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お読み替えガイド 

(Hitachi Storage Provider for VMware vCenter v03.5.4) 
 
本製品に関するユーザーズガイドは、主に国外向けに英語で作成したものを参照いただきます。その際、ユ

ーザーズガイドに記載されている一部内容は、本書に示す通り、読み替えてご覧ください。 

 

1. サポート対象 
 
次の表をご確認ください。 

 

# お読み替え前 お読み替え後 

1  VSP G200, G400, G600, G800 VSP G100, G200, G400, G600, G800 

2  VSP G350, G370, G700, G900 VSP G130, G150, G350, G370, G700, G900 

 

2. 使い方 
 
次の表をご確認ください。 

 

# お読み替え前 お読み替え後 

1  
Installing the VASA Provider using the RHEL 

installer 

<本文は省略させて頂きます。> 

本機能は日本国外でのみサポートしています。 

2  
Upgrading the VASA Provider 

<本文は省略させて頂きます。> 

V03.5.0 より前の過去バージョンから v03.5.0 へ

のアップグレードは日本国外でのみサポートして

います。 

3  
Virtual machine backup 

The VASA Provider's database can be protected 
by backing up the entire virtual machine. 
Please see the following articles at 
https://Knowledge.HitachiVantara.com 
Related documents 
■ Hitachi V2I software for VM backup/recovery: 

■ UCP 2000 with V2I: 

本ソフトウェアは、日本国外のみのリリースとな

っており、ご利用頂くことができません。 

4  
Registering a remote site 

<本文は省略させて頂きます。> 
本機能は日本国外でのみサポートしています。 

 

3. 制限事項 
 
お読み替え事項はありません。 

 

4. その他 
 
次の表をご確認ください。 
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# お読み替え前 お読み替え後 

1  

Release notes 

Read the release notes before installing and 
using this product. They may contain 
requirements or restrictions that are not fully 
described in this document or updates or 
corrections to this document. Release notes 
are available on Hitachi Vantara Support 
Connect: 
https://knowledge.hitachivantara.com/Documen
ts. 

プラグインの最新情報については次のサイトを

ご参照ください。 

http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapt

er/hspvv/dl_hspfvv.html 

2  

Referenced documents 

The documents below are either referenced by 
this document, or supply more 

information related to this product's features. 

■ Provisioning Guide for Open Systems, MK-
92RD8014 

■ Provisioning Guide for Open Systems, MK-
94HM8014 

■ System Administrator Guide, MK-92RD8016 

■ System Administrator Guide, MK-94HM8016 

■ Provisioning Guide or Virtual Storage 
Platform Provisioning Guide , MK-90RD7022 

関連するドキュメントを次に示します。 

■ VMware vSphere ESXi および vCenter 

Server 6.5のドキュメント■ VMware vSphere 

ESXi および vCenter Server 6.7のドキュメン

ト 

■ストレージシステム付属のシステム構築ガイ

ドまたはオープンシステム構築ガイド 

3  

Accessing product documentation 

Product user documentation is available on 
Hitachi Vantara Support Connect: 
https://knowledge.hitachivantara.com/Documen
ts. Check this site for the most current 

documentation, including important updates 
that may have been made after the release 

of the product. 

ストレージやサーバなどの日立 IT プラットフ

ォーム製品をサーバ仮想化ソフトウェア

(VMware)で活用できる、さまざまなプラグイ

ンを提供しています。Web サイトでは、各プ

ラグインの概要や活用例を掲載しており、最新

のプラグインやマニュアルのダウンロードも行

えます。詳細は以下のサイトをご参照くださ

い。 

http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapt

er/hspvv/dl_hspfvv.html 

4  

Getting help 

Hitachi Vantara Support Connect is the 
destination for technical support of products 
and solutions sold by Hitachi Vantara. To 
contact technical support, log on to Hitachi 
Vantara Support Connect for contact 
information: 
https://support.hitachivantara.com/en_us/ 

contact-us.html. 

Hitachi Vantara Community is a global online 
community for Hitachi Vantara customers, 
partners, independent software vendors, 
employees, and prospects. It is the destination 

to get answers, discover insights, and make 

本製品のサポート条件については、次の URL

内のサポート条件をご確認ください。 

http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapt

er/hspvv/dl_hspfvv.html 

 

サポート契約をされているお客様は、次の連絡

先にお問い合わせください。 

日立サポートサービス：http://www.hitachi-

support.com/ 

サポート契約をされていないお客様は、当社営

業担当にお問い合わせください。 

http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapter/hspvv/dl_hspfvv.html
http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapter/hspvv/dl_hspfvv.html
http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapter/hspvv/dl_hspfvv.html
http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapter/hspvv/dl_hspfvv.html
http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapter/hspvv/dl_hspfvv.html
http://www.hitachi.co.jp/products/it/unified/adapter/hspvv/dl_hspfvv.html
http://www.hitachi-support.com/
http://www.hitachi-support.com/
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connections. Join the conversation today! 

Go to community.hitachivantara.com, register, 
and complete your profile. 

5  

Comments 

Please send us your comments on this 
document to 

doc.comments@hitachivantara.com. Include 
the document title and number, including 

the revision level (for example, -07), and refer 
to specific sections and paragraphs 

whenever possible. All comments become the 
property of Hitachi Vantara Corporation. 

Thank you! 

本ドキュメントに関するご意見は、当社営業担

当にご連絡ください 

6  

Hitachi Vantara  

Corporate Headquarters  

2845 Lafayette Street  

Santa Clara, California 95050-2639 U.S.A.  

HitachiVantara.com | 
community.HitachiVantara.com  

Contact Information  

USA: 1-800-446-0744  

Global: 1-858-547-4526  

HitachiVantara.com/contact  

株式会社日立製作所 

東京都千代田区丸の内一丁目 6番 6号 
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免責事項、他社商標、輸出管理について 
 

免責事項 
本書の内容の一部、または全部を無断で複製することはできません。  

本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。  

本書に記載されている以外の方法で本製品を操作した結果、たとえ本製品がインストールされている

お客様所有のコンピュータに何らかの障害が発生しても、当社は一切責任を負いかねますので、あら

かじめご了承ください。  

本製品のサポートサービスに関する詳細は、当社営業担当にお問い合わせください。  

 

他社商標 
Microsoft 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。  

Windows Server 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。  

Windows 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。 

VMware vSphere は，VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。  

VMware および ESXi は，VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。  

その他すべてのブランド名および製品名は個々の所有者の登録商標または商標です。なお、本文中で

は®および™は明記しておりません。  

 

輸出管理について 

このドキュメントにより、提供された技術やプログラムまたは購入した製品を輸出(または非居住者

への提供)する場合は、「外国為替および外国貿易法」その他適用される法令を遵守してください。 

 


