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摘要
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HPE Integrated System Manager およびこのガ
イドについて

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは、制御システム、データ収集システム、産業用ネット
ワークなどのさまざまな運用システムを接続して管理するための効果的な方法を提供するコンパクトなモ
ジュラーデバイスです。これは有線と無線のネットワーク上のリモート管理をサポートしています。

HPE Edgeline Integrated System Manager（iSM）は、HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムに
内蔵されているリモート管理ツールです。システム管理者は iSM を使用して、システムの健全性やアクティ
ビティをリモートで構成、更新、および監視できます。内蔵の iSM 管理モジュールには、システムの電源が
切断されているときでも、管理者が自身の専用管理ネットワークで接続する、独自のネットワーク接続と IP
アドレスが用意されています。ハードウェア構成に応じて、iSM が内蔵された Edgeline システムは、Ethernet
または無線 Wi-Fi、3G、4G、LTE 接続を使用して管理ネットワークに接続できます。iSM には Web ベースの
コンソール（iSM GUI）とコマンドラインインターフェイス（CLI iSM）が用意されており、REST API を使
用してアクセス可能です。

このガイドは 2 つのパートに分かれています。パート 1 では、iSM の Web インターフェイスについて説明し
ます。パート 2 では、iSM コマンドライン（CLI）で使用できるコマンドについて説明します。パート 1 の至
る所に、同等の操作を実行できるパート 2 の関連するコマンドへのリンクがあります。
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HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステ
ムのセキュリティ機能

Hewlett Packard Enterprise（HPE）では、そのセキュリティに対する姿勢を絶えず向上させてファームウェ
アに対する攻撃などの課題に対応することに全力で取り組んでいます。そのために、セキュリティの連鎖の中
のあらゆるリンクが、可能な限り も効果的なサイバーセキュリティの保護を実現できるよう、そのサーバー
プラットフォームおよび関連するハードウェア環境のハードウェアとファームウェアのセキュリティを継続
的に向上させています。

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムには、以下のセキュリティ機能があります。

• ハードウェアのルートオブトラスト

• セキュアファームウェアアップデート

• 完全消去

• シャーシと外部コネクターの無効化

• シャーシ侵入検知

• 監査ログ

ハードウェアのルートオブトラスト
ルートオブトラストは、ハードウェア（またはシリコン）のルートオブトラストと呼ばれることもあり、低レ
ベルのファームウェアから BIOS およびソフトウェアまでの一連の信頼できるハンドシェイクを提供し、既知
の良好な状態を保証します。iSM のルートオブトラストは、悪意のあるソフトウェアの実行を防ぐための
HPE EL300 の個別のキーで構成されています。HPE EL300 ホストボードには、有効にできる標準の工場出荷
時セキュアキーがあります。また、ユーザーはキーをカスタマイズすることでさらにセキュリティを追加でき
ます。

HPE EL300 チップセットは、そのルートオブトラストによって、かつてないレベルのハードウェアセキュリ
ティを実現します。ルートオブトラストはシリコンチップハードウェア自体にあり、改ざんすることは事実上
不可能です。このアプローチを使用することで、ファームウェアをサプライチェーンまでさかのぼって認証で
きます。さらに、ハードウェアのルートオブトラストは、セキュアブートのための理想的な環境になります。

チップセットはルートオブトラストの役割を果たし、暗号化されたハッシュがチップ製造施設でハードウェア
に組み込まれています。これにより、ブートプロセスを破壊する可能性のあるマルウェア、ウイルス、または
侵害されたコードを入り込ませることが事実上不可能になります。起動のたびにファームウェアを確認する
のではなく、チップセットに永続的に格納されている暗号化ハッシュに一致するかどうかに基づいて、ハード
ウェアがファームウェアを実行するかどうかを決定します。これらの改善によって、サーバーは信頼できるこ
と、そしてそれが維持されることが保証されます。

完全消去
HPE EL300 の GUI インターフェイスと BIOS インターフェイスはどちらも完全消去をサポートしており、廃
止または再展開するサーバー上のデータを保護する方法を提供します。完全消去方式は、NIST Special
Publication 800-88 Revision 1 のメディアサニタイズのガイドラインに準拠しています。

仕様について詳しくは、https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-88r1.pdf を参
照してください。仕様のセクション 2.5 では、サニタイズのレベルについて説明しています。付録では、メ
ディアの 小サニタイズレベルを提示しています。
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完全消去は、ユーザーデータをパージし、サーバーとサポートされているコンポーネントをデフォルトの状態
に戻し、サーバーの揮発性に関する報告のドキュメントで説明されているタスクの多くを自動化します。

この機能を使用するには、HPE EL300 に接続された SATA M.2 メディアストレージドライブがネイティブの
サニタイズ方式をサポートしている必要があります。これにより、iSM GUI を使用して、または BIOS からで
も、ホストボード上のデータを消去することもできます。

完全消去を使用して実行される低レベルのコマンドの例には、SATA および SAS ドライブの SANITIZE コマ
ンド、NVM Express ドライブの FORMAT などがあります（NVM Express ドライブは現在、HPE EL300 でサ
ポートされていません）。NIST 文書では、上記のデバイスタイプでデータをパージするには上記のコマンドを
勧めています。これらのコマンドを使用するほうが、ソフトウェアを使用してストレージドライブ上のデータ
を上書きするよりも安全です。

完全消去機能

完全消去を使用する場合は、次の点に注意してください。

• 完全消去を実行するには、管理者権限が必要です。

• 完全消去では、USB デバイスまたは内蔵 SD カードはパージできません。

• サポートされていない HDD または SSD ストレージメディアは、完全消去を使用してパージできません。
サポートされていないデバイスは処理中にスキップされます。

• 完全消去では、シリアル番号または製品 ID は削除できません。

• すべてのバッテリバックアップ式メモリが上書きされます。

• 完全消去された SATA M.2 ドライブでは、ユーザーデータの内部暗号化キーが変更されているため、ユー
ザーデータは回復不能になります。ユーザーがアクセスできないブロックも含め、すべての物理メモリブ
ロックは回復不能になり、キャッシュ内のすべての旧データも回復不能になります。

詳しくは

完全消去の使用

システムの無効化
シャーシを廃棄する場合、ユーザーはシステムを無効にすることができます。システムを無効にすると、HPE
EL300 のすべての機能が停止します。ホストは BIOS で再起動して完全消去を実行し、電源ボタンを無効に
し、ホストをシャットダウンし、ホストの電源をオンにできないようにします。システムを回復させるために
リカバリパスワードが入力されるまで、iSM へのすべてのアクセスが一時停止されます。無効化プロセスの一
環としてパスワードが生成されます。
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警告: iSM の Disable System 機能を使用すると、ホストシステムは使用できなくなります。無効化され
たシステムのホストは、電源がオンにならず、プログラムのインターフェイスに応答しなくなります。
無効化されたシステムにリカバリイメージをロードすることはできません。システムを無効にすると、
内部のすべてのハードディスクが完全消去されます。iSM の電源がオンの間、無効化されたシステムを
復旧できるのは認定された修理担当者のみです。

• Hewlett Packard Enterprise では、無効化する前に、すべての重要なデータをバックアップすること
をお勧めします。

• 無効化されたシステムを再度アクティブ化するには、無効化プロセスの一環として生成される一意の
リカバリパスワードが必要です。

◦ パスワードを安全な場所に保管してください。

◦ HPE ではリカバリパスワードを保存いたしません。パスワードをなくした場合は、システムの交
換が必要となる場合があります。

◦ HPE では、このイベントは標準保証の対象外となり、サーバーもサポートいたしません。

iSM の Disable System 機能は、管理者が、システムの改ざんを検出したり、システムをすぐに使用不
可にしたりする際に便利です。

ハードウェアの無効化

HPE EL300 は、GUI または CLI を介して特定のハードウェアの無効化をサポートし、物理的なセキュリティ
を強化します。次の外部コネクター、ボタン、ポートを無効にできます。

• SD カードポート

• ホストリセットボタン

• 電源ボタン

• iSM リセットボタン

• USB ポート 1～4

詳しくは

ハードウェアボタンとポートの構成

ハードウェアポートとボタンの無効化

安全なファームウェアアップデートと悪意のあるファームウェア
からの保護

インストールには、HPE によって署名されたファームウェアのみが受け入れられます。署名されていない、
または破損したファームウェアは Edgeline EL300 にインストールできません。すべてのファームウェアは、
ルートオブトラストを通じて署名および承認される必要があります。

許可されたユーザーのみがシステムにログインでき、iSM 管理者権限を持つユーザーのみがファームウェアを
アップデートできるため、システムにインストールできるのは、HPE からの有効な署名付きイメージのみで
す。

詳しくは

ファームウェアのアップデート
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シャーシ侵入検知
Edgeline EL300 には、以下を検出するシャーシ侵入検知スイッチが装備されています。

• トップカバーの取り外し

• ボトムカバーの取り外し

• トップカバーの取り付け

• ボトムカバーの取り付け

電源がオフの場合でも、上記の各イベントがイベントログに記録されます。これらのイベントは監査ログにも
追加され、イベントログがクリアされた場合でも HPE サポートが読み取ることができます。

詳しくは

イベントログ

監査ログ
Integrated System Manager は、通常のユーザーのみならず、管理者権限を持つユーザーでもアクセスできな
い監査ログを維持します。システムに対するすべての構成変更は、時間とユーザー名ごとに、イベントログと
監査ログの両方に記録されます。イベントログがクリアされた場合、監査ログは常に HPE サポートで監査に
利用できます。

詳しくは

イベントログ
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iSM のセットアップ

HPE iSM への初めての接続
システムを箱から取り出し、管理ネットワークに接続して電源をオンにした場合は、iSM に初めてアクセスす
るためのオプションがいくつかあります。iSM で以下の初期設定を行うことができます。

• WiFi アクセスポイント（WiFi AP）を使用して、iSM Web インターフェイスに接続する。

• 管理ネットワークを使用して iSM Web インターフェイスに接続する。

• DB9 ヌルモデムシリアルケーブルを使用し、DHCP を割り当てられた IP アドレスを取得して iSM CLI に
接続する。

WiFi アクセスポイントを使用した Web インターフェイスへの接続

HPE では、初期設定にこの方法をお勧めします。

前提条件

• システムハードウェアを箱から取り出し、電源をオンにし、WiFi アンテナを接続している

• システムハードウェアを箱から取り出し、設置して、電源がオンになっている

• シャーシのタグからユーザー名とパスワードを書き留めている

• WiFi 対応のノートパソコンまたはモバイルデバイス

手順

1. デバイスで利用可能な WiFi 接続を検索します。

WiFi SSID は iSM で始まり、その後にダッシュと 大 12 文字の英数字が続きます。文字と数字は、シャー
シタグにあるシャーシシリアル番号です。例：iSM-813d2g5144fd。

2. iSM WiFi 接続を選択します。

3. ブラウザーウィンドウで 192.168.37.1を開いて、iSM ログインページにアクセスします。シャーシタグ
に印刷されている認証情報を使用してログインします。

注記: システムに初めてログインする場合は、パスワードを変更する必要があります。

イーサネットを使用した Web インターフェイスへの接続

セットアップデバイスが WiFi に対応していない場合は、管理ネットワークから IP アドレスまたはホスト名を
取得します。

前提条件

• システムハードウェアを箱から取り出し、電源がオンになっている

• シャーシのタグからユーザー名とパスワードを書き留めている

• Ethernet ケーブル

• DHCP 対応ネットワーク
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手順

1. システムのシャーシ上の MGMT ポートと管理ネットワーク間を Ethernet ケーブルで接続します。

2. 新しいシステムのホスト名が DDNS を使用してネットワーク上に伝達され、IP アドレスが DHCP を介し
て割り当てられるまで待ちます。

3. ネットワークに接続された別のコンピューターで、ブラウザーウィンドウにアドレス https://<iSMホ
スト名または IPアドレス>を入力します。iSM Web インターフェイスにアクセスするには、HTTPS が必
要です（HTTPS は SSL 暗号セッションで交換される HTTP です）。

ホスト名を使用するには、完全修飾ドメイン名（コンピューターがドメイン外の場合）またはホスト名の
み（コンピューターがドメイン内の場合）を入力します。

4. システムのシャーシタグに記載されているデフォルトの認証情報でログインします。

シリアルセッションでの CLI への接続

ICMP ping または他のツールが管理ネットワークで無効になっている場合は、シリアルセッションの IP アド
レスを取得します。

前提条件

• システムハードウェアを箱から取り出し、電源がオンになっている

• シャーシのタグからユーザー名とパスワードを書き留めている

• 環境に適したコネクタまたはアダプターを使用したヌルモデムシリアルケーブル

• DHCP 対応の管理ネットワーク

手順

1. ヌルモデムシリアルケーブルをシステムのシリアルポートに接続します。ケーブルのもう一方の端を、構
成するために使用するシステムに接続します。

注記: システムに HPE Edgeline デュアルシリアルポートのドーターカードが同梱されていた場合は、シス
テムの初期構成にシリアルドーターポートを使用しないでください。

2. PuTTY などの標準ツールを使用して、構成に使用するシステムでシリアル端末セッションを開始します。
以下の設定を使用します。

仕様 値

シリアル回線 接続に使用するシステムに応じる

ボーレート 115200

データビット 8

パリティ なし

ストップビット 1

フロー制御 XON/XOFF

3. プロンプトで、シャーシのタグに表示されるデフォルトの認証情報を入力してログインします。

4. ネットワークの詳細を表示するには、 show networkコマンドを入力します。
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構成の準備
以下のタスクを実行して、新しいシステムを構成する準備をします。

1. オペレーティングシステムのサポートの確認

サポートされるオペレーティングシステムに関する情報については、http://www.hpe.com/support/
edgeline-moonshot-IoT-OS で Edgeline、Moonshot、および IoT ゲートウェイシステムのサポートされる
オペレーティングシステムを参照してください。

2. オペレーティングシステムのインストールメディアとプロダクトキーの収集（Windows、Linux）

オペレーティングシステムのインストールは、ネットワーク共有（PXE ブート）、USB、SD カード、また
は仮想メディアを使用して実行できます。必ず、オペレーティングシステムに必要なインストールキーを
用意し、OS に付属の実装に関する注意事項をお読みください。ポータブルメディアの場合、ドライブには
完全な OS イメージを格納するためのスペースと、OS レポートファイル用の十分なスペースが必要です。
HPE では、インストールイメージを保存する前に、ポータブルメディアに 小でも 32GB のスペースを確
保することをお勧めします。

注記: 仮想メディアを使用するには、iSM Advanced ライセンスが必要です。

3. ネットワーク接続の確認

必要に応じて、ネットワーク接続がアクティブであることを確認します。

4. インターネット接続の確認

ビジネスネットワークからインターネットにアクセスできることを確認します。ゲートウェイの IP アド
レスを書き留めます（後で必要になる場合があります）。

5. ネットワークアドレスの対応策

DHCP がネットワーク上で有効になっていない場合は、ネットワークの詳細を準備する必要があります。
割り当てる IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、および DNS 名が必要です。初期セッ
トアップの場合は、システムを DHCP 対応のネットワークに接続することで、これらの詳細の自動割り当
てが短時間で可能になります。

Integrated System Manager を使用したネットワーク構成の完
了とオペレーティングシステムのインストール

以下のタスクを実行して構成を完了します。

注記: iSM は、プライベート 16.x.x.x サブネットでリモートコンソールと通信します。拡張 iSM により、
MGMT ポートを同じアドレス空間を持つサブネットに接続しないでください。ネットワークエラーが発生し
ます。

1. 有線および無線ネットワークページで使用する予定のすべての iSM ネットワーク接続設定を構成します。

• WiFi AP ページで、WiFi アクセスポイントを有効にして構成します。このアクセス方法は、初期セット
アップにのみ使用できます。

• WiFi ページで、WiFi ネットワーク接続を構成します。

• LTE ページで、セルラーアクセスを有効にして構成します。

• 全般ページで、ホスト名の設定を構成します。

• IPv4 または IPv6 ページで、LAN アドレスを選択して構成します。
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ネットワーク設定の構成については、ここをクリックしてください。

2. ファームウェアページで、ファームウェアをアップデートしたり、レポジトリにファイルを追加します。
http://www.hpe.com/support/hpesc で、HPE サポートセンターからファームウェアアップデートをダウ
ンロードします。

ファームウェアのアップデートの詳細については、ここをクリックしてください。

3. 選択したインストールメディアにオペレーティングシステムイメージを保存します。オペレーティングシ
ステムは、USB ドライブ、仮想 USB（仮想メディア）、SD カード、または PXE からインストールできま
す。

注記: 仮想メディアを使用する場合は、リモートコンソールセッションを開始したりホストのブート順序を
変更する前にメディアをマウントします。仮想メディアおよびリモートコンソールを使用するには、iSM
Advanced ライセンスが必要です。iSM Advanced ライセンスの詳細については、https://www.hpe.com/
support/EL-IoT-Converged-Edge-System-Licensing-ja の HPE Edgeline IoT およびコンバージドエッジ
システムのライセンスガイドを参照してください。

重要: 仮想メディアを使用して Windows オペレーティングシステムをインストールする場合、
Windows がドライバーを要求してインストールを中断する場合があります。これを回避するには、
ブート可能 USB Windows インストールのブート可能な統合イメージを使用します。

4. BIOS、iSM GUI で、または iSM CLI を使用して、ホストのブート順序をアップデートすると、選択したイ
ンストールメディアをホストシステムの次回のリブート時に 初に確認します。

注記: HPE では、iSM GUI のブート順序ページで、ブート順序を設定することをお勧めします。リモート
コンソール（iSM Advanced ライセンスが必要）を使用して、BIOS でブート順序をアップデートするか、
キーボード、モニター、およびマウスをシステムに直接接続します。iSM CLI を使用してブート順序をアッ
プデートするには、iSM の IP アドレスに対して SSH コマンドラインセッションを開きます。

ブート順序の変更の詳細については、ここをクリックしてください。

5. ホストシステムを再起動し、画面の指示に従ってオペレーティングシステムをインストールします。

システム電源の管理の詳細については、ここをクリックしてください。

6. OS をインストールした直後に、仮想メディアをアンマウントし、SATA または NVMe をブート順序の先
頭に移動します（OS のインストール場所によって異なります）。

ブート順序の変更の詳細については、ここをクリックしてください。

7. 製品を登録します。

詳しくは

Windows 仮想メディアインストール用の USB ブート可能イメージの作成

仮想メディアのマウント

仮想メディアのアンマウント

set CLI コマンド

enable CLI コマンド

disable CLI コマンド

show CLI コマンド

update CLI コマンド
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オペレーティングシステムのインストール後、システムを毎日使
用できるように準備

オペレーティングシステムをインストール後、以下のタスクを実行して、新しいシステムでサービスを利用で
きるよう準備します。

• 実質的にどこからでも iSM にアクセスできます。またはリモートコンソールを使用して（ライセンスの取
得後）、ホストオペレーティングシステムにアクセスします。

注記: リモートコンソール、仮想メディア、コンフィギュレーションロック、および無効化機能を有効にす
るには、iSM Advanced ライセンスが必要です。

• User Administration ページで、iSM に認可ユーザーアカウントを追加します。デフォルトのユーザー ID
とパスワードを削除します。

• セキュリティページで、各ユーザーの SSH キーを追加します。

• SSL 証明書ページで、デフォルトの自己署名証明書を置き換え、iSM 用の信頼された SSL 証明書を作成し
ます。

• オプションカードページで、必要に応じてオプションカードを構成します。

• Power and Thermal ページで、システムおよびシャーシの電源を制御し、温度を表示します。

• Backup & Restore ページで、iSM 構成をバックアップします。

• システムを廃止するには、Secure Erase 機能を使用します。

• システムの改ざんが懸念される場合は、Disable ページでシステムを無効にします。システムを無効にす
るには、iSM Advanced ライセンスが必要です。

• Logs ページで、ヘルスおよびイベントログを表示して、システムの問題をトラブルシューティングしま
す。

• 必要に応じて、外部ポートとボタンを無効にします。

• 資産タグを設定します。

• BIOS コンフィギュレーションロックを有効にします。

• HPE リモートデバイスアクセスを有効にします。

• イグニッションタイムアウトを構成します（システムが車両に設置されている場合）。

• セッションタイムアウトを構成します。

製品の登録
より迅速なサービスとより効果的なサポートを受けるには、Hewlett Packard Enterprise 製品登録 Web サイ
トで製品を登録してください。

ライセンスキーの引き換えと登録

iSM ライセンス

iSM の標準機能は、すべての HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムに搭載されており、システム
のセットアップを簡素化し、ヘルス、電力、および温度の制御を監視します。
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iSM Advanced ライセンスを取得すると、インターフェイスの 4 つの高度な機能が有効になります。

• システムロック

• リモートコンソール

• 仮想メディア

• システムの無効化

ライセンスの詳細については、https://www.hpe.com/support/EL-IoT-Converged-Edge-System-Licensing-
ja の HPE Edgeline IoT およびコンバージドエッジシステムのライセンスガイドを参照してください。

詳しくは

iSM ライセンスのインストール

REST API を使用したライセンスのインストール

iSM Advanced ライセンスを登録する理由

• 登録により、一意の HPE サポート契約 ID（SAID）が有効になります。SAID はユーザーとユーザーが使
用する製品を識別します。

• SAID を使用すると、より迅速な HPE サポートサービスが得られます。

• HPE サポートセンターにアクセスできます。

• HPE アップデートセンターでソフトウェアアップデートにアクセスできます。

• 重要な製品アラートを受信します。

• HPE ライセンスポータルを使用して 1 つの場所で HPE 製品ライセンスキーを追跡します。

Windows 仮想メディアインストール用の USB ブート可能イ
メージの作成

Windows または Linux を使用して、ブート可能 USB Windows インストールの統合イメージファイルのクロー
ンを作成します。

前提条件

• 8GB 以上の空き容量がある USB ドライブ。

• 製造メーカーの指示に従って作成された Windows 2016 または Windows 10 の USB 上のイメージ。

• ローカル HDD に 8GB 以上の空き容量。

• Windows を使用してブート可能 USB ドライブのクローンを作成する場合は、Linux ランタイム環境である
Cygwin をインストールする必要があります。

手順

1. インストールするオペレーティングシステムに応じた手順に従って、ブート可能 USB ドライブを作成しま
す。
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• Windows 2016：こちらの手順を使用して、ブート可能 USB ドライブを作成します。https://
docs.microsoft.com/en-us/windows-server-essentials/install/create-a-bootable-usb-flash-drive

• Windows 10：こちらのツールを使用して、ブート可能 USB ドライブを作成します。https://
www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

• MSDN からいずれかの OS のイメージを取得し、Rufus を使用して USB ドライブを作成します。
https://rufus.ie

2.（Windows の方法）Windows を使用してブート可能 USB ドライブのクローンを作成します。

a. 手順 1 で作成したイメージを含む USB ドライブを挿入します。

b. 管理者として Cygwin ターミナルを実行します。

c. Cygwin ターミナルで、次のように入力します。cat /proc/partitions
出力例（sdb は 8GB USB ドライブのディスク文字です。その下に E:\および F:\が Windows でマウント
されています）：

major minor  #blocks  name   win-mounts

    8     0 488386584 sda
    8     1    562176 sda1
    8     2 487822336 sda2   C:\
    8    16   7554758 sdb
    8    17   7552660 sdb1   E:\
    8    18       512 sdb2   F:\

d. 次のコマンドを入力します。ここで、disk_letter は前の手順で取得された文字です。of引数は、出力イ
メージに名前を付けます（windows.imgなど）。

dd if=/dev/sddisk_letter of=name.img bs=1M
以下に例を示します。

dd if=/dev/sdb of=windows.img bs=1M

3.（Linux の方法）Linux を使用してブート可能 USB ドライブのクローンを作成します。

a. 手順 1 で作成したイメージを含む USB ドライブを挿入します。

b. 次のように入力します。cat /proc/partitions
出力例（sdb は 8GB USB ドライブのディスク文字です）：

$ cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

 259        0  500107608 nvme0n1
 259        1     460800 nvme0n1p1
 259        2     102400 nvme0n1p2
 259        3      16384 nvme0n1p3
 259        4  499526656 nvme0n1p4
   8        0  494927872 sda
   8        1     524288 sda1
   8        2  477721600 sda2
   8        3   16679936 sda3
   8       16    7554758 sdb
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   8       17    7552660 sdb1
   8       18        512 sdb2

c. 次のコマンドを入力します。ここで、disk_letter は前の手順で取得された文字です。of引数は、出力イ
メージに名前を付けます（windows.imgなど）。

sudo dd if=/dev/sddisk_letter of=name.img bs=1M
以下に例を示します。

sudo dd if=/dev/sdb of=windows.img bs=1M

4. イメージファイルを HTTP サーバーに配置し、仮想メディア（vusb）として iSM にマウントします。
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iSM Web インターフェイスの使用

iSM Web インターフェイス
iSM Web インターフェイスを使用して、Edgeline EL300 を管理します。iSM CLI を使うこともできます。

ブラウザーの要件

iSM Web インターフェイスでは、以下の要件を満たすブラウザーが必要です。

• JavaScript - iSM Web インターフェイスは、クライアントサイド JavaScript を広範に使用します。

この設定は、すべての Internet Explorer バージョンではデフォルトで無効です。この設定を確認または変
更するには、Internet Explorer の JavaScript の有効化を参照してください。

• Cookies - 一部の機能が正常に動作するために、Cookie を有効にする必要があります。

• ポップアップウィンドウ - 一部の機能が正常に動作するために、ポップアップウィンドウを有効にする必
要があります。ポップアップブロックが無効になっていることを確認してください。

• TLS - iSM の Web インターフェイスにアクセスするには、ブラウザーで TLS 1.0 以降を有効にする必要が
あります。

サポートされるブラウザー

iSM は、以下のブラウザーをサポートしています。

• Microsoft Edge バージョン 80 以降

• Mozilla Firefox（ 新バージョン））

注記: Firefox でのリンクローカル IPv6 処理の制限により、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP0 で IPv6
を使用して iSM にアクセスする場合、Firefox を使用できません。

• Google Chrome デスクトップバージョン 79.0.3945.79（公式ビルド）（64 ビット）以降

• Apple Safari デスクトップ（ 新バージョン）

• Microsoft Internet Explorer 11

注記: Internet Explorer 11 の使用中にエラーが発生した場合は、Microsoft からこのアップデートをダウン
ロードしてインストールしてください。

https://support.microsoft.com/en-us/help/4537767/cumulative-security-update-for-internet-explorer

Internet Explorer の JavaScript の有効化
一部の Internet Explorer バージョンでは JavaScript がデフォルトで無効になっています。JavaScript を有効
にするには、以下の手順を使用します。

手順

1. Internet Explorer を起動します。

2. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
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3. セキュリティをクリックします。

4. レベルのカスタマイズをクリックします。

5. スクリプトセクションで、アクティブスクリプトを有効に設定します。

6. OK をクリックします。

7. ブラウザーウィンドウを更新します。

iSM Web インターフェイスへのログイン

手順

1. https://<iSMのホスト名または IPアドレス>を入力します。

iSM Web インターフェイスにアクセスする場合は、HTTPS（SSL 暗号化セッションで交換される HTTP）
を使用します。

iSM ログインページが表示されます。ログインセキュリティバナーが構成されている場合は、バナーテキ
ストがユーザー名およびパスワードフィールドの上部に表示されます。

2. ローカルアカウントのユーザー名およびパスワードを入力します。

初めてログインする場合は、シャーシのタグに表示されているデフォルトのユーザー名とパスワードを入
力します。

iSM Web インターフェイスの概要
iSM の Web インターフェイスは、類似の作業をグループ化しており、容易なナビゲーションとワークフロー
を提供します。インターフェイスは、ページの左側にあるナビゲーションツリーにまとめられています。Web
インターフェイスを使用するには、ナビゲーションツリーで項目をクリックし、表示するタブの名前をクリッ
クします。
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iSM Web インターフェイスのコントロールについて

iSM Web インターフェイスの左側ペインは、いつでも非表示にすることができます。左側ペインを非表示に
するとメインページのスペースが広くなりますが、ナビゲーションツリーは非表示になります。

• 左側ペインを非表示にするには、X をクリックするか、 をクリックします。

• 左側ペインを表示するには、 をクリックします。

ログアウト、ロック、およびヘルプ

ペインが開くと、左側ペインに 3 つのアイコンが表示されます。

•  - このアイコンは、現在ログイン中のユーザー名とログアウトオプションを示します。ログアウトを
クリックすると、Web インターフェイスセッションが閉じられ、ログイン画面に戻ります。

•  - このアイコンは iSM をロックし、Web インターフェイスや CLI での構成の変更を防ぎます。アイコ
ンをクリックすると、確認ダイアログが表示されます。システムをロックまたはいいえ、戻りますをクリッ
クします。選択内容を再確認するよう求められます。

重要: この機能をサポートするライセンスがインストールされている必要があります。

•  - このアイコンは、iSM Web インターフェイスのオンラインヘルプを表示します。

確認、ステータス、およびエラーメッセージ

iSM Web インターフェイスの一部のページでは、下にスクロールして選択可能なすべてのオプションを表示
するか、適用ボタンを見つける必要があります。確認、ステータス、およびエラーメッセージはページの一番
上に表示されるため、適用をクリックしたら忘れないでページの一番上までスクロールします。
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iSM 情報およびログの表示

iSM の概要情報の表示
iSM の概要ページには、システムおよび iSM サブシステムに関する高レベルの詳細が表示され、一般に使用
される機能にリンクします。

手順

ナビゲーションツリーで情報をクリックします。

システム情報の詳細

• 製品名 - iSM が実行しているシステムモデル名。

• 製造メーカー - システムの製造会社名。

• シリアル番号 - システムの製造時に割り当てられるシリアル番号。

• 部品番号 - システムの製造時に割り当てられる部品番号。

• iSM ファームウェアバージョン - インストールされているファームウェアのバージョン。インストール済
みファームウェアページに移動するには、リンクをクリックします。

• BIOS バージョン - インストール済み BIOS のバージョンと日付。インストール済みファームウェアペー
ジに移動するには、リンクをクリックします。

• IPv4 - iSM サブシステムのネットワーク IP アドレス。ネットワークの概要ページに移動するには、リンク
をクリックします。

• IPv6 - iSM サブシステムのリンクローカルアドレス（IPv6 アドレッシングが有効な場合）。ホスト名設定
ページに移動するには、リンクをクリックします。

• ホスト名 - iSM サブシステムに割り当てられた名前。この値はネットワーク名に使用され、一意である必
要があります。インストール済みファームウェアページに移動するには、リンクをクリックします。

• CPLD のバージョン - Edgeline EL300 コンプレックスプログラマブル論理デバイスにインストールされ
ているファームウェアバージョン。インストール済みファームウェアページに移動するには、リンクをク
リックします。

• HPE iSM 日付と時刻 - システムによる現在の日時。iSM CLI を使用して現在の日時を設定します。

ホストステータスの詳細

• システムヘルス - システムヘルスインジケーター。この値は、監視対象サブシステムの状態を要約します。
表示される値は、OK、劣化、およびクリティカルです。ヘルスサマリーページに移動するには、システム
ヘルスリンクをクリックします。

• System Power - システム電源の状態（ON または OFF）。

• TPM Status - TPM あるいは TM ソケットまたはモジュールのステータス。可能な値は、Enabled または
Disabled です。

• UID Indicator - Edgeline EL300 の外部 LED が点灯しているかどうかを表示します。アイコンをクリック
して、UID の状態を変更します。
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iSM セッションの管理

前提条件

iSM 管理者権限（自分以外のセッションを切断する場合）

手順

1. Information ページに移動し、Session List タブをクリックします。

Session List ページには、アクティブな iSM セッションの情報が表示されます。

2.（オプション）1 つまたは複数のセッションを切断するには、切断する各セッションの横にあるチェック
ボックスをクリックします。Disconnect Session をクリックします。

セッションリスト詳細

iSM では、現在のセッションテーブルとセッションリストテーブルに、以下の詳細が表示されます。

• ユーザー - iSM のユーザーアカウント名。

• IP - iSM にログインするために使用するコンピューターの IP アドレス。

• ログイン時刻 - iSM セッションが開始した日時。

• アクセス時刻 - 現在のユーザーがセッションで 後にアクティブだった日時。このエントリーは、セッ
ションでユーザーがアクティブになるとアップデートされます。

• 有効期限切れ - セッションが自動的に終了する日時。有効期限切れは、ユーザーがセッションでアクティ
ブになるとアップデートされます。非アクティブ状態が 30 分間続くと、すべてのセッションの有効期限が
切れます。

• ソース - iSM に接続するために各セッションが使用するアクセス方法。

イベントログ
イベントログは、iSM ファームウェアが記録した重要なイベントレコードです。

記録されるイベントには、システムの電源障害や、システムのリセットなどの主要なシステムイベントが含ま
れます。ログに記録された以下のイベントを含めることができます。

• ブラウザーおよび内蔵リモートコンソールのログインの成功または失敗

• 仮想電源および電源再投入イベント

• ログの消去

• ユーザーの作成または削除などの構成変更

詳しくは

show CLI コマンド

ヘルスログ
iSM は、システムハードウェアおよびシステム構成の変化を監視し、記録します。ヘルスログには以下が記録
されます。
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• システムパラメーターの継続的なヘルス監視

• ヘルスおよびサービス通知の統合（正確なタイムスタンプ付き）

詳しくは

show CLI コマンド

ログの表示

手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、ログタブをクリックします。

2. メニューからログのタイプ（ヘルスログまたはイベントログ）を選択します。

選択したログが表示されます。

3.（オプション）ログの表示をフィルター処理してカスタマイズするには、検索ボックスにテキストを入力し
ます。

検索フィールドに語句を入力すると、一致するログが表示されます。

4.（オプション）列の内容でソートするには、列見出しをクリックします。

列見出しの矢印は、列が昇順または降順のどちらでソートされたかを示します。

詳しくは

show CLI コマンド

iSM ログの詳細

• ID - イベントの ID 番号。イベントは生成された順番で番号付けされます。

デフォルトでは、イベントログは ID でソートされ、 新のイベントが先頭になります。

• 深刻度 - 検出されたイベントの重要性。

• 説明 - この説明によって、記録されるイベントのコンポーネントと詳細な特性が特定されます。

• 前回の更新 - イベントが発生した日時。この値は、iSM ファームウェアによって保存された日時に基づき
ます。

イベントログのアイコン

• クリティカル - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）を示しています。
すぐに対処する必要があります。

• 警告 - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

• 情報 - イベントは背景情報を提供します。

iSM ログのダウンロード
iSM ログは、外部参照用の CSV 形式でダウンロードできます。
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手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、ログタブをクリックします。

2. ログのタイプ（ヘルスログまたはイベントログ）メニューを選択します。

選択したログが表示されます。

3.（オプション）ログの表示をフィルター処理してカスタマイズするには、検索フィールドにテキストを入力
します。

検索フィールドに語句を入力すると、一致するログが表示されます。

4. CSV アイコン をクリックします。

ブラウザーでは、ブラウザーの設定と選択したオプションに応じてファイルをダウンロードします。ダウ
ンロードする前にレコードをフィルター処理すると、フィルター処理されたイベントのみがダウンロード
されます。

iSM ログの削除

前提条件

管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Information をクリックし、Logs タブをクリックします。

2. メニューからログのタイプ（ヘルスログまたはイベントログ）を選択します。

選択したログが表示されます。

3.（オプション）ログの表示をフィルター処理してカスタマイズするには、検索フィールドにテキストを入力
します。

検索フィールドに語句を入力すると、一致するログが表示されます。

4. 削除アイコン をクリックします。

確認メッセージが表示されます。

5. OK をクリックします。

iSM は、現在のログタイプからすべてのイベントを削除します。

注記: 削除機能は、オプションの検索ボックスのフィルター処理に関係なく、現在のログタイプ内のすべて
のエントリーを削除します。

詳しくは

clear CLI コマンド
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全般的なシステム情報の表示

 

ヘルスサマリー情報の表示
概要タブには、監視対象のサブシステムおよびデバイスのステータスが表示されます。このページの情報は、
システム構成によって異なります。

システムの電源をオフにすると、このページのシステムヘルス情報は、 後に電源をオフにした時点の情報に
なります。ヘルス情報は、システムの電源をオンにして、POST が完了している場合にのみアップデートされ
ます。

手順

1. ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックします。

2. オプション：テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。

ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの右側にある
矢印アイコンをクリックします。

サブシステムおよびデバイスステータス

以下の項目に関するステータス情報が表示されます。

• BIOS およびハードウェアのヘルス

• ホスト通信

• 電源装置

• 温度

サブシステムおよびデバイスステータスの値

Health Summary ページでは、次のステータスの値を使用します。

•  OK—デバイスまたはサブシステムは正常に動作しています。

•  Not Available - コンポーネントは利用できないか、インストールされていません。

•  劣化—デバイスまたはサブシステムの機能が低下しています。

•  障害—デバイスまたはサブシステムの 1 つまたは複数のコンポーネントが動作していません。

•  Other - 詳しくは、このステータスを報告するコンポーネントの該当するページに移動してください。

•  Unknown - iSM ファームウェアがデバイスステータスに関するデータを受信していません。システム
電源をオフにして iSM をリセットすると、システム電源がオフの場合はステータスをアップデートできな
いため、一部のサブシステムでは、Unknown ステータスが表示されます。

•  Not Installed—サブシステムまたはデバイスがインストールされていません。
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プロセッサー情報の表示
プロセッサー情報ページには、インストール済みプロセッサーのタイプおよびプロセッサーサブシステムの概
要が表示されます。

システムの電源をオフにすると、このページのシステムヘルス情報は、 後に電源をオフにした時点の情報に
なります。ヘルス情報は、システムの電源をオンにして、POST が完了している場合にのみアップデートされ
ます。

手順

ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、プロセッサータブをクリックします。

プロセッサーの詳細

プロセッサーごとに、次の情報が表示されます。

• プロセッサー名 - プロセッサーの名前。

• プロセッサー速度 - プロセッサーの現在の速度。

• 実行テクノロジー - 使用しているコアとスレッドの数。

• 内部 L1 キャッシュ - L1 キャッシュサイズ。

• 内部 L2 キャッシュ - L2 キャッシュサイズ。

• 内部 L3 キャッシュ - L3 キャッシュサイズ。

メモリ情報の表示
システムの電源をオフにすると、このページの情報は、前回電源をオフにした時点の情報になります。メモリ
情報は、システムの電源をオンにして、POST が完了している場合にのみアップデートされます。

手順

1. ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、メモリタブをクリックします。

2. オプション：テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。

ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの右側にある
矢印アイコンをクリックします。

メモリ情報の詳細

メモリ詳細セクションには、ホストにインストールされた物理メモリモジュールが表示されます。

メモリ位置

メモリモジュールが搭載されているスロットまたはプロセッサー。メモリスロットの位置については、
ハードウェアセットアップガイドを参照してください。

サイズ

メモリモジュールのサイズ（GB 単位）。

現在の周波数

測定された現在のメモリモジュールの速度（MHz 単位）。
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部品番号

製造メーカーのメモリモジュール部品番号。

ネットワーク情報の表示
システムの電源をオフにすると、このページの情報は、前回電源をオフにした時点の情報になります。ネット
ワークアダプターの情報は、サーバーの電源をオンにして、POST を完了している場合にのみアップデートさ
れます。

このページの情報は、iSM にログインしたときにアップデートされます。データを更新するには、iSM からロ
グアウトしてログインし直します。

手順

ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、ネットワークタブをクリックします。

物理ネットワークアダプター

このセクションでは、システムの物理ネットワークアダプターについて詳しく説明します。すべての使用可能
な NIC および関連する MAC アドレスが表示されます。

物理ネットワークアダプターの詳細

MAC アドレスは、ポートと次のように関連付けられます。

• MAC 0 - 管理ポートの MAC アドレス。

• MAC 1 - NIC1 の MAC アドレス。

• MAC 2 - NIC2 の MAC アドレス。

デバイスインベントリの表示
デバイスインベントリページには、システムにインストール済みのデバイスに関する情報が表示されます。こ
のページに示されるデバイスの一例としては、インストール済みの PCI デバイス、および接続された USB デ
バイスなどが挙げられます。

システムの電源をオフにすると、このページの情報は、前回電源をオンにした時点の情報になります。インベ
ントリ情報は、システムの電源をオンにして、POST が完了している場合にのみアップデートされます。

手順

ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックし、デバイスインベントリタブをクリックします。

デバイスインベントリの詳細

このページには、各デバイスセクションに以下の詳細情報が表示されます。

• デバイス名 - 製品デバイス名。

• デバイス ID - デバイスの 16 進数の識別子。

• ベンダー ID - デバイスの 16 進数のプライマリ部品番号。
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ファームウェアの表示および管理

 

インストール済みファームウェア情報の表示

手順

ナビゲーションツリーでファームウェアをクリックします。

ファームウェアページには、さまざまなコンポーネントのファームウェア情報が表示されます。

システムの電源をオフにすると、このページの情報は、前回電源をオフにした時点の情報になります。ファー
ムウェア情報は、システムの電源をオンにして、POST が完了している場合にのみ更新されます。

ファームウェアタイプ

ファームウェアページにリストされるファームウェアタイプは、システム構成によって異なります。

ほとんどの構成では、システム BIOS、CPLD、および iSM ファームウェアとベースイメージが表示されます。
その他の可能なオプションには、TPM、HPE リモートデバイスアクセス、オプションカードなどがあります。

ファームウェアの詳細

ファームウェアページには、リストされたファームウェアのタイプごとに以下の情報が表示されます。

• Firmware name - ファームウェアのカテゴリ名。

• Firmware version - 現在インストールされているファームウェアのバージョン番号。

ファームウェアのアップデート
ファームウェアは iSM レポジトリにアップロードされたコンポーネントを使用してアップデートできます
が、ファームウェアを直接アップデートすることもできます。

注記: この方法で CPLD、iSM、および BIOS のファームウェアをアップデートできます。ただし、ベースイ
メージのアップデートは、iSM の Web および CLI インターフェイス全体を新しいバージョンに置き換えるた
め、ホストオペレーティングシステムを使用してアウトオブバンドで実行する必要があります。さらに、アッ
プデートを特定の順序でインストールする必要がある場合があります。ファームウェアをアップデートする
前に、HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムのリースノートを参照して、特定の順序要件がある
かどうかを確認してください。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Firmware をクリックし、右のペインの Update Firmware をクリックします。

2. Local file または Remote file オプションを選択します。

3. 選択したオプションに応じて、以下のいずれかを実行します。
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a. File ボックスで、Browse（Internet Explorer または Firefox）あるいは Choose File（Edge または
Chrome）をクリックしてから、ファームウェアコンポーネントの場所を指定します。

b. URL ボックスに、アクセス可能な Web サーバー上のファームウェアコンポーネントの URL を入力し
ます。

4. Flash をクリックします。

ファームウェアアップデートステータスがイベントログに表示されます。

ブート可能 USB ドライブを使用した Windows でのベースイメージのアップデー
ト

警告: ベースイメージのアップデートにより、 iSM の Web インターフェイスと CLI インターフェイスの
両方が、アップデートされたバージョンに置き換えられます。以前に入力されたデータは保持されませ
ん。ベースイメージのアップデートが完了したら、ユーザー名とパスワードも含め、以前構成したすべ
ての設定を再入力する必要があります。ベースイメージのアップデート後にシステムにアクセスするに
は、工場出荷時に設定された元のユーザー名とパスワードが必要です。

前提条件

• 2GB 以上の空き容量がある USB ドライブ

• ローカル HDD に 2GB 以上の空き容量

• ベースイメージのアップデートファイル EL300-base-image-3.0.2-1.4b22.isoを HPE サポートセ
ンターからダウンロードした

• （オプション）ISO を検証するための sig ファイル EL300-base-image-3.0.2-1.4b22.iso.sigをダ
ウンロードした

• フリーウェアのブート可能 USB 作成アプリケーションをダウンロードした。これらの手順では、https://
rufus.ie にある Rufus の 新バージョンを使用します。

• EL300 に接続できるキーボード、モニター、マウス

• BIOS コンフィギュレーションロックが無効になっている

• 外部 USB ポートが有効になっている

• セキュアブートが無効になっている

手順

ISO からブート可能 USB フラッシュドライブを作成します

1. USB ドライブを Windows コンピューターに接続します。

2. Rufus ユーティリティを実行します。

3. Select ボタンをクリックし、ISO ベースイメージファイルに移動して、Open をクリックします。

ISO ファイル名が Boot selection ボックスに表示されます。

4. Persistent partition size は 0 のままにします（永続性なし）。

5. Partition scheme で、GPT を選択します（EL300 ホスト BIOS は UEFI であるため）。Target system の
選択内容が自動的に UEFI (non CSM)に変わります。
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Format Options の選択内容はデフォルトのままにします。これで、Rufus で ISO からブート可能 USB
を作成する準備ができました。

6. Start をクリックします。

7. Rufus が ISO をハイブリッドイメージとして検出したというメッセージが表示される場合があります。
Write in ISO image mode (Recommended)を選択して、OK をクリックします。

8. USB 作成の進行状況が Status バーに表示されます。完了するまで待ってください。

USB から起動するように EL300 BIOS を調整してから、再起動してインストールを完了します

9. ホストオペレーティングシステムを確認するために、モニター、マウス、キーボードを EL300 に接続し
ます。

ベースイメージのアップグレードには、iSM Web インターフェイスからの操作は不要です。

10. EL300 に USB ドライブを挿入し、ホストオペレーティングシステムの電源を入れます（または再起動し
ます）。

11. 起動中の適切なタイミングで F9 を押して、BIOS セットアップを開始します。

注記: セキュアブートが無効になっていることを確認してください。セキュアブートは、BIOS セット
アップの Security タブにあります。

12. 矢印キーを使用して Boot タブに移動します。

13. 矢印キーを使用して Boot Option #1 を選択し、Enter を押します。

利用可能なブートデバイスのリストが表示されます。

14. 矢印キーを使用して USB ドライブを選択します。

15. F4 を押して、BIOS セットアップを保存して終了します。

システムが USB ドライブから再起動し、ベースイメージのアップデートがインストールされます。プロ
セスは自動化されており、完了するまでに 大 10 分かかる場合があります。プロセスが一時停止して
Sending 'rootfs' (1110016 KB)と表示されることがあります。これは正常です。ベースイメージ
のアップデートが完了すると、システムは完了メッセージを表示します。

16. USB ドライブを取り外し、その後、システムを再起動します。

ベースイメージのアップデート後のシステムへのアクセス

17. CLI にログインします。

• ユーザー名：iot
• パスワード：password

18. 必要に応じてユーザー名とパスワードを変更します。

19. 以下の 3 つのコマンドを入力します。

a. コマンド set factorydefaultsを入力します

これにより、ホスト名がデフォルトに復元され、認証情報がシャーシタグに記載されているものに設
定されます。

b. コマンド set ssl default_certを入力します。
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これにより、自己署名証明書のデフォルトのホスト名が設定されます。

c. コマンド kvm initを入力します。

20. 以降のログインでは、 初はシャーシタグに記載されている認証情報が必要ですが、必要に応じてパス
ワードを変更してください。

注記: この手順を開始する前にセキュアブートを使用していた場合は、必ずそれを再度有効にしてくださ
い。さらに、ブート順序を元の設定にリセットすることを忘れないでください。

これでベースイメージがアップデートされ、再構成の準備ができました。

Linux を使用したベースイメージのアップデート

警告: ベースイメージのアップデートにより、 iSM の Web インターフェイスと CLI インターフェイスの
両方が、アップデートされたバージョンに置き換えられます。以前に入力されたデータは保持されませ
ん。ベースイメージのアップデートが完了したら、ユーザー名とパスワードも含め、以前構成したすべ
ての設定を再入力する必要があります。ベースイメージのアップデート後にシステムにアクセスするに
は、工場出荷時に設定された元のユーザー名とパスワードが必要です。

前提条件

• Linux ベースイメージのアップグレード Smart コンポーネントファイル CP044951.scexeを HPE サ
ポートセンターからダウンロードし、USB ドライブに保存した、またはアクセスできるネットワーク上の
場所で利用可能にした

• キーボード、モニター、およびマウスを EL300 に接続した（ベースイメージのアップグレードには、iSM
Web インターフェイスからの操作は不要です）。

• EL300 に接続できるキーボード、モニター、マウス

• BIOS コンフィギュレーションロックが無効になっている

• 外部 USB ポートが有効になっている

• セキュアブートが無効になっている

手順

1. CP044951.scexeをホスト OS にコピーします。

2. コマンドウィンドウを開き、アップデートファイルが格納されているディレクトリに移動します。

3. CP044951.scexeと入力し、Enter キーを押します。このコマンドは、root 権限で実行する必要がありま
す。

アップデートプロセスが開始されます。プロンプトに従います。

ベースイメージのアップデート後のシステムへのアクセス

4. iSM CLI にログインします。

• ユーザー名：iot
• パスワード：password

5. 必要に応じてユーザー名とパスワードを変更します。

6. 以下の 3 つのコマンドを入力します。
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a. コマンド set factorydefaultsを入力します

これにより、ホスト名がデフォルトに復元され、認証情報がシャーシタグに記載されているものに設定
されます。

b. コマンド set ssl default_certを入力します。

これにより、自己署名証明書のデフォルトのホスト名が設定されます。

c. コマンド kvm initを入力します。

7. 以降のログインでは、 初はシャーシタグに記載されている認証情報が必要ですが、必要に応じてパスワー
ドを変更してください。

注記: この手順を開始する前にセキュアブートを使用していた場合は、必ずそれを再度有効にしてくださ
い。さらに、ブート順序を元の設定にリセットすることを忘れないでください。

iSM レポジトリ
iSM レポジトリは、システムボードに埋め込まれた不揮発性フラッシュメモリ内の安全なストレージ領域で
す。システムに適用するには、ファームウェアアップデートをここに保存します。

iSM レポジトリの概要およびコンポーネントの詳細の表示

手順

ナビゲーションツリーでファームウェアをクリックし、レポジトリタブをクリックします。

iSM レポジトリの詳細

iSMRepository ページの概要セクションには、レポジトリのストレージの使用状況に関する以下の詳細が表
示されます。

• Capacity - レポジトリの総ストレージ容量

• In use - レポジトリの使用中の総ストレージ容量

• Free space - レポジトリの未使用の総ストレージ容量

• Components - レポジトリに保存されているコンポーネントの数

iSM レポジトリの内容

iSM レポジトリページの内容セクションには、各ファームウェアまたはソフトウェアコンポーネントに関する
以下の詳細が表示されます。

• Name - 保存されているコンポーネントの名前。

• Version - 該当する場合は、保存されているコンポーネントのバージョン。

• （コンポーネントのインストールアイコン） - クリックすると、レポジトリからコンポーネントファー
ムウェアがインストールされます。

• （削除アイコン） - クリックすると、レポジトリからファイルが削除されます。
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iSM レポジトリへのコンポーネントの追加

前提条件

の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Firmware をクリックし、右のペインの Upload to Repository をクリックしま
す。

2. Local file または Remote file オプションを選択します。

3. 選択したオプションに応じて、以下のいずれかを実行します。

a. File ボックスで、Browse（Internet Explorer または Firefox）あるいは Choose File（Edge または
Chrome）をクリックしてから、ファームウェアコンポーネントの場所を指定します。

b. URL ボックスに、アクセス可能な Web サーバー上のファームウェアコンポーネントの URL を入力し
ます。

4. Upload をクリックします。

ファイルがレポジトリにアップロードされ、レポジトリの内容リストに表示されます。

詳しくは

add CLI コマンド

iSM レポジトリからコンポーネントをインストールする

新しいファームウェアは、iSM レポジトリページからインストールできます。

前提条件

管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Firmware をクリックし、Repository をクリックします。

2. インストールするコンポーネントの横にある、コンポーネントのインストールアイコン をクリックし
ます。

3. Yes, install now をクリックします。

アップデートがただちに開始されます。

詳しくは

update CLI コマンド

iSM レポジトリからのコンポーネントの削除

前提条件

iSM の管理者権限
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手順

1. ナビゲーションツリーで Firmware をクリックし、iSM Repository タブをクリックします。

2. コンポーネントの削除アイコン をクリックします。

iSM が要求を確認するように求めます。

3. yes, remove をクリックします。

詳しくは

remove CLI コマンド

レポジトリからのすべてのコンポーネントの削除

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Firmware をクリックし、Repository タブをクリックします。

2. Remove All をクリックします。

要求を確認するように求められます。

3. yes, remove all をクリックします。

コンポーネントが削除されます。

詳しくは

remove CLI コマンド

取り付け済み iSM ドーターカードの表示と構成
このページでは、システム内の取り付け済みオプションカードを表示し、各カードの構成を有効にします。

手順

1. ナビゲーションツリーでオプションカードをクリックします。

ドーターカードページが表示されます。

2. 必要に応じて、取り付け済みカードの設定を変更します。

3. 完了したら、適用をクリックします。
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内蔵リモートコンソールの使用

 

内蔵リモートコンソールセッションの起動
iSM 内蔵リモートコンソールを使用すると、ホストシステムのグラフィックディスプレイ、キーボード、およ
びマウスにリモートにアクセスできます。内蔵リモートコンソールを使用すると、リモートファイルシステム
やネットワークドライブにアクセスできます。

内蔵リモートコンソールでアクセスすれば、システムが起動するときの POST メッセージを確認することが
できます。また、ROM ベースのセットアップアクティビティを開始して、システムのハードウェアを設定す
ることができます。オペレーティングシステムをリモートでインストールすると、内蔵リモートコンソールに
より、ホストシステムを表示して制御したり、インストールプロセスを監視したりできます。

前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。

手順

1. ナビゲーションツリーでリモートコンソールをクリックします。

起動タブに、内蔵リモートコンソールの起動ボタンが表示されます。

2. 起動をクリックします。

内蔵リモートコンソールセッションは、新しいブラウザーウィンドウまたはタブで起動します。

3. 内蔵リモートコンソールウィンドウの左上にある接続をクリックします。

4.（オプション）マウントをクリックして仮想メディアタブを開きます。

内蔵リモートコンソールの使用に関する情報とヒント

• 内蔵リモートコンソールは、遅延が大きい（モデム）接続に適しています。

• iSM プロセッサーを搭載しているサーバー上のホストオペレーティングシステムから、内蔵リモートコン
ソールを実行しないでください。

• Hewlett Packard Enterprise では、内蔵リモートコンソールを介してサーバーにログインするユーザーは、
コンソールを閉じる前にログアウトすることを推奨します。

• 一度に実行できるリモートコンソールセッションは 1 つだけです。別のユーザーが現在リモートコンソー
ルに接続している場合は、Disconnect Session をクリックして接続を閉じてください。

• 内蔵リモートコンソールの使用が完了したら、ウィンドウを閉じるか、ブラウザーの閉じるボタン（X）を
クリックして終了します。

• 内蔵リモートコンソールウィンドウ上にマウスが置かれている場合、コンソールウィンドウにフォーカス
があるかどうかに関係なく、コンソールはすべてのキーストロークをキャプチャーします。

• 内蔵リモートコンソールでは、Windows キーなどの予約済みキーの使用は避けてください。IRC セッショ
ンでの Windows キーへの応答は予測できません。
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内蔵リモートコンソールと OS 低電力モード
多くのオペレーティングシステムは、低電力モード（スリープモードとも呼ばれます）を提供しています。た
とえば、Microsoft Windows は、ハードウェアの機能と構成に応じて、スリープモードと休止モードの両方を
提供しています。

次のモードから操作を再開しようとすると、内蔵リモートコンソールが正しく再開しないことがあります。

• 状態 S3：スリープ、つまり RAM へのサスペンド

• 状態 S4：休止状態、つまりディスクへのサスペンド

• 状態 S5：ソフトオフ（一部のデバイスはスタンバイ電圧で給電されたままになります）

これらの低電力状態のいずれかから再開すると、内蔵リモートコンソールは、OS を低電力状態に設定する前
に開いていたセッションを再開できない場合があります。これが発生した場合は、IRC セッションを閉じてく
ださい。ホストオペレーティングシステムが完全に再開するのを待ってから、ホスト OS への新しい IRC
セッションを開きます。

仮想メディアのマウント
仮想メディアページでは、仮想イメージおよびドライブをマウントすることができます。

前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。

手順

1. ナビゲーションツリーでリモートコンソールをクリックし、仮想メディアタブをクリックします。

2. 次のいずれかを実行します。

a. リモートファイルを選択し、URL ボックスで、アクセス可能なサーバー上の仮想 USB ファイルの URL
を入力します。

b. Repository file を選択し、File from Repo リストから仮想 USB イメージを選択します。

イメージは以前に iSM レポジトリにロードしている必要があります。

3. Mount をクリックします。

仮想メディアを内蔵リモートコンソールのセッションで使用できます。

詳しくは

set CLI コマンド

仮想メディアのアンマウント

手順

1. ナビゲーションツリーでリモートコンソールをクリックし、仮想メディアタブをクリックします。

2. アンマウントをクリックします。

仮想メディアは内蔵リモートコンソールセッションで使用できません。
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詳しくは

set CLI コマンド
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電力および温度機能の使用

 

システム電源の管理
システム電源ページの仮想電源ボタンセクションには、システムの現在の電力の状態およびシステム電源のリ
モート制御オプションが表示されます。System Power は、ページが初めて開かれたときのシステム電源の状
態を示します。システム電源の現在の状態を表示するには、ブラウザーの更新機能を使用します。システム
は、まれにリセット状態に入ることがあります。

手順

1. ナビゲーションツリーで電力および温度をクリックします。

System Power タブが選択された状態でページが開きます。

2. 電源状態を変更するには、ボタンをクリックします。使用可能なボタンは、現在の電源状態に応じて変化
します。

3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、OK をクリックします。

詳しくは

set CLI コマンド

show CLI コマンド

サポートされるシステム電源ステータスの種類

このタブに表示される System Power ステータスには、インストールされているオペレーティングシステム
が提供するサポートに応じて、複数の電源モードが含まれる場合があります。このタブに表示されるボタンと
アクションは、電源モードによって異なります。

システム電源：（S ステータス）表示されるボタンおよびクリックされたときの影響

システム電源：オフ（S5） Power On - 物理的な電源ボタンを押してシステムの電源を入れることと同
じです。

システム電源：オン（S0） Push Power Button - 物理的な電源ボタンを押すことと同じです。このア
クションの結果は、ホストのオペレーティングシステムの構成によって異な
ります。

Force Power Off - ホストの電源ボタンを押し続けてホストをオフにするこ
とと同じです。

Force System Reset - サーバーを強制的にウォームブートします。CPU
と I/O リソースがリセットされます。このオプションは、オペレーティング
システムの正常なシャットダウン機能に影響する場合があります。

システム電源：スリープ/サス
ペンド（S3）

Wake - 物理的な電源ボタンを押してホストをウェイクすることと同じで
す。

Force Power Off - ホストの電源ボタンを押し続けてホストをオフにするこ
とと同じです。

表は続く
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システム電源：（S ステータス）表示されるボタンおよびクリックされたときの影響

システム電源：休止状態（S4）Power On - 物理的な電源ボタンを押してシステムの電源を入れることと同
じです。

Full Shutdown - 電源ボタンを押し続けてホストを完全にシャットダウン
することと同じです。これをクリックすると、ホストが状態 S5 に移行しま
す。

仮想電源ボタンのラベル

サポートされているさまざまな電源モード（オペレーティングシステムのサポートによって決まります）で使
用可能な各ボタンにはラベルが付いています。これらのラベルは、コンピューターシステムに通常含まれる同
等の物理的なボタン操作を示します。

• Momentary Press - このボタンタイプをクリックすることは、物理的な電源ボタンを瞬間的に押すことと
同じです。

一部のオペレーティングシステムは、瞬間的に押した後で正常なシャットダウンを開始するか、このイベ
ントを無視するか、低電力モードからウェイクするように構成されている場合があります。

• Press and Hold - このボタンタイプをクリックすることは、物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続けてから
離すことと同じです。

このオプションは、一部のオペレーティングシステムが実装している ACPI 機能を提供します。これらの
オペレーティングシステムでは、短く押すのと長く押すのとでは動作が異なります。

• Reset - このボタンタイプをクリックすることは、物理的なリセットボタンを押すことと同じです。これは
サーバーを強制的にウォームブートします。また CPU および I/O リソースはリセットされます。このオ
プションは、オペレーティングシステムの正常なシャットダウン機能に影響する場合があります。可能で
あれば、このボタンタイプをクリックする前に、OS コントロールを使用してオペレーティングシステム
を手動でシャットダウンしてください。

温度情報
温度ページにはテーブルがあり、システムシャーシ内の温度センサーのセンサー名/配置、ステータス、測定
値、およびしきい値の設定が表示されます。

システムの電源をオフにすると、このページのシステムヘルス情報は、 後に電源をオフにした時点の情報に
なります。ヘルス情報は、システムの電源をオンにして、POST が完了している場合にのみアップデートされ
ます。

温度センサーデータの表示

手順

1. ナビゲーションツリーで Power & Thermal をクリックして、Temperatures タブをクリックします。

2.（オプション）温度が摂氏単位で表示されているときは、°F をクリックすると、温度が華氏で表示されま
す。温度が華氏単位で表示されているときは、°C スイッチをクリックすると、温度が摂氏で表示されま
す。

温度センサーの詳細

• Sensor - 温度センサーの ID。センサーの位置も示します。

• Status - 温度ステータス。
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• Temperature - 温度センサーによって記録された温度。

注記: ホスト CPU のセンサーの測定値は、摂氏 0（ゼロ）度、すなわち華氏 32 度以下の温度を報告しませ
ん。

• しきい値 - 過熱状態に対する警告の温度しきい値です。Caution と Critical の 2 つのしきい値が示されま
す。

シャーシ電源の管理と iSM のリセット

前提条件

の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Power and Thermal をクリックし、Management Power タブをクリックしま
す。

2. シャーシの電源をリセットするには、シャーシのリセットをクリックし、はい、今すぐリセットしますを
クリックします。

シャーシの電源をリセットすると、すべての電源装置、ドーターカード、NIC、ストレージディスク、マ
ザーボードを含むすべてのシャーシコンポーネントの電源がリセットされます。

3. iSM セッションを再起動するには、iSM をリセットをクリックし、はい、今すぐリセットしますをクリッ
クします。

リセットオプションを使用しても構成が変更されることはありませんが、ファームウェアへのアクティブ
な接続がすべて終了します。ファームウェアファイルのアップロードが進行中の場合、アップロードは強
制的に終了します。ファームウェアのフラッシュが進行中の場合、このプロセスが完了するまでリセット
できません。数分待ってから、新しいセッションへのログインを試みてください。

詳しくは

reset CLI コマンド
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ネットワークの設定の構成

 

ネットワークの概要
iSM には、ネットワーク接続の複数のオプションがあります。

ネットワーク設定にアクセスするには、以下のページでネットワーク設定を表示または編集します。

• Summary

• General

• IPv4

• IPv6

• WiFi

• WiFi AP

• LTE

• Proxy

ネットワーク構成の概要の表示

手順

ナビゲーションツリーで有線および無線ネットワークをクリックします。

概要タブが表示されます。

ネットワーク構成の概要の詳細

• Name - アクティブな iSM ネットワークインターフェイスの名前。

• Host Name - iSM サブシステムに割り当てられた名前。デフォルトでは、ホスト名は iSM の後にシリアル
番号が続きます。この値はネットワーク名に使用され、一意である必要があります。

注記: iSM ホスト名は全般ページで構成することができます。

• MAC アドレス - iSM ネットワークインターフェイスの MAC アドレス。

• Permanent MAC Address - iSM ネットワークインターフェイスの不変の MAC アドレス。

• FQDN - システムの完全修飾ドメイン名。

• IPv6 のデフォルトゲートウェイ - IPv6 を有効にした場合、ゲートウェイは、iSM がネットワークにアクセ
スするために使用するデフォルトの IP アドレスです。有効にしていない場合、このエントリーは空白で
す。

• Speed (Mbps) - 1 秒あたりのメガビット単位で測定した、有線ネットワークの速度。
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• WiFi ネットワーク - WiFi ネットワークの SSID（接続されている場合）。

• セルラーネットワーク - 広帯域無線プロバイダー。

IPv4 概要の詳細

• Address - 現在使用中の IPv4 アドレス。値が 0.0.0.0の場合、IPv4 アドレスは設定されていません。

• Address Origin - アドレスが DHCP によって自動的に提供された、または静的アドレスであることを示し
ます。

• Gateway - IPv4 プロトコルで使用されているゲートウェイアドレス。値が 0.0.0.0の場合、ゲートウェ
イは構成されていません。

• Subnet Mask - 現在使用中の IPv4 アドレスのサブネットマスク。値が 0.0.0.0の場合、アドレスは構成
されていません。

IPv6 概要の詳細

• Address - 現在使用中の IPv6 アドレス。値が空白の場合、IPv6 アドレスは設定されていません。

• Address State - アドレスが自動的に入力されたか、静的アドレスであることを示します。

• Gateway - IPv6 プロトコルで使用されているゲートウェイアドレス。値が空白の場合、ゲートウェイは構
成されていません。

• Prefix Length - 現在使用中の IPv6 アドレスのサブネットマスク。

• Link Local Address - ネットワークセグメントの IPv6 アドレス。

• Link Local Gateway - ローカルネットワークセグメントのゲートウェイの IPv6 アドレス。値が空白の場
合、ゲートウェイは構成されていません。

• Prefix Length - IPv6 リンクローカルアドレスのサブネットマスク。

IPv6 Address Policy table

優先されているアドレスが IPv6 または IPv4 のいずれであるかを示すテーブルが表示されます。

WiFi 概要の詳細

• SSID - 無線ネットワークの名前を指定するサービスセット識別子。

• 強度 - WiFi ネットワークに対する接続の信号強度の測定尺度。

• ステータス - WiFi 接続のステータス、接続済みまたは未接続。

• セキュリティ - WiFi 接続で使用するセキュリティのタイプ。

LTE 概要の詳細

• Owner - LTE がホストによって使用されているか、iSM によって使用されているかを示します 。

• APN - アクセスポイント名（オペレーター ID が含まれることも含まれないこともあります）。

• ステータス - 接続状態を示します。
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ホスト名設定の構成
General ページを使用して、Host Name と Domain Name を構成します。ホスト名とドメイン名は共に完全
修飾ドメイン名を構成します。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Wired and WirelessNetwork をクリックし、General タブをクリックします。

2. Subsystem Name (Host name)を入力します。

ホスト名は iSM サブシステムの DNS 名です。この名前は、DHCP と DNS が IP アドレスではなく iSM サ
ブシステム名に接続するよう構成されている場合のみ使用されます。

3. DHCP が構成されていない場合は、Domain Name を入力します。

4. Apply をクリックします。

詳しくは

set CLI コマンド

show CLI コマンド

ホスト名とドメイン名の制限

サブシステム名（ホスト名）は、工場で初期設定され、シャーシタグに表示されます。デフォルトのホスト名
は、iSM の後にシステムのシリアル番号が続きます。

ホスト名設定を再構成する場合は、以下の点に注意してください。

• ネームサービスの制限 - サブシステム名は DNS 名の一部として使用します。

◦ DNS では、英数字とハイフンが使用できます。

◦ ホスト名は、数字またはハイフンではなく、必ず英字から始まります。英字、数字、およびハイフンの
組み合わせは、 初の英字以降から使用できます。

◦ ネームサービスの制限は、ドメイン名にも適用されます。

• ネームスペースの問題 - この問題を回避するために、次のガイドラインに従ってください。

◦ アンダースコア文字を使用しない

◦ サブシステム名を 15 文字までにする

◦ IP アドレスと DNS 名で iSM プロセッサーが接続できていることを確認する

◦ NSLOOKUP が iSM ネットワークアドレスを正しく解決し、ネームスペースが競合していないことを確
認する

◦ ネームスペースを変更した場合は DNS 名をフラッシュする

IPv4 設定の構成

前提条件

iSM
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の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Wired and Wireless Network をクリックし、IPV4 タブをクリックします。

2. IPv4 Configuration 設定を有効にします。

3. DHCPv4 Configuration 設定を構成します。

4. IPv4 アドレス構成設定を構成します。

5. DNS 構成設定を構成します。

6. IPv4 設定ページで行った変更を保存するには、適用をクリックします。

7. 有線および無線ネットワークタブで iSM ネットワーク設定の構成が完了したら、iSM システムを再起動し
ます。

接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

詳しくは

set CLI コマンド

DHCPv4 の構成設定

DHCPv4 の設定はデフォルトで有効になっています。

Enable DHCPv4

iSM を有効にして、DHCP サーバーから IP アドレス（およびその他のネットワーク固有のアドレス設定）
を取得します。

注記: DHCPv4 を有効にすると、IPv4 アドレス構成セクションと DNS 構成セクションが自動的に割り当
てられます。システムを再起動すると、これらの自動割当が変更される可能性があります。

静的 IPv4 アドレス構成設定

IPv4 Address

iSM の IP アドレス。DHCP を有効にすると、IP アドレスが自動的に提供されます。DHCP を有効にして
いない場合は、静的 IP アドレスを入力します。

IPv4 Subnet Mask

IP ネットワークのサブネットマスク。DHCP を有効にすると、サブネットマスクが自動的に提供されま
す。DHCP を有効にしていない場合は、ネットワークのサブネットマスクを入力します。

IPv4 Gateway

iSM ゲートウェイの IP アドレス。DHCP を有効にすると、iSM ゲートウェイの IP アドレスが自動的に提
供されます。DHCP を有効にしていない場合は、ゲートウェイの IP アドレスを入力します。

IPv4 DNS 構成設定

Primary DNS Server

この値は、DHCP を有効にすると自動的に入力されます。静的 IP アドレスを使用する場合、ネームサー
バーは使用されません。
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Secondary DNS Server

この値は、DHCP を有効にすると自動的に入力されます。静的 IP アドレスを使用する場合、ネームサー
バーは使用されません。

Tertiary DNS Server

この値は、DHCP を有効にすると自動的に入力されます。静的 IP アドレスを使用する場合、ネームサー
バーは使用されません。

IPv6 設定の構成

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Wired and Wireless Network をクリックします。

2. IPv6 タブをクリックします。

3. Global IPv6 Configuration 設定を構成し、IPv6 を有効にします。

4. IPv6 Configuration 設定を構成します。

5. DNS Configuration 設定を構成します。

6. IPv6 Settings ページで行った変更を保存するには、Apply をクリックします。

7. iSM ネットワーク設定の構成が完了したら、iSM を再起動します。

接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

詳しくは

set CLI コマンド

IPv6 構成設定

グローバル IPv6 構成

Client Applications use IPv6 first

このオプションは、クライアントアプリケーションにアクセスするときに 初に試行するプロトコル iSM
を指定します。これは、iSM クライアントアプリケーションに IPv4 と IPv6 の両方のサービスアドレスが
構成されている場合に便利です。この設定は、FQDN を使用して NTP を構成する場合、名前リゾルバー
から受信したアドレスのリストにも適用されます。

• iSM で IPv6 を先に使用する場合、このオプションを有効にします。

• iSM で IPv4 を先に使用する場合、このオプションを無効にします。

初のプロトコルを使用しようとして通信が失敗すると、iSM は自動的に 2 番目のプロトコルを試しま
す。

このオプションは、デフォルトで有効になっています。
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IPv6 構成

Enable IPv6 in Auto Mode

このオプションを有効にすると、iSM が IPv6 DHCP サーバー（見つかった場合）を使用するように構成
します。IPv6 DHCP サーバーを利用できない場合、IPv6 は SLAAC を使用するように自動的に戻ります。
このオプションは、デフォルトで有効になっています。

iSM は、このオプションが有効になっていない場合でも、自身のリンク-ローカルアドレスを作成します。

注記: Integrated System Manager CLI でコマンド set network6 offを入力すると、IPv6 が無効にな
り、IPv6 アドレスは使用できなくなります。IPv6 が無効になると、リンクローカルアドレスは無効です。

IPv6 Static Address

静的 IPv6 アドレスを割り当てる際に、メインの IP アドレスをここに入力します。

IPv6 Static Address Prefix Length

静的 IPv6 アドレスを割り当てる際に、プレフィックス長をここに入力します。

IPv6 Default Gateway

静的 IPv6 アドレスを割り当てる際に、デフォルトの IPv6 ゲートウェイをここに入力します。

DNS Configuration

静的 IPv6 アドレスを割り当てる際に、プライマリ、セカンダリ、およびターシャリ DNS サーバーの各アド
レスを入力します。

WiFi 設定の構成
WiFi 接続は、有線接続ができない場合の代替手段です。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. 構成ツリーで有線および無線ネットワークをクリックし、WiFi タブをクリックします。

iSM では、WiFi 信号をスキャンして範囲内にある SSID を表示します。SSID が見つかるまでスキャンが続
けられます。

2. SSID をクリックします。

認証情報ページが表示されます。

注記: Hewlett Packard Enterprise では、セキュリティ保護されたネットワークにのみ接続すること強くお
勧めします。

3. パスワードを入力し、必要に応じて他の設定を変更します。

4. WiFi 接続を有効にするには、有効をクリックします。

5. 適用をクリックします。

iSM は WiFi に接続します。

6. オプション：使用可能な WiFi ネットワークを強制的に確認するには、スキャンをクリックします。

7. オプション：非公開 SSID を手動で追加するには、WiFi を追加をクリックします。

ネットワークの設定の構成 50



警告:

• FCC warning： This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

• Canada warning: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standards.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference,
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

• French warning: il est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit causer
aucune interférence dangereuse, et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

詳しくは

set CLI コマンド

WiFi アクセスポイント設定の構成

前提条件
iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで有線および無線ネットワークをクリックし、WiFi AP タブをクリックします。

WiFi アクセスポイントページが表示されます。

2. 有効/無効を使用して、WiFi アクセスポイントの状態を制御します。

3. SSID を入力します。

4. 適用をクリックします。

注記: 

• アクセスポイントに接続する際に、iSM 認証情報を入力する必要があります。認証情報は大文字と小文
字が区別されます。

• WiFi AP は、iSM の初期構成でのみ使用します。

• アクセスポイントを有効または無効にすると、iSM ネットワーク接続が 10 秒間応答しなくなります。

詳しくは

set CLI コマンド

LTE 設定の構成
iSM は LTE ネットワークに接続し、携帯電話のデータアクセスをユーザーインターフェイスに提供できます。
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注記: APN を無効にしてから再度有効にすると、設定が復元されてページに表示されるまで遅延が生じます。
設定が再度表示されるまで待ってから、続行します。

手順

1. ナビゲーションツリーで Wired and Wireless Network をクリックし、LTE タブをクリックします。

LTE Configuration ページが表示されます。

2. iSM を構成するには、iSM をクリックします。

3. キャリアに提示する APN（アクセスポイント名）を入力します。

4. Apply をクリックします。

数秒後に、次の情報が自動的に提供されます。

• IMEI（国際モバイル機器識別番号）

• IMSI（国際モバイル加入者識別番号）

• IP

5. ホストを構成するには、Host をクリックします。

6. キャリアに提示する APN（アクセスポイント名）を入力します。

7. Apply をクリックします。

数秒後に、次の情報が自動的に提供されます。

• IMEI（国際モバイル機器識別番号）

• IMSI（国際モバイル加入者識別番号）

• IP

詳しくは

set CLI コマンド

プロキシ設定の構成
ネットワーク上にプロキシがある場合は、それを使用するように iSM を構成できます。

手順

1. ナビゲーションツリーで Wired and Wireless Network をクリックし、Proxy タブをクリックします。

Proxy ページが表示されます。

2. プロキシサーバーの FQDN または IP アドレスを Proxy フィールドに入力します。

3. Apply をクリックします。

ネットワークの設定の構成 52



リモートサポート

HPE リモートサポートへのサーバーの登録
サーバーを HPE に登録すると、自動化されたシームレスでセキュアな方法で迅速に問題の検知と解決を行う
機能が提供されます。

手順

1. ナビゲーションツリーで Remote Support をクリックし、Registration をクリックします。

2. Enable Support をクリックします。

3. HPE パスポートのユーザー名とパスワードを入力します。

4. I accept the terms and conditions を選択します。利用規約を表示するには、リンクをクリックしてくだ
さい。

5. HPE のプライバシーポリシーを表示するには、Privacy Policy をクリックします。

6. Register をクリックします。

Register をクリックした後、iSM は温度イベントとハードウェア障害を HPE サポートに自動的に報告し
始めます。

HPE からのサーバーの登録解除

サーバーの登録を解除すると、問題を自動的に解決する機能が削除されます。

前提条件

サーバーが HPE リモートサポートにすでに登録されている。

手順

1. ナビゲーションツリーで Remote Support をクリックし、Registration をクリックします。

2. Unregister をクリックします。

テストサービスイベントの送信

前提条件

サーバーは HPE リモートサポートに登録されている必要があります。

手順

1. ナビゲーションツリーで Remote Support をクリックし、Service Events をクリックします。

2. リモートサポート構成を確認するには、Send Test Event をクリックします。

これによって HPE リモートサポートのテストサーバーにテストイベントを送信して、接続を確認できま
す。トラブルシューティングの手順としてこれを行うように HPE サポートから助言される場合がありま
す。
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注記: すべてのテストイベント送信アクションは、イベントログに記録されます。

データコレクション情報の送信

前提条件

サーバーは HPE リモートサポートに登録されている必要があります。

手順

1. ナビゲーションツリーで Remote Support をクリックし、Data Collections をクリックします。

2. HPE リモートサポートにテストデータコレクション情報を送信するには、Send test data collection をク
リックします。

システムの構成データが 1 つのファイルにコンパイルされ、HPE リモートサポートに送信されます。トラ
ブルシューティングの手順としてこのテストデータを送信するように HPE サポートから助言される場合
があります。
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管理機能の使用

 

iSM ユーザーアカウント
iSM では、セキュアメモリにローカルで保存されているユーザーアカウントを管理できます。

ユーザーの権限は、ユーザーまたは管理者レベルのいずれかに設定されます。構成項目を変更または設定する
必要があるアクティビティについては、管理者レベルの権限が必要です。

ローカルユーザーアカウントの追加

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックします。

User Administration タブが表示されます。

2. New をクリックします。

3. 以下の詳細を入力または選択します。

• User Name

• Role

• Password

• Confirm Password

4. 新しいユーザーを保存するには、Add User をクリックします。

詳しくは

add CLI コマンド

ローカルユーザーアカウントの編集

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックします。

User Administration タブが表示されます。

2. ユーザーを選択し、編集アイコン をクリックします。

3. 次の情報をアップデートします。
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• User Name

• Role

4. パスワードを変更するには、Change Password をクリックし、Password フィールドと Confirm Password
フィールドに入力します。

5. 変更をユーザーアカウントに保存するには、Edit User をクリックします。

詳しくは

set CLI コマンド

ローカルユーザーアカウントの削除

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックします。

User Administration タブが表示されます。

2. 削除する 1 つまたは複数のユーザーアカウントの横にあるチェックボックスをオンにします。

警告: 管理者レベルのアカウントを少なくとも 1 つ残してください。

3. Delete Account(s)をクリックします。

4. プロンプトが表示されたら、Yes, Delete をクリックします。

アカウントが削除されたことを示す通知が表示されます。

詳しくは

remove CLI コマンド

iSM ユーザーアカウントオプション

• ユーザー名は、ユーザー管理ページのユーザーリストに表示されます。ユーザー名の 大長は 39 文字で
す。ユーザー名には、印字可能な文字を使用する必要があります。わかりやすいユーザー名を割り当てる
と、各ログイン名の所有者を識別でき便利です。

• Role では、ユーザー名の権限レベルを user または admin で識別します。

• Password および Password Confirm では、iSM にログインするために使用するパスワードを設定および
確認します。

パスワードに関するガイドライン

Hewlett Packard Enterprise では、ユーザーアカウントを作成およびアップデートする場合に、以下のパスワー
ドに関するガイドラインに従うことをお勧めします。

• パスワードを使用する場合：
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◦ パスワードをメモまたは記録しないでください。

◦ パスワードの共有は避けてください。

◦ 辞書に載っている言葉を組み合わせたパスワードを使用しないでください。

◦ 会社名、製品名、ユーザー名、ログイン名のような推測しやすい単語が含まれるパスワードを使用しな
いでください。

◦ パスワードを定期的に変更します。

◦ iSM デフォルト認証情報を安全な場所に保管します。

• 強化パスワードには、少なくとも以下の 3 つの特性が必要です。

◦ 1 文字以上の数字

◦ 1 文字以上の特殊文字

◦ 1 文字以上の小文字

◦ 1 文字以上の大文字

• 具体的には、すべてのパスワードとユーザー名が次の要件に準拠している必要があります。

◦ すべてのユーザー名は 1～32 文字の長さで指定できます。ユーザー名は次のとおりです。

– 大文字と小文字は区別されません

– 英字で始まる必要があります

– 英字、数字、アンダースコア（_）、およびダッシュ（-）の任意の組み合わせを含めることができま
す

– 一意である（まだシステムに入力されていない）ことが必要です

◦ すべてのパスワードは 8 文字以上、64 文字以下の長さにする必要があります パスワードは次のとおり
です。

– 任意のアルファベット文字を含めることができます

– NUL（0）、Ctrl-c などの制御シーケンス、または Enter を含めることはできません

ブート順序
システムのブート順序機能により、システムブートデバイスの優先順位を設定することができます。

ブート順序について行った変更は、システムリセットが必要になる場合があります。

システムが POST のときにシステムのブート順序を変更しようとすると、エラーが発生します。POST 中は
ブート順序を変更できません。このエラーが発生した場合、POST が完了するのを待ってから、再試行してく
ださい。

システムのブート順序の構成

手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、ブート順序タブをクリックします。

2.（オプション）コントロールを使用し、ブート順序リストに対してサポートされるデバイスを追加または削
除します。
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a. ブートデバイスをブート順序リストに追加するには、サポートされるデバイスでブートデバイスを選択
し、選択をクリックします。

b. ブート順序リストから項目を削除するには、ブートデバイスを選択し、削除をクリックします。

3. ブート順序内でデバイスを上下に移動するには、ブート順序リストでデバイスを選択し、上へまたは下へ
をクリックします。

4. 適用をクリックします。

ブート順序が正常に更新されたことを確認するメッセージが表示されます。

注記: ブート順序に適用された変更を有効にするには、システムを 2 回再起動する必要があります。

詳しくは

set CLI コマンド

iSM のバックアップと復元
バックアップと復元機能を使用すると、バックアップ元のシステムとハードウェア構成が同じシステムに iSM
構成を復元できます。この機能は、構成を複製して別の iSM システムに適用するものではありません。

一般に、iSM の復元操作をユーザーが実行する必要があることは予期されていません。ただし、構成のバック
アップを取っておくことで、通常の動作環境に容易にすばやく戻ることができる場合があります。

あらゆるコンピューターシステムと同様に、データをバックアップして障害の影響を 小限に抑えることをお
勧めします。Hewlett Packard Enterprise は、iSM ファームウェアをアップデートするたびにバックアップを
実行することをお勧めします。

次のような状況では iSM 構成の復元が必要になる場合があります。

バッテリの障害または取り外し

さまざまな構成パラメーターがバッテリ駆動の SRAM に保存されています。まれですが、バッテリ障害
が発生する場合があります。状況によっては、バッテリの取り外しと交換が必要になる場合があります。
構成情報の消失を避けるために、バッテリの交換後にバックアップファイルから iSM 構成を復元します。

工場出荷時の設定へのリセット

場合によっては、iSM を工場出荷時のデフォルト設定にリセットし、iSM 以外の設定を消去することが必
要になることがあります。iSM を工場出荷時の設定にリセットすると、iSM の構成は消去されます。iSM
構成をすばやく復旧するには、工場出荷時のデフォルト設定へのリセットが完了した後、バックアップ
ファイルから構成をリストアします。

構成の偶発的または不適切な変更

場合によって、iSM 構成が不適切に変更され、重要な設定が消失することがあります。iSM を工場出荷時
のデフォルト設定に設定したり、ユーザーアカウントを削除したりした場合にこのような状況が発生する
ことがあります。元の構成を回復するには、バックアップファイルから構成を復元します。

システムボードの交換

ハードウェアの問題に対処するためにシステムボードの交換が必要な場合、この機能を使用して iSM 構成
を元のシステムボードから新しいシステムボードに転送できます。

失われたライセンスキー

ライセンスキーが誤って置き換えられた、または iSM を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合
に、インストールするキーがわからないときは、ライセンスキーと他の構成設定をバックアップファイル
から復元できます。
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HPE iSM 構成のバックアップ

バックアップファイルには、シャーシマネージャーの構成設定のみが含まれます。ブレード構成設定は保存さ
れません。

前提条件

の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、Backup & Restore をクリックします。

2. Backup をクリックします。

これにより iSM 構成が保存されることを示す警告が表示されます。

3. はい、今すぐバックアップしますをクリックします。

構成が保存され、バックアップが正常に実行されたことを示すメッセージが表示されます。保存された
ファイルは、ブラウザーのデフォルトの出力ディレクトリで見つかります。

HPE Edgeline iSM 構成の復元

前提条件

の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、Backup & Restore をクリックします。

2. Restore をクリックします。

このアクションによって、バックアップの iSM 構成が復元され、前回のバックアップ以降に行われた設定
の変更が上書きされることを示す警告が表示されます。

3. Yes, Restore now をクリックします。

バックアップが復元されたことを示すメッセージが表示されます。

HPE Edgeline iSM の工場出荷時デフォルト設定へのリセット

工場出荷時のデフォルト設定機能は、デフォルトですべての設定をリセットしますが、以下は削除されませ
ん。

• ユーザーアカウントと証明書

• ライセンス

前提条件

の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、Backup and Restore をクリックします。

2. Factory defaults をクリックします。
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iSM の警告メッセージが表示されます。

3. Yes, Proceed をクリックします。

iSM が再起動してすべてのセッションを終了し、ログインページに戻ります。接続が再確立されるまでに、
数分かかることがあります。

詳しくは

reset CLI コマンド

完全消去の使用
iSM には、システムハードドライブの完全消去機能があります。

警告: 完全消去機能は、細心の注意を払って使用してください。この機能は、システムデータを完全に
削除します。完全消去が完了すると、データを復旧できません。HPE では、完全消去を開始する前にす
べての重要なデータをバックアップすることをお勧めします。

注記: 完全消去機能は SSD ファームウェアのサポートを必要とします。完全消去を実行しようとして、シス
テムのどのドライブも完全消去をサポートしていない場合、iSM はエラーメッセージを返します。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、完全消去をクリックします。

2. 完全消去をクリックします。

完全消去を実行する前の認証ページが表示されます。

3. 管理者レベルのユーザー名とパスワードを入力します。

4. 認証をクリックします。

完全消去するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

5. はい、完全消去しますをクリックします。

完全消去プロセスを停止して戻るかどうかを尋ねる確認メッセージが表示されます。

6. いいえ、今すぐ完全消去しますをクリックします。

操作が正常に開始されたことを示すメッセージが表示されます。

詳しくは

set CLI コマンド
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iSM 無効化機能の使用

警告: iSM のシステムの無効化機能を使用すると、ホストシステムは使用できなくなります。無効化され
たシステムのホストは、電源がオンにならず、プログラムのインターフェイスに応答しなくなります。
無効化されたシステムにリカバリイメージをロードすることはできません。システムを無効にすると、
内部のすべてのハードディスクが完全消去されます。iSM の電源がオンの間、無効化されたシステムを
復旧できるのは認定された修理担当者のみです。

• HPE では、無効化する前に、すべての重要なデータをバックアップすることをお勧めします。

• 無効化されたシステムを再度アクティブ化するには、無効化プロセスの一環として生成される一意の
リカバリパスワードが必要です。

◦ パスワードを安全な場所に保管してください。

◦ HPE ではリカバリパスワードを保存いたしません。パスワードをなくした場合は、システムの交
換が必要となる場合があります。

◦ HPE では、このイベントは標準保証の対象外となり、サーバーもサポートいたしません。

iSM のシステムの無効化機能は、管理者が、システムの改ざんを検出したり、システムをすぐに使用不
可にしたりする際に便利です。

前提条件

• この機能をサポートするインストール済みライセンス

• iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、無効タブをクリックします。

2. システムの無効化をクリックします。

無効化する前の認証ページが表示されます。

3. 管理者レベルのユーザー名とパスワードを入力し、認証をクリックします。

確認画面が表示され、システムを無効化するかどうかを確認します。

4. はい、今すぐ無効化しますをクリックします。

終確認画面が表示され、無効化プロセスを停止して前のページに戻るかどうかを確認します。

5. いいえ、今すぐ無効化しますをクリックします。

終警告が表示されて、無効化機能の特質を説明し、リカバリユーザー名とリカバリパスワードが表示さ
れます。

注記: リカバリユーザー名とリカバリパスワードを記録し、安全な場所に保管します。

6. OK をクリックします。

iSM セッションが直ちに終了し、ホストシステムは応答しなくなります。

詳しくは

disable CLI コマンド
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iSM のインストール済みライセンスの表示
iSM 1.4 は 2 種類のライセンスを受け入れます。Advanced ライセンスでは、リモートコンソール、仮想メディ
ア、ロック、および無効化機能が有効になります。WiFi 無線ライセンスでは、WiFi 無線が有効になります。
WiFi 認証が必要な国のユーザーはこのライセンスを無料で利用できます。

注記: 以前のバージョンの iSM ファームウェアでは、WiFi 無線ライセンスは表示されません。WiFi Radio
License Status セクションが存在しない場合、WiFi はデフォルトで有効になっています。

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、License をクリックします。

2. インストールされたライセンスは、このページの Advanced License Status および WiFi Radio License
Status セクションに表示されます。

ライセンスの詳細には、開始日、有効期限日、およびインストール済みライセンスのステータスが含まれ
ています。

iSM ライセンスのインストール

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、License をクリックします。

2. インストールするライセンスの種類にかかわらず、Install License をクリックします。

3. Local file または Remote file オプションを選択します。

4. 選択したオプションに応じて、以下のいずれかを実行します。

a. ファイルボックスで、参照（Internet Explorer または Firefox）あるいはファイルを選択（Edge または
Chrome）をクリックし、ライセンスファイルの場所を指定します。

b. URL ボックスに、アクセス可能な Web サーバーにあるライセンスファイルの URL を入力します。

5. Install をクリックします。

ライセンスがアップロードされてシステムにインストールされ、ページの該当するライセンスステータス
セクションに表示されます。

詳しくは

add CLI コマンド

REST API を使用したライセンスのインストール

前提条件

• iSM 設定を構成する権限。

• ローカルシステムに格納されているか Web サーバーにアップロードされている有効な iSM ライセンス
ファイル。

• iSM の日付と時刻が正しく設定されています。

• iSM へのネットワーク接続。

管理機能の使用 62



手順

1. ライセンスアクティベーションキーを見つけます。

2. Postman などの Redfish インターフェイスツールをダウンロードします（https://
www.getpostman.com/）。

3. JSON Constrained Notation スクリプトを使用してライセンスを入力します。

次に、JSON ライセンスのサンプルスクリプトを示します。

Add license via remote file:
URI: (POST) https://{{iSM-ip}}/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/Actions/LicenseService.InstallLicense
Input data(JSOn format): {"ImageURI": “URL” } [URL= Link to the license file]

Output: 
{
    "error": {
        "@Message.ExtendedInfo": [],
        "code": "Base.1.0.0.Success",
        "message": "The operation completed successfully."
    }
}

Add license via local file (Customer will need to install some tool like Postman for using this below step)
URI: (POST) https://{{iSM-ip}}/redfish/v1/Managers/1/LicenseService/InstallLicenseFromPost
Input Data: (form-data) file, value: Browse license file in client computer
Output:
{
    "error": {
        "@Message.ExtendedInfo": [],
        "code": "Base.1.0.0.Success",
        "message": "The operation completed successfully."
    }
}

ハードウェアポートとボタンの無効化
Device Switches タブでは、Edgeline EL300 上の特定のハードウェアを無効または有効にすることができま
す。ホストリセットボタン、iSM リセットボタン、電源ボタンなどの特定のスイッチと、4 つの USB ポート
は、物理的なアクセス状況に応じて有効または無効にできます。

ハードウェアボタンとポートの構成

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、Device Switches をクリックします。

2. Switch Configuration セクションで、以下を選択します。

a. Serial Port 構成では、シリアルポートの接続先が iSM か Host かを、クリックして選択します。デフォ
ルトでは、iSM が選択されています。

b. 以下を無効にするかどうかを選択します（デフォルトは有効です）。

• SD カード（ポート）

• ホストリセットボタン
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• 電源ボタン

• iSM リセットボタン

3. USB Configuration セクションでは、USB1～USB4 の各 USB ポートを無効にするかどうかを選択します
（デフォルトは有効です）。

4. Apply をクリックします。

資産タグ
資産タグは、組織をトラッキング資料で支援します。このページでシステムの資産タグを設定できます。

資産タグの設定

前提条件

管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックします。

2. Asset Tag タブをクリックします。

3. Asset Tag フィールドをクリックして、資産タグを入力します。

4. 適用をクリックします。

インターフェイスは、資産タグが正常に設定されたことを報告します。

BIOS コンフィギュレーションロックの構成
BIOS コンフィギュレーションロックを使用して、BIOS へのアクセスを制御します。この機能をサポートす
るには、BIOS 1.31 以降がインストールされている必要があります。

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、BIOS Configuration Lock をクリックします。

2. BIOS Configuration Lock 設定を有効または無効にします。

• この設定が disabled のときは、起動中の適切なタイミングで F9 を押すと BIOS にアクセスできます。

• この設定が enabled のときは、BIOS へのアクセスがブロックされます。

注記: オンラインヘルプでは、この機能の動作に関する記述が誤っています。

3. Apply をクリックします。

イグニッションタイマーの構成
このタブの設定では、車両のイグニッションがオフになっているときに、ホストとシステムの電源オフを遅ら
せる時間（分単位）を構成できます。有効にすると、ホストとシステムは指定された時間実行し続け、シャッ
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トダウンの前にさらに操作できるようになります。これらの設定は、イグニッション電源ボードが取り付けら
れている場合にのみ使用できます。

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、Ignition をクリックします。

2. 数値を入力するか、+および-ボタンを使用して、Host Power Off Delay を分単位で設定します。

3. 数値を入力するか、+および-ボタンを使用して、Switch Power Off Delay を分単位で設定します。

4. Enable/Disable the timer コントロールの設定を選択します。

5. 適用をクリックします。

イグニッションとタイマー遅延シーケンス

車両の電源がオフになると、次のシーケンスが始まります。

1. Switch Power Off Delay タイマーがカウントダウンを開始します。この期間中は、通常どおりシステムを
操作できます。

2. Switch Power Off Delay タイマーが終了すると、Host Power Off Delay タイマーがカウントダウンを開始
し、iSM はホストオペレーティングシステムの正常な電源切断を試みます。

3. Host Power Off Delay タイマーがゼロに達する前にホストオペレーティングシステムのシャットダウンが
完了しない場合、iSM は OS を強制的にオフにします。

4. iSM はシステムの電源をオフにします。

警告: Enable/Disable the timer 設定が無効になっている場合、車両のイグニッションがオフになってい
る間、Edgeline EL300 は車両のバッテリからの給電によって実行し続けます。これにより、車両のバッ
テリの残量がなくなる場合があります。HPE では、Edgeline EL300 が車両に設置されイグニッション
電源ボードを介して給電される場合は常に、この設定を有効にすることをお勧めします。

HPE リモートデバイスアクセス
HPE リモートデバイスアクセス（HPE RDA）により、HPE サポートはシステムにアクセスできます。HPE
RDA が有効になっている場合、システムがファイアウォールの背後にある場合でも、HPE サポートは Web
インターフェイスまたは CLI にログインできます。サポートに問い合わせる際は、システムのシリアル番号を
伝える必要があります（Information > Overview ページに表示されます）。

HPE リモートデバイスアクセス機能では、システムが HPE リモートサポートに登録されている必要はありま
せん。

HPE リモートデバイスアクセスの構成

手順

1. ナビゲーションツリーで Administration をクリックし、HPE Remote Device Access をクリックします。

2. HPE リモートデバイスアクセス設定を有効または無効にします。

3. Apply をクリックします。

確認ダイアログが表示されます。

4. 確認ボタンをクリックして、設定を確認します。
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キャンセルするには、メッセージボックスの右上にある X をクリックします。
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セキュリティの構成

 

iSM の SSH キーの仕様
iSM に SSH キーを追加する場合、SSH キーファイルを iSM に貼り付けます。このファイルにはユーザーが生
成した公開キーが含まれる必要があります。iSM ファームウェアは、選択したローカルユーザーアカウントに
各キーを関連付けます。ユーザーアカウントに対して SSH キーが認証された後にそのアカウントが削除され
ると、SSH キーが削除されます。

サポートされている SSH キー形式

• RFC 4716

• OpenSSH キー形式

iSM ファームウェアは OpenSSH キー形式をサポートしています。

SSH キーに関する注意事項

• サポートされている SSH キー形式は、iSM Web インターフェイスおよび CLI でサポートされます。

• 対応する秘密キーを使用して認証される SSH 接続は、キーの所有者として認証され、同じ権限を持ちま
す。

• iSM ファームウェアは、1,366 バイト以下の長さの SSH キーをインポートすることができます。キーの長
さが 1,366 バイトを超える場合、認証に失敗することがあります。認証に失敗する場合は、SSH クライア
ントソフトウェアを使用して、より短いキー生成してください。

• iSM の Web インターフェイスを使用して公開キーを入力する場合は、公開キーに関連付けられたユーザー
を選択します。

• CLI を使用して公開キーを入力する場合は、公開キーが、iSM にログインするために入力したユーザーに
結び付けられます。

Web インターフェイスを使用した新しい SSH キーの認証

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ssh-keygen、puttygen.exe、または別の SSH キーユーティリティを使用して、2,048 ビットの RSA
キーを生成します。

2. key.pubファイルを生成します。

3. ナビゲーションツリーで Security をクリックして、Secure Shell Key タブをクリックします。

Secure Shell Key ページには、各ユーザーアカウントに関連付けられた SSH 公開キーのハッシュが表示
されます。

4. SSH キーを追加するユーザーアカウントの左にあるチェックボックスを選択します。

5. Authorize New Key をクリックします。
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6. 公開キーをコピーして Public Key Import Data ボックスに貼り付けます。

各ユーザーアカウントに割り当てられるキーは 1 つだけです。

7. Import Public Key をクリックします。

詳しくは

add CLI コマンド

SSH キーの削除

SSH キーを 1 つ以上のユーザーアカウントから削除するには、以下の手順を使用します。

注記: iSM から SSH キーを削除すると、SSH クライアントは iSM に対し、対応する秘密キーを使用して認証
することができません。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキータブをクリックします。

2. Authorized SSH Keys リストで、1 つまたは複数のユーザーアカウントの左にあるチェックボックスを選
択します。

3. Delete Selected Key をクリックします。

詳しくは

remove CLI コマンド

iSM の SSL 証明書管理
SSL（Secure Sockets Layer）プロトコルは、データがネットワークを移動しているときに、他人がデータを
見たり、変更したりできないようにデータを暗号化するための規格です。SSL 証明書は、暗号化キー（シス
テムの公開キー）とシステム名をデジタル的に組み合わせた小さなコンピューターファイルです。対応する秘
密キーをシステムのみが所有し、ユーザーとシステム間の認証済みの双方向通信を可能にします。

証明書は署名がないと有効になりません。認証機関（CA）によって署名され、その CA が信頼される場合、
CA によって署名されるすべての証明書も信頼されます。自己署名証明書は、証明書の所有者がそれ自身の
CA として機能する証明書です。

iSM は、SSL 接続で使用するために自己署名証明書をデフォルトで作成します。この電子証明書により、構
成手順を追加することなく、iSM の動作を有効にすることができます。iSM のバックアップおよび復元機能を
使用する場合、証明書が含まれます。

重要: 自己署名証明書を使用するよりも、信頼済み証明書をインポートするほうが安全です。Hewlett
Packard Enterprise では、証明書署名リクエスト（CSR）を作成することによって信頼済み証明書をイ
ンポートして iSM ユーザー認証情報を保護することをお勧めします。

CSR には、クライアントブラウザーと iSM 間の通信を検証する公開キーと秘密キーのペアが含まれてい
ます。iSM は、SHA-256 を使用して署名された 2048 ビット RSA キーまたは CNSA 準拠キーを生成し
ます。生成された CSR は、新しい CSR が生成されるか、iSM が工場出荷時のデフォルト設定にリセッ
トされるか、または証明書がインポートされるまで、メモリに保持されます。
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詳しくは

add CLI コマンド

SSL 証明書情報の表示と証明書のカスタマイズ

手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリックします。

2.（オプション）Customize Certificate をクリックして、信頼済みの証明書の取得とインポートのプロセス
を開始します。

詳しくは

show CLI コマンド

SSL 証明書の詳細

• 発行先 - 証明書の発行先の名前。

iSM 自己署名証明書を表示する際、この値は、Hewlett Packard Enterprise ヒューストンオフィスに関する
情報を表示します。

• 発行元 - 証明書を発行した CA。

iSM 自己署名証明書を表示する際、この値は、Hewlett Packard Enterprise ヒューストンオフィスに関する
情報を表示します。

• 有効開始日 - 証明書の有効期限の開始日。

• 有効期限 - 証明書の有効期限の終了日。

• シリアル番号 - 証明書に割り当てられたシリアル番号。この値は、自己署名証明書の場合は iSM によって
生成され、信頼済み証明書の場合は CA によって生成されます。

SSL 証明書の取得とインポート

iSM では、iSM にインポートする信頼済みの SSL 証明書を取得するために認証機関（CA）に送信できる証明
書署名要求（CSR）を作成できます。

SSL 証明書は、対応する CSR を使用して生成されたキーがないと動作しません。iSM が工場出荷時のデフォ
ルト設定にリセットされる場合、または前の CSR に対応する証明書がインポートされる前に別の CSR が生
成される場合、証明書は動作しません。その場合には、CA から新しい証明書を取得するために、新しい CSR
を生成する必要があります。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. CA から信頼済みの証明書を取得します。

2. 信頼済みの証明書を iSM にインポートします。
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CA からの信頼済み証明書の取得

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリックします。

2. 証明書のカスタマイズをクリックします。

3. SSL 証明書カスタマイズページで、次のように入力します。

• 国（C）

• 都道府県（ST）

• 市区町村（L）

• 組織名（O）

• 組織ユニット（OU）

• 共通名（CN）

4. （オプション）iSM の IP アドレスを CSR に含めるには、include Moonshot Chassis Manager 2.0 IP
Address(es)チェックボックスを選択します。

注記: 多くの CA では、この入力を受け入れられません。使用中の CA でこの入力が受け入れられるかわ
からない場合は、このオプションを選択しないでください。

このオプションが有効な場合、iSM の IP アドレスが CSR サブジェクト代替名（SAN）の拡張子に含ま
れます。

5. CSR の生成をクリックします。

CSR を生成中であり、その処理に 大で 10 分かかる可能性があることを伝えるメッセージが表示されま
す。

6. 数分（ 大 10 分）後に、CSR の生成を再度クリックします。

CSR が表示されます。

7. CSR テキストを選択してコピーします。

8. ブラウザーウィンドウを開き、第三者認証機関に移動します。

9. 画面の指示に従って、CSR を CA に送信します。

注記: CSR を CA に送信するときに、ご使用の環境でサブジェクト代替名の指定が要求される可能性があ
ります。必要に応じて、iSM DNS 名を入力します。

CA は証明書を生成します。証明書署名ハッシュは、CA によって決定されます。

10. 証明書を取得したら、以下の事項を確認してください。

セキュリティの構成 70



• CN が iSM FQDN と一致している。この値は、Overview ページに iSM Hostname として表示されま
す。

• 証明書が Base64 でエンコードされた X.509 証明書である。

• 証明書に開始行と終了行が含まれている。

詳しくは

set CLI コマンド

CSR 入力の詳細

CSR を作成するときは、以下を入力します。

• Country (C) - この iSM サブシステムを所有する会社または組織が存在する国を識別する 2 文字の国番号。
2 文字の省略表記を大文字で入力します。

• 都道府県（ST） - この iSM サブシステムを所有する会社または組織が存在する都道府県。

• 市町村（L） - この iSM サブシステムを所有する会社または組織が存在する市町村。

• 組織名（O） - この iSM サブシステムを所有する会社または組織の名前。

• 組織ユニット（OU） - （省略可能）この iSM サブシステムを所有する会社または組織の中の単位。

• 共通名（CN） - この iSM サブシステムの FQDN。

FQDN は、共通名（CN）ボックスに自動的に入力されます。

iSM が CSR に FQDN を入力できるように、Network General Settings ページで Domain Name を設定し
ます。

• include Moonshot Chassis Manager 2.0 IP Address(es) - CSR に iSM の IP アドレスを含めるには、こ
のチェックボックスを選択します。

CSR の詳細を変更するには、管理者権限が必要です。

注記: 多くの CA では、この入力を受け入れられません。使用中の CA でこの入力が受け入れられるかわか
らない場合は、このオプションを選択しないでください。

信頼済みの証明書のインポート

iSM は、3 KB まで（秘密キーで使用される 1,187 バイトを含む）の 2048 ビット SSL 証明書をサポートしま
す。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーで Security をクリックし、SSL Certificate タブをクリックします。

2. Customize Certificate をクリックします。

3. Import Certificate をクリックします。

4. Import Certificate ウィンドウで、テキストボックスに証明書を貼り付けて、Import をクリックします。
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iSM が要求を確認するように求めます。プロセスを完了するには、iSM のリセットが必要です。

5. はい、リセットを適用しますをクリックします。

iSM は証明書をインポートし、iSM のリセットを開始します。

詳しくは

set CLI コマンド

ログインセキュリティバナーの構成
ログインセキュリティバナー機能を使用すると、iSM ログインページに表示されるセキュリティバナーを設定
できます。たとえば、メッセージとシステム所有者の連絡先情報を入力できます。

前提条件

iSM の管理者権限

手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、ログインセキュリティバナーをクリックします。

2. ログインセキュリティバナーを有効設定を有効にします。

iSM は、ログインセキュリティバナーに以下のデフォルトテキストを使用します。

This is a private system. It is to be used solely by authorized users
and may be monitored for all lawful purposes. By accessing this system,
you are consenting to such monitoring.

3.（オプション）セキュリティメッセージをカスタマイズするには、セキュリティメッセージテキストボック
スにカスタムメッセージを入力します。

テキストボックスの上にあるバイトカウンターに、メッセージに使用できる残りのバイト数が表示されま
す。 大は 1,500 バイトです。

空白スペースまたは空白行をセキュリティメッセージに追加しないでください。空白スペースと空白行は
バイト数にカウントされ、ログインページのセキュリティバナーには表示されません。

ヒント: デフォルトのテキストを復元するには、Use Default Message をクリックします。

4. 適用をクリックします。

次のログイン時にセキュリティメッセージが表示されます。

セッションタイムアウトの構成
Set Timeout ページでは、ユーザーアクティビティなしでどれだけの時間（分単位）が経過するとセッション
を自動的に閉じるかを調整できます。Session Timeout は HTTP（Web）セッションを制御し、SSH Timeout
は CLI セッションを制御します。

前提条件

iSM の管理者権限

セキュリティの構成 72



手順

1. ナビゲーションツリーで Security をクリックし、Set Timeout をクリックします。

2. Session Timeout を入力します。

デフォルトは 30 分です。

3. SSH Timeout を入力します。

デフォルトは 120 分です。

4. Apply をクリックします。

Successfully changed the timeoutというメッセージが表示されます。
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取り付け済み iSM ドーターカードの表示と構成

このページでは、システム内の取り付け済みオプションカードを表示し、各カードの構成を有効にします。

手順

1. ナビゲーションツリーでオプションカードをクリックします。

ドーターカードページが表示されます。

2. 必要に応じて、取り付け済みカードの設定を変更します。

3. 完了したら、適用をクリックします。

HPE Edgeline デュアル CAN ポートのドーターカード
このドーターカードには、通常は自動車用途に使用される、2 つのコントローラーエリアネットワークバスシ
リアルポートが含まれています。

カードの情報は次のとおりです。

• モデル - 取り付け済みドーターカードのモデル名。

• Serial Number - 製品の製造メーカー設定の ID 番号。

• Script Version - iSM がドーターカードとの通信に使用するスクリプトのバージョン。iSM ファームウェ
アがアップデートされると、スクリプトは自動的にアップデートされます。

• Port1 および Port2 の Termination の設定。

HPE Edgeline デュアル CAN ポートのドーターカードの詳細

2 つのポートのそれぞれに、次の設定を使用できます。

ターミネーション - ポートが有効または無効かどうかを指定します。

HPE Edgeline デュアルシリアルポートのドーターカード
このドーターカードには、選択可能なシリアル通信プロトコルを受け入れる 2 つのシリアルポートが含まれて
います。

カードの情報は次のとおりです。

• モデル - 取り付け済みドーターカードのモデル名。

• Serial Number - 製品の製造メーカー設定の ID 番号。

• Script Version - iSM がドーターカードとの通信に使用するスクリプトのバージョン。iSM ファームウェ
アがアップデートされると、スクリプトは自動的にアップデートされます。

• Port1 および Port2 の Mode と Termination の設定。

HPE Edgeline デュアルシリアルポートのドーターカードの詳細

2 つのポートのそれぞれに、次の設定を使用できます。

• Mode - ポートの通信プロトコルまたは電気インターフェイスを指定します。
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◦ ループバック

◦ RS-232

◦ RS-485Half

◦ RS-485FULL

• Termination- ポートが有効か無効かを指定します。

HPE Edgeline TSN カード
この時間的制約があるネットワーキングのドーターカードは、ネットワーク時間管理プロトコルを受け入れ、
TSN をサポートするネットワーク上の他のすべてのデバイスと同期し続けます。TSN カードは、リアルタイ
ムの通信、スケジュール、およびトラフィックシェーピングもサポートしています。

カードの情報は次のとおりです。

• モデル - 取り付け済みドーターカードのモデル名。

• Serial Number - 製品の製造メーカー設定の ID 番号。

• Script Version - iSM がドーターカードとの通信に使用するスクリプトのバージョン。iSM ファームウェ
アがアップデートされると、スクリプトは自動的にアップデートされます。

HPE Edgeline TSN カードの詳細

このドーターカードの構成設定はありません。

HPE Edgeline 1x8 DIO ドーターカード
このドーターカードには、8 つの単線物理ポート接続が含まれています。各ポートでは、1～9V の電圧入力し
きい値を選択できます。

カードの情報は次のとおりです。

• モデル - 取り付け済みドーターカードのモデル名。

• Serial Number - 製品の製造メーカー設定の ID 番号。

• Script Version - iSM がドーターカードとの通信に使用するスクリプトのバージョン。iSM ファームウェ
アがアップデートされると、スクリプトは自動的にアップデートされます。

• Port1～Port8 までの Mode および Threshold の設定。

HPE Edgeline 1x8 DIO ドーターカードの詳細

8 つのポートのそれぞれに、次の設定を使用できます。

• モード - ポートが入力用または出力用かどうかを指定します。

• しきい値 -

◦ モードを入力に設定すると、しきい値は着信信号が 1 と解釈される以上の電圧を設定します。指定され
た電圧での入力は、0 と解釈されます。

◦ モードを出力に設定すると、しきい値は適用されません。
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第 2 部：Integrated System Manager CLI リファ
レンス
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スクリプティングとコマンドラインの概要

HPE iSM には、HPE Edgeline サーバーをリモートで構成、アップデート、操作する方法があります。コマン
ドラインツールを使用すると、コマンドをファームウェアとホストシステムにすばやく簡単に送信できます。

PuTTY などの標準ツールで、ターミナル SSH セッションを使用してシステムに接続します。

詳しくは

HPE iSM への初めての接続
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add CLI コマンド

構文

add [file | user | sshkey | license]

パラメーター

このコマンドの有効な引数と引数パラメーターについて、以下に説明します。

file <url>
ファイルを Web アドレスから内部レポジトリに追加します。

http://serverlocation/path/filenameの URL 形式を使用します。

サポート対象ファイル：

• ホスト BIOS

• Integrated System Manager ファームウェア

• ブートイメージファイル

注記: Integrated System Manager は、ファイルが署名済みファームウェアかどうかを判定します。追加
されたファイルがファームウェアでない場合でも、レポジトリに追加されますが、update コマンドでは
使用できません。

user <username>
新しいログインユーザー名を追加します。このコマンドを入力したら、パスワードを入力し、確認のため
にパスワードを再入力します。パスワードを入力する際、画面にテキストは表示されません。パスワード
を変更するには、setコマンドを参照してください。ユーザー名とパスワードは大文字と小文字が区別さ
れます。

sshkey <ssh public key>
現在ログイン中のユーザーのクライアントマシンの公開キーを追加します。ユーザーパスワードの代わ
りに sshkeyを使用できます。

add sshkeyを入力したら、公開キーをコマンドプロンプトに貼り付け、Enter キーを押します。

license <filename>
ファイルからライセンスを追加します。レポジトリ内の URL またはファイル名を指定できます。

入力例

リモートファイルを追加する：

add file http://server/path/filelocation
ユーザーを追加する：

add user <username>
SSH キーを追加する：

add sshkey <ssh public key>
ローカルファイルからライセンスを追加する：

add license <filename>.xml
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リモートライセンスを追加する：

add license http://server/folder/<filename>.xml
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clear CLI コマンド

構文

clear [log {health | event} | session]

説明

選択したアイテムをクリアします。管理者権限が必要です。

パラメーター

log {health | event}

• health：ヘルスログファイルを消去します。

• event：イベントログファイルを消去します。

session <index #>
選択したセッションをクリアし（閉じ）ます。これは、Web UI セッションが 大数の 6 に達し、1 つを
手動で閉じる必要がある場合に役立ちます。インデックス番号を見つけるには、show session active コマ
ンドを入力します。

入力例

現在のセッションを表示してから Web UI セッションを閉じる：

show session active
        Index Username                   IP             Connection
        ----- -------------------------- -------------- ----------
        1     <user>                     <IP address>   Web UI
        2     <user>                     <IP address>   Web UI
        3     <user>                     <IP address>   Web UI
        4     <user>                     <IP address>   Web UI
        5     <user>                     <IP address>   Web UI
        6     <user>                     <IP address>   Web UI
        7     *Administrator             <IP address>   SSH

        * 現在のセッションを表します。

clear session 4
clear log health
clear log event
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connect CLI コマンド

構文

connect vsp

説明

ホストで仮想シリアルポート（VSP）セッションを開始します。ネットワークユーザーは、ホスト上のシリア
ルポートにリモートでアクセスできます。

VSP セッションを終了するには、CTRL + ]と CTRL + xを入力します。

パラメーター

vsp
VSP セッションを起動します。

入力例

connect vsp
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disable CLI コマンド

構文

disable [bios lock | ignition timer | remotedeviceaccess 
    | remotesupport | tether | lock | usb <1-4> | power button | host reset 
    | ism reset | sdcard | system | tpm]

説明

選択したターゲットを無効にします。

パラメーター

bios lock
BIOS ロックを無効にすると、起動時に F9 キーで BIOS セットアップに入ることができます。

ignition timer
イグニッションスイッチの設定を監視してイグニッションがオフのときに電源をオフにする機能を無効
にします。

注記: このコマンドは、互換性のあるシステムでのみ使用できます。

host reset
ホストリセットボタンの機能をオフにします。

ism reset
iSM リセットボタンの機能をオフにします。

lock
構成の変更に対するアクセスを制限するロックをオフにします。このコマンドにはライセンスキーが必
要です。

power button
電源ボタンの機能をオフにします。

remotedeviceaccess
リモートデバイスアクセスを無効にします。

remotesupport
HPE リモートサポートを無効にします。

sdcard
SD カードの機能をオフにします。

system
システムを恒久的に無効にします。このコマンドにはライセンスキーが必要です。

tether
ホストへの iSM のネットワーク接続をオフにします。

tpm
TPM を無効にします。

disable CLI コマンド 82



usb<1-4>
指定した USB ポートをオフにします。

入力例

ホストへのネットワーク接続を無効にする：

disable tether
USB1 を無効にする：

disable usb1
電源ボタンを無効にする：

disable power button
ホストリセットボタンを無効にする：

disable host reset
iSM リセットボタンを無効にする：

disable ism reset
SD カードポートを無効にする：

disable sdcard
システムを無効にし、システムデータを削除する：

disable system
Trusted Platform Module を無効にする：

disable tpm
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enable CLI コマンド

構文

enable [bios lock | remotesupport |  ignition timer | tether | lock 
       | usb <1-4> | power button | host reset | ism reset 
       | remotedeviceaccess | sdcard | tpm]

説明

入力するターゲットを有効にします。

パラメーター

bios lock
BIOS ロックを有効にします。BIOS ロックが有効になっている場合、起動時に F9 を使用して構成画面に
入ることができません。この機能をサポートするには、 新の BIOS を使用している必要があります。

remotesupport
eRS リモートサポートを有効にします。

ignition timer
イグニッションスイッチの設定を監視してイグニッションがオフのときに電源をオフにする機能を有効
にします。

注記: このコマンドは、互換性のあるシステムでのみ使用できます。

tether
ホストへの iSM ネットワーク接続をオンにします。有効にすると、有線接続のエイリアスがホスト OS で
使用できるようになり、iSM が使用しているネットワークアクセス接続が共有されます。

lock
構成を変更できないように、ロックを有効にします。構成を変更するには、disable lockコマンドを
使用します。このコマンドにはライセンスキーが必要です。

usb
指定した USB ポートをオンにします。

このコマンドを使用する場合は、識別する USB ポートを含めます。例：enable usb <1-4>。
power button

電源ボタンの機能をオンにします。

host reset
ホストリセットボタンの機能をオンにします。

ism reset
iSM リセットボタンの機能をオンにします。

remotedeviceaccess
HPE リモートデバイスアクセスをオンにします。これはデフォルトで無効になっています。この機能を
有効にすると、HPE サービス担当者は問題をリモートで診断できます。

sdcard
SD カードの機能をオンにします。
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tpm
TPM を有効にします。

入力例

テザーを有効にする：

enable tether
コンフィギュレーションロックを有効にする：

enable lock
USB1 ポートを有効にする：

enable usb1
電源ボタンを有効にする：

enable power button
ホストリセットボタンを有効にする：

enable host reset
iSM リセットボタンを有効にする：

enable ism reset
SD カードポートを有効にする：

enable sdcard
TPM を有効にする：

enable tpm
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exit CLI コマンド

構文

exit

説明

現在のログインセッションを終了します。PuTTy を使用している場合は、ウィンドウが閉じます。Linux SSH
を使用している場合、プロンプトは、SSH クライアントをホスティングするマシンに戻ります。

入力例

exit
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help CLI コマンド

構文

help

説明

CLI コマンドヘルプが開きます。コマンド名を含めると、コマンドのヘルプの説明が開きます。

注記: 一部のコマンドには、実行するためのパラメーターが必要です。パラメーターを指定しないと、そのコ
マンドのヘルプが表示されます。パラメーターが不要な場合は、コマンドが実行されます。

？（疑問符）を付けてコマンドを入力し、そのコマンドのヘルプを取得することもできます。以下に例を示し
ます。

exit ?

オプション

次のコマンドのヘルプを受信できます。

• add
• backup
• clear
• connect
• disable
• enable
• exit
• kvm
• ping
• quit
• remove
• reset
• restore
• set
• show
• test
• update

入力例

help
help add
help show
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kvm CLI コマンド

構文

kvm init

説明

iSM をサポートする設定で AMT のリモートコンソールを初期化します。

入力例

kvm init
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ping CLI コマンド

構文

ping <ip>

説明

ターゲットとのネットワーク接続をテストします。

パラメーター

<ip>
テストするネットワークアドレスを指定します。

制限

• ターゲットは同じサブネット上に存在する必要があります。

• ターゲットはネットワークの ping に応答する必要があります。

入力例

ping 192.168.1.1
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ping6 CLI コマンド

構文

ping6 <ipv6>

説明

IPv6 ターゲットとのネットワーク接続をテストします。

パラメーター

<ipv6>
テストする IPv6 ネットワークアドレスを指定します。

注記: リンクローカル IPv6 アドレスに ping を実行する場合、システムはスコープ値を自動的に提供しま
す。

制限

• ターゲットは同じサブネット上に存在する必要があります。

• ターゲットは IPv6 ネットワークの ping に応答する必要があります。

入力例

IPv6 アドレスに ping を送信する：

ping6 fe80::af1:eaff:fefb:41
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quit CLI コマンド

構文

quit

説明

現在のログインセッションを終了します。PuTTy を使用している場合は、ウィンドウが閉じます。Linux SSH
を使用している場合、プロンプトは、SSH クライアントをホスティングするマシンに戻ります。

入力例

quit
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recover CLI コマンド

構文

recover [bios | mac]

説明

BIOS ファームウェアを強制的にフラッシュします。

パラメーター

bios
recover biosコマンドは、updateコマンドが機能しない場合のために提供されています。たとえば、
BIOS ファームウェアを間違ったバージョンに置き換えてしまった場合に、recover biosコマンドを使
用できます。BIOS ファームウェアのアップデートには、可能な限り updateコマンドを使用してくださ
い。

mac
特にハードウェアを交換した場合に、このコマンドを入力して、ホストボードから MAC アドレスを読み
取り、値が一致するようにハードウェアの MAC を変更できます。iSM Web インターフェイスの内蔵リ
モートコンソール機能を有効にするには、値が一致する必要があります。

入力例

BIOS リカバリを強制的に実行する：

recover bios
MAC を変更する：

recover mac
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remove CLI コマンド

構文

remove [file | user | sshkey | wifi certs]

説明

選択したターゲットを削除します。

パラメーター

file <filename>
選択したファイルをレポジトリから削除します。

user <username>
ユーザーアカウントをシステムから削除します。ユーザー名は大文字と小文字が区別されます。

sshkey <ssh public key index>
現在のユーザーに対して選択した SSH キーを削除します。

注記: 複数の SSH キーを削除する場合は、各 SSH キーを削除した後にリストを更新します。リストを更
新するには、show sshkeyコマンドを使用します。

wifi certs <certificate_filename>
選択した WiFi 証明書を証明書レポジトリから削除します。

入力例

remove file <filename>
remove user <username>
remove sshkey <ssh public key>
remove wifi certs <certificate_filename>

remove CLI コマンド 93



reset CLI コマンド

構文

reset [ism | auxpower]

説明

選択したデバイスがリセットされます。

パラメーター

ism
iSM をリセットします。リセットにより、開いているすべての SSH またはシリアルログインセッション
が切断されます。iSM が再起動すると、ログインして新しいセッションを開始できます。再起動には約 30
秒かかります。

auxpower
補助電源を再度オンにして iSM とホストの両方をリセットします。リセットにより、すべての SSH また
はシリアルログインセッションが切断されます。iSM が再起動を完了すると、新しいセッションにログイ
ンできます。再起動には約 30 秒かかります。

入力例

reset ism
reset auxpower
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set CLI コマンド

構文

set [ap | asset | autopoweron | boot devices | boot details | boot once 
    | date | dc | domain | factorydefaults | hostname | ignition | lte 
    | nameservers | network | network6 | password | permissions | power 
    | proxy | secureerase | serial | ssl | timeout | tpm | uid | username 
    | vusb | wifi]

説明

入力するターゲットの属性を設定します。

パラメーター

ap [on | off]
公開 WiFi アクセスポイントを作成すると、システムを構成できます。ネットワーク SSID は、
SSID_<macaddress>です。

注記: 使用していないときは、アクセスポイントをオフにします。

asset <item_name>
システムの識別子を設定します。例："Office machine"。

autopoweron [on | off]

• on：システムの電源をオンにすると、ホストがオンになります。

• off：システムの電源をオンにしても、ホストはオフのままです。

boot devices [nvme| pxe | sata | sdcard | uefi | usb | vusb]
デバイスタイプのブート順序を設定します。

boot details [device_type] <primary_device>
指定されたデバイスタイプのプライマリブートデバイスを設定します。これは、PXE、SATA、USB など、
複数のオプションがあるデバイスタイプでのみ役立ちます。

boot once [nvme| pxe | sata | sdcard | uefi | usb | vusb | bios]
次回の起動のみに使用するブートデバイスを設定します。使用するデバイスポートを指定することはで
きないため、複数のエントリーを持つデバイス（pxe1、pxe2 など）の場合は、目的のブートデバイスの
みをアクティブにするようにしてください。BIOS 引数を使用して、次回の起動時に BIOS に移動します。
ブートワンスのステータスを確認するには、show boot onceと入力します。

date <date> <time>
管理の日時を UTC 表記で設定します。

• dateのフォーマット：YYYY-MM-DD

• timeのフォーマット：HH:MM:SS。ここでは 24 時間表記を使用します。

dc <params>
ドーターカードのパラメーターを設定します。パラメーターはドーターカードによって異なります。有
効なパラメーターを表示するには、showコマンドを使用します。例：show dc config。
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domain <domain_name>
ドメイン名を設定します。

factorydefaults
システムを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

注記: ユーザーアカウントと証明書を除くすべての設定がデフォルトに戻ります。ただし、ログインする
には初期パスワードを変更する必要があります。このコマンドを入力すると、iSM が再起動し、セッショ
ンが切断されます。接続を再度確立するまでに、数分間かかることがあります。

hostname <name>
iSM の DNS ホスト名を割り当てます。

ignition [hostpoweroff <minutes> | switchpoweroff <minutes>]

• hostpoweroff <minutes>：iSM が強制的に電源をオフにするまでの、ホストの電源オフのタイム
アウトを設定します。

• switchpoweroff <minutes>：イグニッションスイッチがオフになってから Edgeline EL300 がオフ
になるまでの遅延を設定します。これにより、システムがオフ状態になるまでの時間、お客様はシス
テムを使用できます。

注記: このコマンドは、互換性のあるシステムでのみ使用できます。

lte [apn <apn_setting> | host | ism ]

• apn <apn_setting>：アクセスポイント名の LTE 接続を構成します。LTE APN の詳細については、
携帯電話会社にお問い合わせください。

• host：ホストが使用する Edgeline EL300 LTE カードを設定します。

• ism：iSM が使用する LTE カードを設定します。

注記: Edgeline EL300 hostまたは ismのどちらかを設定できます。両方は設定できません。

nameservers
URL を IP アドレスに変換するために、ネームサーバーとして動作する IPv4 または IPv6 アドレスのリス
トを作成します。静的 IP アドレスを使用する場合、ネームサーバーは使用されません。

network [off | dhcp | <ip_address> <netmask> <gateway>]
IPv4 ネットワークの情報を設定します。

• off：ネットワークをオフにします。

• dhcp：DHCP 接続のあるネットワークを作成します。

• <ip_address> <netmask> <gateway>：静的 IP アドレスを設定します。アドレス、ネットマス
ク、およびゲートウェイが含まれます。

network6 [off | auto | ip_<address> <netmask> <gateway>]
IPv6 ネットワークの情報を設定します。
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• off：ネットワークをオフにします。

• auto：DHCP 接続のあるネットワークを作成します。

• <ip_address> <netmask> <gateway>：静的 IP アドレスを設定します。アドレス、ネットマス
ク、およびゲートウェイが含まれます。

password
ログインしたユーザーのパスワードを変更します。新しいパスワード、およびパスワードの確認を求めら
れます。パスワードには 8 文字以上を含める必要があります。

注記: 管理者は、他のユーザーのパスワードを設定できます。設定するアカウントの<username>を入力
します。ユーザー名は大文字と小文字が区別されます。

permissions [admin | user] <username>
ユーザーの権限を設定します。

注記: この設定を変更できるのは管理者のみです。

power [on | forceoff | pushbutton | reset]
ホストの電源を制御します。

• on：システムの電源を入れます。

• forceoff：電源をすぐにオフにします。

注記: forceoffコマンドを使用すると、情報が失われる可能性があります。

• pushbutton：ボタンの短押しをシミュレートします。ホストのオペレーティングシステムの構成方
法によっては、これにより電源が切れたり、スリープ、休止状態になったりする場合や、これが無視
される場合があります。

• reset：ホストがただちに強制的にリセットされます。

注記: resetコマンドを使用すると、情報が失われる可能性があります。

proxy [<web proxy> | none]
すべてのネットワークアクセス用のプロキシを設定します。

secureerase
ホスト BIOS に完全消去フラグを設定します。次にホストが起動したときに、すべてのドライブが消去さ
れます。

serial [host | ism]

• host：ホストにアクセスします。

• ism：iSM にアクセスします。
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ssl [csr | default_cert | import_cert | key]

• csr：証明書署名要求（CSR）を生成し、署名認証機関に送信するファイルにコピーして貼り付けま
す。

• default_cert：デフォルトの SSL 証明書をリセットします。

以下に例を示します。

set ssl csr ->enter -> provide info
Country (2-character code): US
State/Province: New York
City: New York City
Organization: Vandelay Industries
Organizational Unit: Latex Products
Hostname [steven-artik.americas.hpqcorp.net]:
Use IP Address (yes/no)? [no]:

• import_cert：証明書署名認可機関（CSA）から SSL 証明書をインポートします。

• key：SSL キーを再生成できます。このコマンドは、SSL キーを作成し、対応する自己署名証明書を
生成します。

timeout [ssh | http] <timeout>
SSH（CLI）および HTTP（Web および Redfish）セッションのタイムアウト値を設定します。

tpm [ism | host]
シャーシ内の 2 点間で tpm の位置を切り替えます。

• ism：システムで提供される tpm を使用します。

• host：キャリアボードに取り付けられたソケットを使用します。これに tcm モジュールを取り付ける
ことができます。

uid [on | off | blink]
シャーシの UID LED のステータスを設定します。

username <old username> <new username>
既存のユーザー名を変更します。

vusb [repofile | http_url | none]
イメージファイルで仮想 USB を有効にします。ホストは、レポジトリまたは HTTP ファイルサーバーか
らイメージを起動できます。このコマンドにはライセンスキーが必要です。

• repofile：ブートイメージ（.iso）ファイルを指定します。

• http_url：ブートイメージ（.iso）ファイルが含まれている URL を指定します。

• none：イメージファイルまたは URL をアンマウントします。

wifi
WiFi ネットワークを作成し、WiFi ネットワーク変数を変更できるようにします。WiFi ネットワークは複
数作成できます。WiFi ネットワーク ID を作成するか、自動的に ID が作成されます。

ネットワーク変数を変更する前に、WiFi ネットワークを追加します。

set wifi add
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以下に例を示します。

set wifi add
   New Network ID: 5
  set wifi 5 ssid MyWifiSSID
  set wifi 5 sec psk
  set wifi 5 pass "this is my passphrase!"
  set wifi 5 enable
ネットワーク ID が生成され表示されます。

ネットワークを追加したら、ネットワーク ID を入力するときに以下の変数を使用します。set wifi
<networkid> <variable> <variable_value>の形式を使用します。

注記: WiFi ネットワークに接続したら、WiFi アクセスポイントを無効にしてください。WiFi ネットワー
クに接続した後で、WiFi アクセスポイントを有効にできます。

• ssid：ネットワーク SSID を入力します。SSID に空きスペースが含まれている場合は、SSID を引用
符で囲みます。例：set wifi 1 ssid "Publicly Broadcast"。

• hidden [yes | no]：WiFi SSID をブロードキャストするかどうかを設定します。

• sec [psk | eap | none]：Wi-Fi ネットワークのセキュリティモードを設定します。

• pass <password>：WiFi ネットワークのパスワードを設定します。パスワードに空白のスペースが
含まれている場合は、パスワードを引用符で囲みます。例：set wifi 1 password "Local
password"。

• eap [tls | ttl |PEAPsake]：拡張認証プロトコルを設定します。

• identity <network identity>：WiFi AP によってネットワークに接続するためのユーザー認証
情報が要求された場合は、ネットワーク ID を設定します。ID の詳細については、ネットワーク管理者
にお問い合わせください。

• anonymous_identity <anonymous_id>：匿名ネットワーク ID を設定します。

• ca_cert <filename>：証明書レポジトリに証明書のファイル名を入力します。

• private_key <filename>：証明書レポジトリで秘密キーを選択します。

• private_key_passwd <passphrase>：秘密キーに適用するパスフレーズを入力します。

• phase2 [md5 | tls | ttls | mschapv2 | peap | gtc | otp | leap | aka | fast
| pax | sake |gpsk | wsc | ikev2 | tnc]：一部のネットワークでは、2 段階パラメーター
が必要になります。詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

• enable：WiFi ネットワークを有効にして、自動的に WiFi ネットワークに接続できるようにします。
デフォルトでは、新しいネットワークは無効です。ネットワークをセットアップし、構成変数を入力
してから、このコマンドを発行します。複数の WiFi ネットワークがある場合、システムは も強力な
ネットワークに接続します。例：set wifi <networkid> enable。

• disable：ネットワーク構成を削除することなく、WiFi ネットワークを無効にします。例：set wifi
<networkid> disable。

WiFi ネットワークを削除するには、remove変数を使用します。例：set wifi remove <networkID>

入力例

LTE へのアクセスを iSM に設定する：

set lte ism
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デバイスのブート順序を 初に SATA、次に USB、NVME、 後に 初の PXE デバイスに設定する：

set boot devices sata usb nvme pxe
2 番目の PXE エントリーを PXE デバイスタイプのプライマリブートデバイスとして設定する：

set boot details pxe pxe2
車両のイグニッションがオフになり、スイッチの電源オフタイマーが終了した後、ホストの電源を強制的にオ
フにする前に、ホストが正常にシャットダウンするまで待機する時間を分単位で設定します。

set ignition hostpoweroff 10
車両のイグニッションがオフになった後、iSM とシャーシの動作を維持する時間を分単位で設定します。

set ignition switchpoweroff 5
IPv4 接続を DHCP に設定する：

set network dhcp
IPv6 接続を自動アドレス指定に設定する：

set network6 auto
iSM ではなくホストが使用するシリアルポートを設定する：

set serial host
ユーザー名を変更する：

set username userold usernew
WiFi の詳細を設定する：

set wifi add
  set wifi 5 ssid MyWifiSSID
  set wifi 5 sec psk
  set wifi 5 pass "this is my passphrase!"
set wifi 5 enable
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show CLI コマンド

構文

show [ap | asset | autopoweron | bios lock | boot devices | boot details 
     | boot once | date | dc | files | firmware | hostname | ignition 
     | inventory | license | lock | log | lte | network | power 
     | powersupply | proxy | remotedeviceaccess | remotesupport | sensor 
     | sshkey | ssl | status | switches | timeout | tpm | uid | vusb 
     | users | wifi]

説明

定義済み変数の詳細を表示します。

パラメーター

ap
WiFi アクセスポイントのステータスを表示します。

asset
システムの資産タグを表示します。

autopoweron
自動電源投入パラメーターのステータスを表示します。

bios lock
BIOS ロックのステータスを表示します。

boot devices
ブートデバイスの利用可能なタイプを表示します。一部には同じカテゴリのデバイスが含まれています。

boot details
利用可能なブートデバイスのタイプ、およびタイプ内で設定可能な個々のデバイスを表示します。

boot once
次回の起動のみに使用するブートデバイスを表示します。

date
現在のシステム時刻と日付を表示します。

dc [config | stats]

• config：ドーターカードの構成の詳細を示します。

• stats：インストール済みドーターカードに関するライブ情報を表示します。

files
ソフトウェアレポジトリ内のファイルを表示します。

firmware
iSM、CPLD、BIOS、および iSM ベースイメージ対応のファームウェアバージョンを表示します。

hostname
iSM のホスト名を表示します。
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ignition
イグニッションスイッチの構成設定を表示します。

注記: このコマンドは、互換性のあるシステムでのみ使用できます。

inventory
交換可能ユニットの情報を表示します。詳細には、部品番号、シリアル番号、プロセッサー、キャリア
ボードのメモリ、ホストボード、および電源ボードが含まれます。

license all
現在インストールされているライセンスに関する情報を表示します。

lock
ロックが有効になっているか無効になっているかを示します。

log [health | event]
ヘルスまたはイベントログに関する情報を表示します。次の変数を使用すると、結果をフィルター処理で
きます。

• {numentries}：イベント番号に基づくイベントを表示します。

• {info | caution | critical}：イベントステータスに基づく項目を表示します。

• {start_date | start_time | end_date | end_time}：イベントの発生時刻または日付に基
づくイベントを表示します。日付の場合、形式は YYYY-MM-DD です。時間の場合、形式は HH:MM:SS
です。

注記: start_dateおよび start_timeパラメーターを使用します。レポートには日付より後の情
報が表示されます。以下に例を示します。

show log event 2018-08-15 22:13:57
開始および終了の日付と時刻を使用する場合、これらの時間パラメーター間のすべてのヘルスまたは
イベントログが表示されます。

lte
所有者、APN、ステータスなどの無線 LTE 設定を表示します。

network
iSM ネットワーク設定を表示します。

power
ホストの電源ステータスを表示します。

powersupply
電源装置の電圧モニタリングのステータスを表示します。

proxy
プロキシが設定されている場合は、現在のプロキシを表示します。

remotedeviceaccess
HPE リモートデバイスアクセスのステータスを表示します。有効かどうか、実行中かどうか、およびバー
ジョンが含まれます。有効にすると、HPE サービス担当者は問題をリモートで診断できます。この機能は
デフォルトでは無効です。
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remotesupport
eRS リモートサポートのステータスを表示します

sensor
すべてのセンサーのステータスを表示します。

sshkey
ユーザー SSH キーを表示します。

ssl
インストール済みの SSL 秘密キーと SSL 証明書に関する情報を表示します。

status
電源装置の電圧モニタリングのステータス、およびシャーシ内のさまざまなコンポーネントとゾーンの温
度を表示します。

switches
物理入力デバイスのステータスを表示します。ステータスを変更するには、enableまたは disableコ
マンドを使用します。

users
ユーザーのリストをアクセス権限（管理者またはユーザー）とともに表示します。

timeout
SSH および HTTP セッションのタイムアウト値を表示します。

tpm
TPM のステータスを表示します。

uid
シャーシ UID のステータスを表示します。

vusb
仮想 USB のステータス、接続、およびイメージ名を表示します。

wifi [status | scan | certs | config | config <networkID>]
WiFi ライセンスがインストールされている場合、WiFi クライアント情報を表示します。次の引数がサ
ポートされています。

• status：WiFi クライアントのステータスを表示します。

• scan：WiFi スキャンを実行し、近くの WiFi ネットワークを表示します。

• certs：証明書レポジトリ内の WiFi 証明書を表示します。

• config：ネットワークを構成し、有効になっているか無効になっているかを示します。

• config <networkID>：指定した WiFi ネットワークの構成設定を表示します。

WiFi ライセンスがインストールされていない場合に show wifiコマンドを入力すると、コマンドはエ
ラーメッセージを返します。

入力例

show wifi
show power
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test CLI コマンド

構文

test [event | collection]

説明

指定したテストデータをリモートサポートに送信します。このコマンドをサポートするには、リモートサポー
トを有効にする必要があります。

パラメーター

event
HPE リモートサポートに単一のテストイベントを送信します。

collection
HPE リモートサポートにテストデータコレクションを送信します。データコレクションは、システム構成
情報のコピーです。

入力例

単一のテストイベントを送信する：

test event
テストデータコレクションを送信する：

test collection
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update CLI コマンド

構文

update [url | filename]

説明

ローカルレポジトリまたは有効な URL からファームウェアをアップデートあるいはダウングレードします。
アップデートを実行後、システムをログアウトしてから再度ログインします。ログイン後、アップデートされ
たファームウェアの詳細を表示できます。

パラメーター

url
ファームウェアアップデートが保存されている有効な URL を入力します。http://serverlocation/
path/filenameの URL 形式を使用します。

filename
ローカルレポジトリに追加されたファイル名を入力します。

入力例

URL からファームウェアをアップデートする：

update http://<IPv4 address or host name>/<path>/<filename>
すでにレポジトリにあるファイルを使用してファームウェアをアップデートする：

update <repository filename>
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Web サイトおよびサポート

Web サイト
全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library
https://www.hpe.com/info/EIL

Hewlett Packard Enterprise Edgeline ドキュメント

http://www.hpe.com/info/edgeline-docs
Hewlett Packard Enterprise Edgeline 情報

www.hpe.com/info/edgeline
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセス
します。

https://www.hpe.com/info/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトにアクセスします。

https://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセ
スするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソ
フトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

https://www.hpe.com/support/downloads
My HPE Software Center

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

https://www.hpe.com/support/e-updates-ja

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials ページに移
動します。
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https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアク
セスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセッ
トアップしておく必要があります。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモー
トサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速か
つ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてくだ
さい。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE データセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

https://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.html

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。

https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要
求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り
組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについて
は、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報
については、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメ
ントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございました
ら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメールには、ド
キュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載くださ
い。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの版数、
およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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