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日本ヒューレット･パッカード株式会社概要

100億円資本金

東京都千代田区五番町7番地本社

4,456億円（2008年10月期）売上高

小出 伸一
代表取締役

社長執行役員

コンピューター、コンピューターシステム、
コンピューター周辺機器、
ソフトウェア製品の開発・製造・輸入・販売
・リース・レンタルおよびサポート

事業

全国39ヵ所セールス/
サポート拠点

約5,800名（2008年11月現在）社員数

1963年横河ヒューレット・パッカード設立
－1999年7月 計測事業と分社化

設立
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ヒューレット・パッカード・カンパニー 概要

1,184億ドル（2008年度10月期）売上高

マーク・ハード（2005年4月1日就任）CEO兼会長

コンピューター、コンピューターシステム、
コンピューター周辺機器、
ソフトウェア製品の開発・製造・輸入・販売・リース
・レンタルおよびサポート

事業

170ヶ国以上セールス/
サポート拠点

約320,000人（2008年）
－2008年8月のEDSとの合併後

社員数

1939年（昭和14年）設立
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品質へのこだわり
MADE IN TOKYO
• 1999年7月より、ISO9001認定を取得した東京都昭島市で生産

• デスクトップ製品、ワークステーション、サーバー製品を生産

東京生産のメリット

• 効率的な生産ライン、熟練の技術者、厳格な品質テスト

• スピーディで、正確な納品日のご提供

• 構成の柔軟性の向上

• 希望構成にあわせ熟練の技術者がラッキングして出荷

Akishima-site
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Linuxサーバー管理の課題

• x86サーバーの普及と管理コスト
− Linuxサーバーだけではなく、近年x86サーバーの普及によ
り、管理者が管理すべきサーバー数が増加傾向

−そのため、管理コストも、増加傾向

• データセンターの普及

−会社の中の情報システム室ではなく、社外や郊外のデータ
センターの活用によるリモート監視の必然性の増加

• GreenITに対する考慮
−昨今話題の環境問題にも代表されるように、サーバーが使
用する『電源・電力』のコスト管理
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オープンソースの統合監視ソフトウェア

代表的ソフトウェア代表的ソフトウェア代表的ソフトウェア代表的ソフトウェア

http://www.hinemos.info/http://www.zabbix.co
m

http://www.nagios.org/URL

Windows, LinuxLinux/UNIX/Window
s

Linux/UNIX/Windows監視対象サー
バーOS

Hinemosは独立行政法人
情報処理推進機構のオー
プンソースソフトウェア活
用基盤整備事業の委託を
受け、NTTデータにて開
発がはじめられた。

Zabbix SIAが開発。世界的に大きな実績。プ
ラグインにより、システ
ム拡張可能。日本語の
情報も充実。

特徴

HinemosZabbixNagios

昨今のコスト削減の流れから、注目
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しかし、これらの監視ソフトウェアにも課題

統合して管理するツールが必要

ハードウェア

OS
相互依存



10

Linuxサーバー管理をシンプルシンプルに

HP Insight Control HP Insight Control 
Environment for LinuxEnvironment for Linux

ソフトウェア管理ソフトウェア管理ソフトウェア管理ソフトウェア管理ソフトウェア管理ソフトウェア管理ソフトウェア管理ソフトウェア管理

ハードウェア管理ハードウェア管理ハードウェア管理ハードウェア管理ハードウェア管理ハードウェア管理ハードウェア管理ハードウェア管理

障害監視障害監視障害監視障害監視障害監視障害監視障害監視障害監視

デプロイメントデプロイメントデプロイメントデプロイメントデプロイメントデプロイメントデプロイメントデプロイメント

遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作

電源測定電源測定電源測定電源測定電源測定電源測定電源測定電源測定
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ICE-LX

OpenOffice
ProLiantProLiant/Linux/Linuxの管理・運用に最適なスイート製品の管理・運用に最適なスイート製品

ドキュメント作成するのに最適なスイート製品ドキュメント作成するのに最適なスイート製品
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HP Insight Control Environment for 
Linux

OSの配布
が簡単！

サーバ監視が
簡単！

実績あるオープ
ンソースを統合
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では、機能をご紹介します



14

Linux管理ソリューション
ICE-Linuxを使って大規模環境の最適化

�何千ノードというLinuxサーバへのデプロイメント
�大規模システムに対応した一斉インストール

� ファームウェアの一斉更新

�一斉監視、制御

�負荷分散を行うという目的のために、管理サーバを使って
負荷を監視

� ‘Live performance monitoring’により複数サーバの負荷状
況を円グラフで表示

� XEN仮想化技術を駆使し、複数の仮想OSを一括管理
� ICE-Linuxでは、数百台規模のサーバを単一画面で集中
管理し、管理者の負担を低減
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実際のコンソール画面を確認

OSOSフリーズ画面の閲覧、電源のフリーズ画面の閲覧、電源のON/OFFON/OFFも可能も可能

実際のモニターの画面を遠隔から確認し、実際のモニターの画面を遠隔から確認し、実際のモニターの画面を遠隔から確認し、実際のモニターの画面を遠隔から確認し、

サーバの稼働状況や、必要な追加設定作業などを実施サーバの稼働状況や、必要な追加設定作業などを実施サーバの稼働状況や、必要な追加設定作業などを実施サーバの稼働状況や、必要な追加設定作業などを実施

iLOiLO

管理モジュール
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iLO2による管理（電源管理の仮想化）:
遠隔地から電源ON/OFF

iLO2

管理専用LANマウス操作で
電源ON/OFF/状態確認

電源ボタンを押す電源ボタンを押す電源ボタンを押す電源ボタンを押す

電源ボタンの長押し電源ボタンの長押し電源ボタンの長押し電源ボタンの長押し

コールドブートコールドブートコールドブートコールドブート

リセットリセットリセットリセット

iLO2のメリットのメリットのメリットのメリット：：：：

•遠隔地にあるサーバの電源ボタンを
人間が押しにいく手間を省く人間が押しにいく手間を省く人間が押しにいく手間を省く人間が押しにいく手間を省く

•マシンルームへ行かなくてもよいマシンルームへ行かなくてもよいマシンルームへ行かなくてもよいマシンルームへ行かなくてもよい

•“電源ON/OFF状態”がリモートからわリモートからわリモートからわリモートからわ

かるかるかるかる

iLOiLO
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iLO2による遠隔管理（メディアの仮想化）:
遠隔地からCD/DVDROM/FDDを利用

isoイメージ

CD/DVD/FDD/USB-key
を仮想的に接続を仮想的に接続を仮想的に接続を仮想的に接続

CD/DVD

FDD

物理装置物理装置物理装置物理装置
isoイメージ

•手元の手元の手元の手元のPCのののの物理物理物理物理FDDややややUSB key、、、、DVD、、、、
CDROMドライブに挿入されているメディアがマウントさドライブに挿入されているメディアがマウントさドライブに挿入されているメディアがマウントさドライブに挿入されているメディアがマウントさ

れれれれるるるる

•管理対象サーバにあたかも物理ドライブや管理対象サーバにあたかも物理ドライブや管理対象サーバにあたかも物理ドライブや管理対象サーバにあたかも物理ドライブやUSB Key
が装着されてメディアが挿入されているかのように振が装着されてメディアが挿入されているかのように振が装着されてメディアが挿入されているかのように振が装着されてメディアが挿入されているかのように振
舞う舞う舞う舞う

•物理メディアがなくても物理メディアがなくても物理メディアがなくても物理メディアがなくてもisoイメージもマウント可能イメージもマウント可能イメージもマウント可能イメージもマウント可能

SLES10

iLO2

iLOiLO
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iLO2による遠隔管理（コンソールの仮想化）:
遠隔地からコンソールを利用

iLO2

•遠隔地にあるサーバのBIOSの設定、画面表示の設定、画面表示の設定、画面表示の設定、画面表示

•Kernel panic 時の画面ダンプ時の画面ダンプ時の画面ダンプ時の画面ダンプを確認

•遠隔地にあるサーバのブート画面やブート画面やブート画面やブート画面やX11でのでのでのでのGUI操作操作操作操作

•遠隔地にあるKVMがないサーバのキー入力、マウス操作キー入力、マウス操作キー入力、マウス操作キー入力、マウス操作

•遠隔地にあるサーバに”CTRL+ALT+DEL” やややや
”特殊キー特殊キー特殊キー特殊キー”を送信可能を送信可能を送信可能を送信可能

KVMを接続してを接続してを接続してを接続して

いないサーバいないサーバいないサーバいないサーバ

遠隔地にあるサーバのハードウェア遠隔地にあるサーバのハードウェア遠隔地にあるサーバのハードウェア遠隔地にあるサーバのハードウェアRAIDをををを

iLO2の仮想コンソール経由で設定している様子の仮想コンソール経由で設定している様子の仮想コンソール経由で設定している様子の仮想コンソール経由で設定している様子

仮想コンソールで仮想コンソールで仮想コンソールで仮想コンソールでPOST画面の様子を閲覧画面の様子を閲覧画面の様子を閲覧画面の様子を閲覧

SLES10

iLOiLO
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まずはここを見ればいい
構成、健康状態の一元化を実現 SIMSIM

SIMはははは”システムワイドのポータルサイトシステムワイドのポータルサイトシステムワイドのポータルサイトシステムワイドのポータルサイト”

サーバ管理に必要な構成情報や、健康状態を一元表示サーバ管理に必要な構成情報や、健康状態を一元表示サーバ管理に必要な構成情報や、健康状態を一元表示サーバ管理に必要な構成情報や、健康状態を一元表示

構成情報構成情報構成情報構成情報構成情報構成情報構成情報構成情報

稼働状況稼働状況稼働状況稼働状況稼働状況稼働状況稼働状況稼働状況

障害確認障害確認障害確認障害確認障害確認障害確認障害確認障害確認

障害時には障害時には障害時には障害時にはE-mailなどで、などで、などで、などで、

管理者に通知管理者に通知管理者に通知管理者に通知SIMサーバ
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HP Systems Insight Manager(HP SIM)の紹
介

• HP ProLiantに標準添付される、複数サーバーの一
括管理ツール

− システムステータスの一覧表示
�HP SIMのポーリングにより、サーバーだけでなく、エンクロージャー
、ストレージ、スイッチ、UPSなど、複数台のハードウェア情報の収集
、管理、監視が可能。Webインターフェースで、監視対象のステータ
スの一覧表示ができるので確認が簡単

−通知された障害の表示
�HP SIMのWebインターフェースで、IMAやWBEM Providersなどか
ら、通知された障害の表示・確認が可能

−自動イベント処理タスクの実行
�HP SIMに通知された障害に基づいて、管理者にEmailを送ることや
、スクリプトを実行できる
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HP Systems Insight Manager(HP SIM)
HP SIMの利点、必要性

• サーバー台数が増えても監視が容易、作業時間の削減が可能

− IMA、WBEM Providersだけの監視環境で、サーバー台数を増やすと非
常に管理が複雑になる。そのため障害の対応が遅れてしまったり、定期
的なサーバーの状態確認に、必要以上に作業時間がかかってしまう。

管理者
(HP SIMなし)

監視対象
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DL160 G6

DL180 G6

DL360 G6

DL380 G6

BL460c G6×12

C7000エンクロージャー

DL360 G6
DL360 G6
DL360 G6

DL160 G6

• イベントを受信したが、どのサーバーに
何の問題が起こっているかよくわからな
い？

− HP SIMのステータス一覧画面を見れば
、どのサーバーに問題があるか一目瞭
然→詳細は次スライド

イベントを通知

• 定期的にサーバーの状態を確認しなけ
ればいけないが、1台1台SMHでログイ
ンして情報を見にいかなければならず、
無駄に作業時間がかかってしまう．．．

− HP SIMがポーリングでハードウェア状
態を監視しているので、HP SIMのステ
ータス画面を見るだけで、全てのサーバ
ーの状態を確認可能
→詳細は次スライド

サーバーの状態
を1台ずつ確認
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自動セットアップを実現する司令塔 ICLXICLX

BIOSBIOS設定設定設定設定設定設定設定設定 OSOSインストールインストールインストールインストールインストールインストールインストールインストールRaidRaid設定設定設定設定設定設定設定設定 ドライバ適用ドライバ適用ドライバ適用ドライバ適用ドライバ適用ドライバ適用ドライバ適用ドライバ適用

初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義初期セットアップに必要な一連の作業を指令書（ジョブ）として定義

一連の初期セットアップ作業を自動化一連の初期セットアップ作業を自動化一連の初期セットアップ作業を自動化一連の初期セットアップ作業を自動化

多数のサーバの導入作業に必要な作業を簡略化多数のサーバの導入作業に必要な作業を簡略化多数のサーバの導入作業に必要な作業を簡略化多数のサーバの導入作業に必要な作業を簡略化

ICLXICLXからサーバに実行命令からサーバに実行命令からサーバに実行命令からサーバに実行命令からサーバに実行命令からサーバに実行命令からサーバに実行命令からサーバに実行命令
ICLXサーバ
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サーバーの自動インストール

管理対象サーバ管理対象サーバ管理対象サーバ管理対象サーバ

サーバ設定サーバ設定

BIOSBIOS

RAIDRAID

管理サーバ管理サーバ管理サーバ管理サーバ

OS installOS install

CDCDコピーコピー

Image copyImage copy

サーバ設定・OSインストールの自動化

•BIOS,RAIDアレイの設定の自動化が可能

•OS CD/DVDからのインストールの自動化

�OSのCD/DVDの中身を管理サーバに全て
コピーしておき、同時に複数台のサーバへ自
動インストール可能です

•システムディスクイメージからの高速インス
トールの自動化

�あらかじめOSをインストールしたサーバの
ハードディスクイメージを管理サーバへ保存し
ておく事で、同時に複数台のサーバへの高速
自動インストールが可能です

�イメージコピーインストールは通常のCDによ
るインストールと比較して高速にインストール
可能です

ICLXICLX
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ICEで実現する電源管理
増え続ける電気代を押さえたい、電気代がどのくらいかを可視化したい

・日々の電力消費を可視化してシステム増設時の目安にすることが可能・日々の電力消費を可視化してシステム増設時の目安にすることが可能・日々の電力消費を可視化してシステム増設時の目安にすることが可能・日々の電力消費を可視化してシステム増設時の目安にすることが可能

・最大・最大・最大・最大3年間の電力消費量をファイルに落としてレポーティングが可能年間の電力消費量をファイルに落としてレポーティングが可能年間の電力消費量をファイルに落としてレポーティングが可能年間の電力消費量をファイルに落としてレポーティングが可能

・最大消費電力が設定可能。消費電力の限界を定めて電気代を削減・最大消費電力が設定可能。消費電力の限界を定めて電気代を削減・最大消費電力が設定可能。消費電力の限界を定めて電気代を削減・最大消費電力が設定可能。消費電力の限界を定めて電気代を削減

データ収集データ収集

CSVファイルに落として簡単に報告書作成ファイルに落として簡単に報告書作成ファイルに落として簡単に報告書作成ファイルに落として簡単に報告書作成

可能可能可能可能

収集した情報（データ）をグラフ表示可能収集した情報（データ）をグラフ表示可能収集した情報（データ）をグラフ表示可能収集した情報（データ）をグラフ表示可能

ECO・・・・Green IT対策対策対策対策

IPMIPM
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電力効率の向上 vs 「消費電力上限」機能
• 電力効率とは→高効率パワーサプライ

−サーバが動作する為の電力を効率的に供給すること
−サーバから大きな電力要求があると防ぐことはできない

• 消費電力上限とは (Power Capping) → IPM, iLO
−設定した電力を超えるようなサーバからの電力要求を防ぐ
−コンピュータが動作する為に最適な電力を供給するわけではな
い

−サーバに設定した消費電力上限に達すると、処理は遅れる

• HPはサーバに対して、電力効率の向上と消費電力上限
機能の両方を提供します

25 平成21年7月14日
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IPM上の設定
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ICE（IPM）の機能①
時系列のデータ収集と保持

• 監視対象機からのデータ収集

− 1日1回、自動的にデータを収集します。

− 即時にデータを収集することも可能です。

• 電力消費、CPUパフォーマンス、吸気温度に関するデータを収集します

− 収集したデータは、時、日、週、月、年 単位でグラフで表示できます。

− 収集したデータは最長で3年間保持できます。（最短は6ヶ月）
※一部のAMDプロセッサ搭載
機種ではCPUパフォーマンス
は収集されません

単一サーバのグラフ

消費電力上限 最大電力消費量

平均電力消費量

IPMIPM
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ICE（IPM）の機能⑤
消費電力に基づいて、予想年間コストを算出

①
②

①÷設定値A（200）
③

①×24×365
③×設定値B（11.382）

①×24×365×設定値B（11.382）
③×設定値C（1.5）

推定額×設定値C（1.5）

年間推定額×設定値C（1.5）
年間キロワット時推定値×設定値C（1.5）

IPMIPM
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下記下記下記下記オープンソースオープンソースオープンソースオープンソースをををを標準搭載！標準搭載！標準搭載！標準搭載！
� PostgreSQL

� ICE-Linuxが使用する標準が使用する標準が使用する標準が使用する標準DB
� Nagios 

� 管理対象管理対象管理対象管理対象サーバをサーバをサーバをサーバを監視するためにシステム統計情報を提供監視するためにシステム統計情報を提供監視するためにシステム統計情報を提供監視するためにシステム統計情報を提供

� Webベースのグラフィカルアプリケーションベースのグラフィカルアプリケーションベースのグラフィカルアプリケーションベースのグラフィカルアプリケーション

� RRDtool 
� 高性能の時系列データの記録高性能の時系列データの記録高性能の時系列データの記録高性能の時系列データの記録、、、、グラフ作成グラフ作成グラフ作成グラフ作成

� Supermon 
� Nagiosサブシステムに必要なシステム統計情報を提供サブシステムに必要なシステム統計情報を提供サブシステムに必要なシステム統計情報を提供サブシステムに必要なシステム統計情報を提供

� ファン、温度、電源ステータスファン、温度、電源ステータスファン、温度、電源ステータスファン、温度、電源ステータス等、等、等、等、定期的に収集定期的に収集定期的に収集定期的に収集

� Syslog 、、、、syslog-ng
� 管理対象システムで動作管理対象システムで動作管理対象システムで動作管理対象システムで動作

� ログ収集機能を提供ログ収集機能を提供ログ収集機能を提供ログ収集機能を提供

オープンソースを組み込むオープンソースを組み込むオープンソースを組み込むオープンソースを組み込む
手間を劇的に低減！手間を劇的に低減！手間を劇的に低減！手間を劇的に低減！

実績あるオープンソースを活用 OSSOSS
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ICE-Linux: Nagiosを統合 OSSOSS
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ICE-Linux: こんな画面に

ホストホストホストホスト

サービスサービスサービスサービス

ネットワーネットワーネットワーネットワー
クサービスクサービスクサービスクサービス

パフォーマンパフォーマンパフォーマンパフォーマン
ス管理ス管理ス管理ス管理

ネットワーネットワーネットワーネットワー
ク管理ク管理ク管理ク管理

OSSOSS
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活用方法

• 一括インストール

− バージョンアップ

− 障害時対応

• 管理・監視

− Systems Insight Managerや
ICE-Linux（Nagios）を使い、
仮想環境も含む大量のサー
バを統合管理・監視を実行

• カスタマイズすることで業務ニーズに最適化

• 管理・監視業務の標準化

• 管理・監視コストの削減

• 保守・サポートが提供されるので安心して利用可能

期待できる効果
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ICE-Linux
信頼の保守体制

販売からサポートまで自社一貫体制販売からサポートまで自社一貫体制!!!!

ハードウェア・ソフトウェアのワンストップハードウェア・ソフトウェアのワンストップ

サポートサポート!!!!

HHPP日本日本日本日本日本日本日本日本HHPP

プロフェッショナルなエンジニ
アが24時間手厚くサポート

サポート体制は万全

お客様お客様お客様お客様

ICEの使用方法および運用
に関する技術支援を24時間
問合せ可能



35

ICE-LXの5つのポイント

1.遠隔操作（iLO2）

2.障害検知（SIM）

3.電源管理（IPM）

4．サポート

自席からサーバを操作可能

HWの障害を検知可能

消費電力を抑制

24×7保守サポートつき

ProLiant ICE-LX＋

5．価格 サーバ1台あたり¥54,000
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本日のまとめ

• HP Insight Control Environment for Linux を活用
すれば、66% 管理コストを削減可能
−サーバー管理の効率化には、ソフトウェア管理だけでも、ハ
ードウェア管理だけでも、不十分

−統合化された管理が必要
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Technology for better business outcomes


