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概要

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。

本書では、HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムのセットアップと構成について説明します。ま
た、システムの使用可能なハードウェアオプションのインストール情報を提供します。

Integrated System Manager（iSM）について

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。

その他の利用可能なオプションの管理ソフトウェア

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムの管理に役立つその他のオプションの集中インストール
された管理ソフトウェアパッケージを使用できます。

• HPE Edgeline Infrastructure Manager

• HPE Edgeline OT Link Platform

• HPE Edgeline Workload Orchestrator

注記: オプションのソフトウェアを使用して、HPE EL300 と HPE iSM の初期セットアップの完了後に、HPE
EL300 システムを管理できます。セットアップ後、オプションの管理ソフトウェアで各 HPE EL300 を使用で
きます。

HPE Edgeline Infrastructure Manager について

Edgeline Infrastructure Manager（EIM）は、Edgeline コンバージドエッジシステムの検出、監視、および管
理をサポートします。

これは VMware ESXi、Workstation、または Player での実行を目的とした仮想マシンイメージ（OVA）として
提供されています。アプライアンス UI に接続された専用 Web ブラウザーを実行するローカルコンソールと、
アプライアンスで実行されている Web サーバーに接続されたユーザー独自の Web ブラウザーの 2 つのユー
ザーインターフェイスがあります。

Edgeline Infrastructure Manager について詳しくは、次の Web サイトのユーザーガイドを参照してください。
http://www.hpe.com/info/edgeline-docs

HPE Edgeline OT Link Platform について

HPE Edgeline OT Link ソフトウェアは、産業用 IoT（モノのインターネット）ソリューションの実装を求める
企業の現場や工場で得られるデータとビジネスアプリケーションの間にあるギャップを埋める機能を持ち、シ
ンプルかつ迅速で予測可能な IoT 実装を可能にします。各種 Edgeline の産業用ソフトウェアとハードウェア
がシームレスに連携することで、従来ならばその展開場所や時期にかかわらず産業用装置の内部にとどまって
いたデータにアクセスして活用することができます。データとデバイスの管理機能も提供されるため、企業は
自社のビジネスの運用方法と顧客のビジネスの運用方法の両方を 適化することができます。
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HPE Edgeline Workload Orchestrator について

HPE Edgeline Workload Orchestrator を使用すると、複数の Edgeline システムで実行されているワークロー
ドを一元的に展開および管理することができます。ユーザーは、同じ場所または地理的に分散した場所にある
1 つ以上の Edgeline システムにワークフローとアプリケーションコンテナを展開できます。たとえば、ユー
ザーは、HPE Edgeline OT Link Platform でワークフローとアプリケーションのセットを作成し、Edgeline
Workload Orchestrator によって追加のシステムでこれを展開することができます。作成と展開を一元化する
ことで、Workload Orchestrator は、同様の機能を実行する複数のシステムのプロビジョニングをシンプル化
します。Workload Orchestrator を使用して多数の Edgeline コンバージドエッジシステムで OT Link Platform
を一元管理することで、それらのシステムで実行されているソフトウェアスタックの展開、アップデート、お
よび管理に必要な時間と労力が削減されます。

HPE Edgeline Workload Orchestrator は、すべての OT Link システムにわたる運用状況を示し、それらのシス
テムからの情報を統合する一元化されたダッシュボードを提供します。Workload Orchestrator ダッシュボー
ドにより、ユーザーは表示される情報の表示をカスタマイズすることができます。
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セットアップと構成

チェックリスト
このチェックリストを完了して、新しい HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムをセットアップ
し、インストールし、構成します。

1. システムを梱包から出し、コンポーネントを識別します。

2. 対象の設置場所が、スペース、エアフロー、温度、および電力の要件に適合していることを確認します。

3. 該当するハードウェアオプションをインストールします。

• 電源アダプター

• 8 GB の SD カードキット

• M.2 への SFF ドライブケージキット

• SATA/M.2 ドライブ

4. ワイヤレスネットワークキットとアンテナをインストールします。

• HPE EL ネットワーク WiFi カード

• WiFi アンテナ

• HPE EL ネットワーク LTE カード

• LTE アンテナ

5. システムをマウントします。

• ウォールマウント

• DIN レールの取り付け

• ベースのみブラケットキット

• 標準ブラケットキット

6. システムを構成する準備をします。

a. OS サポートを確認します。

b. OS インストールメディアと必要なキーを収集します。

c. ネットワーク接続を確認します。

d. ネットワークアドレスの計画をします。

7. iSM に接続し、利用可能な方法のいずれかを使用してシステムを構成します。

• WiFi アクセスポイントを使用して接続します。

• iSM Web インターフェイスに接続します。

• シリアルケーブルを使用して、iSM CLI に接続します。

セットアップと構成 9



8. 構成を完了します。

9. iSM Advanced ライセンスをインストールします。

10. HPE でシステムを登録します。

ヒント: HPE がすべてのシステムで QR コードを持っていることをご存知ですか？ ご使用のモバイル
デバイスで QR コードをスキャンして重要な情報にアクセスしてください。

QR コードのスキャンに関心がなくても 次のリンクをクリックしてモバイルページにアクセスし、ク
イックセットアップ、メンテナンス、およびトラブルシューティングの情報を入手してください。

http://www.hpe.com/qref/el300
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コンポーネントおよびサイトの要件

この章では、次を検索できます。

• コンポーネントの説明

• システムインストールのサイトの要件

コンポーネントの識別
この章では、外付および内蔵のサーバーの機能とコンポーネントについて説明します。

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムの構成

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは、次の 2 つの基本構成で使用できます。

• HPE Edgeline EL300 Mini-ITX コンバージドエッジシステム（P06211-B21）

このシステムは Intel i5 プロセッサーと互換性があります。

• HPE Edgeline EL300 V2 コンバージドエッジシステム（P25828-B21）

このシステムは Intel i7 プロセッサーと互換性があり、9-36VDC 電源オプション用イグニッションスイッ
チもサポートしています。

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは、必要なインターフェイスの数を拡張するためのドー
ターカードオプションをサポートしています。サポートされているドーターカードは、9-36 VDC と 12 VDC
の両方の電源装置オプションと互換性があります。取り付けられているドーターカードに応じて、 EL300 シ
ステムで利用できる構成が異なります。

• ドーターカードなしの HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステム。

• TSN 対応ドーターカード付き 4 ポート 1GBE イーサーネット搭載 HPE Edgeline EL300 コンバージド
エッジシステム

• 2 ポート RS232/422/485 ドーターカード付き HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステム

• 2 ポート CAN バス A/B/FD 2.0 ドーターカード付き HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステム

• 8 ビットの構成可能な GPIO ドーターカード付き HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステム

コンポーネントおよびサイトの要件 11



フロントパネルのコンポーネント

番号 説明

1 上部カバー

リアパネルのコンポーネント

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは 1 枚のドーターカードの取り付けをサポートします。
システムに取り付けられているドーターカードによって、システムのリアパネルのコンポーネントが変わりま
す。

リアパネルの構成：

• ドーターカードが取り付けられていないリアパネルのコンポーネント

• TSN 対応ドーターカード付き 4 ポート 1GBE イーサーネットが取り付けられている場合のリアパネルの
コンポーネント

• 2 ポート RS232/422/485 ドーターカードが取り付けられている場合のリアパネルのコンポーネント

• 2 ポート CAN バス A/B/FD 2.0 ドーターカードが取り付けられている場合のリアパネルのコンポーネント

• 8 ビットの構成可能な GPIO ドーターカードが取り付けられている場合のリアパネルのコンポーネント

コンポーネントおよびサイトの要件 12



ドーターカードなしの構成

番号 説明

1 マイク

2 ライン出力端子

3 ライン入力端子

4 HDMI ポート

5 ディスプレイポート

6 USB 3.0 ポート

7 USB 2.0 ポート

8 電源コネクター

9 電源ボタン

10 Edgeline iSM のリセット

11 CPU のリセット

12 SD カードスロット

13 シリアルポート

表は続く
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番号 説明

14 RJ–45/Edgeline iSM/LAN 管理ポート

15 RJ–45 ポート

TSN 対応ドーターカード付き 4 ポート 1GB イーサーネットの構成

番号 説明

1 マイク

2 ライン出力端子

3 ライン入力端子

4 HDMI ポート

5 ディスプレイポート

6 USB 3.0 ポート

7 USB 2.0 ポート

8 TSN ドーターカードのポート

9 電源コネクター

10 電源ボタン

11 Edgeline iSM のリセット

表は続く
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番号 説明

12 CPU のリセット

13 SD カードスロット

14 シリアルポート

15 RJ–45/Edgeline iSM/LAN 管理ポート

16 RJ–45 ポート

2 ポート RS232/422/485 ドーターカードの構成

番号 説明

1 マイク

2 ライン出力端子

3 ライン入力端子

4 HDMI ポート

5 ディスプレイポート

6 USB 3.0 ポート

7 USB 2.0 ポート

8 シリアルドーターカードのポート

表は続く
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番号 説明

9 電源コネクター

10 電源ボタン

11 Edgeline iSM のリセット

12 CPU のリセット

13 SD カードスロット

14 シリアルポート

15 RJ–45/Edgeline iSM/LAN 管理ポート

16 RJ–45 ポート

2 ポート CAN バス A/B/FD 2.0 ドーターカードの構成

番号 説明

1 マイク

2 ライン出力端子

3 ライン入力端子

4 HDMI ポート

5 ディスプレイポート

表は続く
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番号 説明

6 USB 3.0 ポート

7 USB 2.0 ポート

8 CAN BUS カードのポート

9 電源コネクター

10 電源ボタン

11 Edgeline iSM のリセット

12 CPU のリセット

13 SD カードスロット

14 シリアルポート

15 RJ–45/Edgeline iSM/LAN 管理ポート

16 RJ–45 ポート

8 ビットの構成可能な GPIO ドーターカードの構成

番号 説明

1 マイク

2 ライン出力端子

表は続く

コンポーネントおよびサイトの要件 17



番号 説明

3 ライン入力端子

4 HDMI ポート

5 ディスプレイポート

6 USB 3.0 ポート

7 USB 2.0 ポート

8 DIO ドーターカードのポート

9 電源コネクター

10 電源ボタン

11 Edgeline iSM のリセット

12 CPU のリセット

13 SD カードスロット

14 シリアルポート

15 RJ–45/Edgeline iSM/LAN 管理ポート

16 RJ–45 ポート

リアパネルの LED
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番号 LED ステータス 意味

1

 

電源装置 緑色で点灯 正常に動作しています。

オレンジ色 スタンバイモード

2

 

稼働状態 緑色で点灯 正常に動作しています。

緑色で点滅 工場出荷時設定へのリセットが進行中

赤色 クリティカルな状態

3  UID 青色で点灯 有効化済み

青色の点滅 アクティブなファームウェアアップ
デートが進行中またはリモートコン
ソールが使用中

4 SSD11 緑色で点灯 ドライブが動作中です。

消灯 ドライブが動作していません。

5  SSD22 緑色で点灯 ドライブが動作中です。

消灯 ドライブが動作していません。

6 ワイヤレス 白 ワイヤレスネットワークが有効

1 この LED は、プリインストールされた M.2 SATA SSD のアクティビティを示します。

2 この LED は、PCIe NVMe SSD の動作を示します。

アンテナコネクターの位置

コンポーネントおよびサイトの要件 19



番号 説明

1 LTE アンテナ（オプション）

2 WiFi アンテナ（オプション）

3
アンテナポート

4 iSM アンテナ（管理）

システムインストールのサイトの要件
システムをインストールする前に、以下のサイト要件を満たしていることを確認します。

• 空間および通気要件

• 温度要件

• 電源要件

アクセスが安全で管理されており、アクセスが制限されている場所にシステムを設置または配置することをお
すすめします。システムを取り扱うユーザー/技術者は、適用される制限事項や注意事項について熟知してい
る必要があります。

空間および通気要件

修理をしやすくし、また通気をよくするために、次の空間および通気要件に従ってください。

システムの上部、下部、および前面に 低 20 cm（7.9 インチ）のスペースを空けてください。

注意: 不十分な冷却や装置の損傷を防止するため、システムにカバーをしないでください。

電源要件

この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の取り付けについて規定したご使用の地域の電気規格に従っ
て取り付けしなければなりません。この装置は、NFPA 70、1999 Edition（National Electric Code）、および
NFPA-75、1992（Code for Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment）で規定されている
システム構成で動作するように設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルま
たはそのオプションに付属のユーザードキュメントを参照してください。

温度要件

装置の安全かつ信頼性の高い動作を確実にするために、適切に通気が行われ、温度が調節された環境に シス
テムを取り付けるか、配置してください。

構成 温度

EL300 システム 動作温度：0°C～70°C（158°F）

電源アダプター取り付け済み EL300 システム 動作温度：0°C～55°C（131 °F）
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ハードウェアオプションの取り付け

この章では、ハードウェアオプションを取り付ける方法の詳しい手順を説明します。

サポートされるオプションについて詳しくは、以下の Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してくだ
さい。

http://www.hpe.com/info/qs

ご使用のサーバーおよびサポートされるオプションの保証を表示するには、保証情報を参照してください。

電源アダプターオプション
HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムでは、HPE EL300 80W 12 VDC の電源アダプターオプ
ションをサポートしています。このオプションは、システムに HPE EL300 12V DC 転送ボードが取り付けら
れている場合にのみサポートされます。

電源アダプターオプションの取り付け

手順

電源アダプターを EL300 システムに接続します。

以上で取り付けは完了です。

SD カードオプションキット
システムは、8 GB SD カードのインストールをサポートしています。

SD カードオプションの取り付け

前提条件
この手順を実行する前に、T-10 ドライバーを用意しておきます。
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手順

1. システムの背面パネルから SD ポートカバーを取り外します。

2. 取り付けられている場合は、シリアルポートコネクターを取り外します。

3. SD カードをスロットに挿入します。

ラベル面を下にしてカードを挿入してください。

4. 取り外されている場合は、シリアルポートコネクターを取り付けます。

5. SD ポートカバーを再度取り付けます。
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以上で取り付けは完了です。

M.2 への SFF アダプターオプション
追加の SATA M.2 SSD を HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムに設置するには、M.2 への SFF
アダプターオプションが必要です。

M.2 への SFF アダプターオプションの取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

• M.2 SSD モジュール

• 六角ナットドライバー

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. 安全カバーを取り外します。
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5. ドライブケージカバーを取り外します。

6. SATA ケーブルと I2C ケーブルを固定しているスタンドオフ（六角ナット）ネジを取り外します。

M.2 アダプターボードを取り付けるためにスタンドオフ（六角ナット）を保持します。

7. SFF ドライブケージを取り外します。

8. ドライブケージに M.2 アダプターボードを取り付けます。
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9. ドライブケージの SATA ケーブルと I2C ケーブルを接続します。コネクターに取り付けられている I2C
クリップホルダーが上向きであることを確認します。

10. ドライブケージにスタンドオフナットを取り付けます。

ハードウェアオプションの取り付け 25



11. M.2 SSD モジュールを取り付けます。

12. ドライブケージカバーを取り付けます。

13. 安全カバーを取り付けます。

14. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

15. 電源コードをシステムに接続します。

16. 電源コードを電源に接続します。

17. システムの電源を入れます。

以上で取り付けは完了です。

M.2 デバイスオプション
初の M.2 デバイスは、HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムにプリインストールされていま

す。追加の M.2 デバイスは、SFF-M.2 アダプターを使用してインストールできます。

SATA M.2 SSD のキャリアボードへの取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• M.2 SSD

• 六角ナットドライバー

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー
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手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源を取り外します。

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. 安全カバーを取り外します。

5. ドライブケージカバーを取り外します。

6. ヒートスプレッダーを取り外します。

7. RF ヒートスプレッダー上のドライブに対応するギャップパッドライナーがある場合は、取り外します。

8. SATA M.2 SSD をキャリアボードに取り付けます。

9. ヒートスプレッダーを取り付けます。

10. ドライブケージカバーを取り付けます。

11. 安全カバーを取り付けます。

12. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

13. 電源コードをシステムに接続します。

14. 電源コードを電源に接続します。

15. システムの電源を入れます。
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以上で取り付けは完了です。

SFF-M.2 アダプターへの M.2 SSD の取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• SATA M.2 SSD

• 六角ナットドライバー

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源を取り外します。

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. 安全カバーを取り外します。

5. ドライブケージカバーを取り外します。

6. ドライブケージに M.2 アダプターを取り付けます。

7. ドライブケージに M.2 SSD を取り付け、スタンドオフネジで固定します。

a. SSD モジュールをスロットに挿入します。

b. SSD を水平方向に慎重に押し込みます。

c. M.2 取り付けネジを取り付けます。
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8. ドライブケージを取り付けます。

a. ドライブケージをスロットに挿入します。

b. ネジで固定します。

9. ドライブケージカバーを取り付けます。

取り付ける前に、ドライブケージカバーからギャップパッドライナーが取り外されていることを確認しま
す。

10. 安全カバーを取り付けます。

11. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

12. 電源コードをシステムに接続します。
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13. 電源コードを電源に接続します。

14. システムの電源を入れます。

以上で取り付けは完了です。

PCIe NVMe SSD の取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• NVMe M.2 SSD

• 六角ナットドライバー

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

キャリアボードの M.2 NVMe スロットは、22x80 または 22x110 のいずれかの SSD を収容できます。

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源を取り外します。

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. 安全カバーを取り外します。

5. ドライブケージカバーを取り外します。

6. RF ヒートスプレッダーを取り外します。

7. RF ヒートスプレッダー上のドライブに対応するギャップパッドライナーがある場合は、取り外します。

8. 22x80 NVMe ドライブの取り付ける場合は、次の手順を実行します。

a. スタンドオフナットが取り付けられていることを確認します。
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b. NVMe SSD をスロットに挿入します。

c. SSD を水平方向に慎重に押し込みます。

d. M.2 取り付けネジを取り付けます。

9. 22x110 NVMe SSD を取り付ける場合は、次の手順を実行します。

a. 22x80 ドライブ用に付属しているスタンドオフナットを取り外します。
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b. 22x110 NVMe SSD をスロットに挿入します。

c. SSD を水平方向に慎重に押し込みます。

d. M.2 取り付けネジを取り付けます。

10. RF ヒートスプレッダーを取り付けます。

11. ドライブケージカバーを取り付けます。

12. 安全カバーを取り付けます。

13. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

14. 電源コードをシステムに接続します。
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15. 電源コードを電源に接続します。

16. システムの電源を入れます。

以上で取り付けは完了です。
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ワイヤレスネットワークキットおよびアンテナ
の設置

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは、ワイヤレスネットワークを介したリモート管理をサ
ポートしています。これにより、WiFi またはセルラー信号でカバーされている場所であればどこにでもシス
テムを展開できます。

初にネットワークカードを設置し、次に関連するアンテナを設置します。このシステムには、2 種類のアン
テナ用の取り付け位置があります。ご使用の構成に応じて、1 つまたは両方のタイプを設置します。

• HPE EL ネットワーク WiFi オプションキット

• HPE EL ネットワーク LTE オプションキット

HPE Edgeline WiFi/Bluetooth インテル AC9260 オプション
キット

このオプションは、HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムの WiFi 接続を有効にします。このオ
プションキットは、WiFi ネットワークカードおよび WiFi アンテナで構成されます。

WiFi カードの取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

• コネクター取り付け/取り外しツール

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源を取り外します。

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. 安全カバーを取り外します。

5. ドライブケージカバーを取り外します。

6. ヒートスプレッダーを取り外します。
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7. ヒートスプレッダーから WiFi カード用のギャップパッドライナーを取り外します。

8. WiFi カードを取り付けます。

9. WiFi アンテナケーブルを接続します。

アンテナケーブルを取り付けるときは、コネクター取り付け/取り外しツールを使用してください。

注意: カードのコネクターは壊れやすいので、アンテナケーブルを接続する際は、細心の注意を払っ
てください。

10. ヒートスプレッダーを取り付けます。

11. ドライブケージカバーを取り付けます。

12. 安全カバーを取り付けます。

13. ご希望のブラケットオプションを取り付けます。

14. WiFi アンテナを取り付けます。

15. 次のいずれかを実行します。

ワイヤレスネットワークキットおよびアンテナの設置 35



• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

16. 電源コードをシステムに接続します。

17. 電源コードを電源に接続します。

18. システムの電源を入れます。

以上で取り付けは完了です。

WiFi アンテナの取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、

• HPE Edgeline EL300 システムに、ブラケットオプションが取り付けられていることを確認します。

• T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. 正しいアンテナスロットの位置を確認します。

2. アンテナを取り付けます。

図に示したアンテナは、ご使用のシステムのアンテナとは異なる場合があります。
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3. アンテナホルダーを取り付けます。

HPE Edgeline Wireless WAN 4G/LTE EM7565 Wide Temp オプ
ションキット

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは、遠隔地でも隔離された場所でも動作するように設計さ
れています。そのような環境に設置される場合、LTE モジュールは EL300 システムのリモート管理をサポー
トします。

このオプションは、HPE Edgeline EL300 システムの 4G/LTE ネットワーク接続を有効にします。HPE
Edgeline Wireless WAN 4G/LTE EM7565 Wide Temp オプションキットは、LTE ネットワークカードと LTE ア
ンテナで構成されています。

LTE ネットワークカードの取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。
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• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源を取り外します。

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. 安全カバーを取り外します。

5. ドライブケージカバーを取り外します。

6. ヒートスプレッダーを取り外します。

7. LTE カードを取り付けます。

8. LTE アンテナケーブルを接続します。

アンテナケーブルを取り付けるときは、コネクター取り付け/取り外しツールを使用してください。

注意: カードのコネクターは壊れやすいので、アンテナケーブルを接続する際は、細心の注意を払っ
てください。
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9. オプション：SIM カードを取り付けます。

10. ヒートスプレッダーから LTE ギャップパッドライナーを取り外します。

11. ヒートスプレッダーを取り付けます。

12. ドライブケージカバーを取り付けます。

13. 安全カバーを取り付けます。

14. ご希望のブラケットオプションを取り付けます。

15. LTE アンテナを取り付けます。

16. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

17. 電源コードをシステムに接続します。

18. 電源コードを電源に接続します。

19. システムの電源を入れます。

以上で取り付けは完了です。

SIM カードの取り付け

重要: SIM カードは、ご希望のモバイルブロードバンドプロバイダーによって提供されており、HPE か
ら注文することはできません。SIM カードは nano-SIM フォームファクタにする必要があります。

EL300 システムは、2 つの SIM カードの取り付けをサポートしています。 初の SIM カードは、プライマリ
のスロット位置にだけに取り付ける必要があります。
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番号 説明

1 プライマリスロット

2 セカンダリスロット

前提条件
この手順を実行する前に、

LTE ネットワークカードが取り付けられていることを確認します。

手順

1. プライマリスロット位置に SIM カードを取り付けます。

2. オプション：セカンダリ SIM カードを取り付けます。

3. ヒートスプレッダーを取り付けます。
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ヒートスプレッダーからギャップパッドライナーが取り外されていることを確認します。

4. ドライブケージカバーを取り付けます。

5. 安全カバーを取り付けます。

6. LTE アンテナを取り付けます。

7. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

8. 電源コードをシステムに接続します。

9. 電源コードを電源に接続します。

10. システムの電源を入れます。

LTE アンテナの取り付け

前提条件

この手順を実行する前に：

• HPE Edgeline EL300 システムに、ブラケットオプションが取り付けられていることを確認します。

• T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. 正しいアンテナスロットの位置を確認します。

2. アンテナを取り付けます。

図に示したアンテナは、ご使用のシステムのアンテナとは異なる場合があります。
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3. アンテナホルダーを取り付けます。
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システムマウントオプション

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは、垂直面にマウントする必要があります。このシステム
には、2 つのマウントオプションを使用できます。

• ウォールマウントオプション

• DIN レールマウントオプション

EL300 システムは、システムの取り付けに役立つブラケットオプションもサポートしています。

この章では、HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムの取り付け手順について説明します。

ブラケットオプションキット
EL300 システムでは、2 つのブラケットオプションキットをサポートしています。

• ベースのみブラケットオプション

• 標準ブラケットオプション

選択されたハードウェア構成に応じて、いずれかのブラケットオプションを HPE Edgeline EL300 コンバージ
ドエッジシステムに取り付けることができます。

ベースのみブラケットオプションキット

ベースのみブラケットオプションは、EL300 ベースシステムのみの取り付けをサポートします。このブラ
ケットのオプションでは、拡張ユニットの取り付けはサポートしていません。

このオプションキットでは、次のコンポーネントが使用可能です。

• ベースブラケットパネル（2）

• T-15 ネジ

• ケーブルマネジメントブラケット

• 再利用可能なケーブルタイおよびマジックテープ

ベースのみブラケットオプションの取り付け

前提条件
この手順を実行する前に、T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. システムを平らで水平な面の上に置きます。

2. ブラケットをシステムに取り付けます。

a. ブラケットをシステムの側面に置きます。

b. T-15 ネジでブラケットを固定します。
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3. ケーブルマネジメントブラケットを取り付けます。

以上で取り付けは完了です。

標準ブラケットオプションキット

HPE Edgeline EL300 コンバージドエッジシステムは、追加の拡張ユニットに接続して機能と接続オプション
を増やすことができます。標準ブラケットオプションは、追加の拡張ボードのサポートが必要な場合に、取り
付けられます。

標準ブラケットオプションを取り付けると、以下のハードウェア構成をサポートできます。

• HPE Edgeline EL300 ベースユニット

• HPE Edgeline EL300 ベースユニット + 拡張ユニット 1 セット

• HPE Edgeline EL300 ベースユニット + 拡張ユニット 2 セット

このオプションキットでは、次のコンポーネントが使用可能です。

• 標準ブラケットパネル(2)

• T-15 ネジ

• ブラケットハンドル

• ケーブルマネジメントブラケット

• 再利用可能なケーブルタイおよびマジックテープ
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標準ブラケットオプションの取り付け

前提条件
この手順を実行する前に、T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. ブラケットのハンドルをブラケットのパネルに取り付けます。

2. システムを平らで水平な面の上に置きます。

3. ブラケットをシステムに取り付けます。

a. ブラケットをシステムの側面に置きます。

b. T-15 ネジでブラケットを固定します。

4. ケーブルマネジメントブラケットを取り付けます。
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以上で取り付けは完了です。

ウォールマウントオプションキット
システムを壁面に取り付ける場合は、ウォールマウントオプションキットが必要です。

ウォールマウントキットの取り付け

前提条件
この手順を実行する前に、

• HPE Edgeline EL300 システムに、ご希望のブラケットオプションが取り付けられていることを確認しま
す。

• 以下のアイテムが揃っていることを確認してください。

◦ コンボネジと壁アンカー

◦ プラスドライバー

◦ ボール盤

◦ 5/6 インチドリル

手順

1. 空壁の場合 - ウォールマウントベースパネルを取り付けます。

a. 取り付けパネルを取り付ける場所を確認します。

b. ウォールマウントベースパネルを壁の選択した位置に置き、ネジの位置に印を付けます。

注記: 3 つの中央パネルのうち、少なくとも 1 列を内壁のスタッドに合わせます。

c. 印を付けたネジ位置にパイロット穴を開け、壁用アンカーを取り付けます。

内壁のスタッドに合わせた穴の場合は、壁用アンカーは必要ありません。

d. 上部の 2 本のネジを途中まで取り付け、ベースパネルを吊り下げます。

e. すべてのネジをしっかり締めてベースパネルを固定します。
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2. レンガやコンクリート製壁の場合 - ウォールマウントベースパネルを取り付けます。

a. 取り付けパネルを取り付ける場所を確認します。

b. ウォールマウントベースパネルを壁の選択した位置に置き、すべてのネジの位置に印を付けます。

c. 印を付けたネジ位置にパイロット穴を開け、壁用アンカーを取り付けます。

d. 上部の 2 本のネジを途中まで取り付け、ウォールマウントを吊り下げます。

e. すべてのネジをしっかり締めてベースパネルを固定します。

3. システムをウォールマウントベースパネルに取り付けます。

a. ブラケットに取り付けたシステムをベースパネルのスプールに合わせます。

b. システムをネジで固定します。
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以上で取り付けは完了です。

DIN レール取り付けパネルオプションキット
システムを DIN レールに取り付ける場合は、DIN レール取り付けパネルオプションが必要です。

レールマウントキットの取り付け

前提条件
この手順を実行する前に、

• HPE Edgeline EL300 システムに、ご希望のブラケットオプションが取り付けられていることを確認しま
す。

• T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. DIN レールクリップを DIN 取り付けパネルに取り付けます。

a. レールクリップを DIN パネルに合わせます。

b. ネジを取り付けます。

2 レールオプションの場合は、下部レール用のクリップを緩く取り付けます。

• シングルレール
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• デュアルレール

2. 取り付けパネルをレールを取り付けます。

a. レールクリップのベースを上にスライドさせます。

b. 下部のネジを取り付けます。

2 本のレールを取り付ける場合、レール間の距離は 178.8mm にする必要があります。

• シングルレール
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• デュアルレール

3. レールクリップのネジを締めて、レールをしっかり固定します。

• シングルレール
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• デュアルレール

4. システムをレール取り付けパネルに取り付けます。

a. ブラケットに取り付けたシステムをベースパネルのスプールに合わせます。

b. システムをネジで固定します。
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以上で取り付けは完了です。
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関連するハードウェアの手順

この章では、ハードウェアオプションの取り付けまたは取り外しを行う前後に実行するハードウェアの操作、
またはシステムメンテナンスまたはトラブルシューティング手順の実行について説明します。

これらのハードウェアの操作を実行する前に、システムの警告および注意事項をよく読んで従ってください。

電源装置の取り付け

手順

1. 電源コードをシステム背面の電源コネクターに接続します。

2. システムの電源を入れます。

システムの電源を入れる
システムが電源に接続されている場合は、自動的に電源が入ります。電源を入れる必要があるのは、手動で
シャットダウンした後または自動で電源が切れた後のみです。

システムの電源を入れるには、電源オン/スタンバイボタンを押します。

システムの電源を切る
アップグレードやメンテナンスの手順で システムの電源を切る前に、重要な システムデータとプログラムの
バックアップを取る必要があります。

以下のいずれかの方法で、 システムの電源を切ります。

• 電源ボタンを押して離す。

この方法は、 システムがスタンバイモードに入る前に、アプリケーションと OS を正しい順序でシャット
ダウンします。

• 電源ボタンを 4 秒以上押したままにして、強制的に システムの電源を切る。
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この方法は、アプリケーションと OS を正しく終了させずに、 システムの電源を強制的に切ります。アプ
リケーションが応答しなくなった場合は、この方法で強制的にシャットダウンすることができます。

手順を続行する前に、 システムがスタンバイモード（システム電源 LED が消灯）になっていることを確認し
てください。

システムをマウントする
システムをマウントするには、次のキットを使用できます。

• ウォールマウント用キット

• レールマウントキット

システムをマウントする前に、以下のことを確認します。

• システムのサイト要件を読みます。

システムインストールのサイトの要件

• HPE Web サイト上の安全性とコンプライアンス情報を確認します。

http://www.hpe.com/support/safety-compliance-enterpriseproducts

システムを取り外す
選択したマウントオプションにより異なります。

• ウォールマウントからシステムを取り外します

• レールマウントからシステムを取り外します

ウォールマウントパネルからシステムを取り外す

前提条件

この手順を実行する前に、T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. システムの電源を切ります。

2. システムに接続されているケーブルをすべて抜き取ります。

3. ウォールマウントパネルからシステムを取り外します。
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レールマウントパネルからシステムを取り外す

前提条件
この手順を実行する前に、T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. システムの電源を切ります。

2. システムに接続されているケーブルをすべて抜き取ります。

3. レールマウントのベースパネルからシステムを取り外します。
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アンテナの取り外し

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. システムを平らで水平な面の上に置きます。

5. 正しいアンテナスロットの位置を確認します。

6. アンテナを取り外します。

図に示したアンテナは、ご使用のシステムのアンテナとは異なる場合があります。

ブラケットの取り外し

前提条件
この手順を実行する前に、T-15 ドライバーを用意しておきます。

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：
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a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. ケーブル管理ブラケットを通して配線されているすべてのケーブルを取り外します。

5. システムを平らで水平な面の上に置きます。

6. ケーブルマネジメントアームを取り外します。

7. 取り付けられているブラケットパネルを取り外します。

• ベースのみブラケット

• 標準ブラケット
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安全カバーの取り外し

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。

a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. トップカバーを下向きにして、サーバーを平らで水平な場所に置きます。

5. システムのアンテナを取り外します。

6. 取り付けられているブラケットオプションを取り外します。

7. 安全カバーを取り外します。

a. 安全カバーを固定しているネジを取り外します。
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b. システムから安全カバーのピンを切り離し、安全カバーを取り外します。

安全カバーの取り付け

前提条件
この手順を実行する前に、プラスドライバーを用意しておきます。

手順

1. 安全カバーを取り付けます。

a. 安全カバーのピンをシステムの開口部に合わせます。

b. 安全カバーのネジを取り付けて、システムに固定します。
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2. ご希望のブラケットオプションを取り付けます。

3. アンテナを取り付けます。

4. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

5. 電源コードをシステムに接続します。

6. 電源コードを電源に接続します。

7. システムの電源を入れます。

ドライブケージカバーの取り外し

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。
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a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. トップカバーを上向きにして、システムを平らで水平な場所に置きます。

5. システムのアンテナを取り外します。

6. 取り付けられているブラケットオプションを取り外します。

7. 安全カバーを取り外します。

8. プラスドライバーを使用して、ドライブケージカバーを取り外します。

ドライブケージカバーの取り付け

前提条件
この手順を実行する前に、プラスドライバーを用意しておきます。

手順

1. プラスドライバーを使用して、ドライブケージカバーを取り付けます。
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2. 安全カバーを取り付けます。

3. ご希望のブラケットオプションを取り付けます。

4. アンテナを取り付けます。

5. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

6. 電源コードをシステムに接続します。

7. 電源コードを電源に接続します。

8. システムの電源を入れます。

ヒートスプレッダーの取り外し

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

手順

1. システムの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 電源コードを電源から抜き取ります。

b. 電源コードをシステムから抜き取ります。

3. システムが取り付けられている面に応じて、次のいずれかの操作を行います。
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a. 壁面からシステムを取り外します。

b. レールからシステムを取り外します。

4. システムのアンテナを取り外します。

5. 取り付けられているブラケットオプションを取り外します。

6. 安全カバーを取り外します。

7. ドライブケージカバーを取り外します。

8. ヒートスプレッダーを取り外します。

ヒートスプレッダーの取り付け

前提条件

この手順を実行する前に、次のものを用意しておきます。

• T-15 ドライバー

• プラスドライバー

手順

1. ヒートスプレッダーを取り付けます。
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2. ドライブケージカバーを取り付けます。

3. 安全カバーを取り付けます。

4. ご希望のブラケットオプションを取り付けます。

5. アンテナを取り付けます。

6. 次のいずれかを実行します。

• システムを壁にマウントします。

• システムをレールにマウントします。

7. 電源コードをシステムに接続します。

8. 電源コードを電源に接続します。

9. システムの電源を入れます。
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構成

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。

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。
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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

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。
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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。

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。
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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。

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。

Web インターフェイスへのログイン

手順

1. https://<EL300 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には、HTTPS を使用する必要があります（HTTPS は SSL 暗
号セッションで交換される HTTP です）。

iSM ログインページが開きます。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
がログインセクションに表示されます。

2. ローカルアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、ログインをクリックします。
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ヒント: iSM Web インターフェイスに初めてログインする場合：

• デフォルトのユーザー名は iotです。ユーザー名では大文字と小文字が区別されます。

• デフォルトのパスワードはシャーシに貼付されたラベルに印刷されています。

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。

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。

これらのタスクの詳細については、HPE Integrated System Manager ユーザーガイド（http://www.hpe.com/
support/EL300-iSM-UG-ja）を参照してください。

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。
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• 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。

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。

ブート順序を設定するために必要な特定のコマンドについては、http://www.hpe.com/info/EIL の HPE 情
報ライブラリで HPE 統合サービスマネージャユーザーガイドを参照してください。

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。
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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。

• 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。
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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。

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。
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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。

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。

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
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IPv4 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、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。

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。

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。

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。
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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。
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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.

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。

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。

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。
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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

Microsoft Windows でワイヤレスブロードバンドモデム（LTE）設定を見つける

iSM で LTE 設定を完了するための設定を見つける必要がある場合は、次の手順に従ってください。

前提条件

• HPE Edgeline Wireless WAN 4G/LTE EM7565 Wide Temp オプションキットを設置済み

• SIM カードを取り付け済み

• ホストに Windows がインストール済み

• LTE ドライバーがダウンロード済みで、使用可能

手順

1. 必要に応じて、Windows ホスト OS へのリモートコンソールセッションを開きます。

2. ホストの Windows OS でドライバー設定ファイルに移動し、管理者として実行します。

これにより、Windows のデバイスマネージャーでドライバーが列挙されます。

3. Windows のデバイスマネージャーを開き、Sierra Wireless カードがモデムセクションに表示されているこ
とを確認します。

4. Sierra モデムの項目を右クリックし、Properties（プロパティ）を選択します。

5. Properties（プロパティ）ウィンドウの Modem（モデム）タブをクリックし、COM ポートを確認します。

注記: ホストシステムを再起動すると、このポートが変更される場合があります。
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6. ターミナルプログラムを使用して、シリアルセッションで、前の手順で見つかった COM ポートに接続し
ます。シリアルセッション構成を 115200n8 に設定します。

7. ターミナルセッションで、コマンド ati1を入力して結果を記録し、iSM での LTE 構成の完了に関連する
設定を取得します。

必要な設定には、以下が含まれます。

• APN

• IMEI

• IMSI

• IP

Microsoft Windows のセルラーネットワークへのシステムの接続

前提条件

• HPE Edgeline Wireless WAN 4G/LTE EM7565 Wide Temp オプションキットを設置済み

• SIM カードを取り付け済み

• ホストに Windows がインストール済み

手順

1. 必要に応じて、Microsoft Windows ホスト OS へのリモートコンソールセッションを開きます。

2. ホスト Microsoft Windows OS で、ネットワーク接続に移動します。

3. Cellular connection（携帯ネットワーク接続）を右クリックして、Connect/Disconnect（接続/切断）を選
択します。

セルラーモデムの接続オプションを示すページが表示されます。デフォルトで Connect automatically
（自動的に接続）が選択されます。これで、システムは携帯ブロードバンドに接続されました。

4. 応答サーバーに ping を実行して接続を確認します。

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。
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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。

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。

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。

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。
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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. 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。

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。

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。

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。

構成 81



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。

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。

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。

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。
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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。

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。

これらのタスクの詳しい手順については、HPE Information Library にある HPE Integrated System Manager
ユーザーガイド（http://www.hpe.com/support/EL300-iSM-UG-ja）を参照してください。

• 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。
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• 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。

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。

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。

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 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。
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• 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。

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。

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。

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": {
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        "@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

• 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。
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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。

3. Apply をクリックします。

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。

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
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。

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

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。
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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。

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。

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。
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保証および規制に関する情報

Notices for Eurasian Economic Union (ユーラシア経済連合)

Manufacturer and Local Representative Information

Manufacturer information:

Hewlett Packard Enterprise, 6280 America Center Drive, San Jose, CA 95002 U.S.

Local representative information Russian:

• Russia

ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз", Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское
шоссе, 16А, стр.3, Телефон: +7 499 403 4248 Факс: +7 499 403 4677

• Kazakhstan

TOO «Хьюлетт-Паккард (К)», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район,
проспект Аль-Фараби, 77/7, Телефон/факс: + 7 727 355 35 50

Local representative information Kazakh:

• Russia

ЖШС "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз", Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград тас жолы,
16A блок 3, Телефон: +7 499 403 4248 Факс: +7 499 403 4677

• Kazakhstan

ЖШС «Хьюлетт-Паккард (К)», Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандык ауданы, Әл-
Фараби даңғ ылы, 77/7, Телефон/факс: +7 727 355 35 50

Manufacturing date:

The manufacturing date is defined by the serial number.

If you need help identifying the manufacturing date, contact tre@hpe.com.

Turkey RoHS material content declaration
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur
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Ukraine RoHS material content declaration

Federal Communications Commission notice for Class B
equipment

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions:

• This device may not cause harmful interference.

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This equipment complies with radio frequency (RF) exposure limits adopted by the Federal Communications
Commission for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a
minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
authority of the user to operate the equipment.

European Union（CE）準拠

表 1: インテル AC 9260 モジュール

動作周波数帯域 大無線周波（RF）送信電力（dBm、EIRP）

Bluetooth 9.5

BLE 5.5

WLAN 2.4 GHz 20

WLAN 5 GHz 23
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表 2: EM7565 モジュール

動作周波数帯域 大無線周波（RF）送信電力（dBm、伝導性）

LTE バンド

バンド 1、2、3、4、5、8、9、12、13、18、19、
20、26、28、66

24

バンド 7、41、42、43 23.8

バンド 30 23

UMTS バンド

バンド 1（IMT 2100 12.2 kbps） 24

バンド 2（UMT 1900 12.2 kbps） 24

バンド 3（UMT 1800 12.2 kbps） 24

バンド 4（AWS 1700/2100 12.2 kbps） 24

バンド 5（UMT 850 12.2 kbps） 24

バンド 6（UMT 800 12.2 kbps） 24

バンド 8（UMT 900 12.2 kbps） 24

バンド 9（UMT 1700 12.2 kbps） 24

バンド 19（UMT 800 12.2 kbps） 24

警告: 正しくないタイプのバッテリに交換すると、爆発が起きる危険があります。指示に従って、使用
済み電池を廃棄してください。

RF ばく露情報（MPE）

このデバイスは、健康保護を目的とする一般の人々の電磁界ばく露の制限に関する EU 要件と国際非電離放射
線防護委員会（ICNIRP）に適合します。この機器は、常に人体から 20 cm 以上の間隔を確保して設置し、操
作する必要があります。

ここで Hewlett Packard Enterprise は、 システムで使用される無線装置タイプが指令 2014/53/EU に準拠して
いることを宣言します。EU 適合宣言書の全文は、次のインターネットアドレスで入手できます。

http://www.address.com/DoC.pdf

European Union WEEE Directive ページは、次の Web サイトでご覧ください。http://
h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpesc/public/kb/docDisplay/?docId=c03471072

Waste Electrical and Electronic Equipment（WEEE）

この記号は、地元の法律および規則に従って、製品およびバッテリを家庭ゴミとは別に処分
することを意味します。この製品の寿命が終わったら、地方自治体が指定する収集場所に持
ち込んでください。製品の適切なリサイクルは、人の健康と環境を保護します。

Canada, Industry Canada (IC) Notices
Class B digital circuitry of this device complies with Canadian ICES-3(B)/NMB-3(B).

保証および規制に関する情報 92

http://www.address.com/DoC.pdf
http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpesc/public/kb/docDisplay/?docId=c03471072
http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpesc/public/kb/docDisplay/?docId=c03471072


This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the
following conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.

Under Industry Canada regulations, the radio transmitters in this device may only operate using an antenna of
a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential
radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than what is necessary for successful communication.

警告:

1. The device for operation in the band 5,150 MHz to 5,250 MHz is only for indoor use to reduce the
potential for harmful interference to cochannel mobile satellite systems.

2. The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5,250 MHz to 5,350 MHz and 5,470
MHz to 5,725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit.

3. The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5,725 MHz to 5,825 MHz shall comply
with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

4. Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (that is, priority
users) of the bands 5,250 MHz to 5,350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause
interference and damage to LE-LAN devices, or both.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and
your body.

This device and its antennas must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or
transmitter.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada REL (Radio
Equipment List) can be found at the following website:

http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Additional Canadian information on RF exposure can also be found at the following website:

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

La circuiterie numérique de Classe B cet appareil est conforme à la norme canadienne ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son
fonctionnement.

Conformément aux réglementations d'Industry Canada, les émetteurs radio de cet appareil ne peuvent
fonctionner qu'à l'aide d'une antenne dont le type et le gain maximal (ou minimal) pour ces émetteurs -
transmetteurs sont approuvés par Industry Canada. Pour réduire le risque d'interférence éventuelle pour les
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autres utilisateurs, le type et le gain de l'antenne doivent être choisis de manière à ce que la puissance
isotrope rayonnée é quivalente (p.i.r.e.) minimale nécessaire à une bonne communication soit fournie.

警告:

1. Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150 MHz - 5 250 MHz sont réservés uniquement pour
une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de
satellites mobiles utilisant les mêmes canaux

2. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250 MHz - 5 350 MHz et
5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.

3. Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725 MHz -5 825 MHz) doit
se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon
le cas.

4. Les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont
désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5
650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux
dispositifs LAN-EL.

Informations sur l'exposition à la fréquence radio (FR)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement
non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la
source de rayonnement et votre corps.

Cet appareil est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil
dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada, rendez-vous sur:

http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations canadiennes supplémentaires sur l'exposition FR, rendez-vous sur:

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

3G モジュールの日本語認定マーク

中華人民共和国向け電源入力コード

注意: この入力ケーブルはこの装置に付属していません。サプライヤーにお問い合わせください。その
他のすべてのケースでは、特定の国/地域の安全規格に準拠する DC 電圧と電流定格に適合する入力ケー
ブルを使用してください。
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仕様

環境仕様

仕様 値

温度範囲 1 —

動作時 0°C～70°C（32°F～158°F）、エアフロー 0.7 m/秒、
拡張された温度周辺装置を使用

0°C～40°C（32°F～104°F）、エアフロー 0.7 m/秒、
商用のコンポーネントを使用

非動作時 -40°C～85°C（-40°F～185°F）

相対湿度（ただし結露しないこと） 95%の相対湿度（40°C）

1 ここで示す温度の定格はすべて海抜 0 m でのものです。海抜 3,048 m までは、高度が 304.8 m 上昇するごとに 1.0°C 下が

ります。直射日光が当たらないようにしてください。 大変化率は 20°C/時です。

機械仕様

仕様 値

長さ 23.2 cm（9.13 インチ）

奥行 10.4 cm（4.09 インチ）

幅 20.05 cm（7.89 インチ）

重さ 4.9 kg（10.8 ポンド）

電源装置の仕様

仕様 値

定格入力電圧 9～36 VDC（1.5 KV 絶縁）

定格入力周波数 >10.9 V（フルパワー）

定格入力電流 ～18 A（12 VDC にて）

電源アダプター出力  

定格出力電圧 12 VDC

定格出力電流 8 A
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消費電力仕様

仕様 値

通常時 70 W

大 160 W（ 大負荷時）
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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

http://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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