
仮想アプライアンスの設定

•プロファイラへのログイン（1ページ）
•仮想マシンの展開（2ページ）
•プロファイラアプリケーションの設定と使用（3ページ）
•プロファイラサービスの使用（4ページ）
•アプリケーションログの検索（6ページ）

プロファイラへのログイン

ESXiプロファイラへのログイン
Hx Workload Profilerユーザーインターフェイス (UI)は認証のシステムクレデンシャルに使用
します。

ステップ 1 UIにアクセスするには、ブラウザウィンドウを起動し、http://<IP> または http://<IP:8000>、
あるいは IPが VMの IPアドレスの場合、http://<IP>/profiler/index.htmlまたは
http://<IP:8000>/profiler/index.htmlと入力します。

ステップ 2 プロンプトが表示されましたら、次のクレデンシャルで UIにログインします。

ユーザー名: monitoring

パスワード: <new password set during the install workflow>

ステップ 3 完了したら、ページの右上にある [ログアウト (Logout)]をクリックして、ユーザーセッションを終了でき
ます。

Hyper-Vプロファイラにログイン
Hx Workload Profilerユーザーインターフェイス (UI)は認証のシステムクレデンシャルに使用
します。
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ステップ 1 UIにアクセスするには、ブラウザウィンドウを起動し、http://<IP> または http://<IP:8000>、
あるいは IPが VMの IPアドレスの場合、http://<IP>/profiler/index.htmlまたは
http://<IP:8000>/profiler/index.htmlと入力します。

ステップ 2 プロンプトが表示されましたら、次のクレデンシャルで UIにログインします。

ユーザー名: monitoring

パスワード: <new password set during the install workflow>

ステップ 3 完了したら、ページの右上にある [ログアウト (Logout)]をクリックして、ユーザーセッションを終了でき
ます。

仮想マシンの展開

ESXi仮想マシンの展開

ステップ 1 VMware vSphereクライアントにログインします。

ステップ 2 [ファイル (File)] > [OVFテンプレートの展開 (Deploy OVF Template)]を選択します。

ステップ 3 [ファイルまたは URLから展開 (deploy from a file OR URL)]ドロップダウンリストから、展開する OVA
ファイルを選択します。

ステップ 4 [次へ (Next)]をクリックし、OVFテンプレートの詳細を確認してから、[次へ (Next)]をもう一度クリック
します。

ステップ 5 (オプション) [名前とロケーション (Name and Location)]ページで、仮想アプライアンスの名前と場所を指
定し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 6 [プロパティ (Properties)]で、ネットワークプロパティを指定して IPアドレスを設定し、[Next (次へ)]を
クリックします。

VMの DHCPまたは静的 IPアドレスのいずれかを設定できます。

(必須) [システムパスワード (System Password)]フィールドで、デフォルトのユーザーモニタリングのシス
テムパスワードを変更する必要があります。

ステップ 7 [準備の完了 (Ready to Complete)]ページで、展開設定を確認してから [展開後に電源をオン (Power on after
deployment)]を選択し、[終了 (Finish)]をクリックします。

次のタスク

展開タスクが完了するまで待ちます。完了すると、正常な展開メッセージが表示されます。
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Hyper-V仮想マシンの展開

ステップ 1 Hyper-V managerにログインします。

ステップ 2 [アクション (Action)]の [新規 (New)]をクリックして、[仮想マシン (Virtual Machine)]を選択し、[次へ
(Next)]をもう一度クリックします。

ステップ 3 [名前テキスト (Name Text)]ボックスに [VM名 (VM name)]と入力し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 4 [世代 1 (Generation 1)]を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 5 [スタートアップメモリ (Startup memory)]に必要なメモリサイズを入力し、[動的メモリを使用... (Use
Dynamic Mem...)]をクリックしてから、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 6 [接続 (Connection)]オプションから優先ネットワークを選択し、[次へ (Next)]をクリックします。

ステップ 7 [既存の仮想ハードディスクを使用 (Use an existing virtual hard disk)]を選択して [参照 (Browse)]オプショ
ンを選択し、システムから必要なディスクを選択して [終了 (Finish)]をクリックします。

ステップ 8 [開始 (Start)]をクリックしてVMの電源をオンにし、[接続 (Connect)]をクリックしてコンソールから接
続します。

ステップ 9 コンソールからパスワードを変更します。パスワードを変更する際は、デフォルトのユーザー名とパス

ワードをモニタリング/モニタリングとして使用します。

ステップ 10 最初のログインの際に、端末から静的または DHCP IPを設定します。

端末でプロンプトの指示に従います。

ステップ 11 IPの設定後、端末のプロンプトに従って新しいパスワードを入力します。

DHCPと静的 IP選択で再起動されても、マシンは再起動しません。

ステップ 12 すべての IP設定が変更された後、何らかの変更が必要な場合、または誤ったエントリ IPが入力された
場合は、VIMエディタ: /etc/network/interfacesを使用してインターフェイスファイルを編集します。

ステップ 13 上記のファイルを編集した場合は、Hyper-V managerを使用してマシンを再起動/リセットします。

プロファイラアプリケーションの設定と使用

ESXiプロファイラアプリケーションの設定と使用
Webベースの UIから Hxワークロードプロファイラアプリケーションの設定と操作を実行し
ます。

次の表に、アプリケーションを設定するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

vCenterをESXiプロファイラに追加ワークロードまたはノードに対して呼び出し

の追加。
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参照先タスク

ESXiデータプロファイリングの開始プロファイリング属性の設定。

ESXiプロファイラサービスの開始（4ペー
ジ）

ポーリング操作を開始します。

Hyper-Vプロファイラアプリケーションの設定と使用
Webベースの UIから Hxワークロードプロファイラアプリケーションの設定と操作を実行し
ます。

次の表に、アプリケーションを設定するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

Hyper-Vをプロファイラに追加ワークロードまたはノードと呼ばれる呼び出

しの追加。

Hyper-Vデータプロファイリングの開始プロファイリング属性の設定。

Hyper-Vプロファイラサービスの開始（5
ページ）

ポーリング操作を開始します。

プロファイラサービスの使用

ESXiプロファイラサービスの使用
Hx Workload Profiler開始および停止サービスは、profiler_service.shコマンドを使用します。

次の表に、プロファイルサービスを使用するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

ESXiプロファイラサービスの開始（4ペー
ジ）

プロファイラサービスの開始

ESXiプロファイラサービスの停止（5ペー
ジ）

プロファイラサービスの停止

ESXiプロファイラサービスの再起動（5
ページ）

プロファイラサービスの再起動

ESXiプロファイラサービスの開始

プロファイラサービスを開始するには:
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次のコマンドを実行します。sudo service hxpmonitor start。

ESXiプロファイラサービスの停止

プロファイラサービスを停止するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor stop。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller stop。

ESXiプロファイラサービスの再起動

プロファイラサービスを再起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller restart。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor restart。

Hyper-Vプロファイラサービスの使用
Hx Workload Profiler開始および停止サービスは、profiler_service.shコマンドを使用します。

次の表に、プロファイルサービスを使用するための大まかな手順を示します。

参照先タスク

Hyper-Vデータプロファイリングの開始プロファイラサービスの開始

Hyper-Vプロファイラサービスの停止（6
ページ）

プロファイラサービスの停止

Hyper-Vプロファイラサービスの再起動（6
ページ）

プロファイラサービスの再起動

Hyper-Vプロファイラサービスの開始

プロファイラサービスを開始するには:

次のコマンドを実行します。sudo service hxpmonitor start。
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Hyper-Vプロファイラサービスの停止

プロファイラサービスを停止するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor stop。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller stop。

Hyper-Vプロファイラサービスの再起動

プロファイラサービスを再起動するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpcontroller restart。

ステップ 2 次のコマンドを実行します。 sudo service hxpmonitor restart。

アプリケーションログの検索

ESXiアプリケーションログの検索
Hx Workload Profilerログは次の場所で確認できます。

表 1 :アプリケーションログ

パスログ

/home/monitoring/monitor/server.logサーバ

/home/monitoring/controller/logs/*コントローラ

/home/monitoring/monitor/monitor/monitor.logモニタ（Monitor）

Hyper-vアプリケーションログの検索
Hx Workload Profilerログは次の場所で確認できます。

表 2 :アプリケーションログ

パスログ

/home/monitoring/monitor/server.logサーバ

/home/monitoring/controller/logs/*コントローラ
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パスログ

/home/monitoring/monitor/monitor/monitor.logモニタ（Monitor）
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