifconfig コマンドを KVM ホストで実行し、希望の割り当てられた IP アドレスを持
つブリッジを選択します。

固定 MAC アドレスを入力するオプションを選択し、仮想ゲストの MAC アドレスを
入力します。詳しくは、23.10 項 (206 ページ) を参照してください。

◦ [Summary] ウィンドウの設定が完了したら、変更内容を適用し、[Operating System
Installation] を選択します。

◦ [Virtual Disk] が選択されていることを確認し、[+ Add] を選択します。

◦ [Virtual Disk] ウィンドウで、[Browse] を選択し、仮想ホスト上の ISO イメージの位置
を指定します。左のナビゲーション バーの [File System] をダブルクリックする必要が
あります。

◦ [Power Off]、[Reboot]、および [Crash] オプションにデフォルト値を受け入れます。

• [OK] を選択してインストールを開始する前に、インストールが実行されることをそれ以降
の画面で指定するために 20～30 秒あることに注意してください。タイムアウトが経過す
ると、仮想ゲストはハードディスクから起動しようと試みます。この時間内に以下が行わ
れる必要があります。

◦ [OK] を選択した後で仮想ゲスト コンソールが自動的に開きます。
開かない場合は、virt-manager ユーティリティから仮想ゲストの名前の位置を確
認し、右クリックして、[Open] を選択して監視コンソールを開きます。
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◦ 仮想ゲストは起動とともにカーネルをロードし、ウィンドウでBoot from Hard
Disk が強調表示されます。カーソル キーを使用して、[Installation] を選択します。

準備ができたら、[OK] を選択してインストールを開始します。

• [Boot Options] では、ネットワーク パラメーターと AutoYaST ファイルを入力します。例：
netsetup=dhcp,all netwait=30
autoyast=http://CMS/instconfig/sl111-virt-guest-kvm/sl111-virt-guest-kvm.cfg

注記: この例は、わかりやすいように 2 行で示されています。これらの起動オプション
は同じ行に入力してください。

Enter キーを押したら、インストールを開始して完了まで進めしなければなりません。
virt-manager の下の仮想ゲスト用コンソールを開くことによって、その進捗を監視するこ
とができます。入力した名前を持つゲストの位置を確認し、[Open] を選択し、そのコンソール
を開きます。

完了して仮想ゲスト マシンが再起動するまで、仮想ゲスト インストールを監視します。再起
動しない場合は、以下のいずれかを実行します。

• コンソール ウィンドウで [Run] をクリックします。または

• virt-manager から仮想ゲストの名前の位置を確認し、右クリックして [Run] を選択して
起動します。

仮想ゲストが起動して、動作を始めます。

SSH が機能しない場合は、ping コマンドを使用して、NIC を確認します。
# ping virtual_guest_name

設定された MAC アドレスが DNS/DHCP エントリーと一致することを確認します。
virt-manager コマンドは 00:16:3e で始まる MAC アドレスを表示することがありますが、
代わりに 52:54:00 で始まるように NIC を設定します。KVM 仮想ホスト上でこれらのコマン
ドを実行することによって、MAC アドレスを調整することができます。
1. 次のコマンドを使用して、仮想ゲストをシャットダウンします。

# virsh shutdown virtual_guest_name

コンソールで、仮想ゲストが完全にシャットダウンされたことを確認します。

2. virsh edit コマンドで、MAC アドレスを編集します。
# virsh edit virtual_guest_name

変更を保存し、エディターを終了します。

3. 仮想ゲストを再起動します。

# virsh start virtual_guest_name

11.3.3 Xen 仮想ゲストの設定ガイドライン
この項では、Xen 仮想ゲストの作成および設定の方法を 1 つ紹介します。ここで扱う方法の他
にも多くの方法があり、同じ結果を得ることができます。

仮想ゲストの作成には、virt-manager ユーティリティおよび X window セッションが必要
です。virt-manager ユーティリティについては、必ず、マニュアルを参照してください。
仮想ゲストのライセンス適用については、3.3 項 (29 ページ) を参照してください。
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重要: 仮想ゲスト用の RHEL の Kickstart および SLES AutoYaST の設定テンプレート ファイル
は固定された root パスワードを含んで提供されます。このパスワードをそのまま使用するとセ
キュリティ上の問題が発生します。

安全なインストールを行うために、対話型のインストール、ローカル ホスト上で適切に保護さ
れた Kickstart または AutoYaST ファイルの使用など、root パスワードが外部に漏れない方法で
仮想ゲスト オペレーティング システムのインストールを行うことをおすすめします。
安全にインストールを行うには、root のパスワードを CMS に保存しないようにしてください。

Xen 仮想ゲストの設定では、次のガイドラインに従ってください。

• 仮想ゲスト用の Kickstart または AutoYaST ファイルが、CMS 上の
/opt/repository/instconfig/osver-virt-guest-xen ディレクトリにあること
を確認します。ここで、osver は、オペレーティング システムのバージョンを意味しま
す（例：rh055）。

Kickstart または AutoYaST のファイル名の書式は、osver-virt-guest-xen.cfg にな
ります。

• Kickstart または AutoYaST ファイルをカスタマイズする必要がある場合は、次の手順に進
む前に済ませてください。

• 仮想ホストへの xterm ウィンドウまたはリモート デスクトップ接続を開きます。

• 仮想ホスト上で virt-manager ユーティリティを実行して、新しいマシンを作成し名前
を付けます。

ヒント: マシン名は、仮想マシン マップのホスト名と一致させることを考慮してくださ
い。23.10 項 (206 ページ) を参照してください。

• 仮想化方式として、[準仮想化] オプションを選択します。

• オペレーティング システムのインストール用メディアの URL（「ネットワーク URL」とも
呼ばれます）が Insight Control for Linux レポジトリとリンクしている必要があります。
http://CMS:port/instconfig/os/os_specifier

ここで

CMS CMS の完全修飾 IP アドレス
port 使用するポート

os_specifier 仮想ゲストにインストールするオペレーティング システムを
示します（例：RHEL6U1-i386、
SLES11SP1-i386/DVD1）。

SLES の一部のリリースでは、DVD1 ではなく、CD1 を指定し
ます。

たとえば、http://mercury.example.com:60000/os/RHEL6U1-i386 と指定しま
す。

• RHEL の Kickstart ファイルでは、Insight Control for Linux レポジトリ内のファイルの位置と
リンクされた URL を指定します。
http://CMS:port/instconfig/os/osver-virt-guest/osver-virt-guest.cfg

ここで

osver オペレーティング システムのバージョンを指定します（例：rh052）。

• SLES の AutoYaST ファイルでは、Insight Control for Linux レポジトリの AutoYaST ファイ
ルのコピーを /tmp ディレクトリに配置し、任意のテキスト エディターを使用してこの
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ファイルを変更し、必要な場合は root パスワードを編集し /tmp 内のファイルへのパスを
指定します。

# cd /tmp
# wget http://CMS:port/instconfig/os/osver-virt-guest/osver-virt-guest.cfg
# chmod 0600 osver-virt-guest.cfg
# vi osver-virt-guest.cfg

ここで

osver オペレーティング システムのバージョンを指定します（例：sl102）。
SLES の AutoYaST ファイルは、/tmp/osver-virt-guest.cfg にあります。

• ストレージ領域の割り当てのためにシンプル ファイル オプションを指定します。

• ホスト ネットワークへの接続に使用できる物理デバイスを選択します（例：peth0）。

• 仮想ゲストを監視するには、固定した IP アドレスを割り当てる必要があります。このアド
レスには、仮想ゲストのインストール時に入力した静的 IP アドレスを使うことができま
す。また、DHCP を使用していた場合は、確立した MAC アドレスにマッピングされた固
定 IP アドレスを使うこともできます。詳しくは、23.10 項 (206 ページ) を参照してくださ
い。

• インストールにかかる時間は、オペレーティング システムおよびネットワークのパフォー
マンスにより異なります。xterm ウィンドウまたはリモート コンソールのウィンドウで
インストールの進捗状況を監視します。

11.4 仮想ゲストと仮想ホストの関連付け
仮想ホストと仮想ゲストを関連付けるには、以下の手順を実行してください。

注記: HP SIM は、仮想ホストの検出中に、仮想ホストの立場から仮想ゲストを識別して、{
仮想ホスト名 }_{仮想ゲスト名 } という名前を割り当てます。また、仮想ゲストの検出では、
HP SIM は OS のインストール時に仮想ゲストに割り当てられたホスト名および IP アドレスを
認識します。仮想ホストまたは仮想ゲストが検出され対応する仮想ゲストまたは仮想ホスト検
出からの仮想ゲスト情報を利用できるようになると、HP SIM はオペレーティング システムの
ホスト名を管理対象システムの名前として使用して新しく検出したゲストを既存のゲストと関
連付けます。

たとえば、vh という名前の仮想ホストがあり、そのホスト上にvg という名前の仮想ゲストが
作成されているとします。OS のインストール時にvg にpluto という名前を付けたとします。
仮想ホストと仮想ゲストの両方が検出された後、HP SIM は関連を正しいものと判断しvh_vg
という名前をpluto に変更します。

1. HP SIM が仮想ホストの下に仮想ゲストをリストしているかどうかを確認します。[システ
ムおよびイベント収集]の下で該当するシステム収集を調べてください。
HP SIM が仮想ゲストをリストしていない場合は、[オプション]→[システムの識別...]を実
行します。

2. HP SIM から仮想ゲストの電源を入れます。仮想ゲスト ノードを選択して[ツール]→[Virtual
Machine]→[Start Virtual Machine] を選択してください。
仮想ゲストが起動するまで待ちます。

3. 任意のシステムから ping コマンドを実行して、仮想ゲストが起動して稼動していること
を確認します。仮想ゲスト用に固定した IP アドレスを指定します。

4. HP SIM から、以下の手順に従って仮想ゲストの OS を検出します。
a. [オプション]→[検出]を選択し、仮想ゲストを指定します。
b. [New] を選択します。
c. 仮想ゲストをその固定した IP アドレスまたはホスト名で指定します。
d. [ユーザー名:]テキスト フィールドに、root と入力します。
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e. [Password:] および [Confirm Password:] テキスト フィールドに、root パスワードを入
力します。

f. [OK] を選択します。
g. [保存]を選択します。
h. [すぐに実行]を選択します。

この手順で仮想ゲストを仮想ホストに関連付けできない場合は、以下の手順に従ってくださ
い。

1. ゲストの認証情報が正しくない場合、HP SIM のシステム リストで、検出タスクで指定し
た IP アドレスまたはホスト名のシステムのタイプが「Unknown」になります。

2. [オプション]→[システムの識別...]タスクを実行しなおして、仮想ゲストを識別します。

11.5 仮想ホストおよび仮想ゲストの監視設定
注記: Insight Control for Linux は、Microsoft Windows を実行する VMware ESXi 仮想ホスト
および仮想ゲストの監視をサポートしていません。

仮想ホストまたは仮想ゲストを監視できるように設定する手順は、物理管理対象システムの場
合と同じです。つまり、手順は、次の Insight Control for Linux メニュー項目で構成されます。
1. 仮想ゲストに対して[設定]→[エージェントの設定および修復...]を選択します。

[セキュアシェル (SSH) アクセス認証の設定]チェック ボックスにチェックが入っているこ
とを確認します。図 19 (84 ページ) に、図が掲載されています。

2. [オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] を実行します。
これで、仮想ホストおよび仮想ゲストは、Insight Control for Linux で監視することができます。
追加の Insight Control 仮想マシン管理操作を実行することができるようになりました。Insight
Control 仮想マシン管理操作について詳しくは、『HP Insight Control 仮想マシン管理ユーザー
ガイド』を参照してください。

11.6 仮想ゲスト操作
VMware ESX および ESXi、および Xen 仮想化については、『HP Insight Control 仮想マシン管
理ユーザー ガイド』に、Insight Control 仮想マシン管理の制御およびツールの使用についての
情報が提供されています。それには、次の内容が含まれます。

• 仮想マシン ゲストの起動または再開
[ツール]→[Virtual Machine]→[Start Virtual Machine]

• 仮想マシン ゲストのシャットダウンまたは停止
[ツール]→[Virtual Machine]→[Stop Virtual Machine]

注意: 仮想マシン ゲストをシャットダウンまたは停止すると、保存していないデータは
失われます。

• 仮想マシン ゲストの停止または一時停止
[ツール]→[Virtual Machine]→[Suspend Virtual Machine]

• 仮想マシン ゲストのリセットまたは再起動
[ツール]→[Virtual Machine]→[Restart Virtual Machine]

KVM 仮想化については、virt-manager、virsh などの KVM 固有のコマンドを使用して、
KVM ホストから仮想ゲストを管理することをおすすめします。これらのツールは、通常、KVM
ホストにインストールされています。次に例を示します。

• 仮想マシン ゲストの起動または再開
# virsh start virtual_guest_name
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• 仮想マシン ゲストの正しい手順でのシャットダウン
# virsh shutdown virtual_guest_name

注意: 仮想マシン ゲストをシャットダウンすると、保存していないデータは失われま
す。

• 仮想マシン ゲストの停止
# virsh suspend virtual_guest_name

• 仮想マシン ゲストを停止状態から戻します。
# virsh resume virtual_guest_name

注記: 具体的なコマンドについては、KVM ディストリビューションに付属のvirsh(1) および
virt-manager(1) マニュアル ページを参照してください。
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12 Insight Control for Linux を使用した HP ProLiant ファー
ムウェアの更新

この章では、以下の項目について説明します。

• 「HP ProLiant ファームウェアの更新の概要」 (136 ページ)

• 「基本的なファームウェア更新機能」 (136 ページ)

• 「高度なファームウェア更新機能」 (140 ページ)

12.1 HP ProLiant ファームウェアの更新の概要
ファームウェアを常に最新の状態にしておくのは困難なことですが、必要なタスクです。各
ProLiant サーバーは、通常、定期的なファームウェアの更新が必要な複数のデバイスを搭載し
ており、これがユーザーの負担になることがあります。HP は、このタスクを簡単にするため
のツール セットを提供しています。これらのツールは、HP Smart Update Firmware DVD で配
布されています。これは、次の Web サイトから入手できます。
http://www.hp.com/jp
Insight Control for Linux には、HP ProLiant ファームウェア Smart Update Firmware DVD を Insight
Control for Linux CMS に組み込み、Insight Control for Linux ベアメタル検出機能によってシス
テムが検出されたときに、Insight Control for Linux を使用して HP Insight Control のユーザー イ
ンターフェイスからのオンデマンドまたは自動的にシステム上のファームウェアを更新できる
追加のツールがあります。

基本的なファームウェア更新は、CMS を設定して数ステップから成る簡単な手順で行うこと
ができます。基本的なファームウェア更新では、ファームウェアの更新が行われるとき、サー
バー上のすべてのデバイスが最新バージョン（ユーザーがダウンロードを選択した Smart Update
Firmware DVD で利用可能なもの）のファームウェアに自動的に更新されます。
ただし、サーバーごとにインストールを許可するファームウェアを制御する必要がある場合も
あります。このような状況に対応するために、Insight Control for Linux は、サーバーごとにイ
ンストールを許可するファームウェア セットを細かく指定できるようにする高度なファーム
ウェア設定機能を提供します。この項では、基本的な更新と高度な更新に分けて説明を進めま
す。

重要: Insight Control for Linux を介して開始されるファームウェアの更新は、オフラインで実
行します。動作中のシステムは、更新のためにシャットダウンされます。

ファームウェアの更新が完了しても、システムの電源は投入されません。ファームウェアの更
新後にシステムを起動したい場合は、Insight Control for Linux の Power On Server ツールを使
用してサーバーの電源を投入する必要があります。

ファームウェアの更新は、HP ProLiant Smart Update Firmware DVD から HP Smart Update
Manager（HPSUM）ツールを使用して実行します。ファームウェアの更新は、すべて hpsum
コマンドの --silent オプションを使用して実行されます。このため、対話型での更新は行
われません。ユーザーが用意したファームウェア ファイルはスキャンされ、更新できるデバイ
スはすべて更新されます。

hpsum コマンドの機能と利用できるコマンド ライン オプションについて詳しくは、次の HP
の Web サイトからダウンロードできる『HP Smart Update Firmware DVD ユーザー ガイド』
を参照してください。

http://www.hp.com/jp

12.2 基本的なファームウェア更新機能
基本的なファームウェア更新機能は、ファームウェアを常に最新の状態にすることだけを希望
するユーザーに、セットアップと使用が簡単なファームウェア更新の方法を提供するように設
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計されています。最新の Smart Update Firmware DVD をダウンロードして Insight Control for
Linux レポジトリにインストールし、更新を実行します。

12.2.1 初期セットアップ
サーバーでファームウェアの更新を開始するには、ファームウェア ファイルと更新を行うため
のツールをダウンロードして準備する必要があります。Insight Control for Linux は、HP Smart
Update Firmware DVD を使用して、ファームウェアの更新を行います。これらのファイルのダ
ウンロードとインストールは、1 度だけ行います。ただし、HP Smart Update Firmware DVD の
新しいバージョンがリリースされたら、CMS 上でツールを更新してください。以下では、
ファームウェア更新のセットアップ手順を示します。

以下の手順に従ってファームウェアを更新するには、事前に、HP Smart Update Firmware DVD
から Insight Control for Linux レポジトリにファームウェア ファイルとツールをコピーする必要
があります。

1. HP Smart Update Firmware DVD の最新バージョンを入手します。Smart Update Firmware
DVD は、HP の Web サイト http://www.hp.com （英語）の Software and Drivers ページ
からダウンロードできます。また、DVD を注文することもできます。

2. 該当するコマンドを使用して、Smart Update Firmware DVD をマウントします。使用する
コマンドはメディアが指示します。以下では、2 つの例を挙げます。
# mount /dev/cdrom /mnt

# mount -o loop /tmp/FW900.2010_0031.92.iso /mnt

3. Smart Update Firmware DVD の /hp/swpackages ディレクトリの内容に合わせて tar
ファイルを作成し、レポジトリの /opt/repository/firmware/firmware-files.tar
に保存します。これが、ファームウェア ファイルのデフォルト名です。12.3 項 (140 ペー
ジ) で説明する高度なファームウェア機能を使用する場合を除き、この名前を使用してく
ださい。次の各コマンドを使用して、ファームウェアの tar ファイルを作成します。
# cd /mnt/hp/swpackages
# tar --exclude "*\.exe" --wildcards -c -v \
-f /opt/repository/firmware/firmware-files.tar .

ファームウェアの tar ファイルが作成されると、初期のセットアップは完了します。

12.2.2 HP SIM が認識するシステムでのファームウェアの更新
Insight Control for Linux のライセンスが適用されている ProLiant サーバーのファームウェアの
更新は、CMS 上で開始できます。更新するサーバーを選びファームウェアの更新ツールを実
行します。[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[IC-Linux]→[Update ProLiant Firmware...]の順に選択してください。
ターゲットを確認し、ライセンスが適用されていないノードにライセンスを適用するように指
示するメッセージが表示されます。次の画面では、オプションの手順として、hpsum コマンド
のオプション フラグを入力することができます。通常の操作では、この画面には何も入力しな
いでください。ただし、HPSUM コマンドのオプション フラグを指定する場合は、表示される
テキスト フィールドに入力してください。hpsum コマンドのオプション フラグについて詳し
くは、12.2.5 項 (138 ページ) を参照してください。
[今すぐ実行]を選択して更新プロセスを開始するか、または [スケジュール]を選択してスケ
ジュールを決め後で実行します。

ファームウェア更新の対象として選択されたサーバーが稼動中の場合、そのサーバーは更新の
ためにシャットダウンされます。また、更新が正常に行われたすべてのサーバーの電源は切断
されたままになります。

12.2.3 ベアメタル検出実行中のシステムでのファームウェアの更新
Insight Control for Linux では、ベア メタル サーバーの検出中に、サーバーのファームウェアを
自動的に更新できます。この機能を使うと、ご使用の環境に追加されるすべてのハードウェア
のファームウェアが最新のものになるため便利です。
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この機能を有効にするには、Insight Control for Linux のプロパティ ファイルに当たる /opt/
mx/icle/icle.properties を編集して、次の行を追加します。
RUN_HPSUM_ON_BARE_METAL_DISCOVERY=true

この変更内容を有効にするために、HP SIM を再起動する必要はありません。
また、オプション フラグを付けて hpsum コマンドを実行する場合は、次に示すように行を
ファイルに追加します。

HPSUM_FLAGS=parameters

ここで、parameters は、使用したい hpsum コマンドのオプション フラグです。次に例を示
します。

HPSUM_FLAGS=--downgrade

hpsum コマンドのオプション フラグについて詳しくは、12.2.5 項 (138 ページ) を参照してく
ださい。

12.2.4 ファームウェア更新の結果の表示
ファームウェア更新の結果は、Insight Control for Linux のタスク結果で取得されます。このタ
スク結果は、[今すぐ実行]ボタンをクリックしてファームウェアの更新を開始するとすぐに表
示されます。また、[タスク & ログ]→[タスク結果の表示]メニュー項目を使用して後で結果を
表示することもできます。この方法で、ベアメタル検出での更新結果も表示できます。ファー
ムウェア更新の結果は、[ProLiant Firmware Update (if enabled)] という名前のステップを選択し
たとき、[Operation Details] セクションに表示されます。このログに、ファームウェア更新の
セットアップの詳細と、HPSUM の詳細ログ ファイルが表示されます。このログ ファイルに
は、更新されたファームウェア コンポーネントと、更新後のバージョンが正確に表示されま
す。

12.2.5 HP SUM オプション フラグの指定
デフォルトでは、ファームウェア更新の手順は、hpsum --silent コマンドを他のオプショ
ンを付けずに実行します。これにより、サーバー上のファームウェアがすべて更新されます。
ただし、ファームウェアが更新されるのは、tar ファイルのファームウェア ファイルの方が
新しい場合だけです。

HPSUM には、その動作のカスタマイズを可能にするオプション フラグが数多く用意されてい
ます。ただし、--silent オプションとともに使用して効果があるオプションは少ししかあり
ません。Insight Control for Linux で一般的に使用されるオプション フラグには、次のものがあ
ります。

--force:rom すべてのデバイスでファームウェアを強制的に更新します。このオ
プションは、BIOS、iLO など、単一のターゲット デバイスにだけ機
能し、NIC などの複数のターゲット デバイスには機能しません。

--rewrite 同じバージョンのファームウェアを上書きできます。

--downgrade ファームウェアを下位バージョンにダウングレードできます。

--dryrun 更新されるファームウェアを確認できます。ただし、実際の更新は
行われません。

Insight Control for Linux は、必ず、--silent オプションを挿入します。このため、--silent オ
プションを指定する必要はありません。

HPSUM のオプション フラグについて詳しくは、『HP Smart Update Manager User Guide』を
参照してください。

12.2.6 ファームウェア tar ファイルでのファームウェア ファイルの追加と削除
HP では、デバイスの新しいファームウェアを絶えずリリースしており、これらの新しいリリー
スは、通常、Smart Update Firmware DVD の次回のリビジョンに収録されます。ただし、ユー
ザーがこの新しいファームウェアの使用したいと考えたときにすぐに次の DVD がリリースさ
れるわけではありません。
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また、特定のデバイスについてはファームウェアを更新したくない場合もあります。その場
合、そのデバイスのファームウェア ファイルがファームウェア tar ファイルに収録されてい
ると不都合です。

ファームウェアの自動更新に使われるファームウェア ファイルのグループを変更するには、
ファームウェア tar ファイルの内容を抽出して、必要に応じてファームウェア ファイルを追
加または削除し新しい tar ファイルを作成する必要があります。
この手順を実行するには、300～400MB の一時ディスク スペースが必要です。
1. tar ファイルの内容を保存するための一時ディレクトリを作成します。

# mkdir /tmp/fw-temp

2. tar ファイルの内容を抽出します。
# cd /tmp/fw-temp
# tar xf /opt/repository/firmware/firmware-files.tar

3. 必要なファームウェア ファイルを追加または削除します。
ここではいくつかの例を示します。これらの例では、ファームウェア用の一時ディレクト
リ /tmp/fw-temp から操作を実行しています。
# Copy latest firmware from /root
cp /root/CP009403.scexe .

# Download latest iLO firmware direct from hp.com
wget ftp://ftp.hp.com/pub/CP009237.scexe

# Remove system BIOS so it won’t get updated
rm CP009139.scexe

注記: 新しいファームウェア ファイルをダウンロードする場合でも古いファイルを削除
する場合でも、Insight Control for Linux はLinux Online Flash Component として指
定されたファイルだけを使用します。これらのファイルには、.scexe 拡張子が付けられ
ます。

操作しているファイル タイプが正しいことを確認します。HP Smart Update Firmware DVD
には索引があり、どのファームウェア ファイルがどのデバイスに対応するのかを正確に把
握できます。

4. ファームウェアの tar ファイルを再度作成します。
# cd /tmp/fw-temp
# tar cf /opt/repository/firmware/firmware-files.tar .

5. 一時ディレクトリとその中身を削除します。

# rm -rf /tmp/fw-temp

12.2.7 ファームウェア更新のタイムアウト
完了前のファームウェア更新タイムアウト

Insight Control for Linux は、ファームウェア更新の開始後、RAM ディスクによるファームウェ
ア更新完了の通知を待ちます。RAM ディスクとの通信切断などの理由で、Insight Control for
Linux が通知を受け取らなかった場合、ファームウェア更新タスクは、最終的にタイムアウト
します。

タイムアウトのデフォルト値は 900 秒（15 分）に設定されており、ほとんどのケースで十分
な長さですが、ファームウェア更新には 15 分では短すぎるような特別なケースに対応するた
めにこの値を変更することができます。

ファームウェア更新のタイムアウト値を変更するには、/opt/mx/icle/icle.properties
ファイルを編集します。ファームウェア更新のタイムアウト時間を制御するパラメーターは
FW_UPG_WAIT_TIMEOUT です。ファイルではこの行は、
FW_UPG_WAIT_TIMEOUT=900

のように記載されています。
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インストールしている内容に適合する値（秒単位）を決定し、その値をFW_UPG_WAIT_TIMEOUT
値に割り当てください。

12.3 高度なファームウェア更新機能
Insight Control for Linux には、高度なファームウェア更新オプションが組み込まれています。
このオプションは、インストールするファームウェア バージョンおよびインストール先になる
システムについて詳細に制御したい場合に使用します。たとえば、実務サーバーではファーム
ウェアの更新を行いたくはないが、研究および開発用のサーバーでは最新のパッケージを使用
してファームウェアを更新したいというようなケースがあります。また、特定のサーバー グ
ループにそれ以外のサーバーとは別のファームウェアをインストールしたい場合もあります。
Insight Control for Linux は、このようなケースに対応するための簡単で柔軟な方法を用意して
います。

12.3.1 ファームウェア設定ファイルについて
ファームウェア設定ファイルによって、Insight Control for Linux の高度なファームウェア更新
機能が制御されます。これは、次の場所の Insight Control for Linux レポジトリに作成、保存す
るプレーン テキスト ファイルです。
/opt/repository/firmware/firmware-config.txt

サーバーは、Insight Control for Linux によるファームウェア更新を開始すると、レポジトリに
このファイルがあるかどうかをチェックします。ファイルが存在しない場合は、12.2 項 (136 ペー
ジ) で説明する通常のファームウェア更新が行われます。ファイルが見つかった場合は、この
ファイルがスキャンされ更新対象のサーバーへの参照があるかどうかが確認されます。参照が
ある場合、この参照に基づいて操作が行われます。

設定ファイルでは、ファームウェアのカスタマイズが必要なサーバーごとに 1 行が用意されま
す。各行は、次の形式で記述されます。

system=firmware-filename

ここで

system は、次のいずれかです。

1. ホスト名

2. IP アドレス
3. MAC アドレス
4. 文字列default

ここでは、system 値を優先順（最優先されるものが
先頭）に示しています。

firmware-filename は、次のいずれかです。

• ファームウェア レポジトリにあるファームウェア
tar ファイルの名前。12.2.6 項 (138 ページ) の説
明に従い、そのシステムで必要なファームウェア
およびバージョンのみが含まれるように、カスタ
マイズされています。

• 予約語skip。このシステムのファームウェアは
更新しないということを示します。

設定ファイルがスキャンされサーバーとの一致が確認されると、firmware-filename が
system 値で定義されたサーバーに割り当てられます。また、予約語skip が指定されている
場合は、サーバーのファームウェアは更新されません。

ファイルに同じサーバーが 2 回以上に記述されている場合は、system 値の優先順位により操
作の内容が決まります。たとえば、ファイルの一部に当たる次の例では、3 つの行すべてに同
じサーバーが記述されていますが、割り当てられるのは firmware.tar ファイルです（この
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ファイルのみ）。これは、firmware.tar ファイルが割り当てられているサーバーが、優先順位
が最も高いホスト名で記述されているサーバーだからです。

172.31.64.99=prodfirmware.tar
server1=firmware.tar
01:00:ab:67:45:ff=latest-firmware.tar

重要: system 値が、ファイル内で一意であること確認してください。たとえば、同じ設定
ファイルに同じ MAC アドレスが 2 回記載されてはなりません。
設定ファイルでは、ワイルドカードはサポートされません。

MAC アドレスでは大文字と小文字が区別されます。また、アドレスをコロン（:）で区切る必
要があります。

12.3.2 ファームウェア設定ファイルの例
以下では、設定ファイルの例を示します。

例 1
prod-server-1=production-firmware.tar
prod-server-2=production-firmware.tar
172.31.64.100=skip
01:00:ab:67:45:ee=latest-firmware.tar

この例では、2 つの実務サーバーで特定のリビジョンのファームウェアが必要です。このた
め、適切なテストに合格したファームウェアだけを含む特別なファームウェア tar ファイル
が作成されています。

「skip」フラグは、古いソフトウェアを実行する非常に古いサーバーの IP アドレスに割り当
てられています。このサーバーでは、ファームウェアの更新は行われないはずです。

MAC アドレスは、新しいプロトタイプ サーバーの MAC アドレスです。このサーバーでは、
常に、最新のファームウェア リビジョンをできるだけ早く使う必要があります。このため、こ
のシステム用に独立したファームウェア tar ファイルが作成されました。
なお、このファイルには default 行はありません。このため、このファイルに具体的にリスト
されていないサーバーは、デフォルトのファームウェア tar ファイル
（production-firmware.tar）を使用して通常のファームウェア更新を実行します。

例 2
08:00:2b:c4:aa:1f=firmware-files.tar
devel-server1=new-device-fw.tar
default=skip

この例の最初のサーバー（MAC アドレスでリストされています）は、通常のファームウェア
更新 tar ファイルを使用します。default=skip エントリーがあるため、このファイルにリ
ストされていないサーバーはすべてスキップされてファームウェアの更新は行われません。こ
のため、最初のサーバーはリストする必要があります。

開発サーバーは、最も新しいファームウェアを必要としており、開発サーバーのファイルはお
そらく定期的に更新されます。

例 3
default=alt-firmware.tar

この簡単なファイルは、ファームウェアの更新を開始するすべてのシステムで、デフォルトの
ファイルではなく、代わりになるファームウェア tar ファイルが使われることを意味します。
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13 管理対象システムへの PSP のインストール
この章では、以下の項目について説明します。

• 「PSP インストール ツールの概要」 (142 ページ)

• 「必要な PSP コンポーネント」 (142 ページ)

• 「PSP 依存関係スクリプトの作成」 (143 ページ)

• 「PSP のインストール手順」 (144 ページ)

13.1 PSP インストール ツールの概要
Insight Control for Linux PSP インストール ツールは、1 つまたは複数の管理対象システム上へ
の任意またはすべての PSP コンポーネントのインストールを可能にします。PSP には、HP
ProLiant 用に最適化されたドライバー、ユーティリティ、マネジメント エージェントのオペ
レーティング システム別バンドルが含まれています。
Insight Control for Linux PSP インストール ツールは、HP Insight Control のユーザー インター
フェイスから利用できます。

[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[Install ProLiant
Support Pack (PSP)...]

注記: [展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[IC-Linux]→[Install ProLiant Support Pack] タスクは、VMware ESX または VMware ESXi を
実行する管理対象システムでは使用できません。

VMware ESX エージェントのデプロイには、[設定]→[エージェントの設定および修復...]タスク
を使用してください。

HP から購入した VMware ESXi には、WBEM プロバイダー（エージェント）が内蔵されてい
ます。

Insight Control for Linux の PSP インストール ツールは、自動的にインストールされるコンポー
ネントに加えて、PSP コンポーネントをインストールする方法を提供します。

重要: PSP インストール ツールでは、ターゲット管理対象システム用の SSH 認証情報が HP
SIM に入力されている必要があります。したがって、まだ行っていない場合は、ターゲット管
理対象システム用の SSH 認証情報を入力します。
Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択しますそして、SSH 設定
を更新します。

[オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[システム認証...]
SSH 認証情報の設定について詳しくは、第16章 (149 ページ) を参照してください。

13.2 必要な PSP コンポーネント
Insight Control for Linux を使用して管理対象システムに OS をインストールすると、表 19に示
す必要な PSP コンポーネントが自動的にインストールされます。この表では、パッケージ名、
RPM 名（version は、バージョン情報です）、およびインストールされるエージェントの対
応関係を示します。

表 19 必要な PSP コンポーネント

エージェントRPMパッケージ名

hp-ilohp-ilo-versionHP ProLiant Channel Interface

hp-snmp-agentshp-snmp-agents-versionHP SNMP エージェント
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表 19 必要な PSP コンポーネント (続き)

エージェントRPMパッケージ名

hp-healthhp-health-versionHP System Health Application and
Command Line Utilities

hp-OpenIPMIhp-OpenIPMI-versionHP OpenIPMI デバイス ドライバー

hp-ams 1hp-ams-versionAgentless Monitoring Service for HP
ProLiant Gen8 Systems

1 このエージェントは、iLO 4 管理プロセッサーによってサーバーにインストールされます。HP SIM では、iLO 4 管
理プロセッサーの内蔵機能を使用するためhp-ams が必要ですが、Insight Control for Linux では使用しません。iLO
4 ベースのサーバーでhp-ams エージェントのみを使用する場合は、その他のエージェントを手動で削除する必要が
あります。

Agentless Management Service（AMS）が、iLO 4 ファームウェアに固有のホスト オペレーティング システムをす
べて送信します。

注記: これらの PSP の RPM は、OS およびプラットフォームごとに用意されており、そのこ
とが分かるように名前が付けられています（例：HP ProLiant Channel Interface for Red Hat
Enterprise Linux 4 (x86_64)）。

13.3 PSP 依存関係スクリプトの作成
PSP に含まれるユーティリティの一部は、正しくインストールするために適合させなければな
らない RPM の依存関係があります。これらの依存関係は、『HP ProLiant Support Pack ユーザー
ガイド』に記されています。

ヒント: 『HP ProLiant Support Pack ユーザー ガイド』を入手する方法については、26.7.2 項
(265 ページ) を参照してください。

Insight Control for Linux は、これらの依存関係を自動的に解決しません。PSP を管理対象シス
テムにインストールする場合は、まず、必要な RPM がインストールされていることを確認し
てください。そうしないと、PSP のインストールに失敗します。
この問題を解決する方法の 1 つは、インストール時に適切なパッケージをインストールするこ
とです。Insight Control for Linux インストール ツールを使用して管理対象システムをインストー
ルする場合は、Kickstart または AutoYaST ファイルを修正することで、インストールされるソ
フトウェアのリストに必要なパッケージを追加できます。

管理対象システムがすでにインストールされている場合は、Insight Control for Linux は PSP 依
存関係スクリプトというメカニズムを提供し、PSP がインストールされる直前に、必要な RPM
を管理対象システムに自動的にインストールできます。

PSP 依存関係スクリプトは、[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのイン
ストール]→[Install ProLiant Support Pack (PSP)...]タスクの中で実行されるシェル スクリプトで
す。

PSP デプロイメント プロセス中に呼び出されるように PSP 依存関係スクリプトを登録する必要
があります。このスクリプトは、CMS の /opt/repository/pspscript/
example_dependency.sh ディレクトリにあります。リモート レポジトリは PSP 依存関係
スクリプトをホストできません。

/opt/repository/pspscript/example_dependency.sh ディレクトリ内のデフォルト
の example_dependency.sh スクリプトを、テンプレートとして使用してカスタマイズした
スクリプトを作成し、登録する必要があります。example_dependency.sh スクリプトは変
更しないでください。デフォルトの example_dependency.sh スクリプトは、実際のタスク
は何も行いません。実際の依存関係スクリプトの作成方法についてのヒントを含むコメントが
記載されているだけです。
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Insight Control for Linux レポジトリ内の項目は、デフォルトのレポジトリ Web サーバー ポー
ト（通常はポート 60000）を介した HTTP を通して、管理対象システムに対して提供されま
す。したがって、依存関係スクリプトには、レポジトリ Web サーバーから直接パッケージを
インストールするコードを記述してください。

例 4には、簡単な PSP 依存関係スクリプトがあります。これは、RHEL4 アップデート 6 用
kernel-devel RPM を、IP アドレス 172.0.0.4 にあるレポジトリ Web サーバーからインス
トールします。このスクリプトは、RHEL4 U6 がすでに登録されレポジトリにコピーされてい
ることを前提としています。

例 4 簡単な PSP 依存関係スクリプト

#!/bin/sh
# Install the required RPM
rpm -i
http//172.0.0.4:60000/os/RHEL4ESU6-x64/RedHat/RPMS/kernel-devel-2.6.9-67.EL.x86_64.rpm
# Exit with 0 status - a non zero status will generate an error
exit 0

PSP インストールの結果にかかわらず、PSP インストール スクリプトが完了すると、管理対象
システムが再起動します。HP SIM が管理対象システムを正しく管理し、すべてのドライバー
とエージェントが正しく起動するためには、再起動が必要です。

重要: 管理対象システム上に errata カーネルがインストールされている場合は、インストー
ルしたい PSP パッケージが errata カーネル バージョンをサポートしていることを確認してく
ださい。

13.4 PSP のインストール手順
次の手順の完了後に、インストール プロセスを開始します。

• PSP 依存関係スクリプトの作成

• Insight Control for Linux レポジトリへの登録、および

• PSP 依存関係スクリプトの /opt/repository/pspscript/example_dependency.sh
ディレクトリへのコピー

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[Install ProLiant
Support Pack (PSP)...]

2. 1 つ以上のターゲット管理対象システムを選択します。
3. [適用]を選択します。
4. ターゲットのリストが正しいことを確認します。

5. [次へ]を選択します。
6. 左の列にあるオペレーティング システムのリストを参照し、管理対象システムにインス
トールする PSP を選択します。選択する PSP は、選択したすべてのターゲット上で OS
に適切である必要があります。

7. [次へ]を選択します。
8. インストールしたい PSP ソフトウェア コンポーネントを選択します。
9. [次へ]を選択します。
10. 選択した PSP コンポーネントがインストールされる前に、ターゲット システムで実行す
る PSP 依存関係スクリプトを選択します。PSP 依存関係スクリプトについて詳しくは、
『HP ProLiant Support Pack ユーザー ガイド』を参照してください。
PSP 依存関係スクリプトを実行したくない場合は、[None] を選択します。

11. [次へ]を選択します。
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12. PSP ソフトウェア コンポーネントのインストールまたは設定をカスタマイズするために、
PSP の設定パラメーターを編集します。この手順は、オプションです。
下向き矢印キーを使用して、パラメーターのリストをスクロールします。デフォルトで、
設定パラメーターは、シャープ記号（#）でコメント化されています。

注記: 設定パラメーターと説明のリストについては、『HP ProLiant Support Pack ユーザー
ガイド』を参照してください。このマニュアルを入手する方法については、26.7.2 項
(265 ページ) を参照してください。
PSP 設定パラメーターに行ったすべての変更が有効であることを確認する必要があります。
設定パラメーターの確認は実行されません。

ここで指定した設定値は保存されません。保存する場合は、テキスト エディターを使用し
て Insight Control for Linux ウィンドウからファイルに設定値をカット アンド ペーストし
ます。

13. PSP インストールをすぐに実行するには、[今すぐ実行]を選択します。または、[スケジュー
ル]を選択して、今後のインストール スケジュールを設定します。

14. [タスク結果] ウィンドウを参照して、デプロイメント操作の経過および関連するタスクの
状態を確認します。出力ログを表示したい場合は、[Log] ボタンを選択します。

15. タスクの結果を表示するには、 Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー
項目を選択します

[タスク ＆ ログ]→[タスク結果]
選択したすべての PSP コンポーネントについてターゲット管理対象システム上で PSP イン
ストールが正常に完了すると、そのシステムでのタスクの最終的な状態が完了になりま
す。

パッケージの依存関係の障害など、何らかの理由で、選択したソフトウェア コンポーネン
トがターゲット管理対象システム上に正常にインストールされない場合は、そのシステム
でのタスクの最終的な状態が失敗になります。

PSP インストールの重要な結果が含まれているため、ログを慎重に確認します。RPM 依存
関係要件のために PSP コンポーネントがインストールされない場合は、RPM 依存関係を
解決し、再び [Install ProLiant Support Pack (PSP)...]ツールを実行する必要があります。ツー
ルが失敗する場合、ログ ファイルの最後に障害の詳細が提供されます。
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14 ISO コントロール操作
ISO コントロールは、ISO イメージからの起動、ISO イメージの挿入、iLO ベースの管理対象
システム上での ISO イメージを取り出しを可能にします。この機能を使用して、Windows な
どの OS ディストリビューション ISO から、OS の対話型インストールを実行できます。
ISO イメージを Insight Control for Linux レポジトリに登録してから、これらの操作を行う必要
があります。ISO イメージの登録については、「ISO イメージの登録」 (52 ページ) を参照し
てください。

この項のトピックは、以下のとおりです。

• 「サーバーでの ISO イメージの起動」 (146 ページ)

• 「ISO イメージの挿入」 (146 ページ)

• 「ISO イメージの取り出し」 (146 ページ)

14.1 サーバーでの ISO イメージの起動
この手順では、ISO イメージを暗黙的に挿入し、サーバーの電源を入れてイメージを起動しま
す。

1. HP SIM を使用して、ターゲット サーバーを選択します。
2. [ツール]→[ISO Controls]→[Boot ISO Image...].を選択します。

Insight Control for Linux は、Insight Control for Linux レポジトリに登録されている ISO イ
メージの一覧を表示します。

3. ISO イメージをリストから選択します。
4. [Run] を選択します。

ISO イメージが起動可能である場合は、ターゲット サーバーまたはサーバーが ISO イメー
ジを起動します。

14.2 ISO イメージの挿入
1. HP SIM を使用して、ターゲット サーバーまたはサーバーを選択します。
2. [ツール]→[ISO Controls]→[Insert ISO Image...]を選択します。

Insight Control for Linux がそのレポジトリに登録された ISO イメージを示します。
3. [Run] を選択します。

ISO イメージがターゲット サーバーまたはサーバーに挿入されます。通常は、ターゲット
サーバーで動作するアプリケーションは挿入された ISO イメージを自動的に検出してマウ
ントします。

14.3 ISO イメージの取り出し
1. HP SIM を使用して、ターゲット サーバーまたはサーバーを選択します。
2. [ツール]→[ISO Controls]→[Eject ISO Image...].を選択します。
3. ISO イメージをリストから選択します。
4. [Run] を選択します。

ISO イメージがターゲット サーバーまたはサーバーに取り出されます。
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15 リモート サーバーのコントロール
[ツール]→[Server Controls] メニューのメニュー項目を使用すると、物理管理対象システム上の
電源コントロールをリモート管理することができます。

重要: Insight Control for Linux のサーバー コントロール メニューのツールは、サーバーの管
理プロセッサーに直接接続して要求される電源機能を実行することで動作することに注意して
ください。すなわち、サーバーは正常なシャットダウンなしで急に電源が切断されたり、電源
が入れなおされたりします。

オペレーティング システムが稼動しているサーバーでこれらのツールを使用すると、オペレー
ティング システムの電源が通常のシャットダウン コマンドを実行することなく切断されます。

この章では、以下の項目について説明します。

• 「管理対象システムの電源切断」 (147 ページ)

• 「管理対象システムへの電源投入」 (147 ページ)

• 「管理対象システムの再起動」 (147 ページ)

• 「HP Insight Control 電力管理」 (147 ページ)

15.1 管理対象システムの電源切断
注記: 仮想ホストの電源を切る前に、すべての仮想ゲストを正常にシャットダウンしてくだ
さい。

[ツール]→[Server Controls]→[Power Off Server...]オプションを使用して、1 つ以上のターゲッ
ト管理対象システムの電源を切ります。

このタスクは、管理プロセッサーへのリモート コールを実行して、電源ステータスをオフに設
定します。

15.2 管理対象システムへの電源投入
[ツール]→[Server Controls]→[Power On Server...]オプションを使用して、1 つ以上のターゲッ
ト管理対象システムの電源を入れます。

このタスクは、管理プロセッサーへのリモート コールを実行して、電源ステータスをオンに設
定します。

15.3 管理対象システムの再起動
[ツール]→[Server Controls]→[Reboot Server...]オプションを使用して、1 つ以上のターゲット管
理対象システムを再起動します。

再起動操作では、まず管理プロセッサーの電源切断機能が使用され、事前に決められた時間の
経過後、管理プロセッサーの電源投入機能が使用され、サーバーが再起動されます。これらの
操作では、電源コントロールを実行するために、管理プロセッサーの認証情報が設定されてい
る必要があります。管理プロセッサー認証情報の設定について詳しくは、「管理プロセッサー
の認証情報」 (208 ページ) を参照してください。

15.4 HP Insight Control 電力管理
Insight Control for Linux は、Insight Control 電力管理プラグインを HP SIM に組み込みます。
Insight Control 電力管理は、サーバー消費電力と発熱の集中制御を提供する統合された電力監
視管理アプリケーションです。IPM を使用すると、ProLiant サーバーで必要な電力と冷却機能
を抑制できます。

Insight Control 電力管理について詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
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16 SSH を使用したリモート サーバーの管理
Insight Control for Linux は、SSH を通じて管理対象システムにアクセスするために、複数の方
法を提供しています。この章では、以下の項目について説明します。

• 「管理対象システムでの SSH 認証情報の設定」 (149 ページ)

• 「ユーザー用の SSH 認証情報の設定」 (149 ページ)

• 「複数の管理対象システムでのコマンドの実行」 (150 ページ)

• 「Insight Control for Linux を使用した SSH 経由のコマンドとスクリプトの実行」 (151 ペー
ジ)

16.1 管理対象システムでの SSH 認証情報の設定
SSH を使用するタスクを実行する前に、HP Insight Control のユーザー インターフェイスから
次のメニュー項目を使用して、管理対象システム上の SSH 認証情報を設定する必要がありま
す。

[オプション]→[プロトコル設定]→[システム プロトコル設定]
このメニュー項目を使用して SSH 認証情報を設定するための詳細については、HP Systems
Insight Manager のオンライン ヘルプを参照してください。

16.2 ユーザー用の SSH 認証情報の設定
HP SIM に管理対象システムの認証情報を入力するとき、それらの認証情報に指定されるユー
ザー名は、HP SIM へのログインに使用されるユーザー名に関係なく、管理対象システム上で
タスクを実行するために常に使用されるユーザー名です。このように、特定の人のアクセスを
制限するために HP SIM に非 root ユーザー アカウントを作成する場合で、HP SIM に格納され
る認証情報がターゲット サーバーの root 用である場合は、HP SIM の root ユーザーはそれら
のターゲット システムに依然として root アクセスが可能です。
ユーザー－は、HP SIM と Insight Control for Linux ツールを通じて、ターゲット管理対象システ
ム上でそのユーザー アカウントに割り当てられているアクセス権以上のアクセス権でターゲッ
ト管理対象システムと対話できます。これは、SSH 認証情報を利用する Insight Control for Linux
メニュー項目で可能です。

以下の Insight Control for Linux メニュー項目では、SSH 認証情報が設定されている必要があり
ます。

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run SSH Command...]

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run Script...]

• [展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[Install ProLiant
Support Pack (PSP)...]

以下の Insight Control for Linux メニュー項目は、使用できる場合、SSH 認証情報を使用しま
す。ただし、認証情報が使用できない場合、タスクは他の方法を使用して先に進むことができ
ます。

• [展開]→[Operating System]→[Red Hat Interactive]

• [展開]→[Operating System]→[Red Hat (Kickstart)]

• [展開]→[Operating System]→[SLES Interactive]

• [展開]→[Operating System]→[SLES (AutoYaST)]

• [展開]→[Operating System]→[VMware ESX Interactive]

• [展開]→[Operating System]→[VMware ESX (Kickstart)]

• [展開]→[Operating System]→[VMware ESXi Interactive]
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• [展開]→[Operating System]→[Custom or Other Interactive]

• [展開]→[Operating System]→[Custom or Other (Unattended)]

• [展開]→[Operating System]→[Deploy Linux Image]
以下のメニュー項目は、使用できる場合、SSH 認証情報を使用します。そうでない場合、タス
クは、別の方法を使用します。ただし、正しい順序で管理対象システムを停止したい場合は、
SSH 認証情報を設定することをおすすめします。
[展開]→[Operating System]→[Capture Linux Image]
[タスク結果] 画面で、タスク インスタンス結果は、常にタスクを起動したユーザーを表示しま
す。これは、タスクの実行用に使用された認証情報でない場合があります。異なるターゲット
管理対象システムでは SSH 設定で異なるユーザーが指定されている場合があるため、同じタ
スクが異なるターゲットで異なるユーザーとして実行される場合があります。

16.3 複数の管理対象システムでのコマンドの実行
オープン ソースの Parallel Distributed Shell（pdsh）コマンドは、複数の管理対象システム上で
コマンドを並列に実行するマルチスレッド リモート シェル クライアントです。pdsh コマン
ドの引数として渡されるコマンドを実行するすべて、ある数、または特定の管理対象システム
を指定することができます。

pdsh コマンドは、3 つの形の管理対象システム名を使用することができます。
デフォルトで、pdsh シェルは、一度に 32 のリモート コマンドを同時に発行することができ
ます。-f オプションを使用すると、このデフォルトをオーバーライドできます。
pdsh シェルは、SSH トランスポート メカニズムに依存しています。SSH がシステム上に正し
くインストールされていることを確認してください。SSH 設定を変更すると、pdsh シェルが
失敗する場合があります。pdsh シェルは rsh や ssh のような複数のリモート シェル サービ
スを使用することができますが、Insight Control for Linux 用のセキュリティ設定により ssh
シェルを選択するのが最適です。

pdsh コマンドの構文は、次のとおりです。
pdsh -[options] "command_to_run"

pdsh --help オプションを使用して、コマンド ライン オプションを表示します。

重要: pdsh コマンドの引数として対話が必要なコマンドは、渡さないでください。リモート
システムからプロンプトを表示すると、コマンドがハングする場合があります。

pdsh コマンドの例

• -a オプションは、すべての管理対象システム上で uptime コマンドを実行します。
# pdsh -a "uptime"
eris: 08:46:53 up 17:45, 0 users, load average: 0.05, 0.05, 0.00
mars: 19:03:14 up 17:44, 0 users, load average: 0.04, 0.04, 0.00
earth: 14:35:14 up 17:44, 0 users, load average: 0.01, 0.02, 0.00
mercury: 09:29:03 up 20:29, 2 users, load average: 0.06, 0.10, 0.09
pluto: 14:24:51 up 17:45, 0 users, load average: 0.01, 0.04, 0.00

• -w オプションは、管理対象システムの範囲または特定の管理対象システムを指定するこ
とができます。

説明コマンド ライン

コレクション内の最初の 5 つの管理対象システム上で hostname
コマンドを実行します。

# pdsh -w icelx[1-5] hostname
earth: earth.example.com
eris: eris.example.com
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説明コマンド ライン

重要: 管理対象システムの範囲を指定するときは、Insight Control
for Linux 内部名（Insight Control for Linux 収集名に基づいたも
の）を使用する必要があります。この例で、icelx は、Insight
Control for Linux 内部名です。

mercury: mercury.example.com
mars: mars.example.com
pluto: pluto.example.com

uptime コマンドを特定の管理対象システムで実行します。この
例で、mercury は、実際のホスト名です。

# pdsh -w mercury uptime

詳しくは、pdsh(1) および次の Web サイトを参照してください。
http://sourceforge.net/projects/pdsh/

16.4 Insight Control for Linux を使用した SSH 経由のコマンドとスクリ
プトの実行

次のメニュー項目を使用すると、SSH を通じて 1 つ以上の管理対象システムに対してスクリプ
トまたはコマンドを実行することができます。

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run SSH Command...]

• [ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run Script...]

16.4.1 SSH コマンドの実行
[ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run SSH Command...]は、ターゲットの管理対象システ
ムでコマンドを実行します。このツールは、ターゲット システムとの Secure Shell（SSH）接
続を開き、コマンドを実行し、コマンドから標準出力と標準エラーを取り込み、コマンドから
戻りコードを取り込み、SSH 接続を閉じることで、ターゲット システムで動作します。
管理対象システムでコマンドを実行するには、まずターゲット システムの HP SIM への SSH
認証情報（ログインおよびパスワード）を[オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[システム認
証....]で定義する必要があります。
1 つ以上のターゲット管理対象システム用の [SSH 設定]を更新するには、 Insight Control ユー
ザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します
[オプション]→[プロトコル設定]→[システム プロトコル設定]

重要: このツールにアクセスできる HP SIM ユーザーは、[システム プロトコル設定]ページで
入力したユーザーの権限で、ターゲット管理対象システム上で任意のコマンドを実行すること
ができます。[システム プロトコル設定]で root ユーザーとパスワードを入力した場合は、この
ツールにアクセスできる HP SIM ユーザーも、ターゲット管理対象システム上で root 権限を持
ちます。

1 つ以上の管理対象システム上で SSH コマンドを実行するには、以下の手順に従ってくださ
い。

1. 始める前に、実行するコマンドの完了時にファイル記述子が開いたままにならないことを
確認します（これには、呼び出されるスクリプトも含まれます）。

ファイル記述子が開いていると、SSH 接続が正しく閉じなくなり、タスクが永久にRunning
状態に残る場合があります。

2. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run SSH Command...]

3. 1 つ以上のターゲット管理対象システムを選択します。
4. 実行したいコマンドを入力します。1 行に複数のコマンドを入力して、各コマンドをセミ
コロン（;）で区切ります。コマンドの最大の長さは、255 文字です。
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5. [今すぐ実行]を選択して、ただちにコマンドを実行します。または、[スケジュール]を選択
して、今後のタスクのスケジュールを設定します。

6. タスクの結果を表示するには、 Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー
項目を選択します

[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示...]
[タスク結果]ページから、コマンド用のログを表示します。ここには、コマンドからの標
準出力と標準エラーが含まれています。

SSH コマンドからの戻りコードによって、タスクの最終的な状態が制御されます。コマン
ドからの戻りコードが失敗を示す場合、タスクは失敗状態にあります。コマンドからの戻
りコードが成功を示す場合、タスクは完了状態にあります。

16.4.2 Linux スクリプトの実行
[ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run Script...]メニュー項目は、1 つ以上の管理対象シス
テムとの Secure Shell（SSH）接続を開いて、Insight Control for Linux レポジトリ内の Linux ス
クリプトをリモートに実行します。この Insight Control for Linux ツールは、スクリプトから標
準出力と標準エラーを取り込み、スクリプトからリターン コードを取り込み、SSH 接続を閉
じます。

[Run Script...]タスクは、スクリプト内のコマンド行をターゲット システム上の SSH インスタ
ンスに転送します。スクリプトとは、SSH を使用してターゲット システムに対して実行され
るコマンド行のグループのことです。

実行する Linux スクリプトは、Insight Control for Linux レポジトリの /opt/repository/
script ディレクトリにある必要があります。
Linux スクリプトの完了時にファイル記述子が開いたままにならないことを確認します（これ
には、呼び出されるスクリプトも含まれます）。ファイル記述子が開いていると、SSH 接続が
正しく閉じなくなり、タスクが永久にRunning 状態に残る場合があります。
管理対象システムで Linux スクリプトを実行するには、まずターゲット システムの HP SIM へ
の SSH 認証情報（ログインおよびパスワード）を[オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[シ
ステム認証....]で定義する必要があります。
1 つ以上の管理対象システムで Linux スクリプトをリモートで実行するには、次の手順に従っ
てください。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[ツール]→[コマンド ライン ツール]→[Run Script...]

2. 次のいずれかの手順を実行して、ターゲット リスト中の管理対象システムを選択および確
認します。

• ターゲット リストが正しい場合は、[次へ >] を選択します。

• リストが正しくない場合は、[ターゲットの追加...]または [ターゲットの削除]を選択し
て、リストを変更します。

3. リストが正しい場合は、[適用]を選択します。
4. [次へ]を選択します。
5. 実行したい Linux スクリプトを選択します。
6. [次へ]を選択します。
7. [今すぐ実行]を選択して、ただちに Linux スクリプトを実行します。または、[スケジュー
ル]を選択して、今後のタスクのスケジュールを設定します。

8. タスクの結果を表示するには、 Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー
項目を選択します

[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示...]
[タスク結果]ページから、スクリプト用のログを表示できます。ここには、スクリプトか
らの標準出力と標準エラーが含まれています。
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スクリプトからの戻りコードによって、特定のターゲット システムのこのタスクの最終的
な状態が制御されます。スクリプトからの戻りコードが失敗を示す場合、タスクは失敗状
態にあります。スクリプトからの戻りコードが成功を示す場合、タスクは完了状態にあり
ます。
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17 Insight Control for Linux コレクションの管理
この章では、以下の項目について説明します。

• 「コレクションの概要」 (155 ページ)

• 「コレクションの実装」 (156 ページ)

• 「Insight Control for Linux コレクションへのサーバーとスイッチの追加」 (157 ページ)

• 「Insight Control for Linux コレクションからの管理対象システムまたはスイッチの削除」
(158 ページ)

17.1 コレクションの概要
Insight Control for Linux インストール プロセスによって、Insight Control for Linux 専用の HP
SIM コレクションが作成されます。Insight Control for Linux コレクションによって、Insight
Control for Linux が監視および管理できるシステムと関連オブジェクト（サーバー、スイッチ、
および HP BladeSystem エンクロージャー）が識別されます。コレクションを使用すると、管
理対象オブジェクトを簡単に識別し、追跡することができ、Insight Control for Linux コレクショ
ンは、オブジェクトの種類に基づいて管理対象オブジェクトのサブコレクションに分割されま
す。

デフォルトの Insight Control for Linux コレクション名はicelx ですが、Insight Control for Linux
のインストール プロセス中にデフォルト名をオーバーライドすることができます。
また、コレクション名は、Insight Control for Linux コマンドを使用するときに管理対象システ
ムを参照するための仮想プレフィックスを表します。たとえば、デフォルトのコレクション名
icelx を使用すると、icelx[1-15] のような凝縮された正規表現を使用して管理対象システ
ムを参照することができます。ここで、icelx1～icelx15 は、icelx コレクションの中で
管理対象システム用に内部的に割り当てられた名前です。

HP SIM を開くと、Insight Control for Linux コレクションとそのサブコレクションが、左フレー
ムの [Systems Managed by Insight Control for Linux] の下に表示されます。
HP SIM コレクションについて詳しくは、『HP Systems Insight Manager ユーザー ガイド』を
参照してください。

表 20は、Insight Control for Linux の管理する詳細なサブコレクションを示します。

表 20 Insight Control for Linux サブコレクション

オブジェクトの追加方法説明サブコレクションの名前
オブジェクト
の種類

オブジェクトは手動で追加する
か、[オプショ

このサブコレクションに配置さ
れ適切なライセンスが適用され

{collection_name}_Serversサーバー

ン]→[IC-Linux]→[Configureたサーバーは、Insight Control
Management Services] タスクのfor Linux の高度な監視と管理の

対象にすることができます。 実行時に、[Auto-populate]
フィールドに Yes を入力するこ
とで自動で追加できます。つま
り、Auto-populate オプションに
より、Insight Control for Linux の
ライセンスが適用されたすべて
の管理対象システムがコレク
ションに追加されます。

このサブコレクションには、[オ
プショ

各管理対象システム上の管理プ
ロセッサーへのアクセスを提供
します。

{collection_name}_Console_Portsコンソール
ポート

ン]→[IC-Linux]→[Configure
Management Services] タスクの
実行時に、サーバー コレクショ
ンにリストされるサーバーに関
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表 20 Insight Control for Linux サブコレクション (続き)

オブジェクトの追加方法説明サブコレクションの名前
オブジェクト
の種類

連付けられたコンソール ポート
が自動的に追加されます。

このサブコレクションには、[オ
プショ

ハードウェアの構成に HP ブ
レード サーバーとエンクロー

{collection_name}_Enclosuresエンクロー
ジャー

ン]→[IC-Linux]→[Configureジャーが含まれている場合、こ
Management Services] タスクののコレクションはエンクロー
実行時に、HP SIM の認識する、ジャーへのアクセスを提供しま

す。 Insight Control for Linux の管理す
るブレード サーバーも含まれ
る、あらゆるエンクロージャー
が自動的に追加されます。

オブジェクトの追加は手動での
み行われます。

Insight Control for Linux は、こ
のサブコレクションにあるすべ
てのスイッチを監視します。

{collection_name}_Switchesスイッチ

オブジェクトの追加は手動で行
います。詳しくは、18.2 項

このサブコレクションには、マ
ネジメント ハブとして指定さ

{collection_name}_Management_Hubsマネジメント
ハブ

(160 ページ) を参照してくださ
い。

れているすべてのサーバーが含
まれます。マネジメント ハブ
が作成されていない場合は、こ
のコレクションには CMS のみ
がデフォルトで含まれていま
す。

17.2 コレクションの実装
Insight Control for Linux コレクションには、自動的にまたは手動でオブジェクトが入ります。

• ユーザーが監視サービス開始のために[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management
Services] メニュー項目を実行し、[Auto-populate {collection_name}_Servers with all licensed
servers?] オプションに対してyes を入力すると、コレクションに自動的にオブジェクトが
追加されます。

コレクションには、以下のオブジェクトが追加されます。

◦ ライセンスを適用したすべてのサーバーは、{collection_name}_Servers サブコ
レクションに追加されます。

◦ ライセンスを適用したシステムに関連するすべてのエンクロージャーは、
{collection_name}_Enclosures サブコレクションに追加されます。

◦ ライセンスを適用したサーバーに関連するすべての管理プロセッサーは、
{collection_name}_Console_Ports サブコレクションに追加されます。

• 手動でオブジェクトをコレクションに入れるには、HP SIM の左ウィンドウにある
[Customize...]リンクを使用して、Insight Control for Linux {collection_name}_Servers
または {collection_name}_Switches サブコレクションにオブジェクトを追加または
削除します。

17.3 項 (157 ページ) と17.4 項 (158 ページ) で、Insight Control for Linux コレクションに管
理対象オブジェクト（サーバーおよびスイッチ）を追加および削除する方法について説明
します。

重要: HP SIM の [カスタマイズ]オプションを使用して Insight Control for Linux コレクショ
ン内の管理対象オブジェクトを編集するときは、[オプション]→[IC-Linux]→[Configure
Management Services] オプションを実行して Insight Control for Linux 管理サービスを再設
定する必要があります。
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17.3 Insight Control for Linux コレクションへのサーバーとスイッチの追
加

次の手順に従って、Insight Control for Linux コレクションに、1 つ以上のサーバーまたはスイッ
チを追加します。

1. 第7章 (73 ページ) と第8章 (80 ページ) の手順を使用し、以下のタスクを実行してサーバー
を準備します。

• サーバーを検出します。ベアメタル サーバーとサポートされている Linux OS がすで
にインストールされているサーバーでは手順が異なるため、必ず、適切な検出プロセ
スに従ってください。

• サーバーに OS がインストールされていない場合は、Linux OS をデプロイします。

• 監視できるようにサーバーをセットアップします。

◦ 必要なファイアウォール ポートを開きます。

◦ CMS 上でサーバーのホスト名を解決します。

◦ （オプション）完全な ProLiant Support Pack をインストールします。

◦ SNMP キーと SSH キーを設定します。

◦ コンソール アクセスとログ機能を設定します。

2. 次の手順を使用して、Insight Control for Linux コレクションにサーバーまたはスイッチを
追加します。

a. HP Insight Control ユーザー インターフェイスの左のウィンドウにある [カスタマイズ]
を選択します。

b. [名前]列で、[Systems Managed by IC-Linux] まで移動します。
c. 正符号（+）を選択して展開します。
d. Insight Control for Linux コレクションが表示されるまでスクロールします。
e. 正符号（+）を選択して展開します。
f. Insight Control for Linux サブコレクションが表示されるまでスクロールします。
g. 以下のいずれかを実行してください。

• コレクションにサーバーを追加している場合は、{collection_name}_Servers
サブコレクションの横にあるラジオ ボタンを選択します。

• コレクションにスイッチを追加している場合は、{collection_name}_Switches
サブコレクションの横にあるラジオ ボタンを選択します。

ヒント: コレクションの編集について詳しくは、HP SIM のオンライン ヘルプを参
照してください。

h. [編集...]を選択します。
i. 追加しているオブジェクトに応じて、[有効なアイテム]列に表示されるサーバーまた
はスイッチを選択し、[>>] を使用して [選択されたメンバー]列までスイッチを移動し
ます。

j. [OK] を選択して、適切な Insight Control for Linux サブコレクションにサーバーまたは
スイッチを追加します。

k. 監視したいすべての新しいサーバーまたはスイッチについて、上記の 2 つの手順（j
および i）を繰り返します。

3. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します、Insight Control
for Linux 管理サービスを再設定し、新しい管理対象オブジェクトを認識し、Insight Control
for Linux マネジメント エージェントをインストールします。
[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services]
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注記: この手順で、ライセンスが適用されていないサーバー、VMware ESXi 仮想ホスト、
および Microsoft Windows ゲストは、コレクションから削除されます。

17.4 Insight Control for Linux コレクションからの管理対象システムまた
はスイッチの削除

注記: マネジメント ハブの削除については、「マネジメント ハブの削除」 (162 ページ) を参
照してください。

Insight Control for Linux で管理対象システムまたはスイッチを監視することを停止したい場合
は、次の手順に従って Insight Control for Linux コレクションから管理対象システムまたはスイッ
チを削除します。

1. Insight Control for Linux による監視や管理を停止したい管理対象システムからマネジメン
ト エージェントを削除するには、 Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメ
ニュー項目を選択します

[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[IC-Linux]→[Uninstall Agents...]

注記: 管理対象システムを削除しているときのみ、[Uninstall Agents...]を実行してくださ
い。

スイッチを削除しているときは、この手順を省略してください。

2. 次の手順を使用して、Insight Control for Linux コレクションから、管理対象システムまた
はスイッチを削除します。

a. HP Insight Control ユーザー インターフェイスの左のウィンドウにある [カスタマイズ]
を選択します。

b. [名前]列で、[Systems Managed by IC-Linux] まで移動します。
c. 正符号（+）を選択して展開します。
d. Insight Control for Linux コレクションが表示されるまでスクロールします。
e. 正符号（+）を選択して展開します。
f. Insight Control for Linux サブコレクションが表示されるまでスクロールします。
g. 以下のいずれかを実行してください。

• コレクションから管理対象システムを削除している場合は、
{collection_name}_Servers サブコレクションの横にあるラジオ ボタンを選
択します。

• コレクションからスイッチを削除している場合は、
{collection_name}_Switches サブコレクションの横にあるラジオ ボタンを
選択します。

注記: {collection_name}_Enclosures または
{collection_name}_Console_Ports コレクションを編集する必要はありません。

ヒント: コレクションの編集について詳しくは、HP SIM のオンライン ヘルプを参
照してください。

h. [編集...]を選択してコレクションを編集します。
i. 削除しているオブジェクトに応じて、[有効なアイテム]列に表示される管理対象シス
テムまたはスイッチを選択し、[>>] を使用して [選択されたメンバー]列までスイッチ
を移動します。
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j. [削除]を選択して、適切な Insight Control for Linux サブコレクションから管理対象シ
ステムまたはスイッチを削除します。

k. Insight Control for Linux による監視を停止したいすべての新しい管理対象システムま
たはスイッチについて、上記の 2 つの手順を繰り返します。

3. Insight Control for Linux 管理サービスを再び設定するには、 Insight Control ユーザー イン
ターフェイスで次のメニュー項目を選択します

[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services]
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18 マネジメント ハブのセットアップ
18.1 マネジメント ハブについて

マネジメント ハブとは、管理操作を集約する場所です。Insight Control for Linux は、マネジメ
ント ハブを使用して管理に関わる負荷を複数のサーバーに分散します。監視を計画している管
理対象システムが 256 を超える場合は、複数のマネジメント ハブの構築をおすすめします。
マネジメント ハブとして使用するサーバーはどの物理サーバーでもかまいません。マネジメン
ト ハブとして CMS を選ぶこともできますが、選ばなくてもかまいません。ユーザーがマネジ
メント ハブを指定しない場合、デフォルトで CMS が単一のマネジメント ハブになります。

重要: 
• マネジメント ハブには、物理サーバーを使用することをおすすめします。

• マネジメント ハブとして機能できるのは、RHEL または SLES のサポートされている（す
なわち CMS としてサポートされる）バージョンを実行するサーバーだけです。さらに、
CMS および管理ハブのオペレーティング システムは同じアーキテクチャ（32 ビットまた
は 64 ビット）である必要があります。ただし、異なる OS タイプ（RHEL または SLES）
であることは可能です。

[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] を実行すると、各管理対象システ
ムが自動的にマネジメント ハブに割り当てられます。図 22は、この構造を示します。

図 22 マネジメント ハブによる集約

サーバー 256 台を 1 つの単位として、その単位ごとにマネジメント ハブを少なくとも 1 台構
築することをおすすめします。たとえば、1000 台のサーバーを監視する場合は、少なくとも
4 台のマネジメント ハブを構築してください。
マネジメント ハブは、Supermon アグリゲーター（supermond）サービスおよび Nagios
（nagios_monitor）サービスも実行します。

18.2 マネジメント ハブの構築
マネジメント ハブを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. マネジメント ハブの役割を果たすサーバーを決定します。
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2. 該当する Kickstart ファイルまたは AutoYaST ファイルを使用してそのサーバーにオペレー
ティング システムをインストールします。これらのファイルの書式は
*-management-hub.cfg になっており、必要な RPM がインストールされます。オペレー
ティング システムのインストールについて詳しくは、第9章 (88 ページ) を参照してくだ
さい。

3. 次の手順を実行して、サーバーを{collection_name}_Management_Hubs コレクショ
ンに追加します。

a. [システムおよびイベント収集]パネルで、カスタマイズ...を選択します。この図では、
赤色の矢印で位置を示しています。

[収集のカスタマイズ]ウィンドウが表示されます。
b. [収集のカスタマイズ]ウィンドウで、リストを下方向に移動して [Systems Managed by

IC-Linux] にアクセスし、[+] アイコンを選択します。
リストが展開します。

c. [+ icelx] 行の [+] アイコンを選択します。
リストがもう一度展開します。

d. [icelx_Management_Hubs] 行を選択して、[編集...]を選択します。
次のような新しいウィンドウが表示されます。
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このウィンドウには、2 つのテキスト フィールド（[収集名]および [次から選択]）と
2 つのリスト（[有効なアイテム]と [選択されたメンバー]）があります。

e. [次から選択：]メニューから、[すべてのサーバー] を選択します。
この操作によって、[有効なアイテム：] リストに使用可能なサーバーが設定されま
す。

f. [有効なアイテム：] リストで、サーバーを選択します。
Ctrl キーとマウスの左ボタンを組み合わせて、複数項目を選択することもできます。

g. [>>] ボタンを使って、選択したサーバーを [有効なアイテム：] リストから [選択され
たメンバー：] リストに移動します。

h. [OK] を選択します。
i. [OK] を選択して、ダイアログ ボックスを閉じます。これにより、コレクションが正
しく保存されました。

18.3 マネジメント ハブの削除
次の手順に従って、{collection_name}_Management_Hubs サブコレクションからサー
バーを削除して、マネジメント ハブから管理対象システムに変更できます。
1. [Uninstall Agents] メニュー項目を実行し、ターゲットとして削除したいマネジメント ハブ
を指定します。[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[IC-Linux]→[Uninstall Agents...]を選択して、タスクを開始します。

2. [Customize Collections] を選択して、icelx_Management_Hubs コレクションからマネジ
メント ハブを削除します。

3. [オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] タスクを再実行します。
コレクションについては、第17章 「Insight Control for Linux コレクションの管理」を参照して
ください。
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19 監視サービスの設定
この章では、Insight Control for Linux 監視サービスを設定する方法について説明します。この
章では、19.1 項 (163 ページ) に加えて、次の順序で実行する必要がある以下のタスクについて
説明します。

1. 「CMS での Apache 自己署名付き証明書の設定」 (163 ページ)
2. 「管理サービスと監視サービスの開始 」 (163 ページ)
3. 「Insight Control for Linux マネジメント エージェントのインストール」 (165 ページ)
4. 「監視サービスの正しい設定の確認」 (166 ページ)

19.1 監視の概要
Insight Control for Linux の監視サービスでは、リモート ホストのヘルスやステータスを把握す
るためのさまざまな指標が考慮されます。これらの指標はすべて、履歴分析のため定期的に
アーカイブされます。指標には、CPU やメモリの利用状況、平均負荷、スワップなど、多くの
ものがあります。

Insight Control for Linux は、リモート ホストのハードウェア センサーも監視します（iLO 3 や
iLO 4 などの管理プロセッサーをサポートしている場合）。IPMI ベースおよび iLO ベースの管
理プロセッサー（MP）の場合、ログイン用の認証情報が提供される必要があります。これら
の認証情報および管理プロセッサーからの応答は、ネットワーク上で SSL チャネルを介して暗
号化して送信されます。

19.2 CMS での Apache 自己署名付き証明書の設定
Insight Control for Linux 内の Nagios 監視ツールでは、Apache Web サーバー用の安全な設定
が必要です。

RHEL バージョン 5 には、Apache 自己署名証明書が付属しています。そのため、Apache 自己
署名証明書を作成する必要はありません。

CMS にまだ自己署名証明書がない場合は、以下の手順に従ってください。
1. 証明書を作成します。

# /opt/hptc/config/sbin/create_apache_certificate gconfigure

証明書設定に関する質問に応答するための支援が必要な場合は、詳細についてreq(1) およ
びopenssl(1) マンページを参照してください。

2. Apache サービスを再開します。
• SLES の場合、次のコマンドを実行します。

# /etc/init.d/apache2 stop
# /etc/init.d/apache2 startssl

• RHEL バージョン 4 の場合、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/httpd stop
# /etc/init.d/httpd start

Apache サービスを開始するときに問題が発生する場合は、25.3 項 (214 ページ) を参照してく
ださい。

19.3 管理サービスと監視サービスの開始
このタスクでは、Nagios や Performance Dashboard などの高度な監視および管理機能を使っ
て、ターゲット サーバーを設定します。
[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] メニュー項目を選択すると、次の
操作が行われます。

• Insight Control for Linux コレクションにデータが保存されます。
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• 管理および監視サービスが設定され、開始されます。

• また、{collection_name}_Servers サブコレクション内のすべてのサーバーに Insight
Control for Linux マネジメント エージェントがデプロイされます。サブコレクションの管
理について詳しくは、第17章 (155 ページ) を参照してください。

Insight Control for Linux は、これらのコレクション内のオブジェクトだけを監視します。

• ライセンスが適用されているすべてのサーバーが自動的に {collection_name}_Servers
サブコレクションに追加されて監視される場合と、{collection_name}_Servers コレ
クションのサーバーだけが監視される場合があります。これは、ユーザーの [Auto-populate]
オプションに対する応答によって決まります。

• ライセンスを適用したサーバーに関連する管理プロセッサーは、自動的に
{collection_name}_Console_Ports サブコレクションに追加されます。

• ライセンスを適用したサーバーに関連するすべてのブレード エンクロージャーは、自動的
に {collection_name}_Enclosures コレクションに追加されます。

注: 
• Insight Control for Linux は、ESXi ホストや、Microsoft Windows サーバー、Microsoft

Windows VM ゲストの監視をサポートしないため、これらのオブジェクトは、Insight
Control for Linux のライセンスの適用/不適用とは関係なく、{collection_name}_Servers
コレクションから自動的に除外されます。

• ESX ホストが Insight Control for Linux とともにインストールされている場合は、SSH が自
動的に設定されます。ただし、ESX ホストが Insight Control for Linux を介してインストー
ルされていない場合は、デフォルトで ssh はデフォルトで無効になっているので、ssh が
オフになっているため、管理対象システムでを有効にする必要があります。

ssh を有効にするには、以下の手順に従ってください。
1. 任意のテキスト エディターを使用して、/etc/sshd/sshd_config ファイルを編集
し、root によるリモート ログインを許可します。次の行を以下で示すように変更して
ください。

PermitRootLogin yes

ファイルを保存し、テキスト エディターを終了します。
2. ssh サービスを再開します。

# /etc/init.d sshd restart

重要: このタスクでは、すべての管理対象システム上で HP SIM の SSH キーを正しく設定す
る必要があります。詳しくは、8.3.4 項 (82 ページ) を参照してください。

以下の手順に従って、監視サービスと管理サービスを開始し、自動的に Insight Control for Linux
コレクションにデータを入力します。

1. 監視対象の管理対象システムに対して、HP SIM の[設定]→[エージェントの設定および修
復...]タスクを実行します。

2. サーバーの一部だけを監視する場合は、監視するサーバーを手動で
{collection_name}_Servers サブコレクションに移動します。手順 4 で [Auto-populate]
オプションをNo に指定してください。

3. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services]

注記: [タスク結果]ウィンドウでは、エラーがあった場合でも「完了」と必ず報告され
ます。それぞれのタブで [標準出力]および [標準エラー]の出力を監視して、Configure
Management Services がエラーを報告していないかどうかを確認してください。
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4. [パラメーターの指定]ウィンドウの [Auto-populate {collection_name}_Servers with all licensed
servers?] の右のテキスト フィールドに、以下の応答のうち当てはまるものを入力します。
• HP SIM が認識し、ライセンスが適用されているすべてのサーバーを Insight Control

for Linux が監視するようにしたい場合は、yes を入力します。
• Insight Control for Linux が {collection_name}_Servers コレクションに手動で追加
したサーバーだけを管理および監視するようにしたい場合は、no を入力します。

ヒント: 次に進む前に、コレクションに手動でデータを入力してください。

5. [実行]を選択します。
このタスクでは、サービスの設定に数分かかる可能性があります。[標準出力]タブには、
動作しているスクリプトが表示され、このタスクが完了すると[完了] が表示されます。

6. 処理が完了したら、次のメニュー項目を選択し、ログ ファイルを確認して操作が正常終了
したかどうかを決定します。

[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示]
7. タスク結果画面で [標準出力]タブと [標準エラー]タブを選択すると、詳細が表示されます。

[標準出力]タブと [標準エラー]タブの出力を確認して、エラーがなければ次に進みます。

19.4 Insight Control for Linux マネジメント エージェントのインストー
ル

Insight Control for Linux マネジメント エージェントは、すべての管理対象システムにデプロイ
され、これらのシステムから監視データを収集します。マネジメント エージェントをデプロイ
すると、Nagios と Supermon は、管理対象システムからデータを収集することができます。
デプロイメントは、[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] タスクの中で
自動的に実行されます。

管理対象システムを追加または削除するには、Configure Management Services タスクを再実
行する必要があります。これにより、管理エージェントも再インストールされます。上記の操
作を実行しないと、Nagios で監視するための設定が無効になります。
管理対象システムに Insight Control for Linux マネジメント エージェントを再インストールする
必要がある場合は、いつでも手動でデプロイすることができます。たとえば、[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] タスクでエージェントのインストールに失敗
した場合や監視対象の管理対象システムのイメージをデプロイしなおす場合は、エージェント
を手動でデプロイしてください。

重要: このタスクでは、すべての管理対象システム上で HP SIM の SSH キーを正しく設定す
る必要があります。詳しくは、8.3.4 項 (82 ページ) を参照してください。

管理エージェントの再インストールが必要な場合は、以下の手順に従ってください。たとえ
ば、管理対象システムに新しいオペレーティング システムをインストールした場合に、管理
エージェントの再インストールが必要となります。

1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:
[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[IC-Linux]→[Install Agents...]

2. ターゲットとして {collection_name}_Servers サブコレクションを選択します。
3. [次へ]を選択します。
4. 処理が完了したら、次のメニュー項目を選択し、ログ ファイルを確認して操作が正常終了
したかどうかを決定します。

[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示]
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5. タスク結果画面で [標準出力]タブと [標準エラー]タブを選択すると、詳細が表示されます。
[標準出力]タブと [標準エラー]タブの出力を確認して、エラーがなければ19.5 項 (166 ペー
ジ) に進みます。

19.5 監視サービスの正しい設定の確認
監視サービスの正しい設定を確認するには、次のタスクを実行することをおすすめします。

1. 「Nagios がステータスを報告することの確認」 (166 ページ)
2. 「サービス ステータスの要約」 (166 ページ)
3. pdsh コマンドがすべての管理対象システムに対してコマンドを実行できることを確認し
ます。次に例を示します。

# pdsh -a uptime
pluto: 3:22pm up 0:49, 1 user, load average: 0.47, 0.47, 0.40
charon: 11:02am up 0:49, 1 user, load average: 0.38, 0.36, 0.36
poseidon: 9:46am up 1 day 4:46, 3 users, load average: 1.10, 1.23, 1.34

4. 次のコマンドを使用して、すべての管理対象システムでnrpe デーモンが機能しているこ
とを確認します。

# /opt/hptc/nagios/libexec/gather_all_data --verbose
write 4048, 2, 2, eth1 to db => icelx2 (charon.example.com)
write 4048, 2, 2, eth1 to db => icelx4 (pluto.example.com)
write 4048, 2, 2, eth1 to db => icelx1 (poseidon.example.com)

5. すべての管理対象システムで vars.ini ファイルの同期が取れていることを確認します。
# /opt/hptc/nagios/libexec/check_nagios_vars --update Vars OK on nodes icelx[1-2,4]

19.5.1 Nagios がステータスを報告することの確認
Nagios を起動し、Nagios がシステム ステータスを報告することを確認します。
1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:

[ツール]→[内蔵コンソール]→[Nagios]
2. プロンプトが表示されたら、HP SIM にログインする際に指定したユーザーでログインし、
関連付けられたパスワードを入力します。

3. 以下のいずれかを実行してください。

• コレクションに 100 未満の管理対象システムが含まれている場合は、[Service
Detail] ビューを使用してシステム ステータスの概要を取得します。ここには、
Nagios ホストとそのステータスが表示されます。

• コレクションに 100 以上の管理対象システムが含まれている場合は、[Service
Problems] ビューを使用してより実用的な概要を取得します。

Nagios を使用する方法に関する詳細が必要な場合は、第20章 (168 ページ) を参照してくださ
い。

19.5.2 サービス ステータスの要約
nrg コマンドは、Nagios が収集するデータを使用します。CMS 上で、コマンド ラインから
nrg --mode summary コマンドを実行して、定義された Nagios サービスとそれらのサービ
スの状態の概要を表示します。次に例を示します。

# nrg --mode summary
Apache HTTPS Server 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
configuration 3-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Configuration Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Enclosure Status 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Enclosures Collection Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Environment 3-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Host Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
IP Assignment - DHCP 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Load Average 2-Ok 1-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Management Settings Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
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Nagios Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
NodeInfo 2-Ok 1-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Sensor Collection Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Supermon Metrics Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Switch Data Collection 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Syslog Alert Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
Syslog Alerts 4-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
System Event Log 3-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
System Event Log Monitor 1-Ok 0-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk
System Free Space 2-Ok 1-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk

Totals: 32-Ok 3-Warn 0-Crit 0-Pend 0-Unk

警告が報告される場合

[Warning] 列に 1 つ以上の警告が報告される場合は、analyze オプションを使用して問題
の分析を取得します。可能な場合、コマンドの出力に可能な訂正処置や状態の理由が提供され
ます。例：

# nrg --mode analyze

Nodelist Description
----------------------- ---------------------------------------------------
neptune <Load Average - STALE> If 'data is state', then

look at the status of the 'Supermon Metrics
Monitor'on either the controlling management_hub or
on the management_server node as they collect and
report the data for these entries.

neptune <NodeInfo - STALE> Data may be stale, look at the
status of the Supermon Metrics Monitor as it
provides the status for this service. The data can
be stale if the hub is failing to communicate with
the master or if supermon & mond are not
collecting the data from the specific node.

neptune <System Free Space - Warning> Thresholds defined in
nagios_vars.ini have exceeded the warning levels
for any of the locally monitored file systems, /,
/var, or /tmp.
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20グラフィカル ツールを使用した管理対象システムの監
視

この章では、以下の項目について説明します。

• 「Insight Control for Linux によるシステム監視の概要」 (168 ページ)

• 「Nagios の概要」 (169 ページ)

• 「Nagios の使用」 (172 ページ)

• 「Nagios が監視するサービス」 (180 ページ)

• 「Nagios のアラート メッセージについて」 (182 ページ)

• 「システム イベント ログの監視について 」 (183 ページ)

• 「Nagios の電子メール アラートの設定」 (183 ページ)

• 「リアルタイムの指標監視」 (184 ページ)

20.1 Insight Control for Linux によるシステム監視の概要
Insight Control for Linux は、Linux に焦点を当てた管理者のための完全な監視環境を提供しま
す。Insight Control for Linux の監視機能は、クラス最高のテクノロジーと通常 Linux 管理者が使
用するオープン ソース パッケージを統合します。Insight Control for Linux の監視機能に関係す
る優れたパッケージには、次のものがあります。

• Nagios
Nagios は、広く使用されているオープン ソース システムおよびネットワーク監視アプリ
ケーション インフラストラクチャです。管理対象システムの状態を監視するために使用で
きる、さまざまなシステム統計情報を提供する Web ベースのグラフィカル アプリケー
ションです。

Nagios を設定して、定義したホストおよびサービスを監視することができます。ホスト
およびサービスは、プラグインを介して戻されたデータを報告します。これらのスクリプ
トは、通常、ok、warning、またはcritical exit ステータス（それぞれ 0、1、2）、
および情報メッセージを標準出力（stdout）に返します。

問題が発生すると、Nagios は、電子メール、SMS などの事前に定義された方法、または
サイト固有の通知ツールを起動して通知します。

• ラウンド ロビン式データベース ツール
ラウンド ロビン式データベース ツール（RRDtool）は、高性能の時系列データの記録とグ
ラフ作成用の業界標準のオープンソース システムです。

• Supermon
拡張性に優れた高速の監視システムです。Supermon は、Nagios サブシステムに必要なす
べてのシステム統計情報を提供します。

Supermon は、ファン、温度、および電源ステータスのようなシステム パフォーマンス セ
ンサーのデータや環境データを収集します。このデータは、定期的に収集されます。

• syslog およびsyslog-ng
syslog サービスは、各管理対象システムで動作し、ログ情報を収集します。

• Performance Dashboard ツール
Performance Dashboard ツールは、1 秒間隔で更新される指標データをリング形の図に表
示します。
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Insight Control for Linux は、プラットフォーム固有の管理プロセッサー（iLO または IPMI）と
OS が提供する指標（平均負荷、ノード情報、システム空き容量など）を使用してデータを収
集します。syslog アラートなどのその他の情報は、/hptc_cluster/adm/logs/
consolidated.log 統合ログ ファイルから入手します。

注記: Insight Control for Linux は、VMware ESXi を実行する仮想ホスト、および Microsoft
Windows を実行するサーバーや仮想ゲストの監視はサポートしません。

20.1.1 管理プロセッサーからの指標の収集
Insight Control for Linux は、センサーおよびシステム イベント ログ情報の収集に iLO または
IPMI プロトコルを使用して、管理プロセッサーをサポートします。システムの管理プロセッ
サーにアクセスするには、管理プロセッサー認証情報を HP SIM に設定する必要があります。
管理プロセッサー認証情報の設定について詳しくは、「管理プロセッサーの認証情報」 (208 ペー
ジ) を参照してください。
環境およびシステム イベント ログ（SEL）サービスは、管理プロセッサーにアクセスしてセン
サーおよび SEL 情報を収集します。Insight Control for Linux は、このデータを収集するように
システムを自動的に設定します。

20.1.2 OS エージェントからの指標の収集
Insight Control for Linux によって、各管理対象システムに、オペレーティング システム指標を
収集するための 2 つの小さな管理エージェント （Supermon mond デーモン、および Nagios
Remote Plugin Executor nrpe）がインストールされます。
mond デーモンは、ローカル OS 指標収集に使用されます。nrpe プラグインは、Insight Control
for Linux によって、制御動作（再設定要求）のためにのみ使用されます。定期的なデータ収集
には使用されません。

Insight Control for Linux エージェントは、一般的なものとして構築されます。これらのエージェ
ントは、任意の Linux プラットフォームにデプロイできます。Insight Control for Linux では、
エージェントを動作できるあらゆる x86 ベースの Linux プラットフォームを監視できます。

20.1.3 syslog によるイベントの収集
Insight Control for Linux は、syslog または syslog-ng を各ホストで設定し、イベントを CMS
で動作するグローバルな syslog-ng ログ アグリゲーターに転送します。結果の情報は、CMS
またはマネジメント ハブ上の /hptc_cluster/adm/logs/consolidated.log ファイルに
保存されます。この情報は、Nagios Syslog Alert Monitor プラグインによって定期的に読み取
られ、/opt/hptc/nagios/etc/syslogAlertRules ファイルに定義された既知のパター
ンに基づいて検証されます。この情報の収集には、Linux プラットフォーム上の Insight Control
for Linux 固有のエージェントは不要です。
各管理対象システムは、syslogd またはsyslog-ng デーモン（RHEL はsyslogd、SLES は
syslog-ng を実行）を実行し、優先順位が warning 以上のイベントを対応するマネジメント
ハブに渡します。マネジメント ハブもsyslogd またはsyslog-ng デーモンを実行して、自
身のイベントをマスター マネジメント ハブ アグリゲーターに渡します。各マネジメント ハブ
は、syslogng_forward サービスを実行して、管理対象システムから受け取ったイベントを
/hptc_cluster/adm/logs/aggregator_nodename.log ファイルに書き込みます。ここ
で、nodename は、マネジメント ハブのノード名です。マネジメント ハブは、クライアント
のイベントをマスター マネジメント ハブに転送するように設定されている場合、そのように
します。最上位レベルのマネジメント ハブは、統合ログファイルに当たる /hptc_cluster/
adm/logs/consolidated.log を作成します。

20.2 Nagios の概要
Insight Control for Linux は、Nagios オープンソース アプリケーションを使用して、プロセッ
サーの負荷やディスクの使用率のようなシステム統計情報を収集し、表示します。Nagios は、
ホストとサービスを監視し、問題が発生したり、解決したときに警告を表示します。
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Nagios アプリケーションの設計には、プラグイン（Nagios アプリケーションを拡張する独立
したファイル）のコンセプトが組み込まれています。この設計により、システム サービスと
ネットワーク サービスを調べるために使用されるサービス チェックをデプロイメントするこ
とができます。

Insight Control for Linux に付属している Nagios は、すでにシステムに組み込まれているシステ
ム サービスとネットワーク サービス チェックで設定されています。これらのネットワーク
サービスは、自動的に各管理対象システム用に設定されます。

Nagios は、Insight Control for Linux に内蔵されている Supermon オープンソース監視アプリ
ケーションから、そのセンサー データと指標データを取得します。
図 23に、これらのツールとの対話を示します。

図 23 システム監視ツールの統合

mond およびsyslog デーモンは、すべての管理対象システムで動作します。Supermon サー
ビスは、一部のシステムで動作するmond デーモン用の要求を管理します。Nagios マスター
は、定期的にそのcheck_metrics プラグインを実行します。これにより、Supermon がデー
タを収集し、データベースに保存します。管理対象システム上のsyslog デーモンは、
syslog-ng サービスにイベントを報告します。管理対象システムは、CMS 上のsyslog-ng
サービスにsyslog イベントを転送するように設定されます。

20.2.1 Nagios マニュアル
Nagios について詳しくは、次のソースを参照してください。

• Nagios マニュアル：
http://www.nagios.org

• Nagios の機能：
www.nagios.org/about/
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• Nagios に関する追加情報は、市販されています。以下の Web サイトには、Nagios と、
Nagios を使用してシステムとネットワークを管理する方法が掲載されています。
http://www.nagios.org/propaganda/books/

20.2.2 Nagios の起動
Nagios を起動するには、Apache サービス用の有効な証明書が必要です。Apache 証明書を設
定する場合は、19.2 項 (163 ページ) を参照してください。
Nagios を起動するには、 Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選
択します

[ツール]→[内蔵コンソール]→[Nagios]
Nagios を起動すると、図 24に示す Nagios のメイン ウィンドウが表示されます。

図 24 Nagios のメイン ウィンドウ

Nagios のメイン ウィンドウから、左のナビゲーション バーのすべてのメニュー オプション
を選択できます。

Nagios メニュー オプションは、管理対象システムのさまざまなビューを提供します。オプショ
ンを選択すると、ログイン名とパスワードが要求されます。このログインとパスワードは、
Insight Control for Linux をインストールし、設定したときに確立されています。

20.2 Nagios の概要 171

http://www.nagios.org/propaganda/books/


Insight Control for Linux は、これらのビューと他のシステム統計情報を監視するプラグインを
提供します。完全なビューおよびメニュー オプションには、次のものが含まれます。

HomeGeneral

Documentation

Tactical OverviewCurrent Status

Map

Hosts

Services

SummaryHost Groups

Grid

概要Service Groups

Grid

Services (Unhandled)Problems

Hosts (Unhandled)

Network Outages

AvailabilityReports

Trends

HistoryAlerts

概要

Histogram

Notifications

Event Log

HP Graph

CommentsSystem

Downtime

Process Info

Performance Info

Scheduling Queue

Configuration

注記: 
Nagios ウィンドウでのホストとは、管理対象システムだけでなく、IP アドレスを持つ任意の
オブジェクトのことです。Nagios アプリケーションを使用するときは、このことを覚えてお
いてください。

20.3 Nagios の使用
この項では、Nagios 監視ビューを使用して管理対象システムを監視する方法について説明し
ます。
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20.3.1 ネットワーク状態の表示
[Tactical Overview] メニュー オプションを選択して、管理対象システムの全体的なビューを取
得します。図 25に、このビューの例を示します。

図 25 Nagios Tactical Overview

ウィンドウの上部には、ネットワークに関する情報が表示されます。具体的には、ネットワー
ク故障の数や、Nagios ホストと Nagios サービスなどのネットワーク状態に関する情報が表示
されます。

ウィンドウの次の部分には、Nagios ホストに関する情報が表示されます。停止中、到達不能、
動作中、および保留中のホストの数が報告されます。
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図 25では、2 つのホストが停止中です。そのボックスにあるリンクを選択して、そのホスト
用の [Host Status Details] ウィンドウを開きます。このウィンドウには、ホストとホストに関す
るステータス情報が表示されます。

標準的な Nagios の [Tactical Overview] ディスプレイは、「無効になっている」サービスをハ
イライトするために赤色を使用します。図 25では、そのことを示すために、[Active Checks] 列
の21 Services Disabled メッセージが赤色のフィールドで表示されています。
無効になっているサービスのコンフィギュレーション ステータスは、not an error condition で
す。Insight Control for Linux は、Nagios のパッシブ チェック機能を使用して、多数の管理対象
システムを対象にするデータ収集とレポート生成を最適化および最小化します。

注記: これらのサービスは、通常の状態での実行を意図しておらず、Nagios が誤ったアラー
トを生成する原因になるため、有効にしないことをおすすめします。

ウィンドウの次の部分には、Nagios サービスの説明が表示されます。

20.3.2 Nagios のホストとサービスの表示
管理対象システムの数が多いハードウェア構成の場合、[Service Detail] ビューで Nagios ホス
トとそれに対応する Nagios サービスを確認すると便利です。Nagios メニューの [Problems
Services (Unhandled)] を選択して、ビューを開きます。図 26に、Nagios の [Service Detail]
ビューの一部の例を示します。ここでは、CMS 用の Nagios サービスを示しています。

図 26 Nagios の [Service Detail] ビュー

図 27に、仮想ホストに当たる Nagios ホストの表示を示します。
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図 27 Nagios の [Service Detail] ビュー

[Status] 列には、発生した問題が表示されます。
サービスのステータスを表示するには、[Service] 列でサービス用のリンクを選択して、図 28
に示す Nagios の [Service Information] ビューを開きます。
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図 28 Nagios の [Service Information] ビュー

20.3.3 問題が発生しているホストとサービスの表示
Nagios メニューの [Problems Services (Unhandled)] を選択するとアクセスできる [Service
Problems] ビューは、数百台のシステムを含む構成で役立ちます。ここには、問題が発生して
いる Nagios ホストとそれに対応するステータスが OK でない Nagios サービスだけが表示さ
れるので、注意が必要な Nagios ホストだけを監視することができます。図 29に、Nagios の
[Service Problems] ビューを示します。
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図 29 Nagios の [Service Problems] ビュー

Nagios ホストに対応するリンクを選択して、そのホスト用の [Nagios Host Information ] ビュー
を開きます。

また、次のように Nagios レポート ジェネレーターである nrg を使用して、Nagios サービス
の分析を取得することもできます。

# nrg --mode analyze

詳細とその使用例については、nrg(8) を参照してください。

20.3.4 ネットワーク帯域幅とシステム使用率の表示
RRDtool ソフトウェア ツールは、Insight Control for Linux に内蔵され、ネットワーク帯域幅や
他のシステム使用率に関するグラフを作成し、表示します。

Nagios メニューで [HP Graph] を選択して、この情報にアクセスします。
図 30 (178 ページ) に示すビューは、サーバー割り当て、CPU 使用率、メモリ、および Ethernet
トラフィックのグラフを表示する CMS（ホスト名はmercury）のデフォルトの概要の例です。
図 31に示すビューは、概要ビューに付属し、各管理対象システム用の詳細な CPU 使用率グラ
フを表示します。

また、[HP Graph] には、CPU 温度のグラフも表示されます。このグラフにアクセスするには、
ウィンドウの一番上にある [Metrics] メニューから [temperature] を選択します。
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図 30 HP Graph のデフォルトの概要表示

図 31 管理対象システムの HP Graph 詳細表示

選択した Nagios ホスト（Nagios ホストは仮想ホストの場合もあります）用のグラフ データ
を表示したい場合は、左上にあるメニュー内の項目を選択します。図 32 (180 ページ) に、1 つ
の管理対象システムosmone のグラフを示します。以下のメニューとメニュー項目は、管理対
象システム用に表示できる情報を制御します。

• [Metric] メニューは、グラフに表示される情報に影響します。このメニューには、以下の
メニュー項目があります。

bytes in 管理対象システム上のネットワーク デバイスで受信するデー
タ速度を報告します。

bytes out 管理対象システム上のネットワーク デバイスで転送するデー
タ速度を報告します。

cpu idle 他のタスクに使用できる管理対象システムの CPU の比率を
表示します。
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cpu iowait システムが I/O が完了するのを待つ、または割り込みを処理
する時間の比率を報告します。

cpu system システム レベルのタスクに使用された CPU 時間を報告しま
す。

cpu usage ユーザー、システム、および優先度で使用される管理対象シ
ステムの CPU の比率を報告します。これは、デフォルトの
ビューです。

load average 1 分、5 分、および 15 分間の平均負荷を報告します。
mem buffers システム全体のメモリ バッファーに割り当てられる管理対象

システムのメモリ量を表示します。

mem shared アプリケーション間で共有されているメモリ量を報告しま
す。

mem used コード、バッファー、および共有メモリなど、すべての活動
に使用されているメモリ使用率（%）を報告します。

swap info 利用可能なスワップ領域量と使用中のスワップ領域量を報告
します。

• [Last] メニューは、サンプル データの長さを指定します。次の中から選択できます。

◦ 1 month◦ 1 week◦ 1 day◦ 6 hours◦ 1 hour

◦ ◦◦◦◦2 hours 1 year2 weeks2 days12 hours

• [Sorted] メニューは、詳細グラフをソートする方法を指定します。次の中から選択できま
す。

ascending データ量の昇順で管理対象システムを表示します。

by hostname データにかかわらず、ホスト名で管理対象システムを表示しま
す。

descending データ量の降順で管理対象システムを表示します。

• [System Details] リンクは、Nagios の [Service Status Details for All Hosts] ウィンドウを開
きます。

• 右上にある [Get Fresh Data] ボタンを選択すると、使用できる新しいデータでグラフが更
新されます。

注: 
• システム用の詳細グラフは、すべての Nagios ホスト上の指定した指標のグラフを表示し
ます。

Nagios ホスト用の詳細グラフは、その Nagios ホストの指標を表示します。

• 全体に対してグラフ化されたデータの割合が小さすぎると、空白のグラフが表示される場
合があります。

特に、cpu system およびcpu iowait のグラフは、CPU の使用時間でなく、使用可能
な CPU 時間の合計（cpu idle を含む）に対する割合として計算されます。CPU の使用
時間に対するcpu system の割合は通常 20～30% ですが、CPU の合計（cpu idle を
含む）に対するcpu system の割合は 1% 以下の場合があります。
同様に、mem buffers とmem shared も空白で表示される場合があります。
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図 32 1 つの管理対象システム用の HP Graph Host 表示

20.3.5 システム環境データの収集と表示
Insight Control for Linux は、システム障害を示す場合がある温度やファン速度のような各管理
対象システム上の環境データを監視するプラグインを提供しています。

環境データを表示するには、Nagios メイン ウィンドウの左フレームにある [Service Problems]
メニュー項目を選択して、[Service Status for All Hosts] ウィンドウを開きます。
また、shownode metrics sensors コマンドを使用して、環境データを表示することもで
きます。詳しくは、21.2.4.1 項 (193 ページ) を参照してください。

20.4 Nagios が監視するサービス
通常、サービス（別名プラグイン）は、一度に多くの管理対象システム用の情報を収集し、管
理対象システム単位で Nagios FIFO（パッシブ チェック）を通じて Nagios に情報を適用しま
す。

Nagios プラグインは、CMS 上の /opt/hptc/nagios/libexec ディレクトリにあります。
表 21に、CMS で動作する各 Nagios プラグイン サービスを示します。この表の「サービス
名」欄にある項目は、Nagios の [Service Detail View] および [Service Problems View] ウィンド
ウの Nagios の [Service] 列に対応しています。これらは、それぞれ、図 26 (174 ページ) と図 29
(177 ページ) に示されています。
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表 21 CMS で動作する Nagios 監視プラグイン

機能/説明プラグイン名サービス名

Nagios の Web インターフェイスを提供する Web サー
バーを監視します。

check_httpApache HTTPS Server

定期的に管理対象システム用の設定情報を生成し、更
新します。

check_node_configConfiguration Monitor

CMS 上の DHCP サービスを監視します。check_procsIP Assignment DHCP

/opt/hptc/etc/sysconfig/vars.ini ファイルを
監視し、管理対象システム全体でファイルが同期して
いない場合は報告します。

check_nagios_varsManagement Settings
Monitor

CMS 上の Nagios マスターと Nagios 監視システムを
監視し、Nagios マスターと監視デーモンのステータス
を報告します。

check_nrpeNagios Monitor

管理対象システムの環境データを収集します。check_metricsSensor Collection Monitor

管理対象システム用の（所定の）Supermon 指標を収集
します。loadave、環境、およびシステム情報データ

check_metricsSupermon Metrics Monitor

を収集し、ラウンドロビン データベース（RRD）に保
存します。

SNMP を通じてスイッチのステータスと指標を収集し
ます。

switch_pollerSwitch Data Collection

/opt/hptc/nagios/etc/syslogAlertRules ファ
イルのパターンを監視します。

check_syslogalertsSyslog Alert Monitor

Syslog Alerts Nagios サービスは、システムごとの個別
の結果を報告します。

ハードウェア イベント ログを監視し、/opt/hptc/
nagios/etc/selRules ファイルのパターンに基づい
て警告を発行します。

check_selmonSystem Event Log Monitor

Syslog Alerts Nagios サービスは、システムごとの個別
の結果を報告します。

HP BladeSystem エンクロージャー用のセンサー データ
を収集します。

check_enclosuresEnclosure Collection Monitor

エンクロージャーは、Nagios の Web インターフェイ
スではホストとして表されます。

表 22に、すべての管理対象システム上で監視されるサービスを示します。

表 22 管理対象システム上で監視されるサービス

機能/説明サービス名

システム単位のセンサー報告と警告を提供します。個々の管理対象システム単位
でセンサー ステータスを報告します。システムの種類に応じて、利用可能なすべ
てのアクティブ センサーが報告されます。

Environment1

システム単位の平均負荷情報と警告を提供します。単一の管理対象システムの最
後に収集された平均負荷を報告します。警告は、/opt/hptc/nagios/etc/
nagios_vars.ini ファイルに定義されたしきい値に基づいて生成されます。

Load Average2

システム単位のプロセス、ユーザー、およびディスク統計情報を提供します。報
告と警告は、個々の管理対象システムのプロセス カウント、合計、ユーザー、

NodeInfo2

zombie プロセス、およびシステム アップタイムに基づいて行われます。警告
は、/opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini ファイルに定義されたしき
い値に基づいて生成されます。

/opt/hptc/nagios/etc/syslogAlertRules ファイルのパターンと一致する
統合ログ メッセージにリンクします。

Syslog Alerts1
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表 22 管理対象システム上で監視されるサービス (続き)

機能/説明サービス名

/opt/hptc/nagios/etc/selRules ファイルのパターンと一致するシステム
イベント ログ メッセージにリンクします。

System Event Log1

システム イベント ログは、管理プロセッサー、iLO または IPMI BMC のいずれか
を通して収集されます。システム イベントは、ハードウェア関連のアラートで、
メモリ エラー、電源障害などです。

/root、/tmp、/var、および /hptc_cluster のシステム空き容量を表示しま
す。このデータは、nagios_vars.ini ファイルに定義されたしきい値と比較さ
れます。

System Free Space2

サーバーの種類、メモリ、およびプロセッサーのような単一のシステム用の静的
なシステム構成情報を報告します。

Configuration1

スワップ領域量、使用済みのスワップ領域量、空きスワップ領域量、およびサー
バー当たりのページ キャッシュを報告します。

Swap Info

1 この情報はエージェントなしで収集されます。したがって、Insight Control for Linux の監視するあらゆるホストで利
用可能です。

2 このサービスはmond を使用してそのデータを収集します。

20.5 Nagios のアラート メッセージについて
Insight Control for Linux は、syslog やハードウェア システム イベント ログのようなデータ
ソースが提供するパターンに基づいてアラート メッセージを生成できる複数の付加価値プラグ
インを提供しています。

これらのプラグインは、共通の構文を使用して、パターンとステータスを説明し、一致するも
のを報告します。

警告を起動するルールは、以下のファイルに設定されます。

• /opt/hptc/nagios/etc/selRules

システム イベント ログ メッセージで警告するためのパターンが入っています。
次のように selRules ファイルを編集することができます。

◦ このファイルに新しいアラート用のルールを追加します。

◦ 対応するルールを変更してアラートを変更します。

◦ ルールをコメントに変えて、対応するアラートを削除します。

• /opt/hptc/nagios/etc/syslogAlertRules

統合されたログ項目で警告するためのパターンが入っています。

• /opt/hptc/nagios/libexec/sensorData.dat

センサーの結果に基づいて警告するためのパターンが入っています。

Nagios は、電子メールを使用して決まった形式の警告を送信します。Nagios アラートのデ
フォルトの形式は、次のとおりです。

Type: PROBLEM 1
State: return code 2

Service: service 3
Host: system 4
Address: IP Address 5
Info: message output 6

Date/Time: date and time 7
Elapsed: time 8
Number: number 9
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1 有効な値は、PROBLEM またはRECOVERY です。
2 Nagios プラグインの戻りコード。このコード用の値は、次のとおりです。

0 OK
1 Warning
2 Critical
other Unknown

3 Nagios サービスの説明の名前。詳しくは、対応する /opt/hptc/nagios/etc/
templates/*_template.cfg テンプレート ファイルを参照してください。

4 アラートは、このホスト名に適用されます。
5 ホストの IP アドレスです。
6 プラグインから生成されるメッセージ文。

次の例で、<iclx47> は、このデータを収集したiclx47 で実行される Nagios モニター
を示します。システム イベント ログ（この場合は /opt/hptc/nagios/libexec/
check_sel ログ ファイル）の Nagios サービスと関連付けられているプラグインからメッ
セージが出されます。

<iclx47> Power Unit Power Redundancy Redundancy Lost

7 アラートの原因が発生したときを示すタイムスタンプ。
8 メッセージがメール送信される前に、メッセージがnand キューで待つ時間を指定します。
9 nand 順序番号。nand デーモンは、Nagios が生成するメッセージを受信し、電子メール
でバッチ送信します。

20.6 システム イベント ログの監視について
HP サーバー上のファームウェアは、プラットフォーム固有のイベントを取得、ハードウェア
の状態と変更を追跡します。イベントは、システム イベント ログに保存されます。システム
イベント ログ内の情報は変化しますが、通常、次のような情報が含まれています。

• メモリの ECC エラー

• 電源の障害

• 電圧の問題

Insight Control for Linux は、コンポーネントの障害または保留中の障害を示すエラーを警告す
るように設定されます。

ログ情報は、定期的に読み取られ、保管され、/opt/hptc/nagios/etc/selRules ファイ
ルに定義されたルールに基づいて Nagios アラートを生成するために使用されます。
イベント ログは、管理ポートを通じてアクセスされます。コンソール ポートへのネットワー
ク アクセスのほか、プラットフォームおよびプロトコル固有のユーザー認証が必要です。
システム イベント ログの履歴は、/hptc_cluster/adm/logs/sel/sel-xxx.log に取り
込まれます。ここで、xxx は、個々の管理対象システムの名前です。
標準の logrotate 機能がログを管理します。詳しくは、logrotate(8) を参照してください。

20.7 Nagios の電子メール アラートの設定
Nagios は、デフォルトでnagios ユーザーに電子メールを送信します。
電子メール アラートを転送するには、Nagios ユーザーとしてログインし、Nagios ユーザーの
ホーム ディレクトリ（通常は/home/nagios）に .forward ファイルを作成し、Nagios か
ら別の電子メール アカウントに電子メール アラート メッセージをリダイレクションするのが
最も単純な方法です。この方法により、.forward ファイル上のアクセス権が正しいことが保
証されます。
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ヒント: 
sendmail ユーティリティが動作していることを確認してください。

/opt/hptc/nagios/etc/contacts.cfg ファイルを編集し、Nagios 設定を変更して連絡
先を指定します。以下に、このファイルの主な部分を示します。

# 'nagios' contact definition
define contact{

contact_name nagios
alias Nagios Admin
service_notification_period 24x7
host_notification_period 24x7
service_notification_options w,u,c,r
host_notification_options d,u,r
service_notification_commands notify-by-email,notify-by-epager
host_notification_commands host-notify-by-email,host-notify-by-epager
email nagios@localhost.localdomain
pager nagios@localhost.localdomain
}

システム名を反映するようにemail とpager の値を変更すると、Nagios は sendmail ユー
ティリティを通じて通知を送信します。たとえば、nagios@localhost.localdomain を
nagios@example.com に変更します。
Nagios は、大量の電子メール メッセージを生成する場合があります。オープン ソースの Nan
ユーティリティを使用して Nagios が送信するメッセージの数を制御する方法については、
A.5 項 (276 ページ) を参照してください。

20.8 リアルタイムの指標監視
この項では、Insight Control for Linux の Performance Dashboard ツールを使用して、指標をリ
アルタイムで表示する方法について説明します。説明する項目は以下のとおりです。

• 「Performance Dashboard の概要」 (184 ページ)

• 「Performance Dashboard の機能」 (185 ページ)

• 「Performance Dashboard の要件」 (185 ページ)

• 「リング形の図のデータの読み方」 (185 ページ)

• 「Performance Dashboard ツールの再起動」 (188 ページ)

• 「マウス ボタンを使用した Performance Dashboard ツールの操作」 (188 ページ)

• 「Performance Dashboard ツールの指標」 (188 ページ)

• 「Performance Dashboard ツールの指標のカスタマイズ」 (189 ページ)

20.8.1 Performance Dashboard の概要
Insight Control for Linux の Web ベースの Performance Dashboard ツールは、管理対象システ
ム、すなわち Insight Control for Linux が監視および管理するサーバーの実際の指標データをリ
アルタイムで表示します。データは 1 秒間隔で更新され、ユーザーは、管理対象システムの表
示したい指標を動的に選択できます。

Performance Dashboard ツールは、そのデータを Supermon から受け取り、円グラフのような
リング形の図で表示します。

Performance Dashboard ツールを実行すると、CMS および管理対象システムのシステム パ
フォーマンスがわずかに低下します。
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20.8.2 Performance Dashboard の機能
Performance Dashboard ツールは、以下の機能を備えています。

• icelx_servers サブコレクションに含まれるすべての管理対象システムまたはユーザー
が選択する管理対象システムの指標データを監視および表示する。

• 最大 100 個のシステムのデータを 1 つのリング形の図でレポートする。

• ハードウェア構成に 100 を超えるシステムが含まれる場合は、リング形の図を複数作成
する。

• あらかじめ定義されたさまざまな指標からユーザーが選択できるようにする。

• 1 秒ごとに指標データを更新する。

• リング形の図から直接 Nagios を起動することで、監視機能を拡張する。

• クイック起動機能を提供する。この機能により、リング形の図からターゲットの管理対象
システムに対して関連 Insight Control for Linux タスクを直接実行できます。

• ユーザーはカスタマイズした指標やあらかじめ定義された指標を使用できます。

20.8.3 Performance Dashboard の要件
Performance Dashboard ツールを使用するには、監視対象のサーバーが次の要件を満たす必要
があります。

• Insight Control for Linux のライセンス

• 第19章 (163 ページ) の手順に従い、Insight Control for Linux の監視サービスを使用するよ
うに設定されている。

20.8.4 リング形の図のデータの読み方
Performance Dashboard のリング形の図の各セグメント（スライス）は、1 つの管理対象シス
テムのデータを示します。各指標は、それぞれのリング形の図に表示され、図には管理対象シ
ステムごとにセグメントが用意されています。リング形の図は、ウィンドウのサイズおよび表
示される図の数に合わせて縦横に並べられます。

図 33に、Performance Dashboard ツールのデフォルト ビューに当たる CPU 負荷の割合の図を
示します。中央のダイヤルは、現在の値を示しています。
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図 33 Performance Dashboard のデフォルト ビュー：CPU 負荷の割合

図 34には、それぞれ CPU の負荷（パーセント）、システムのアップタイム（日数）の指標、
および root ファイル システムの空きスペース（パーセント）（図の一部のみを表示）を示す
3 つのリング形の図があります。リングの中央には、指標の現在の値、ならびに選択されてい
るすべての管理対象システムの最小、平均、および最大値が表示されます。表 23 (188 ページ)
は、他の指標を表示するためのマウス ボタンの使用法を示します。
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図 34 Performance Dashboard を使った 3 つの指標の監視

20.8.4.1 リング形の図の色分け
Performance Dashboard のリング形の図の各セグメントで使用される色には、次の意味があり
ます。

• 薄い灰色は、管理対象システムがアクティブにデータをレポートしていることを示しま
す。

• ピンクは、指標の実際の値を示します。

• 濃い灰色は、管理対象システムがデータをレポートしておらず、停止している可能性があ
ることを示します。その場合、管理対象システム上でマウスの左ボタンを選択し、その管
理対象システムに焦点を当てて Nagios アプリケーションを起動し、さらに調査を進めま
す。

20.8.4.2 リング形の図での測定単位
CPU 負荷の指標のように、指標の測定単位がパーセントの場合、リング形の図は 0（ゼロ）か
ら 100% までを表します。
指標の測定単位が、メガバイトや日数など、パーセント以外の場合は、リング形の図の目盛り
は 0（ゼロ）から監視されているすべての管理対象システムが報告する値の中の最大値までを
表します。
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20.8.5 Performance Dashboard ツールの再起動
1. Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します:

[ツール]→[内蔵コンソール]→[Performance Dashboard...]
2. ターゲット管理対象システムを選択します。個々の管理対象システムを選択することも

icelx_servers サブコレクション内のすべての管理対象システムを選択することもでき
ます。

3. [適用]を選択して、選択した管理対象システムをターゲット リストに移動します。
4. ターゲット リストを確認します。
5. Performance Dashboard ツールを起動するには、[今すぐ実行]を選択します。

20.8.6 マウス ボタンを使用した Performance Dashboard ツールの操作
表 23に、Performance Dashboard ツールを操作するためのマウスの使用法を示します。ツール
を起動しデフォルトのリング形の図が表示されたら、マウスを次のように操作して、サーバー
情報の表示、別の指標データの表示、報告される指標の変更、特定の管理対象システムに対す
る Nagios の起動などの操作を行えます。

表 23 マウス ボタンを利用した Performance Dashboard ツールの操作

効果マウス ボタンの操作タスク

ツール チップ ボックスに、サーバーや
指標の情報が表示されます。

リング形の図の中のセグメント上にマ
ウスを移動します。

リング形の図に表示されている管
理対象システムの名前、指標名、
指標の値の表示

指標メニューが表示されます。表示ま
たは削除する指標を選択してくださ
い。

空白のスペースでマウスの右ボタンを
選択します。図の穴の中は選択しても
操作は行えません。

リング形の図で表示されている指
標の追加または削除

追加した指標が新しいリング形の図に
表示されます。

指標メニューを消すには、画面上の他
の場所を選択してください。

新しいウィンドウに Nagios アプリケー
ションが開き、その管理対象システム

リング形の図の中のそのサーバーのセ
グメントでマウスの左ボタンを選択し
ます。

特定の管理対象システムに焦点を
当てて Nagios 監視ツールを起動
する についてさらに詳しい監視およびトラ

ブルシューティング情報を提供しま
す。

関連する Insight Control for Linux メ
ニュー項目のリストが表示されます。
起動するツールを選択してください。

リング形の図の中のそのサーバーのセ
グメントでマウスの右ボタンを選択し
ます。

管理対象システムに対して Insight
Control for Linux ツールを起動す
る

Insight Control for Linux メニューを消す
には、画面上の他の場所を選択してく
ださい。

色分けされたボックスに最小値、平均
値、および最大値が表示されます。最

リング形の図の中央にあるダイヤルで
マウスの右ボタンを選択します。[Show

リング中央のダイヤルに最小、平
均、および最大値を表示する。

小値は緑、平均値は黒、最大値は赤で
す。

Values] チェック ボックスを選択しま
す。

チェック ボックスを選択して、表示/
非表示の切り替えを行い表示したい値
だけを表示できます。

20.8.7 Performance Dashboard ツールの指標
デフォルトでは、Performance Dashboard を起動すると、リング形の図に各管理対象システム
の CPU 負荷の割合が表示されます。マウスの右ボタンを選択すると、使用できる指標のメ
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ニューが表示され、このメニューで表示する指標を選択できます。ここでは、表示できる指標
の一部を紹介します。

• User Memory（ユーザー メモリ）

• Node Uptime（ノードのアップタイム）

• Root Disk Freespace（root ディスクの空きスペース）

• /var Disk Freespace（/var ディスクの空きスペース）

• Context Switches（コンテキスト スイッチ）

• User Time（ユーザー時間）

• System Time（システム時間）

• Nice Time（Nice 時間）

• Idle Time（アイドル時間）

• Load Averages（負荷平均（1 分、5 分、および 15 分間隔））

• Total Processes（プロセスの総数）

• Total User Processes（ユーザー プロセスの総数）

• Total Zombie Processes（ゾンビ プロセスの総数）

• Network Received MB（ネットワーク受信サイズ（MB））

• Network Received Packets（ネットワーク受信パケット数）

• Network Received Dropped Packets（ネットワーク受信脱落パケット数）

• Network Received Errors（ネットワーク受信エラー数）

• Network Transmitted MB（ネットワーク送信サイズ（MB））

• Network Transmitted Packets（ネットワーク送信パケット数）

• Network Transmitted Dropped Packets（ネットワーク送信脱落パケット数）

• Network Transmitted Errors（ネットワーク送信エラー数）

• Total Swap（合計スワップ数）

• Swap In Use（使用中のスワップ）

• Pages In（ページ イン）

• Pages Out（ページ アウト）

• Pages Swapped In（ページ スワップ イン）

• Pages Swapped Out（ページ スワップ アウト）

20.8.8 Performance Dashboard ツールの指標のカスタマイズ
Performance Dashboard ツールが監視および報告できる指標は、CMS 上の /opt/hptc/cmu/
etc/sysconfig/ActionAndAlertsFile.txt ファイルで定義します。
既存の指標を変更する場合や新しい指標を作成する場合は、テキスト エディターで
ActionAndAlertsFile.txt ファイルを開き、ファイルの一番上に記載された指示に従って
ください。
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21 コマンド ラインを使用した管理対象システム ステー
タスの表示

Insight Control for Linux は、CMS 上で実行して管理対象システムのステータスを判定するコマ
ンドを提供します。

この章では、以下の項目について説明します。

• 「センサー指標の単独でのアーカイブ」 (190 ページ)

• 「shownode コマンドによる使用率、統計情報、および指標の表示」 (191 ページ)

• 「環境データの表示」 (195 ページ)

• 「使用率情報およびホストとサービスのステータスの報告」 (195 ページ)

21.1 センサー指標の単独でのアーカイブ
デフォルトでは、nagios_vars.ini ファイルのSENSORPRINT 変数の定義に従い、センサー
指標は個別にアーカイブされます。このデフォルト動作を無効にして、センサーの指標が常に
個別にアーカイブされるように設定することができます。例 5は、センサー情報の統合を示し
ます。

例 5 センサーの統合動作

# shownode metrics sensors icelx1
Timestamp |Node_Id |Name |Value |Description
---------------------------------------------------------------------------
date_and_time |icelx1 |Sensor count |12 |Sensors within threshold; ok

アーカイブするセンサー指標を追加する場合は、/opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini
ファイルのSensorConfiguration セクションでSENSORPRINT 変数を見つけます。
この変数を、アーカイブするセンサーの名前と一致する有効な正規表現に設定します。各変数
名に、連番を追加します。たとえば、SENSORPRINT0、SENSORPRINT1、およびSENSORPRINT2
のようになります。

SENSORPRINT0 = CPU[0-9]+ TEMP
SENSORPRINT1 = SYS TEMP
SENSORPRINT2 = Temp[1-9]+

FULLSENSORLISTING 変数を「1」に設定してすべてのセンサーの値を単独でアーカイブする
こともできます。この操作により保管サイズが増えますが、保管される履歴情報は最も多くな
ります。この変数は、どのSENSORPRINT 式よりも優先されます。次に例を示します。
FULLSENSORLISTING = 1

重要: /opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini ファイルを変更した場合は、必ず、
次のコマンドを実行して変更を他のすべての管理対象システムに伝達する必要があります。

# /opt/hptc/nagios/libexec/check_nagios_vars --rebuild --update

ご使用のプラットフォームのセンサーの名前が不明な場合は、FULLSENSORLISTING を有効
にして、shownode metrics sensors コマンドを実行します。その後、15 分待って Insight
Control for Linux が収集するセンサーを表示します。
そのリストを基に、1 つ以上の正規表現を作成し、常に単独でアーカイブするセンサーをキャ
プチャーします。

FULLSENSORLISTING 変数をコメントアウトするかまたは 0 に戻し、SENSORPRINT 変数を
適宜設定してください。必ず、変更事項を他の管理対象システムに伝達してください。

例 6に、拡張されたセンサー指標の例を示します。
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例 6 拡張されたセンサー指標

# shownode metrics sensors iclx1
Timestamp |Node_Id |Name |Value |Description
--------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx1 |Temp 8 Memory |54 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 5 CPU |31 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 2 CPU |33 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 7 CPU 2 |30 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 1 System |40 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 6 CPU 2 |30 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Sensor count |3 |Sensors within threshold; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 4 CPU 1 |30 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 3 CPU 1 |30 |Celsius; ok
date_and_time |iclx1 |Temp 9 Ambient |20 |Celsius; ok

21.2 shownode コマンドによる使用率、統計情報、および指標の表示
shownode コマンドには、管理対象システムに関する有用な情報を提供するさまざまなサブコ
マンドがあります。次のように、shownode --help オプションを使用して、有効な shownode
サブコマンドを表示します。

# shownode --help
USAGE: /opt/hptc/bin/shownode subcommand <options>
subcommand is one of:

all list all nodes
metrics show various statistics
roles show information about node roles
servers show which nodes provide services to whom
services show which services are provided by which nodes
clients show who are the clients of the services
enabled show which nodes are enabled
disabled show which nodes are disabled
enclosures show which nodes are in which enclosure
config show configuration details for nodes and other hardware
info show console IP addresses and types
virtual show virtual machine host systems and their vm guests

サブコマンドのオプションを表示するには、次のようにサブコマンドで --help オプションを
使用します。

# shownode config --help
shownode config <options> <subcommand <identifier>>
subcommand is one of:

all, roles, availability_types, availability_sets, services, switches,
attribues, cp_ports, enclosures, hostgroups, nodes, sysparams, attributes
options:

--help this text
--indent n indent each level by n spaces
--labelwidth n print up to n characters of each label
--perl output in format understood by perl
--admininfo print extra information useful for system admins

21.2.1 管理対象システム用の設定情報の表示
特定の管理対象システム上で shownode config nodes コマンドを実行して、その設定情報
を表示します。次に例を示します。

# shownode config nodes iclx3
iclx3:
attributes:

node_status: up

bay_number:
blade_height:
complete_name:
cores_per_socket: 2
currentRole:
dirty:
enabled: 1
enclosure_name:

21.2 shownode コマンドによる使用率、統計情報、および指標の表示 191



host_names:
Admin:

device: eth2
gateway:
hwaddr:
iftype:
ifusage: Admin
interface_number:
ipaddr: 192.0.2.3
ipv6addr:
mtu:
name: earth.example.com
netmask:
port:
switch:

install_disk:
is_blade:
level:
location: Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)
memory: 8104
n_sockets: 4
node_number: 3
power_setting_dts:
power_setting_on:
region:
server_type: ProLiant BL685c G7
ervices:

gather_data:
hosts:
provider_type: unknown

lkcd:
hosts:
provider_type: unknown

managed_engine:
hosts:
provider_type: unknown

nrpe:
hosts:
provider_type: peer

pdsh:
hosts:
provider_type: unknown

sim_data:
guid: 00000019bb28b16c0000000300000006
hostname: earth.example.com
name: earth
preferred_node_name: earth

uses_dhcp:
uses_raid: 0

21.2.2 管理対象システムに関連するすべてのホスト名の表示
CMS 上で shownode info コマンドを実行して、管理対象システムのリスト、関連する名
前、および管理プロセッサーに関する詳細を表示します。例：
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# shownode info
ICELX Name |Host IP |Host Name |FQ Host Name |MP IP |MP Type
--------------------------------------------------------------------------------
iclx1 |192.0.2.1 |earth |earth.example.com |192.0.2.7 |ILO3
iclx2 |192.0.2.2 |neptune |neptune.example.com |Unknown |Unknown
iclx3 |192.0.2.3 |saturn |saturn.example.com |192.0.2.8 |ILO3
iclx4 |192.0.2.4 |mercury |mercury.example.com |192.0.2.9 |ILO3
iclx5 |192.0.2.5 |192.0.2.5 |192.0.2.5 |Unknown |Unknown
iclx6 |192.0.2.6 |pluto |pluto.example.com |192.0.2.11 |dl1v3

shownode info --admin コマンドは、管理対象システムのリストと、管理プロセッサーの
ユーザー名とパスワードを表示します。

21.2.3 shownode virtual コマンドの使用
shownode virtual コマンドを実行して、仮想マシンのリストを表示します。仮想ホストの
内部名の後に VM ゲストの名前を付けた書式で出力されます。各 VM ゲストについて 1 行を
利用して出力されます。

# shownode virtual
iclx2: vm001

--realnames オプションを使用すると、仮想ホスト（VM ホスト）の内部名の代わりにホス
ト名が出力されます。

# shownode virtual --realnames
neptune: vm001

shownode virtual コマンドには、--forhost オプションもあります。このオプションは、
特定の VM ホストの表示を制限します。

21.2.4 shownode metrics コマンドの使用
shownode metrics コマンドを使用すると、管理対象システムのステータスを監視すること
ができます。

shownode metrics コマンドに引数を指定すると、以下の項目を表示し、監視することがで
きます。

• cpus

• cputotals

• load

• memory

• paging

• sensors

• swap

注: 
• CPU のアイドル時間など、時間に基づいてデータが戻されるタイプの指標は、Supermon
およびNagios によって仮想ゲストから収集される場合、不正確になる可能性があります。
このような時間ベースの指標の精度を確保するには、VMware ESX および ESXi 仮想ゲス
トについては vCenter アプリケーション、Xen 仮想ゲストについては virt-manager
を使用してください。

21.2.4.1 システム センサー情報の表示
shownode metrics sensors コマンドは、システム センサー、その値、短い説明、および
タイム スタンプを表示します。センサー データには、スイッチとジャンパーの位置、温度デー
タ、ファン速度などが含まれます。

次の例は、管理対象システムiclx3 用のセンサー データを表示します。
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# shownode metrics sensors iclx3
Timestamp |Node_Id |Name |Value |Description
----------------------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |Sensor count |12 |Sensors within threshold; ok

センサーが範囲外にある場合のみ、個々のセンサーが表示されます。そうでない場合は、セン
サー カウントのみが表示されます。
次の例に示すように、管理対象システムを指定せずにコマンドを呼び出すと、すべての管理対
象システム用のセンサー データが表示されます。出力は、ページの幅に合わせて切り詰められ
ます。例：

# shownode metrics sensors
Timestamp |Node_Id |Name |Value |Description
---------------------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |Sensor count |12 |Sensors within threshold; ok
date_and_time |iclx5 |Sensor count |0 |Sensor gathering not supported; ok
date_and_time |iclx2 |Sensor count |0 |Sensor gathering not supported; ok
date_and_time |iclx4 |Sensor count |12 |Sensors within threshold; ok
date_and_time |iclx6 |Sensor count |26 |Sensors within threshold; ok
date_and_time |iclx1 |Sensor count |14 |Sensors within threshold; ok
date_and_time |USE6371RA4|Sensor count |12 |Sensors within threshold; ok

21.2.4.2 プロセッサーの使用率と負荷の表示
shownode metrics cpus コマンドは、このコマンドを発行した管理対象システム上の各プ
ロセッサーについて、NICE 値（優先順位が低いユーザー モードで CPU が動作した時間）、
ユーザー、システム、およびアイドル時間（ミリ秒）を表示します。次に例を示します。
# shownode metrics cpus
Timestamp |Node |CPU# |User |Nice |System |Idle |I/O |IRQ |Soft_IRQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |0 |861631 |75 |1210447 |558149658 |0 |0 |0

| |1 |917043 |78 |1230353 |555213274 |0 |0 |0
| |2 |842960 |53 |1092928 |554501898 |0 |0 |0
| |3 |666000 |54 |893274 |557810748 |0 |0 |0

date_and_time |iclx5 |0 |7827 |18 |6491 |556758062 |273325 |232 |1207
| |1 |77101 |82 |30413 |556641231 |290332 |3669 |4363
| |2 |9090 |17 |5298 |557056915 |13314 |0 |3
| |3 |21203 |69 |18883 |557037515 |6961 |1 |4

date_and_time |iclx2 |0 |1969686 |12257 |2517654 |562814420 |202167 |18743 |28224
| |1 |3253082 |6199 |2684158 |558581357 |3023712 |12 |14741
| |2 |3472213 |7916 |3592534 |557307957 |3161058 |5744 |15752
| |3 |3744486 |2630 |3781401 |559709176 |292079 |27163 |6309

date_and_time |iclx4 |0 |3957174 |3 |808672 |175509689 |624807 |11619 |9713
| |1 |3581181 |67 |781375 |172822957 |3773561 |4601 |9897
| |2 |3526831 |57 |682134 |172907412 |3771240 |12489 |21475
| |3 |2236905 |46 |530468 |177449365 |727681 |17911 |11262

date_and_time |iclx6 |0 |8769 |45 |22362 |66696549 |9067 |3172 |1983
| |1 |29438 |32 |30164 |66667795 |10119 |3712 |668

date_and_time |iclx1 |0 |1854680 |1 |2308294 |564006498 |223267 |2258 |48882
| |1 |3645524 |295 |2669669 |530638968 |31391474 |1 |97907
| |2 |3118507 |60 |2828907 |550132258 |12305645 |21605 |36849
| |3 |2585423 |1 |2680954 |561896064 |1266708 |13143 |1529
| |4 |2700043 |215 |2259501 |563186698 |295084 |0 |2273
| |5 |3517129 |107 |2372128 |561278491 |1274550 |0 |1402
| |6 |3684936 |300 |2303954 |561833592 |619651 |0 |1368
| |7 |3705238 |221 |2321097 |562124531 |291321 |0 |1387

また、shownode metrics cputotals コマンドは、管理対象システム全体の NICE 値、ユー
ザー、システム、およびアイドル時間（ミリ秒）も表示します。例：
# shownode metrics cputotals
Timestamp |Node |User |Nice |System |Idle |I/O |IRQ |Soft IRQ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |3289215 |262 |15314147 |2147483647 |10839721 |32328 |12001
date_and_time |iclx5 |115312 |187 |654869 |2147483647 |584261 |3905 |5582
date_and_time |iclx2 |12447298 |29007 |19381006 |2147483647 |6682148 |51692 |65057
date_and_time |iclx4 |13337073 |175 |11821391 |699735521 |8913754 |46640 |52458
date_and_time |iclx6 |38339 |77 |81481 |133916091 |19221 |6910 |2660
date_and_time |iclx1 |24823722 |1204 |67675999 |2147483647 |47692422 |37030 |191700

shownode metrics load コマンドは、1 分、5 分、および 15 分間のプロセッサーの平均
負荷を表示します。次に例を示します。

# shownode metrics load
Timestamp |Node |1 min |5 min |15 min |# Running |# threads
---------------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |0.14 |0.05 |0.01 |1 |146
date_and_time |iclx5 |0.00 |0.00 |0.00 |1 |90
date_and_time |iclx2 |0.01 |0.05 |0.00 |1 |191
date_and_time |iclx4 |0.36 |0.21 |0.18 |1 |503
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date_and_time |iclx6 |0.00 |0.00 |0.00 |1 |121
date_and_time |iclx1 |0.38 |0.30 |0.23 |1 |227

21.2.4.3 メモリの表示
shownode metrics mem コマンドは、メモリの合計と使用率情報を表示します。次に例を示
します。

# shownode metrics mem
Timestamp |Node |Total |Free |Buffer |Shared |TotalHigh |TotalFree |Cached
---------------------------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |4039616 |240360 |135832 |0 |0 |0 |2744104
date_and_time |iclx5 |4148548 |3502700 |157864 |0 |3275096 |2819496 |407160
date_and_time |iclx2 |4048376 |2775708 |57020 |0 |0 |0 |375768
date_and_time |iclx4 |4039616 |231936 |103828 |0 |0 |0 |2264952
date_and_time |iclx6 |2054832 |1317672 |62868 |0 |0 |0 |515880
date_and_time |iclx1 |8188360 |55512 |37764 |0 |0 |0 |23312

21.2.4.4 ページング データとスワップ データの表示
shownode metrics paging コマンドは、ページング データを表示します。次に例を示し
ます。

# shownode metrics paging
Timestamp |Node |pgpgin |pgpgout |pswpin |pswpout
---------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |2834389 |357788892 |0 |0
date_and_time |iclx5 |241014 |11340197 |0 |0
date_and_time |iclx2 |359162 |243216048 |0 |0
date_and_time |iclx4 |1634975 |209216658 |0 |0
date_and_time |iclx6 |537706 |6338078 |0 |0
date_and_time |iclx1 |1815361 |636598562 |2372 |509247

shownode metrics swap コマンドは、コマンドが発行されたノード用のスワップ領域の合
計と使用率を表示します。次に例を示します。

# shownode metrics swap
Timestamp |Node |Total |Used |Free |Page Cache
---------------------------------------------------------------------------
date_and_time |iclx3 |2031608 |0 |2031608 |0
date_and_time |iclx5 |2031608 |0 |2031608 |0
date_and_time |iclx2 |6291336 |0 |6291336 |0
date_and_time |iclx4 |2031608 |0 |2031608 |0
date_and_time |iclx6 |2031608 |0 |2031608 |0
date_and_time |iclx1 |2031608 |2031608 |0 |0

21.3 環境データの表示
プラットフォームによっては、特定のツールを使用すると、プラットフォーム固有の情報を収
集することができます。

/sbin/hplog ユーティリティを使用すると、次の環境データを表示できます。

• 温度センサー データ

• ファン データ

• 電源データ

詳しくは、hp-health(4) and hplog(8) を参照してください。

21.4 使用率情報およびホストとサービスのステータスの報告
Insight Control for Linux には、使用率情報を取得し、Nagios エンジンの状態を診断するために
使用できる Nagios レポート ジェネレーター（nrg）のコマンド ライン インターフェイスが
含まれています。

nrg コマンドは、Nagios ホストと Nagios サービスのステータスのリスト、ステータスの要
約、および状態分析を生成することができます。
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nrg コマンドは、Nagios の status.log ファイルを使用して、Nagios 問題の解決に有用な
情報を提供します。

次のコマンド例は、2 列分析を示しています。左の列は Nagios ホストを識別し、右の列は警
告またはエラーおよび可能な処置を説明します。Nodelist 列にあるシステム名nh は、CMS
を表します。
# nrg --mode analyze
Nodelist Description
-------- -------------------------------------------------------------------------
USE6371RA4 Enclosure Status - Warning> The enclosure is reporting one or more

warning conditions for environmental sensors gathered from the device.
Check the sensor status on the enclosure. Verify the status of the
Enclosures Collection Monitor which provides this data.

nh <Enclosures Collection Monitor - Critical> The Enclosure Collection
Monitor collects sensor information from the blade system enclosures.
Enclosure status can be found in the Nagios Enclosure Status service
plug-in status. A critical status indicates that one or more of the
monitored enclosures has either posted a critical status or the
plug-in has been unable to contact the enclosure. Verify logon
credentials are correct if sensor data is not available.

mercury nh neptune <Load Average - Critical> Nodes have crossed the load average warning
thresholds set in nagios_vars.ini. These are site specific values and
simply indicate resource usage above an expected range. Verify that the
node does not have a misbehaving job or some other problem causing it to
use more CPU then expected.

mercury neptune NodeInfo - Critical> Critical thresholds have been reached for max users,
processes, or zombies etc. See nagios_vars.ini for threshold values.
Values are site specific and critical values indicate values have been
exceeded.

nrg コマンドは、以下の情報を生成することができます。

• 重大度によるシステムのリスト：

Critical◦
◦ Warning

◦ Ok

◦ Unknown

◦ Pending

• Nagios ホストのステータス

• Nagios サービスのステータス

• Nagios モニターのステータス

• 起動または停止したシステムのリスト

詳細については、nrg(8) を参照するか、--help オプションを使用して有効なコマンド オプ
ションを表示してください。例：

# nrg --help
--help
--verbose - Report more details
--log|l - logfile, default $statuslog
--severity <c,w,o,u,p> - default is all

c - critical, w - warning, o - ok,
u - unknown, p - pending

--hosts - Only list hosts status
--services - Only list service status
--monitors - Only list monitor status
--up - Only up nodes
--down - Only down nodes
--sort t,h,s - Sort by (t)ime, (h)ost, (s)ervice
--sort <c,w,o,u,p> - Summary mode only (as cwoup as in severity)
--mode - Report mode: (f)ull, (s)ummary, (r)aw, (w)atch, (a)nalyze
--html - Generate html instead of plain text
--prefix pppp - Specify node prefix (for imported status.log's)
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22リモート コンソールとの接続
この章では、以下の項目について説明します。

• 「コンソール管理機能の概要」 (197 ページ)

• 「CMF の動作」 (197 ページ)

• 「リモート コンソールへのアクセス」 (197 ページ)

• 「DL100 シリーズ サーバーでのシリアル接続」 (198 ページ)

• 「iLO 管理プロセッサーへの Telnet アクセスの有効化」 (199 ページ)

22.1 コンソール管理機能の概要
コンソール管理機能（CMF）デーモン、cmfd は、すべての管理対象システム用のコンソール
出力を収集し、保存します。この情報は、すべての管理対象システム用に個別に保存され、定
期的にバックアップされます。この情報は、/hptc_cluster/adm/logs/cmf.dated/
current ディレクトリ内の日付つきのディレクトリに保存されます。
console コマンドを使用すると、管理対象システムとのコンソール セッションを開くことが
できます。

22.2 CMF の動作
注記: シリアル コンソール ロギング用に設定されたサーバーは、グラフィック モニター上
でテキストのみのコンソールを表示します。X windows ベースのグラフィカル コンソールは存
在しない可能性があります。

各管理対象システムには、2 つのシリアル ポートがあります。

• 内蔵シリアル ポート - シリアル端末を接続できる物理シリアル ポート。

• 仮想シリアル ポート - 管理対象システムの管理プロセッサーを通じてネットワーク経由で
アクセスできます。

OS にとって、両方のポートは他のシリアル ポートと同じです。
CMF は、CMS 上で起動すると、各 Insight Control for Linux 管理対象システム上の仮想シリア
ル ポートへのネットワーク接続を開き、リンク経由で到達するデータの収集を開始します。シ
ステム コンソールとして仮想シリアル ポートを使用するように管理対象システムを正しく設
定すると、CMS は各管理対象システムのシリアル コンソールとの直接接続を維持することが
できます。

したがって、コンソールの監視機能が動作するには、OS が各管理対象システム上のコンソー
ルとしてどのシリアル ポート使用するかを知っている必要があります。また、そのシリアル
ポートがサーバーの仮想シリアル ポートに関連付けられている必要があります。

22.3 リモート コンソールへのアクセス
システム コンソールにリモートにアクセスすると、管理対象システムを監視し、リモートの位
置から問題を訂正することができます。この項では、システム コンソールとの接続を確立する
方法について説明します。

リモート接続を確立するには、以下の手順に従ってください。

1. CMS またはマネジメント ハブにログインします。この例では、mercury.example.com
は、完全修飾ホスト名です。

# ssh -l login-name mercury.example.com login-name
@mercury's password: password
$
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icelx_Management_Hubs サブコレクションを調査すれば、どのサーバーがマネジメン
ト ハブであるかを確認できます。
次のコマンドを使用することもできますが、返される名前が内部名であることに注意して
ください。

# shownode roles --role management_hub

2. console コマンドでコンソールにログインします。内部名またはホスト名を指定できま
す。この例では、ホスト名の mercury ではなく内部名のicelx16 を使用しています。
$ console icelx16
Locating server for icelx16
Server for icelx16 is mercury.example.com
Press <ESC><Shift>q to exit

login:

重要: マネジメント ハブの日付の同期が取れていない場合、console コマンドが、シ
ステム コンソールに接続できないことがあります。

3. Enter キーを押して、プロンプトを表示します。
Enter
icelx version as of date
icelx16 login:

4. そのシステムのコンソール用のユーザー名とパスワードを入力します。

icelx16 login: your_username
passwd: your_password

5. ステップ 2で console コマンドから返されたエスケープ文字戻り値を入力して、接続を
終了します。

console コマンドを終了するには、ESC-Shift-Q キーを押します。
console コマンドの出力
は、/hptc_cluster/adm/logs/cmf.dated/date/console-name.log ファイルに記録
されます。ここで、date はコマンドの実行日、console-name はコンソールを示します。

22.4 DL100 シリーズ サーバーでのシリアル接続
以下の手順に従い、ipmitool コマンドの serial over LAN オプションを使用して、DL100 シ
リーズのサーバーのシリアル コンソールに接続できるようにしてください。ユーザーの入力
は、リモート サーバーのシリアル コンソールに転送されます。
1. 次の ipmitool コマンドを入力します。

# ipmitool -H host-name-cp -I lanplus -U username -P passwd sol activate

ここで

host-name-cp ホストのコンソール ポートを意味します。
lanplus lanplus インターフェイスを指定します。詳しくは、

ipmitool(1) を参照してください。
username ユーザー アカウントの名前を意味します。
passwd ユーザー アカウントのパスワードを意味します。

2. 追加のカーネル オプションの入力を指示するプロンプトが表示されたら、次を入力しま
す。

console=ttyS0

詳しくは、ipmitool(1) を参照してください。
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22.5 iLO 管理プロセッサーへの Telnet アクセスの有効化
注記: G7 サーバーでは、Telnet ユーティリティは使用できません。

重要: Telnet プロトコルは、ユーザー名とパスワードを iLO 管理プロセッサーにネットワー
ク経由で転送しますが、その際、プレーン テキストが使われます。このため、信頼性の低い環
境の場合は、Telnet の使用はおすすめできません。

デフォルトでは、cmfd は SSH プロトコルを使用して管理プロセッサーに接続されます。iLO
管理プロセッサーは SSH プロトコルをサポートしますが、DL100 G5 シリーズ サーバー用の
LO100i 管理プロセッサーで SSH サポートを有効にするには、HP LO100i Advanced Pack のラ
イセンスが必要です。このライセンスを購入しない場合は、代わりに、次の手順を実行して
Telnet プロトコルを使用して管理プロセッサーに接続するように cmfd を設定できます。
1. 任意のエディターを使用して、/opt/hptc/cmf/conf/cmf.conf を編集し、次の行を
追加します。

CMF_OPTIONS="-C telnet"

2. ファイルを保存します。

3. cmfd デーモンを再起動します。
# service cmfd restart

注記: iLO ベースの管理プロセッサーで Telnet を有効にするには、ブラウザーを使用して
iLO に接続し、[管理]にアクセスして左フレームで[Access Settings] を選択し、telnet を有効
にします。

以下の手順に従って、各管理対象システム上で管理プロセッサー（iLO）への telnet アクセ
スを有効にします。

1. Web ブラウザーを開き、管理プロセッサーの IP アドレスにアクセスします。
http://192.0.2.124

2. ログイン画面が表示されたら、管理プロセッサーのユーザー名とパスワードを入力しま
す。

3. [Administrator] を選択します。
4. 左ウィンドウで、[Access Settings] を選択します。
5. [telnet アクセス]を [有効]に設定します。
6. すべての管理対象システム上で、この手順を繰り返します。
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23その他の内容
この章では、以下の項目について説明します。

• 「管理プロセッサー認証情報の変更」 (201 ページ)

• 「レポジトリ Web サーバー用のデフォルト ポートの変更」 (201 ページ)

• 「同時に検出できるサーバー数の増加」 (202 ページ)

• 「CMS の IP アドレスの変更 」 (202 ページ)

• 「Insight Control for Linux のアンインストール」 (202 ページ)

• 「インストールされている Insight Control for Linux バージョンの確認」 (203 ページ)

• 「イベント ログの概要」 (203 ページ)

• 「同時に実行できるタスク数の変更」 (205 ページ)

• 「HP ProLiant DL1xx シリーズ サーバーのサポート」 (205 ページ)

• 「仮想ゲスト用の DHCP サーバーのセットアップ」 (206 ページ)

• 「atftp のアンインストールと tftp のインストール」 (206 ページ)

23.1 管理プロセッサー認証情報の変更
iLO ベースの管理プロセッサー用のユーザー名とパスワードを変更するには、 Insight Control
ユーザー インターフェイスで次のメニュー項目を選択します
[設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials]
これらの認証情報は、すべての管理対象システム用にグローバルなレベルで設定したり、個別
に設定することができます。

LO100 ベースのサーバーで一意の認証情報が必要な場合は、手動で設定する必要があります。
[設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials] タスクでは、これらの認証情報の設定はローカル設
定だけになります。

管理プロセッサー認証情報の設定について詳しくは、「管理プロセッサーの認証情報」 (208 ペー
ジ) を参照してください。

23.2 レポジトリ Web サーバー用のデフォルト ポートの変更
デフォルトで、レポジトリ Web サーバーは、TCP ポート 60000 でファイルを提供するよう
に設定されます。

注記: VMware ESX Kickstart テンプレート ファイルでは、レポジトリ Web サーバーのデフォ
ルト ポートは固定されています。ポートを変更したい場合は、VMware ESX のインストールを
開始する前に、60000 と表記されているすべての部分を手動で新しいポート番号に書き換える
必要があります。

デフォルトのポートを変更するには、以下の手順に従ってください。

1. テキスト エディターを使用して、次のファイルを編集します。
/opt/mx/icle/icle.properties

2. REPOSITORY_HTTP_PORT 属性の値を、レポジトリ Web サーバーを実行するように選択
され、使用できる未使用のポートに変更します。

3. 変更を保存し、テキスト エディターを終了します。
4. レポジトリ Web サーバーのポート番号を変更している場合は、CMS で新しいポートが開
いているかどうかを確認します。ポートの開閉の確認方法の 1 つに nmap コマンドがあり
ます。

5. 次のコマンドを実行して、HP SIM を再起動します。
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# /opt/mx/bin/mxstop
# /opt/mx/bin/mxstart

HP SIM が完全に再起動するまで数分待ちます。

23.3 同時に検出できるサーバー数の増加
一連のサーバーを対象にしたベアメタル検出では、同時に検出されるノードの最大数は 16 で
す。

この数を増やすには、以下の手順に従ってください。

1. /opt/mx/icle/icle.properties ファイルを編集して次の行を加えます。
DISCOVERY_MAX_AT_ONCE=servers

servers は、同時に検出されるサーバーの数を示す整数値です。

2. HP SIM を再起動します。

23.4 CMS の IP アドレスの変更
注記: CMS が DHCP サーバーの場合は、/etc/dhcpd.conf ファイルを編集して、
next-server オプションおよびoption-140 オプションで新しい IP アドレスを指定する必
要があります。

1. すべての管理対象システムで、[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェント
のインストール]→[IC-Linux]→[Uninstall Agents] を実行して、Insight Control for Linux マネ
ジメント エージェントを削除します。

2. 次のコマンドで、HP SIM を停止します。
# /opt/mx/bin/mxstop

3. CMS 上の次のファイルを編集して、古い CMS IP アドレスが記載されている部分をすべて
新しい CMS IP アドレスに書き換えます。
/etc/hosts
/opt/hptc/etc/sysconfig/cmsserver.ini
/opt/hp/icelx/config/iceInstallerAnswers
/opt/mx/icle/icle.properties
/etc/opt/mx/config/RootTrustList.txt
/opt/hptc/perl/lib/raapisRPCervice.pm)
/opt/hptc/perl/lib/sim/MxpiMainService.pm

4. 4. 次のコマンドで、HP SIM を起動します。
# /opt/mx/bin/mxstart

5. すべての管理対象システムを対象に[設定]→[エージェントの設定および修復]を実行し、
CMS の新しい IP アドレスを使用して snmpd.conf を更新します。

6. [オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] を実行して、Insight Control for
Linux 管理サービスを再設定します。

23.5 Insight Control for Linux のアンインストール
Insight Control for Linux をアンインストールするには、以下の手順に従ってください。
1. Insight Control for Linux マネジメント エージェントをインストールした場合、すべての管
理対象システムからマネジメント エージェントを削除するには、ユーザー インターフェ
イスで次のメニュー項目を選択します

[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[IC-Linux]→[Uninstall Agents...]

2. 次のスクリプトを実行して、CMS 上のsyslog-ng 設定を解除します。
# /opt/hptc/etc/cconfig.d/C30syslogng_forward cunconfigure
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3. /root/.ssh/ディレクトリにある pdsh 用の Insight Control for Linux SSH キーを削除し
ます。ファイル名には、Insight Control for Linux コレクション名がプレフィックスされて
います。次の例では、デフォルトのコレクション名icelx_ を使用します。
# rm /root/.ssh/icelx_*

4. ディレクトリを uninstall ディレクトリに変更し、uninstall スクリプトを実行して、
すべての Insight Control for Linux RPM を削除します。
# cd /opt/hp/icelx/config/uninstall
# ./uninstall.sh

5. 以下の Insight Control for Linux 監視ディレクトリを削除します。これらのディレクトリに
保存したいファイルがある場合は、削除する前に、ファイルのコピーを保存したことを確
認します。

# rm -Rf /opt/hptc
# rm -Rf /hptc_cluster
# rm -Rf /var/hptc
# rm -Rf /opt/repository/boot/pxelinux.cfg

注記: Insight Control for Linux が変更するシステム設定ファイル（たとえば、/etc/
dhcpd.conf、/etc/rsyncd.conf など）は、削除プロセス中に削除されません。

6. 以下の HP SIM ディレクトリを削除します。これらのディレクトリに保存したいファイル
がある場合は、削除する前に、ファイルのコピーを保存したことを確認します。

# rm -Rf /var/opt/hpsmdb
# rm -Rf /var/opt/mx
# rm -Rf /etc/opt/mx
# rm -Rf /opt/hpsmdb

7. HP SIM デーモンが動作していないことを確認します。
# ps -ef | grep mx

HP SIM デーモンが動作している場合は、プロセス ID（PID）を記録し、PID を使用してプ
ロセスを停止します。次の例で、PID をデーモンのプロセス ID（たとえば、kill -9
1234）で置き換えます。

# kill -9 PID

8. CMS を再起動します。
# reboot

23.6 インストールされている Insight Control for Linux バージョンの確
認

CMS 上にインストールされている Insight Control for Linux のバージョンを確認するには、次の
ファイルを確認します。

# cat /opt/hp/icelx/etc/icelx-release

23.7 イベント ログの概要
この項では、Insight Control for Linux がsyslog とsyslogng_forward サービスを使用して、
管理対象システムのイベントを記録し、これらのイベントがsyslog-ng.conf ルール ファイ
ルに従って配列される方法について説明します。

23.7.1 イベント ログの構造について
Insight Control for Linux は、syslog-ng を使用してイベントを記録します。各管理対象システ
ムは、そのsyslog イベントを CMS で動作するsyslog-ng に転送するように設定されます。
各管理対象システムは、syslogd デーモンを実行し、優先順位がwarning 以上のイベントを
CMS に渡します。
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CMS は、syslogng_forward サービスを実行し、その管理対象システムから受信したイベ
ントを /hptc_cluster/adm/logs/consolidated.log ファイルに記録します。

23.7.2 syslog-ng.conf ルール ファイル
syslog-ng.conf ルール ファイルは、ログ ファイルが配列される重要度の順序を定義しま
す。

/opt/hptc/syslog-ng/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf ファイルは、そのクライアン
トから受信したメッセージを処理する方法に関するsyslogng_forward サービス用の一連の
ルールを定義します。syslog-ng.conf ファイルには、5 種類のルールが含まれています。
Options 再接続タイムアウト、FIFO サイズ制限などのような汎用情報を定

義します。

Sources メッセージが取得されるさまざまなソースを定義します。

Filters メッセージを区別するルールを定義します。たとえば、メッセー
ジは、ホスト、重大度、機能などで区別することができます。

Destinations メッセージが送信または保存されるデバイスとファイルが含まれ
ています。

Logs sources、filters、および destination を組み合わせて特定のルール
に組み立て、さまざまなメッセージを処理します。

emacs や vi のようなテキスト エディターを使用してログ ファイルを読み込み、さまざまな
テキスト操作コマンドを使用して、これらのログ ファイルを検索し、並べ替え、フォーマット
することができます。

23.7.3 syslog-ng ルール ファイルの変更
Insight Control for Linux は、syslog-ng ルールのデフォルト設定を提供します。テンプレート
ファイルを変更して、syslog-ng ルール設定を変更することができます。
syslog-ng ルールは、次のテンプレートに含まれています。
Global Template syslog-ng ルールを指定します。完全パス名は、/opt/

hptc/syslog-ng/etc/global/
syslog_ng_global_template です。

これらのテンプレートを構成するパラメーターの詳細については、次の Web サイトにある
syslog-ng の文書を参照してください。
http://www.balabit.com/products/syslog_ng/
syslog-ng nconfigure スクリプトは、これらのテンプレート ファイルを使用して、/opt/
hptc/syslog-ng/etc/syslog-ng/syslog-ng.conf ファイルを作成します。
syslog-ng ルールを変更するには、以下の手順に従ってください。
1. CMS に root としてログインします。
2. /opt/hptc/syslog-ng/etc ディレクトリに変更します。

# cd /opt/hptc/syslog-ng/etc

3. テンプレート ファイルのバックアップ コピーを作成します。
# cp global/syslog_ng_global_template global/template_backup

4. テキスト エディターを使用して、テンプレート ファイルを編集します。
5. syslog-ng サービスを再起動します。

# /etc/init.d/syslog-ng restart
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23.8 同時に実行できるタスク数の変更
Insight Control for Linux が同時に実行できるタスクの数は、次の条件に左右されます。

• 実行中のタスクの種類。

各タスクには特定の加重値が割り当てられます。/opt/mx/icle/icelx.execution.xml
ファイルには、タスクの種類ごとの加重値がリストされます。

• /opt/mx/icle/icle.properties ファイルのMAX_CONCUR_CHAINS 変数の値
デフォルト値は 64 です。

同時に実行されるすべてのタスクの加重値の合計がMAX_CONCUR_CHAINS 変数の値を超える
ことはできません。

たとえば、複数のDeploy Linux Image タスク（それぞれのタスクの加重値が 6）を実行す
る場合、その最初の 10 個のタスクの加重値の合計は「60」です。11 個目のタスクが加わる
とMAX_CONCUR_CHAINS 変数の値を超えることになり、実行中の他のタスクの 1 つが完了す
るまで、そのタスクは Pending 状態に置かれます。
同時に実行できるタスクの数を変更するには、以下の手順に従ってください。

1. /opt/mx/icle/icle.properties ファイルを編集します。
このファイルのMAX_CONCUR_CHAINS 変数の値は、同時に実行できるタスクの数の決定
を左右します。この変数を指定しない場合、デフォルト値の 64 が使用されます。

2. Insight Control for Linux を再起動します。

23.9 HP ProLiant DL1xx シリーズ サーバーのサポート
HP ProLiant DL100 シリーズのサーバーは、iLO 管理プロセッサーではなく、LO100 管理プロ
セッサーを使用します。通常、これらのプロセッサーは、多くの Insight Control for Linux タス
クを実行できません。なぜなら、DL100 シリーズ システムでは PSP エージェントが利用でき
ないからです。

23.9.1 SNMP の設定
[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[IC-Linux]→[Configure
SNMP on DL1xx Servers...]メニュー項目を使用して SNMP を設定すると、HP SIM がサーバー
を識別して、PSP エージェントがない場合でも、サーバーとその MP を関連付けできるように
なります。このため、SNMP エージェントが別途収集するデータを HP SIM が収集できます。
このデータは、Insight Control for Linux のさまざまな機能の実行に必要です。
また、このメニュー項目を使用すると、次のサポートが追加されます。

• DL100 シリーズ サーバーの電源制御

• RHEL の Kickstart インストール

• SLES の AutoYaST インストール

• Linux イメージの取得とデプロイメント

注記: DL100 シリーズ サーバーへのオペレーティング システムのインストールにこの設定
を使用する場合、Insight Control for Linux がこの設定を実行します。
オペレーティング システムをインストール済みの DL100 シリーズ サーバーを検出する場合、
Insight Control for Linux でこのサーバーを管理するには、以下の手順を実行する必要がありま
す。

DL100 シリーズのサーバーで SNMP を設定するには、以下の手順に従ってください。
1. HP SIM 検出ツールを使って、[オプション]→[検出...]でサーバーを検出します。このサー
バーのログイン認証情報を必ず指定してください。
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2. [展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストー
ル]→[IC-Linux]→[Configure SNMP on DL1xx Servers...]を選択します。

3. ターゲット サーバーを指定します。
4. ターゲット サーバーを確認します。
5. [実行]を選択します。
6. [タスク結果]ウィンドウを監視して、操作の経過および関連するタスクの状態を確認しま
す。

23.10 仮想ゲスト用の DHCP サーバーのセットアップ
MAC アドレスは、DHCP サーバーで使えるように IP アドレスにマッピングすることをおすす
めします。仮想マシン ゲスト（仮想ゲスト）を監視する場合は、特に強くおすすめします。こ
の /etc/dhcpd.conf ファイルの例では、仮想マシンvm001 およびvm002 に対するマッピン
グが行われています。例としてこのマッピングを使います。

group {
option subnet-mask 255.255.252.0;
option routers 192.0.2.1;
option domain-name-servers 192.0.2.51,192.0.2.52;
option ntp-servers ntp1.example.com,ntp2.example.com;
option domain-name "example.com";

host vm001 {
hardware ethernet 00:16:3E:AB:CD:01;
fixed-address 192.0.2.150;
option host-name "vm001";

}

host vm002 {
hardware ethernet 00:16:3E:AB:CD:02;
fixed-address 192.0.2.151;
option host-name "vm002";

}
}

一部の Xen 仮想マシンの MAC アドレスは、オクテット00:16:3E で始まり、最後の 3 つの
オクテットが自由に選択されます。

同様に、一部の KVM 仮想マシンの MAC アドレスは、オクテット52:54:00 で始まり、最後
の 3 つのオクテットも自由に選択されます。
このマッピングでは、MAC アドレスの最後の 2 桁（16 進値）がホスト名の 10 進値と一致す
る規則になっています。たとえば、vm011 という名前のホストは、オクテット0B で終わる
MAC アドレスに関連付けられます。

23.11 atftp のアンインストールと tftp のインストール
1. 1. CMS に root としてログインします。
2. rpm コマンドを使って atftp を消去します。

# rpm -e atftp

3. rpm コマンドを使って tftp をインストールします。
# rpm -Uvh tftp-0.48-1.6.x86_64.rpm

4. /etc/xinetd.d/tftp ファイルを次のように編集します。
a. 次のように変更して tftp を有効にします。

disable = no

b. パスを設定します。

server_args = -s /opt/repository/boot

c. ファイルを保存して終了します。
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5. xinetd サービスを再開します。
# service xinetd restart
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24高度なトピック
次のトピックが含まれます。

• 「管理プロセッサーの認証情報」 (208 ページ)

• 「エージェントの設定および修復タスクを使用した WBEM プロバイダー コンポーネント
のデプロイメント」 (210 ページ)

• 「RAM ディスク接続および操作のロギング」 (211 ページ)

24.1 管理プロセッサーの認証情報
Insight Control for Linux のインストール時に指定した管理プロセッサー（MP）のグローバル認
証情報または Insight Control for Linux の[設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials] 画面で指定
した認証情報と、管理プロセッサーの認証情報が一致すれば、Insight Control for Linux の使用
はきわめて簡単です。

一方、多くの企業では、セキュリティのためにグローバルなユーザー名およびパスワードの設
定がポリシーで禁止されています。このようなケースに対応するために、Insight Control for
Linux は検出済みの管理プロセッサーごとに独立した認証情報を保持する機能を備えています。
この項では、このような高度なレベルのセキュリティを確保するために必要な手順について説
明します。

24.1.1 Insight Control for Linux MP 認証情報の概要
Insight Control for Linux は、管理プロセッサーの認証情報を使用して、管理プロセッサーに接
続しシステム電源の制御、環境指標の収集などのタスクを実行します。使用する認証情報は、
実行する操作によって変わります。

Insight Control for Linux のほとんどのデプロイメントおよび監視操作では、システム独自の認
証情報が設定されていなければ、デフォルトのMP 認証情報が使われます。システム独自の認
証情報が設定されている場合は、グローバル認証情報ではなくその認証情報が使われます。

ただし、[Initiate Bare-Metal Discovery] ツールを使用してベアメタル検出を開始する場合や最初
に [Network Configuration Editor] ツールのデータを収集する場合は、システム独自の認証情報
が設定されていてもデバイスへのアクセスにグローバル MP 認証情報が使用されます。
MP 認証情報の管理方法は、これら 2 つのツールのうちいずれかを使うかどうかによって決ま
ります。これらのツールは、Insight Control for Linux の仮想メディアベースのデプロイメント
機能を使用して、新しいサーバーの設定や検出を最初に行うときに必要です。システムの検出
と設定が完了した後も、MP 認証情報の管理手順は同じです。

24.1.2 MP ごとの認証情報の確保
すべての管理プロセッサーで独立した認証情報を確保するには、まず、ベアメタル検出でのグ
ローバル認証情報の送信を無効にします。この操作は、/opt/mx/icle/icle.properties
ファイルに次の行を追加するだけで完了します。

DISCOVERY_MP_CREDENTIAL_PUSH=false

24.1.2.1 PXE によるデプロイメントでのサーバーの検出とセットアップ
サーバーの管理に標準的な PXE ベースのデプロイメント方式を使用する場合は、以下の手順に
従ってサーバーを検出します。

1. 管理プロセッサーに対して独自の認証情報が設定されているかどうかを確認します。

2. 標準的 HP SIM ツールまたは Insight Control for Linux ベアメタル検出プロセスを使用して、
システムおよび MP を検出します。システムとそのシステムに搭載されている MP が HP
SIM で正しく関連付けられていることを確認します。

3. [設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials] ツールを実行し、検出したばかりの MP を選択
し、[Edit] ボタンを選択します。
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4. 選択した MP 用に独自の認証情報を入力します。必ず、[Update only local credentials] チェッ
ク ボックスにチェックを入れます。

5. [OK] を選択します。

24.1.2.2 仮想メディアによるデプロイメントでのサーバーの検出とセットアップ
サイトで Insight Control for Linux の仮想メディア方式のデプロイメント機能が採用されている
場合は、管理プロセッサーの検出時に次の追加ステップを実行します。

1. プロセスの最初のパートで、検出対象の管理プロセッサーに対して、Insight Control for
Linux のデフォルト MP 認証情報に対応するアカウントを作成します。

2. HP SIM の検出ツールを使用して、管理プロセッサーを検出します。
3. [オプション]→[IC-Linux]→[Network Configuration Editor] ツールを使用して、検出対象の
サーバーのネットワーク情報を定義します。Network Configuration Editor ツールをこの管
理プロセッサーに対して初めて実行するとき、Insight Control for Linux はデフォルトの MP
認証情報を使用して MP にアクセスしサーバーの NIC 情報を収集します。このツールの
使用について詳しくは、「Network Configuration Editor の使用」 (67 ページ) を参照して
ください。

4. [オプション]→[IC-Linux]→[Initiate Bare Metal Discovery] ツールを使用して、仮想メディア
によるベアメタル検出プロセスでサーバーを検出します。この手順では、Insight Control
for Linux は、デフォルトの MP 認証情報を使用して MP にアクセスします。

5. ベアメタル検出が完了したら、次の操作を実行して MP の独自の認証情報を設定し、CMS
のローカル データをその認証情報に対応するように更新します。
a. [設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials...]ツールを起動します。
b. 管理プロセッサーを選択します。

c. [Edit] を選択します。
d. 新しいユーザー名を入力します。

e. パスワードを入力し、その後、確認のためにもう一度入力します。

f. [Update only local credentials] ボックスのチェックが外されていることを確認します。
g. [OK] を選択します。
ツールは、管理プロセッサーにログインして、新しいユーザー名とパスワードを設定し、
ローカル認証情報ストアを更新します。

6. 新しい独自の認証情報のユーザー名が MP のグローバル ユーザー名と異なる場合、管理プ
ロセッサーにログインして古いグローバル アカウントを手動で削除する必要があります。
ユーザー名が一致する場合は、パスワードが修正されます。このため、このステップは不
要です。

ここまでの操作でその管理プロセッサー独自の認証情報が設定されたので、このあとに認証情
報を更新する必要なくなります。ただし、サーバーのベアメタル検出を以降にも行う必要があ
る場合や Network Configuration Editor で内蔵 NIC の情報を更新する必要がある場合は更新が
必要です。そのような場合は、管理プロセッサーの認証情報をグローバル認証情報に戻す必要
があります。

24.1.3 LO100 管理プロセッサー認証情報の保存
LO100 管理プロセッサーは 15 人のユーザーをサポートし、スロット 2～15 にユーザーの認
証情報を保存します。のコマンドは、有効なものも無効なものも含め、LO100 管理プロセッ
サーのユーザーの一覧を表示します。

# ipmitool -I lanplus -U username -P passwd -H lo100 name="" user list

このコマンドにより、ユーザー 2～16 の一覧が表示されます。
ipmitool コマンドの出力からはどのユーザーがアクティブかを判断できないため、Insight
Control for Linux ではユーザーの追加に次の方法が用いられます。

• ベアメタル検出の実行中、認証情報を設定する必要がある場合、Insight Control for Linux
はユーザーの一覧を検索します。
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• 新しい認証情報で提供されるユーザー名と名前が一致し有効なユーザーが存在する場合
は、ユーザーのパスワードが新しい認証情報と一致するように変更されます。

• 一致するユーザー名が見つからない場合、新しい認証情報は有効なユーザーが格納されて
いないスロットの中の最初のスロット（スロット 16 から始まり 1 つずつ減っていきま
す）に配置されます。

[設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials...]タスクを使用して、新しい認証情報セットが入力
されると、Insight Control for Linux はユーザー名が一致するユーザーを検索します。見つかっ
た場合は、ユーザーのパスワードが新しい認証情報と一致するように変更されます。見つから
ない場合は、新しい認証情報がスロット 15 に配置され認証情報が上書きされます。
このため、Insight Control for Linux 用の認証情報以外の認証情報をスロット 15 および 16 に格
納しないでください。

24.2 エージェントの設定および修復タスクを使用した WBEM プロバ
イダー コンポーネントのデプロイメント

重要: 
• SLES 10 SP3 の配布メディアには、libvirt とsblim-indication_helper というバー
ジョンが含まれます。[設定]→[エージェントの設定および修復]タスクを正常に機能させる
には、SLES 10 SP3 Linux Xen ホストに両方のソフトウェアをインストールする必要があり
ます。これらのパッケージがインストールされていない場合、[エージェントの設定および
修復]によるインストールは失敗しエラー メッセージが表示されます。SLES 10 SP3 では
OpenWBEM CIMOM も提供されます。これは SLES 10 SP3 Linux Xen ホストから削除、ま
たはインストールしない必要があります。[エージェントの設定および修復]は、Open
Pegasus、libcmpiutil、Libvirt-CIM、およびsblim-cmpi-base を SLES 10 SP3
Linux Xen ホストにデプロイします。

WBEM プロバイダー コンポーネントをデプロイするには、次のコンポーネントをデプロイす
る必要があります。

RHEL 5.3 および RHEL 5.4 の場合：

• xen

• xen-libs

• kernel-xen

• kernel-xen-devel

• sblim-cmpi-base

• tog-pegasus

RHEL 5.3 および RHEL 5.4 では、[設定]→[エージェントの設定および修復]は WBEM プロバイ
ダーをデプロイしません。これに加えて、次のステップを実行する必要があります。

1. VMM に登録する前に、仮想マシン ホストに次の仮想化パッケージをインストールしま
す。

• libcmpiutil

• libvirt-cim

• sblim-cmpi-base

• tog-pegasus

2. tog-pegasus を設定します。
3. root ユーザーがtog-pegasus にリモート接続できるようにするには、/etc/Pegasus/

acces.conf に次の行が含まれることを確認します。
*:root:wbemNetwork
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4. 仮想マシン ホストでtog-pegasus を再起動します。
SLES 10 SP3 および SLES 11 の場合：

• xen

• xen-devel

• xen-libs

• xen-tools

• kernel-xen

• kernel-source

• sblim-indication_helper

SLES 10 SP3 では、openwbem パッケージをインストールしないでください。
すべての Xen 仮想ホストに、HP ProLiant Support Pack（PSP）をインストールする必要があり
ます。依存パッケージなど、PSP のデプロイについて詳しくは、次の Web サイトに掲載され
ている『HP ProLiant Support Pack ユーザー ガイド』の「Linux サーバーの最小要件」の項を参
照してください。

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

24.3 RAM ディスク接続および操作のロギング
以下の手順でロギングすることによって、Insight Control for Linux RAM ディスクに接続するシ
ステムを知り、RAM ディスク操作の進捗を観察することができます。
1. Insight Control for Linux RAM ディスクからこれらのログ イベントを受信するシステムを決
定し、リモートロギングを有効にします。リモート ロギングを可能にするための手順は、
オペレーティング システムによって異なります。詳しくは、その OS のマニュアルを参照
してください。

2. RAM ディスクに関する情報が必要な場合は、syslog.conf ファイルを編集して、
user.notice タイプのすべてのメッセージを、/var/log/messages ファイルまたは
別のファイルに記録するようにします。

3. Insight Control for Linux RAM ディスクからのロギングの有効化は、DHCP または仮想メディ
アで PXE を使用するかどうかによって異なります。適切な処置を実行してください。
• DHCP での PXE については、以下の手順に従ってください。

/etc/dhcpd.conf ファイルを編集し、option domain-name 仕様の直後に
次の行を追加します。

a.

option log-servers logserver-ip

ここで、logserver-ip は、ログ ファイルを受信するシステムの IP アドレスで
す。

b. dhcpd サービスを再起動します。

• 仮想メディアの場合：

/opt/mx/icle/icle.properties ファイルに次の行を加えます。
VIRTUAL_MEDIA_LOG_SERVER=logserver-ip

ここで、logserver-ip は、ログ ファイルを受信するシステムの IP アドレスです。

ログ出力は、daemon 機能として /var/log/messages ファイルにある RAM ディスクに接
続するあらゆるシステムを報告します。文字列stunnel を検索して、メッセージを見つける
ことができます。通常、修正は必要ありません。
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25トラブルシューティング
この章では、以下の項目について説明します。

• 「一般的なトラブルシューティング項目」 (214 ページ)

• 「別の起動方法」 (214 ページ)

• 「Apache サービスが開始しない」 (214 ページ)

• 「CMF の問題のトラブルシューティング」 (215 ページ)

• 「設定の問題のトラブルシューティング」 (217 ページ)

• 「接続の問題のトラブルシューティング」 (221 ページ)

• 「DHCP の問題のトラブルシューティング」 (222 ページ)

• 「検出の問題のトラブルシューティング」 (224 ページ)

• 「ファームウェア更新の問題のトラブルシューティング」 (227 ページ)

• 「Insight Control for Linux レポジトリの問題のトラブルシューティング」 (228 ページ)

• 「ラージ スケール デプロイメントの問題のトラブルシューティング」 (229 ページ)

• 「ライセンスの問題のトラブルシューティング」 (229 ページ)

• 「監視の問題のトラブルシューティング」 (230 ページ)

• 「Nagios のトラブルシューティング」 (233 ページ)

• 「OS インストールとイメージ デプロイメントの問題のトラブルシューティング」 (241 ペー
ジ)

• 「PSP インストール障害のトラブルシューティング」 (247 ページ)

• 「PXE 起動の問題のトラブルシューティング」 (248 ページ)

• 「Run Script ツールと Run SSH Command ツールのトラブルシューティング」 (248 ページ)

• 「サーバー電源制御の問題のトラブルシューティング」 (249 ページ)

• 「サーバーと管理プロセッサーの関連付けのトラブルシューティング」 (250 ページ)

• 「SNMP の問題のトラブルシューティング」 (254 ページ)

• 「SSH のトラブルシューティング」 (254 ページ)

• 「supermon の問題のトラブルシューティング」 (256 ページ)

• 「syslog-ng の問題のトラブルシューティング」 (257 ページ)

• 「Insight Control for Linux ツールの問題のトラブルシューティング」 (257 ページ)

• 「アンインストールの問題のトラブルシューティング」 (257 ページ)

• 「仮想マシンのインストールとセットアップの問題のトラブルシューティング」 (257 ペー
ジ)

• 「仮想メディアの問題のトラブルシューティング」 (260 ページ)
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25.1 一般的なトラブルシューティング項目
以下の各項で、一般的なトラブルシューティングの内容について説明し、問題を解決するため
の処置へのリンクを提供します。これらの項では、タスク ログに記録される最もよく発生する
エラーについて扱います。

参照先問題

25.10 項 (228 ページ)選択したレポジトリ項目がない。

25.10 項 (228 ページ)レポジトリ項目にファイルがない。

25.12 項 (229 ページ)ターゲット管理対象システムが “Not Licensed” として表示される。

25.25 項 (257 ページ)ツール起動 OK? に対して答えが NO になる。

25.12 項 (229 ページ)ツールを実行すると、常に [Licensing] ページが表示される。

25.12 項 (229 ページ)このツール用にターゲット管理対象システムがライセンスされていない。

25.22 項 (254 ページ)サーバー用の SSH 認証情報がない。

25.22 項 (254 ページ)SSH 接続を作成できない。ホストへのルートがない。

25.22 項 (254 ページ)SSH 認証情報を取得できない。指定したサーバー用の SSH 認証情報が設定されてい
ない、または欠落している。

25.22 項 (254 ページ)SSH 認証が失敗した。

25.22 項 (254 ページ)SSH 接続を作成できない。接続が拒絶された。

25.19 項 (249 ページ)サーバー用の BMC を取得するときのエラー。Root cause: データベースでサーバー
（x.x.x.x）に関連付けられている BMC を決定できなかった。

25.19 項 (249 ページ)サーバーの電源を切ることができない。Error retrieving BMC for server.Root cause:
エラー ステータス"User login name was not found"（ユーザーのログイン名が見つ
かりませんでした）

25.19 項 (249 ページ)EV を操作するときの問題

25.2 別の起動方法
[設定]→[Boot to IC-Linux RAM disk] または[診断]→[Boot to Linux Rescue Mode] を使って、Insight
Control for Linux RAM ディスク環境からターゲット システムを起動し、トラブルシューティン
グすることができます。

Linux レスキュー モードまたは RAM ディスクからの起動が失敗する場合、ターゲット サーバー
は、管理プロセッサーとの関連付けを失います。この問題のトラブルシューティングについて
は、25.20 項 (250 ページ) を参照してください。

25.3 Apache サービスが開始しない
Apache の自己署名証明書が作成されていない場合、Apache サービスは開始しません。

• SLES：
/var/log/apache2/error_log ログ ファイルでサービス エラーを確認します。次の
ようなエラーが表示されています。

Init: Unable to read server certificate from file
/etc/apache2/ssl.crt/server.crt

• RHEL バージョン 4：
/var/log/httpd/error_log ログ ファイルでサービス エラーを確認します。次のよう
なエラーが表示されています。

Init: Unable to read server certificate from file /var/log/httpd/error_log

自己署名証明書を作成するには、19.2 項 (163 ページ) を参照してください。
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25.4 CMF の問題のトラブルシューティング
次の表で、コンソール管理機能（CMF）の問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

次の処置を実行してください。CMF が動作していない。
• cmfd デーモンが CMS で動作していることを確認し
ます。

# /etc/init.d/cmfd status

停止している場合は、次のように再起動します。

# /etc/init.d/cmfd restart

• /opt/hptc/cmf/logs/cmfd.log でエラーを調べ
ます。

• cmfd -h を実行して、使用法とデフォルトの起動パ
ラメーターを確認 します。

該当する処置を実行してください。CMF が定期的に失敗した接続を再試行する。
• BIOS 設定を確認します。

• 管理プロセッサーのユーザー名とパスワードが変更
されていないことを確認します。

• 管理プロセッサーの IP アドレスを確認します。

該当する処置を実行してください。接続の障害または無接続

• 次のコマンドを実行して、接続ステータスをチェッ
クします。

# cmfmgr -s `headnode` console

• 管理対象システム上の /dev/console にテスト メッ
セージを送信し、そのメッセージ用のログを調べま
す。

# pdsh -w server 'echo "Hello, world" >
/dev/console'

# ls -l
/hptc_cluster/adm/logs/cmf.dated/current/

VSP への別の接続が存在することを確認します。接続がブロックされる。

管理プロセッサーは、一度にただ 1 つの仮想シリアル
ポート（VSP）接続しか許可しません。

• cmfd デーモンを停止し、ssh または telnet コマ
ンドを使用して管理プロセッサーに接続します。

ログインした後で、vsp と入力して VSP にアクセス
します。Console is not accessible error
メッセージが表示される場合は、すでに他のユーザー
がコンソールに接続している場合があります。

• 管理プロセッサーにログインできることを確認し、IP
アドレス、ユーザー名、パスワードが正しいことを
確認します。引数として管理プロセッサーの IP アド
レスを指定した telnet または ssh コマンドを使用
します。

• 極端な場合、管理対象システムの電源を切って管理
プロセッサーをリセットします。

これは、CMF に関係していません。ファンクション キー
を使用しないでください。

一部の端末エミュレータで、ファンクション キーが動作
しない。

cmfd -h コマンドで cmfd デーモンのデバッグ モード
オプションを表示し、適切なオプションを指定して cmfd
デーモンを実行します。

cmfd デーモンをデバッグしてください。

出力は、/opt/hptc/cmf/logs/cmfd.log ファイル
に記録されます。
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訂正処置原因/症状

たとえば、接続試行と出力を表示するには、以下のコマ
ンドを使用します。

# /etc/init.d/cmfd stop
# /opt/hptc/cmf/sbin/cmfd -d 00000102

console コマンドがコンソールに接続できない。 • 各マネジメント ハブで cmfd が実行されていること
を確認します。console コマンドは、コンソールへ
の接続をもつ cmfd デーモンを検索します。

• マネジメント ハブ上の日付の同期が取れていること
を確認します。

以下を確認してください。console コマンドが cmfd に接続するが、出力は行わな
い。 • 管理対象システムの BIOS が、シリアル ポートを管

理プロセッサーにリダイレクションするように設定
されている。詳しくは、8.3.5 項 (85 ページ) を参照
してください。

• 管理対象システムの /boot/grub/menu.lst およ
び /etc/inittab ファイルが、コンソール出力をシ
リアル ポートにリダイレクションするように設定さ
れている。詳しくは、8.3.5 項 (85 ページ) を参照し
てください。

• シリアル ポート設定が正しい。
◦ BIOS がシリアル ポートとしてCOM1 を使用するよ
うに設定されている場合は、/boot/grub/
menu.lst および /etc/inittab でttyS0 を使
用する必要があります。

◦ BIOS がシリアル ポートとしてCOM2 を使用するよ
うに設定されている場合は、/boot/grub/
menu.lst および /etc/inittab でttyS1 を使
用する必要があります。

root としてログインできない。 • /etc/securetty ファイルに、ttyS0 またはttyS1
（シリアル ポートとしてCOM1 とCOM2 のどちらが使
用されているかによって変わります）が含まれてい
ることを確認します。

console コマンドから抜け出すことができない。 • ESC-SHIFT-Q キーを押します。

/opt/hptc/cmf/logs/cmfd.log ファイルでエラー
がないかどうかを調べます。

CMF で致命的エラーが発生した。

該当する処置を実行してください。管理対象システムのコンソール出力が収集されない。

• ターゲット システムの VSP（仮想シリアル ポート）
が、その管理プロセッサーで正しく設定されている
ことを確認します。

• 以下の手順に従ってください。

1. ターゲット システムのコンソールがttyS0
（COM1）またはttyS1（COM2）にリダイレク
ションされていることを確認します。この操作
は、/boot/grub/menu.lst ファイルで、
console=ttyS0 またはconsole=ttyS1 を設
定することで実行できます。

2. ターゲット システムにログオンして、サンプル
テキストを /dev/console に表示します。ター
ゲット システムのコンソール ログに出力が表示
されることを確認してください。

3. 問題が解決しない場合は、/etc/init.d cmfd
stop コマンドで cmfd を停止して、ssh または
telnet で管理ポートに手動でを実行します。
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4. ログインします。

ターゲット システムの管理プロセッサーが iLO
ベースである場合は、仮想シリアル ポートにア
クセスするために、vsp と入力します。LO100
管理プロセッサーでは、ESC-Q を入力します。

5. ターゲット システムにログオンして、サンプル
テキストを /dev/console に表示します。
ssh または telnet セッションで何も表示され
ない場合は、BIOS で仮想シリアル ポートが正し
く設定されていないか、または OS でシリアル
ポートのリダイレクションが正しく設定されて
いません。

25.5 設定の問題のトラブルシューティング
次の表では、発生する可能性がある設定の問題とその処置について説明します。

訂正処置原因/症状

該当する処置を実行してください。Insight Control for Linux 管理サービスの設定に失敗する
• タスクが実際に完了したかどうかを確認します。タ
スクが完了していない場合でも、[タスク結果]ウィン
ドウにタスクの完了が報告されることがあります。
コンソールを監視して結果を確認してください。ま
た、標準出力の出力の最後の部分にあるDone という
テキストを探します。

• /var/log/mgmt.log ファイルでエラー メッセージ
を確認し、訂正処置を実行します。特に、次のメッ
セージを確認してください。

◦ pdsh キーを配布できない。

◦ 監視 RPM のインストールを試みたが失敗した。

◦ check_nrpe エラー：ホストによって接続が拒否さ
れる

これらのメッセージを生成する問題の解決について
は、「監視の問題のトラブルシューティング」
(230 ページ) を参照してください。

[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management
Services] は、サブコレクションが空の場合、ライセンス

[Configure Insight Control for Linux Management Services]
が新しくライセンス供与されたサーバーを空のサーバー
サブコレクションに追加しない 供与されたサーバーのみを

{collection_name}_Servers サブコレクションに追
加します。

{collection_name}_Servers コレクションが空でな
い場合は、新しくライセンス供与されたサーバーを手動
で {collection_name}_Servers サブコレクションに
追加してから、{[オプション]→[IC-Linux]→[Configure
Management Services] を実行してください。

[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management
Services] タスクが失敗する場合は、HP SIM データベー

CMS が HP SIM に正しく表現されていない場合に
Configure Insight Control for Linux サービスが失敗するこ
とがある スの CMS エントリーを参照してください。まれに、次

の例のように、CMS が HP SIM で正しく表示されていな
いことがあります。

• HP SIM データベースに CMS のエントリーが 2 つ存
在します。たとえば、CMS ホスト名がearth の場合
は、mxnode コマンドはearth の 2 つのインスタン
スを返します。
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# mxnode | grep earth
earth
earth

• 1 つまたは複数の次の CMS 属性の値が HP SIM デー
タベースにありません。これらの属性が正しければ、
次のようになります。

# mxnode -ld earth | less
System name: earth
Host name: earth.example.com
IP addresses: 192.0.2.1

エントリーが正しくない場合は、たとえば次のよう
になります。

System name: 192.0.2.1
Host name:
IP addresses: 192.0.2.1

• HP SIM が CMS に対して切り離されたノードを作成
しました。

# mxnode | grep earth
Orphan-1-earth
earth

• CMS に複数の NIC があり、HP SIM がそれらを別々
のエンティティとして識別しました。

類似の問題があった場合には、次のトラブルシューティ
ングの推奨事項に従ってください。

• /etc/hosts ファイルが正しいことを確認します。
たとえば、実際のホスト名がlocalhost に等しくな
いことを確認し、ホスト名と IP アドレスに対して実
際の有効なエントリーが 1 つだけであることを確認
します。

• DNS 設定が正しいことを確認します。たとえば、
nslookup コマンドを使用して CMS ホスト名が 1
つだけの IP アドレスに対応することを確認し、逆に
その IP アドレスが当該 CMS ホスト名に対応するこ
とを確認します。

# nslookup earth
Server: 192.0.2.1
Address: 192.0.2.1#53

Non-authoritative answer:
Name: earth.example.com
Address: 192.0.2.15

# nslookup 192.0.2.1
Server: 192.0.2.1
Address: 192.0.2.1#53

Non-authoritative answer:
1.2.0.192.in-addr.arpa name =
resolver.hp.net.

Authoritative answers can be found from:

• CMS 上の NIC が正しく設定されて動作していること
を確認します。

• CMS が静的 IP アドレスで設定されている（DHCP を
使用していない）ことを確認します。

• CMS に複数の NIC がある場合は、CMS 上の
snmpd.conf SNMP 設定ファイルを変更して、両方
のネットワーク インターフェイス上で通信を有効に
してください。デフォルトでは、次のように、1 つの
インターフェイスだけ設定されています。
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rocommunity public IP_address

代わりに、NIC ごとに 1 行、合計 2 行を追加してく
ださい。

rocommunity public IP_address_NIC1
rocommunity public IP_address_NIC2

次に、次のコマンドを使用して SNMP を再起動してく
ださい。

# /etc/init.d/snmpd restart

これらのトラブルシューティング技術に従った後は、HP
Insight Control のユーザー インターフェイスを使用して
（または mxnode -r コマンドを使用して)、CMS に関
連するすべてのエントリーを削除してください。2 つの
エントリーがある場合、古いものと新しいものまたは切
り離されたもの、または表示したくないものがある場合
は、すべてのエントリーを削除してください。すべての
エントリーを削除するのが間違いありません。HP SIM
では実際の CMS エントリーを削除することはできない
からです。

次に、次のコマンドを使用して HP SIM を停止して再起
動し、HP SIM データベースの CMS エントリーが修正さ
れるかどうかを確認します。

# /opt/mx/bin/mxstop
# /opt/mx/bin/mxstart

/opt/hptc/nagios/etc/nrpe_local.cfg ファイル
のcommand[encchk_all] コマンド定義の値を確認し
てください。

OA 認証情報が正しく設定されていない場合に Enclosures
Collection Monitor がクリティカル ステータスを報告す
る

コマンド定義に関連付けられているコマンドを実行して
ください。例：

# /opt/hptc/supermon/bin/sensors --cp=enclosures --domain
icelx[1-5]:enclosures

1206387637 The user could not be authenticated.
1206387637 NOT Logged in! Retrieved sensors for 0 out of 1
enclosure; 1 failures

この問題を解決するには、7.3 項 (77 ページ) の手順に
従って OA ユーザー名とパスワードを設定します。次
に、[オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management
Services] を再実行します。

このエラーの原因は、HP SIM が CMS デバイスの種類と
モデルを正しく識別していないことであると考えられま

SSH パブリック キー認証が失敗した。
次のエラーが表示され、[オプショ
ン]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] が失敗
します。

す。すなわち、mxnode コマンドの次の出力のように、
HP SIM データベース内の CMS デバイス タイプが
Unknown になっています。

SSH public key authentication failed.
Target system {system_name} might not be # mxnode -ld earth

System name: earthconfigured.
Please run mxagentconfig -a from command line Host name: earth
window or Configure->Configure or .
Repair Agents from graphical user interface to
configure the target system.

.

.
Device type: Unknown

不明な CMS デバイス タイプは、CMS に PSP をインス
トールして設定していない場合に発生することがありま
す。

この問題に対処するには、PSP をインストールして SNMP
を CMS 上に設定してください。PSP が設定されたら、
HP SIM を使用して CMS を再検出し、デバイスのサブタ
イプとモデル属性が HP SIM データベース内に正しい値
を持っていることを確認してください。HP SIM が CMS
を正しく識別していたら、[オプショ

25.5 設定の問題のトラブルシューティング 219



訂正処置原因/症状

ン]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] を再実
行します。

Insight Control for Linux コレクションの下に、次のサブ
コレクションが存在すると、Insight Control for Linux 管
理サービスの設定が失敗します。

サブコレクションが存在すると設定が失敗する。

• prefix _Servers

• prefix _Console_Ports

• prefix __Enclosures

• prefix _Switches

• prefix _Management_Hubs

• prefix _headnode

ここで、prefix は、ご使用のシステムのプレフィクス
です。デフォルトのプレフィクスは、icelx です。
修正を行うには、[システムおよびイベント収集]のサイ
ドバーで、[カスタマイズ...]を選択して、サブコレクショ
ンを削除します。

管理対象サーバーと管理プロセッサーを検出することを
確認します。管理対象サーバーと iLO が相互に関連付け
られていることを確認します。

ネットワークから起動するためのノードの設定：エラー：
デバイス コントロールから MAC アドレスを取得できな
い。

管理対象システムのインストール中に、管理対象システ
ムの管理プロセッサーの MAC アドレスが見つかりませ
んでした。OS インストール ツールは、管理プロセッ
サーを単独の PXE ブートに設定しようとします。管理プ
ロセッサーが存在しない場合、または検出されない場
合、操作は失敗します。

該当する処置を実行してください。Insight Control for Linux に対して正しくない情報が返る、
または情報が返らない

次に示すように、shownode config コマンドがデータ
を返さない。

• [オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management
Services] タスクを実行して、再設定します。
通常は、この操作により欠落している管理対象シス
テムなど間違ったデータが修正されます。# shownode config

all:
• mxnode -ld hostname コマンドまたは HP Insight

Control のユーザー インターフェイスを使用して、HPshownode info が次に示すようなエラー メッセージ
を返す。 SIM のデータベース内にシステム名、ホスト名、お

よびホスト名の IP アドレスの正しいデータがあるか
確認します。

# shownode info
NO CACHE FILE! RERUN create_nodenames.

# mxnode -ld venus
System name: venus

Failure at
/opt/hptc/perl/lib/sim/hptc_node.pm line
###

Host name: venus
shownode コマンドの出力で、管理対象システムが欠落
している。

IP addresses: 192.0.2.1;
OS name: LINUX
OS revision: 5.1
OS revision text: Kernel Release:
2.6.18-53.el5 ...

• /opt/hptc/nagios/libexec/gather_all_data
--verbose コマンドがデータを収集することを確認
します。

次の処置を実行してください。レポジトリ ポート 60000 が使用中であるため、「ネッ
トワークからのシステム起動の設定」操作が失敗する

レポジトリ ポートとして指定したポート 60000 は、他
のプロセスが使用中です。

• /opt/mx/icle/icle.properties ファイルを編
集します。REPOSITORY_HTTP_PORT パラメーター
で、他のポートを選択します。

• 次のコマンドを実行して、Insight Control for Linux を
再起動します。

# mxstop
# mxstart
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• タスクを再実行して、システムがネットワークから
起動するように設定します。

25.6 接続の問題のトラブルシューティング
次の表では、発生する可能性がある接続の問題を修正するための処置について説明します。

訂正処置原因/症状

次の処置を実行してください。ネットワークに接続できない。

• ネットワーク接続を確認します。

• ファイアウォールを調べます。

• HP SIM が正常に稼動していることを確認します。

• /opt/hptc/etc/sysconfig/cmsserver.ini
ファイルの次の設定を確認します。

◦ cmsServer の値は、CMS の IP アドレスである必
要があります。

◦ cmsPort の値は、50001 でなければなりません。

◦ cmsSslPort の値は、50002 でなければなりませ
ん。

これらの値が正しい場合は、次のコマンドを再実行
します。

# /opt/hptc/sbin/create_raapis
# /opt/hptc/sbin/create_MxpiMainService

• /etc/opt/mx/config/RootTrustList.txt ファ
イルに CMS のアドレスとマネジメント ハブが含ま
れることを確認します。

• CMS とマネジメント ハブの /opt/hptc/database/
etc/ssl ファイルに、次のテキストが含まれている
ことを確認します。

certfile.pem
keyfile.pem

• HP SIM からの信頼証明書の中に Insight Control for
Linux の証明書が少なくとも 1 つあることを確認しま
す。

[オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[信頼された
システム...]タスクの出力が、certfile.pem の値と
一致することを確認します。

• grep コマンドを使用して次のファイルでendpoint
という語句を探します。

/opt/hptc/database/lib/sim/
MxpiMainService.pm

/opt/hptc/perl/lib/raapisRPCService.pm

また、それらのファイルの CMS およびポート 50002
の IP アドレスを確認します。

操作を再実行します。2 回目または 3 回目で成功するこ
とがあります。

原因：IP address で MP に接続したときのエラー：読
み取りタイムアウト

多くの Insight Control for Linux 操作には、iLO への接続
が必要です。まれなケースですが、この読み取りタイム
アウト エラーが断続的に発生することがあります。

iLO のファームウェアが入手可能な最新のものにアップ
グレードされていることを確認します。

「CMS 上のホスト名の解決」 (81 ページ) を参照してく
ださい。

HP SIM で管理対象システムの名前が変更される
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管理対象システムの表示名が、別の名前やlocalhost
に変更されます。このため、接続上の問題や Nagios の
障害が発生します。複数の NIC が原因で、この状態が
発生する場合があります。

25.7 DHCP の問題のトラブルシューティング
次の表に、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）の問題の原因と処置について説明し
ます。

訂正処置原因/症状

該当する処置を実行してください。DHCP プロセスが動作していない。
DHCP サーバー プロセスがプロセス リストにありませ
ん。これは、次のコマンドで確認されました。

• /etc/dhcpd.conf サービス設定ファイルが存在し、
空でないことを確認します。

• /etc/dhcpd.conf サービス設定ファイルが有効で
あることを確認します。これをdhcpd.conf(5) の例の
出力と比較して確認します。

# ps -ef | grep dhcp

• DHCP が正しいネットワーク インターフェイス上の
IP アドレスを処理するように設定されていることを
確認します。ifconfig コマンドの出力と /etc/
sysconfig/dhcpd ファイルの内容を比較して、正
しいインターフェイスを識別します。

• 次のコマンドで DHCP サービスを開始します。
# /etc/init.d/dhcpd start

• /var/log/messages システム ログ ファイルでエ
ラー メッセージを確認し、必要な処置を実行します。

適切な処置を実行します。DHCP プロセスが開始しない。
DHCP プロセスを開始すると、エラーで失敗します。 • /etc/dhcpd.conf サービス設定ファイルが有効で

あることを確認します。これをdhcpd.conf(5) の例の
出力と比較して確認します。

• DHCP が正しいネットワーク インターフェイス上の
IP アドレスを処理するように設定されていることを
確認します。ifconfig コマンドの出力と /etc/
sysconfig/dhcpd ファイルの内容を比較して、正
しいインターフェイスを識別します。

• /var/log/messages システム ログ ファイルでエ
ラー メッセージを確認し、必要な処置を実行します。

DHCP プロセスは実行されるが、IP アドレスを提供しな
い。

次のコマンドで確認すると、DHCP プロセスは動作して
いるように見えますが、ネットワーク上のクライアント
は IP アドレスを受信していません。

• DHCP が正しいネットワーク インターフェイス上の
IP アドレスを処理するように設定されていることを
確認します。ifconfig コマンドの出力と /etc/
sysconfig/dhcpd ファイルの内容を比較して、正
しいインターフェイスを識別します。

• CMS 上の IPTables が、DHCP 要求をブロックしてい
ないことを確認します。IPTables ルールを調べて UDP
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# ps -ef | grep dhcp ポート 67 と 68 が許可されていることを確認する
か、ファイアウォールをオフにします。

• /etc/dhcpd.conf ファイルを調べて、DHCP が各
管理対象システム、管理プロセッサー、および
Onboard Administrator 用のアドレスを提供するため
に十分な IP アドレスを持つように設定されているこ
とを確認します。

• /var/log/messages システム ログ ファイルでエ
ラー メッセージを確認し、必要な処置を実行します。

IP アドレスが間違っている。
管理対象システムに割り当てられている IP アドレスが、
DHCP サーバーの設定と一致していません。

• ネットワーク上に 1 台の DCHP サーバーしか存在し
ないことを確認します。

• 専用の管理ネットワークを使用するか、ネットワー
ク管理者から既存のネットワークで DHCP を提供す
る承認を得て、CMS と管理対象システムが正しくネッ
トワークに接続されていることを確認します。

• 次のコマンドで、CMS 上の DHCP サービスを一時的
に無効にします。

# /etc/init.d/dhcpd stop

ラップトップ PC のような別のシステムを使用して、
他の DHCP サーバーを識別する IP アドレスで更新
し、DHCP サーバーに接続します。
オプションで、他の DHCP サーバーに接続して DHCP
を停止するか、別のネットワークに移動して、ネッ
トワークの設定とサービスに干渉しないことを確認
します。

次のような処置があります。DHCP サーバーが割り当てる IP アドレスが頻繁に変化す
る。

DHCP サーバーが管理対象システムに割り当てる IP アド
レスが頻繁に変化するため、HP SIM が正しくない IP ア

• 管理対象システムに固定 IP アドレスを提供するよう
に DHCP を設定します。

• リース時間が十分に長いことを確認します。Insight
Control for Linux 用には、時間や日数でなく、週単位ドレスを識別しています。その結果、この情報が必要な

特定のタスクは実行できません。
のような比較的長いリース時間をおすすめします。
リース時間を設定するためのガイドラインについて
は、『HP Insight Control for Linux インストレーショ
ン ガイド』を参照してください。

• DHCP サーバーが、各サーバー、管理プロセッサー、
および Onboard Administrator 用に十分な数の IP ア
ドレスで設定されていることを確認します。一般に、
80% 以下の時間しか使用しない IP アドレスの範囲を
おすすめします。約 20% は、追加の IP アドレスに
割り当てます。

Boot Server Hostname またはnext-server の値を
提供し、PXE 起動プロセスがネットワーク起動ローダー

管理対象サーバーが PXE 起動しない。
直接または管理対象システムの iLO リモート コンソー
ルを通じてコンソールを管理対象システムに接続する をロードするように指示するように、DHCP サービス設

定が正しく設定されていることを確認します。このフィーと、起動プロセスは PXE 起動段階に達しますが、ローカ
ル起動に直接進みます。 ルドの値は、CMS の管理 IP アドレスである必要があり

ます。DHCP の設定の例については、『HP Insight Control
for Linux インストレーション ガイド』を参照してくださ
い.

DHCP サービス設定がOption 140 の値を提供するよう
に正しく設定され、値が CMS の管理 IP アドレスに設定

Insight Control for Linux の RAM ディスクは起動するが、
rsync エラーを報告する。
管理対象サーバーは、検出用、または Linux イメージを
取り込むまたはデプロイするために Insight Control for

されていることを確認します。DHCP の設定の例につい
ては、『HP Insight Control for Linux インストレーション
ガイド』を参照してください.Linux の RAM ディスクから PXE 起動しますが、操作は

完了しません。最後のメッセージは、rsync コマンドが
ファイルをダウンロードすることができなかったことを
報告します。
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25.8 検出の問題のトラブルシューティング
次の表に、デバイス検出プロセス中に発生する問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

次の操作を実行して、ベアメタル検出の障害の原因を特
定し、修正します。

Initiate Bare-Metal Discovery が失敗する。HP SIM がサー
バーを認識しない。

• MP のユーザー名とパスワードが、Insight Control for
Linux のグローバル ユーザー名およびパスワードに設
定されていることを確認します。

• MP が正常に機能しており、通信可能であることを確
認します。リセットが必要が場合があります。

• ネットワークの問題によって、MP との通信ができな
くなっていないか確認します。

「ベアメタル検出後にサーバーとの関連付けを確立す
る」 (253 ページ) を参照してください。

Initiate Bare-Metal Discovery が完了し、HP SIM がサー
バーを認識しても、MP に関連付けられない。

「Linux イメージのデプロイメント」 (245 ページ) の
Initiate Bare-Metal Discovery の完了後、HP SIM がサー

Initiate Bare-Metal Discovery が完了し、HP SIM がサー
バーを認識しても、インストール、取得、デプロイメン
トなどの操作に使用できない。 バーを認識しても、インストール、取得、デプロイメン

トなどの操作に使用できない。を参照してください。

次の操作を実行します。ベアメタルの検出で、「There are no MAC addresses
registered for this system.」というメッセージが返され
る。

• [タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示...]メニュー オプ
ションを実行します。

MAC アドレスが見つからないサーバーの、HP SIM
初期データ収集タスクの出力を調べます。このタス
クでは、ターゲット サーバーの RAM ディスクで実
行される Insight Control for Linux エージェントから、
MAC アドレスを収集します。
初期データ収集の処理後のタスクが失敗した場合
は、/var/opt/mx/logs で、障害と HP SIM のログ
を確認して原因を調べます。

• 障害の発生したサーバーが Insight Control for Linux の
RAM ディスク環境に残っている場合は、このサーバー
上で HP SIM のデータ収集タスクを手動で実行しま
す。

タスクが実行される場合は、ネットワークやデータ
ベースの競合が障害の原因である可能性が高いです。

• CMS が、postgres データベースを使用するノード
（サーバー、管理プロセッサー、Onboard
Administrator、スイッチなど）を 500 台以上管理し
ているかどうかを確認します。500 台以上のノード
を管理している場合は、postgres のデータベース
接続の問題が原因で、初期データ収集が失敗してい
る可能性があります。CMS で 500 台以上のノードを
管理している場合は、500 台以上のノードの管理を
サポートする Oracle データベースを使用することを
おすすめします。

[オプション]→[セキュリティ]→[認証]→[グローバル認証]
メニュー項目を選択して、このパラメーターを確認し設
定されていない場合は設定してください。

検出とシステムの識別が失敗する。

管理対象システムにする予定のサーバーを HP SIM で検
出または識別するには、そのサーバーのグローバル認証

public の他に別の読み取りコミュニティ名が設定され
ていることもありますが、public を指定する必要があ
ります。

情報で、SNMP [読み取りコミュニティ名]をpublic に
設定する必要があります。ただし、public という値は
デフォルト値です。.

該当する処置を実行してください。新しいサーバーの検出が失敗する。

サーバーが RAM ディスクから PXE 起動せず、[タスク結
果] リストに [Device Discovery] タスクがありません。

• DCHP 設定が正しくtftp サーバーを指定しているこ
とを確認します。
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訂正処置原因/症状

• tftp サーバーが正しく設定されていることを確認し
ます。

• このサーバーが HP SIM で以前に検出され、以降に削
除されている場合は、/opt/repository/boot/
pxelinux.cfg/ディレクトリにこのサーバーの PXE
設定ファイルが残っている可能性があります。この
ディレクトリでこのサーバーの MAC アドレスと一致
するファイルを探し、あればすべて削除します。

注記: すべての MAC アドレス ファイル名には、先
頭に01 が付いています。

ネットワーク構成要件は、『HP Insight Control for Linux
インストレーション ガイド』に記載されています。

次のコマンドを実行して、検出またはイメージの取得を
再度行う管理対象システムからcmfd デーモンを切り離
します。

ベアメタル検出が停止する。

この問題は、CMF が監視する管理対象システムの検出
またはイメージの取得を再度行う際に発生する可能性が
あります。 # cmfmgr -s `headnode` disable

managedsystem

ここで、managedsystem は、Insight Control for Linux
名です（例：icelx12）。Insight Control for Linux 名は、
shownode info コマンドを使用して確認できます。
再接続には次のコマンドを使用します。

# cmfmgr -s `headnode` enable managedsystem

該当する処置を実行してください。デバイス検出タスクが失敗する。

関連する管理プロセッサー上に認証情報を設定すると
き、Finalize Insight Control for Linux Discovery 操作が失
敗します。

• [設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials...]を選択し
て、デフォルトの管理プロセッサー認証情報が設定
されていることを確認します。これらは、インストー
ル プロセス中に設定されている必要があります。そ
れらが設定されていない場合は、デフォルトの認証
情報を設定してください。

• [設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials...]を選択し、
新しく検出されたサーバー用に、管理プロセッサー
にログインするために使用する認証情報と一致する
認証情報を編集します。

該当する処置を実行してください。ローカル ディスクから起動するようにシステムを設定す
る操作が失敗した。 • [オプション]→[データ収集]を選択し、ターゲットと

して失敗したサーバーを指定します。[タスク結果]
ウィンドウで、このタスクが正常に完了したことを
確認します。

• システム上でシステム用の[ツール&リンク] ページ
からアクセスできるデータ収集レポートを実行し、1
つ以上の MAC アドレス）が含まれている [ネット
ワーク インターフェイス] セクションがあることを確
認します。

手動でサーバーを再起動します。サーバーをリセットする操作が失敗した。

/opt/repository/boot/pxelinux.cfg ディレクト
リにある、その管理対象サーバーの MAC アドレスに対

以前に検出したシステムが、ベアメタル検出されない。

以前に Insight Control for Linux で検出されその後に何ら
かの事情により削除された管理対象システムは、ベアメ 応するすべてのファイルを手動で削除して、ベアメタル

検出を再開してください。タル検出されず、そのローカル ディスクからの起動を試
みます。そのサーバーに関連付けられている PXE 設定
ファイルが削除されておらず、RAM ディスクからでは
なくローカル ディスクから起動するようにシステムに指
示しています。

Insight Control for Linux は、管理対象システムを検出す
ると、/opt/repostiory/boot/pxelinux.cfg ディ

25.8 検出の問題のトラブルシューティング 225



訂正処置原因/症状

レクトリにそのシステムの MAC アドレスに対応する
ファイルを作成します。

HP SIM から管理対象システムを削除すると、pxelinux
の MAC アドレス ファイルも自動的に削除されるはずで
す。ただし、何らかの事情によって HP SIM が管理対象
システムの MAC アドレスの記録を失うことがありま
す。その場合、HP SIM はどの MAC アドレス ファイル
を削除すべきかが分からないので、ファイルが削除され
ません。

HP SIM が検出した Onboard Administrator（OA）を
「Unknown」と表示する場合は、次のコマンドを実行し

HP SIM OA の HP SIM 検出が失敗する

て OA が有効なデータを返しているかどうかを確認して
ください。

http://oa_ip_addr/xmldata?item=All

ここで、oa_ip_addr は、Onboard Administrator の IP
アドレスです。

コマンドが誤ったデータを返す場合やデータを返さない
場合は、OA を再起動します。

該当する処置を実行してください。仮想メディアによるベアメタル検出が失敗する。

• CMS でポート 60002 が開いていることを確認しま
す。

• [Network Configure Editor] を実行して、サーバーの
ネットワーク パラメーターが正しく指定されている
ことを確認します。

[Network Configuration Editor] については、「Network
Configuration Editor の使用」 (67 ページ) を参照して
ください。

/opt/mx/icle/icle.properties ファイルの
REPOSITORY_HTTP_IP パラメーターが、127.0.0.0

ベアメタル検出で検出完了のためのタスクが実行され
ず、ベアメタル検出が失敗する。

Insight Control for Linux の以前のリリースから CMS を
アップグレードした場合、検出完了のためのタスクが実

ではなく Insight Control for Linux のインストール時に指
定した CMS の IP アドレスに設定されていることを確認
します。行されないことがあります。ベアメタル検出は、次のエ

ラーを生成して失敗します。 必要な場合は、サーバーの接続を切って管理プロセッ
サーをリセットします。Unable to add new user account.

Attempting to modify password for user.
Password modification failed.

デフォルトのグローバル管理プロセッサー パスワードの
長さが、管理プロセッサーが要求する 8 文字以上あるこ
とを確認します。

MP パスワードの長さに問題があるとベア メタル検出が
失敗することがある

Finalize IC-Linux Discovery 操作でベア メタル
検出の処理後の作業が失敗し、次のエラー メッセージが
表示される場合

指定したパスワードの長さが 8 文字に満たない場合は、
（a）iLO の設定を変更して 8 文字に満たないパスワー
ドを許可するか、または（b）[設定]→[管理プロセッUnable to add new user account.

Attempting to modify password for user. サー]→[Credentials] メニュー項目で 8 文字以上の新しい
グローバル パスワードを設定します。Password modification failed.

Unable to add or update user account on
management processor.

次のコマンドを使用して、ブラウザー経由で LO100i 管
理プロセッサーの Web ページにアクセスして、LO100i

LO100i サーバーで発生する可能性があるベアメタル検
出の問題

管理プロセッサーにアクセスできるかどうかを確認してInsight Control for Linux は、ベアメタル検出の実行中に、
LO100i ベースの管理プロセッサーにアクセスできない ください。HP SIM は、このコマンドを使用して LO100i

MP を検出します。Insight Control for Linux を使用してため、HP SIM では LO100i MP とサーバーの正しい関連
付けは行われません。 LO100i MP を正しく検出するには、このコマンドが成

功する必要があります。

http://LO100i_IP_Address/xmldata?item=all
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訂正処置原因/症状

ここで、LO100i_IP_Address は、LO100i MP の IP ア
ドレスです。

LO100 の Web ページにアクセスできない場合は、『HP
Insight Control for Linux インストレーション ガイド』の
説明に従い CMS で正しいファイアウォール ポートが開
放されているかどうかを確認してください。

以下の手順に従い、新しいパーティション テーブルを作
成します。

ベアメタル検出で、ディスク上に DOS パーティション
がないと表示されることがある

新しいディスクを搭載した新しいシステムのベアメタル
検出の実行時に、RAM ディスクをシステムにロードす

1. 使い慣れたテキスト エディターを使用して、/var/
lib/systemimager/scripts/toolkit.sh ファ
イルを編集します。

このファイルの
CLEAR_DISKPARTITIONS_ON_DISCOVERY 変数の
値を次のように変更します。

ると、Insight Control for Linux がディスク上に有効な
DOS パーティションがないことを報告し、検出プロセ
スを完了できないことがあります。

CLEAR_DISKPARTITIONS_ON_DISCOVERY=0

から

CLEAR_DISKPARTITIONS_ON_DISCOVERY=1

ファイルを保存し、テキスト エディターを終了しま
す。

2. [オプション]→[IC-Linux]→[Initiate Bare Metal
Discovery...]メニュー項目を使用して、ベアメタル検
出をもう一度開始します。

3. /var/lib/systemimager/scripts/toolkit.sh
ファイルを編集して、
CLEAR_DISKPARTITIONS_ON_DISCOVERY の値を
「0」に戻します。
ファイルを保存し、テキスト エディターを終了しま
す。

dhcpd サーバーの /etc/dhcpd.conf ファイルに次の
行を追加してください。

NetXen gPXE NIC を搭載するサーバーには DHCP の変更
が必要

NetXen gPXE 4.0.230 NIC を搭載するサーバーは、Linux
ベースの dhcpd サーバーからの IP アドレスを受け入れ
ないため、検出プロセスで問題が発生します。

# gpxe options
option space gpxe;
option gpxe.no-pxedhcp code 176 = unsigned
integer 8;

option gpxe-encap-opts code 175 =
encapsulate gpxe;
option gpxe.priority code 1 = signed
integer 8;

option gpxe.priority 1;

詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://etherboot.org

25.9 ファームウェア更新の問題のトラブルシューティング
次の表では、ファームウェア更新タスクの失敗に対する訂正処置について説明します。

対策原因/症状

該当する処置を実行してください。ファームウェアの更新タスクが失敗する。

タスクが失敗する場合は、システムは Insight Control for
Linux RAM ディスクに残されており、そのため、hpsum

• タスクの結果を調べます。

ファームウェア ステップ以外のステップでタスクが
失敗している場合は、その問題を解決するためのス
テップを実行します。

ログを調べることができ、必要に応じてコマンドを入力
できます。
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対策原因/症状

• タスクがサーバーの電源切断ステップで失敗してい
る場合は、ファームウェアの更新ログを調べて理由
を確認します。

システム コンソールを調べることもできます。ファー
ムウェアの更新メッセージはコンソールに出力され
ます。

• tar ファイルに、ディレクトリ情報なしで /compaq/
swpackages ディレクトリの内容が含まれるはずで
す。

新しいファームウェアがhpsum ファイルであること
を確認します。

• 新しい .scexe ファイルが実行可能ファイルである
ことを確認します。

• /compaq/swpackages ディレクトリにhpsum 実行
可能ファイルがあることを確認します。

このメッセージは無視しても問題ありません。ファームウェア更新時の害のないフォント エラー メッ
セージ

ファームウェア更新に関するログに次のエラー メッセー
ジが表示されます。

Fontconfig error: Cannot load default
config file

25.10 Insight Control for Linux レポジトリの問題のトラブルシューティ
ング

次の表に、Insight Control for Linux レポジトリの問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

次のような処置があります。選択したレポジトリ項目がない。

選択した項目は、レポジトリに存在しません。別のユー
ザーが削除した可能性があります。

• レポジトリから別の項目を選択します。

• レポジトリに項目を復元します。

1. [オプション]→[IC-Linux]→[Manage Repository] を
選択します。

2. 項目を追加します。

3. 必要に応じて、指定したディレクトリに項目用
のファイルをコピーします。

正しいファイルが適切な /opt/repository サブディ
レクトリに存在することを確認します。そうでない場合

レポジトリ項目にファイルがない。

Insight Control for Linux レポジトリから選択した項目に
は、適切なサブディレクトリに適切なファイルがありま
せん。

は、[Manage Repository] ツールを使用して、欠落した
ファイルを復元します。
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25.11 ラージ スケール デプロイメントの問題のトラブルシューティン
グ

次の表では、ラージ スケール デプロイメントの失敗に対する訂正処置について説明します。

対策原因/症状

該当する処置を実行してください。ラージ スケール デプロイメントが失敗する。
• [タスク結果] ウィンドウの [Operation Details] セク
ションのログを調べて、エラーなどの情報を確認し
ます。

たとえば、Wait For Imaging To Complete 操
作の間に、イメージが転送されると、イメージのダ
ウンロードに実際に使用されたコマンドが進捗状況
の情報とともに表示されます。

該当する具体的な問題を修正するためのステップを
実行します。

• ネットワーク グループが正しく作成されていること
を確認します。次のコマンドを使用してネットワー
ク グループを確認します。
/opt/hptc/bin/netgroup --leaders 1

出力は、以下の形式で画面に表示されます。

group_name = システムのリスト
各グループの先頭に表示される管理対象システムが
グループ リーダーです。

• /opt/mx/icle/icle.properties ファイルのLSD_
で始まる環境変数を調べます。これらの変数のうち
どれが使われているのかとこれらの変数が適切かど
うかを確認します。

25.12 ライセンスの問題のトラブルシューティング
次の表に、管理対象システムにライセンスを適用するときに発生する問題の原因と処置につい
て説明します。

訂正処置原因/症状

HP SIM の[展開]→[ライセンス マネージャー]ツールを使
用して、ターゲット システムに Insight Control for Linux
ライセンスを割り当てます。

ツール ウィザードで、ターゲット ノードにライセンス
がない（「ライセンスなし」）と表示される。

特定の Insight Control for Linux ツールでは、ターゲット
管理対象システムに Insight Control for Linux ライセンス
が割り当てられている必要があります。

これは、デフォルトの動作です。処置はありません。ツールを実行すると、常に [ライセンス] ページが表示さ
れる。

デプロイメント ツールのデフォルトの動作では、[ライ
センスされていないシステムのライセンス]ウィンドウが
表示されます。

HP SIM の[展開]→[ライセンス マネージャー]ツールを使
用して、ターゲット システムに Insight Control for Linux
ライセンスを割り当てます。

ターゲット ノードに、このツール用のライセンスがな
い。

ツールは、ターゲット システムに Insight Control for Linux
ライセンスが割り当てられている必要があります。
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25.13 監視の問題のトラブルシューティング
次の表では、監視に関わる問題の原因と処置について説明します。Performance Dashboard ツー
ルに関わる問題については、その後の表で説明します。

対策原因/症状

指標を個別にアーカイブするには、「Nagios のトラブ
ルシューティング」 (233 ページ) の Nagios で、Nodeinfo

HP ProLiant DL100 シリーズ サーバーの指標が個別に報
告されない

一部の HP ProLiant DL100 シリーズ サーバーの温度およ
びファン センサー指標は、デフォルトでは、個別に報告

サービスに関する重大アラートまたは警告アラートが生
成されるの手順に従ってください。

されません。代わりに、「Sensor Count（センサー カウ
ント）」指標に集計されます。警告またはクリティカル
スレッショルドを超過した場合は、温度およびファン セ
ンサー指標は正しく監視されて個別に報告されます。

管理対象システムで、[設定]→[エージェントの設定およ
び修復]タスクが実行されたことを確認します。

pdsh キーを配布できない。

pdsh コマンドが CMS に対して失敗する場合は、/opt/
hptc/pdsh/nodes ファイル内の完全修飾名

CMS ホスト名が完全修飾されていないと CMS に対して
pdsh コマンドが失敗することがある
HP SIM データベースの CMS ホスト名の属性は、その完
全修飾名（venus.example.com など）およびその単純名
（venus など）によって変わることがあります。

（venus.example.com）を単純名（venus）に置き換えて
ください。

これは、Insight Control for Linux が必要とする PSP コン
ポーネントが CMS にインストールされていない、また
は設定されていない場合に起こります。

マネジメント ハブがManagement-Hub.cfg を使用し
てインストールされていることや必要な Linux RPM がす
べてインストールされていることを確認します。

監視 RPM のインストールを試みたが失敗した。

管理対象システム上で nrpe が実行されていることを確
認します。

check_nrpe エラー：ホストによって接続が拒否された。

# /etc/init.d nrpe status

次の操作を実行します。複数のマネジメント ハブに/hptc_cluster をエクスポート
する際に問題が発生した。

/hptc_cluster ファイル システムが NFS エクスポー
トされていたり、ハブで Collection Sensor Monitor サー

• /sbin/csys コマンドを使用して、/hptc_cluster
クラスター エクスポート ステータスを調査します。
# /sbin/csys status

/hptc_cluster local, exportedビスがタイムアウトしていたりすると、このような問題
が発生します。また、shownode metrics コマンドが
ハングします。

# /sbin/csys umount /hptc_cluster
# cat /etc/exports
.
.
/hptc_cluster

192.118.192.143/255.255.240.0(rw,no_root_squash,sync)

• CMS で、『HP Insight Control for Linux インストレー
ション ガイド』の「CMS で NFS 用のポートを開く
（オプション）」の項の手順を実行します。

該当する処置を実行してください。管理対象システムの syslog イベントが統合ログに表示さ
れない。 • マネジメント ハブ上で

/opt/hptc/syslog-ng/bin/syslog-ng コマン
ドが実行されていることを確認します。

# /etc/init.d/syslog-ng status

• logger コマンドを実行して、統合ログおよび 1 か
所にまとめられたログ ファイルに syslog メッセー
ジが表示されることを確認します。

# pdsh –a logger –p warn "test msg1"
# grep "msg1" \
/hptc_cluster/adm/logs/consolidated.log
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対策原因/症状

以下の操作を実行して、問題の原因を確認してくださ
い。

[設定]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] が
失敗して管理対象システムで wget エラーが生成され、
Insight Control for Linux マネジメント エージェントを管
理対象システムにインストールできない。

1. 管理対象システムに root ユーザーとしてログインし
ます。

2. /opt/hptc/mgmt/bin/install.sh スクリプトを
手動で実行して、wget コマンドの失敗を表示しま
す。

wget コマンドは次の場合に失敗します。

• ご使用の環境に正しく設定されていないプロキシ サー
バーがある場合。

• 管理対象システムで該当するネットワーク ポートが
開いていない場合。詳しくは、「管理対象システム
上のネットワーク ポートを開く」 (81 ページ) を参
照してください。

wget コマンドの失敗原因に基づき必要な処置を行いま
す。

CMS と管理対象システムとの通信にプロキシが使われ
ていないことを確認します。

[Configure Management Services] タスクが失敗する。
指標を収集できない。

Insight Control for Linux はプロキシ サーバーをサポート
していません。Insight Control for Linux の機能は、プロ
キシ サーバー経由では通信を行いません。CMS と管理
対象システムの間にはネットワークの直接接続が必要で
す。

プロキシ情報は、環境変数または各種設定ファイルを使
用して定義できます。

管理対象システムで wget コマンドを使用して CMS か
らファイルを取得することで、通信を確認します。次に
例を示します。

# wget
http://cms-ip-address:cms-repository-port/boot/pxelinux.cgf/default
# wget
http://venus.example.com:60000/boot/pxelinux.cfg/default

env コマンドの出力および /etc/wgetrc ファイルの
内容を検証し、ご使用の環境でプロキシ変数が設定され
ていないことを確認します。この変数により、Insight
Control for Linux の動作が妨害される可能性があります。

この問題を解決するには、管理対象システムで次のコマ
ンドを実行します。このコマンドは、送信先ポートが

Red Hat 4.8 を実行する管理対象システムで、エージェ
ントの設定および修復が失敗することがある

RHEL 4.8 を実行する管理対象システムで、[設定]→[エー
ジェントの設定および修復]を実行すると、次のメッセー
ジが表示されることがあります。

22 の TCP パケットをすべて受け入れる新しいルールを
追加します。

# iptables -I RH-Firewall-1-INPUT 1 -p tcp
--dport 22 -j ACCEPT"Configuration of Agents" timed out since it

reached the maximum configuration
time allocated for it per system.
It is currently set to 360 seconds for each
system.
If you need to increase this time out,
set it as property "CRAConfigureTimeout" in the
globalsetting.props file.
The value needs to be in seconds.

この問題は、RHEL 4.8 カーネルのファイアウォールの
問題が原因で発生します。
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次の表では、HP Graph ツールに関わる問題の原因と処置について説明します。

対策原因/症状

次に示すように、Web サーバーの設定ディレクトリへ
の hpcgraph.conf ファイルのシンボリック リンクを
追加して Web サーバーを再起動します。

アップグレード後、HP Graph を起動できない。
HP Graph は、Insight Control for Linux の古いリリースか
らアップグレードされた CMS では起動できません。

RHEL オペレーティング システムの場合
1. シンボリック リンクを作成します。

# ln -sf /opt/hptc/hpcgraph/hpcgraph.conf
/etc/httpd/conf.d/hpcgraph.conf

2. Web サーバーを再起動します。
# /etc/init.d/httpd restart

SLES オペレーティング システムの場合
1. シンボリック リンクを作成します。

# ln -sf /opt/hptc/hpcgraph/hpcgraph.conf
/etc/apache2/conf.d/hpcgraph.conf

2. Web サーバーを再起動します。
RHEL オペレーティング システムの場合
# /etc/init.d/apache2 stop
# /etc/init.d/apache2 startssl

SLES オペレーティング システムの場合
# /etc/init.d/apache2 restart

また、/etc/httpd/conf.d/colplot-apache.conf
ファイルを削除して、Web サーバーを再起動する方法
もあります。

Nagios Web インターフェイスを再起動するか、ブラウ
ザーを再起動します。

Internet Explorer バージョン 6.0 で HP Graph からブラン
ク ページが表示される。
Internet Explorer バージョン 6.0 を使用している場合に、
[HP Graph] を選択すると、グラフのある初期ページが表
示されます。[Show Detail Graphs] を選択し、他の選択
ボックス、たとえば [systems] に移動すると、ブランク
ページが表示され、その他の Nagios ページを表示する
ことができません。

次の表に、Performance Dashboard ツールの問題の原因と処置について説明します。

対策原因/症状

該当する処置を実行してください。Performance Dashboard がデータなしで初期化された。
画面はすべてダーク グレーである。 • Performance Dashboard ツールを再起動します。

• Nagios がデータを収集しているかどうかを確認しま
す。

Performance Dashboard ツールは、Nagios と同じ指
標収集インフラストラクチャを使用します。
Performance Dashboard が動作していない場合は、
Nagios がデータを正常に収集しているかどうかを確
認します。データが収集されていない場合は、
「Nagios のトラブルシューティング」 (233 ページ)
を参照してください。

• 次のコマンドを使用して、インフラストラクチャを
検証します。

/opt/hptc/supermon/usr/bin/get_stats -n
CMS_IP_ADDR

ここで、CMS_IP_ADDR は、CMS の IP アドレスで
す。
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対策原因/症状

• 次のコマンドを実行し、その出力を解釈して、エラー
についての出力がないかどうかを確認します。

# watch "ls -ltr /opt/hptc/cmu/tmp/GUI"

このコマンドは、次の内容を表示します。

◦ ReadSequence という名前のファイル

◦ 番号-ClusterResults.log という名前の一連
のログ ファイル

◦ Sequence という名前のファイル

これらのファイルが上記の順番でリストされること
と、ログ ファイルのファイル名の中の番号が連続し
ていることを確認します。

• 次のコマンドを使用して、インフラストラクチャが
データを収集しているかどうかを確認します。

/opt/hptc/cmu/bin/cmumon –actionfile \
/opt/hptc/cmu/etc/sysconfig/ActionAndAlertsFile.txt
–cmustatdir \

/opt/hptc/cmu/tmp/GUI --foreground --lm

注記: 分かりやすくするために、このコマンドは 3
行に分けて記載しています。

2 つの Performance Dashboard ログ ファイルからエラー
を確認します。

Performance Dashboard がデータを表示しなくなる。壊
れた GIF 記号が表示される。

/var/opt/mx/logs/mxdomainmgr.0.log

/tmp/dbg

JavaScript がブラウザーでコンテキスト メニューを置き
換える権限を持っているかどうかを確認します。

マウスを右クリックすると、間違った Performance
Dashboard コンテキスト メニューが表示される。

Performance Dashboard ツールを再起動します。[Performance Dashboard select metric] メニューが機能停
止する場合がある

まれに、[Performance Dashboard select metric] メニュー
が機能停止します。メニューは表示されますが、指標の
選択や選択解除ができません。

[ツール]→[内蔵コンソール]→[Performance Dashboard...]

25.14 Nagios のトラブルシューティング
この項では、Nagios の一般的なトラブルシューティングについて説明します。

• 「Nagios サービスのステータスの確認」 (233 ページ)

• 「Nagios ログ ファイルの確認」 (234 ページ)

• 「手動による Nagios プラグインの実行」 (234 ページ)

• 「Nagios レポート ジェネレーターの分析モードの使用」 (234 ページ)

• 「Nagios が報告するメッセージ」 (235 ページ)

• 「マネジメント エージェントのインストール中に check_nrpe エラーが発生する」 (237 ペー
ジ)

• 「Nagios の gather_all_data スクリプトが check_nrpe エラーを報告する 」 (238 ページ)

• 「Nagios の問題のトラブルシューティング」 (238 ページ)

25.14.1 Nagios サービスのステータスの確認
次のコマンドを使用して、Nagios が正しく動作しているかどうかを確認します。
# /etc/init.d/nagios status
Nagios ok: located 1 process, status log updated 22 seconds ago
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Gathering status for nrpe ... iclx<3-8>NRPE v2.0 - iclx<3-8>
Nagios nsca:
iclx7: 0 data packet(s) sent to host successfully.
iclx5: 0 data packet(s) sent to host successfully.
iclx6: 0 data packet(s) sent to host successfully.

25.14.2 Nagios ログ ファイルの確認
次のログ ファイルを調べて、Nagios 操作に関する情報を取得します。

• エラーについて：/opt/hptc/nagios/var/nagios.log ファイル

• システム ステータスについて：/opt/hptc/nagios/var/status.log ファイル

• Nagios エラーについて：/var/log/messages ファイル

25.14.3 手動による Nagios プラグインの実行
Nagios プラグインは、/opt/hptc/nagios/libexec ディレクトリにあります。必要な場合
は、コマンド ラインから Nagios プラグインを実行することができます。
Nagios check_sel プラグインをコマンド ラインから実行するには、以下の手順に従ってく
ださい。

1. nagios ユーザーとしてログインします。
2. 次のディレクトリに変更します。

$ cd /opt/hptc/nagios/libexec

3. 次の例のように、実行する Nagios プラグインを確認します。
$ ls *_sel

4. オプションで、--help オプションを指定して Nagios プラグインを起動します。
$ ./check_sel --help
check_sel <--help> -H hostname <-t timeout>

--help
-H Host to check
--cache file Persistent cache to remember where we last read/processed

default /hptc_cluster/adm/logs/sel/cache/selcache-$nodename.db
--clear Clear the SEL log after reading
--clearifused n Clear the log only if it is past n% full
--ignoreunknownhosts

Ignore unknown hosts, default is to return critical
--last n<dhm> Only log entries from the last n days, hours, or minutes
--logfile file Log output to file,

default /hptc_cluster/adm/logs/sel/sel-{host}.log
--rules file File containing rule patterns, default /opt/hptc/nagios/etc/selRules
--cp cptype Console type string

5. Nagios プラグインを実行します。
$ ./check_sel -H iclx7
No new entries in event log
$

25.14.4 Nagios レポート ジェネレーターの分析モードの使用
Nagios レポート ジェネレーター（nrg）コマンドには、問題の原因を決定するために使用で
きます。また、問題を解決するための情報を提供する分析モードがあります。

次のコマンドを入力して、nrg 分析モードを呼び出します。
# nrg --mode analyze
Nodelist Description
-------- -------------------------------------------------------------------------
USE6371RA4 Enclosure Status - Warning> The enclosure is reporting one or more

warning conditions for environmental sensors gathered from the device.
Check the sensor status on the enclosure. Verify the status of the
Enclosures Collection Monitor which provides this data.

nh <Enclosures Collection Monitor - Critical> The Enclosure Collection
Monitor collects sensor information from the blade system enclosures.
Enclosure status can be found in the Nagios Enclosure Status service
plug-in status. A critical status indicates that one or more of the
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monitored enclosures has either posted a critical status or the
plug-in has been unable to contact the enclosure. Verify logon
credentials are correct if sensor data is not available.

mercury nh neptune <Load Average - Critical> Nodes have crossed the load average warning
thresholds set in nagios_vars.ini. These are site specific values and
simply indicate resource usage above an expected range. Verify that the
node does not have a misbehaving job or some other problem causing it to
use more CPU then expected.

mercury neptune NodeInfo - Critical> Critical thresholds have been reached for max users,
processes, or zombies etc. See nagios_vars.ini for threshold values.
Values are site specific and critical values indicate values have been
exceeded.

25.14.5 Nagios が報告するメッセージ
Nagios は、[Service Detail] ウィンドウと [Service Problems] ウィンドウにメッセージを報告し
ます。これらのメッセージを使用すると、現在の問題を検出し、将来の問題を防止することが
できます。図 35に、2 つのメッセージを表示する Nagios サービス詳細ウィンドウの一部を示
します。

図 35 Nagios メッセージのサンプル

メッセージは、ステータス列でOK、Unknown、Pending、Warning、およびCritical に分
類され、色分けされています。

この項で説明するメッセージは、[Service] 列と [Status Information] 列で索引が付いています。
この項のメッセージは、[Service] 列の項目別にアルファベット順に配列されています。Warning
または Critical メッセージがある場合は、[Status Information] 列でそのサービス用の情報を検索
し、指定した Nagios ホストに適用します。

注記: 以下のメッセージは、デフォルト値に基づいています。/opt/hptc/nagios/etc/
misccommands.cfg ファイル内のメッセージを変更した場合は、メッセージが異なります。

サービス：Apache HTTPS Server
ステータス情報：HTTPS performance information

CMS 上の Apache HTTPS Web サーバーのステータスを表示します。

サービス：Configuration Monitor
ステータス情報：Node information

このメッセージは、管理対象システムの総数、有効になっている管理対象システムの数、無効に
なっている管理対象システムの数、およびイメージを取得された管理対象システムの数を報告しま
す。

処置は不要です。

サービス：Environment
ステータス情報：Node sensor status

warning または critical メッセージは、1 つ以上の監視対象センサーがしきい値を超えたことを報告
したことを示します。

状態を訂正します。

サービス：Load Average
ステータス情報：Node Load Ave: x/y/z QueLen: n

warning または critical メッセージは、特定の管理対象システム用の負荷の平均しきい値を超えたこ
とを示します。
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しきい値は、管理対象システム、クラス、またはシステム単位で、nagios_vars.ini ファイルに
設定することができます。これらの値は、サイト固有であり、サイトの負荷によって変化します。

平均負荷しきい値が妥当である場合は、管理対象システム上の過度の活動を監視します。

サービス：Nagios Monitor
ステータス情報：Nagios status information

通常、Nagios のステータス、見つかった Nagios サービスの数、および最後に Nagios ステータス
ログが更新された日時です。

warning または critical メッセージは、1 つ以上の Nagios 監視プロセスが失敗したか、監視が低下
するエラー状態を報告したことを示します。

管理対象システムが CMS と通信できることを確認します。

サービス：NodeInfo
ステータス情報：Node process status total/user/zombie , uptime

Nagios ホスト用のプロセスの総数、ユーザー プロセスの数、Zombie プロセスの数、およびアップ
タイムを表示します。

warning または critical メッセージは、特定の管理対象システム用のしきい値を超えたことを示しま
す。

しきい値は、管理対象システム、クラス、またはシステム単位で、nagios_vars.ini ファイルに
設定することができます。これらの値は、サイト固有であり、サイトの負荷によって変化します。

しきい値が妥当である場合は、管理対象システム上の過度の活動を監視します。

サービス：Supermon Metrics Monitor
ステータス情報：Supermon node metrics retrieval status

Supermon サービスのステータスと指標データが収集されたシステムの数を報告します。
warning または critical メッセージは、指標の収集中に 1 つ以上のシステムにアクセスできなかっ
た、または Nagios のservice_check_timeout interval がタイムアウトしたことを示しま
す。

これらのメッセージは、指標の収集が妥当な時間内に完了できない場合に発生する場合がありま
す。/opt/hptc/nagios/etc/nagios.cfg ファイルで、service_check_timeout パラメー
ターの値を調べます。

デフォルト値は、管理対象システムが 256 未満の構成に適切です。
service_check_timeout パラメーターの値を増やすと、管理対象システムが多い構成での問題
を解決できます。

また、次のコマンドを実行して、CMS でsupermond サービスが動作していることを確認します。
# /etc/init.d/supermond status

このサービスの損失またはタイムアウトにより、管理対象システムことにnodeinfo、load
average、およびsystem free space のような警告が表示される場合があります。
タイムアウト以外の warning または critical メッセージは、一部の監視される管理対象システムが
応答していないことを示します。管理対象システムが停止しているか、無効になっている場合、こ
れは正常です。

サービス：Syslog Alert Monitor
ステータス情報：Status of consolidated.log syslog monitoring

/hptc_cluster/adm/logs/consolidated.log ファイル内の処理された新しい記録の数を報
告します。

warning または critical メッセージは、Nagios のservice_check_timeout がタイムアウトする
前に、大量のメッセージを処理する時間が不足している場合に表示されます。

Nagios は、最近の着信統合ログ メッセージを調べ、最後の周期以降の着信速度が設定されている
記録件数を超える場合に、warning または critical メッセージを発行します。warning のデフォルト
値は 2、critical のデフォルト値は 20 です。詳細については、/opt/hptc/nagios/libexec/
check_syslogalerts を参照してください。
サービスがタイムアウトしていない場合、特別な処置は不要です。その場合、システム全体にわ
たって過度の数のsyslog メッセージが収集されます。これは、プラグインが
service_check_timeout 期間内に処理できる数を超えます。service_check_timeout パラ
メーターの値については、/opt/hptc/nagios/etc/nagios.cfg ファイルを参照してください。
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問題を解決するには、エラーを報告するシステムで次のコマンドを実行します。

# /opt/hptc/nagios/libexec/check_syslogalerts -domain node:nagios_monitor -nsca

そうでない場合は、夜間のログのロール オーバーを待ちます。

サービス：Syslog Alerts
ステータス情報：Node Syslog alerts information

指定した期間内の警告の数を報告し、最新のログにアクセスできまるようにします。

warning または critical メッセージは、/opt/hptc/nagios/etc/syslogAlertRules ファイル
で定義された 1 つ以上のルールが、指定したシステムの統合ログ ファイルと一致することを示し
ます。

メッセージに基づいて、適切な処置を行います。

サービス：System Event Log
ステータス情報：Node Syslog alerts information

warning または critical メッセージは、/opt/hptc/nagios/etc/selRules ファイルで定義され
た 1 つ以上のルールが、指定したシステムのファームウェア システム イベント ログと一致するこ
とを示します。

システム イベント ログ メッセージに基づいて、適切な処置を行います。

サービス：System Free Space
ステータス情報：Node / and /var free space

通常、この項目は、システム上の /、/var、および /hptc_cluster ファイル システムのステー
タスを表示します。

warning または critical メッセージは、特定の管理対象システム用のしきい値を超えたことを示しま
す。

ディスク容量のクリーンアップを行ってください。

25.14.6 マネジメント エージェントのインストール中に check_nrpe エラーが発
生する

gather_all_data スクリプトの実行中に、次のようなcheck_nrpe エラーが報告されます。
check_nrpe error: Connection refused by host => server

訂正処置：

• CMS でcheck_nrpe エラーが報告される場合は、次のコマンドを使用して、nrpe サー
ビスが CMS で動作していることを確認します。
# ps auxww | grep nrpe

nrpe サービスが動作していない場合は、次のコマンドを使用してスクリプトを起動し、
gather_all_data スクリプトを再び実行します。
# /etc/init.d/nagios start_nrpe
# /opt/hptc/nagios/libexec/gather_all_data --verbose

• 出力で管理対象システム用にvars.ini have been resynchronized と報告されてい
る場合は、Apache サービス用の自己署名証明書が存在し、サービスが実行中であること
を確認します。Apache サービスのトラブルシューティングについては、25.3 項 (214 ペー
ジ) を参照してください。
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25.14.7 Nagios の gather_all_data スクリプトが check_nrpe エラーを報告する
これらのエラーには、ソケット タイムアウトや接続拒否が含まれます。check_nagios_vars
スクリプトがサーバーに vars.ini を書き込むことができないため、nrpe デーモンはサー
バーを設定できません。

ping コマンドを使用して、名前によってサーバーを指定します。サーバーは、その IP アドレ
スを返します。この IP アドレスと HP SIM が報告するサーバーの IP アドレスを比較します。
IP アドレスが一致する必要があります。

25.14.8 Nagios の問題のトラブルシューティング
次の表では、Nagios に関わる問題の原因と処置について説明します。

対策原因/症状

次の手順を使用して、手動で Nagios デーモンを開始し
ます。

Nagios が開始しない。
Nagios が開始しない場合は、CMS 上で 1 つ以上の
Nagios デーモンが開始していません。 1. CMS に root ユーザーとしてログインします。

2. Nagios サービスを停止します。
# /etc/init.d/nagios stop

3. 以下のディレクトリに移動します。
# cd /opt/hptc/nagios/bin

4. Nagios サービスを開始します。
# ./nagios -v ../etc/nagios_local.cfg

CMS 上で Apache サービスを再開します。Nagios スタートアップ エ
ラー：/nagios/cgi-bin/status.cgi が見つからない。 RHEL オペレーティング システムの場合は、CMS に root

としてログインして次のコマンドを実行します。

# /etc/init.d/httpd stop
# /etc/init.d/httpd start

SLES の場合は、CMS に root としてログインして次のコ
マンドを実行します。

# /etc/init.d/apache2 stop
# /etc/init.d/apache2 startssl

php RPM およびこの RPM で要求される依存ファイルが
CMS 上にあることを確認します。

Nagios スタートアップ エラー：ブラウザーが Nagios
のメイン ウィンドウではなく Nagios ファイルのディレ
クトリ リストを表示する。 RHEL CMS で確認を行うには、次のコマンドを実行しま

す。

# rpm -qa | grep php

SLES CMS で確認を行うには、次のコマンドを実行しま
す。

# rpm -qa | grep php5

rpm コマンドを使用して、php RPM およびその必要な
依存関係をインストールします。

次のコマンドを実行して、すべての管理対象システムで
vars.ini ファイルの同期を取り直します。

Nagios の「Management Settings Monitor」サービスが
vars に関する警告を報告する。

# cd /opt/hptc/nagios/libexec
# ./check_nagios_vars --update

次のコマンドを使用して nagios_vars.db ファイルを
削除してください。

Nagios サービスが「正常以外の」ステータスを報告す
る。

きわめてまれな状況で、Nagios のキャッシュの同期が
取れなくなることがあります。この問題が発生すると、

# rm /opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.db

いくつかの Nagios サービスが正しく機能しなくなりま
す。
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対策原因/症状

管理対象システムに関連付けられているすべての Nagios
サービスで、次の内容を確認します。

Nagios サービスで、「data is stale」という警告ステー
タスが報告される。

• [Active Checks] が[DISABLED] に設定されてい
る

• [Passive Checks] が[ENABLED] に設定されてい
る

パッシブ サービスはすべて、サービス名の横に赤い「p」
が付きます。

次の監視サービスだけがアクティブなサービスです。こ
れらのサービスは、CMS（nh）のみに存在します。

• Apache HTTPS Server

• Configuration Monitor

• IP Assignment - DHCP

• Management Settings Monitor

• Nagios Monitor

• Sensor Collection Monitor

• Supermon Metrics Monitor

• Switch Data Collection

• Syslog Alert Monitor

• Systems Event Log Monitor

重要: Insight Control for Linux で必要なデフォルトの設
定です。[Options]→[IC-Linux]→[Configure Management
Services] タスクの実行後に、この設定が行われます。こ
れらの設定を、デフォルト以外に変更しないでくださ
い。

次のコマンドを実行して、すべての管理対象システムで
mond を再起動してください。

Nagios サービスが警告を報告することがある
Nagios サービスがWARNING - No sensor data is
available or Data is stale という警告を報告す
ることがあります。

# pdsh -w `shownode servers nagios_monitor`
/etc/init.d/supermon restart

# pdsh -a -x `shownode servers
nagios_monitor` /etc/init.d/mond restart

以下の手順に従って、/opt/hptc/nagios/etc/
nagios_vars.ini ファイルのデフォルト スレッショ

Nagios で、Nodeinfo サービスに関する重大アラートま
たは警告アラートが生成される

一部のシステム構成（特に、仮想化オペレーティング シ
ステムを含む構成）については、Nagios のtotal

ルドを変更します。ファイルの変更の前に、元のファイ
ルのコピーを保存しておくことをおすすめします。

1. 元のファイルのコピーを保存します。
# cp /opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini
/opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini.orig

processes、user processes、およびzombie
processes のデフォルト スレッショルド値が低すぎる
ことがあります。その場合、NodeInfo サービスについ
て重大または警告アラートが表示されます。 2. nagios_vars.ini ファイルを編集して、

*_procs_warning および*_procs_critical パ
ラメーターをご使用の環境に適合する値に変更しま
す。例：

[default]

total_procs_warning = 400
total_procs_critical = 500
user_procs_warning = 200
user_procs_critical = 300
zombie_procs_warning = 1
zombie_procs_critical = 5

[service_nodes]

total_procs_warning = 500
total_procs_critical = 600
user_procs_warning = 300
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対策原因/症状

user_procs_critical = 400
zombie_procs_warning = 1
zombie_procs_critical = 5

3. /opt/hptc/etc/sysconfig/vars.ini ファイル
を再構築し、すべての管理対象システムに新しい
vars.ini ファイルを送信します。
#
/opt/hptc/nagios/libexec/check_nagios_vars
--rebuild

#
/opt/hptc/nagios/libexec/check_nagios_vars
--update
Vars Warning - iclx[2-6] vars.ini have
been resynchronized

注記: vars.ini ファイルは、nagios_vars.ini
ファイルから動的に作成されるため、Nagios のデフォ
ルト スレッショルドに対する変更は、vars.ini では
なく nagios_vars.ini に対して行う必要があります。

「CMS 上のホスト名の解決」 (81 ページ) を参照してく
ださい。

Nagios ホスト チェックで、ホスト ステータスが
「DOWN」と表示される。
[Options]→[IC-Linux]→[Configure Management Services]
を最後に実行してから、HP SIM データベースの既存サー
バーのホスト名が変更されると、Nagios から管理対象
システムがダウンしていると誤って報告されます。

CMS で /opt/hptc/nagios/etc/syslogAlertRules
ファイルを編集して、mcelog_error ルールを次に示す

SLES11 SP1 管理対象システムでの、Syslog アラート サー
ビスに対応する Nagiosmcelog アラート
Nagios は、管理対象システム上で /usr/sbin/mcelog
ユーティリティを定期的に呼び出します。hp-health

ように更新し、mcelog: Cannot mmap SMBIOS
tables syslog イベントに対して Nagios アラートが生
成されないようにします。がインストールされている場合に、mcelog など、
rule mcelog_error {

name (!/Cannot mmap SMBIOS tables at/)
SMBIOS 情報を読み込むために mmap を使用するプログ
ラムが失敗するという既知の問題があります。

たとえば、/var/log/messages に次の mcelog メッ
セージが表示され、Nagios がアラートを生成します。

relevance ($subsystem =~ /mcelog/)
format "$timestamp $message"

}timestamp system mcelog: Cannot mmap SMBIOS
tables at dffff000

Novell 社の以下のパッチおよびファイルをインストール
します。

SLES11 SP1 で、can't locate ioctl.ph メッセージ
が表示されnrg --mode analyze コマンドが失敗する
管理対象システム単位で Nagios プラグインの分析を生
成する nrg コマンド（--mode analyze オプションを

perl-5.10.0-64.48.1.x86_64.rpm 02-date
stamp 7.0M
perl-32bit-5.10.0-64.48.1.x86_64.rpm date
stamp 3.4M

指定）の実行が失敗して、次のような出力が生成されま
す。

# nrg --mode analyze
Can't locate linux/ioctl.ph in @INC

perl-base-5.10.0-64.48.1.x86_64.rpm date
stamp 1.1M

(@INC contains: perl-doc-5.10.0-64.48.1.x86_64.rpm 02-date
stamp 5.9M

/opt/hptc/perl/lib/x86_64-linux-thread-multi
/opt/hptc/perl/lib/i386-linux-thread-multi
.
/usr/lib/perl5/vendor_perl)

at
/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i586-linux-thread-multi/asm-generic/ioctls.ph
line 7.
Compilation failed in require at

/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i586-linux-thread-multi/asm/ioctls.ph
line 5.
Compilation failed in require at

/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i586-linux-thread-multi/bits/ioctls.ph
line 8.
Compilation failed in require at

/usr/lib/perl5/vendor_perl/5.10.0/i586-linux-thread-multi/sys/ioctl.ph
line 8.
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対策原因/症状

Compilation failed in require at
/opt/hptc/sbin/nrg line 132.

25.15 OS インストールとイメージ デプロイメントの問題のトラブル
シューティング

この項では、管理対象システムに OS インストールを適用し Linux イメージを取得およびデプ
ロイメントするトラブルシューティング トピックを扱います。

• 「RHEL および SLES インストール」 (241 ページ)

• 「カスタム OS インストール」 (243 ページ)

• 「Linux イメージの取得」 (244 ページ)

• 「Linux イメージのデプロイメント」 (245 ページ)

25.15.1 RHEL および SLES インストール
次の表に、OS インストール タスクの問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

リモート レポジトリがオンラインであり、ターゲット
サーバーからアクセスできることを確認します。

リモート レポジトリがオフラインであった、またはアク
セスできない。（リモート レポジトリ項目のみ）

リモート コンソールを通じてターゲット管理対象システ
ムにログインし、インストールを完了します。

不完全なインストール（対話型インストールのみ）

サーバー ハードウェアのアーキテクチャーと互換性があ
る OS バージョンを選択する。

選択した OS がサーバー ハードウェアと互換性がない。

Insight Control for Linux レポジトリに適切な PSP が存在
し、正しい OS バージョンに関連付けられていることを
確認します。

この OS とバージョンに該当する PSP が、Insight Control
for Linux レポジトリに存在しませんでした。

カーネル追加行を訂正し、ツールを再び実行します。オプションのカーネル追加行の構文が正しくななかっ
た。

OS が Insight Control for Linux レポジトリに存在するこ
とを確認します。

選択した OS が Insight Control for Linux レポジトリから
削除されています。

次の処置を実行してください。適切なファイルが、インストール メディアから適切な
/opt/repository/os サブディレクトリにコピーされ
なかった。

• 適切な /opt/repository サブディレクトリに適切
な OS ファイルをコピーします。

• 必要な場合は、適切な /opt/repository サブディ
レクトリに正しいサブディレクトリ（SLES のみ、
CD1、CD2、DVD など）が作成されていることを確
認します。

インストール設定ファイルを訂正し、適切な /opt/
repository サブディレクトリにコピーします。

ユーザーが編集したインストール設定ファイルが無効で
あった。（RHEL Kickstart と SLES AutoYaST インストー
ルのみ）

訂正処置については、25.20 項 (250 ページ) を参照して
ください。

ターゲット サーバーが、管理プロセッサーとの関連付け
を失った。

古いオペレーティング システムを /opt/mx/icle/
SupportMatrix.xml ファイルに手動で追加したこと
を確認します。

アップグレード後、古い OS をインストールできなくな
る。

詳しくは、『HP Insight Control for Linux インストレー
ション ガイド』を参照してください。
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訂正処置原因/症状

次の 2 つのファイルを削除したことを確認します。Kickstart/AutoYaST のインストールが完了したが HP SIM
UI 内のタスクは実行中と表示される • autoInstallComplete_jsp.class

• autoInstallComplete_jsp.java

カスタマイズした initrd ファイルを必要とするサー
バーについては、『HP Insight Control for Linux サポート

一部の ProLiant サーバーで、特別な initrd ファイルが
必要

RHEL 4.7 や新しい HP サーバーなど、特定の Linux オペ
レーティング システムをサポートするには、標準の Red

マトリックス』を参照してください。詳細とダウンロー
ド元の Web アドレスについては、「管理対象システム
への OS インストールの前提条件」 (95 ページ) を参照
してください。

Hat Linux や SUSE Linux のディストリビューションで提
供される起動 RAM ディスク（initrd ファイル）を、
HP が提供するカスタマイズされた initrd ファイルに
置き換える必要があります。

initrd ファイルを交換しない場合、インストール プロ
グラムが NIC を検出できないため、これらのオペレー
ティング システムのインストールは失敗します。

OS を再インストールします。OS のインストール中に
必ずmem=60gb カーネル追加行オプションを指定してく
ださい。

32 ビット OS のインストールが失敗する（サーバーの
メモリ容量が 64GB を超える場合）。
64GB を超えるメモリを搭載するサーバーへの 32 ビッ
ト OS のインストールは失敗します。

次の処置を実行してください。SAN に接続されたサーバーで OS のインストールに失敗
する 1. SAN（ファイバー チャネル）デバイスにインストー

ルする場合は、BIOS の起動順を正しく設定して、
SAN デバイスのコントローラーが最初に使われるよ
うにします。

2. Insight Control for Linux Kickstart および AutoYaST テ
ンプレートは、autopart を使用するようにセット
アップされ、多くの場合、内蔵ディスクを優先しま
す。このため、外付けディスクに OS をインストー
ルする場合は、Kickstart または AutoYaST ファイルを
その構成に対応するようにカスタマイズする必要が
あります。

サーバーの BIOS が正しく設定（起動コントローラーの
順序など）されていることを確認します。

ファイバー チャネル カードを搭載するサーバー、SAN
ストレージを使用するサーバー、またはその両方が該当
するサーバーでの問題

次の処置を実行してください。ファイバー チャネル デバイスで、Grub のロード中に
SLES 11 のインストールがハングする 1. SAN（ファイバー チャネル）デバイスにインストー

ルする場合は、BIOS の起動順を正しく設定して、
SAN デバイスのコントローラーが最初に使われるよ
うにします。

2. Insight Control for Linux Kickstart および AutoYaST テ
ンプレートは、autopart を使用するようにセット
アップされ、多くの場合、内蔵ディスクを優先しま
す。このため、外付けディスクに OS をインストー
ルする場合は、Kickstart または AutoYaST ファイルを
その構成に対応するようにカスタマイズする必要が
あります。

CMS と管理対象システムとの通信にプロキシが使われ
ていないことを確認します。

OS のインストールが失敗する。管理対象システムに接
続できない。

Insight Control for Linux はプロキシ サーバーをサポート
していません。Insight Control for Linux の機能は、プロ

OS のインストールがハングする。

キシ サーバー経由では通信を行いません。CMS と管理
対象システムの間にはネットワークの直接接続が必要で
す。

プロキシ情報は、環境変数または各種設定ファイルを使
用して定義できます。
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env コマンドの出力および /etc/wgetrc ファイルの
内容を検証し、ご使用の環境でプロキシ変数が設定され
ていないことを確認します。この変数により、Insight
Control for Linux の動作が妨害される可能性があります。

サポートされる最新の PSP からcpq-cciss ドライバー
オプションをインストールしてください。

ProLiant ML350 G6 のコンソールに表示される「cciss: fifo
full Error」
このエラーは、RHEL 4 Update 7 がインストールされて
いる ProLiant ML350 G6 のコンソールで表示されます。

この操作時に正しいストレージ デバイスが選択されるよ
うにするために、ターゲット管理対象システムで他のス

外部ストレージ メディアを搭載しているシステムへの
OS のインストールが失敗する場合がある

トレージ デバイスをすべて無効にしてから OS のインユーザーが入力を行わない自動方式のインストールで
は、ターゲットの管理対象システムで外部のストレージ ストールを開始するかまたはインストール設定ファイル

（Kickstart または AutoYaST ファイル）でそのデバイスデバイスを利用できる場合、新しい Linux インストーラー
を指定します。Kickstart および AutoYaST ファイルにつが予想されるストレージ デバイスに Grub ブートロー

ダーを確実にインストールするとは限りません。 いて詳しくは、該当するベンダーのマニュアルを参照し
てください。

この状況を解決するには、次のいずれかの方法を使用し
ます。

起動時にインストールがハングするかまたはディスクに
関するエラー メッセージを生成する
データが収録されているディスクに Linux OS をインス
トールしようとすると、ディスクに収録されているデー

• システムの電源を入れて、BIOS セットアップ ユー
ティリティ（F9）にアクセスします。[Advanced
Settings] セクションで、[Restore Settings/Erase Boot
Disk] を選択します。

タが原因で OS のインストーラーが正しくディスクを設
定できない状況が発生することがあります。症状はさま
ざまですが、エラー メッセージやインストールのハング
が再起動時に発生することなどがあります。

• 別のベンダーが提供する Linux OS をインストールし
てみます。このインストールには、ディスク ドライ
ブの再フォーマット以外の目的はありません。

• [診断]→[Boot to Linux Rescue Mode...]ツールを使用し
て、システムを Insight Control for Linux RAM ディス
クから起動し、次に示すように dd コマンドを使用し
てマスター ブート レコードとパーティション テーブ
ルに「0」を書き込みます。
# dd if=/dev/zero of=/dev/disk \

bs=16384 count=1

ここで、/dev/disk は、ディスク デバイスです。
成功しない場合は、次のコマンドを使用して、ディ
スク全体に「0」を書き込みます。
# dd if=/dev/zero of=/dev/disk

以下のカーネル追加行パラメーターを使用して、オペ
レーティング システムを再インストールします。

BL460c G7 および BL490c G7 Bladeserver（x86_64 アー
キテクチャー）上に RHEL 5.5 をインストールする問題

acpi=off

「検出の問題のトラブルシューティング」 (224 ページ)
のベアメタルの検出で、「There are no MAC addresses

取得操作で、「There are no MAC addresses registered
for this system.」というメッセージが返される。

registered for this system.」というメッセージが返される
を参照してください。

25.15.2 カスタム OS インストール

訂正処置原因/症状

サーバー ハードウェアのアーキテクチャーと互換性があ
る OS バージョンを選択する。

選択した OS がサーバー ハードウェアと互換性がない。

「カーネル追加行」を訂正し、ツールを再び実行しま
す。

選択した OS が、ネットワーク ベースのインストールを
サポートしていません。

カーネルとinitrd ファイルの名前が、レポジトリで使
用されている名前であることを確認します。

カーネルまたは initrd（RAM ディスク）の名前が正しく
ない。
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訂正処置原因/症状

設定ファイルがネットワーク経由でターゲット管理対象
システムからアクセスでき、カーネル追加行の構文が正
しいことを確認します。

インストール設定ファイルが、カーネル追加行で指定し
た位置でアクセスできなかった。

適切な /opt/repository サブディレクトリに、正し
い起動イメージ ファイルと RAM ディスク ファイルを
コピーします。

正しい起動イメージが、適切な/opt/repository/boot サ
ブディレクトリにコピーされなかった。

インストール設定ファイルを訂正し、適切な /opt/
repository サブディレクトリにコピーします。

ユーザーが編集したインストール設定ファイルが無効で
あった。

OS が Insight Control for Linux レポジトリに存在するこ
とを確認します。

選択した OS が Insight Control for Linux レポジトリから
削除されています。

適切な /opt/repository サブディレクトリに適切な
OS ファイルをコピーします。

適切なファイルが、インストール メディアから適切な
/opt/repository/custom サブディレクトリにコピー
されなかった。

訂正処置については、25.20 項 (250 ページ) を参照して
ください。

ターゲット サーバーが、管理プロセッサーとの関連付け
を失った。

25.15.3 Linux イメージの取得

訂正処置原因/症状

該当する処置を実行してください。/opt/repository がある CMS ディスク パーティショ
ンがいっぱいである • CMS 上の /opt/repository 用に、容量を増やし

た新しいディスク パーティションを作成します。
• ターゲット サーバー上の /etc/fstab ファイル内の

dump フラグをオフにし、取り込むパーティションの
数を減らします。

訂正処置については、25.20 項 (250 ページ) を参照して
ください。

ターゲット サーバーが、管理プロセッサーとの関連付け
を失った。

ただ 1 つのルート パーティションが見つかるように、
ターゲット サーバーの構成を変更します。

イメージを取り込もうとしたとき、複数のルート パー
ティションが見つかった。

なし。イメージは取り込めません。ターゲット管理対象システムの OS が、サポートされて
いないファイル システムの種類を使用している。

ターゲット サーバー上でストレージ デバイスが正しく
動作していることを確認します。

ターゲット管理対象システムでハードウェア障害が発生
した、またはストレージ デバイスがない。

サーバーの BIOS が正しく設定（起動コントローラーの
順序など）されていることを確認します。

ファイバー チャネル カードを搭載するサーバー、SAN
ストレージを使用するサーバー、またはその両方が該当
するサーバーでの問題

「検出の問題のトラブルシューティング」 (224 ページ)
のベアメタルの検出で、「There are no MAC addresses

取得操作で、「There are no MAC addresses registered
for this system.」というメッセージが返される。

registered for this system.」というメッセージが返される
を参照してください。
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25.15.4 Linux イメージのデプロイメント

訂正処置原因/症状

イメージをデプロイしているプラットフォームが、イ
メージを取り込んだプラットフォームと一致しているこ
とを確認してください。

ターゲット サーバーのハードウェアが、イメージが取得
されたハードウェアと違う。

Insight Control for Linux は、同様のハードウェア間のデ
プロイメントだけをサポートしています。

システム コンソールにログインし、手動でシステムの設
定を完了できる場合があります。

取得された OS は、完全にサポートされていない。

パーティション ウィザードで作成されたパーティション
が、ハードウェアでサポートされているパーティション
より大きいことを確認します。

ディスク パーティション方式が、ターゲット サーバー
上のハードウェアに適切でない。

インストール後スクリプトの出力を調べて、失敗を報告
したり、0 以外の終了コードを返さないことを確認しま
す。

インストール後スクリプトが、失敗を示す終了コードを
返した。

CMS とホスト間のネットワーク接続の問題を解決しま
す。

CMS が、ネットワーク経由でターゲット管理対象システ
ムにアクセスできない。

取得されたターゲット管理対象システムの設定に異常が
あり、正常に取り込むことができない場合があります。

イメージ メタデータが正しく取り込まれていない可能性
がある。

訂正処置については、25.20 項 (250 ページ) を参照して
ください。

ターゲット サーバーが、管理プロセッサーとの関連付け
を失った。

サーバーの BIOS が正しく設定（起動コントローラーの
順序など）されていることを確認します。

ファイバー チャネル カードを搭載するサーバー、SAN
ストレージを使用するサーバー、またはその両方が該当
するサーバーでの問題

25.15.1 項の「OS のインストールが失敗する。管理対
象システムに接続できない」を参照してください。

OS のインストールが失敗する。管理対象システムに接
続できない。

デプロイメントがハングする。

マルチパーティション イメージをキャプチャーし、シン
グル パーティションにデプロイして、そのイメージを

ある複数のパーティション スキームから別の複数のパー
ティション スキームへのデプロイメントが失敗する

キャプチャーします。次に、必要な数のパーティション
を使用してイメージを再デプロイしてください。

複数のパーティション スキームを備えるイメージの他へ
のデプロイが失敗する ディスク上にすでにいくつかの
パーティションがありイメージ デプロイメント中にパー
ティション ウィザードで別の数の（多いまたは少ない）
パーティションを指定すると、パーティションがしかる
べき大きさに変更されないため、デプロイメントが失敗
します。

この場合は、マルチパーティション イメージをキャプ
チャーし、シングル パーティションにデプロイして、そ
のイメージをキャプチャーします。次に、必要な数の
パーティションを使用してイメージを再デプロイしてく
ださい。

該当する処置を実行してください。重複したラベルまたは既存のパーティション情報のた
め、キャプチャーされたイメージのデプロイに失敗する
場合がある

重複したラベルが、キャプチャーされたイメージのデプ
ロイメント障害の原因となる場合があります。重複した

1. [診断]→[Boot to Linux Rescue Mode] を選択して、ター
ゲット システムの RAM ディスク環境にアクセスし
ます。

2. 次のコマンドを使用して、ディスクの最初の 5120
バイトを消去し、あらゆるパーティションまたは既ラベルは、デプロイされた OS が、ブート プロセス中
存のマスター ブート レコード（MBR）情報を削除し
ます。

にマウントしたり使用したりするディスクに、正しくな
いディスクを選択する原因になることがあります。重複

# dd if=/dev/null of=disk count=1 bs=5120したラベルは、イメージからのディスク ラベルがター
ゲット システムの複数のディスク上にすでに存在する場
合に発生します。 3. ディスクのパーティション テーブルを再び書き込み、

あらゆる既存ラベルを削除します。
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訂正処置原因/症状

また、ディスクが LVM または RAID セットの一部として
すでに使用されている場合は、デプロイメント中にパー
ティション情報がパーティション コードに干渉すること
があります。

次のパラメーターを追加して /opt/mx/icle/
icle.properties ファイルを修正します。ここで、
sec はタイムアウト値（秒単位）です。

Linux イメージのデプロイメントでタイムアウトが発生
する

イメージ取得のためのディスクの準備に非常に長い時間
がかかるとタイムアウトが発生する可能性があります。 RAMDISK_DISK_CONFIGURATION_TIMEOUT=sec
デフォルトのタイムアウトは 30 分ですが、ディスク たとえば、「3600」を指定するとタイムアウトまでに

1 時間の余裕ができます。適切と思える任意の値を指定パーティションのサイズが非常に大きい場合など、まれ
に、準備でその制限を超えることがあります。この問題 できます。ただし、例外的な状況を除いてはこのように

値を増やす必要はありません。が発生する場合、この操作についてタイムアウト値を手
動で増やすことができます。

LVM ボリュームにスワップ パーティションを作成しな
いこととパーティション ウィザードを使用してスワップ

スワップ パーティションの作成または名前変更ができな
い

パーティション ウィザードは、スワップ パーティショ
ンの作成や名前変更を許可しません。パーティション

パーティションを作成または名前変更しないことをおす
すめします。

ウィザードは、スワップ パーティションが備えていない
マウント ポイントの指定を要求します。

「検出の問題のトラブルシューティング」 (224 ページ)
のベアメタルの検出で、「There are no MAC addresses

デプロイメント操作で、「There are no MAC addresses
registered for this system.」というメッセージが返される

registered for this system.」というメッセージが返される
を参照してください。

コンソールで /tmp/rct-debug.log ファイルを調べ
ます。

デプロイメント操作が完了しない

イメージを受け取るディスクの内容を消去して、デプロ
イメント操作を再実行してください。

デプロイメント操作が失敗する

単一の Linux イメージをソフトウェア RAID や LVM ボ
リュームを実行するサーバーにデプロイすると、この問
題が発生します。

次の操作を実行して、障害を特定および修正します。Initiate Bare-Metal Discovery の完了後。HP SIM がサー
バーを認識しても、インストール、取得、デプロイメン
トなどの操作に使用できない。

• HP SIM の[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示]タス
クを実行してタスク結果を調べ、失敗の原因を特定
します。

• 検出するサーバーのリモート コンソールを起動しま
す。リモート コンソールについて詳しくは、「リモー
ト コンソールとの接続」 (197 ページ) を参照してく
ださい。

イベントのシーケンスは次のとおりです。

1. （PXE ブートのみの場合）DHCP 要求。DHCP 要
求を出し、応答を受信するターゲット サーバーが
表示されます。

ターゲット サーバーが応答を受信しない場合は、
ターゲット サーバーの MAC アドレスが含まれる
DHCPDISCOVER エントリーが、DHCP サーバーの
ログ ファイルに含まれることを確認します。
含まれない場合は、DHCP サーバーとネットワー
クの設定を確認してください。

2. Insight Control for Linux 起動メニュー。
起動メニューが表示されない場合は、ネットワー
ク設定を確認してください。

3. 10 秒の遅延。
4. Insight Control for Linux RAM ディスクのロード。
サーバーが Insight Control for Linux RAM ディスクで
なくローカル ディスクを起動しようとする場合
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訂正処置原因/症状

は、/opt/repository/boot/pxelinux.cfg ファ
イルや期限切れの MAC アドレス ファイルを調べて
ください。

検出したいサーバーの、期限切れの MAC アドレス
ファイルを削除してください。

• [オプション]→[IC-Linux]→[Initiate Bare Metal Discovery]
タスクを再実行します。

サーバーで起動ルーティンが実行され、ネットワー
クが DHCP で使用可能になり、CMS から複数のパッ
ケージが取得され、HP Health 管理エージェントと
HP SNMP 管理エージェントが起動されます。以上が
正常に実行された場合は、Enter キーを押してコンソー
ル シェルを起動するよう求めるメッセージが表示さ
れます。

両方のディスクを同じコントローラー上に配置してくだ
さい。

論理ボリュームが複数のコントローラー上のディスクに
及ぶ場合、SLES 10 SP3 のデプロイが失敗する
それぞれが別のコントローラーで制御される複数のディ
スクを備え、SLES 10 SP3 を搭載する管理対象システム
へのイメージのデプロイは、RAM ディスクが監視する
ディスクの順序が SLES 10 SP3 のものと一致しないため
失敗します。この結果、イメージは誤ったディスクにデ
プロイされます。

25.16 PSP インストール障害のトラブルシューティング
次の表に、ProLiant Support Pack（PSP） for Linux のインストールの問題の原因と処置について
説明します。

訂正処置原因/症状

PSP インストール ログを確認し、ターゲット システム
に必要なパッケージ依存関係を追加します。

パッケージの依存関係に適合していなかった。

[Power On Server] ツールを使用し、[Install ProLiant
Support Pack (PSP)...]ツールを再び実行します。

ターゲット システムの電源が入っていない。

ターゲット システムの OS を確認します。[Install ProLiant
Support Pack (PSP)...]ツールを再び実行し、正しい PSP
を選択します。

選択した PSP が、ターゲット管理対象システムの OS と
バージョンに適切でない。

なし。PSP は、この OS で使用できません。PSP が、ターゲット システムの OS とバージョンをサ
ポートしていない。

ターゲット システムのハードウェアを確認し、[Install
ProLiant Support Pack (PSP)...]ツールを再び実行して、

選択したソフトウェア コンポーネントが、ターゲット
システムのハードウェアに関連していない。

ターゲット システムのハードウェアに関連するソフト
ウェア コンポーネントだけを選択します。

[Install ProLiant Support Packk (PSP)...]を再び実行し、PSP
設定ファイル内のエラーを訂正します。

ユーザーが PSP 設定ファイルを編集したため、PSP 設定
ファイルが無効になっている。

次のような処置があります。選択した PSP が、Insight Control for Linux レポジトリか
ら削除されています。 • 別の PSP を選択します。

• Insight Control for Linux レポジトリに必要な PSP を追
加します。

適切な /opt/repository/psp サブディレクトリに再
び PSP をコピーします。

PSP ファイルが壊れている。

[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェン
トのインストール]→[IC-Linux]→[Install ProLiant Support

ESX または ESXi システムで、PSP のインストールが失敗
する。
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訂正処置原因/症状

Pack] は、ESX または ESXi を実行する管理対象システム
ではサポートされません。

ESX エージェントをインストールする必要がある場合
は、[設定]→[エージェントの設定および修復...]を実行し
ます。

25.17 PXE 起動の問題のトラブルシューティング
次の表では、発生する可能性のある PXE 起動の失敗に対する訂正処置について説明します。

対策原因/症状

PXE 起動可能を再確立するには、以下の手順に従ってく
ださい。

NIC の更新で PXE 起動機能が一時的に失われる

1. Enter キーを押して、オプション ROM メッセージを
表示します。

2. ServerEngine 情報が表示されたら、Ctrl-P を入力して
設定します。

3. 該当するポートを選択します。
4. Boot Support 設定を Enable に変更します。
5. [保存]を選択します。
6. 再び [保存]を選択し、ユーティリティを終了します。

25.18 Run Script ツールと Run SSH Command ツールのトラブルシュー
ティング

次の表に、実行中スクリプトとコマンドの問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

Run Script が失敗する。
ターゲット システムで実行中のスクリプトが、失敗を示
す終了コードを返しました。

• [Run Script] ツール用のタスク ログにエラー メッセー
ジがないことを確認します。

• リモート プロセスからの終了コードを確認します。
0 でない終了コードは失敗を示します。

• スクリプトで、スクリプトが終了するときに開いた
ままになるファイル ディスクリプターがないかを調
べます。

スクリプトがシステムにアップロードされ、Insight
Control for Linux レポジトリに存在することを確認しま
す。

Run Script がレポジトリに存在しない。
実行したいスクリプトが、Insight Control for Linux レポ
ジトリにありません。

Run SSH Command が失敗する。
ターゲット システムで実行するために [Specify the SSH
Command] ウィンドウで入力したコマンド ラインが、
失敗を示す終了コードを返しました。

• [Run SSH Command] ツール用のタスク ログにエラー
メッセージがないことを確認します。

• リモート プロセスからの終了コードを確認します。
0 でない終了コードは失敗を示します。

• コマンドで、スクリプトが終了するときに開いたま
まになるファイル ディスクリプターがないかを調べ
ます。
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25.19 サーバー電源制御の問題のトラブルシューティング
次の表に、管理対象システムの電源投入と電源切断の問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

該当する処置を実行してください。サーバー用の BMC を取得するときのエラー。Root cause:
データベースでサーバー（x.x.x.x）に関連付けられてい
る BMC を決定できなかった。
これは、一般に、サーバーと管理プロセッサーの関連付
けが失われたことが原因です。これは、インストール中

• SNMP が正しく設定され、HP SIM がターゲット シス
テム上の SNMP にアクセスできることを確認します。

• 表 19 (142 ページ) にリストされている必要な PSP コ
ンポーネントがインストールされ、動作しているこ
とを確認します。

に SNMP が使用できない場合や、管理対象システム上
に ProLiant Support Pack がインストールされていない場
合に発生する場合があります。 • サーバー上でサーバーの識別を実行して、関連付け

を修復します。

ipmitool コマンドを次のように使用して、BMC をリ
セットしてください。

DL100 シリーズ サーバーで BMC およびサーバーの関連
付けを作成できない。

非常にまれに、サーバーの Baseboard Management
Controller（BMC）の Web UI が応答しなくなることが
あります。

# ipmitool -I lanplus -H BMCname/IPaddress -U
username -P password bmc reset cold

このとき、HP SIM は、BMC をクエリしてその種類およ
び ID 文字列を判断することができず、サーバーおよび
BMC の検出と関連付けができません。

1～2 分待ってからもう一度試みてください。EV を操作するときの問題
これは、一般に、サーバーが起動し電源制御コマンドが
管理プロセッサーに送信されるときに発生します。特

それでも成功しない場合は、次のいずれかの方法で管理
プロセッサーをリセットします。

に、システムが BIOS 起動にあり、管理プロセッサーが
電源ステータスを決定できない場合です。

• サーバーおよび管理プロセッサーのファームウェア
を最新バージョンにアップグレードします。

• サーバーの電源をいったん切って入れなおします。

• iLO の Web インターフェイスにログインし、
[Information] または [System Status] の [Diagnostics]、
[Reset] の順に選択してリセットします。

• ssh または Telnet を使用して iLO にログインし、
reset map1 を実行して iLO をリセットします。

[設定]→[管理プロセッサー]→[Credentials] を選択して、
この管理対象システム用の認証情報を変更します。

サーバーの電源を切ることができない。Error retrieving
BMC for server.Root cause: エラー ステータス"User login
name was not found"（ユーザーのログイン名が見つか
りませんでした）

これは、一般に、管理プロセッサーの認証情報が正しく
ないことが原因です。

訂正処置については、25.20 項 (250 ページ) を参照して
ください。

サーバー制御ツールが故障した

ターゲット サーバーと管理プロセッサーの関連付けが失
われたため、管理対象システムの電源切断、電源投入、
または再起動が失敗します。

ping コマンドを使用して、サーバーの管理プロセッサー
との通信をテストします。MP が応答しない場合は、リ

管理プロセッサーと通信できない。Error retrieving BMC
for server. 原因：パニック：サーバー IP アドレスの

セットします。サーバーが c-Class BladeServer の場合BMC の BMCManager をインスタンス化するときのエ
ラー。

これは、OS のインストール時に発生することがありま
す。

は、OA にログインしてリセットします。ブレード以外
のサーバーでは、MP を切断します。

サーバーの電源をもう一度入れるとサーバーは正常に起
動し、問題が再発することもありません。

HP SIM 検出後に電源を入れなおすとベア メタル検出が
開始する

[オプション]→[検出]ツールで検出された後で、常に PXE
起動に設定されたサーバーが正しく起動しないことがあ
ります。
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訂正処置原因/症状

サーバーは起動せずに、ベア メタル検出プロセスを行っ
て電源が切断されます。これは、サーバーごとに 1 回の
み起こります。

[オプション]→[システムの識別]を再実行して、iLO を完
全に検出してください。

断続的なサーバーの電源投入、電源切断、およびリセッ
トのエラー

断続的なサーバーの電源投入、電源切断またはリセット
のエラーが、Insight Control for Linux 操作（OS のインス
トール、イメージのキャプチャー、イメージ デプロイメ
ントなど）中に発生することがあります。

Checking to see if power is on.
Failed: Error retrieving BMC for server.
Root cause:PANIC: BMC Manager
not configured for device of this type.
IP address of server causing this problem
is venus.example.com.

Attempting to power down via management
processor Unable to
communicate with the management processor:
Unable to power off system.

Root cause:PANIC: BMC Manager not
configured for device of this type.
IP address of server causing this problem
is venus.example.com.

この状況は、通常、iLO が完全に検出されていない場合
に発生します。この状況が発生すると、iLO の HP SIM
表現から IP アドレスが消失するか、iLO のサブタイプが
表示されません。

次の操作を実行します。OS のインストール中に「???Checking to see if the power
is on???」というメッセージが表示され、Power On Server
操作が失敗する

iLO のハングにより、発生する場合があります。

1. ハングした iLO を見つけてリセットする。
2. 失敗した操作を再実行する。

25.20 サーバーと管理プロセッサーの関連付けのトラブルシューティ
ング

この項では、サーバーと管理プロセッサーの関連付けに関する問題の解決方法を説明します。

25.20.1 サーバーと管理プロセッサーの関連付けの維持
HP SIM で正しく検出された管理対象システムは、管理対象システムと内蔵管理プロセッサー
用の項目から構成されます。HP SIM は、管理対象システム上にインストールされているエー
ジェントを使用して、管理対象システムと管理プロセッサーの関連付けを維持します。

一部の状況で、この関連付けが失われ、その結果、Insight Control for Linux の機能と管理機能
が低下します。特定の種類のデータ収集や電源制御（再起動など）が必要な操作では、関連付
けが存在する必要があります。

HP SIM は、定期的にデータ収集タスクを実行して、管理対象システムと管理プロセッサーに
接続し、設定情報と使用率情報を収集します。HP SIM が SNMP を通じて管理対象システムに
アクセスできるが、管理対象システムにエージェントがロードされていない場合、HP SIM は
ただちに関連付けを破棄します。

25.20.2 失われたサーバーと管理プロセッサーの関連付けの特定
管理プロセッサーとの関連付けがで壊れている管理対象システムを特定するには、HP SIM を
開き、左ウィンドウで [すべてのシステム]を選択します。
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[MP] 列で、管理プロセッサーのステータスを確認します。正しく関連付けられている管理対象
システムは、この列に緑色のチェック マークが付いています。関連付けが壊れている場合、こ
の列に項目がありません。

25.20.3 サーバーと管理プロセッサーの関連付けの再作成
すでに検出されている管理対象システムと管理プロセッサーの関連付けを再作成する必要があ
る場合があります。問題の内容と管理対象システムの状態によって、いくつかの方法がありま
す。

25.20.3.1 OS が実行され起動している管理対象システムの関連付けの修復
管理対象システムが起動して、サポートされる OS を実行している場合は、次の手順に従って
失われた関連付けを修復してください。

• 管理対象システムで正しいエージェントが動作しており正しく設定されている場合は、正
しい関連づけデータを取得するように管理対象システムを再クエリする指示を HP SIM に
与えます。

1. HP SIM を開き、左ウィンドウで [すべてのシステム]を選択します。
2. 左の列で、管理対象システムと管理プロセッサーの横にあるボックスを選択して、関
連付けに選択します。

3. それらの 2 つのオブジェクトを選択したまま、HP Insight Control のユーザー インター
フェイスから次のメニュー項目を選択します。

[オプション]→[システムの識別 ]
4. ターゲットの選択を確認し、[今すぐ実行]を選択します。
数分後、緑のチェック マークが表示され、関連付けが復元されます。

• 上記の手順後もまだ関連付けに問題がある場合は、選択した同じ管理プロセッサーとター
ゲット サーバーで、[オプション]→[データ収集]ツールを選択します。

• 前の手順で関連付けの問題が解決しない場合は、管理対象システムの SNMP エージェン
トに問題がある可能性があります。

[設定]→[エージェントの設定および修復...]をその管理対象システムで実行してエージェン
トを再設定し、管理対象システムの SNMP コミュニティ名を更新してください。

• エージェントの再設定で問題が解決しない場合は、管理対象システムで SNMP が動作し
ていないか、PSP エージェントが管理対象システムにインストールされていません。管理
対象システムにログインして、SNMP およびエージェントのステータスを確認してくださ
い。

# service snmpd status
# service hp-snmp-agents status

管理対象システムのエージェントに問題を見つけた場合は、修正して、[オプション]→[シ
ステムの識別...]を再実行してください。

• 前のタスクで問題が解決しない場合は、iLO が CMS に正しいデータを報告しているかど
うかを確認してください。

iLO ベースの管理プロセッサーは、サーバー固有のデータを HP SIM に提供します。トラ
ブルシューティングするときは、iLO でこのデータを直接表示し、データが正しくてエラー
が存在しないことを確認することができます。

データを表示するには、以下の手順に従ってください。

1. Web ブラウザーを使用して、iLO にログインします。
2. [管理]を選択します。
3. 次のいずれかの操作を行います。

◦ iLO では、左の列の [SNMP/Insight マネージャーの設定]を選択します。

◦ iLO2、iLO3、および iLO4 の場合は、[Management] を選択します。
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4. [XML 返信の参照]を選択します。
5. 応答が返され、データが有効であることを確認します。ここで不良データまたはエ
ラーが見つかった場合は、システム BIOS に格納されたシステム情報が正しくないこ
とを示している可能性があります。多くの ProLiant サーバーでは、システム BIOS の
データ フィールドにシステムのシリアル番号およびアセット タグ情報が表示されて
います。これらのフィールドは工場で設定されていますが、無効にすることもできま
す。

これらのフィールドが有効で、特殊文字が含まれていないことを確認します。これら
のフィールドに異常データがあると、iLO がエラーを生成し、サーバー-iLO 関連付け
が破壊されます。

6. BIOS データが有効でも iLO XML 呼び出しがエラーを報告する場合は、ハードウェア
の問題が原因の可能性があります。その場合は、HP サービス窓口に電話してくださ
い。

• ここに書かれた修正措置を完了しても関連付けの問題が解決しない場合は、特殊な問題が
発生しています。

CMS および管理対象システムのファイアウォール ポートを確認し、SNMP がブロックさ
れていないことを確認してください。関連付けデータの正しい流れを妨げる可能性のある
ものを調べてください。

25.20.3.2 ベアメタル検出済みサーバー ブレードの関連付けの復旧
ベアメタル検出で検出済みのサーバー ブレードに有効な OS がインストールされなかった場
合、そのサーバーは管理プロセッサーとの関連付けを失うことがあります。

この問題が発生する可能性を抑えるために、Power Off Server ツールを使用して検出済みのベ
アメタル サーバーの電源を切断することをおすすめします。詳しくは、15.1 項 (147 ページ)
を参照してください。

管理プロセッサーを選択し再識別すると、サーバー ブレードの関連付けを復旧できます。[オ
プション]→[システムの識別...]メニュー項目を使用してください。

25.20.3.3 OS がインストールされておらず、起動されていない管理対象システムの関連付け
の修復

管理対象システムが起動しておらず、有効な OS がインストールされていない場合で、関連付
けがなくなった場合は、関連付けを修復する方法はありません。対応するデータを求めるエー
ジェントがないからです。この場合は、管理対象システムの HP SIM を削除する手順に従い、
Insight Control for Linux RAM ディスクを使用して再検出してください。
1. サーバーおよび管理プロセッサーを HP SIM から削除します。
2. サーバーの MAC アドレスをシステム BIOS、iLO、または Onboard Administrator（ある場
合）から取得します。

3. CMS に root としてログインします。
4. /opt/repository/boot/pxelinux.cfg ディレクトリに移動します。
5. 手順 2 で記録した MAC アドレスに対応するあらゆる PXE 設定ファイルを削除します。以
下は、/opt/repository/boot/pxelinux.cfg ディレクトリの内容の例です。
# pwd
/opt/repository/boot/pxelinux.cfg
# ls -c1
01-00-00-00-00-32-ee
01-00-18-fe-34-3c-bb
01-00-18-fe-34-3c-bc
01-00-19-bb-3a-32-ee
01-00-19-bb-3a-52-5c
01-00-00-00-00-88-18
01-00-1c-c4-bc-88-08
01-00-1c-c4-bc-88-18
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01-00-16-35-c6-c8-e4
01-00-16-35-c6-c8-e8
01-00-00-00-00-c8-fc
01-00-16-35-c6-c8-f6
01-00-16-35-c6-c8-fc
boot.msg
default
#

6. 7.1.1 項 (73 ページ) の説明のとおり、PXE はサーバーを起動します。
7. HP Insight Control のユーザー インターフェイスとサーバーのリモート コンソールを監視
し、サーバーが正常に再検出されてその管理プロセッサーと関連付けられたことを確認し
ます。

8. サーバーに有効な OS がインストールされていない場合、検出プロセスが完了したらサー
バーの電源を切断します。

9. サーバーに OS がインストールされている場合は、リモート コンソールを通して手動で、
または次を選択して、ProLiant Support Pack（現時点でサポートされているバージョンにつ
いては、『HP Insight Control for Linux サポート マトリックス』を参照）をすぐにインス
トールします。

[展開]→[ドライバー、ファームウェアおよびエージェントのインストール]→[Install ProLiant
Support Pack (PSP)...]

この手順が完了したら、サーバーは HP SIM 内に存在し、管理プロセッサーとの関連付けが復
旧します。

25.20.3.4 ベアメタル検出後にサーバーとの関連付けを確立する
Initiate Bare-Metal Discovery タスクが完了し、HP SIM によってサーバーが認識されても、その
サーバーが MP に関連付けられない場合があります。
次の操作を実行して、障害を特定および修正します。

• HP SIM の[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示]タスクを実行してタスク結果を調べ、失敗
の原因を特定します。

• 検出するサーバーのリモート コンソールを起動します。リモート コンソールについて詳
しくは、「リモート コンソールとの接続」 (197 ページ) を参照してください。
イベントのシーケンスは次のとおりです。

1. （PXE ブートのみの場合）DHCP 要求。DHCP 要求を出し、応答を受信するターゲッ
ト サーバーが表示されます。
ターゲット サーバーが応答を受信しない場合は、ターゲット サーバーの MAC アド
レスが含まれるDHCPDISCOVER エントリーが、DHCP サーバーのログ ファイルに含
まれることを確認します。

含まれない場合は、DHCP サーバーとネットワークの設定を確認してください。
2. Insight Control for Linux 起動メニュー。
起動メニューが表示されない場合は、ネットワーク設定を確認してください。

3. 10 秒の遅延。
4. Insight Control for Linux RAM ディスクのロード。
サーバーが Insight Control for Linux RAM ディスクでなくローカル ディスクを起動しよう
とする場合は、/opt/repository/boot/pxelinux.cfg ファイルや期限切れの MAC
アドレス ファイルを調べてください。
検出したいサーバーの、期限切れの MAC アドレス ファイルを削除してください。

• [オプション]→[IC-Linux]→[Initiate Bare Metal Discovery] タスクを再実行します。
サーバーで起動ルーティンが実行され、ネットワークが DHCP で使用可能になり、CMS
から複数のパッケージが取得され、HP Health 管理エージェントと HP SNMP 管理エージェ
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ントが起動されます。以上が正常に実行された場合は、Enter キーを押してコンソール シェ
ルを起動するよう求めるメッセージが表示されます。

25.20.4 iLO とサーバーの関連付けの構築
Insight Control for Linux ベア メタル検出動作中、iLO およびそのサーバーの間の関連付けは発
生しません。これが発生した場合は、サーバー電源切断操作中にベア メタル検出後処理タスク
障害が[タスク ＆ ログ]→[タスク結果の表示]ページに表示され、以下のエラー メッセージを表
示します。

Checking to see if power is on.
Failed: Error retrieving BMC for server. Root cause: Could not determine the
BMC associated with the server (0000001b78be9f480000000300000016) in the database.
Probably not discovered yet.
Attempting to power down via management processor
Unable to communicate with the management processor: Unable to power off system.
Root cause:Could not
determine the BMC associated with the server (0000001b78be9f480000000300000016) in the
database.
Probably not discovered yet.

関連付けを復元するには、以下の手順に従ってください。

1. 関連付けられていない 1 つまたは複数の iLO で[オプション]→[システムの識別...]を実行し
て、HP SIM に関連付けを作成させます。すべての iLO がそれらのサーバーと関係付けら
れるまで、このプロセスを繰り返します。

2. サーバーの電源を切断するには、 Insight Control ユーザー インターフェイスで次のメニュー
項目を選択します

[ツール]→[Server Controls]→[Power Off Server...]

25.21 SNMP の問題のトラブルシューティング
この項の説明は、iLO ベースの管理プロセッサーを搭載するシステムだけを対象にしています。
HP SIM では、管理対象システムが表 19 (142 ページ) にリストされているエージェントを実行
していることが必要です。それによって、管理プロセッサーとサーバーの関連付けを作成して
維持することができます。管理対象システムで SNMP が正しく設定されていることを確認す
るには、以下の手順に従ってください。

1. 表 19 (142 ページ) にリストされているエージェントが管理対象システムで動作しているこ
とを確認します。

# /bin/ps

2. CMS では、snmpwalk コマンドを実行して SNMP が正しく設定されていることを確認し
ます。snmpwalk コマンドが失敗したら、SNMP は正しく設定されていません。次の例で
は、pluto.example.com が管理対象システムです。
# snmpwalk -Os -c public -v 1 pluto.example.com system

25.22 SSH のトラブルシューティング
次の表に、Secure Shell（SSH）認証情報および遅延の問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

HP SIM の[オプション]→[セキュリティ]→[認証]ツールを
使用して、ターゲット システムの SSH 認証情報を設定

サーバー用の SSH 認証情報がない。
リモートにコマンドを実行するために必要なサーバー用
の SSH 認証情報がありません。原因は次のいずれかで
す。

します。要件に合わせて、[グローバル]または [システム]
認証情報を指定します。詳しくは、「管理対象システム
での SSH 認証情報の設定」 (149 ページ) および HP

• サーバー用の認証情報が設定されていない。
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訂正処置原因/症状

Systems Insight Manager のオンライン ヘルプを参照し
てください。

• 管理対象システムが削除され、再び登録されている。

• HP SIM がサーバーを隔離し、その認証情報を削除し
た。

SSH 接続を作成できない。ホストへのルートがない。
一般にターゲット システムの IP アドレスが CMS から
アクセスできないため、SSH がターゲット システムに
接続できません。

• ターゲット システムのプロパティを表示して、HP
SIM がターゲット システム用に登録された正しい IP
アドレスを持っていることを確認します。

• ターゲット システムが CMS ネットワークからアク
セスできないことを確認します。

• コマンド ラインの SSH クライアントを使用して、
CMS からターゲット システムに SSH を実行できる
ことをテストします。

• ファイアウォールがポート 22 をブロックしていない
ことを確認します。

SSH 接続を作成できない。接続が拒絶された。
sshd デーモンがターゲット システムで動作していない
ため、SSH がターゲット システムに接続することがで
きませんでした。

• SSH デーモンがリモート システムで動作しているこ
とを確認します。

• ファイアウォールがポート 22 をブロックしていない
ことを確認します。

HP SIM の[オプション]→[セキュリティ]→[認証]ツールを
使用して、ターゲット システムの SSH 認証情報を設定

SSH 認証情報を取得できない。指定したサーバー用の
SSH 認証情報が設定されていない、または欠落してい
る。

SSH プロトコル設定用の認証情報がありません。
します。要件に合わせて、[グローバル]または [システム]
認証情報を指定します。詳しくは、「管理対象システム
での SSH 認証情報の設定」 (149 ページ) および HP
Systems Insight Manager のオンライン ヘルプを参照し
てください。

HP SIM の[オプション]→[セキュリティ]→[認証]ツールを
使用して、ターゲット システムの SSH 認証情報を設定

SSH 認証が失敗した。
ターゲット システムの SSH 認証情報用のユーザー名、
パスワード、またはその両方が正しくないため、SSH が
失敗します。

します。要件に合わせて、[グローバル]または [システム]
認証情報を指定します。詳しくは、「管理対象システム
での SSH 認証情報の設定」 (149 ページ) および HP
Systems Insight Manager のオンライン ヘルプを参照し
てください。

以下の操作によって、この問題を解決できます。名前解決のないネットワークの SLES 管理対象システム
上での SSH 遅延
DNS 名前解決が設定されていないネットワーク、また
は適切なデータの入った /etc/hosts ファイルのない

• 問題のネットワーク上で、DNS リゾルバを設定しま
す。

• 管理対象システムで、/etc/hosts ファイルを修正
し、CMS と管理対象システムの両方を含めます。エネットワークにある SLES 管理対象システムへのアクセ

スに SSH を使用しようとする場合に、待ち時間が長く
なることがあります。

ントリーごとに完全修飾名と短いエイリアスが含ま
れる必要があります。ネットワークに名前解決がな
いため、この名前は本当に登録されているドメイン
名である必要はありません。

たとえば、CMS が IP アドレス 192.0.2.1 で、管理
対象ノードが IP アドレス 192.0.2.10 である場合は、
次のような 2 行を追加します。

管理対象ノードが内部プライベート ネットワークの上に
ある場合は、そのような設定が存在する可能性がありま
す。これは、多くの高性能コンピューティング アプリ
ケーションでよく見られます。

192.0.2.1 saturn.example.com saturn
192.0.2.10 terra.example.com terra

• sshd サーバーの設定を修正して名前解決を無効にす
るように、次のように /etc/ssh/sshd_config
ファイルを編集します。

UseDNS no

sshd サーバーで名前解決を無効にすると、SSH 接続
の遅延のみが修正されます。hostname -s の遅延は
修正されません。

Insight Control for Linux インストールの自動修正
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Linux OS をサーバーにインストールするために Insight
Control for Linux を使用する場合の遅延を解消するには、
以下を実行してください。

1. この項ですでに説明したように、内部ネットワーク
のすべてのサーバーを含むプライベート ネットワー
クに対して、マスター /etc/hosts ファイルを作成
します。

2. マスター /etc/hosts ファイルを Insight Control for
Linux レポジトリに格納し、ファイル名として /opt/
repository/hosts.txt を使用します。

3. %%agentinstall%% ステートメントの行の後に以下
のような行を追加し、インストールに使用する
AutoYaST ファイルを修正します。
wget 192.0.2.1:60000/hosts.txt -O
/etc/hosts

192.0.2.1:60000 を CMS の実際の IP アドレスお
よびレポジトリ Web サーバー ポートに置き換えま
す。

このエントリーは、インストール手順の一部として、
マスター /etc/hosts ファイルを CMS から自動的
にコピーします。

25.23 supermon の問題のトラブルシューティング
次の表に、Supermon の問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

該当する処置を実行してください。Supermon が動作していない。
• supermon サービスが CMS で動作していることを確
認します。

# service supermon status

動作していない場合は、再起動します。

# service supermon restart

• すべての管理対象システムでmond デーモンが動作し
ていることを確認します。

# pdsh -a -x `headnode` /etc/init.d/mond
status

telnet コマンドを使用して、適切なポートで接続しま
す（Supermon はポート 2710、mond デーモンはポート

Supermon と mond は動作しているが、活動がない。
Supermon は、ポート 2710 でリスンします。mond デー
モンはポート 2709 でリスンします。 2709）。接続後、S コマンドを入力します。指標デー

タの出力が表示されます。

該当する処置を実行してください。Supermon と mon は動作しているが、センサー データ
が報告されない。 • センサー データが収集され、RRD に保存されること

を確認します。

# shownode metrics sensors

• 指標収集が正しく動作していることを確認します。

# cd /opt/hptc/supermon/usr/bin
# ./get_stats -n server -c nodeinfo
# ./get_stats -n server -c sensors
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25.24 syslog-ng の問題のトラブルシューティング
次の表に、syslog-ng の問題の原因と処置について説明します。

訂正処置原因/症状

syslog-ng が動作していることを確認します。syslog-ng サービスが動作しているように見えない。
# /etc/init.d/syslog-ng status

管理対象システムで logger コマンドを実行して、
syslog-ng メッセージが記録されていることを確認し
ます。

syslog-ng メッセージが記録されているように見えない。

# pdsh -a logger -p warn "msg"
# grep "msg"
/hptc_cluster/adm/logs/consolidated.log

ここで、msg は、具体的なメッセージです。

25.25 Insight Control for Linux ツールの問題のトラブルシューティング

訂正処置原因/症状

システムの種類がサーバーであるターゲット管理対象シ
ステムだけを選択します。

ツール起動 OK? に対して答えが NO になる。
Insight Control for Linux のツールは、システムの種類が
サーバーであるシステムだけで動作します。

25.26 アンインストールの問題のトラブルシューティング

訂正処置原因/症状

以下の手順に従ってください。uninstall.sh スクリプトの実行時にハングが発生する可能
性がある

HP SIM RPM の削除を試みているときに、mxinitconfig
-r コマンドがハングして、その結果、uninstall.sh

1. CMS で ps コマンドを実行して、ハングした
mxinitconfig -r プロセスのプロセス ID を見つけ
ます。

# ps -ef | grep mxinitconfig
root 8626 8600 0 07:47 pts/0

スクリプトがハングすることがあります。Insight Control
for Linux が RPM を削除できるようにするには、事前に、
HP SIM を完全に停止する必要があります。 00:00:02 /opt/mx/bin/mxinitconfig -r

root 29156 17502 0 08:17 pts/1
00:00:00 grep mxinitconfigこのとき、uninstall.sh スクリプトが、次のように

出力します。 2. kill コマンドでそのプロセスを削除します。
# kill -9 8626

# uninstall.sh
...

プロセスを削除することで、uninstall.sh スクリ
プトは作業を続行できます。

Uninstalling HP Systems Insight Manager
...
Stopping HP SIM
Stopping hpsmdb

25.27 仮想マシンのインストールとセットアップの問題のトラブル
シューティング

訂正処置原因/症状

該当する処置を実行してください。HP SIM 仮想ホストを正しく識別しなかった。
• Xen では、uname コマンドを次のように使用して、

VM ホストが Xen カーネルを実行していることを確
認します。

# uname -r 2.6.18-92.e15xen

出力にxen という文字列が含まれるはずです。
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訂正処置原因/症状

サーバーが適切なカーネルを実行していない場合は、
次のいずれかの操作が必要です。

◦ VM ホストのインストールを繰り返すには、以下
の手順に従ってください。

◦ インストールされていない Xen コンポーネントを
追加します。

◦ ホストを Xen カーネルから起動するように設定し
ます。

詳しくは、11.1 項 (124 ページ) を参照してください。

• /etc/snmp/snmpd.conf ファイルのrocommunity
文字列がpublic になっていることを確認します。
# grep rocommunity /etc/snmp/snmpd.conf
rocommunity public 127.0.0.1
rocommunity public 192.0.2.55

• サインイン認証情報が正しいことを確認します。

• [オプション]→[システムの識別...]を実行して、VM ホ
ストを識別します。

• 次のコマンドを実行し、Virt_* からエントリーを探
します。

# cimprovider -l

libvirt-cim および libcmpiutil パッケージが
インストールされていることを確認します。

SLES 10 オペレーティング システムの場合、VM ホ
ストに対して[設定]→[エージェントの設定および修
復...]タスクを実行し、Insight Control 仮想マシン管理
のインストールを選択することでこれらのパッケー
ジがインストールされます。

サポートされる他のオペレーティング システムの場
合は、RHEL または SLES 配布用メディアからこれら
のパッケージをインストールします。

該当する処置を実行してください。仮想マシン ホストを Insight Control 仮想マシン管理に登
録できない • 仮想ホストが正しく識別されることを確認します。

この表の「HP SIM が仮想ホストを正しく識別しなかっ
た」を参照してください。

• 次のコマンドを実行して、cmpiOSBase* および
Virt_* の両方でエントリーを探します。
# cimprovider -l

sblim-cmpi-base、libvirt-cim、および
libcmpiutil パッケージがインストールされている
ことを確認します。

SLES 10 オペレーティング システムの場合、VM ホ
ストに対して[設定]→[エージェントの設定および修
復...]タスクを実行し、Insight Control 仮想マシン管理
のインストールを選択することでこれらのパッケー
ジがインストールされます。

サポートされる他のオペレーティング システムの場
合は、RHEL または SLES 配布用メディアからこれら
のパッケージをインストールします。

• CMS のシステム ページのネットワーク名を確認しま
す。その名前が完全修飾ドメイン名でない場合は、
HP SIM を停止して再起動します。

{collection_name}_Servers サブコレクションを調
べて、監視する VM ゲストがこのサブコレクションに含
まれていることを確認します。

VM ゲストが監視されない。
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サーバー内の各プロセッサーが適切な容量のメモリを備
えていることを確認してください。

SRAT ノード x にメモリが検出されない。パフォーマン
ス管理に大きな影響があることがある。

AMD ベースのサーバーでの VMware ESX のインストー
ルでは、各プロセッサー用に適切な容量のメモリが必要
です。メモリの容量が適切でもバランスが取れていない
と、インストールは失敗します。

Dom0 のメモリ要件を増やさなければならない可能性が
あります。/boot/grub/menu.lst ファイルを編集し

スタートアップ時に、VM ゲスト リソース（ネットワー
ク、ストレージ、およびメモリ）が初期化されない。

て、仮想マシン ホスト カーネル追加行で、dom0_mem
パラメーターの値を増やします。例：

dom0_mem=1024M lowmem_emergency_pool=16M

以下の手順に従ってください。仮想マシン管理が CMS で起動に失敗することがある
場合によって、特に RHEL 4.n リリース ストリームで
は、再起動後に Insight Control 仮想マシン管理が正しく
起動しません。

1. 仮想マシン管理が起動していることを確認します。
# /etc/init.d/hpvmm status

2. 必要に応じて、仮想マシン管理を再起動します。
# /etc/init.d/hpvmm start

PXE 起動に使用されるデバイスがeth0（または少なくと
も 1 または 2 のような小さい数字）になるように、

Ethernet デバイスに大きな番号が付いていると Xen ブ
リッジが起動に失敗する

複数の NIC のあるサーバーでは、メイン デバイス番号
が大きすぎる（eth6 など）と、Xen ブリッジが起動し
ません。

Ethernet デバイスに番号を付け直してください。RHEL
OS では、手順は次のとおりです。
1. 外部インターフェイス/ブリッジ（eth6 など）およ
び番号の小さい外部インターフェイス/ブリッジ
（eth0 など）の ifcfg ファイルの位置を確認しま
す。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth6

2. ファイル名を入れ換えて、これらの 2 つのインター
フェイスの番号付けを変更します。

# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# mv ifcfg-eth0 ifcfg-hold
# mv ifcfg-eth6 ifcfg-eth0
# mv ifcfg-hold ifcfg-eth6

3. 両方のファイルのDEVICE 属性を変更し、それぞれが
新しいファイル名に一致するようにします。たとえ
ば、新しい ifcfg-eth0 ファイルでは、以下のよう
にします。

DEVICE=eth0 <-- this had been set to
eth6 before the file was renamed
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=00:0E:7F:B0:9B:13
ONBOOT=yes

4. ifcfg-eth6 ファイルに同じ変更を行います。

該当する処置を実行してください。致命的なエラー：6（バッファーが小さすぎる）により、
ESXi 5.0 のインストールが失敗する
WaitforOSRamDisk 操作のデフォルトのタイムアウト
値（5,400 秒）では、インストールに適さない場合があ
ります。

1. テキスト エディターで /opt/repository/
taskchain/ESXiInstallation.xml ファイルを
開きます。

2. WaitforOsRamDisk 操作を見つけて、デフォルト値
の 5400 をより長時間の値に変更し、すべての ESXi
モジュールのロードに対応できるようにします。

<Operation Name="WaitForOsRamDisk"
Status="true" >

<Parameter isRequired="false"
Name="seconds">

<Value
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

25.27 仮想マシンのインストールとセットアップの問題のトラブルシューティング 259
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xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xsi:type="xs:string">5400</Value>
</Parameter>

</Operation>

3. ファイルを保存します。
4. インストールを再試行します。

DHCP サーバーが正常に動作し、任意に設定される MAC
アドレスに対応するように設定されていることを確認し

PXE を使用した ESX 4.x のインストールが失敗する - コ
ンソール メッセージ「Unable to immediately obtain a
dynamic address for this interface」
PXE を使用して ESX 4.x OS をインストールすると、イ
ンストールが失敗して次のコンソール メッセージが表示
されます。

ます。DHCP 設定ファイルの subnet スタンザに、次のよ
うな pool スタンザを追加します。
pool {

range 172.0.0.250 172.0.0.254;
option option-140 "172.0.0.150";

Unable to immediately obtain a dynamic
address for this interface.

next-server 172.0.0.150;
filename "pxelinux.bin";

ESX 4.x は、インストール サービス コンソール用に生成
された MAC アドレスを使用します。

option subnet-mask 255.255.255.0;
option routers 172.0.0.150;
default-lease-time 900;ESX 4.x のインストール プログラムが、生成された MAC

アドレスに対応する IP アドレスを DHCP サーバーから max-lease-time 900;
}

取得できませんでした。PXE を使用してインストールを
必ず、IP アドレス範囲、option-140 および
next-server の CMS の IP アドレス、subnet-mask、
およびrouters の設定に適切な値を使用してください。

正しく行うには、DHCP サーバーを設定して、任意に設
定される MAC アドレスに対して最低限の数の IP アドレ
スを割り当てておく必要があります。

ESX 4.x のインストールは、任意に設定される MAC ア
ドレスで利用できる IP アドレスがすべて使われ残って
いない場合にも失敗する可能性があります。

DHCP サーバーでは次のようなエラー メッセージが表示
され、DHCP サーバーが無作為に生成される仮想マシン
用の MAC アドレスに対応するように設定されていない
ことを示します。

date time example-cms dhcpd:DHCPDISCOVER from MAC_address
via eth0:network 172.0.0/24:no free leases

任意に設定される MAC アドレスで使用できる IP アドレ
スの数は、同時に実行できる ESX 4.x のインストールの
件数にも影響します。

次の手順を実行します。SLES 11 SP1 に 32 ビット Xen の仮想メディアをインス
トールすると、正しいホスト名ではなくなる

（複数の NIC が含まれる管理対象システムの）ホスト
名と SSH 接続を確立しようとすると、次のエラー メッ
セージが表示されます。

1. インストール先のシステムで YaST を実行します。
# yast2

ウィンドウが表示されます。

2. [Network Devices] を選択します。The authenticity of host 'ariel (IP
address)' can't be established.
RSA key fingerprint is ....

3. [Network Settings] を選択します。
次のタブは [Hostname] です。

4. ホスト名を修正します。
5. [OK] をクリックします。
6. YaST を終了します。

25.28 仮想メディアの問題のトラブルシューティング

訂正処置原因/症状

次の処置を実行してください。サーバーが、仮想メディアを使用した起動を行わず、
PXE による起動やローカル ディスクからの起動を試み
る。

• CMS でポート 60002 が開いていることを確認しま
す。
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訂正処置原因/症状

• Insight Control for Linux の[設定]→[IC-Linux]→[Configure
Boot Method] タスクを実行します。起動方法として、
必ず [Virtual Media] を選択してください。詳しくは、
「起動方法の変更」 (78 ページ) を参照してくださ
い。

iLO Advanced のライセンスを入手して適用します。タスクの実行中、エラーが表示されサーバーに仮想メ
ディアのライセンスが適用されていないことが通知され
る。

ブラウザーを使用して、iLO に接続しユーザーに仮想メ
ディアの使用権限を付与します。詳しくは、「仮想メ

タスクの実行中、エラーが表示されユーザーに仮想メ
ディアの使用が許可されていないことが通知される。

ディア使用のための準備」 (61 ページ) を参照してくだ
さい。

別々のネットワーク上にあるため、/opt/mx/icle/
icle.properties ファイルのREPOSITORY_HTTP_IP

タスクの実行中、エラーが表示されタイムアウトが発生
し仮想メディアをマウントできなかったことが通知され
る。

サーバーの NIC がプライベート ネットワーク上にあり、
iLO がパブリック ネットワーク上にある可能性がありま
す。

パラメーターにより指定される IP アドレスに iLO から
アクセスできない場合は、
VIRTUAL_MEDIA_REPOSITORY_IP パラメーターの値
を iLO がアクセスできる CMS の IP アドレスに設定しま
す。

該当する処置を実行してください。仮想メディアによるベアメタル検出が失敗する

• CMS でポート 60002 が開いていることを確認しま
す。

• [Network Configure Editor] を実行して、サーバーの
ネットワーク パラメーターが正しく指定されている
ことを確認します。

[Network Configuration Editor] については、「Network
Configuration Editor の使用」 (67 ページ) を参照して
ください。

/opt/mx/icle/icle.properties ファイルで CMS
の HTTPS ポート（デフォルト値は 60002）が正しく設

仮想メディアによる起動が失敗して PXE による起動が行
われる。

DHCP が設定されている環境でサーバーが仮想メディア
を使用して起動を試みたときに問題が発生する場合は、

定されていることと CMS でそのポートが開かれている
ことを確認します。

この項の他の関連処置も参照してください。サーバーは仮想メディアではなく PXE を使用して起動し
ている可能性があります。
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26サポートと他のリソース
26.1 ご連絡の前にご用意いただく情報

ご連絡いただく前に、次の情報をお手元にご用意ください。

• ソフトウェア製品名

• ハードウェア製品モデル番号

• オペレーティング システムの種類とバージョン

• 該当するエラー メッセージ

• サードパーティ製のハードウェアまたはソフトウェア

26.2 HP へのご連絡方法
次の方法で HP のテクニカル サポートに問い合わせてください。

• 次の「Contact HP Worldwide」の Web サイトを参照してください。
http://www.hp.com/go/assistance

• 次の HP サポートセンターの Web サイトにある[HPにお問い合わせ] リンクを使用してく
ださい。

http://www.hp.com/go/hpsc

• 米国では、+1 800 334 5144 に電話で問い合わせてください。このサービスは、休日な
しで 24 時間ご利用いただけます。品質改善のため、通話は録音またはモニターされるこ
とがあります。

26.3 ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート サービスへの
登録

Insight Control for Linux と一部の Insight Management 製品には、1 年間、24 時間年中無休の
HP ソフトウェア テクニカル サポートおよびアップデート サービスが含まれています。この
サービスは、ソフトウェアの実行の解決またはオペレーション問題をアシストするために HP
テクニカルリソースへのアクセスを提供します。

このサービスはさらにソフトウェア アップデートおよびリファレンス マニュアルへのアクセ
スを提供します。

このサービスで、HP Insight Control for Linux および Insight Management のお客様は、ソフト
ウェア アップデートの通知と入手だけでなく効率の良い問題解決も受けることができます。
SAID を受け取りましたら、ITRC（IT リソース・センター）で ITRC ユーザー ID に SAID 情報を
リンクすることで、ソフトウェアアップデートマネージャー（SUM）の Web ページを利用し
て、契約内容をオンラインで参照したり、アップデートの電子配布を選択することが可能で
す。このサービスについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hp.com/services/insight

26.3.1 ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート サービスの使用方法
ソフトウェアのアップデートがリリースされると、最新バージョンのソフトウェアとドキュメ
ントが入手できるようになります。ソフトウェア アップデートおよびライセンスのポータルで
は、HP ソフトウェア サポート契約にある製品に対するソフトウェア、ドキュメント、および
ライセンスのアップデートにアクセスできます。

このポータルには HP サポートセンターからアクセスできます。
http://www.hp.com/go/hpsc
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お客様のプロファイルを作成し、サポート契約をプロファイルにリンクしたら、HP の Web サ
イト http://www.hp.com/go/hpsoftwareupdatesupport にあるソフトウェア アップデートおよ
びライセンスのポータルを参照して、ソフトウェア、ドキュメント、およびライセンスのアッ
プデートを入手してください。

26.3.2 保証情報
HP は購入日から 90 日以内であれば、問題のある配布メディアを交換します。 この保証は、
すべての Insight Management 製品に適用されます。

26.4 HP 製品販売店
最寄りの HP 製品販売店の名称については、以下の資料を参照してください。

• 米国では次の Web サイトの「HP U.S. service location」を参照してください。
http://www.hp.com/service_locator

• その他の国では、次の Contact HP Worldwide（英語）の Web サイトを参照してくださ
い。

http://www.hp.com/go/assistance

26.5 マニュアルに関するご意見、ご指摘
本書に関するご意見、ご感想をお待ちしております。製品マニュアルに関するご意見、ご感想
は、下記へお寄せください。

docsfeedback@hp.com
コメントや誤訳、改善に関する提案がございましたら、マニュアルのタイトルおよび製造製品
番号とともにお知らせください。お客様からのご意見はすべて当社にとっての貴重な資産とな
ります。

26.6 この版での新しい情報および変更された情報
この版では次の変更が行われました。

• 次の情報が追加されました。

この文書は、内容を整理するために、5 つのパートを特徴とするようになりました。◦
◦ 新しい項：「概要」 (12 ページ)

◦ この文書は、新しい iLO3 MP に対応するため、iLO ベースの管理プロセッサーを参照
するようになりました。

◦ Insight Control for Linux レポジトリは、ISO イメージを項目タイプ認識するようにな
りました。レポジトリに ISO イメージを登録する新しい手順があります。

◦ KVM 仮想マシン ホストおよびゲストのインストールと設定のために、「仮想マシン
のインストールと設定」 (124 ページ) の章の新しい項が追加されました。また、仮想
ゲスト操作に関する新しい項がこの章の終わりに追加されました。

◦ 新しい章、「ISO コントロール操作」 (146 ページ) が追加されました。

◦ 「高度なトピック」の章に、新しい項、「RAM ディスク接続および操作のロギング」
(211 ページ) があります。

• 次の情報が変更されました。

この文書の PDF バージョンでは、各章はパートに整理されました。それらは、概要、
デプロイメント、監視、その他のトピック、およびトラブルシューティングとサポー
ト リソースです。

◦

◦ セキュリティについての項は、単独の章、「セキュリティ」 (24 ページ) になりまし
た。
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◦ ライセンスに関する項は、ライセンスの管理の章に組み込まれています。

◦ カスタム オペレーティング システムをデプロイするには、2 つのタスクがあります。
[展開]→[Operating System]→[Custom or Other Interactive] および[展開]→[Operating
System]→[Custom or Other (Unattended)] です。これらは、以前の[展開]→[Operating
System]→[Custom or Other] に代わるものです。
同様に、カスタム OS のデプロイ手順が変更されました。カスタム OS のデプロイに
ついて詳しくは、『Installing a Custom Operating System with HP Insight Control for
Linux』というタイトルの White Paper を参照してください。

◦ 「特定の ProLiant サーバーに関する追加前提条件」 (95 ページ) の表にあるダウンロー
ド Web アドレスが新しくなりました。

◦ パーティション ウィザードの要件とガイドラインに関する項が拡張されました。

◦ PXE 起動の問題のトラブルシューティングについての情報は、単独の項に移動されま
した。

◦ 「Nagios のカスタマイズ」の章は、付録になりました。

26.7 関連情報

26.7.1 マニュアル
• HP Insight Control for Linux マニュアル セット

◦ 『HP Insight Control for Linux リリース ノート』
このリリースで導入された新しい機能についての説明、今回のリリースで対応された
問題の一覧、他の文書に記載されていない Insight Control for Linux に関する最新の情
報が記載されています。

◦ 『HP Insight Control for Linux サポート マトリックス』
Insight Control for Linux のこのリリースでの使用がサポートされているソフトウェア、
ファームウェア、およびハードウェア コンポーネントの最小要件が記載されていま
す。

◦ 『HP Insight Control for Linux インストレーション ガイド』
中央管理サーバーの準備方法、Insight Control for Linux のインストール方法、および
HP Systems Insight Manager（HP SIM）を Insight Control for Linux と連動するように設
定する方法について説明します。

◦ 『HP Insight Control for Linux ユーザー ガイド』
Insight Control for Linux のライセンスが適用された HP ProLiant サーバーの検出、監
視、および管理のために Insight Control for Linux をセットアップして使用する方法が
記載されています。

Insight Control for Linux の最新のマニュアルは、いつでも必要なときに参照したりダウン
ロードしたりすることができます。

Insight Management Information Library Web サイトからのダウンロード（英語版のみ）

快適にお使いいただくために、Insight Control for Linux のこのリリース用のマニュアル セッ
トを Insight Management Information Library Web サイトから入手できるようになっていま
す。この Web サイトでマニュアルを参照またはダウンロードするには、以下の手順に従っ
てください。

1. Web ブラウザーを開き、次の Web アドレスにアクセスします。
http://www.hp.com/go/insightcontrol/docs （英語）

2. [Product Documentation] セクションを見つけます。
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3. [Insight Control for Linux] タブをクリックします。
Insight Control for Linux のマニュアル画面が表示されます。

4. 希望するマニュアルまたは White Paper の名前を探してクリックし、PDF ファイルを
オンラインで参照するか、コンピューターにダウンロードします。

Insight Control for Linux 製品の Web サイトからのダウンロード

Insight Control for Linux 製品の Web サイトには、Insight Control for Linux マニュアル セッ
トおよび White paper へのリンク、Insight Control for Linux の『QuickSpecs』へのリンク、
ライセンス情報、製品登録情報、および他の多くの関連項目があります。Insight Control
for Linux の製品 Web サイトでマニュアルを参照またはダウンロードするには、以下の手
順に従ってください。

1. Web ブラウザーを開き、次の Web アドレスにアクセスします。
http://www.hp.com/go/ic-linux/ （英語）

2. ページ右側の、[Product Documentation (All Versions)] を選択します。
3. 希望するマニュアル名を探して選択し、PDF ファイルをオンラインで表示するか、コ
ンピューターにダウンロードします。

• HP Systems Insight Manager

Systems Insight Manager のマニュアルは、Systems Insight Manager 情報ライブラリの Web
サイトから入手できます。

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

• HP Insight Control

Insight Control 仮想マシン管理および Insight Control 電力管理のマニュアルを含む、HP
Insight Control の資料は、次に示す Insight Control 情報ライブラリ Web サイトから入手で
きます。

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

• HP ProLiant サーバー

HP ProLiant サーバーの情報は、次の Web サイトから入手できます。

◦ ProLiant BL BladeSystem サーバー：
http://www.hp.com/jp/bladesystem

◦ ProLiant DL シリーズ サーバー：
http://www.hp.com/jp/servers/dl-line

◦ ProLiant ML シリーズ サーバー：
http://www.hp.com/jp/servers/ml-line

◦ ProLiant SL シリーズ サーバー：
http://h50146.www5.hp.com/products/servers/proliant/sl_lineup.html

26.7.2 Web サイト
• HP ProLiant Support Pack

ご使用の ProLiant サーバーおよび Linux OS に対応する HP ProLiant Support Pack（PSP）を
見つけてダウンロードするには、以下の手順に従ってください。

1. ブラウザーを開き、次に示す HP サポートセンターの Web サイトにアクセスします。
http://www.hp.com/go/hpsc

2. ページの最上部付近にある [Support & Drivers] を選択します。
3. [Drivers & Software] を選択します。
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4. [Enter a product name/number] テキスト ボックスにサーバー モデル（DL360 G7 な
ど）を入力し、[Search] をクリックします。

注記: [For product] テキスト ボックスに入力した値に複数のサーバー モデルが一致
する場合は、検索結果から該当するサーバー モデルを選択してください。

5. 利用できるオペレーティング システムのリストで該当する Linux OS とバージョンを
選択します。

6. [Software - Support Pack] という名前の表が表示されるまで、下方向に移動します。
7. [Description] 欄で [PSP] リンクを選択します。
8. PSP をダウンロードするには、*.tar.gz（gzipped）ファイルに関連付けられている

[Download>>] ボタンを選択します。
関連する『HP ProLiant Support Pack ユーザー ガイド』を参照またはダウンロードするに
は、[Release Notes] タブを選択します。

• Linux ベンダー

次に、Linux ベンダーの Web サイトへのリンクを示します。Linux ベンダーは、このリス
トに表示されているベンダーに制限されません。各 Web サイトのアドレスや特定の内容
へのリンクは、Web サイト プロバイダーが予告なしに変更する場合があります。

◦ http://www.redhat.com
Red Hat Enterprise Linux（RHEL）のベンダーである Red Hat 社のホームページ。

◦ http://www.novell.com/linux
SUSE Linux Enterprise Server（SLES）のディストリビュータである Novell 社のホーム
ページ。

◦ http://www.linux.org/docs/index.html
Linux Documentation Project（LDP）の Web サイトには、独自の Linux システムの構築
から bash スクリプトの記述まで、Linux を使用する方法を記載したガイドが掲載さ
れています。また、このサイトには、Linux HowTo マニュアル、FAQ、およびマン
ページへのリンクも掲載されています。

◦ http://www.linuxheadquarters.com
Linux マニュアルとチュートリアルを提供する Web サイト。マニュアルには、Linux
用のアプリケーションをインストールし、使用する手順、ハードウェアを設定する手
順、その他のさまざまな内容が記載されています。

◦ http://www.gnu.org
GNU Project のホームページ。このサイトには、GNU/Linux システムで一般に使用さ
れる多くのプログラムとユーティリティ用のオンライン ソフトウェアと情報が掲載さ
れています。オンライン情報には、bash シェル、emacs、make、cc、gdb などを
使用するためのガイドが含まれます。

• 他社製のオープン ソース ソフトウェア製品

以下では、Insight Control for Linux に統合された他社製オープン ソース ソフトウェア製品
への有用なリンクを提供します。各 Web サイトの場所や特定の内容へのリンクは、サイ
ト プロバイダーが予告なしに変更する場合があります。

◦ http://www.nagios.org
Insight Control for Linux 用の監視機能を提供するシステムおよびネットワーク監視ア
プリケーションである Nagios のホームページ。Nagios は、指定されたホストとサー
ビスを監視し、問題が発生したときと問題が解決されたときにアラートを発行しま
す。

◦ http://oss.oetiker.ch/rrdtool
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ラウンドロビン データベース ツールおよびグラフ作成システムである RRDtool のホー
ム ページ。Insight Control for Linux は、Nagios で RRDtool を使用して、システム ス
テータスのグラフ表示を提供します。

◦ http://supermon.sourceforge.net
低負荷、高いサンプリング レート、および拡張可能なデータ プロトコルとプログラ
ミング インターフェイスを強調する高速クラスター監視システムである Supermon の
ホームページ。Supermon は、Nagios とともに動作して、システム監視データを提供
します。

◦ https://computing.llnl.gov/linux/pdsh.html
管理対象システム全体でコマンドを並列に実行する並列分散シェル（pdsh）のホー
ムページ。

◦ http://www.balabit.com/products/syslog_ng
ログ集計に使用されるツールである syslog-ng のホームページ。

◦ http://www.virt-manager.org
virt-manager ツールのホームページ。

◦ http://www.vmware.com/products/esx/index.html
VMware ESX のホームページ

◦ http://www.vmware.com/products/esxi/
VMware ESXi のホームページ

◦ http://www.linux-kvm.org
KVM のホームページ

◦ http://www.xen.org
Xen のホームページ

26.7.3 トラブルシューティング リソース
『HP Insight Control for Linux インストレーション ガイド』および『HP Insight Control for Linux
ユーザー ガイド』には、トラブルシューティングのヒントと技法を説明する章があります。

26.8 表記規約
『マニュアル名』 マニュアルの名前です。Web では、マニュアルのハイ

パーリンクになる場合があります。

コマンド コマンド名またはコマンド句。たとえば、ls -a。

コンピューター出力 コンピューターが表示する情報です。

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

キーを指しています。

用語 用語集でなく、文書の文中で定義される用語。

ユーザー入力 記載されているとおりに入力するコマンドやテキストを
表します。

代入 実際の値を代入するプレースホルダーの名前。

[ ] コマンド構文では、この中にオプションの内容が含まれ
ます。
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{ } コマンド構文では、この中に必須の内容が含まれます。

| 選択肢のリストを区切ります。

... 前の要素を 1 回以上繰り返すことができることを示しま
す。

警告 けがにつながる重要な情報への注意を喚起する注意で
す。

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

重要 重要な情報への注意を喚起する注意です。

注 追加情報や補足情報を含む注意です。

ヒント 有用な情報を提供する注意です。

268 サポートと他のリソース



A Nagios のカスタマイズ
Nagios 設定は、必要に応じてカスタマイズできるように設計されています。
Nagios をカスタマイズするための完全なマニュアルは、次の Nagios の Web サイトから入手
できます。

http://www.nagios.org
この付録では、以下の項目について説明します。

• 「Nagios ユーザーの変更」 (269 ページ)
• 「Nagios 設定の調整」 (271 ページ)
• 「Nagios のデフォルト設定の変更」 (275 ページ)
• 「システム イベント ログのローテーションの変更と Rules ファイルの変更」 (276 ページ)
• 「Nagios メッセージの制御」 (276 ページ)
• 「Nagios パスワード ファイルの変更」 (277 ページ)

A.1 Nagios ユーザーの変更
Nagios ユーザー名とユーザー ID は、Insight Control for Linux サービスを設定したときに確立
されています。ただし、別のnagios ユーザーおよびグループ アカウントを使用するように、
Insight Control for Linux を設定することができます。
CMS と各マネジメント ハブで次のファイルを編集すれば、デフォルトの Nagios ユーザーを
変更できます。

/opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini
/etc/sudoers
/opt/hptc/nagios/etc/nrpe.cfg
/opt/hptc/nagios/etc/nagios.cfg
/opt/hptc/nagios/etc/nsca.cfg
/opt/hptc/nagios/etc/nand.cfg
/opt/hptc/nagios/etc/nagios_monitor.cfg

以下の手順に従ってください。

1. CMS に root としてログインします。
2. 任意のテキスト エディターを使用して、/opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini
ファイルを編集し、nagios_user 変数の割り当てを変更します。この変数は、デフォル
トでは次のようになっています。

nagios_user = 222:nagios:222:hpadm

ファイルを保存します。

3. /etc/sudoers ファイルの最後の行を編集して、Nagios ユーザーのアカウント名を変更
します。

注記: ここでは、分かりやすくするために、連続を意味する文字（\）を使用して複数の
行にまたがってこの行を表しています。

new_nagios_user ALL = NOPASSWD: CHECKALLSSHKEYS,\
CHECKSYSLOGALERTS,CHECKSFS,CHECKLSF,CHECKICMP,CHECKSEL,CHECKSELMON,CHECKLVS,SENSORS,\
CHECKHOSTS,RRDSWSETUP,SWITCHPOLLER,SCONTROL,POWEROFF,HPASMCLI # HP-HPTC-Nagios

ここで、new_nagios_user は、新しい Nagios ユーザーのアカウント名です。
4. /opt/hptc/nagios/etc/nrpe.cfg ファイルを編集し、nrpe_user およびnrpe_group
変数の割り当てを次のように変更します。

# NRPE USER
# This determines the effective user that the NRPE daemon should run as.
# You can either supply a username or a UID.
#
# NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd
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nrpe_user=new_nagios_user

# NRPE GROUP
# This determines the effective group that the NRPE daemon should run as.
# You can either supply a group name or a GID.
#
# NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd

nrpe_group=new_nagios_group

ここで、new_nagios_group は、新しい Nagios ユーザー アカウントのグループ名で
す。

ファイルを保存します。

5. /opt/hptc/nagios/etc/nagios.cfg ファイルを編集し、nagios_user および
nagios_group 変数の割り当てを次のように変更します。
# NAGIOS USER
# This determines the effective user that Nagios should run as.
# You can either supply a username or a UID.

nagios_user=new_nagios_user

# NAGIOS GROUP
# This determines the effective group that Nagios should run as.
# You can either supply a group name or a GID.

nagios_group=new_nagios_group

ファイルを保存します。

6. /opt/hptc/nagios/etc/nsca.cfg ファイルを編集し、nsca_user およびnsca_group
変数の割り当てを次のように変更します。

# NSCA USER
# This determines the effective user that the NSCA daemon should run as.
# You can either supply a username or a UID.
#
# NOTE: This option is ignored if NSCA is running under either inetd or xinetd

nsca_user=new_nagios_user

# NSCA GROUP
# This determines the effective group that the NSCA daemon should run as.
# You can either supply a group name or a GID.
#
# NOTE: This option is ignored if NSCA is running under either inetd or xinetd

nsca_group=new_nagios_group

ファイルを保存します。

7. /opt/hptc/nagios/etc/nand.cfg ファイルを編集し、user およびgroup 変数の割
り当てを次のように変更します。

# nand.conf

# The user and group to run as
user new_nagios_user
group new_nagios_group

ファイルを保存します。

8. /opt/hptc/nagios/etc/nagios_monitor.cfg ファイルを編集し、nagios_user
およびnagios_group 変数の割り当てを次のように変更します。
# NAGIOS USER
# This determines the effective user that Nagios should run as.
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# You can either supply a username or a UID.

nagios_user=new_nagios_user

# NAGIOS GROUP
# This determines the effective group that Nagios should run as.
# You can either supply a group name or a GID.

nagios_group=new_nagios_group

ファイルを保存します。

9. [オプション]→[IC-Linux]→[Configure Management Services] タスクを実行します。

注記:  タスクが完了していない場合でも、[タスク結果]ウィンドウにタスクの完了が報
告されることがあります。コンソールを監視して結果を確認してください。

10. システムに複数のマネジメント ハブがある場合、各マネジメント ハブにログインして手
順 2～8 を繰り返します。

11. 以前のインスタンスに当たるデフォルトのnagios ユーザーおよびデフォルトのhpadm グ
ループが存在する場合があります。この問題を解決するには、デフォルトのnagios ユー
ザーが以前に所有していたすべてのファイルを、現在、root または new_nagios_user
が所有していることを確認します。

デフォルトの nagios ユーザーが所有しているディレクトリやファイルがある場合は、こ
れらのファイルやディレクトリの所有権を new_nagios_user に変更します。
所有権の変更には、次のコマンドを使用できます。

# find / -mount -user nagios –group hpadm -print |
xargs chown $new_nagios_user:$new_nagios_group

12. CMS およびマネジメント ハブで Nagios を再起動します。
# /etc/init.d/nagios restart
# pdsh -w `shownode clients nagios_monitor` /etc/init.d/nagios restart

A.2 Nagios 設定の調整
Nagios 設定を調整するには、以下の手順を実行する必要があります。
1. nagios サービスを停止します。
2. Nagios 設定ファイルを更新します。
3. nagios サービスを再起動します。
この項では、以下のタスクについて説明します。

• 「メンテナンス操作を実行する前の Nagios の停止と再起動」 (271 ページ)
• 「Nagios 設定を変更するための nagios_vars.ini ファイルの変更」 (272 ページ)
• 「センサーしきい値の変更」 (273 ページ)
• 「変更を有効にするための nagios_vars.ini ファイルの再構築」 (273 ページ)
• 「指標の収集に配分する時間の調整」 (273 ページ)
• 「個々の Nagios プラグインの無効化」 (274 ページ)

A.2.1 メンテナンス操作を実行する前の Nagios の停止と再起動
Nagios では、大規模なハードウェア構成が既知のメンテナンス操作およびタスクを実行する
と、大量のアラートを記録することがあります。
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これらのアラートを回避するには、次の表にあるコマンド シーケンスを使用して Nagios を
シャットダウンしてからメンテナンス操作およびタスクを実行し、Nagios を再起動します。

コマンド ライン目的

# /etc/init.d/nagios stopメンテナンス操作およびタスクを実行する前に、ただち
に CMS 上の Nagios を停止するには、次のコマンドを
使用します。

# /etc/init.d/nagios startメンテナンス操作の後で Nagios を起動するには、次の
コマンドを使用します。

# /etc/init.d/nagios restart設定を変更した後で Nagios を再起動するには、次のコ
マンドを使用します。

A.2.2 Nagios 設定を変更するための nagios_vars.ini ファイルの変更
nagios_vars.ini ファイルには、Nagios 設定を定義するほとんどのパラメーターが入って
います。このファイルを編集すると、実行したいほとんどの設定更新を行うことができます。
Nagios テンプレート ファイルは、設定可能なパラメーターを定義します。
図 36に示すように、Nagios コンフィギュレーターは、nagios_vars.ini テンプレート ファ
イルとデータベースからのデータを処理し、設定される Nagios アプリケーションの基礎を形
成するインクルード ファイルを生成します。

図 36 Nagios 設定
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A.2.3 センサーしきい値の変更
Nagios の入力は、ジョブのロード、使用パターン、プロセス タイプ、カウント、メモリ、
キャッシュ、ディスク サブシステムなどです。Nagios は、しきい値を使用して、アラートを
送信するかどうかを決定し、アラートが重大か警告かを決定します。Nagios は、センサーし
きい値を監視し、しきい値に到達するとアラートを生成します。サイト固有の設定と用途に応
じて、一部はデフォルトのしきい値がシステム用に適切でない場合があります。

プラットフォームに依存するデフォルトのしきい値は基準として機能しますが、サイトに最適
でない場合があります。サイトに適したしきい値を決定し、それに応じて Nagios 設定をカス
タマイズしてください。

/opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini ファイルは、プラグインと Nagios 設定が使
用する定数と変数を表現します。このファイルを編集して、Nagios のしきい値をカスタマイ
ズすることができます。これらの値を変更すると、サブシステムがしきい値に到達したとき、
Nagios がアラートを発行します。
また、nagios_vars.ini ファイルには、コメント化された変数が含まれています。ファイル
の内容を調べ、それらの変数がシステム用に適切であるかどうかを決定します。システム用に
適切である場合は、それに応じてコメント文字を削除します。nagios_vars.ini ファイルの
以下の部分は、例です。

# Note any sensors matched by the following patterns will
# be individually archived and viewable via shownode metrics sensors
# any sensors not matched will be reported as a single group
# status when it is within threshold. Any sensor reporting
# outside of its thresholds will always be individually archived.

# SENSORPRINT0 = CPU<0-9>+ TEMP
# SENSORPRINT1 = SYS TEMP
#
# FULLSENSORLISTING can be set to 1 to force all sensors to
# be archived individually. This will require more database
# storage but provides the most history. This overrides
# any SENSORPRINT* pattern.
#
# FULLSENSORLISTING = 1

A.2.4 変更を有効にするための nagios_vars.ini ファイルの再構築
nagios_vars.ini を変更し、変更を有効にするために、vars.ini ファイルを再構築する
必要があります。

1. /opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini ファイルを編集して、必要な変更を行い
ます。

2. 変更をファイルに保存します。

3. ファイルを再構築します。

# /opt/hptc/nagios/libexec/check_nagios_vars --rebuild

4. 更新したファイルをすべての管理対象システムに配布します。

# /opt/hptc/nagios/libexec/check_nagios_vars --update

A.2.5 指標の収集に配分する時間の調整
表 24に、Supermon Metrics Monitor サービス用のデフォルトの収集間隔を示します。
Supermon Metrics Monitor は、指定した間隔で個々の指標のスケジュールを設定し、指標を収
集します。間隔は変更できます。間隔は、/opt/hptc/nagios/etc/templates/
nagios_template.cfg または /opt/hptc/nagios/etc/templates/
nagios_monitor.cfg テンプレート ファイルで定義されたnormal_check_interval パラ
メーターの値で指定される時間の倍数である必要があります。
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表 24 Supermon 指標の収集間隔

収集間隔指標の名前

デフォルト *paging

デフォルト *cpuinfo

デフォルト *cputype

デフォルト *btime

デフォルト *processes

デフォルト *netinfo

デフォルト *meminfo

デフォルト *swapinfo

デフォルト *time

デフォルト *switch

デフォルト *cputotal

%LOADAVECOLLECTIONPERIOD% **avenrun

%MDADMCOLLECTIONPERIOD% **mdadm

* デフォルト値は、5 分です。
** この値は、/opt/hptc/nagios/etc/nagios_vars.ini ファイルに指定されます。

A.2.5.1 グローバル サービス チェックのタイムアウトの制限値
マスター Nagios 設定ファイルであるnagios.cfg には、全体的な動作を制御するグローバル
設定が入っています。その 1 つが、service_check_timeout 間隔です。Nagios は、プラ
グインの実行時間をこの間隔に制限します。間隔が終わるときにプラグインがまだ動作してい
る場合、Nagios はプラグインを停止し、Service check timeout エラーとして結果を表
示します。

管理対象システムが 256 台未満の構成では、180 秒のデフォルト値が適切です。ただし、指
標の収集が完了する前にservice_check_timeout 間隔が終了する場合、警告または重大
メッセージが発生する場合があります。管理対象システムが 256 台を超える構成では、
service_check_timeout パラメーターの値を増やしてください。

A.2.6 個々の Nagios プラグインの無効化
Nagios プラグインはデフォルトで有効です。ただし、必要に応じて /opt/hptc/nagios/
etc/templates/*_template.cfg ファイルを変更して、サービス チェックをカスタマイ
ズすることができます。

重要: *_local.cfg または xc_*.cfg 形式のファイル名を持つ /opt/hptc/nagios/etc
ディレクトリ内のファイルは、変更しないでください。

特定の Nagios プラグインを無効にするには、以下の手順に従ってください。
1. root ユーザーとして CMS にログインします。
2. 以下のディレクトリに移動します。

# cd /opt/hptc/nagios/etc/templates

3. プラグインを無効にするために適切なテンプレート ファイルを決定します。
この手順では、例として nagios_template.cfg ファイルを使用します。

4. テキスト エディターを使用して、テンプレート ファイルを編集します。
5. Nagios サービスを再開します。

# /etc/init.d/nagios restart

274 Nagios のカスタマイズ



A.3 Nagios のデフォルト設定の変更
表 25に、Nagios が監視するサービス用のデフォルト設定を示します。以下に、表 25の欄に
ついて説明します。

Service Description Nagios サービス名を指定します。
Actively Launched on Managed System? 指定した通常のチェック間隔で定期的

にこのサービス チェックを Nagios が
実行するかどうかを示します。

Maximum Check Attempts Nagios が障害を報告する前にサービ
スを調べる回数を示します。

Normal Check チェック間隔の頻度を示します。

Retry Check Interval Nagios が障害の後でリトライする前
に待つ時間の長さを示します。

表 25 監視される Nagios サービス用のデフォルト設定

Retry check interval
Normal check
interval

Maximum check
attempts

Actively launched on
managed system?Service description

0h 2m 0s60h 0m 0s3対応Configuration Monitor

0h 1m 0s0h 5m 0s3対応IP Assignment - DHCP

0h 2m 0s0h 10m 0s3対応Switch Data Collection

0h 1m 0s0h 5m 0s3対応Apache HTTPS Server

0h 1m 0s0h 5m 0s3対応Host Monitor

0h 1m 0s0h 5m 0s3対応Nagios Monitor

0h 2m 0s0h 0m 0s3対応Sensor Collection
Monitor

0h 2m 0s0h 1m 0s3対応Supermon Metrics
Monitor

0h 1m 0s0h 5m 0s3対応Syslog Alert Monitor

0h 2m 0s0h 30m 0s3対応System Event Log
Monitor

0h 2m 0s0h 1m 0s3対応Enclosure Collection
Monitor

0h 2m 0s0h 5m 0s3対応Management Settings
Monitor

0h 20m 0s60h 0m 0s1非対応Configuration

0h 20m 0s1h 0m 0s3非対応Environment

0h 20m 0s1h 0m 0s3非対応Load Average

0h 20m 0s1h 0m 0s3非対応NodeInfo

0h 20m 0s1h 0m 0s3非対応Syslog Alerts

0h 20m 0s0h 5m 0s3非対応System Event Log

0h 20m 0s1h 0m 0s3非対応System Free Space

0h 20m 0s0h 5m 0s3非対応Swap Info

これらのデフォルト設定を変更した可能性があります。現在の値を表示するには、Nagios ナ
ビゲーション ウィンドウの一番下にある [View Config] を選択します。
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A.4 システム イベント ログのローテーションの変更と Rules ファイル
の変更

システム イベント ログのローテーションと Nagios アラート用のルールを変更することがで
きます。また、logrotate コマンドを使用すると、システム イベント ログのローテーション
の設定を変更することができます。

Nagios は、電源、メモリ、電圧、および自動システム復旧（ASR）メッセージ用のアラートを
作成します。アラート用のルールは、/opt/hptc/nagios/etc/selRules ファイルで定義
されます。次のようにこのファイルを編集すると、これらのルールを変更できます。

• このファイルに新しいアラート用のルールを追加します。

• このファイル内の対応するルールを変更して、アラートを変更します。

• ルールを削除して、対応するアラートを削除します。

HP SIM と Nagios から同じイベントについて同じ内容のアラートを受け取る場合、アラー
トを削除すると役に立つことがあります。

A.5 Nagios メッセージの制御
Nan は、Nagios アプリケーション用のオープン ソース ユーティリティの拡張機能です。Insight
Control for Linux には、Nagios ページング システム用の Nan 通知アグリゲーターとデリミター
が組み込まれています。

Nagios は、特に CMS と管理対象システムが起動するとき、停止するとき、または障害が発生
するとき、大量のメッセージを送信することができます。Nan ユーティリティは、制御された
方法でメッセージが送信されるように、これらのメッセージを収集し、バッチ化し、再フォー
マットして、複数メッセージの問題を解決します。最も重要な通知が最初に表示されるよう
に、複数の連結した通知を並べ替える方法を設定することができます。

Nan ユーティリティは、以下のものから構成されます。

• Nagios マスター ノード上で起動されるnand デーモン。
• Nagios email コマンドとして設定されるnanc クライアント。
• nand デーモンの /opt/hptc/nagios/etc/nand.conf 設定ファイル。
• nanc クライアントの /opt/hptc/nagios/etc/nanc.conf 設定ファイル。
nand デーモンは、Nagios から通知を受信すると、タイマーを開始します。通知がPROBLEM
またはRECOVERY である場合のデフォルト時間は 300 秒です。通知がACKNOWLEDGEMENT で
ある場合のデフォルト時間は 600 秒です。以後の Nagios 通知は、指定した時間が経過するま
で、/opt/hptc/nagios/var/nanqueue ディレクトリで待機します。次に、nand デーモ
ンは、次の基準に基づいて圧縮メッセージを送信します。

• 配信方法：ポケットベル、電子メールなど

配信方法がポケットベルである場合、メッセージの数が圧縮メッセージの形式に影響しま
す。

• 対応する送信先アドレス：ポケットベルの電話番号または電子メール アドレス
• 通知の種類：PROBLEM、ACKNOWLEDGEMENT、またはRECOVERY

nand.conf および nanc.conf 設定ファイルに指定されているデフォルト値は適切です。た
だし、インストールに合わせて、これらの値を変更することができます。次の手順に従って、
これらの設定ファイルを更新します。

1. superuser として Nagios マスター ノードにログインします。
2. テキスト エディターを使用して、nanc.conf または nand.conf ファイルを編集しま
す。

3. service コマンドを使用してnagios デーモンを停止します。
# /etc/init.d/nagios stop

4. service コマンドを使用してnagios デーモンを再起動します。
# /etc/init.d/nagios start
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A.6 Nagios パスワード ファイルの変更
Nagios パスワードは、/opt/hptc/nagios/etc/htpasswd.users ファイルに保存されま
す。htpasswd コマンドを使用してこのファイルを操作し、ユーザーの追加、ユーザーの削
除、またはユーザー パスワードの変更を行います。
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AutoYaST ファイ
ル

SLES オペレーティング システムの自動インストールを可能にするために使用される設定ファ
イル。

CMF コンソール管理機能。管理対象システムを収集し、ログに記録し、監視し、CMS から各 Insight
Control for Linux 管理対象システム上のシリアル コンソールに接続することができます。

CMS 中央管理サーバー。HP SIM および Insight Control for Linux ソフトウェアを実行する管理ドメ
イン内のシステム。Insight Control for Linux 内のすべての集中操作は、このシステムから開始
されます。

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol。ローカル エリア ネットワーク上のコンピューターに
IP アドレスを動的に割り当てるためのプロトコル。

Dynamic Host
Control Protocol

DHCP を参照。

HPSUM システムからソフトウェアおよびファームウェア インベントリを取得してそのシステムのソ
フトウェアおよびファームウェアを更新するためのツール。HP SIM は HPSUM を使用して、
Initial ProLiant Support Pack Install ツールでサポート パックを、エージェントの設定および修
復ツールでエージェントをそれぞれインストールします。

HP サポートセン
ター

ソフトウェア パッチを提供する HP の企業 Web ページ。Web アドレスは http://www.hp.com/
go/hpsc です。この Web ページからパッチをダウンロードするには、アメリカ、アジア太
平洋、またはヨーロッパ カスタマーとして登録する必要があります。

HTTPS データを Web 経由で安全に送信できるようにする、HTTP プロトコルの拡張。
iLO Integrated Lights Out。さまざまなハードウェア モデルで利用可能な自立型のハードウェア テ

クノロジー。システム内の任意のノードのリモート管理を可能にします。

このテクノロジーの後継世代は、iLO 2、iLO 3、および iLO 4 です。
iLO 管理プロセッサーを提供するサーバーについては、『HP Insight Control for Linux サポー
ト マトリックス』を参照してください。

Integrated Lights
Out

iLO を参照。

IPMI Intelligent Platform Management Interface。HP ProLiant DL145 サーバーで利用可能な自立型の
ハードウェア テクノロジー。システム内の任意のノードのリモート管理を可能にします。

IP 範囲 それぞれが指定されたある範囲内に収まる IP アドレスをもつシステムのグループ。
Kickstart ファイル RHEL オペレーティング システムの自動インストールを可能にするために使用される設定ファ

イル。

MP 管理プロセッサー。HP サーバーのシステム コンソール、リセット、電源管理機能を制御し
ます。HP サーバーに搭載の管理プロセッサーには、2 つの種類があります。それは、Integrated
Lights Out（iLO）と Lights Out マネジメント （LO100）です。

Nagios ネットワーク監視アプリケーション インフラストラクチャの役割を果たすオープン ソース
システム。管理対象システムの状態を監視するために使用できる、さまざまなシステム統計
情報を提供する Web ベースのグラフィカル アプリケーションです。

OA HP BladeSystem エンクロージャーに格納されるすべての管理対象デバイスのサポートに使用
されるエンクロージャー管理ハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェア。

Onboard
Administrator

OA を参照。

pdsh Parallel Distributed Shell。マルチスレッド化されたリモート シェル クライアントとして機能
するオープン ソース コマンド。複数の管理対象システムでコマンドを並列に実行します。

Performance
Dashboard

Insight Control for Linux が監視および管理しているサーバーの実際の指標データを表示する
Web ベースのツール。

ProLiant Support
Pack

PSP を参照。
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PSP ProLiant Support Pack。バンドルされ特定のオペレーティング システムでの動作が確認されて
いる HP ソフトウェア コンポーネントのセット。HP ProLiant Support Pack には、ドライバー
コンポーネント、エージェント コンポーネント、およびアプリケーション/ユーティリティ
コンポーネントが含まれます。これらのコンポーネントは、すべて一緒にインストールでき
ることが確認されています。

PSP 依存関係スク
リプト

管理対象システムへの PSP のデプロイメント中に実行されるユーザーが提供するオプション
のスクリプト。

PXE Preboot Execution Environment。オペレーティング システムがインストールされていないネッ
トワーク接続されたコンピューターをリモートから設定して起動できるようにする標準的な
クライアント/サーバー インターフェイス。PXE による起動は、BIOS レベルで設定されま
す。

RAM ディスク ディスク ドライブとして扱われる RAM メモリの一部。
RHEL Red Hat Enterprise Linux
RPM Red Hat Package Manager。

1. Linux オペレーティング システムでソフトウェア パッケージの管理、特にソフトウェア
パッケージのインストールとアンインストールに使われるユーティリティ。

2. RPM ソフトウェア パッケージ管理ユーティリティでインストールまたはアンインストール
できるソフトウェア パッケージ。

Secure HTTP HTTPS を参照。
SLES SUSE Linux Enterprise Server
ssh ネットワーク経由で他のシステムにログインしてそのシステムでコマンドを実行するための

プログラム。また、システム間でのファイルの移動にも使用され、安全でない経路でも安全
な認証と通信を提供します。

SSH キー
Supermon 拡張性に優れた高速の監視システムです。Supermon は、Nagios サブシステムに必要なすべ

てのシステム統計情報を提供します。Supermon は、ファン、温度、および電源ステータスの
ようなシステム パフォーマンス センサーのデータや環境データを定期的に収集します。

VSP 仮想シリアル ポート
インターネット ア
ドレス

ホストのインターネット ネットワークへの接続を特定する 32 ビットの一意の番号。インター
ネット アドレスは、通常、ネットワーク番号とホスト番号を表し、192.0.2.0 のような形
式をとります。

エンクロージャー 複数のサーバー ブレードを格納する物理コンテナー。エンクロージャーは、電源および通信
信号の経路になるバックプレーンならびにケーブル接続や温度管理のための追加ハードウェ
アで構成されます。プロセッサーやサーバーのパワー サプライも収納します。

仮想ゲスト 「仮想マシン ゲスト」とも呼ばれます。サーバー上で実行される仮想マシン。
仮想ホスト 「仮想マシン ホスト」とも呼ばれます。仮想ゲストをホストするサーバー。
仮想マシン OS 仮想ゲストをホストできるようにする特別なハードウェア プラットフォームのために書かれ

たオペレーティング システム。
仮想メディア リモート仮想メディアとも呼ばれます。ローカル OS に対して、（DVD、USB ドライブ、ISO

イメージなどの）リモート ストレージ デバイスが物理的に接続されているかのように見せる
方法です。仮想メディアによって、CD からイメージをロードする場合と同じように、PXE や
DHCP を使用せずに、ネットワーク経由で（起動可能な）ISO イメージからシステムを起動
できます。

管理対象システム サーバー、管理プロセッサー、ストレージ システムなど、Insight Control for Linux で管理さ
れるシステム。

管理プロセッサー MP を参照。
クラスター 独立した多くのシステムで構成され、1 つの統一コンピューティング リソースを形成するパ

ラレルまたは分散コンピューティング システム。クラスターには、簡単なものや複雑なもの
があり、機能やふさわしい目的も多様です。

コンソール管理機
能

CMF を参照。
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証明書 被認証者のパブリック キーおよび被認証者についての識別情報を含む電子文書。証明書は、
キーと被認証者の識別情報を結び付けるために認証機関（CA）によって署名されます。

中央管理サーバー CMS を参照。
ハイパーバイザー ハードウェア プラットフォーム固有のコンピューター ソフトウェアで、1 台のホストで同時

に複数のオペレーティング システムを実行できるようにします。
ベアメタル その時点では、動作中のオペレーティング システムで起動されていないサーバー。これは、

まだ OS がインストールされていない新しいサーバーや、OS はインストールされているが、
まだ起動されていないサーバーなどです。

ホスト名 コンピューターに割り当てられる名前。ホスト名には、アルファベットの小文字および大文
字（a～z および A～Z）、数字（0～9）、ピリオド、ダッシュを使用できます。有効なホス
ト名は、2～63 文字で構成され、先頭の文字はアルファベットでなければなりません。

マネジメント ハブ 管理操作の集約ポイントとして選ばれたサーバー。

リモート レポジト
リ

CMS にマウントされるリモート ファイル システム。レポジトリの内容を含みます。

レポジトリ HP ProLiant Support Pack、サポートされているオペレーティング システム イメージ、カスタ
ム オペレーティング システム イメージ、起動イメージ、スクリプト、およびファームウェ
ア更新ファイルを含むディレクトリ。
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CMS での設定, 163
AutoYaST ファイル
定義済み, 88

AutoYaST ファイル, 89
参照 インストール設定ファイル

C
fifo full error, 243
check_nrpe エラー

gather_all_data による報告, 238
マネジメント エージェントのインストール中, 237

CMF, 197
設定, 85
トラブルシューティング, 215

CMS, 13
IP アドレスの変更, 202
Web アドレス, 22
実行される Nagios プラグイン, 180
ログイン, 22

CMS インターフェイス, 22
COM1 および COM2 シリアル ポート, 85
Configure Boot Method ツール, 78
_Console_Ports サブコレクション, 155
console コマンド, 17, 197
返されるエスケープ文字, 198

D
Define Networks ツール, 64
DHCP

Insight Control for Linux 要件, 19
仮想ゲストに対するマッピング, 206
トラブルシューティング, 222

E
_Enclosures サブコレクション, 155
ESX
マニュアル, 267

ESXi
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F
Final Deployment スクリプト, 109

G
Grub ブートローダー, 243

H
headnode コマンド, 17
HP Graph, 177–180
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initrd

ProLiant サーバー用, 95
Insight Control for Linux
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グラフィカル ユーザー インターフェイス, 13
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Insight Control for Linux ツールボックス, 16
Insight Control for Linux のトラブルシューティング, 228
Insight Control for Linux マネジメント エージェント
削除, 14
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参照 インストール設定ファイル
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KVM
仮想ゲスト設定のガイドライン, 128
マニュアル, 267

L
Linux OS のインストール 参照 インストール
Linux イメージ

Final Deployment スクリプト, 109
Postcapture スクリプト, 108
Postdeployment スクリプト, 109
Precapture スクリプト, 108
Predeployment スクリプト, 109
取得, 113
取得とデプロイメントの概要, 107
取得の準備, 110

Linux イメージのデプロイメント, 118
概要, 107
サポートされるファイル システムの種類, 108
スケーラブル デプロイメント, 114
トラブルシューティング, 241, 245

Linux スクリプト
管理対象システムに対する実行, 15, 152

Linux のマニュアル, 266
Linux レスキュー モード, 214
Linux レスキュー モードからの起動, 214
LO100 参照 管理プロセッサー
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ボリューム グループ, 122

M
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サーバーの追加, 160

_Management_Hub サブコレクション
サーバーの削除, 162

_Management_Hub サブコレクション, 155
mond マネジメント エージェント, 169

N
Nagios
/opt/hptc/nagios/etc/selRules ファイル, 276
CMS 上で実行されるプラグイン, 180
Enclosures Collection Monitor クリティカル ステータ
ス, 219

HP Graph メニュー項目, 177
nagios_vars.ini ファイル, 272, 273
nagios_vars.ini ファイルの再構築, 273
nagios.cfg ファイル, 274
Nagios サービスのステータスの確認, 233
Nagios 設定の更新, 272
Nan ユーティリティ, 276
nrg コマンド, 177
nrpe マネジメント エージェント, 169
アラート メッセージ, 182
アラート メッセージのデフォルト形式, 182
アラート メッセージの転送, 183
イベント ログ, 183
開始しない, 238

概要, 169
カスタマイズ, 269
監視するサービス, 180
管理対象システム上で監視されるサービス, 181
起動, 166, 171, 271
機能, 170
グローバル設定, 274
再起動, 271
指標の収集, 273
指標の収集間隔, 273
設定ファイル, 272
センサーしきい値の変更, 273
定義済み, 168
停止, 271
デフォルト設定の変更, 275
デフォルト ユーザー名の変更, 269
トラブルシューティング, 238
ネットワーク状態, 173
パスワード ファイル, 277
ビュー, 171
プラグイン, 180
プラグインの定数と変数の設定, 273
プラグインの無効化, 274
報告するメッセージ, 235–237
ホスト, 172
ホストとサービスの表示, 174
マスター設定ファイル, 274
マニュアル, 170, 266
メイン ウィンドウ, 171
問題の表示, 176
ルール ファイル, 182
ルール ファイルの変更, 276
ログ ファイル, 234

nagios_vars.ini ファイル, 272, 273
nagios.cfg ファイル, 274
Nagios アラート メッセージ
デフォルト形式, 182

Nagios プラグイン
手動による実行, 234

Nagios レポート ジェネレーター 参照 nrg コマンド
nand デーモン 参照 Nan
Nan ユーティリティ, 276
Network Configuration Editor, 14, 67

IP アドレスの解放, 72
nh 定義済み, 196
nodename コマンド, 17
nrg コマンド, 17, 166, 177, 195–196, 234
nrpe マネジメント エージェント, 169
NTP
ポート, 19

O
OA
認証情報, 219
ユーザー名とパスワードの設定, 77

Onboard Administrator 参照 OA
/opt/hptc/nagios/etc/selRules ファイル, 276
OS
管理対象システムへのインストール, 80
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P
pdsh
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カスタマイズ, 189
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Precapture スクリプト, 108
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Run Script のトラブルシューティング, 248
Run SSH Command
トラブルシューティング, 248

S
Secure Shell, 24
sendmail ユーティリティ, 184
_Server サブコレクション, 155
SFS

Nagios ホスト, 172
shownode config コマンド, 191
shownode info コマンド, 192
shownode metrics コマンド, 180, 193
サブコマンド, 193

shownode virtual コマンド, 193
shownode コマンド, 18
サブコマンド, 191

HP SIM の標準タスク結果表示形式, 35
SLES OS 上の SSH の遅延, 255
SLES インストールのトラブルシューティング, 241
SNMP
snmpwalk コマンド, 254
トラブルシューティング, 254

snmpwalk コマンド, 254
SSH, 24
管理対象システムへのログインに使用, 197
経由でのコマンドの実行, 151
設定, 151
トランスポート メカニズム, 150
リモート接続の確立, 197

ssh コマンド, 15
SSH 認証情報
管理対象システム, 149
トラブルシューティング, 254
ユーザー, 149

Supermon
mond マネジメント エージェント, 169
定義済み, 168
トラブルシューティング, 256
マニュアル, 267

_Switches サブコレクション, 155
syslog-ng
マニュアル, 267

syslog-ng.conf ルール ファイル, 203, 204
syslog-ng サービス, 168
syslog-ng のトラブルシューティング, 257
syslog-ng ルール ファイル
テンプレート, 204
変更, 204

syslogng_forward サービス, 203
syslog アラート ルール ファイル, 169
syslog サービス, 168, 203

T
Telnet
有効化, 199

V
virt-manager
マニュアル, 267

VMware ESX
Kickstart ファイルを使用したインストール, 100
インストール, 100

283



仮想ゲスト設定のガイドライン, 126
対話型インストール, 102
必要な BIOS 設定, 124

VMware ESXi
インストール, 100
仮想ゲスト設定のガイドライン, 126
対話型インストール, 102
必要な BIOS 設定, 124

W
WBEM 提供コンポーネント
デプロイ, 210

Web サイト
HP 製品販売店, 263
HP テクニカル サポート, 262
Linux ベンダー, 266
ProLiant Support Pack, 265
ProLiant サーバー, 265

White Paper
Insight Control for Linux, 264

X
Xen
仮想ゲスト設定のガイドライン, 131
必要な BIOS 設定, 124
マニュアル, 267

あ
アンインストール手順, 202

い
イベント ログ

syslog と syslog-ng, 203
イメージ デプロイメント 参照 Linux イメージのデプロ
イメント
インストール

Kickstart ファイルを使用した VMware ESX のインス
トール手順, 100

Linux OS のインストール手順, 105
PSP, 142
Red Hat 自動, 97
Red Hat 対話型, 97
SLES Linux 自動, 99
SLES Linux 対話型, 99
VMware ESXi の対話型インストール手順, 102
VMware ESX の対話型インストール手順, 102
カスタムまたはその他の OS, 89, 103
サポートされるオペレーティング システム, 89
自動, 88
前提条件, 95
その他の Linux, 103
対話型, 88
複数のストレージ メディアを搭載, 243

インストール設定ファイル
カスタマイズされたマクロ, 91
サポートされるタイプ, 88
レポジトリでのデフォルト位置, 89
レポジトリでの命名規則, 89
レポジトリへの登録, 50

インストールのトラブルシューティング, 241

う
失われた関連付け
サーバーと管理プロセッサー, 250

お
お客様のご意見
マニュアル用の電子メール アドレス, 263

オペレーティング システム 参照 OS

か
カスタム OS
インストール, 89
インストールのトラブルシューティング, 243
定義済み, 57
登録, 47

仮想ゲスト, 124
DHCP のマッピング, 206
仮想ホストとの関連付け, 133
監視設定, 134
作成とインストール, 126

仮想シリアル ポート, 85
仮想ホスト, 124

Insight Control 仮想マシン管理への登録, 125
OS のインストール, 124

仮想マシン管理
Xen ブリッジが起動に失敗する, 259
起動しない, 259

仮想マシン管理ソフトウェア, 125
仮想マシンのインストールとセットアップ
トラブルシューティング, 257

仮想メディア, 19, 25, 60
仮想 CD, 19
管理プロセッサーに対する有効化, 63
管理プロセッサーに対するライセンス適用, 64
起動可能な ISO イメージ, 19, 25
準備, 61
トラブルシューティング, 260

環境データ
収集, 180
表示, 195

監視
Nagios の使用, 172
環境データ, 180
コマンド ラインの使用, 190
サービスが失敗する, 217
トラブルシューティング, 230
ネットワーク帯域幅, 177
方式, 168
ホストとサービス, 174
問題が発生しているホストとサービス, 176
リアルタイムの指標, 184

監視サービス
設定と開始, 163

監視される Nagios サービス用のデフォルト設定, 275
管理対象システム

Linux のインストール, 88
OS のインストール, 88

284 索引



SSH 認証情報, 149
管理プロセッサーとの関連付けの消失, 250
検出, 73
コレクションからの削除, 158
コレクションへの追加, 157
コンソール監視の設定, 85
再起動, 15, 147
実行される Nagios プラグイン, 181
電源制御, 15
電源投入, 147
内部名, 20
名前の表示, 22

管理対象システムの電源切断, 15
管理対象システムへの電源投入, 15
管理プロセッサー

iLO, 169
IPMI, 169
Telnet の有効化, 199
仮想メディアの有効化, 63
サーバーとの関連付けの消失, 250
ステータスの取得, 250
認証情報, 208
認証情報の変更, 201
ユーザー名とパスワードの設定, 14

管理プロセッサー認証情報の変更, 201
関連付け
仮想ホストと仮想ゲスト, 133
サーバーと管理プロセッサー, 250

き
起動方法
設定, 14
変更, 78

起動方法の設定, 14

く
グローバル サービス チェックのタイムアウトの制限値,

274

け
検出

iLO とサーバーの関連付けの消失, 254
PXE を使用するベアメタル システム, 73
エンクロージャー, 73, 77
エンクロージャー, 73, 77
仮想メディアを使用するベアメタル システム, 74
サポートされていない OS を搭載するサーバー, 73
サポートされている OS を搭載するサーバー, 76
システム, 73
スイッチ, 73, 77
電源を入れなおすとベア メタル検出が始まる, 249
ベアメタル システム, 14

こ
項目の命名規則, 46
コマンド

console, 17, 197
headnode, 17
nodename, 17

nrg, 17, 195, 234
pdsh, 18, 150
shownode, 18
shownode config, 191
shownode info, 192
shownode metrics, 193
snmpwalk, 254

コマンド環境, 17
コレクション

_Console_Ports, 155
_Enclosures, 155
Insight Control for Linux サブコレクション, 155
_Management_Hub, 155
_Servers, 155
_Switches, 155
新しくライセンス供与されたサーバーが追加されな
い, 217
オブジェクトの追加, 156
管理, 155
サーバーまたはスイッチの削除, 158
サーバーまたはスイッチの追加, 157

コレクション名, 20
コンソール アクセスとログ機能
設定, 85

コンソール管理機能 参照 CMF
コンソール管理のトラブルシューティング, 215
コンソール リダイレクション

OS の設定, 93

さ
サーバー制御のトラブルシューティング, 249
サーバーと管理プロセッサーの関連付け, 250
サーバーのシャットダウン
正常な, 147

サーバーの電源管理, 147
サービス
管理対象システム上での実行, 181

再起動
管理対象システム, 147

サポート サービス, 262
サポートされる OS
インストール, 89
登録, 47

し
システム イベント ログ, 183
ローテーションの変更, 276

システム イベント ログのメッセージ
ルール ファイル, 182

システム環境データ, 180
システム監視

Nagios の使用, 166, 172
nrg コマンドの使用, 166
設定と開始, 163

システム クロック
CMF で必要な同期, 18
同期, 18

システム使用率
監視, 177

285



システム センサー, 193
システム名の命名規則, 20
自動インストール セッション, 88
指標の収集間隔, 273
取得
管理対象システムからの Linux イメージ, 107
トラブルシューティング, 244

シリアル コンソール アクセスとログ機能
設定, 85

信頼済み証明書, 26, 221

す
スイッチ
コレクションからの削除, 158
コレクションへの追加, 157

スケーラブル デプロイメント
準備, 114
選択, 119

スケーラブル デプロイメント用のネットワーク グルー
プ, 114
スケーラブルなタスク用のタスク結果表示形式, 38

せ
セキュリティ, 24
接続
トラブルシューティング, 221

設定
トラブルシューティング, 217

センサーしきい値
Nagios 用の変更, 273

センサー指標
アーカイブ, 190

センサー データが報告されない, 256

そ
ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート サー
ビスへの登録, 262
ソフトウェアのインストール 参照 インストール

た
対話型インストール セッション, 88
ダウンロード手順

PSP, 57
タスク
今すぐ実行, 30
結果の表示, 30
スケジュール, 30
操作ベースのビュー, 38
ターゲット ベースのビュー, 35
停止, 32
同時に実行できる数の変更, 205

タスク ID, 32
タスク管理, 18
タスク キュー, 18
[タスク結果] ページ, 30

[Log] ボタン, 37
[Operation Details] の [Log], 34
[Operations] テーブル, 39
[Parameters] ボタン, 34

[Rerun Non-Complete Targets], 34
HP SIM の標準タスク結果表示形式, 35
[Stop] ボタン, 37
[Target Details] テーブル, 37
[View Printable Report] ボタン, 33
共通のエリア, 32
スケーラブルなタスク用のタスク結果表示形式, 38
操作ベースのビューのコントロール ボタン, 40
操作ベースのビューの [Target Details] テーブル, 40
ターゲット ステータス エリア, 36
表示オプションの操作, 33

タスク ステータス, 30
タスクの結果, 30
タスク ログ
共通のエラー, 214

ち
中央管理サーバー 参照 CMS

つ
ツールボックス, 16

て
ディレクトリ
バックアップの必要がある, 22

テクニカル サポート サービス, 262
デジタル署名, 26
デバイス検出のトラブルシューティング, 224
デバイス コントロールから MAC アドレスを取得でき
ない, 220
デプロイ
取得したイメージを管理対象システムへ, 118

電源管理, 147
電源制御
断続的な障害, 250

電子メール アラート
Nagios からの転送, 183

と
統合されたログ ファイル, 168
登録
ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート
サービス, 262
レポジトリ内のスクリプト, 51
レポジトリの ISO イメージ, 52
レポジトリの Kickstart および AutoYaST ファイル, 50
レポジトリの Linux OS, 47
レポジトリの PSP, 49

トラブルシューティング, 213
Apache サービス, 214
CMF, 215
DHCP, 222
HP Graph, 231
Insight Control for Linux レポジトリ, 228
Linux イメージの取得, 244
Linux イメージのデプロイメント, 241
Nagios, 233–235, 238
nrg コマンド, 166
OS のインストール, 241

286 索引



Performance Dashboard, 232
PSP のインストール, 247
PXE 起動, 248
RHEL のインストール, 241
Run Script, 248
Run SSH Command, 248
SLES のインストール, 241
SSH 認証情報, 254
Supermon, 256
syslog-ng, 257
アンインストール, 257
イメージのデプロイメント, 245
カスタム OS のインストール, 243
仮想マシンのインストールとセットアップ, 257
仮想メディア, 260
監視, 230
コンソール管理, 215
サーバー制御, 249
サーバーと管理プロセッサーの関連付け, 250
接続, 221
設定, 217
デバイス検出, 224
ファームウェア更新, 227
ラージ スケール デプロイメント, 229
ライセンス, 229
レポジトリ, 228

な
内部名
割り当て, 20

ね
ネットワーク
定義, 14

ネットワーク状態
Nagios を使用した監視, 173

ネットワーク設定, 19
ネットワーク帯域幅
監視, 177

ネットワーク タイム プロトコル 参照 NTP
ネットワーク定義, 14, 64
パラメーターの変更, 67
ロード, 67

ネットワークの設定, 14
ネットワーク ポート, 81

は
パーティション ウィザード, 121–122
パスワード ファイル

Nagios 用, 277

ひ
表記規約, 267

ふ
ファームウェア

Insight Control for Linux を使用した更新, 136
ファームウェア更新
タイムアウト値の変更, 139

トラブルシューティング, 227
ラージ スケール デプロイメント, 229

ファイアウォール, 24, 81
ファイル
バックアップの必要がある, 22

ファイル システムの種類
ターゲット管理対象システムでサポートされる, 108

プラグイン
check_metrics, 170
CMS 上で実行, 180
exit ステータス, 168
Nagios での無効化, 274
Nagios による監視, 180
nrpe, 169
syslog アラート モニター, 169
環境データの監視, 180
管理対象システム上での実行, 181
定義済み, 169

プラグイン ディレクトリ
/opt/hptc/nagios/libexec, 180

プロセッサーの使用率と負荷, 194

へ
ベア メタル検出

iLO とサーバーの関連付けの消失, 254
電源の入れなおし後に開始する, 249
電源の入れなおしにより始まる, 249

ベアメタル システム
検出（PXE）, 73, 74
検出（仮想メディア）, 74

ベアメタル システム検出
検出, 14
同時に検出されるサーバー数の増加, 202

ベアメタル システム検出の開始, 14
ベアメタル システムの検出

Initiate Bare-Metal Discovery ツールの手順, 75
ページング データとスワップ データ, 195

ほ
ボリューム グループ, 122
グループ名, 122

ま
マクロ
インストール設定ファイル用, 91

マニュアル
ESX, 267
ESXi, 267
Insight Control for Linux, 264
『HP ProLiant Support Pack ユーザー ガイド』, 265
Systems Insight Manager, 265
KVM, 267
Linux, 266
Nagios, 266
pdsh, 267
ProLiant サーバー, 265
RRDtool, 267
Supermon, 267
syslog-ng, 267

287



Xen, 267
誤りの報告, 263
お客様のご意見, 263

マニュアルの誤りの報告
電子メール, 263

マネジメント エージェント
mond, 169
nrpe, 169
削除, 14
デプロイ, 13

マネジメント ハブ, 160
作成, 160
推奨事項, 160

め
メニュー項目, 13
メモリ, 195

ゆ
ユーザー名

Nagios, 269
ユーティリティ
hplog, 195
Nan, 276
sendmail, 184

ら
ライセンス
概要, 28
仮想ホスト, 29
管理, 28
トラブルシューティング, 229
ロックされた, 28

ライセンス キー
追加, 28

ライセンス供与
新しくライセンス供与されたサーバーがコレクション
に追加されない, 217

り
リモート コンソール
接続の確立, 197
ログイン, 197

リモート コンソール接続, 197–198

れ
レポジトリ

ISO イメージの登録, 52
Linux スクリプト, 45
PSP 依存関係スクリプト, 45, 143
PSP の登録, 49
Web サーバー ポート 60000, 201
イメージ ファイル, 45
インストール設定ファイル, 45
インストール設定ファイルの登録, 50
オペレーティング システムの登録, 47
概要, 43
カスタム OS タイプ, 45
カスタム OS ファイルのコピー, 57

項目の削除, 58
項目のタイプ, 45
項目の登録, 47
項目の編集, 58
項目の命名規則, 46
サポートされる OS のタイプ, 45
サポートされる OS ファイルのコピー, 53
スクリプトの登録, 51
ソフトウェアのコピー, 53
ディスクの空き容量に関する推奨事項, 43
データの保存, 80
デフォルト位置, 43
デフォルの内容, 46
ブート ターゲット ファイル, 45

レポジトリ Web サーバー
デフォルト ポートの変更, 201

ろ
ログ

Nagios ログ ファイル, 234
イベント, 203

ロックされたライセンス, 28

288 索引


	Insight Control for Linux 7.0ユーザー ガイド
	パート I はじめに
	1 Insight Control for Linuxの使用
	1.1 概要
	1.2 Systems Insight Managerとの統合
	1.3 Insight Control for Linuxに統合されるHP SIMの拡張機能
	1.4 Insight Control for Linuxツールボックス
	1.5 Insight Control for Linuxコマンド環境
	1.6 内部タスク キューと管理
	1.7 同期されたシステム クロック
	1.8 Insight Control for LinuxのRAMディスク環境
	1.9 ネットワーク構成およびDHCP要件
	1.10 仮想メディア
	1.11 管理対象システム名
	1.11.1 Insight Control for Linuxのノードの割り当て方法
	1.11.2 管理対象システム名の表示

	1.12 HP SIMとの接続
	1.13 Insight Control for Linuxファイルのバックアップ

	2 セキュリティ
	2.1 内蔵セキュリティ機能
	2.2 RPMシグネチャーの検証
	2.3 信頼済み証明書

	3 ライセンスの管理
	3.1 ライセンスの概要
	3.2 HP SIMへのInsight Control for Linuxライセンス キーの追加
	3.3 仮想ゲストへのライセンス適用

	4 タスクおよびタスクの結果について
	4.1 タスクの結果の概要
	4.2 タスクの結果について
	4.3 [タスク結果]ページ
	4.4 共通のタスク結果
	4.4.1 タスク インスタンス エリア
	4.4.1.1 タスクの停止

	4.4.2 表示操作オプションとSummary statusエリア
	4.4.2.1 [View Printable Report]ボタン
	4.4.2.2 [Rerun Non-Complete Targets]ボタン
	4.4.2.3 [Parameters]ボタン

	4.4.3 [Operation Details]の[Log]

	4.5 HP SIMの標準タスク結果表示形式
	4.5.1 [Summary status]およびターゲット ステータス エリア
	4.5.1.1 ターゲット ステータス エリアの[Stop]ボタン
	4.5.1.2 ターゲット ステータス エリアの[Log]ボタン

	4.5.2 [Target Details]テーブル

	4.6 スケーラブル タスクの結果表示形式
	4.6.1 [Operations]テーブル
	4.6.2 操作ベースのビューのコントロール
	4.6.3 操作ベースのビューの[Target Details]



	パートII デプロイメント
	5 Insight Control for Linuxレポジトリの管理
	5.1 Insight Control for Linuxレポジトリの概要
	5.1.1 リモート レポジトリの設定
	5.1.2 レポジトリの内容
	5.1.3 レポジトリ項目の命名規則

	5.2 Insight Control for Linuxレポジトリへの項目の登録
	5.2.1 登録の概要
	5.2.2 オペレーティング システムの登録
	5.2.3 PSP の登録
	5.2.4 自動インストール設定ファイル（KickstartおよびAutoYaST）の登録
	5.2.5 LinuxスクリプトとPSP依存関係スクリプトの登録
	5.2.6 ISOイメージの登録

	5.3 Insight Control for Linuxレポジトリへのソフトウェアのコピー
	5.3.1 CMS上のローカル レポジトリへのRHELのコピー
	5.3.2 リモートのレポジトリへのRHELのコピー
	5.3.3 レポジトリへのSLESのコピー
	5.3.3.1 レポジトリへのSLESバージョン10または11（DVD）のコピー
	5.3.3.2 SLES 10 SP4またはSLES 11 SP1（KISO）のレポジトリへのコピー

	5.3.4 レポジトリへの仮想マシンOSのコピー
	5.3.5 レポジトリへのカスタムOSのコピー
	5.3.6 カスタムOSインストールの自動化
	5.3.7 PSPのダウンロードとレポジトリへのコピー

	5.4 登録された項目の編集および削除
	5.4.1 レポジトリ内の登録された項目の編集
	5.4.2 レポジトリからの登録された項目の削除


	6 仮想メディア用のネットワーク パラメーターの設定
	6.1 はじめに
	6.2 仮想メディア使用のための準備
	6.2.1 HP SIMによる管理プロセッサーの検出
	6.2.2 管理プロセッサーに対するユーザー アカウントの作成と仮想メディアの有効化
	6.2.3 管理プロセッサーに対する仮想メディア ライセンスの適用

	6.3 Define Networksツールの使用
	6.3.1 ネットワーク定義の作成
	6.3.2 ネットワーク定義のロード
	6.3.3 ネットワーク定義パラメーターの変更
	6.3.4 ネットワーク定義の削除

	6.4 Network Configuration Editorの使用
	6.4.1 [Network Configuration Editor]ページの別の機能
	6.4.2 Network Configuration Editorに保存されているIPアドレスの解放

	6.5 次のステップ

	7 システム、スイッチ、およびエンクロージャーの検出
	7.1 システムの検出
	7.1.1 PXEを使用するベアメタル サーバーの検出
	7.1.2 仮想メディアを使用するベアメタル サーバーの検出
	7.1.3 動作中のシステムの検出

	7.2 検出されたシステムへのInsight Control for Linuxライセンスの割り当て
	7.3 スイッチおよびエンクロージャーの準備と検出
	7.4 起動方法の変更
	7.5 次のステップ

	8 管理対象システムのセットアップ
	8.1 Insight Control for Linuxレポジトリのデータ入力
	8.2 Linux OSのインストール
	8.3 監視するための管理対象システムのセットアップ
	8.3.1 管理対象システム上のネットワーク ポートを開く
	8.3.2 CMS上のホスト名の解決
	8.3.3 PSPの追加コンポーネントのインストール
	8.3.4 エージェントとHP SIMのSSHキーの設定
	8.3.5 コンソール アクセスとログ機能の設定
	8.3.6 パスワード認証の有効化

	8.4 次のステップ

	9 オペレーティング システムの管理対象システムへのインストール
	9.1 Linux OSインストールの概要
	9.1.1 対話型インストールと自動インストール
	9.1.2 サポートされるオペレーティング システム
	9.1.3 その他のLinuxオペレーティング システムのインストール

	9.2 自動インストール用のインストール設定ファイルの使用方法
	9.2.1 インストール設定ファイル用の命名規則
	9.2.2 インストール設定ファイルのカスタマイズ
	9.2.3 カスタム オペレーティング システム用のインストール設定ファイル
	9.2.4 コンソール リダイレクションのためのオペレーティング システムの設定

	9.3 管理対象システムへのOSインストールの前提条件
	9.3.1 特定のProLiantサーバーに関する追加前提条件

	9.4 管理対象システムへのRHELのインストール
	9.4.1 自動方法を使用したRHELのインストール
	9.4.2 RHELの対話型のインストール

	9.5 管理対象システムへのSLESのインストール
	9.5.1 自動方法を使用したSLESのインストール
	9.5.2 SLESの対話型のインストール
	9.5.3 各種サーバーへのx86 SLESオペレーティング システムのインストールに必要なカーネル パラメーター

	9.6 VMware ESXおよびVMware ESXiオペレーティング システムのインストール
	9.6.1 Kickstartファイルを使用した、VMware ESXまたはESXi OSのインストール
	9.6.2 VMware ESXまたはVMware ESXi OSの対話型インストール

	9.7 管理対象システムへのその他のLinuxのインストール
	9.8 1つ以上の管理対象システムにOSをインストールするための汎用手順

	10 Linuxイメージの取得とデプロイメント
	10.1 Linuxイメージの取得とデプロイメントの概要
	10.1.1 ファイル システムの種類
	10.1.2 PrecaptureスクリプトとPostcaptureスクリプト
	10.1.3 Predeployment、Postdeployment、およびFinal Deploymentスクリプト

	10.2 Linuxイメージの取得の前提条件
	10.3 管理対象システムからのLinuxイメージの取得
	10.4 スケーラブル デプロイメントの準備
	10.5 1つ以上の管理対象システムへの取得されたLinuxイメージのデプロイ
	10.6 Insight Control for Linuxパーティション ウィザードの概要
	10.6.1 パーティション ウィザードの要件とガイドライン
	10.6.2 パーティション ウィザードの使用


	11 仮想マシンのインストールと設定
	11.1 仮想ホストのインストール
	11.2 仮想ホストのInsight Control仮想マシン管理への登録
	11.3 仮想ゲストの作成とインストール
	11.3.1 VMware ESXおよびESXi仮想ゲスト設定のガイドライン
	11.3.2 KVM仮想ゲストの設定ガイドライン
	11.3.2.1 RHEL KVM仮想ホストのインストール
	11.3.2.2 SLES KVM仮想ホストのインストール

	11.3.3 Xen仮想ゲストの設定ガイドライン

	11.4 仮想ゲストと仮想ホストの関連付け
	11.5 仮想ホストおよび仮想ゲストの監視設定
	11.6 仮想ゲスト操作

	12 Insight Control for Linuxを使用したHP ProLiantファームウェアの更新
	12.1 HP ProLiantファームウェアの更新の概要
	12.2 基本的なファームウェア更新機能
	12.2.1 初期セットアップ
	12.2.2 HP SIMが認識するシステムでのファームウェアの更新
	12.2.3 ベアメタル検出実行中のシステムでのファームウェアの更新
	12.2.4 ファームウェア更新の結果の表示
	12.2.5 HP SUMオプション フラグの指定
	12.2.6 ファームウェアtarファイルでのファームウェア ファイルの追加と削除
	12.2.7 ファームウェア更新のタイムアウト

	12.3 高度なファームウェア更新機能
	12.3.1 ファームウェア設定ファイルについて
	12.3.2 ファームウェア設定ファイルの例


	13 管理対象システムへのPSPのインストール
	13.1 PSPインストール ツールの概要
	13.2 必要なPSPコンポーネント
	13.3 PSP依存関係スクリプトの作成
	13.4 PSPのインストール手順

	14 ISO コントロール操作
	14.1 サーバーでのISOイメージの起動
	14.2 ISOイメージの挿入
	14.3 ISOイメージの取り出し

	15 リモート サーバーのコントロール
	15.1 管理対象システムの電源切断
	15.2 管理対象システムへの電源投入
	15.3 管理対象システムの再起動
	15.4 HP Insight Control電力管理

	16 SSHを使用したリモート サーバーの管理
	16.1 管理対象システムでのSSH認証情報の設定
	16.2 ユーザー用のSSH認証情報の設定
	16.3 複数の管理対象システムでのコマンドの実行
	16.4 Insight Control for Linuxを使用したSSH経由のコマンドとスクリプトの実行
	16.4.1 SSHコマンドの実行
	16.4.2 Linuxスクリプトの実行



	パートIII 監視
	17 Insight Control for Linuxコレクションの管理
	17.1 コレクションの概要
	17.2 コレクションの実装
	17.3 Insight Control for Linuxコレクションへのサーバーとスイッチの追加
	17.4 Insight Control for Linuxコレクションからの管理対象システムまたはスイッチの削除

	18 マネジメント ハブのセットアップ
	18.1 マネジメント ハブについて
	18.2 マネジメント ハブの構築
	18.3 マネジメント ハブの削除

	19 監視サービスの設定
	19.1 監視の概要
	19.2 CMSでのApache自己署名付き証明書の設定
	19.3 管理サービスと監視サービスの開始
	19.4 Insight Control for Linuxマネジメント エージェントのインストール
	19.5 監視サービスの正しい設定の確認
	19.5.1 Nagiosがステータスを報告することの確認
	19.5.2 サービス ステータスの要約


	20 グラフィカル ツールを使用した管理対象システムの監視
	20.1 Insight Control for Linuxによるシステム監視の概要
	20.1.1 管理プロセッサーからの指標の収集
	20.1.2 OSエージェントからの指標の収集
	20.1.3 syslogによるイベントの収集

	20.2 Nagiosの概要
	20.2.1 Nagiosマニュアル
	20.2.2 Nagiosの起動

	20.3 Nagiosの使用
	20.3.1 ネットワーク状態の表示
	20.3.2 Nagiosのホストとサービスの表示
	20.3.3 問題が発生しているホストとサービスの表示
	20.3.4 ネットワーク帯域幅とシステム使用率の表示
	20.3.5 システム環境データの収集と表示

	20.4 Nagiosが監視するサービス
	20.5 Nagiosのアラート メッセージについて
	20.6 システム イベント ログの監視について
	20.7 Nagiosの電子メール アラートの設定
	20.8 リアルタイムの指標監視
	20.8.1 Performance Dashboardの概要
	20.8.2 Performance Dashboardの機能
	20.8.3 Performance Dashboardの要件
	20.8.4 リング形の図のデータの読み方
	20.8.4.1 リング形の図の色分け
	20.8.4.2 リング形の図での測定単位

	20.8.5 Performance Dashboardツールの再起動
	20.8.6 マウス ボタンを使用したPerformance Dashboardツールの操作
	20.8.7 Performance Dashboardツールの指標
	20.8.8 Performance Dashboardツールの指標のカスタマイズ


	21 コマンド ラインを使用した管理対象システム ステータスの表示
	21.1 センサー指標の単独でのアーカイブ
	21.2 shownodeコマンドによる使用率、統計情報、および指標の表示
	21.2.1 管理対象システム用の設定情報の表示
	21.2.2 管理対象システムに関連するすべてのホスト名の表示
	21.2.3 shownode virtualコマンドの使用
	21.2.4 shownode metricsコマンドの使用
	21.2.4.1 システム センサー情報の表示
	21.2.4.2 プロセッサーの使用率と負荷の表示
	21.2.4.3 メモリの表示
	21.2.4.4 ページング データとスワップ データの表示


	21.3 環境データの表示
	21.4 使用率情報およびホストとサービスのステータスの報告

	22 リモート コンソールとの接続
	22.1 コンソール管理機能の概要
	22.2 CMF の動作
	22.3 リモート コンソールへのアクセス
	22.4 DL100シリーズ サーバーでのシリアル接続
	22.5 iLO 管理プロセッサーへのTelnetアクセスの有効化


	パートIV その他のトピック
	23 その他の内容
	23.1 管理プロセッサー認証情報の変更
	23.2 レポジトリWebサーバー用のデフォルト ポートの変更
	23.3 同時に検出できるサーバー数の増加
	23.4 CMS のIPアドレスの変更
	23.5 Insight Control for Linuxのアンインストール
	23.6 インストールされているInsight Control for Linuxバージョンの確認
	23.7 イベント ログの概要
	23.7.1 イベント ログの構造について
	23.7.2 syslog-ng.confルール ファイル
	23.7.3 syslog-ngルール ファイルの変更

	23.8 同時に実行できるタスク数の変更
	23.9 HP ProLiant DL1xxシリーズ サーバーのサポート
	23.9.1 SNMPの設定

	23.10 仮想ゲスト用のDHCPサーバーのセットアップ
	23.11 atftpのアンインストールとtftpのインストール

	24 高度なトピック
	24.1 管理プロセッサーの認証情報
	24.1.1 Insight Control for Linux MP認証情報の概要
	24.1.2 MPごとの認証情報の確保
	24.1.2.1 PXEによるデプロイメントでのサーバーの検出とセットアップ
	24.1.2.2 仮想メディアによるデプロイメントでのサーバーの検出とセットアップ

	24.1.3 LO100管理プロセッサー認証情報の保存

	24.2 エージェントの設定および修復タスクを使用したWBEMプロバイダー コンポーネントのデプロイメント
	24.3 RAMディスク接続および操作のロギング


	パートV トラブルシューティングおよびサポート リソース
	25 トラブルシューティング
	25.1 一般的なトラブルシューティング項目
	25.2 別の起動方法
	25.3 Apacheサービスが開始しない
	25.4 CMFの問題のトラブルシューティング
	25.5 設定の問題のトラブルシューティング
	25.6 接続の問題のトラブルシューティング
	25.7 DHCPの問題のトラブルシューティング
	25.8 検出の問題のトラブルシューティング
	25.9 ファームウェア更新の問題のトラブルシューティング
	25.10 Insight Control for Linuxレポジトリの問題のトラブルシューティング
	25.11 ラージ スケール デプロイメントの問題のトラブルシューティング
	25.12 ライセンスの問題のトラブルシューティング
	25.13 監視の問題のトラブルシューティング
	25.14 Nagiosのトラブルシューティング
	25.14.1 Nagiosサービスのステータスの確認
	25.14.2 Nagiosログ ファイルの確認
	25.14.3 手動によるNagiosプラグインの実行
	25.14.4 Nagiosレポート ジェネレーターの分析モードの使用
	25.14.5 Nagiosが報告するメッセージ
	25.14.6 マネジメント エージェントのインストール中にcheck_nrpeエラーが発生する
	25.14.7 Nagiosのgather_all_dataスクリプトがcheck_nrpeエラーを報告する
	25.14.8 Nagiosの問題のトラブルシューティング

	25.15 OSインストールとイメージ デプロイメントの問題のトラブルシューティング
	25.15.1 RHELおよびSLESインストール
	25.15.2 カスタムOSインストール
	25.15.3 Linuxイメージの取得
	25.15.4 Linuxイメージのデプロイメント

	25.16 PSPインストール障害のトラブルシューティング
	25.17 PXE起動の問題のトラブルシューティング
	25.18 Run ScriptツールとRun SSH Commandツールのトラブルシューティング
	25.19 サーバー電源制御の問題のトラブルシューティング
	25.20 サーバーと管理プロセッサーの関連付けのトラブルシューティング
	25.20.1 サーバーと管理プロセッサーの関連付けの維持
	25.20.2 失われたサーバーと管理プロセッサーの関連付けの特定
	25.20.3 サーバーと管理プロセッサーの関連付けの再作成
	25.20.3.1 OSが実行され起動している管理対象システムの関連付けの修復
	25.20.3.2 ベアメタル検出済みサーバー ブレードの関連付けの復旧
	25.20.3.3 OSがインストールされておらず、起動されていない管理対象システムの関連付けの修復
	25.20.3.4 ベアメタル検出後にサーバーとの関連付けを確立する

	25.20.4 iLOとサーバーの関連付けの構築

	25.21 SNMPの問題のトラブルシューティング
	25.22 SSHのトラブルシューティング
	25.23 supermonの問題のトラブルシューティング
	25.24 syslog-ngの問題のトラブルシューティング
	25.25 Insight Control for Linuxツールの問題のトラブルシューティング
	25.26 アンインストールの問題のトラブルシューティング
	25.27 仮想マシンのインストールとセットアップの問題のトラブルシューティング
	25.28 仮想メディアの問題のトラブルシューティング

	26 サポートと他のリソース
	26.1 ご連絡の前にご用意いただく情報
	26.2 HPへのご連絡方法
	26.3 ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート サービスへの登録
	26.3.1 ソフトウェア テクニカル サポートとアップデート サービスの使用方法
	26.3.2 保証情報

	26.4 HP製品販売店
	26.5 マニュアルに関するご意見、ご指摘
	26.6 この版での新しい情報および変更された情報
	26.7 関連情報
	26.7.1 マニュアル
	26.7.2 Webサイト
	26.7.3 トラブルシューティング リソース

	26.8 表記規約


	A Nagiosのカスタマイズ
	A.1 Nagiosユーザーの変更
	A.2 Nagios設定の調整
	A.2.1 メンテナンス操作を実行する前のNagiosの停止と再起動
	A.2.2 Nagios設定を変更するためのnagios_vars.iniファイルの変更
	A.2.3 センサーしきい値の変更
	A.2.4 変更を有効にするためのnagios_vars.iniファイルの再構築
	A.2.5 指標の収集に配分する時間の調整
	A.2.5.1 グローバル サービス チェックのタイムアウトの制限値

	A.2.6 個々のNagiosプラグインの無効化

	A.3 Nagiosのデフォルト設定の変更
	A.4 システム イベント ログのローテーションの変更とRulesファイルの変更
	A.5 Nagiosメッセージの制御
	A.6 Nagiosパスワード ファイルの変更

	用語集
	索引

