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本書の目的

本書は、Systemwalker Runbook Automation V14.0.0の仮想サーバ運用操作テンプレートを使用した運用について説明しています。

 
本書の読者

本書は、ServerView Resource Orchestratorを利用した仮想サーバの運用操作をSystemwalker Runbook Automationで運用・管理する

方を対象としています。

本書を読む場合、Systemwalker Runbook Automationおよび仮想化機構の一般的な知識をご理解の上でお読みください。

 
コマンド入力例のプロンプトについて

#

システム管理者の権限で実行するコマンドです。

%または$

システム管理者以外の権限でも実行可能なコマンドです。

 
記号について

 
[ ]記号

Systemwalker Runbook Automationで提供している画面名、メニュー名、および画面項目名をこの記号で囲んでいます。

 
コマンドで使用する記号

   コマンドで使用している記号について以下に説明します。

 
記述例

[PARA={a|b|c}…]

 
記号の意味

 
記号 意味

[ ] この記号で囲まれた項目を省略できることを示します。

｛ ｝ この記号で囲まれた項目の中から、どれか１つを選択することを示します。

_ 省略可能記号“[ ]”内の項目をすべて省略したときの省略値が、下線で示された項目

であることを示します。

｜ この記号を区切りとして並べられた項目の中から、どれか１つを選択することを示しま

す。

… この記号の直前の項目を繰り返して指定できることを示します。

 
略語表記について

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 7”と表記します。

－ Windows(R) 7 Home Premium

－ Windows(R) 7 Professional

－ Windows(R) 7 Enterprise

－ Windows(R) 7 Ultimate
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・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Server 2008”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM)

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM)

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows Vista(R)”と表記します。

－ Windows Vista(R) Home Basic

－ Windows Vista(R) Home Premium

－ Windows Vista(R) Business

－ Windows Vista(R) Ultimate

－ Windows Vista(R) Enterprise

・ 以下の製品すべてを示す場合は、"Windows Server 2003"と表記します。

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition

－ Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition

・ 以下の製品すべてを示す場合は、"Windows 2000 Server"と表記します。

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Datacenter Server

・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) 2000”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server

－ Microsoft(R) Windows(R) 2000 Datacenter Server
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・ 以下の製品すべてを示す場合は、“Windows(R) XP”と表記します。

－ Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition

－ Microsoft(R) Windows(R) XP Professional

－ Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition

・ Solaris(TM) オペレーティングシステムを“Solaris”と略しています。

・ Interstage Business Process Managerを“BPM”と略しています。

・ Interstage Business Process Manager Studio for Systemwalkerを“Interstage BPM Studio for Systemwalker”と略しています。

・ Microsoft(R) Cluster Server、またはMicrosoft(R) Cluster Serviceを、“MSCS”と略しています。

・ Windows上で動作するSystemwalker Runbook Automationを“Windows版”と表記します。

・ Itanium以外の64ビットアーキテクチャに対応したWindows上で動作するSystemwalker Runbook Automationの固有記事

を“Windowsx64版”と表記します。

・ Solaris上で動作するSystemwalker Runbook Automationを“Solaris版”と表記します。

・ Linux上で動作するSystemwalker Runbook Automationを“Linux版”と表記します。

・ Solaris版およびLinux版のSystemwalker Runbook Automationを包括して“UNIX版”と表記します。

 
商標について

ITIL(R)は、英国政府OGC（Office of Government Commerce）および米国特許商標局の登録商標です。

Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows ServerおよびMicrosoft Cluster Serviceは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国にお

ける登録商標または商標です。

Netscape、Netscape の N および操舵輪のロゴ、Netscape Navigator、Netscape Communicatorは、米国およびその他の国における

Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。

Oracleは、米国ORACLE Corporationの登録商標です。

Red HatおよびRed Hatをベースとしたすべての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標で

す。

Sun、Sun Microsystems、Sunロゴ、Solaris およびすべての Solarisに関連する商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国

Sun Microsystems, Inc.の登録商標または商標です。

JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の登録商標または商

標です。Systemwalker、Interstage、CollaborationRing、およびSymfowareは、富士通株式会社の登録商標です。

UNIXは、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。

VMware、VMwareロゴ、Virtual SMPおよびVMotionはVMware,Incの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

PowerChute は、American Power Conversion Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

また、本書に記載されている会社名、システム名、製品名等には必ずしも商標表示(TM・(R)）を付記しておりません。

Microsoft Corporationのガイドラインに従って、画面写真を使用しています。
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第1章 概要

本章では、Systemwalker Runbook Automationで仮想サーバ運用操作テンプレートを利用する場合の概要について説明します。

1.1 仮想サーバ運用操作テンプレートとは

仮想サーバの運用操作を行う場合、操作を行うサーバの仮想化ソフトウェア製品および仮想サーバの管理製品が何であるのかの把

握およびその製品の操作方法を習熟している必要があります。例えば、管理製品としてServerView Resource Orchestratorを導入して

いるシステムでは、ServerView Resource Orchestrator の画面操作を把握している必要があります。

仮想サーバ運用操作テンプレートは、これらの仮想化製品の仕様を意識することなく、仮想サーバに対して以下の運用操作・情報取

得操作を行うためのSystemwalker Runbook Automationのテンプレートです。

・ システムを配備する

・ システムを変更する

・ システムを破棄する

・ システムを起動する

・ システムを停止する

・ システムを再起動する

・ システムのスナップショットを作成する

・ システムのスナップショットを復元する

1.2 動作環境

本節では、仮想サーバ運用操作テンプレートを利用するための動作環境について説明します。

1.2.1 Systemwalker Runbook Automationのバージョン

仮想サーバ運用操作テンプレートの対象となるSystemwalker Runbook Automationのバージョンを以下に示します。

・ Windows版 Systemwalker Runbook Automation V14.0.0

1.2.2 導入形態

Systemwalker Runbook Automationと仮想サーバ運用操作テンプレートの導入形態の全体図を図1.1に示します。
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図1.1 導入形態の全体図

1.3 運用手順の概要

本節では、事前準備の概要と、運用の概要を説明します。

 
事前準備の概要

事前準備の概要を、図1.2で説明します。

図1.2 事前準備

運用フロー開発者は、仮想サーバ運用操作テンプレートのダウンロードを行い、業務内容に応じて設定をした後、運用自動化サーバ

に仮想サーバ運用操作テンプレートを登録します。

 
運用の概要

運用の概要を図1.3で説明します。
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図1.3 運用

システム運用担当者は、Webコンソールより実施したい運用操作を運用自動化サーバに通知します。その結果、運用フローが動作し

て、仮想サーバの操作が実行されます。

1.4 動作条件

1.4.1 ハードウェア条件

以下の条件を満たしている必要があります。

[仮想サーバの管理サーバ]

・ ServerView Resource Orchestrator V2.2がサポートしているハードウェア。

[管理対象サーバ]

・ ServerView Resource Orchestrator V2.2がサポートしているハードウェア。

1.4.2 ソフトウェア条件

仮想サーバ運用操作テンプレートを使用する場合、以下がインストールされている必要があります。

なお、仮想サーバ運用操作テンプレートはSystemwalker Software Configuration Managerを導入していないシステムが対象となりま

す。

[仮想サーバの管理サーバ]

・ ServerView Resource Orchestrator V2.2 Manager

・ VMware vSphere 4.0 のコンポーネントであるVMware vCenter Server

[管理対象サーバ]

・ ServerView Resource Orchestrator V2.2 Agent

・ VMware vSphere 4.0 のコンポーネントであるVMware ESX

1.5 ファイル構成

仮想サーバ運用操作テンプレートのファイル構成を以下に示します。

［ファイル名］

swrba_template_vserver.exe
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［展開後の構成］

仮想サーバ運用操作テンプレートのファイルを展開すると、以下の構成になります。

 
[swrba_template_vserverフォルダ]

├ swrba_template_vserver_flow_create.bar (1)

├ swrba_template_vserver_flow_change.bar (2)

├ swrba_template_vserver_flow_delete.bar (3)

├ swrba_template_vserver_flow_start.bar (4)

├ swrba_template_vserver_flow_stop.bar (5)

├ swrba_template_vserver_flow_restart.bar (6)

├ swrba_template_vserver_flow_getsnapshot.bar (7)

├ swrba_template_vserver_flow_putsnapshot.bar (8)

├ swrba_template_vserver_tool_create.zip (9)

├ swrba_template_vserver_tool_delete.zip (10)

├ swrba_template_vserver_tool_start.zip (11)

├ swrba_template_vserver_tool_stop.zip (12)

├ swrba_template_vserver_tool_restart.zip (13)

├ swrba_template_vserver_tool_change.zip (14)

├ swrba_template_vserver_tool_getlist.zip (15)

├ swrba_template_vserver_tool_getdetail.zip (16)

├ swrba_template_vserver_tool_getsnapshot.zip (17)

├ swrba_template_vserver_tool_putsnapshot.zip (18)

├ swrba_template_vserver_tool_library.zip (19)

├ swrba_template_vserver_deploytool.bat (20)

├ readme.txt (21)

それぞれのファイルに関して、内容を表1.1に示します

 
表1.1 仮想サーバ運用操作テンプレートの構成

種別 内容

(1) 運用フローセット システムを配備する運用フローセットです。

(2) システムを変更する運用フローセットです。

(3) システムを破棄する運用フローセットです。

(4) システムを起動する運用フローセットです。

(5) システムを停止する運用フローセットです。

(6) システムを再起動する運用フローセットです。

(7) システムのスナップショットを作成する運用フローセットです。

(8) システムのスナップショットを復元する運用フローセットです。

(9) 運用操作部品 仮想サーバを構築する運用操作部品です。

(10) 仮想サーバを削除する運用操作部品です。

(11) 仮想サーバを起動する運用操作部品です。

(12) 仮想サーバを停止する運用操作部品です。
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種別 内容

(13) 仮想サーバを再起動する運用操作部品です。

(14) 仮想サーバのシステムを変更する運用操作部品です。

(15) 仮想サーバの一覧を取得する運用操作部品です。

(16) 仮想サーバの詳細情報を取得する運用操作部品です。

(17) 仮想サーバのスナップショットを作成する運用操作部品です。

(18) 仮想サーバのスナップショットを復元する運用操作部品です。

(19) ライブラリ 上記運用操作部品を処理するためのライブラリです。

(20) 環境配備コマンド ライブラリを配備するためのコマンドです。

(21) 使用説明書 使用説明書です。

1.6 運用フローセットの概要

仮想サーバ運用操作テンプレートで提供する各運用フローセットの以下の項目について説明します。

・ 運用フローセットの概要

・ 運用フローセットに含まれるアクティビティの入力値

・ 申請画面での入力情報

 

 参照

運用フローセットの変更方法については第2章 運用フローセットの登録”を参照してください。

各運用フローセットでは、２つの仮想サーバに対して並列に操作を行います。

操作を行うサーバ数を変更する場合は、“1.6.9 操作対象の仮想サーバ数の変更”に従い運用フローセットを変更してください。

なお、運用フローの実行時に申請画面にて１サーバ分の情報だけを指定した場合は、もう１サーバの操作はエラー終了します。情報

を入力したサーバに対しては操作を行います。

1.6.1 システムを配備する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバのシステムを構築するために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを構築します。

(2) 完了通知をメール送信します。
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運用フローは、表1.2に示すように２つのアクティビティが配置されています。

 
表1.2 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ構築 仮想サーバを構築する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバの構築結果をメール送信する運用操作アクティビティ

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.3に従い、入力してください。

 
表1.3 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス

注1)
完了通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、パラメタに値の設定が必要です。

・ 仮想サーバ構築
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また、以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。

・ 完了通知

表1.4に従い、入力してください。

 
表1.4 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

仮想サーバ構築 serverpassword 仮想サーバの構築で使用するイメージに設定されている管理者パスワードと

同じ値（注1）

完了通知 smtpusername (注2) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注2) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注1)
使用する全てのイメージで管理者パスワードは共通にする必要があります。

イメージ毎に異なるパスワードにする場合は、種別をudaからslipに変更して申請画面から入力するようにしてください。また、サーバ毎

にパラメタ名を変更してください。

注2)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.5に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.5 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

templatename1 必須 仮想サーバ構築 構築する仮想サーバに適用するテンプレート名

templatename2

imagename1 必須 仮想サーバ構築 構築する仮想サーバに適用するイメージ名

imagename2

servername1 必須 仮想サーバ構築 構築する仮想サーバに付与する名前

servername2

network1 必須 仮想サーバ構築 構築する仮想サーバに割り当てるネットワークリソース名

network2

manageserver1 必須 仮想サーバ構築 構築する仮想サーバの管理サーバのIPアドレス

manageserver2

numofprocessor1 任意 仮想サーバ構築 テンプレート情報からCPU数を変更する場合の変更後のCPU
数numofprocessor2

processorspeed1 任意 仮想サーバ構築 テンプレート情報からCPU性能を変更する場合の変更後のCPU
性能processorspeed2

memorysize1 任意 仮想サーバ構築 テンプレート情報からメモリサイズを変更する場合の変更後の

メモリサイズmemorysize2

serveripaddress1 任意 仮想サーバ構築 構築する仮想サーバに割り当てるIPアドレス

serveripaddress2

toaddress 必須 完了通知 完了通知メールの送信先アドレス
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1.6.2 システムを変更する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバのシステム変更を行うために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを停止します。

(2) 仮想サーバのシステムを変更します。

(3) 仮想サーバを起動します。

(4) 完了通知をメール送信します。

運用フローは、表1.6に示すように５つのアクティビティが配置されています。

 
表1.6 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ停止 仮想サーバを停止する運用操作アクティビティ

仮想サーバ変更 仮想サーバのシステムを変更する運用操作アクティビティ

仮想サーバ起動 仮想サーバを起動する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバのシステム変更結果をメール送信する運用操作アクティビティ

エラー通知

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.7に従い、入力してください。
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表1.7 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス

注1)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。

・ 完了通知

・ エラー通知

表1.8に従い、入力してください。

 
表1.8 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

完了通知

エラー通知

smtpusername (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.9に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.9 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

servername1 必須 仮想サーバ停止

仮想サーバ変更

仮想サーバ起動

システムを変更する仮想サーバ名

servername2

newservername1 任意 仮想サーバ変更 サーバ名を変更する場合、変更後のサーバ名

newservername2

numofprocessor1 任意 仮想サーバ変更 CPU数を変更する場合、変更後のCPU数

numofprocessor2

processorspeed1 任意 仮想サーバ変更 CPU性能を変更する場合、変更後のCPU性能

processorspeed2

memorysize1 任意 仮想サーバ変更 メモリサイズを変更する場合、変更後のメモリサイズ

memorysize2

disksize1 任意 仮想サーバ変更 ディスクを増設する場合、増設するディスク容量

disksize2

toaddress 必須 完了通知

エラー通知

完了通知メールおよびエラー通知メールの送信先アドレ

ス
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1.6.3 システムを破棄する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバを削除するために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを停止します。

(2) 仮想サーバを削除します。

(3) 完了通知をメール送信します。

運用フローは、表1.10に示すように４つのアクティビティが配置されています。

 
表1.10 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ停止 仮想サーバを停止する運用操作アクティビティ

仮想サーバ削除 仮想サーバを削除する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバの削除結果をメール送信する運用操作アクティビティ

エラー通知

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.11に従い、入力してください。
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表1.11 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス

注1)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。

・ 完了通知

・ エラー通知

表1.12に従い、入力してください。

 
表1.12 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

完了通知

エラー通知

smtpusername (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.13に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.13 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

servername1 必須 仮想サーバ停止

仮想サーバ削除

削除する仮想サーバ名

servername2

toaddress 必須 完了通知

エラー通知

完了通知メールおよびエラー通知メールの送信先アドレス

1.6.4 システムを起動する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバを起動するために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを起動します。

(2) 完了通知をメール送信します。
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運用フローは、表1.14に示すように２つのアクティビティが配置されています。

 
表1.14 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ起動 仮想サーバを起動する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバの起動結果をメール送信する運用操作アクティビティ

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.15に従い、入力してください。

 
表1.15 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス

注1)
完了通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。

・ 完了通知

表1.16に従い、入力してください。
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表1.16 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

完了通知 smtpusername (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.17に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.17 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

servername1 必須 仮想サーバ起動 起動する仮想サーバ名

servername2

toaddress 必須 完了通知 完了通知メールの送信先アドレス

1.6.5 システムを停止する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバを停止するために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを停止します。

(2) 完了通知をメール送信します。
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運用フローは、表1.18に示すように２つのアクティビティが配置されています。

 
表1.18 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ停止 仮想サーバを停止する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバの停止結果をメール送信する運用操作アクティビティ

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.19に従い、入力してください。

 
表1.19 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス

注1)
完了通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。

・ 完了通知

表1.20に従い、入力してください。

 
表1.20 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

完了通知 smtpusername (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.21に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.21 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

servername1 必須 仮想サーバ停止 停止する仮想サーバ名

servername2

toaddress 必須 完了通知 完了通知メールの送信先アドレス

1.6.6 システムを再起動する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバを再起動するために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを再起動します。

(2) 完了通知をメール送信します。
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運用フローは、表1.22に示すように２つのアクティビティが配置されています。

 
表1.22 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ再起動 仮想サーバを再起動する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバの再起動結果をメール送信する運用操作アクティビティ

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.23に従い、入力してください。

 
表1.23 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス

注1)
完了通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。
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・ 完了通知

表1.24に従い、入力してください。

 
表1.24 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

完了通知 smtpusername (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.25に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.25 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

servername1 必須 仮想サーバ再起動 再起動する仮想サーバ名

servername2

toaddress 必須 完了通知 完了通知メールの送信先アドレス

1.6.7 システムのスナップショットを作成する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバのスナップショットを作成するために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを停止します。

(2) 仮想サーバのスナップショットを作成します。

(3) 仮想サーバを起動します。

(4) 完了通知をメール送信します。
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運用フローは、表1.26に示すように５つのアクティビティが配置されています。

 
表1.26 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ停止 仮想サーバを停止する運用操作アクティビティ

仮想サーバのスナップ

ショット作成

仮想サーバのスナップショットを作成する運用操作アクティビティ

仮想サーバ起動 仮想サーバを起動する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバのスナップショット作成結果をメール送信する運用操作アクティビティ

エラー通知

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.27に従い、入力してください。

 
表1.27 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス
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注1)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。

・ 完了通知

・ エラー通知

表1.28に従い、入力してください。

 
表1.28 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

完了通知

エラー通知

smtpusername (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.29に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.29 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

servername1 必須 仮想サーバの停止

仮想サーバのスナップ

ショット作成

仮想サーバの起動

スナップショットを作成する仮想サーバ名

servername2

toaddress 必須 完了通知

エラー通知

完了通知メールおよびエラー通知メールの送信先アドレス

1.6.8 システムのスナップショットを復元する

仮想サーバ運用操作テンプレートでは、仮想サーバのスナップショットを復元するために、以下の順番で処理します。

(1) 仮想サーバを停止します。

(2) 仮想サーバのスナップショットを復元します。

(3) 仮想サーバを起動します。

(4) 完了通知をメール送信します。
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運用フローは、表1.30に示すように５つのアクティビティが配置されています。

 
表1.30 アクティビティの配置

アクティビティ名 目的

仮想サーバ停止 仮想サーバを停止する運用操作アクティビティ

仮想サーバのスナップ

ショット復元

仮想サーバのスナップショットを復元する運用操作アクティビティ

仮想サーバ起動 仮想サーバを起動する運用操作アクティビティ

完了通知 仮想サーバのスナップショット復元結果をメール送信する運用操作アクティビティ

エラー通知

 
入力値のカスタマイズ

運用フローのプロパティのユーザ定義属性に値の設定が必要です。表1.31に従い、入力してください。

 
表1.31 運用フローのユーザ定義属性

ユーザ定義属性名 入力値

smtpserver (注1) 送信メール(SMTP)サーバのホスト名またはIPアドレス

fromaddress (注2) メールの送信元アドレス
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注1)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるhostnameパラメタの値として使用します。

注2)
完了通知アクティビティおよびエラー通知アクティビティの入力情報であるfromaddressパラメタの値として使用します。

以下のアクティビティの入力情報に対して、必要に応じてパラメタに値を設定してください。

・ 完了通知

・ エラー通知

表1.32に従い、入力してください。

 
表1.32 アクティビティの入力情報

アクティビティ名 パラメタ名 入力値

完了通知

エラー通知

smtpusername (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザ名

smtppassword (注) 送信メール(SMTP)サーバのホストへSMTP認証を行うユーザのパスワード

注)
メール送信時にSMTPサーバへの認証が必要な環境の場合に、設定してください。

 
申請画面での入力情報

運用フローの実行時、申請画面では表1.33に示すパラメタの入力を行います。

 
表1.33 申請画面での入力情報

パラメタ名 値入力 パラメタを使用する

アクティビティ

入力値

servername1 必須 仮想サーバ停止

仮想サーバのスナップ

ショット復元

仮想サーバ起動

スナップショットを復元する仮想サーバ名

servername2

toaddress 必須 完了通知

エラー通知

完了通知メールおよびエラー通知メールの送信先アドレス

1.6.9 操作対象の仮想サーバ数の変更

各運用フローセットでは、２つの仮想サーバに対して並列に操作を行います。操作を行うサーバ数を変更する場合は、運用フローセッ

トの変更が必要です。

 
対象サーバの追加

対象サーバを追加する手順を以下に説明します。

1. 仮想サーバ運用操作テンプレートの各運用フローでは、サーバ単位にスイムレーンにより処理を分けています。スイムレーン、

およびスイムレーン上の全てのノードと矢印をコピーし、貼り付けます。

例えば、「システムを破棄する」運用フローセットの場合では以下のノードが対象です。

－ 仮想サーバ停止アクティビティ

－ 仮想サーバ削除アクティビティ

－ 完了通知アクティビティ

－ エラー通知アクティビティ

－ Complex Conditionalノード

－ 「正常終了」矢印と「エラー終了」矢印を入力とするORノード
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2. 追加した各ノードに定義されているudaおよびslipの中で、「servername1」「servername2」のように名前の末尾が数字のudaおよび

slipは、数字の部分を変更します。例えば、サーバ3の処理を追加する場合は、「servername3」と変更します。

名前の末尾が数字以外のudaおよびslipは、サーバ間で共通の値を使用します。このudaおよびslipの名前は変更不要です。

運用操作アクティビティの場合は、入力情報と出力情報を確認してください。Complex Conditionalノードの場合は、決定ルール

の条件式を確認してください。

3. 変更したudaの名前（例えば「servername3」）を運用フローのユーザ定義属性に追加します。slipの名前は追加の必要はありませ

ん。

4. 運用フローを保存した後で、電子フォームの作成を行います。

 

 参照

運用フローの編集および電子フォームの作成については、“Systemwalker Runbook Automation BPM Studio利用ガイド”を参照してく

ださい。

 
対象サーバの削除

対象サーバを削除する手順を以下に説明します。

1. 仮想サーバ運用操作テンプレートの各運用フローでは、サーバ単位にスイムレーンにより処理を分けています。スイムレーン、

およびスイムレーン上の全てのノードと矢印を削除します。

例えば、「システムを破棄する」運用フローセットの場合では以下のノードが対象です。

－ 仮想サーバ停止アクティビティ

－ 仮想サーバ削除アクティビティ

－ 完了通知アクティビティ

－ エラー通知アクティビティ

－ Complex Conditionalノード

－ 「正常終了」矢印と「エラー終了」矢印を入力とするORノード
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2. 運用フローを保存した後で、電子フォームの作成を行います。

 

 参照

運用フローの編集および電子フォームの作成については、“Systemwalker Runbook Automation BPM Studio利用ガイド”を参照してく

ださい。
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第2章 運用フローセットの登録

本章では、Systemwalker Runbook Automationにおいてテンプレートを運用する場合に、運用フローセットを登録する手順について説

明します。

2.1 Systemwalker技術情報ホームページからのダウンロード

ダウンロードの方法を以下に示します。

1. Systemwalker Runbook Automationが導入されていない場合は、Systemwalker Runbook Automationを導入します。

2. Systemwalker技術情報ホームページで公開しているテンプレートをダウンロードします。ダウンロードしたテンプレートのファイル

は圧縮されているため、展開してください。

2.2 運用フローセットの設定

Systemwalker Runbook Automationにテンプレートを登録する場合、Interstage BPM Studio for Systemwalkerで、事前に運用フロー

セットの設定が必要になります。以下の手順で設定を実施してください。

Interstage BPM Studio for Systemwalkerに、運用操作部品をインポートする。（“2.2.1 Interstage BPM Studio for Systemwalkerに

運用操作部品をインポート”参照)

Interstage BPM Studio for Systemwalkerに、運用フローセットをインポートする。（“2.2.2 Interstage BPM Studio for Systemwalker

に運用フローセットをインポート”参照）

Interstage BPM Studio for Systemwalkerを使用して、フローを変更する。（“2.2.3 Interstage BPM Studio for Systemwalkerを使用

して、運用フローセットを変更”参照）

2.2.1 Interstage BPM Studio for Systemwalkerに運用操作部品をインポート

Interstage BPM Studio for Systemwalkerに運用操作部品をインポートするための方法を説明します。

テンプレートに含まれるすべての運用操作部品ファイルのそれぞれに対して、以下の操作を実施します。

1. [運用操作部品管理]ビューで、[サーバの操作]カテゴリを右クリックします。ポップアップメニューから、[運用操作部品のインポー

ト]を選択します。
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2. [運用操作部品のインポート]ダイアログが開きます。以下の２つの入力を実施します。

－ [アーカイブ・ファイル]フィールドにインポートする運用操作部品を選択します。[参照]をクリックしたあとで、Systemwalker技
術情報ホームページからダウンロードした、インポートする「.zipファイル」を選択し、[OK]をクリックします。

－ [プロセス定義エディタのパレットに運用操作部品を登録する]をチェックします。

3. [プロセス定義エディタのパレットに運用操作部品を登録する]をチェックしてインポートを行った場合、Interstage BPM Studio for
Systemwalker を再起動するかどうかを確認するダイアログが表示されます。すぐに再起動する場合は、[はい]をクリックします。

2.2.2 Interstage BPM Studio for Systemwalkerに運用フローセットをインポート

Interstage BPM Studio for Systemwalkerに運用フローセットをインポートする方法を説明します。

1. [ナビゲーター]ビューで、任意の場所を右クリックします。ポップアップメニューから、[Barファイルのインポート]を選択します。

2. [Barファイルのインポート]ダイアログが開きます。インポートするプロジェクトを指定するため以下の手順に従います。
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(1) [アーカイブ・ファイル]フィールドにインポートする運用フローセットを選択します。

(2) [参照]をクリックしたあとで、Systemwalker技術情報ホームページからダウンロードした、インポートする.barファイルを選択し、

[OK]をクリックします。

(3) [プロジェクト名]から、インポートするプロジェクトの名前を選択します。インポートするプロジェクトの名前がワークスペースの

他のプロジェクトと同じ場合は、エラーメッセージが表示されます。競合を避けるために、プロジェクトの名前を変更してください。

(4) [次へ]をクリックします。

3. [プロジェクト]ダイアログで、プロジェクトの追加情報を入力します。

プロジェクトの追加情報の入力はオプションです。プロジェクトの簡単な説明およびプロジェクト所有者の名前を入力できます。

なお、所有者は設定する必要はありません。

4. [終了]をクリックして、選択したプロジェクトコンポーネントをワークスペースにインポートします。
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2.2.3 Interstage BPM Studio for Systemwalkerを使用して、運用フローセットを
変更

以下の手順で、運用フローセットを変更します。

1. [ナビゲーター]ビューのProcess Definitionsから、“2.2.2 Interstage BPM Studio for Systemwalkerに運用フローセットをインポー

ト”でインポートした運用フローセットを参照します。

2. 業務要件に合わせて、運用フローセットを変更します。

操作方法に関しては、“Interstage BPM Studio for Systemwalker 利用ガイド”を参照してください。

3. 運用フローの入出力情報を設定します。

4. 運用フローセットのエクスポートをします。（エクスポートした運用フローセットは、“2.3.2 運用自動化サーバに運用フローセットを

登録”で使用します。）運用フローセットのエクスポートの方法については、“Systemwalker Runbook Automation 開発ガイド”

の“運用操作部品のエクスポート”を参照してください。

2.3 運用自動化サーバに運用フローセットを登録

Systemwalker Runbook Automationへのテンプレートの登録方法は、以下の手順で実施します。

運用自動化サーバに運用操作部品を登録する。（“2.3.1 運用自動化サーバに運用操作部品を登録”参照）

運用自動化サーバに運用フローセットを登録する。（“2.3.2 運用自動化サーバに運用フローセットを登録”参照）

2.3.1 運用自動化サーバに運用操作部品を登録

運用操作部品を運用自動化サーバに登録して、運用操作部品を実行できる状態にします。

運用操作部品の登録の手順など詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“運用操作部品の登録”を参

照してください。
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2.3.2 運用自動化サーバに運用フローセットを登録

運用フローセットを運用自動化サーバに登録して、運用フローを実行できる状態にします。

運用フローセットの登録の手順など詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“運用フローセットの管理”を

参照してください。
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第3章 セットアップ

本章では、Systemwalker Runbook Automationにおいて、テンプレートを運用する場合のセットアップ方法について説明します。

3.1 運用自動化サーバの設定

本節では、運用自動化サーバの設定方法について説明します。

3.1.1 仮想サーバ運用操作テンプレート配付ファイルの配置

仮想サーバ運用操作テンプレートの使用に必要なファイルを、運用自動化サーバに配置します。

仮想サーバ運用操作テンプレートを展開したディレクトリにて、swrba_template_vserver_deploytool.batファイルを実行します。

> cd [仮想サーバ運用操作テンプレートを展開したディレクトリ]

> swrba_template_vserver_deploytool.bat

 

 注意

Systemwalker Runbook Automationが動作している場合は、事前にSystemwalker Runbook Automationを停止してください。

3.1.2 CMDBへの情報登録

本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報をCMDBから取得します。

そのため、必要となる情報を事前にCMDBへ格納しておく必要があります。

 
仮想サーバの管理サーバの情報

仮想サーバの管理サーバの情報を[論理ノード]（LogicalServer）に登録します。

CIタイプ：[論理ノード]に以下の値の設定が必要です。

 
表3.1 論理ノード(LogicalServer）への設定内容

属性 設定値

ユニーク識別子 任意の値

ホスト名 仮想サーバの管理サーバのホスト名

代表IPアドレス 仮想サーバの管理サーバのIPアドレス

 

 参照

CMDBにデータを登録する操作については、“Systemalker Runbook Automation 運用ガイド”の“構成管理画面”を参照してください。

 
仮想サーバの管理製品および管理サーバの情報

仮想サーバの管理製品の情報を［インストール済ソフトウェア］(InstalledSoftware)に登録します。また、登録した［インストール済ソフト

ウェア］を、仮想サーバの管理サーバの情報が登録されている[論理ノード]と関連づけします。手順を以下に示します。

(1) Systemwalker Runbook Automationにログインします。

(2) 「構成管理」の「CI登録」を押下します。
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(3) 「CIタイプ選択」から「インストール済ソフトウェア」を選択します。

(4) 以下の値を設定します。

 
表3.2 インストール済ソフト(InstalledSoftware）への設定内容

属性 設定値

ユニーク識別子 任意の値

製品名 ServerView Resource Orchestrator

特記事項 ServerView Resource OrchestratorにREST通信するためのPort番号

(5) 「関係CI」を押下したあとで、「追加」ボタンを押下します。
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(6) 「検索」を押下します。

(7) 「CIタイプ」から「論理ノード」を選択したあとで、「検索」ボタンを押下します。

(8) 「CI一覧」から仮想サーバの管理サーバ情報を選択します。

(9)「参照元」を選択したあとで、「追加」ボタンを押下します。

(10) 「登録」ボタンを押下します。
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仮想サーバの管理サーバの認証情報

swpm_uaimportコマンドを使用して、仮想サーバの管理サーバの認証情報を設定します。

・ swpm_uaimportコマンドに指定する入力ファイル(CSV形式)の例

"仮想サーバの管理サーバのIPアドレス","OS","仮想サーバの管理サーバへの操作を実行するユーザ名","仮想サーバの管理

サーバへの操作を実行するユーザのパスワード","true","false",,"コメント"

swpm_uaimportコマンドおよび入力ファイルの詳細については、“Systemwalker Runbook Automation リファレンスガイド”

の“swpm_uaimport（ユーザ情報のインポートコマンド）”を参照してください。

 

 ポイント

swpm_uaimportコマンドで登録した管理サーバのユーザ名を、ServerView Resource Orchestratorの管理者として登録してください。

3.2 仮想サーバの管理サーバの設定

3.2.1 ServerView Resource Orchestratorの設定

「仮想サーバを構築する」運用操作部品を使用する場合は、事前にServerView Resource OrchestratorのOSプロパティ定義ファイルに

OSの設定情報を定義してください。

 

 参照

OSプロパティ定義ファイルについては、“ServerView Resource Orchestrator ユーザーズガイド”を参照してください。
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付録A 運用フローセット開発者向けリファレンス

本章では、仮想サーバ運用操作テンプレートに含まれる運用フローセットの運用操作アクティビティのプロパティ画面の操作に含まれ

る以下の項目について説明します。

・ 運用操作部品の一覧

・ それぞれの運用操作部品の入出力情報

A.1 運用操作部品の一覧

仮想サーバ運用操作テンプレートで提供する運用操作部品を以下に示します。

 
運用操作部品名称

A.2 仮想サーバを構築する

A.3 仮想サーバを削除する

A.4 仮想サーバを起動する

A.5 仮想サーバを停止する

A.6 仮想サーバを再起動する

A.7 仮想サーバのシステムを変更する

A.8 仮想サーバの一覧を取得する

A.9 仮想サーバの詳細情報を取得する

A.10 仮想サーバのスナップショットを作成する

A.11 仮想サーバのスナップショットを復元する

A.2 仮想サーバを構築する
 

機能説明

仮想サーバを構築します。

 
オプション
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必須オプション

(1) templatename

構築するサーバのテンプレート名です。

テンプレート名を省略した場合、引数エラーとなります。

テンプレート名の文字数の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(2) imagename

構築するサーバのイメージ名です。

イメージ名を省略した場合、引数エラーとなります。

イメージ名の文字数の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(3) servername

構築するサーバに付与する名前です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(4) serverpassword

構築するサーバの管理者パスワードです。

適用するイメージに設定されている管理者パスワードを指定します。

構築するサーバのOSがWindowsの場合、適用するイメージに管理者パスワードが設定されていない場合には、ここに指定したパ

スワードが管理者パスワードになります。

パスワードを省略した場合、引数エラーとなります。

パスワードの文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(5) network

構築するサーバのネットワーク環境を設定するためのネットワークリソース名です。

最大３つのネットワーク環境に対してネットワークリソース名を指定可能です。各ネットワークリソース名はカンマを使用して区切りま

す。

同一のネットワークリソースを使用して複数のネットワーク環境を設定する場合には、設定するネットワーク環境の数だけネットワー

クリソース名を指定します。
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ネットワークリソース名を省略した場合、引数エラーとなります。

ネットワークリソース名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(例)
ネットワーク環境1にネットワークリソース名：network_a、ネットワーク環境2にネットワークリソース名：network_bを指定する場合：

network_a,network_b

(例)
ネットワーク環境1にネットワークリソース名：network_a、ネットワーク環境2にネットワークリソース名：network_a、ネットワーク環境3に
ネットワークリソース名：network_bを指定する場合：

network_a,network_a,network_b

(6) manageserver

仮想サーバの管理サーバのIPアドレスです。

仮想サーバの管理サーバと運用自動化サーバが同じサーバの場合は、`127.0.0.1`を指定します。

IPアドレスを省略した場合、引数エラーとなります。

IPアドレスの文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

 
詳細オプション

(1) numofprocessor

仮想サーバのCPU数です。

テンプレートの構成環境情報から仮想サーバのCPU数を変更する場合に、変更後のCPU数を指定します。

1～8の範囲で指定が可能です。8より大きい場合、引数エラーとなります。

(2) processorspeed

仮想サーバのCPU性能です。

テンプレートの構成環境情報から仮想サーバのCPU性能を変更する場合に、変更後のCPU性能を指定します。

GHzを単位として、0.1～8の範囲で小数第一位まで指定が可能です。なお、単位（GHz）は指定不要です。

指定する文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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(3) memorysize

仮想サーバのメモリサイズです。

テンプレートの構成環境情報から仮想サーバのメモリサイズを変更する場合に、変更後のメモリサイズを指定します。

Gバイトを単位として、0.1～255の範囲で少数第一位まで指定が可能です。単位（Gバイト）は指定不要です。

指定する文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(4) serveripaddress

構築する仮想サーバに割り当てるIPアドレスです。

仮想サーバに特定のIPアドレスを割り当てる場合に指定します。

最大３つのネットワーク環境に対してIPアドレスを指定可能です。各IPアドレスはカンマを使用して区切ります。指定する順番は

network：ネットワークリソース名の指定と同じ順番にします。 
IPアドレスの文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(例) 3組のネットワークリソース名とIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリ

ソース名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a 10.192.168.100 network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：

      10.192.168.100,10.192.168.101,10.192.168.102

環境2 newtwork_b 10.192.168.101

環境3 newtwork_c 10.192.168.102

(例) 同一のネットワークリソース名を複数指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリ

ソース名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a 10.192.168.100 network：network_a,network_b,network_b

serveripaddress：

      10.192.168.100,10.192.168.101,10.192.168.102

環境2 newtwork_b 10.192.168.101

環境3 newtwork_b 10.192.168.102

(例) 2つ目のネットワーク環境はIPアドレスの指定を省略、1つ目と3つ目のネットワーク環境にはIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリソー

ス名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a 10.192.168.100 network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：

      10.192.168.100,,10.192.168.102

環境2 newtwork_b （指定なし）

環境3 newtwork_c 10.192.168.102

(例) 1つ目と2つ目のネットワーク環境はIPアドレスの指定を省略、3つ目のネットワーク環境にはIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリソー

ス名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a （指定なし） network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：

      ,,10.192.168.102

環境2 newtwork_b （指定なし）

環境3 newtwork_c 10.192.168.102

(例) 1つ目と3つ目のネットワーク環境はIPアドレスの指定を省略、2つ目のネットワーク環境にはIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリソー

ス名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a （指定なし） network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：環境2 newtwork_b 10.192.168.101
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ネットワーク環

境

ネットワークリソー

ス名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境3       ,10.192.168.101newtwork_c （指定なし）

(5) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は3600(秒)です。

(6) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの構築に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの構築に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの構築に成功した場合、構築したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの構築に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品では、事前にServerView Resource OrchestratorのOSプロパティ定義ファイルにOSの設定情報を定義しておく必

要があります。詳細については、“ServerView Resource Orchestrator ユーザーズガイド”を参照してください。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。
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A.3 仮想サーバを削除する
 

機能説明

仮想サーバを削除します。

 
オプション

 
必須オプション

(1) servername

削除するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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詳細オプション

(1) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(2) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの削除に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの削除に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。
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復帰値 意味

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの削除に成功した場合、削除したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの削除に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品の実行時には、削除対象の仮想サーバは停止している必要があります。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.4 仮想サーバを起動する
 

機能説明

仮想サーバを起動します。

 
オプション
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必須オプション

(1) servername

起動するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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詳細オプション

(1) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(2) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの起動に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの起動に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。
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復帰値 意味

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの起動に成功した場合、起動したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの起動に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.5 仮想サーバを停止する
 

機能説明

仮想サーバを停止します。

 
オプション

 
必須オプション
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(1) servername

停止するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

 
詳細オプション

(1) forcestop

仮想サーバの停止操作の強制オプションです。

仮想サーバのOSのシャットダウン処理を行わずに、強制的に停止する場合に“on”を指定します。

強制停止を行わない場合は、“off”を指定します。なお、大文字／小文字は区別しません。

省略値は“off”です。

(2) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(3) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの停止に成功しました。
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復帰値 意味

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの停止に失敗しました。

173 仮想サーバは停止中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの停止に成功した場合、停止したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの停止に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.6 仮想サーバを再起動する
 

機能説明

仮想サーバを再起動します。

 
オプション
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必須オプション

(1) servername

再起動するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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詳細オプション

(1) forcestop

仮想サーバの停止操作の強制オプションです。

仮想サーバのOSのシャットダウン処理を行わずに、強制的に停止後に再起動する場合に“on”を指定します。

強制停止を行わない場合は、“off”を指定します。なお、大文字／小文字は区別しません。

省略値は“off”です。

(2) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(3) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの再起動に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの構築に失敗しました。

173 仮想サーバは停止中です。
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復帰値 意味

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの再起動に成功した場合、再起動したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの再起動に失敗した場合は、標準出力

には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.7 仮想サーバのシステムを変更する
 

機能説明

仮想サーバのシステムを変更します。

 
オプション
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必須オプション

(1) servername

システムを変更するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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詳細オプション

(1) newservername

仮想サーバの名称です。

仮想サーバ名を変更する場合に、変更後の名称を指定します。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(2) numofprocessor

仮想サーバのCPU数です。

仮想サーバのCPU数を変更する場合に、変更後のCPU数を指定します。

1～8の範囲で指定が可能です。8より大きい場合、引数エラーとなります。

(3) processorspeed

仮想サーバのCPU性能です。

仮想サーバのCPU性能を変更する場合に、変更後のCPU性能を指定します。

GHzを単位として、0.1～8の範囲で小数第一位まで指定が可能です。なお、単位（GHz）は指定不要です。

指定する文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(4) memorysize

仮想サーバのメモリサイズです。

仮想サーバのメモリサイズを変更する場合に、変更後のメモリサイズを指定します。

Gバイトを単位として、0.1～255の範囲で少数第一位まで指定が可能です。なお、単位（Gバイト）は指定不要です。

指定する文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

(5) disksize

仮想サーバに割り当てるディスク容量です。

仮想サーバのディスクを増設する場合に、増設するディスク容量を指定します。

Gバイトを単位として、0.1～2048の範囲で少数第一位まで指定が可能です。なお、単位（Gバイト）は指定不要です。

指定する文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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(6) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(7) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバのシステム変更に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバのシステム変更に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバのシステム変更に成功した場合、変更したサーバ名を標準出力します。仮想サーバのシステム変更に失敗した場合は、

標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品の実行時には、変更対象の仮想サーバは停止している必要があります。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.8 仮想サーバの一覧を取得する
 

機能説明

仮想サーバの一覧を取得します。
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オプション

 
必須オプション

必須オプションはありません。

 
詳細オプション

(1) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(2) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの一覧取得に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの一覧取得に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。
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復帰値 意味

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの構築に成功した場合、取得した仮想サーバの一覧を標準出力します。仮想サーバの一覧取得に失敗した場合は、標

準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

一覧は以下の形式で出力します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Resources>

<ManagerServer name="[仮想サーバの管理サーバ名]" >

<VirtualServerName>[仮想サーバ名]</VirtualServerName>

<VirtualServerName>[仮想サーバ名]</VirtualServerName>

・・・

</ManagerServer>

<ManagerServer name="[仮想サーバの管理サーバ名]" >

・・・

</ManagerServer>

</Resources>

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.9 仮想サーバの詳細情報を取得する
 

機能説明

仮想サーバの詳細情報を取得します。

 
オプション
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必須オプション

(1) servername

詳細情報を取得するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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詳細オプション

(1) detail

仮想サーバの管理製品が管理する詳細情報を全て出力するか指定します。

一覧情報に管理製品の出力情報を追加する場合は、“on”を指定します。

出力情報を追加しない場合は、“off”を指定します。なお、大文字／小文字は区別しません。

省略値は“off”です。

(2) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(3) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの詳細情報の取得に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの詳細情報の取得に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。
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復帰値 意味

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの詳細情報の取得に成功した場合、取得した詳細情報を標準出力します。仮想サーバの詳細情報の取得に失敗した場

合は、標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

詳細情報は以下の形式で出力します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Resources>

<VirtualServerName>[仮想サーバ名]</VirtualServerName>

<OSType>[OS種別]</OSType>

<PowerStatus>[電源状況]</PowerStatus>

<Processor>

<ProcessorArch>[CPU アーキテクチャ]</ProcessorArch>

<ProcessorSpeed>[CPU クロック数]</ProcessorSpeed>

<NumOfProcessors>[CPU 数]</NumOfProcessors>

</Processor>

<Memory>

<MemorySize>[メモリ容量]</MemorySize>

</Memory>

<Disks>

<Disk>

<DiskSize>[ディスク容量]</DiskSize>

</Disk>

・・・（ディスク毎に繰り返し出力）

</Disks>

<Networks>

<Network>

<MacAddress>[MAC アドレス]</MacAddress>

<IpAddress>[IP アドレス]</IpAddress>

</Network>

・・・  （接続されているネットワークカード毎に繰り返し出力）

</Networks>

</Resources>

detailパラメタに“on”を指定した場合、上記のネットワーク情報に続けて仮想サーバの管理製品の出力情報を出力します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Resources>

・・・

</Networks>

<AdditionalInfomation>

<Software>[ServerView Resource Orchestrator]</Software>

<OutputData>

[ServerView Resource Orchestratorの出力情報]

</OutputData>

</AdditionalInfomation>

</Resources>
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注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.10 仮想サーバのスナップショットを作成する
 

機能説明

仮想サーバのスナップショットを作成します。

 
オプション

 
必須オプション

(1) servername

スナップショットを作成するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。
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詳細オプション

(1) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(2) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバのスナップショット作成に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバのスナップショット作成に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。
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復帰値 意味

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバのスナップショット作成に成功した場合、スナップショットを作成したサーバ名を標準出力します。仮想サーバのスナップ

ショット作成に失敗した場合は、標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。

A.11 仮想サーバのスナップショットを復元する
 

機能説明

仮想サーバのスナップショットを復元します。

 
オプション

 
必須オプション

- 58 -



(1) servername

スナップショットを復元するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

サーバ名の文字列の上限は、1024文字です。1024文字より大きい場合、引数エラーとなります。

 
詳細オプション

(1) timeout

運用操作部品の実行の完了待ち合わせ時間(秒)です。

1～86,400(1日)の範囲で指定が可能です。

(例) 完了待ち合わせを10分間する場合：600

省略値は300(秒)です。

(2) retry

運用操作部品の実行の起動リトライ回数です。

0～5の範囲で指定が可能です。

(例) 起動リトライを2回する場合：2

省略値は0(回)です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバのスナップショット復元に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバのスナップショット復元に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。
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復帰値 意味

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

201 運用操作部品の実行がタイムアウトしました。

202 運用操作部品が実行されませんでした。

203 運用操作部品の実行が失敗しました。運用自動化サーバの環境に問題があります。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバのスナップショット復元に成功した場合、スナップショットを復元したサーバ名を標準出力します。仮想サーバのスナップ

ショット復元に失敗した場合は、標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品の実行時には、スナップショット復元対象の仮想サーバは停止している必要があります。

・ 復帰値の確認は、BPMコンソールを用いてします。詳細については、“Systemwalker Runbook Automation 管理ガイド”の“伝票の

処理状況確認”を参照してください。

・ 202、203の復帰値が出力された場合は、運用フローセットが異常終了しています。運用自動化サーバのイベントログ上に出力され

ているメッセージを確認したあとで、適切な対処を実施してください。メッセージの詳細については、“Systemwalker Runbook
Automation メッセージ集”を参照してください。
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付録B 運用操作部品の開発者向けリファレンス

本章では、仮想サーバ運用操作テンプレートに含まれる運用操作部品について説明します。

B.1 運用操作部品の一覧

仮想サーバ運用操作テンプレートで提供する運用操作部品を以下に示します。

 
運用操作部品名称

B.2 仮想サーバを構築する

B.3 仮想サーバを削除する

B.4 仮想サーバを起動する

B.5 仮想サーバを停止する

B.6 仮想サーバを再起動する

B.7 仮想サーバのシステムを変更する

B.8 仮想サーバの一覧を取得する

B.9 仮想サーバの詳細情報を取得する

B.10 仮想サーバのバックアップを取得する

B.11 仮想サーバをリストアする

B.2 仮想サーバを構築する
 

記述形式

swrba_vserver_create.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバを構築します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) templatename

構築するサーバのテンプレート名です。

テンプレート名を省略した場合、引数エラーとなります。

(2) imagename

構築するサーバのイメージ名です。

イメージ名を省略した場合、引数エラーとなります。

(3) servername

構築するサーバに付与する名前です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。
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(4) serverpassword

構築するサーバの管理者パスワードです。

適用するイメージに設定されている管理者パスワードを指定します。

構築するサーバのOSがWindowsの場合、適用するイメージに管理者パスワードが設定されていない場合には、ここに指定したパ

スワードが管理者パスワードになります。

パスワードを省略した場合、引数エラーとなります。

(5) network

構築するサーバのネットワークリソース名です。

最大３つのネットワーク環境に対してネットワークリソース名を指定可能です。各ネットワークリソース名はカンマを使用して区切りま

す。

同一のネットワークリソースを使用して複数のネットワーク環境を設定する場合には、設定するネットワーク環境の数だけネットワー

クリソース名を指定します。

ネットワークリソース名を省略した場合、引数エラーとなります。

(例)
ネットワーク環境1にネットワークリソース名：network_a、ネットワーク環境2にネットワークリソース名：network_bを指定する場合：

network_a,network_b

(例)
ネットワーク環境1にネットワークリソース名：network_a、ネットワーク環境2にネットワークリソース名：network_a、ネットワーク環境3に
ネットワークリソース名：network_bを指定する場合：

network_a,network_a,network_b

(6) manageservere

仮想サーバの管理サーバのIPアドレスです。

仮想サーバの管理サーバと運用自動化サーバが同じサーバの場合は、`127.0.0.1`を指定します。

IPアドレスを省略した場合、引数エラーとなります。

(7) numofprocessor

仮想サーバのCPU数です。

テンプレートの構成環境情報から仮想サーバのCPU数を変更する場合に、変更後のCPU数を指定します。

1～8の範囲で指定が可能です。8より大きい場合、引数エラーとなります。

(8) processorspeed

仮想サーバのCPU性能です。

テンプレートの構成環境情報から仮想サーバのCPU性能を変更する場合に、変更後のCPU性能を指定します。

GHzを単位として、0.1～8の範囲で小数第一位まで指定が可能です。8より大きい場合、引数エラーとなります。

(9) memorysize

仮想サーバのメモリサイズです。

テンプレートの構成環境情報から仮想サーバのメモリサイズを変更する場合に、変更後のメモリサイズを指定します。

Gバイトを単位として、0.1～255の範囲で少数第一位まで指定が可能です。255より大きい場合、引数エラーとなります。

(10) serveripaddress

構築する仮想サーバに割り当てるIPアドレスです。

仮想サーバに特定のIPアドレスを割り当てる場合に指定します。

最大３つのネットワーク環境に割り当てるIPアドレスを指定可能です。各IPアドレスはカンマを使用して区切ります。指定する順番は

ネットワークリソース名の指定と同じ順番にします。

(例) 3組のネットワークリソース名とIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリ

ソース名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a 10.192.168.100 network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：

      10.192.168.100,10.192.168.101,10.192.168.102

環境2 newtwork_b 10.192.168.101

環境3 newtwork_c 10.192.168.102
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(例) 同一のネットワークリソース名を複数指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリ

ソース名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a 10.192.168.100 network：network_a,network_b,network_b

serveripaddress：

      10.192.168.100,10.192.168.101,10.192.168.102

環境2 newtwork_b 10.192.168.101

環境3 newtwork_b 10.192.168.102

(例) 2つ目のネットワーク環境はIPアドレスの指定を省略、1つ目と3つ目のネットワーク環境にはIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリソー

ス名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a 10.192.168.100 network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：

      10.192.168.100,,10.192.168.102

環境2 newtwork_b （指定なし）

環境3 newtwork_c 10.192.168.102

(例) 1つ目と2つ目のネットワーク環境はIPアドレスの指定を省略、3つ目のネットワーク環境にはIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリソー

ス名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a （指定なし） network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：

      ,,10.192.168.102

環境2 newtwork_b （指定なし）

環境3 newtwork_c 10.192.168.102

(例) 1つ目と3つ目のネットワーク環境はIPアドレスの指定を省略、2つ目のネットワーク環境にはIPアドレスを指定する場合：

 
ネットワーク環

境

ネットワークリソー

ス名

IPアドレス networkとserveripadoressの指定方法

環境1 newtwork_a （指定なし） network：network_a,network_b,network_c

serveripaddress：

      ,10.192.168.101

環境2 newtwork_b 10.192.168.101

環境3 newtwork_c （指定なし）

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの構築に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの構築に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの構築に成功した場合、構築したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの構築に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。
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利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品では、事前にServerView Resource OrchestratorのOSプロパティ定義ファイルにOSの設定情報を定義しておく必

要があります。詳細については、“ServerView Resource Orchestrator ユーザーズガイド”を参照してください。

B.3 仮想サーバを削除する
 

記述形式

swrba_vserver_delete.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバを構築します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

削除するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの削除に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの削除に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。
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標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの削除に成功した場合、削除したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの削除に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品の実行時には、削除対象の仮想サーバは停止している必要があります。

B.4 仮想サーバを起動する
 

記述形式

swrba_vserver_start.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバを起動します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

起動するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの起動に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの起動に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。
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標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの起動に成功した場合、起動したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの起動に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

B.5 仮想サーバを停止する
 

記述形式

swrba_vserver_stop.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバを停止します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

停止するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

(2) forcestop

仮想サーバの停止操作の強制オプションです。

仮想サーバのOSのシャットダウン処理を行わずに、強制的に停止する場合に“on”を指定します。

強制停止を行わない場合は、“off”を指定します。なお、大文字／小文字は区別しません。

省略値は“off”です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの停止に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの停止に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。
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復帰値 意味

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの停止に成功した場合、停止したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの停止に失敗した場合は、標準出力には何も

出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

B.6 仮想サーバを再起動する
 

記述形式

swrba_vserver_restart.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバを再起動します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

再起動するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

(2) forcestop

仮想サーバの停止操作の強制オプションです。

仮想サーバのOSのシャットダウン処理を行わずに、強制的に停止後に再起動する場合に“on”を指定します。

強制停止を行わない場合は、“off”を指定します。なお、大文字／小文字は区別しません。

省略値は“off”です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの再起動に成功しました。
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復帰値 意味

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの構築に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの再起動に成功した場合、再起動したサーバ名を標準出力します。仮想サーバの再起動に失敗した場合は、標準出力

には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

B.7 仮想サーバのシステムを変更する
 

記述形式

swrba_vserver_changesystem.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバのシステムを変更します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

システムを変更するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

(2) newservername

仮想サーバの名称です。

仮想サーバ名を変更する場合に、変更後の名称を指定します。
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(3) numofprocessor

仮想サーバのCPU数です。

仮想サーバのCPU数を変更する場合に、変更後のCPU数を指定します。

1～8の範囲で指定が可能です。8より大きい場合、引数エラーとなります。

(4) processorspeed

仮想サーバのCPU性能です。

仮想サーバのCPU性能を変更する場合に、変更後のCPU性能を指定します。

GHzを単位として、0.1～8の範囲で小数第一位まで指定が可能です。8より大きい場合、引数エラーとなります。

(5) memorysize

仮想サーバのメモリサイズです。

仮想サーバのメモリサイズを変更する場合に、変更後のメモリサイズを指定します。

Gバイトを単位として、0.1～255の範囲で少数第一位まで指定が可能です。255より大きい場合、引数エラーとなります。

(6) disksize

仮想サーバに割り当てるディスク容量です。

仮想サーバのディスクを増設する場合に、増設するディスク容量を指定します。

Gバイトを単位として、0.1～2048の範囲で少数第一位まで指定が可能です。2048より大きい場合、引数エラーとなります。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバのシステム変更に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバのシステム変更に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバのシステム変更に成功した場合、変更したサーバ名を標準出力します。仮想サーバのシステム変更に失敗した場合は、

標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品の実行時には、変更対象の仮想サーバは停止している必要があります。

B.8 仮想サーバの一覧を取得する
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記述形式

swrba_vserver_getlist.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバの一覧を取得します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

入力情報はありません。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの一覧取得に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの一覧取得に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの構築に成功した場合、取得した仮想サーバの一覧を標準出力します。仮想サーバの一覧取得に失敗した場合は、標

準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

一覧は以下の形式で出力します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Resources>

<ManagerServer name="[仮想サーバの管理サーバ名]" >

<VirtualServerName>[仮想サーバ名]</VirtualServerName>

<VirtualServerName>[仮想サーバ名]</VirtualServerName>

・・・

</ManagerServer>

<ManagerServer name="[仮想サーバの管理サーバ名]" >

・・・

</ManagerServer>

</Resources>

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ
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注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

B.9 仮想サーバの詳細情報を取得する
 

記述形式

swrba_vserver_getdetail.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバの詳細情報を取得します。

 
オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

詳細情報を取得するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

(2) detail

仮想サーバの管理製品が管理する詳細情報を全て出力するか指定します。

詳細情報に管理製品の出力情報を追加する場合は、“on”を指定します。

出力情報を追加しない場合は、“off”を指定します。なお、大文字／小文字は区別しません。

省略値は“off”です。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバの詳細情報の取得に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバの詳細情報の取得に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバの詳細情報の取得に成功した場合、取得した詳細情報を標準出力します。仮想サーバの詳細情報の取得に失敗した場

合は、標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

詳細情報は以下の形式で出力します。
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Resources>

<VirtualServerName>[仮想サーバ名]</VirtualServerName>

<OSType>[OS種別]</OSType>

<PowerStatus>[電源状況]</PowerStatus>

<Processor>

<ProcessorArch>[CPU アーキテクチャ]</ProcessorArch>

<ProcessorSpeed>[CPU クロック数]</ProcessorSpeed>

<NumOfProcessors>[CPU 数]</NumOfProcessors>

</Processor>

<Memory>

<MemorySize>[メモリ容量]</MemorySize>

</Memory>

<Disks>

<Disk>

<DiskSize>[ディスク容量]</DiskSize>

</Disk>

・・・（ディスク毎に繰り返し出力）

</Disks>

<Networks>

<Network>

<MacAddress>[MAC アドレス]</MacAddress>

<IpAddress>[IP アドレス]</IpAddress>

</Network>

・・・  （接続されているネットワークカード毎に繰り返し出力）

</Networks>

</Resources>

detailパラメタに“on”を指定した場合、上記のネットワーク情報に続けて仮想サーバの管理製品の出力情報を出力します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Resources>

・・・

</Networks>

<AdditionalInfomation>

<Software>[ServerView Resource Orchestrator]</Software>

<OutputData>

[ServerView Resource Orchestratorの出力情報]

</OutputData>

</AdditionalInfomation>

</Resources>

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

B.10 仮想サーバのスナップショットを作成する
 

記述形式

swrba_vserver_getsnapshot.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバのスナップショットを作成します。
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オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

スナップショットを作成するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバのスナップショット作成に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバのスナップショット作成に失敗しました。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバのスナップショット作成に成功した場合、スナップショットを作成したサーバ名を標準出力します。仮想サーバのスナップ

ショット作成に失敗した場合は、標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

B.11 仮想サーバのスナップショットを復元する
 

記述形式

swrba_vserver_putsnapshot.rb -input 入力情報ファイル

 
機能説明

仮想サーバのスナップショットを復元します。
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オプション

-input

  運用操作部品に入力情報を入力します。

入力情報ファイル

  運用操作部品への入力情報を格納したXML形式ファイルの名前(絶対パス)です。

 
運用操作部品の動作に必要な入力情報

(1) servername

スナップショットを復元するサーバ名です。

サーバ名を省略した場合、引数エラーとなります。

 
復帰値

 
復帰値 意味

0 仮想サーバのスナップショット復元に成功しました。

161 仮想サーバの管理製品との通信処理でエラーが発生しました。

171 仮想サーバの管理製品との通信処理で認証エラーが発生しました。

172 仮想サーバのスナップショット復元に失敗しました。

173 仮想サーバが動作中です。

188 実行中に通信が切断しました。

189 仮想サーバの管理サーバに接続できませんでした。

197 オプションの内容に誤りがありました。

198 オプションの指定に誤りがありました。

 
標準出力/標準エラー出力

仮想サーバのスナップショット復元に成功した場合、スナップショットを復元したサーバ名を標準出力します。仮想サーバのスナップ

ショット復元に失敗した場合は、標準出力には何も出力しません。

実行結果を示すメッセージを標準エラー出力します。

 
利用ライブラリ

入力情報ライブラリ

データベースライブラリ

 
注意事項

・ 本運用操作部品では、仮想サーバの管理製品および管理サーバの認証情報を事前にCMDBに定義しておく必要があります。詳

細については、“3.1.2 CMDBへの情報登録”を参照してください。

・ 本運用操作部品の実行時には、スナップショット復元対象の仮想サーバは停止している必要があります。
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