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日立にお任せください。 

Hitachi Storage Management Pack for  
VMware vRealize Operationsによる 
ストレージの統合運用 
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現状の課題 

複雑化 １ ・ 増え続けるリソース 
・ 異なるストレージ機種 
・ 一元管理を行うツールの不足 

解決時間の 
超過 

２ ・ 問題解決に時間がかかる 

・ 根本原因の特定が難しい 

運用コストの 
増加 

３ ・ 過剰リソースによる運用コストの増大 
・ 不効率な操作性 
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簡素化, 即応性, 効率化 

簡素化 １ ・ 一元管理 
・ 重要なデータを簡単に確認できるダッシュボード 
・ 状態把握と監視を簡単に 

即応性 ２ ・ 詳細なリソース分析による、 
  すばやい問題解決 
 ・ vRealize Operationsで監視 、管理が可能 

 

効率化 ３ ・ リソース利用状況を最適化し運用効率を向上 
・ 改良によりさらに良くなったパフォーマンス管理 
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一元管理による効果 

VM 管理者 

ストレージ管理者 

HCS 

Hitachi Storage  
Management Pack for  

VMware vRealize Operations  

・迅速な診断 
・システム全体を可視化 
・重大なストレージ問題の特定 

ストレージに問題があった場合 
ストレージ管理者に通知 

データセンター 

VM レイヤー 

 

ストレージシステム 
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日立が提供するダッシュボード 

VM性能 
ダッシュボード 

仮想マシンの性能情報と 
そのストレージ構成を表示します 

VM容量 
ダッシュボード 

シンプロビジョニングしたLUNで構成される 
データストアの容量使用率とそのストレージ構成を 
表示します 

ランキング 
レポート 

個々のストレージ構成の使用状況をランキングレポートで
表示し詳細情報をグラフ表示します 
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VM性能ダッシュボード 

異なるストレージ環境 

複雑なストレージ構成 

FCポート情報 

根本原因分析が困難 

仮想マシンに関連するストレージの性能を一目で確認 
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仮想マシンのリソース使用量を一目で確認 

VM容量ダッシュボード 

リソースの統一画面 

リソース使用率の詳細な分析により 
リソース最適化 

リソース割当のための詳細な 
モニタリングと 
簡単なトラブルシューティング 
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仮想マシンに関連するストレージの性能を一目で確認 

ランキングレポート 

個々のストレージ構成の使用状況を 

ランキングレポートで表示 

使用状況が上位のリソースの情報を 

右側に表示 

使用状況が上位のストレージリソースを 

簡単に検知 
ダッシュボード左側のランキングレポートの 
特定リソースをクリックすると、 
そのリソースの詳細情報が右側に表示されます。 
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仮想環境から物理環境の 
関係性をしっかり把握 

仮想環境の構成情報 

HDPプール 

論理デバイス 

パリティグループ 

階層 

ストレージ 

ポート キャッシュ MPブレード 

ホスト(ESXi) 

データストア 

VMwareリソース 

ストレージリソース 

論理・物理環境マッピングに
より分析時間を短縮 

仮想ボリューム 

vRealize Operationsと 
強力に統合 

ストレージの稼働状態や 
障害、性能に関する分析 

仮想論理デバイス 

※仮想ボリューム、仮想論理デバイスで構成した場合の構成例です。 
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まとめ 

ストレージ Hitachi Virtual Storage Platform G1000(VSP G1000) 
Hitachi Virtual Storage Platform(VSP) 
Hitachi Unified Storage VM(HUS VM) 

対応 
ソフトウェア 

 
VMware vRealize Operations 6.0 

VMware vRealize Operations から 
日立ストレージシステムの構成情報や性能情報の監視・分析を実現 

仮想マシンに関連するストレージ性能情報、 
リソース使用容量が一目で確認可能なため 

性能低下や異常の予防検知及び根本原因の発見が容易!! 

VMware 
管理者 

仮想化環境 
VMware vRealize 
Operations 

LU 

DPプール 

データストア データストア 
Hitachi Storage Management 
Pack for VMware vRealize 
Operations  

LU: Logical Unit 
DPプール：Dynamic Provisioningプール 

LU サポート内容 
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他社商品名、商標等の引用に関する表示 

◇本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならび
に米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な
手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合
わせください。  

●画面表示をはじめ、製品仕様は、改良のため変更することがあります。  

• VMware、VMware vRealizeは米国およびその他の地域における VMware, Inc. の登録商標または商標です。 
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