HPE iLO 5 ユーザーガイド
1.15

摘要
このガイドは、HPE iLO 5 ファームウェアを使用した HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび
HPE Synergy コンピュートモジュールの構成、更新、および操作に関する情報を提供します。
本書は、iLO 5 を含む Hewlett Packard Enterprise サーバーの設定と使用に関係するシステム
管理者、Hewlett Packard Enterprise の担当者、および Hewlett Packard Enterprise 認定チャネ
ルパートナーを対象としています。

部品番号: 880740-192
発行: 2017 年 9 月
版数: 1

目次
iLO.......................................................................................................... 16
iLO の主な機能............................................................................................................................16
ROM ベースの構成ユーティリティ............................................................................................ 17
iLO Mobile アプリケーション..................................................................................................... 17
iLO RESTful API......................................................................................................................... 18
RESTful インターフェイスツール.............................................................................................. 18
iLO スクリプティングとコマンドライン.................................................................................... 18

iLO のセットアップ................................................................................ 19
iLO をセットアップするための準備........................................................................................... 19
iLO ネットワーク接続オプション.................................................................................... 19
共有ネットワークポート構成による NIC チーミング......................................................20
iLO IP アドレスの取得..................................................................................................... 21
iLO アクセスセキュリティ...............................................................................................21
iLO 構成ツール.................................................................................................................22
初期セットアップ手順：プロセスの概要................................................................................... 23
iLO ネットワークに接続する...................................................................................................... 23
iLO 5 構成ユーティリティを使用した iLO のセットアップ........................................................24
静的 IP アドレスの構成（iLO 5 構成ユーティリティ）...................................................24
iLO 5 構成ユーティリティを使用したローカルユーザーアカウントの管理....................25
iLO に初めてログインする方法.................................................................................................. 27
iLO デフォルト認証情報............................................................................................................. 27
iLO ライセンスが必要な機能...................................................................................................... 28
iLO ドライバーのサポート..........................................................................................................28
iLO ドライバーのインストール.................................................................................................. 28

iLO の Web インターフェイスの使用.....................................................30
iLO Web インターフェイス........................................................................................................ 30
サポートされるブラウザー.........................................................................................................30
ブラウザーの要件....................................................................................................................... 30
Internet Explorer JavaScript 設定の構成.....................................................................................30
iLO Web インターフェイスへのログイン ..................................................................................31
ブラウザーインスタンスと iLO の間での Cookie の共有........................................................... 31
iLO Web インターフェイス........................................................................................................ 33
iLO 制御の使用............................................................................................................................33
ログインページからのリモート管理ツールの起動..................................................................... 34
ログインページからの言語の変更.............................................................................................. 35

iLO 情報およびログの表示..................................................................... 36
iLO の概要情報の表示.................................................................................................................36
システム情報の詳細.........................................................................................................36
システムステータスの詳細.............................................................................................. 37
HPE への接続ステータス.................................................................................................38
iLO セッションの管理.................................................................................................................38
セッションリストの詳細..................................................................................................38
iLO イベントログ ....................................................................................................................... 39

2

目次

イベントログの表示.........................................................................................................39
CSV ファイルへのイベントログの保存........................................................................... 41
イベントログのクリア..................................................................................................... 41
インテグレーテッドマネジメントログ....................................................................................... 41
IML の表示........................................................................................................................42
IML エントリーの修正済みへの変更................................................................................ 44
IML にメンテナンスノートを追加する............................................................................ 44
CSV ファイルへの IML の保存.........................................................................................45
IML のクリア.................................................................................................................... 45
Active Health System..................................................................................................................45
Active Health System のデータ収集.................................................................................46
Active Health System ログ............................................................................................... 46
日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード.....................................46
Active Health System ログ全体のダウンロード...............................................................47
curl を使用した Active Health System ログの抽出...........................................................48
Active Health System ログの消去.................................................................................... 50
iLO セルフテスト結果の表示...................................................................................................... 50
iLO セルフテスト............................................................................................................. 51

全般的なシステム情報の表示................................................................. 52
ヘルスサマリー情報の表示.........................................................................................................52
冗長ステータス................................................................................................................ 52
サブシステムおよびデバイスのステータス..................................................................... 52
サブシステムおよびデバイスのステータスの値..............................................................52
プロセッサー情報の表示.............................................................................................................53
プロセッサーの詳細.........................................................................................................53
メモリ情報の表示....................................................................................................................... 54
アドバンストメモリプロテクションの詳細..................................................................... 54
メモリの概要....................................................................................................................56
物理メモリ詳細................................................................................................................ 57
論理メモリ詳細................................................................................................................ 57
メモリ詳細ペイン.............................................................................................................58
ネットワーク情報の表示.............................................................................................................60
物理ネットワークアダプター...........................................................................................60
論理ネットワークアダプター...........................................................................................62
デバイスインベントリの表示..................................................................................................... 62
デバイスインベントリの詳細...........................................................................................63
デバイスステータスの値..................................................................................................63
PCI スロットの詳細の表示.............................................................................................. 63
ストレージ情報の表示................................................................................................................ 64
サポート対象のストレージコンポーネント..................................................................... 64
Smart アレイの詳細......................................................................................................... 65
直接接続ストレージの詳細.............................................................................................. 67

ファームウェア、OS ソフトウェア、および言語パックの管理.............69
ファームウェアの更新................................................................................................................ 69
オンラインでのファームウェアの更新............................................................................ 69
オンラインでのファームウェア更新方法.........................................................................69
オフラインでのファームウェアの更新............................................................................ 70
オフラインでのファームウェア更新方法.........................................................................70
iLO Web インターフェイスからのファームウェアの表示と更新...............................................71
フラッシュファームウェア機能を使用した iLO またはサーバーファームウェアの更
新......................................................................................................................................71
インストール済みファームウェア情報の表示................................................................. 74

目次

3

冗長なシステム ROM でアクティブなシステム ROM を交換......................................... 75
iLO レポジトリ............................................................................................................................76
iLO レポジトリにコンポーネントを追加する.................................................................. 76
iLO レポジトリからコンポーネントをインストールする................................................ 77
iLO レポジトリからのコンポーネントの削除.................................................................. 78
iLO レポジトリの概要とコンポーネントの詳細の表示....................................................78
インストールセット....................................................................................................................79
インストールセットのインストール................................................................................79
インストールセットの削除.............................................................................................. 80
インストールセットの表示.............................................................................................. 80
システムリカバリセット..................................................................................................81
インストールキュー....................................................................................................................81
インストールキューの表示.............................................................................................. 82
インストールキューからのタスクの削除.........................................................................83
言語パックのインストール.........................................................................................................83
ソフトウェア情報の表示.............................................................................................................84
製品関連ソフトウェアの詳細...........................................................................................84
実行中のソフトウェアの詳細...........................................................................................84
インストールされたソフトウェアの詳細.........................................................................84

iLO 連携の構成と使用.............................................................................85
iLO 連携...................................................................................................................................... 85
iLO 連携の構成............................................................................................................................85
iLO 連携機能を使用するための前提条件......................................................................... 85
iLO 連携のネットワーク要件........................................................................................... 86
一度につき 1 つの iLO システム用にマルチキャストオプションを構成 ........................ 86
iLO 連携グループ............................................................................................................. 87
iLO 連携グループメンバーシップを管理する（ローカル iLO システム）.......................89
iLO 連携グループメンバーシップの追加（複数の iLO システム）................................. 91
エンクロージャー iLO 連携サポートの設定.....................................................................94
iLO 連携機能の使用.................................................................................................................... 95
選択されたグループのリスト...........................................................................................95
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法..................................................96
iLO 連携マルチシステムビュー........................................................................................97
iLO 連携マルチシステムマップの表示.............................................................................98
iLO 連携グループの仮想メディア.................................................................................... 99
iLO 連携グループ電力.................................................................................................... 101
グループ消費電力上限の構成.........................................................................................103
iLO 連携グループのファームウェアアップデート.........................................................105
ライセンスキーのインストール（iLO 連携グループ） .................................................107

iLO 統合リモートコンソール................................................................109
.NET IRC 要件...........................................................................................................................110
Microsoft .NET Framework.............................................................................................110
Microsoft ClickOnce........................................................................................................111
統合リモートコンソールの起動................................................................................................ 111
.NET IRC の起動.............................................................................................................111
概要ページから.NET IRC の起動................................................................................... 112
Java IRC の起動（Oracle JRE）................................................................................... 112
Java IRC の起動（OpenJDK JRE）.............................................................................. 113
概要ページから Java IRC の起動................................................................................... 113
リモートコンソールの取得....................................................................................................... 113
リモートコンソールの仮想電源スイッチの使用.......................................................................114
仮想電源ボタンのオプション.........................................................................................115

4

目次

リモートコンソールからの iLO 仮想メディアの使用............................................................... 115
共有リモートコンソール（.NET IRC 専用）............................................................................ 115
共有リモートコンソールセッションへの参加................................................................116
コンソールの取得（.NET IRC 専用）.......................................................................................116
サーバー起動シーケンスとサーバー事前障害シーケンスの表示...................................117
サーバー起動ビデオファイルとサーバー事前障害ビデオファイルの保存.................... 117
リモートコンソールを使用したビデオファイルの取得................................................. 118
保存したビデオファイルの表示..................................................................................... 118
リモートコンソールのホットキー............................................................................................ 119
ホットキーの作成...........................................................................................................119
リモートコンソールのコンピューターロックキーとホットキーを設定するためのキ
ー.................................................................................................................................... 119
ホットキーのリセット................................................................................................... 120
リモートコンソールの構成済みホットキーの表示（Java IRC のみ）.......................... 121
リモートコンソールのコンピューターロック設定を構成する................................................. 121
リモートコンソールのコンピューターロックのオプション..........................................122
統合リモートコンソールの信頼設定（.NET IRC）の設定....................................................... 122

テキストベースのリモートコンソールの使用...................................... 123
iLO 仮想シリアルポートの使用................................................................................................ 123
UEFI システムユーティリティでの iLO 仮想シリアルポートの設定.............................124
iLO 仮想シリアルポートを使用するための Linux の設定.............................................. 124
iLO 仮想シリアルポート搭載の Windows EMS コンソール.......................................... 127
iLO 仮想シリアルポートを使用するための Windows の設定........................................ 127
iLO 仮想シリアルポートセッションの開始....................................................................128
iLO 仮想シリアルポートログの表示.............................................................................. 129
テキストベースのリモートコンソール（Textcons）................................................................129
テキストベースのリモートコンソールのカスタマイズ................................................. 130
テキストベースのリモートコンソールの使用............................................................... 131
テキストベースのリモートコンソールと組み合わせた Linux の使用............................131

iLO 仮想メディアの使用....................................................................... 132
iLO 仮想メディア...................................................................................................................... 132
仮想メディアを使用するためのオペレーティングシステム要件............................................. 133
オペレーティングシステムの USB 要件........................................................................ 133
Windows 7 で iLO 仮想メディアを使用するための Windows 7 の設定......................... 133
オペレーティングシステムに関する注意事項：仮想ディスケット/USB キー.............. 134
オペレーティングシステムに関する注意事項：仮想 CD/DVD-ROM............................ 134
オペレーティングシステムに関する注意事項：仮想フォルダー ..................................135
iLO の Web インターフェイスからの仮想メディアの使用.......................................................136
仮想メディアのステータスおよびポート構成の表示.....................................................136
接続されているローカルメディアの表示.......................................................................136
ローカルメディアデバイスの取り出し.......................................................................... 137
スクリプト方式のメディアの接続................................................................................. 137
接続されているスクリプト方式のメディアの表示........................................................ 138
スクリプト方式のメディアの取り出し.......................................................................... 138
リモートコンソール仮想メディア............................................................................................ 139
仮想ドライブ..................................................................................................................139
メディアイメージの作成機能（Java IRC のみ）.......................................................... 141
仮想フォルダーの使用（.NET IRC 専用）.....................................................................142
スクリプト仮想メディア用 IIS のセットアップ........................................................................143
IIS の設定....................................................................................................................... 143
読み出し/書き込みアクセス用の IIS の設定................................................................... 144
ヘルパーアプリケーションによる仮想メディアの挿入................................................. 144

目次

5

仮想メディアヘルパーアプリケーションのサンプル.....................................................145

電力および温度機能の使用................................................................... 147
サーバーの電源オン..................................................................................................................147
電圧低下からの復旧..................................................................................................................147
適切なシャットダウン.............................................................................................................. 148
電力効率....................................................................................................................................148
電源投入時の保護..................................................................................................................... 148
電力割り当て（ブレードサーバーおよび Compute Module）................................................. 149
サーバー電力の管理..................................................................................................................149
仮想電源ボタンのオプション.........................................................................................150
システム電源リストアの設定................................................................................................... 150
自動電源オン..................................................................................................................151
電源オン遅延..................................................................................................................151
サーバー電力使用量の表示.......................................................................................................151
電力メーターグラフの表示オプション.......................................................................... 152
現在の電源状態の表示................................................................................................... 153
サーバー電力履歴の表示................................................................................................154
電力設定....................................................................................................................................154
パワーレギュレーターの設定.........................................................................................154
消費電力上限の設定.......................................................................................................155
バッテリバックアップユニット設定の構成................................................................... 157
電力しきい値設定超過の SNMP アラートの構成.......................................................... 157
マウスとキーボードの持続接続の設定.......................................................................... 158
電力情報の表示.........................................................................................................................159
電源装置概要の詳細.......................................................................................................159
電源装置のリスト...........................................................................................................160
Power Discovery Services iPDU 概要 ........................................................................... 162
電力読み取り値.............................................................................................................. 162
パワーマイクロコントローラー..................................................................................... 163
バッテリバックアップユニットの詳細.......................................................................... 163
Smart Storage バッテリの詳細...................................................................................... 163
電力監視.........................................................................................................................164
高効率モード..................................................................................................................164
ファン情報の表示..................................................................................................................... 164
ファンの詳細..................................................................................................................164
ファン.............................................................................................................................165
温度情報 ...................................................................................................................................165
温度グラフの表示...........................................................................................................165
温度センサーデータの表示............................................................................................ 166
温度の監視..................................................................................................................... 166

iLO ネットワークの設定....................................................................... 168
iLO ネットワーク設定...............................................................................................................168
ネットワーク構成の概要の表示................................................................................................168
ネットワーク構成の概要の詳細..................................................................................... 168
IPv4 概要の詳細............................................................................................................. 169
IPv6 概要の詳細............................................................................................................. 169
ネットワーク共通設定.............................................................................................................. 170
iLO ホスト名の設定........................................................................................................170
NIC 設定......................................................................................................................... 171
IPv4 設定の構成........................................................................................................................ 173
IPv4 設定........................................................................................................................ 174
IPv6 の設定............................................................................................................................... 175

6

目次

IPv6 設定........................................................................................................................ 176
IPv6 をサポートしている iLO の機能.............................................................................177
iLO SNTP 設定の構成............................................................................................................... 178
SNTP オプション...........................................................................................................179
iLO のクロック同期........................................................................................................180
DHCP NTP アドレスの選択...........................................................................................180
iLO NIC 自動選択...................................................................................................................... 180
NIC 自動選択のサポート................................................................................................181
NIC 自動選択が有効になっている場合の iLO 起動時の動作..........................................181
iLO NIC 自動選択の有効化.............................................................................................182
NIC フェイルオーバーの構成.........................................................................................182
Windows ネットワークフォルダー内の iLO システムの表示................................................... 182

リモートサポートの管理.......................................................................184
HPE 内蔵リモートサポート......................................................................................................184
デバイスサポート...........................................................................................................185
HPE リモートサポートにより収集されるデータ...........................................................185
HPE プロアクティブケアサービス................................................................................ 186
リモートサポートの登録に関する前提条件..............................................................................186
サポートされるブラウザー............................................................................................ 187
リモートサポート登録用の ProLiant サーバーのセットアップ..................................... 188
Insight Online Direct Connect のネットワーク要件....................................................... 189
Insight Remote Support Central Connect 環境のセットアップ..................................... 190
Insight Online へのアクセスの確認................................................................................ 191
Insight Online Direct Connect の登録 .......................................................................................192
Insight Online Direct Connect の登録（手順 1）........................................................... 192
Insight Online Direct Connect の登録（手順 2）........................................................... 193
登録が完了したことの確認（iLOWeb インターフェイス）.......................................... 193
登録後の手順（オプション）の完了..............................................................................194
Web プロキシ設定の編集（Insight Online Direct Connect のみ） ................................194
Insight Remote Support Central Connect の登録 .....................................................................194
Insight Online Direct Connect の登録解除 ............................................................................... 195
Insight Remote Support Central Connect の登録解除.............................................................. 195
リモートサポートサービスイベント.........................................................................................195
サービスイベントの送信................................................................................................196
メンテナンスモードの使用............................................................................................ 196
iLO を使用したテストサービスイベントの送信............................................................ 196
サービスイベントログの表示.........................................................................................198
サービスイベントログの消去.........................................................................................199
リモートサポートのデータ収集................................................................................................199
データ収集情報の送信 .................................................................................................. 200
Active Health System レポート情報の送信 ...................................................................200
iLO でのデータ収集ステータスの表示...........................................................................201
iLO での Active Health System レポートステータスの表示.......................................... 201
Insight Online でのデータ収集ステータスの表示.......................................................... 201
Insight RS Console（Insight Remote Support Central Connect のみ）でのデータ収
集ステータスの表示.......................................................................................................202
Insight Online Direct Connect のホストサーバーとして使用する ProLiant サーバーの登録.... 202
サポートされるデバイスのリモートサポート設定の変更........................................................ 203
サポートされるデバイスの Central Connect から Direct Connect への変更................. 203
サポートされるデバイスの Direct Connect から Central Connect リモートサポート
への変更.........................................................................................................................203

iLO の管理機能の使用...........................................................................205

目次

7

iLO ユーザーアカウント........................................................................................................... 205
ローカルユーザーアカウントの追加..............................................................................205
ローカルユーザーアカウントの編集..............................................................................206
ユーザーアカウントの削除............................................................................................ 207
iLO ユーザーアカウントオプション.............................................................................. 207
iLO ユーザー権限........................................................................................................... 207
パスワードに関するガイドライン................................................................................. 208
IPMI/DCMI ユーザー...................................................................................................... 209
ローカルユーザーアカウントの表示..............................................................................209
iLO ディレクトリグループ........................................................................................................209
ディレクトリグループの追加.........................................................................................210
ディレクトリグループの編集.........................................................................................210
ディレクトリグループの削除.........................................................................................211
ディレクトリグループのオプション.............................................................................. 211
ディレクトリグループ権限............................................................................................ 212
ディレクトリグループの表示.........................................................................................213
ブート順序................................................................................................................................ 213
サーバーブートモードの設定.........................................................................................213
サーバーブート順序の設定............................................................................................ 213
ワンタイムブートステータスの変更..............................................................................214
ブート順序ページの追加オプションの使用................................................................... 215
ブラウザーを使用したライセンスキーのインストール............................................................216
ライセンス情報の表示................................................................................................... 216
失われたライセンスキーの復旧..................................................................................... 217
iLO ライセンス...............................................................................................................217
Enterprise Secure Key Manager を iLO で使用する................................................................. 218
キーマネージャーサーバーの構成................................................................................. 218
キーマネージャー構成の詳細の追加..............................................................................219
ESKM 構成のテスト.......................................................................................................219
ESKM イベントの表示................................................................................................... 220
ESKM ログのクリア.......................................................................................................220
言語パック................................................................................................................................ 220
言語パックの選択...........................................................................................................221
デフォルト言語の設定................................................................................................... 221
現在の iLO Web インターフェイスセッション言語の構成............................................ 222
言語パックのアンインストール..................................................................................... 222
iLO がセッションの言語を決定する方法....................................................................... 222
ファームウェア検証..................................................................................................................222
ファームウェア検証設定の構成..................................................................................... 223
ファームウェア検証スキャンの実行..............................................................................224
ファームウェアヘルスステータスの表示.......................................................................224
iLO バックアップとリストア.................................................................................................... 225
リストアされる情報.......................................................................................................225
iLO 構成のバックアップ................................................................................................ 226
iLO 構成のリストア........................................................................................................226
システムボード交換後の iLO 構成のリストア............................................................... 227

iLO のセキュリティ機能の使用............................................................ 228
iLO セキュリティ...................................................................................................................... 228
iLO アクセス設定...................................................................................................................... 229
iLO サービス設定の構成................................................................................................ 229
iLO アクセスオプションの構成......................................................................................232
SSH クライアントによる iLO ログイン.........................................................................235
iLO サービスポート.................................................................................................................. 236
iLO サービスポート経由での Active Health System ログのダウンロード.....................236

8

目次

iLO サービスポートを介した iLO へのクライアントの接続.......................................... 237
iLO サービスポート設定の構成......................................................................................238
iLO サービスポートを通じて接続するクライアントを設定する................................... 239
iLO サービスポートのサポート対象デバイス................................................................ 239
iLO サービスポート経由で Active Health System ログをダウンロードするためのサ
ンプルテキストファイル................................................................................................240
SSH キーの管理........................................................................................................................241
Web インターフェイスを使用した新しい SSH キーの認証.......................................... 241
CLI を使用した新しい SSH キーの認証.........................................................................242
SSH キーの削除............................................................................................................. 242
HPE SIM サーバーから SSH キーを承認するための要件 .............................................243
SSH キー........................................................................................................................243
サポートされている SSH キー形式の例........................................................................ 244
CAC Smartcard 認証.................................................................................................................245
CAC Smartcard 認証設定の構成.................................................................................... 245
CAC Smartcard 認証用の信頼済み証明書の管理...........................................................246
証明書マッピング...........................................................................................................248
SSL 証明書の管理.....................................................................................................................249
SSL 証明書情報の表示...................................................................................................250
SSL 証明書の取得とインポート.................................................................................... 250
ディレクトリの認証と認可.......................................................................................................252
認証およびディレクトリサーバー設定を構成するための前提条件............................... 252
iLO での Kerberos 認証設定の構成................................................................................ 253
iLO におけるスキーマフリーディレクトリ設定の構成..................................................253
iLO における HPE 拡張スキーマディレクトリの構成................................................... 255
ディレクトリユーザーコンテキスト..............................................................................256
ディレクトリサーバー CA 証明書..................................................................................257
Kerberos 認証およびディレクトリ統合によるローカルユーザーアカウント............... 257
ディレクトリテストの実行............................................................................................ 258
暗号化の設定.............................................................................................................................261
製品または高度なセキュリティのセキュリティ状態の有効化...................................... 261
FIPS および SuiteB セキュリティ状態を有効にする.....................................................261
高いセキュリティ状態を使用する場合の iLO への接続.................................................263
iLO での FIPS 承認済み環境の設定............................................................................... 264
FIPS モードの無効化..................................................................................................... 264
SuiteB モードの無効化...................................................................................................265
iLO セキュリティ状態.................................................................................................... 265
SSH 暗号、キー交換、および MAC のサポート............................................................266
SSL 暗号および MAC のサポート..................................................................................267
HPE SSO.................................................................................................................................. 269
HPE SSO 用の iLO の設定............................................................................................. 269
シングルサインオン信頼モードのオプション............................................................... 270
SSO ユーザー権限......................................................................................................... 270
信頼済み証明書の追加................................................................................................... 270
HPE SMS SSO 証明書の取得........................................................................................ 271
直接 DNS 名のインポート..............................................................................................271
信頼済み証明書とレコードの表示................................................................................. 272
信頼済み証明書とレコードの削除................................................................................. 273
ログインセキュリティバナーの設定.........................................................................................273
システムメンテナンススイッチを使用した iLO セキュリティ.................................................274

iLO 管理の設定..................................................................................... 275
Agentless Management と AMS............................................................................................... 275
Agentless Management Service............................................................................................... 276
AMS のインストール..................................................................................................... 276

目次

9

AMS のインストールの確認...........................................................................................277
AMS の再起動................................................................................................................ 278
System Management Assistant......................................................................................279
SNMP 設定の構成.....................................................................................................................283
SNMP オプション.......................................................................................................... 283
SNMPv3 認証............................................................................................................................284
SNMPv3 ユーザーの設定............................................................................................... 284
SNMPv3 ユーザープロファイルの削除......................................................................... 285
SNMPv3 エンジン ID の設定..........................................................................................286
SNMP アラートの設定..............................................................................................................286
SNMP アラートの設定...................................................................................................287
AMS コントロールパネルを使用した SNMP および SNMP アラートの設定（Windows 専
用）...........................................................................................................................................287
SNMP トラップ........................................................................................................................ 288
iLO アラートメール.................................................................................................................. 293
アラートメールを有効にする.........................................................................................294
アラートメールを無効にする.........................................................................................295
リモート Syslog........................................................................................................................ 295
iLO リモート Syslog の有効化....................................................................................... 295
iLO リモート Syslog の無効化....................................................................................... 296

エンクロージャー、フレーム、およびシャーシの操作........................297
アクティブ Onboard Administrator の使用............................................................................... 297
OA 情報の表示............................................................................................................... 297
OA GUI の起動............................................................................................................... 297
エンクロージャー UID LED の切り替え.........................................................................298
iLO オプション...............................................................................................................298
フレーム情報の表示..................................................................................................................299
フレームの詳細.............................................................................................................. 299
フレームの UID LED の切り替え................................................................................... 300
サーバーの詳細.............................................................................................................. 300
サーバーの UID LED の切り替え................................................................................... 300
シャーシ情報の表示..................................................................................................................300
電源装置のリスト...........................................................................................................300
インテリジェント PDU の詳細...................................................................................... 302
Smart Storage バッテリの詳細...................................................................................... 302

iLO と他のソフトウェア製品およびツールとの使用............................303
iLO およびリモート管理ツール................................................................................................ 303
リモート管理ツールの iLO からの起動.......................................................................... 303
リモートマネージャー設定の削除................................................................................. 303
HPE OneView での iLO の使用...................................................................................... 304
iLO からの Intelligent Provisioning の起動................................................................................ 305
IPMI サーバー管理.................................................................................................................... 305
Linux 環境での IPMI ツールの高度な使用方法...............................................................306
HPE SIM での iLO の使用......................................................................................................... 306
HPE SIM の機能.............................................................................................................307
HPE SIM での SSO の確立............................................................................................ 307
iLO の識別および関連付け.............................................................................................307
HPE SIM での SNMP アラートの受信........................................................................... 308
同じ HTTP ポートを使用するための iLO と HPE SIM の設定....................................... 308
HPE SIM での iLO ライセンス情報の確認..................................................................... 309
HPE Insight Control サーバープロビジョニングでの iLO の使用 ............................................ 309

10

目次

Kerberos 認証とディレクトリサービス...............................................310
iLO での Kerberos 認証.............................................................................................................310
Kerberos 認証の設定......................................................................................................310
Kerberos 認証用の iLO ホスト名とドメイン名の設定................................................... 310
ドメインコントローラーでの Kerberos サポートの準備............................................... 311
Windows 環境での iLO 用キータブファルの生成...........................................................311
ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることの確認......................... 313
iLO での Kerberos サポートの設定................................................................................ 314
サポートされるブラウザーでのシングルサインオンの設定..........................................314
ディレクトリの統合..................................................................................................................316
iLO で使用するディレクトリ構成の選択.................................................................................. 317
スキーマフリーディレクトリ認証............................................................................................ 317
スキーマフリーディレクトリ統合を使用するための前提条件...................................... 319
プロセスの概要：スキーマフリーのディレクトリ統合のための iLO の設定................ 319
スキーマフリーの入れ子型グループ（Active Directory のみ）..................................... 319
HPE 拡張スキーマディレクトリ認証....................................................................................... 319
プロセスの概要：Active Directory を使用した HPE 拡張スキーマの設定.....................320
HPE 拡張スキーマの設定を使用して Active Directory を設定するための前提条件...... 321
ディレクトリサービスのサポート................................................................................. 321
iLO ディレクトリサポートソフトウェアのインストール.............................................. 321
Schema Extender の実行............................................................................................... 323
ディレクトリサービスオブジェクト..............................................................................324
Active Directory スナップインでのロールおよびオブジェクトの管理.......................... 325
構成例：Active Directory と HPE 拡張スキーマ............................................................ 328
ディレクトリ対応リモート管理（HPE 拡張スキーマ構成）................................................... 331
組織構造に基づいたロール............................................................................................ 331
ロールアクセス制限の適用方法..................................................................................... 332
ユーザーアクセス制限................................................................................................... 333
ロールのアクセス制限................................................................................................... 334
一度に複数の iLO システムを構成するためのツール............................................................... 336
ディレクトリサービスによるユーザーログイン.......................................................................337
ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポート（HPLOMIG）......................337
HPLOMIG によるディレクトリ認証の設定.............................................................................. 339
マネジメントプロセッサーの検出................................................................................. 339
オプション：マネジメントプロセッサーのファームウェアのアップグレード
（HPLOMIG）................................................................................................................. 341
ディレクトリ構成オプションの選択..............................................................................342
管理プロセッサーの命名（HPE 拡張スキーマのみ）................................................... 344
HPE 拡張スキーマを選択したときのディレクトリの設定............................................ 345
マネジメントプロセッサーの設定（スキーマフリー構成のみ）...................................348
ディレクトリ用のマネジメントプロセッサーのセットアップ...................................... 349
LDAP CA 証明書のインポート.......................................................................................350
HPLOMIG を使用したディレクトリテストの実行（オプション）............................... 351
ディレクトリサービススキーマ................................................................................................353
HPE Management コア LDAP OID クラスおよび属性.................................................. 353
コアクラスの定義...........................................................................................................354
コア属性の定義.............................................................................................................. 355
Lights-Out Management 固有の LDAP OID クラスおよび属性......................................358
Lights-Out Management 属性.........................................................................................358
Lights-Out Management クラスの定義.......................................................................... 358
Lights-Out Management 属性の定義..............................................................................359

iLO の再起動、工場出荷時リセット、および NMI の管理................... 361

目次

11

iLO の再起動（リセット）........................................................................................................361
Web インターフェイスを使用した iLO プロセッサーの再起動（リセット） .............. 361
iLO 5 構成ユーティリティを使用した iLO のリブート（リセット）............................ 361
サーバーの UID ボタンを使用した iLO の再起動（リセット）..................................... 362
iLO の工場出荷時デフォルト設定へのリセット....................................................................... 363
工場出荷時のデフォルト設定への iLO のリセット（iLO 5 構成ユーティリティ）.......363
NMI の生成................................................................................................................................364

トラブルシューティング.......................................................................365
Windbg での iLO 仮想シリアルポートの使用........................................................................... 365
サーバーヘルスサマリーの使用................................................................................................366
サーバーヘルス概要の詳細............................................................................................ 367
イベントログのエントリー.......................................................................................................368
iLO イベントログエントリーのタイムスタンプが正しくない..................................................368
iLO サービスポートに接続された USB キーのマウントが失敗する........................................ 368
IML のトラブルシューティングのリンク..................................................................................369
ログインと iLO アクセスの問題................................................................................................369
iLO ファームウェアのログイン名とパスワードが受け付けられない ........................... 369
名前を使用して iLO マネジメントポートにアクセスできない...................................... 369
iLO ログインページにアクセスできない ...................................................................... 370
ネットワーク設定の変更後 iLO に接続できなくなった.................................................371
iLO のリセット後に iLO ログインページに戻れない .................................................... 371
iLO ファームウェアの更新後に iLO 接続エラーが発生する ......................................... 371
NIC を用いて iLO プロセッサーに接続できない ...........................................................371
iLO の証明書のインストール後 iLO にログインできない .............................................372
iLO の IP アドレスに接続できない ............................................................................... 372
iLO TCP/IP 通信が失敗する .......................................................................................... 372
Firefox を使用して iLO に接続するときのセキュアな接続の失敗エラー...................... 373
Internet Explorer を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明
書エラー.........................................................................................................................374
Chrome を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラー.... 374
Firefox を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラー...... 375
iLO ログインページに「Web サイトは不明な機関で認証されています」メッセージ
が表示される..................................................................................................................375
HPEOneView によって管理されるサーバー上で iLO にアクセスできない ..................376
Unable connect to an iLO system with the iOS mobile app........................................... 376
iLO が ping に断続的に応答するか、または応答しない................................................ 377
iLO を使用した XML スクリプトの実行に失敗する.......................................................377
ディレクトリの問題..................................................................................................................377
Kerberos 認証による iLO へのログインが失敗する.......................................................378
Kerberos ログインの試行中に iLO 認証情報プロンプトが表示される ......................... 378
名前による Kerberos ログインの試行中に iLO 認証情報プロンプトが表示される ...... 379
iLO へのディレクトリ接続が途中で終了する ............................................................... 379
構成されているディレクトリユーザーコンテキストが iLO ログインで動作しない .....380
ディレクトリタイムアウトになった後も iLO ディレクトリユーザーアカウントがロ
グアウトしない ............................................................................................................. 380
iLO Zero サインイン構成用の Kerberos キータブファイルの生成の失敗..................... 380
iLOKerberos 構成での Setspn の実行中のエラー ....................................................... 381
OpenLDAP 認証は、入れ子型グループまたは posixgroups で構成されている場合に
失敗します。..................................................................................................................381
ドメインコントローラー OS の再インストール後に iLO Zero サインインが失敗す
る ...................................................................................................................................381
Active Directory の認証情報での iLO ログインに失敗する ........................................... 382
Directory Server DNS Name テストで失敗が報告される.............................................. 382
ディレクトリサーバーへの Ping テストが失敗を報告する............................................383

12

目次

Connect to Directory Server テストで失敗が報告される...............................................383
Connect using SSL テストで失敗が報告される............................................................ 383
Bind to Directory Server テストで失敗が報告される..................................................... 383
Directory Administrator Login テストで失敗が報告される.............................................384
ユーザー認証テストで失敗が報告される.......................................................................384
ユーザー承認テストで失敗が報告される.......................................................................384
ディレクトリユーザーコンテキストテストで失敗が報告される...................................385
LOM Object Exists テストで失敗が報告される............................................................. 385
リモートコンソールの問題.......................................................................................................385
Linux クライアントで Firefox を使用して Java IRC を実行すると、iLO Java IRC に
赤色の X が表示される ..................................................................................................386
iLO Java IRC が起動しない .......................................................................................... 386
カーソルが iLO のリモートコンソールウィンドウの隅にアクセスできない ............... 386
iLO リモートコンソールのテキストウィンドウが正しく更新されない........................ 387
iLO .NET IRC または Java IRC（Java Web Start）でマウスやキーボードを使用でき
ない................................................................................................................................ 387
iLO Java IRC（Java Applet）でマウスやキーボードを使用できない...........................387
iLO .NET IRC がウィンドウの切り替え後に継続して文字を送信する ......................... 388
iLO Java IRC のディスケットおよび USB キーデバイス情報の表示が誤っている ......389
iLO と Java IRC の間で Caps Lock が同期しない ........................................................ 389
iLO と共有リモートコンソールの間で Num Lock が同期しない .................................. 390
iLO リモートコンソールセッション中に意図しないキーストロークが繰り返される...390
iLO .NET IRC が再生モードにあるとき、セッションリーダーが接続要求を受信しな
い ...................................................................................................................................391
iLO リモートコンソールのキーボード LED が正しく動作しない .................................391
iLO .NET IRC が非アクティブになるか切断される.......................................................391
iLO .NET IRC がサーバーに接続できない .................................................................... 392
サーバーから iLO 仮想メディア USB キーにファイルをコピーした後にファイルが
表示されない .................................................................................................................393
iLO .NET IRC はアプリケーション要件を確認するのに長い時間がかかる ..................393
iLO .NET IRC が起動しない ..........................................................................................394
iLO .NET IRC を共有できません ...................................................................................394
iLO .NET IRC が Firefox で起動しない ......................................................................... 394
iLO .NET IRC が Google Chrome で起動しない ........................................................... 395
iLO リモートコンソールを使用してマウントされた USB キーを使用して DOS から
ブートできない.............................................................................................................. 395
SSH の問題............................................................................................................................... 396
iLO との PuTTY の初期接続時の入力が緩慢である ......................................................396
iLO 共有ネットワークポートを使用する場合、PuTTY クライアントが応答しない..... 396
iLO への SSH 接続を使用する場合にテキストが正しく表示されない.......................... 396
SSH セッションが起動に失敗する、または予期せず終了する..................................... 397
テキストベースのリモートコンソールの問題.......................................................................... 397
テキストベースのリモートコンソールで Linux インストーラーを表示できない..........397
SSH ターミナル経由でデータを送信できない.............................................................. 398
シリアルタイムアウト時間内の VSP 主導の選択によって、出力が VSP ではなく
BIOS リダイレクトに送信される...................................................................................398
スクロールとテキストが、BIOS リダイレクト中にイレギュラーに見える..................398
リモートサポートの問題...........................................................................................................399
Insight RS 登録中の SSL Bio エラー..............................................................................399
Insight Online または Insight RS でサーバー名によってサーバーが識別されない........399
サーバーの OS 名とバージョンが Insight RS または Insight Online に表示されない... 400
Insight Online Direct Connect に登録中の接続エラー....................................................400
iLO Insight Online Direct Connect 登録中に iLO セッションが予期せず終了する.........401
Insight RS または Insight Online でサーバーのヘルスステータスが赤色になる........... 401
Insight Online または Insight RS でサーバー名によってサーバーが識別されない........401
リモートサポートデータが Hewlett Packard Enterprise に送信されたときにサーバ
ー情報が上書きされる................................................................................................... 402

目次

13

OS 情報が Insight Online に正しく表示されない...........................................................402
システムボードを交換したサーバーで、Insight Online Direct Connect が動作を停止
する................................................................................................................................ 402
Central Connect デバイスの重複レコードが Insight Online に存在する....................... 403
デバイスの無償保証が Insight RS に期限切れとして不正に表示される....................... 403
サービスイベントおよび収集が Insight RS Console に不正なタイムスタンプを表示
する................................................................................................................................ 404
iLO 連携の問題..........................................................................................................................404
iLO 連携ページでクエリエラーが発生する ...................................................................404
iLO のマルチシステムマップページにタイムアウトエラーが表示される ....................405
iLO マルチシステムマップページに 502 エラーが表示される ..................................... 406
iLO マルチシステムマップページに 403 エラーが表示される ..................................... 406
iLO ピアが iLO 連携ページに表示されない................................................................... 406
iLO のピアが、IPv4 ネットワーク上で IPv6 アドレスで表示される............................. 407
ファームウェア更新の問題.......................................................................................................407
iLO ファームウェアの更新が失敗する ..........................................................................407
iLO ファームウェア更新エラー .....................................................................................407
iLO ファームウェアアップデートが終了しない ........................................................... 408
iLO ネットワークのフラッシュエラーリカバリ............................................................ 408
ライセンス問題.........................................................................................................................409
ライセンスキーインストールエラー..............................................................................409
仮想メディアまたはグラフィックリモートコンソールにアクセスできない.................410
iLO ライセンスキーのリカバリ......................................................................................410
Agentless Management、AMS、および SNMP の問題............................................................411
AMS がインストールされているのに、iLO で使用できない ........................................ 411
HPE SIM から SNMP 情報を取得できない.................................................................... 411
iLO から HPE SIM のアラーム（SNMP トラップ）を受信できない............................. 411

Web サイト........................................................................................... 413
サポートと他のリソース.......................................................................415
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス..................................................................415
アップデートへのアクセス.......................................................................................................415
カスタマーセルフリペア（CSR）............................................................................................416
リモートサポート（HPE 通報サービス）................................................................................ 416
保証情報....................................................................................................................................416
規定に関する情報..................................................................................................................... 417
ドキュメントに関するご意見、ご指摘..................................................................................... 417

14

目次

©

Copyright 2012-2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP

ご注意
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品、またはサ
ービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとし
ます。本書のいかなる内容も、新たな保証を追加するものではありません。Hewlett Packard Enterprise
は本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対
して、責任を負いかねますのでご了承ください。
本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製に
は、Hewlett Packard Enterprise から許諾を得る必要があります。米国政府の連邦調達規則である FAR
12.211 および 12.212 の規定に従って、コマーシャルコンピューターソフトウェア、コンピューターソフ
トウェアドキュメンテーションおよびコマーシャルアイテムのテクニカルデータ（Commercial Computer
Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items）は、ベンダーが
提供する標準使用許諾規定に基づいて米国政府に使用許諾が付与されます。
他社の Web サイトへのリンクを使用すると、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト外に移動します。
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報は Hewlett Packard Enterprise の管理対象外であ
り、それらの情報について責任を負いかねますのでご了承ください。

商標
Microsoft®および Windows®は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標
または商標です。
Java®および Oracle®は、Oracle および/またはその関連会社の登録商標です。
Google™は、Google Inc.の商標です。
Linux®は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Red Hat®は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の商標または登録商標です。
SD は SD-3C の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
VMware®は、VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。

iLO
iLO 5 は、HPE ProLiant サーバーおよび Synergy コンピュートモジュールのシステムボードに組み込まれ
たリモートサーバーマネジメントプロセッサーです。iLO では、リモートの場所からサーバーを監視およ
び制御できます。iLO 管理は、サーバーをリモートで構成、更新、監視、および修復するための複数の方
法を提供する強力なツールです。iLO（Standard）は、追加コストまたはライセンスなしで Hewlett Packard
Enterprise サーバーに事前設定されています。
サーバー管理者の生産性を向上させる機能と追加の新しいセキュリティ機能がライセンス付与されてい
ます。詳しくは、http://www.hpe.com/support/ilo-docs にある iLO ライセンスガイドを参照してくださ
い。

iLO の主な機能
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•

サーバーヘルスの監視 - iLO はサーバー内部の温度を監視し、修正信号をファンに送信して適切なサ
ーバー冷却を維持します。iLO はさらにインストールされているファームウェアとソフトウェアのバ
ージョンと、システムボードにインストールされているファン、メモリ、ネットワーク、プロセッサ
ー、電源装置、ストレージ、デバイスのステータスも監視します。

•

Agentless Management - Agentless Management とともに、管理ソフトウェア（SNMP）はホスト
OS ではなく iLO ファームウェア内で動作します。この構成により、ホスト OS 上のメモリおよびプロ
セッサーリソースがサーバーアプリケーション用に解放されます。iLO はすべての重要な内部サブシ
ステムを監視し、ホスト OS がインストールされていない場合でも、中央管理サーバーに直接 SNMP
アラートを送信できます。

•

インテグレーテッドマネジメントログ - サーバーイベントを表示し、SNMP アラート、リモート
syslog、およびメールアラート経由での通知を設定します。

•

詳細情報へのリンク - サポート対象イベントのトラブルシューティング情報がインテグレーテッドマ
ネジメントログページに表示されます。

•

Active Health System ログ - Active Health System ログをダウンロードします。オープンサポートケ
ースがある場合はログファイルを Hewlett Packard Enterprise に送信できます。または、ログを Active
Health System Viewer にアップロードできます。

•

iLO 連携管理 - iLO 連携機能を使用して、一度に複数のサーバーを検出および管理します。

•

統合リモートコンソール - サーバーとのネットワーク接続があれば、安全で高パフォーマンスのコン
ソールにより、世界中どこからでもサーバーにアクセスして管理できます。

•

仮想メディア - リモートから高性能仮想メディアデバイスをサーバーにマウントできます。

•

電源管理 - リモートから安全に管理対象サーバーの電源状態を制御できます。

•

展開とプロビジョニング - 展開およびプロビジョニングの自動化などのタスクに仮想電源および仮想
メディアを使用します。

•

消費電力と電力設定 - サーバーの消費電力を監視し、サーバーの電力を設定し、サポートされている
サーバーの消費電力上限を設定します。

•

内蔵リモートサポート - サポート対象サーバーを HPE リモートサポートに登録できます。

•

ユーザーアクセス - ローカルまたはディレクトリベースのユーザーアカウントを使用して iLO にログ
インします。ローカルまたはディレクトリベースのアカウントで CAC Smartcard 認証を使用できま
す。

•

Two-Factor 認証 - Two-Factor 認証は、Kerberos および CAC Smartcard 認証でサポートされます。

•

安全なリカバリ - 電源の作動時に iLO ファームウェアを検証します。ファームウェアが無効な場合、
iLO ファームウェアは自動的にフラッシュされます（iLO Standard ライセンス）。

iLO

サーバーの起動時に、システム ROM を検証します。有効なシステム ROM が検出されないと、サーバ
ーは起動できません。リカバリオプションには、アクティブおよび冗長 ROM の交換、ファームウェア
の検証スキャンとリカバリアクションの開始が含まれます（スケジューリングおよび自動リカバリに
は、iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスが必要です）。
•

ファームウェアの検証とリカバリ - スケジュール済みまたはオンデマンドでファームウェアの検証ス
キャンを実行して、問題が検出されたときに実装するリカバリ操作を設定します。

•

iLO セキュリティ状態 - ご使用の環境に合ったセキュリティ状態を設定します。iLO は、製品セキュリ
ティ状態（デフォルト）や、高度なセキュリティ、FIPS、SuiteB などの高セキュリティ状態をサポー
トしています。

•

iLO インターフェイスの管理 - セキュリティを強化するために、選択した iLO インターフェイスおよ
び機能を有効または無効にします。

•

ファームウェア管理 - コンポーネントを iLO レポジトリに保存し、SUM を使用してインストールセッ
トを設定し、インストールキューを管理します。

•

iLO サービスポート - サポート対象の USB Ethernet アダプターを使用してクライアントを iLO サー
ビスポートに接続し、サーバーに直接アクセスします。Hewlett Packard Enterprise は、Ethernet アダ
プターに HPE USB（部品番号 Q7Y55A）を使用することをおすすめします。また、USB キーを接続
して、Active Health System ログをダウンロードすることもできます。

•

IPMI - iLO ファームウェアは、IPMI バージョン 2.0 仕様に基づくサーバー管理を提供します。

•

iLO RESTful API と RESTful インターフェイスツール（iLOrest） - iLO 5 には、Redfish API に準拠
した、iLO RESTful API が含まれます。

•

iLO バックアップとリストア - iLO の構成をバックアップして、同じハードウェア構成のシステムにリ
ストアできます。

•

Intelligent System Tuning - Intelligent System Tuning for Gen10 サーバーは、サーバーのパフォーマ
ンスを向上させるいくつかの機能から構成されています。スムージングレベルを微小変動し、プロセ
ッサーの周波数変動を分散させます。ワークロードが一致すると、設定済みのワークロードプロファ
イルを使用して、サーバーのリソースを微調整できます。コアブートは選択されたインテルプロセッ
サーを使用して、複数のプロセッサーコアのパフォーマンスを向上させることができます。詳しくは、
HPE Gen10 Servers Intelligent System Tuning ホワイトペーパーを参照してください。

ROM ベースの構成ユーティリティ
UEFI システムユーティリティの iLO 5 構成ユーティリティを使用すると、ネットワークパラメーター、
グローバル設定、およびユーザーアカウントを構成できます。
iLO 5 構成ユーティリティは、初期の iLO セットアップのために設計されていて、継続的な iLO 管理のた
めのものではありません。このユーティリティはサーバーが起動するときに起動でき、リモートコンソー
ルを使用してリモートから実行できます。
ユーザーが iLO 5 構成ユーティリティにアクセスするときにログインを要求するように iLO を構成でき
ます。または、すべてのユーザー用のユーティリティを無効にすることもできます。これらの設定は、ア
クセス設定ページで構成できます。iLO 5 構成ユーティリティを無効にすると、iLO セキュリティを無効
にするようにシステムメンテナンススイッチが設定されないかぎり、ホストからの再構成を防止します。
iLO 5 構成ユーティリティにアクセスするには、POST の実行時に F9 キーを押して UEFI システムユーテ
ィリティを起動します。システム構成、iLO 5 構成ユーティリティの順にクリックします。

iLO Mobile アプリケーション
iLO Mobile アプリケーションは、モバイルデバイスからご使用のサーバーへのアクセスを提供します。
Mobile アプリケーションは、iLO プロセッサーと直接やり取りし、サーバーが接続されている限り常にサ
ーバーを総合的に制御できるようにします。たとえば、正常な状態にあるサーバーにアクセスすること

ROM ベースの構成ユーティリティ
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も、空白のハードディスクドライブを備えた電源が入っていないサーバーにアクセスすることもできま
す。IT 管理者は、ほとんどどこからでも、問題のトラブルシューティングを行い、ソフトウェアの展開を
実行することができます。
iLO Mobile アプリケーションについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp を参照してく
ださい。

iLO RESTful API
iLO には、Redfish API 準拠である iLO RESTful API が含まれています。iLO RESTful API は、基本的な
HTTPS 操作（GET、PUT、POST、DELETE、および PATCH）を iLO Web サーバーに送信することで、
サーバー管理ツールから構成、インベントリ、および監視タスクを実行するために使用できる管理インタ
ーフェイスです。
iLO RESTful API について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/restfulinterface/docs）を参照してください。
iLO RESTful API を使用したタスクの自動化について詳しくは、http://www.hpe.com/info/redfish にある
ライブラリとサンプルコードを参照してください。

RESTful インターフェイスツール
RESTful インターフェイスツール（iLOrest）は、HPE サーバー管理タスクを自動化するためのスクリプ
ティングツールです。これは、iLO RESTful API を利用する、簡素化されたコマンドのセットを提供しま
す。ツールは、ご使用のコンピューターにインストールしてリモートで使用することも、Windows また
は Linux オペレーティングシステムを搭載するサーバーにローカルでインストールすることもできます。
RESTful インターフェイスツールでは、自動化時間を短縮するための対話型モード、スクリプト可能なモ
ード、および CONREP のようなファイルベースモードが提供されます。
詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/resttool

iLO スクリプティングとコマンドライン
iLO スクリプティングツールを使用して、複数のサーバーを設定したり、展開プロセスに標準設定を組み
込んだり、サーバーやサブシステムを制御したりできます。
iLO スクリプティングおよび CLI ガイドには、コマンドラインインターフェイスまたはスクリプティング
インターフェイスを通じて iLO を使用するために利用できる構文およびツールに関する説明が記載され
ています。
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iLO RESTful API

iLO のセットアップ
iLO をセットアップするための準備
iLO マネジメントプロセッサーをセットアップする前に、ネットワークとセキュリティの処理方法を決め
る必要があります。以下の質問に回答していくと、iLO の設定方法が明らかになります。
手順
1. iLO はどの方法でネットワークに接続しますか。
2. 共有ネットワークポート構成で NIC チーミングを使用しますか。
3. iLO はどの方法で IP アドレスを取得しますか。
4. どのようなアクセスセキュリティおよびユーザーアカウントと権限が必要ですか。
5. iLO の設定にどのようなツールを使用しますか。

iLO ネットワーク接続オプション
通常、iLO は、専用の管理ネットワークまたは本番環境ネットワークの共有接続を使用してネットワーク
に接続します。
専用管理ネットワーク
この設定では、独立したネットワークに iLO ポートを配置します。ネットワークが独立しているため、性
能が向上し、どのワークステーションをネットワークに接続するかを物理的に制御できるので、セキュリ
ティが強化されます。また、本番環境ネットワーク内のハードウェアに障害が発生した場合には、サーバ
ーへの冗長アクセスが提供されます。この構成では、本番環境ネットワークから直接 iLO にアクセスする
ことはできません。専用管理ネットワークは、優先される iLO ネットワーク構成です。
HPE サーバー

iLO 専用 NIC

管理
ネットワーク

管理クライアント

ハブ/スイッチ
サーバー NIC

ハブ/スイッチ

実務
ネットワーク
実務クライアント

図 1: 専用管理ネットワーク
実務ネットワーク
この設定では、NIC と iLO ポートの両方を本番環境ネットワークに接続します。iLO で、このタイプの接
続は、共有ネットワークポート構成と呼ばれます。特定の Hewlett Packard Enterprise 内蔵 NIC とアドオ
ンカードが、この機能を提供します。この接続により、ネットワークのどこからでも iLO にアクセスでき
るため、iLO をサポートするために必要なネットワーキングハードウェアとインフラストラクチャの量が
減ります。
この設定の使用にはいくつかの欠点があります。

iLO のセットアップ
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•

共有ネットワーク接続では、トラフィックによって、iLO のパフォーマンスが低下することがありま
す。

•

サーバーの起動時および OS NIC ドライバーのロードおよびアンロード時に、短時間（2～8 秒）、ネッ
トワークから iLO にアクセスできません。この短い時間の経過後に、iLO の通信がリストアされ、iLO
がネットワークトラフィックに応答します。

HPE サーバー

管理クライアント

サーバー NIC/iLO 共有
ネットワーク ポート
ハブ/スイッチ

管理/実務
ネットワーク

実務クライアント

図 2: 共有ネットワーク接続

共有ネットワークポート構成による NIC チーミング
NIC チーミングは、サーバー NIC のパフォーマンスと信頼性を向上させるために使用できる機能です。
NIC チーミングの制限
iLO で共有ネットワークポートを使用するように構成する際に、チーミングモードを選択した場合：
•

•

次の状況で iLO ネットワーク通信がブロックされます。
◦

選択された NIC チーミングモードによって、iLO が接続されているスイッチは、iLO が共有するよ
うに構成されているサーバー NIC/ポートからのトラフィックを無視するようになります。

◦

選択された NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有する
ように構成されていない NIC/ポートに送信されます。

iLO とサーバーは同じスイッチポートで送受信するため、選択された NIC チーミングモードでは、ス
イッチが同じスイッチポートでの 2 つの異なる MAC アドレスを持つトラフィックを許容するように
する必要があります。LACP（802.3ad）の一部の実装では、同じリンク上の複数の MAC アドレスを
許容しません。

Hewlett Packard Enterprise NIC チーミングモード
サーバーで Hewlett Packard Enterprise NIC チーミングを使用するように構成した場合、次のガイドライ
ンに従ってください。
ネットワークフォールトトレランス（NFT）
サーバーは 1 つだけの NIC（プライマリアダプター）で送受信します。チームに含まれる他の NIC（セ
カンダリアダプター）はトラフィックを送信せず、受信したトラフィックを無視します。このモード
により、iLO 共有ネットワークポートが正常に動作します。
iLO が優先プライマリアダプターとして使用する NIC/ポートを選択します。
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共有ネットワークポート構成による NIC チーミング

送信ロードバランシング（TLB）
サーバーは、複数のアダプターで送信しますが、プライマリアダプターでのみ受信します。このモー
ドにより、iLO 共有ネットワークポートが正常に動作します。
iLO が優先プライマリアダプターとして使用する NIC/ポートを選択します。
スイッチアシストロードバランシング（SLB）
このモードタイプは、以下のことを指します。
•

HPE ProCurve ポートトランキング

•

Cisco Fast EtherChannel/Gigabit EtherChannel（静的モードのみ、PAgP なし）

•

IEEE 802.3ad リンクアグリゲーション（静的モードのみ、LACP なし）

•

ベイネットワークマルチリンクトランキング

•

Extreme Network Load Sharing

このモードでは、プライマリアダプターとセカンダリアダプターの概念はありません。すべてのアダ
プターはデータを送受信する目的で等しいと見なされます。このモードは、iLO 宛のトラフィックを
受信できるサーバー NIC/ポートが 1 つだけであるため、iLO 共有ネットワークポート構成で最も問題
となる可能性があります。スイッチアシストロードバランシングの実装に対するスイッチベンダーの
制限を判断するには、スイッチベンダーのドキュメントを参照してください。
詳しくは、ProLiant ネットワークアダプターチーミングサポートドキュメントを参照してください。
サーバーで、別の NIC チーミングの実装を使用する場合の NIC チーミングモードの選択については、NIC
チーミングの制限およびベンダーのドキュメントを参照してください。

iLO IP アドレスの取得
iLO がネットワークに接続されてからアクセスを可能にするには、iLO マネジメントプロセッサーが IP ア
ドレスとサブネットマスクを取得する必要があります。動的アドレスまたは静的アドレスを使用するこ
とができます。
動的 IP アドレス
動的 IP アドレスは、デフォルトで設定されます。iLO は、DNS または DHCP サーバーから IP アドレ
スとサブネットマスクを取得します。この方法が最も簡単です。
DHCP を使用する場合：
•

iLO 管理ポートは、DHCP サーバーに接続されたネットワークに接続する必要があります。また、
iLO をネットワークに接続してから電源を入れなければなりません。DHCP は、電源が投入される
とただちに要求を送信します。iLO が最初に起動したときに DHCP の要求に対する回答がない場
合、DHCP は、90 秒間隔で要求を再発行します。

•

DHCP サーバーは、DNS および WINS 名前解決を提供するように設定しなければなりません。

静的 IP アドレス
ネットワークで DNS または DHCP サーバーを使用できない場合、静的 IP アドレスが使用されます。
静的 IP アドレスは、iLO 5 構成ユーティリティを使用して構成できます。
静的 IP アドレスの使用を予定する場合は、iLO セットアッププロセスを開始する前に IP アドレスが
必要です。

iLO アクセスセキュリティ
次の方法で iLO へのアクセスを管理できます。

iLO IP アドレスの取得
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ローカルアカウント
iLO には、最大 12 のユーザーアカウントを格納できます。この構成は、研究所や中小企業のような小
規模環境に最適です。
ローカルアカウントによるログインセキュリティは iLO アクセス設定およびユーザー権限によって管
理します。
ディレクトリサービス
iLO では、最大 6 つのディレクトリグループを設定することができます。ディレクトリサービスを使
用して iLO アクセスの認証や権限付与を行います。この構成により、ユーザーの数の制限がなくなり
ます。また、この構成は、エンタープライズ内の iLO デバイスの数に合わせて、簡単に拡張できます。
ディレクトリサービスを使用する場合でも、代替アクセスとして少なくとも 1 つのローカル管理者ア
カウントを有効にしておきます。
ディレクトリにより iLO デバイスとユーザーを集中的に管理することができ、より強力なパスワード
ポリシーを適用できます。
CAC Smartcard 認証
ローカルアカウントとディレクトリサービスと共に Common Access Smartcard を設定して、iLO ユ
ーザーアクセスを管理できます。

iLO 構成ツール
iLO は、設定と操作用にさまざまなインターフェイスをサポートしています。このガイドでは、次のイン
ターフェイスについて説明します。
iLO Web インターフェイス
iLO の Web インターフェイスは、Web ブラウザーを使用してネットワーク上の iLO に接続できる場
合に使用します。また、iLO マネジメントプロセッサーの設定を変更する場合も、この方法を使用で
きます。
ROM ベースセットアップ
システム環境が DHCP、DNS、または WINS を使用しない場合は、iLO 5 構成ユーティリティを使用
します。
このガイドでは説明しませんが、その他に以下の設定オプションがあります。
Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning を起動するには、POST 中に F10 キーを押します。
iLO Web インターフェイス経由で Always On Intelligent Provisioning にアクセスすることもできま
す。詳しくは、Intelligent Provisioning のユーザーガイドを参照してください。
iLO RESTful API
サーバー管理ツールから使用することで iLO 経由でサポート対象サーバーの構成、インベントリ、お
よび監視を実行できる管理インターフェイスです。詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/redfish
HPE OneView
iLO マネジメントプロセッサーと対話して ProLiant サーバーまたは Synergy コンピュートモジュー
ルを構成、監視、および管理をする管理ツールです。詳しくは、HPE OneView のユーザーガイドを
参照してください。
HPE Scripting Toolkit
このツールキットは、サーバーの無人/自動での大量インストールを可能にする、IT エキスパート向け
のサーバーインストール製品です。詳しくは、Windows または Linux 用の Scripting Toolkit ユーザー
ガイドを参照してください。
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スクリプティング
スクリプティングを使用して複数の iLO マネジメントプロセッサーを設定できます。スクリプトは、
RIBCL と呼ぶスクリプティング言語用に記述された XML ファイルです。iLO は、RIBCL スクリプト
を使用して設定できます。ネットワーク経由での設定、初期展開の際の設定、展開済みのホストから
の設定などさまざまな設定が可能です。
以下の方法を使用できます。
•

HPQLOCFG - ネットワーク経由で RIBCL スクリプトを iLO に送信する Windows コマンドライン
ユーティリティです。

•

HPONCFG - ホスト上で実行され、RIBCL スクリプトをローカルの iLO に転送する、ローカルでの
オンラインのスクリプトによるセットアップユーティリティです。
iLO が SuiteB セキュリティ状態を使用するように構成されている場合は、Linux 用 HPONCFG の
みがサポートされます。

•

カスタムスクリプティング環境（LOCFG.PL） - iLO スクリプティングサンプルには、RIBCL スク
リプトをネットワーク経由で iLO に送信するために使用できる Perl サンプルが含まれています。

•

SMASH CLP - SSH または物理シリアルポートからコマンドラインにアクセスできるときに使用
できるコマンドラインプロトコルです。

これらの方法について詳しくは、iLO スクリプティング/コマンドラインガイドを参照してください。
iLO のサンプルスクリプトは、次の Web サイトから入手できます。http://www.hpe.com/support/
ilo5

初期セットアップ手順：プロセスの概要
iLO はデフォルト設定のままでも、ほとんどの機能を使用できます。ただし iLO では、複数の企業環境の
ために柔軟なカスタム設定が可能です。この章では、初期の iLO セットアップ手順について説明します。
手順
1. iLO をネットワークに接続します。
2. 動的 IP アドレスを使用しない場合は、ROM ベースセットアップユーティリティを使用して静的 IP ア
ドレスを設定します。
3. ローカルアカウント機能を使用する場合は、ROM ベースセットアップユーティリティを使用してユー
ザーアカウントを設定します。
4. オプション：iLO ライセンスをインストールします。
5. 必要に応じて、iLO ドライバーをインストールします。

iLO ネットワークに接続する
本番環境ネットワークまたは専用の管理ネットワークを使用して iLO をネットワークに接続します。
iLO は、標準 Ethernet ケーブル（RJ-45 コネクターの付いた CAT 5 UTP ケーブルなど）を使用します。
標準的な Ethernet ハブまたはスイッチへのハードウェアリンクを確立するには、ストレートケーブルが必
要です。
ハードウェアのセットアップについて詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。
詳しくは
iLO ネットワーク接続オプション(19 ページ)

初期セットアップ手順：プロセスの概要
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Hewlett Packard Enterprise は、初めて iLO をセットアップする場合と、DHCP、DNS、または WINS を
使用しない環境に iLO のネットワークパラメーターを構成する場合に、iLO 5 構成ユーティリティを使用
することをおすすめします。
注記:
Web ブラウザーを使用してネットワーク上の iLO に接続できる場合は、iLO Web インターフェイス
を使用して iLO を構成することもできます。サポートされているブラウザーを使用して、デフォル
トの DNS 名、ユーザー名、およびパスワードを入力して、リモートのネットワーククライアントか
ら iLO にアクセスします。

静的 IP アドレスの構成（iLO 5 構成ユーティリティ）
この手順は、静的 IP アドレスを使用する場合にのみ必要です。動的 IP アドレスを使用する場合は、DHCP
サーバーによって iLO の IP アドレスが自動的に割り当てられます。
インストールを簡単にするために、Hewlett Packard Enterprise は iLO で DNS または DHCP を使用する
ことをおすすめします。
手順
1.

オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始しま
す。

2.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。

3.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。

4.

システム構成をクリックします。

5.

iLO 5 構成ユーティリティをクリックします。

6.

DHCP を無効にします。
a. ネットワークオプションをクリックします。
b. DHCP 有効メニューでオフを選択します。
IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ IP アドレスボックスが編集可能になりま
す。DHCP 有効がオンに設定されている場合は、これらの値を編集できません。

7.

IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ IP アドレスボックスに値を入力します。

8.

変更を保存して終了するには、F12 キーを押します。
iLO 5 構成ユーティリティによって、保留中の構成変更を保存するか確認するメッセージが表示され
ます。

9.

保存して終了するには、Yes - Save Changes をクリックします。
iLO 5 構成ユーティリティから、変更を反映するために iLO をリセットする必要があることが通知さ
れます。

10. OK をクリックします。
iLO がリセットされ、iLO セッションが自動的に終了します。約 30 秒で再接続することができます。
11. 通常の起動プロセスを再開します。
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a. iLO リモートコンソールを起動します。
iLO 5 構成ユーティリティは、前のセッションから開いたままになっています。
b. ESC キーを数回押して、システム構成ページに移動します。
c. システムユーティリティを終了し、通常のブートプロセスを再開するには、システムを終了して
再起動をクリックします。

iLO 5 構成ユーティリティを使用したローカルユーザーアカウントの管理
ユーザーアカウントの追加（iLO 5 構成ユーティリティ）
手順
1.

オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始しま
す。

2.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。

3.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。

4.

システム構成、iLO 5 構成ユーティリティ、ユーザー管理、ユーザーの追加の順にクリックします。

5.

新しいユーザーの権限を選択します。
権限を割り当てるには、権限名の横にあるメニューではいを選択します。権限を削除するには、いい
えを選択します。
ログイン権限はデフォルトですべてのユーザーに割り当てられるため、iLO 5 構成ユーティリティで
は表示されません。
リカバリセット権限は iLO 5 構成ユーティリティを通じて割り当てることができないため、リストに
ありません。

6.

新しいユーザー名ボックスとログイン名ボックスにユーザー名とログイン名を入力します。

7.

パスワードを入力します。
a. カーソルをパスワードボックスに移動し、Enter キーを押します。
新しいパスワードを入力しますボックスが開きます。
b. パスワードを入力してから Enter キーを押します。
新しいパスワードを確認してくださいボックスが開きます。
c. 確認のためもう一度パスワードを入力して、Enter キーを押します。
iLO 5 構成ユーティリティは、新しいアカウントの作成を確認します。

8.

確認ダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。

9.

必要な数のユーザーアカウントを作成し、F12 キーを押して変更を保存し、システムユーティリティ
を終了します。

10. 変更を確認するよう求められた場合は、Yes - Save Changes をクリックしてユーティリティを終了
し、ブートプロセスを再開します。

iLO 5 構成ユーティリティを使用したローカルユーザーアカウントの管理
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詳しくは
iLO ユーザー権限(207 ページ)
iLO ユーザーアカウントオプション(207 ページ)

ユーザーアカウントの編集（iLO 5 構成ユーティリティ）
手順
1.

オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始しま
す。

2.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。

3.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。

4.

システム構成、iLO 5 構成ユーティリティ、ユーザー管理、ユーザーの編集/削除の順にクリックしま
す。

5.

編集または削除するユーザー名のアクションメニューを選択し、編集を選択します。
アカウントのプロパティが表示されます。

6.

ログイン名を更新します。

7.

パスワードを更新します。
a. カーソルをパスワードボックスに移動し、Enter キーを押します。
新しいパスワードを入力しますボックスが開きます。
b. パスワードを入力してから Enter キーを押します。
新しいパスワードを確認してくださいボックスが開きます。
c. 確認のためもう一度パスワードを入力して、Enter キーを押します。

8.

ユーザーアカウントの権限を変更します。
権限を割り当てるには、権限名の横にあるメニューではいを選択します。権限を削除するには、いい
えを選択します。
ログイン権限はデフォルトですべてのユーザーに割り当てられるため、iLO 5 構成ユーティリティで
は利用できません。
設定の構成権限は iLO 5 構成ユーティリティを通じて割り当てることができないため、リストにあり
ません。

9.

必要な数のユーザーアカウントを更新し、F12 キーを押して変更を保存し、システムユーティリティ
を終了します。

10. 変更を確認するよう求められた場合は、Yes - Save Changes をクリックしてユーティリティを終了
し、ブートプロセスを再開します。
詳しくは
iLO ユーザー権限(207 ページ)
iLO ユーザーアカウントオプション(207 ページ)
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ユーザーアカウントの削除（iLO 5 構成ユーティリティ）
手順
1. オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始しま
す。
2. サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。
3. サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
システムユーティリティが起動します。
4. システム構成、iLO 5 構成ユーティリティ、ユーザー管理、ユーザーの編集/削除の順にクリックしま
す。
5. 削除するユーザーのアクションメニューで、削除を選択します。
このページで変更を保存するときに削除するユーザー名にマークが付けられます。
6. 必要に応じて、削除する他のユーザーアカウントにマークを付けてから F12 キーを押して変更を保存
し、システムユーティリティを終了します。
7. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、Yes - Save Changes をクリックしてユーティリティ
を終了し、ブートプロセスを再開します。

iLO に初めてログインする方法
手順
1. https://<iLO ホスト名または IP アドレス>を入力します。
iLO の Web インターフェイスのアクセスには HTTPS（SSL 暗号セッションで交換される HTTP）が必
要です。
2. デフォルトのユーザー認証情報を入力して、ログインをクリックします。

iLO デフォルト認証情報
iLO ファームウェアは、デフォルトのユーザー名、パスワード、および DNS 名が設定されています。デ
フォルトの情報は、iLO マネジメントプロセッサーを搭載するサーバーに取り付けられているシリアルラ
ベルプルタブに記載されています。これらの値を使用し、Web ブラウザーを使用して、ネットワーククラ
イアントからリモートで iLO にアクセスしてください。
•

ユーザー名 - Administrator

•

パスワード - 無作為に選んだ 8 文字の文字列

•

DNS 名 - ILOXXXXXXXXXXXX（X は、サーバーのシリアル番号）
重要:
Hewlett Packard Enterprise は、初めて iLO にログインした後で、デフォルトのパスワードを変更す
ることをおすすめします。
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、リセット後にデフォルトの iLO アカウ
ント認証情報を使用してログインします。

ユーザーアカウントの削除（iLO 5 構成ユーティリティ）
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iLO ライセンスが必要な機能
iLO（Standard）は、追加コストまたはライセンスなしで Hewlett Packard Enterprise サーバーに事前設定
されています。生産性を向上させる機能にはライセンスが必要です。詳しくは、http://www.hpe.com/
support/ilo-docs にある iLO ライセンスガイドを参照してください。
iLO ライセンス機能を有効化するには、iLO ライセンスをインストールします。

iLO ドライバーのサポート
iLO は、内蔵のオペレーティングシステムを実行する独立したマイクロプロセッサーです。このアーキテ
クチャーでは、ホストのオペレーティングシステムとは関係なく、iLO のほとんどの機能を使用できま
す。iLO ドライバーは、HPONCFG や Agentless Management Service などのソフトウェアが iLO と通信
できるようにします。インストールされている OS とシステム構成によって、インストール要件が決定し
ます。
Windows
iLO で Windows を使用する場合は、以下のドライバーを使用できます。Windows 用 iLO 5 チャネルイン
ターフェイスドライバー。
このドライバーは、オペレーティングシステムが iLO と通信するために必要です。すべての構成で、この
ドライバーをインストールします。
Linux
iLO で Linux を使用する場合は、hpilo ドライバーを使用できます。
このドライバーは、エージェントおよびツールアプリケーションの iLO へのアクセスを管理します。
hp-ilo は以下の Linux カーネルに含まれます。
•

SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2

•

SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 SuSE Installation Kit 以降

•

Red Hat Enterprise Linux 7.3 errata kernel-3.10.0-514.6.1.el7

•

Red Hat Enterprise Linux 6.9 以降

hp-ilo は起動時に自動的にロードされます。
Ubuntu システムでは、hp-ilo は起動時に、Linux Management Component Pack パッケージがロードさ
れた後に自動的にロードされます。
VMware
iLO で VMware を使用する場合は、ilo ドライバーを使用できます。
このドライバーは、Agentless Management Service、WBEM プロバイダー、およびツールアプリケーシ
ョンの iLO へのアクセスを管理します。これは、カスタマイズされた Hewlett Packard Enterprise
VMware イメージに含まれています。元の VMware イメージを使用するには、手動でドライバーをインス
トールする必要があります。

iLO ドライバーのインストール
手順
1. ご使用の OS 用の iLO ドライバーを入手するには、ProLiant のサービスパックをダウンロードするか、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからドライバーをダウンロードします。
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Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server の場合、ドライバーは Linux ディスト
リビューションに含まれています。
•

Windows の場合 - SPP を使用して、iLO ドライバーをインストールするか、http://www.hpe.com/
support/hpesc の Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからダウンロードします。
SPP の使用については、以下の Web サイトを参照してください。

•

◦

SPP のドキュメント：http://www.hpe.com/info/spp/documentation

◦

SPP カスタムダウンロードホスティングサービス：http://www.hpe.com/servers/spp/custom

VMware の場合 - Software Delivery Repository の Web サイト http://www.hpe.com/support/
SDR-Linux の vibsdepot セクションから iLO ドライバーをダウンロードします。
ソフトウェアに付属のインストール手順を実行します。

•

Ubuntu の場合 - http://www.hpe.com/support/SDR-Linux の Linux Management Component
Pack に登録します。

iLO のセットアップ
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iLO の Web インターフェイスの使用
iLO Web インターフェイス
iLO Web インターフェイスを使用して iLO を管理できます。また、リモートコンソール、XML 構成およ
び制御スクリプト、SMASH CLP、または iLO RESTful API を使用することもできます。
詳しくは、次の Web サイトにある iLO および iLO RESTful API のドキュメントを参照してください。
http://www.hpe.com/support/ilo-docs

サポートされるブラウザー
iLO 5 は以下のブラウザーの最新バージョンをサポートします。
•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome モバイルおよびデスクトップ

•

Microsoft Internet Explorer 11

ブラウザーの要件
iLO 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 - iLO Web インターフェイスは、クライアント側 JavaScript を頻繁に使用します。
この設定は、すべての Internet Explorer バージョンでデフォルトでは無効です。この設定を確認また
は変更するには、Internet Explorer JavaScript 設定の構成(30 ページ)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 - iLO 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。

Internet Explorer JavaScript 設定の構成
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。
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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。

iLO Web インターフェイスへのログイン
手順
1. https://<iLO のホスト名または IP アドレス>を入力します。
iLO 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）。
iLO 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設定されている場合、バナーテキスト
が通知セクションに表示されます。
2. 次のいずれかを実行します。
•

ディレクトリまたはローカルアカウントログイン名とパスワードを入力して、ログインをクリック
します。

•

Zero サインインボタンをクリックします。
iLO が Kerberos ネットワーク認証用に設定されている場合は、ログインボタンの下に Zero サイン
インボタンが表示されます。Zero サインインボタンを使用して、ユーザー名とパスワードを入力せ
ずにログインできます。

•

スマートカードを接続して、Smartcard でログインボタンをクリックします。
iLO が CAC Smartcard 認証用に設定されている場合は、ログインボタンの下に Smartcard でログ
インボタンが表示されます。
CAC Smartcard 認証を使用する場合、ログイン名とパスワードを入力しないでください。

詳しくは
iLO デフォルト認証情報(27 ページ)

ブラウザーインスタンスと iLO の間での Cookie の共有
iLO にアクセスし、ログインすると、1 つのセッション Cookie が、ブラウザーのアドレスバーで iLO URL
を共有する、開いているすべてのブラウザーウィンドウで共有されます。この結果、開いているすべての
ブラウザーウィンドウが 1 つのユーザーセッションを共有します。1 つのウィンドウでログアウトする
と、開いているすべてのウィンドウでユーザーセッションが終了します。新しいウィンドウで別のユーザ
ーとしてログインすると、他のウィンドウでセッションが置き換えられます。
これは、ブラウザーの標準的な動作です。iLO は、同一クライアント上の同じブラウザー内の 2 つの異な
るブラウザーウィンドウから複数のユーザーがログインすることをサポートしません。
共有インスタンス
iLO の Web インターフェイスが別のブラウザーウィンドウまたはタブ（ヘルプファイルなど）を開く場
合、このウィンドウは、iLO への同じ接続とセッション Cookie を共有します。
iLO の Web インターフェイスにログインしているときに、手動で新しいブラウザーウィンドウを開くと、
元のブラウザーウィンドウの複製インスタンスが開きます。アドレスバーのドメイン名が元のブラウザ
ーセッションと一致する場合、新しいインスタンスは元のブラウザーウィンドウとセッション Cookie を
共有します。
Cookie の順序

iLO Web インターフェイスへのログイン
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ログイン時に、ログインページは、ウィンドウを iLO ファームウェアの適切なセッションにリンクさせる
ブラウザーセッション Cookie を作成します。ファームウェアは、ブラウザーログインを、セッションリ
ストページに示される個別のセッションとして追跡します。
たとえば、User1 がログインすると、Web サーバーは、アクティブユーザーとして User1 を示し、ナビ
ゲーションペインにメニュー項目を示し、右のペインにページデータを示す初期フレームビューを表示し
ます。User1 が各リンクをクリックすると、メニュー項目とページデータだけがアップデートされます。
User1 がログインしているときに、User2 が同じクライアントでブラウザーウィンドウを開いてログイン
すると、User1 セッションで作成された Cookie は、2 番目のログインによって上書きされます。User2 が
異なるユーザーアカウントである場合、異なる現在のフレームが作成され、新しいセッションが許可され
ます。2 番目のセッションは、セッションリストページに User2 として表示されます。
2 番目のログインによって、User1 のログイン時に作成された Cookie が上書きされ、事実上、最初のセ
ッションが親ブラウザーから切り離されています。この動作は、User1 のブラウザーが、ログアウトボタ
ンをクリックせずに閉じられた場合と同じです。親ブラウザーから切り離された User1 のセッションは、
タイムアウトしたときに再要求されます。
ブラウザーのページ全体が強制的に更新されない限り、現在のユーザーのフレームは更新されないので、
User1 は、ブラウザーウィンドウを使用して操作を続けることができます。ただし、ブラウザーは、すぐ
に判別できない場合でも、すでに User2 のセッション Cookie 設定を使用して動作しています。
User1 がこのモード（User2 がログインしてセッション Cookie をリセットしたために User1 と User2 が
プロセスを共有）で操作を続ける場合、以下の状態になることがあります。
•

User1 のセッションは、User2 に割り当てられている権限を使用して継続的に動作します。

•

User1 が操作しても User2 のセッションは中断されませんが、User1 のセッションはタイムアウトに
なる場合があります。

•

どちらかのウィンドウがログアウトすると、両方のセッションが終了します。ログアウトしなかった
ほうのウィンドウでのその次の動作によって、ユーザーは、タイムアウトまたは早期タイムアウトが
発生したかのように、ログインページに転送されることがあります。

•

2 番目のセッション（User2）からログアウトをクリックすると、次の警告メッセージが表示されま
す。
Logging out: unknown page to display before redirecting the user to the
login page.

•

User2 が、ログアウトした後に User3 としてログインしなおすと、User1 は、User3 のセッションを
共有します。

•

User1 がログインしているときに User2 がログインする場合、User1 は、URL を変更してインデック
スページに転送することができます。これにより、User1 は、ログインせずに iLO にアクセスしてい
るかのような状態になります。

これらの動作は、複製ウィンドウが開いている限り継続されます。すべての動作は、最後のセッション
Cookie セットを使用して、同じユーザーに帰属させられます。
現在のセッション Cookie の表示
ログイン後に URL ナビゲーションバーに次のように入力すると、ブラウザーに現在のセッション Cookie
が表示されます。
javascript:alert(document.cookie)
表示される最初のフィールドにセッション ID が示されます。異なるブラウザーウィンドウでセッション
ID が同じである場合、これらのウィンドウは iLO セッションを共有しています。
F5 キーを押すか、表示 > 最新の情報に更新の順に選択するか、表示の更新ボタンをクリックすることに
よって、ブラウザーの表示を更新して、ユーザーの本当の ID を表示することができます。
Cookie に関連する問題を回避するためのベストプラクティス
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•

ブラウザーのアイコンまたはショートカットをダブルクリックして、ログインごとに新しいブラウザ
ーを起動します。

•

ブラウザーウィンドウを閉じる前に iLO セッションを閉じるには、ログアウトボタンをクリックしま
す。

iLO Web インターフェイス
iLO 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、左ペインのナビゲーションツリーに編成されています。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。

サーバータイプや設定でサポートしている場合のみ、ナビゲーションツリーに、以下のブランチが表示さ
れます。
•

また、ProLiant サーバーブレードがある場合は、BL c-Class ブランチが表示されます。

•

Synergy Compute Module がある場合は、Synergy フレームブランチが表示されます。

•

ProLiant XL サーバーがある場合は、シャーシブランチが表示されます。

•

iLO でリモート管理ツールが使用されている場合は、<リモート管理ツール名>ブランチが含まれてい
ます。

iLO 制御の使用
iLO 制御のアイコン
iLO の Web インターフェイスにログインすると、iLO 制御を任意の iLO ページから使用できます。

iLO Web インターフェイス
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•

電源アイコン - 仮想電源ボタン機能にアクセスするには、このアイコンをクリックします。

•

UID アイコン - UID LED をオンまたはオフに切り替えるには、このアイコンをクリックします。

•

言語 - 現在の iLO Web インターフェイスセッションの言語を選択するには、このアイコンをクリック
します。
言語設定を表示または変更するには、言語アイコンをクリックし、設定を選択します。

•

•

ヘルスアイコン - サーバーのファン、温度センサー、および他の監視対象サブシステムの全体的なヘ
ルスステータスを表示するには、このアイコンをクリックします。Agentless Management Service
（AMS）以外のコンポーネントでは、コンポーネントをクリックすると追加情報が表示されます。
ユーザーアイコン - このアイコンは、以下の場合にクリックします。
◦

現在の iLO Web インターフェイスセッションからログアウトするには、ユーザーアイコンをクリッ
クし、ログアウトを選択します。

◦

アクティブな iLO セッションを表示するには、ユーザーアイコンをクリックし、セッションを選択
します。

◦

iLO ユーザーアカウントを表示または変更するには、ユーザーアイコンをクリックし、設定を選択
します。

•

ヘルプアイコン - 現在の iLO Web インターフェイスページのオンラインヘルプを表示するには、この
アイコンをクリックします。

•

省略記号アイコン - ブラウザーウィンドウが小さすぎるため完全なページが表示されない場合は、フ
ァームウェア & OS ソフトウェアページにこのアイコンが表示されます。ファームウェアアップデー
トおよび iLO レポジトリにアップロードオプションにアクセスするには、このアイコンをクリックし
ます。これらのオプションは、ファームウェア & OS ソフトウェアのすべてのタブで利用可能です。

iLO ナビゲーションペイン
iLO には、各ページからアクセスできる折りたたみ可能なナビゲーションペインがあります。
•

ナビゲーションペインの表示/非表示を切り替えるには、iLO Web インターフェイスの左上隅にあるア
イコンをクリックします。

•

ナビゲーションペインを非表示にするには、X アイコンをクリックします。

•

ナビゲーションペインを表示するには、iLO Web インターフェイスの左上隅にあるアイコンをクリッ
クします。

•

ナビゲーションペインには、リモートコンソールのサムネイルが表示されます。リモートコンソール
を起動するには、サムネイルをクリックし、メニューからコンソールオプションを選択します。

•

モニターを備えたサーバーの場合、スリープモードになっているモニターを起動するには、ナビゲー
ションペインでリモートコンソールサムネイルをクリックし、Wake-Up モニターを選択します。

ログインページからのリモート管理ツールの起動
始める前に
iLO はリモート管理ツールで制御されています。

34

ログインページからのリモート管理ツールの起動

手順
1. iLO ログインページに移動します。
iLO がリモート管理ツールの制御下にある場合、iLO Web インターフェイスに次のようなメッセージ
が表示されます。
このシステムは以下によって管理されています：<リモート管理ツール名>。
iLO 内でローカルで変更すると、その変更は、集中管理された設定と同期が取れなくなり、
リモート管理システムの動作に影響を及ぼす可能性があります。
2. リモート管理ツールの名前はリンクになっています。このリンクをクリックして、リモート管理ツー
ルを起動してください。

ログインページからの言語の変更
言語パックがインストールされている場合は、ログイン画面の言語メニューを使用して、iLO セッション
用の言語を選択します。この選択は、将来使用するために、ブラウザーの Cookie に保存されます。
始める前に
言語パックがインストールされていること。
手順
1. iLO ログインページに移動します。
2. 言語メニューから言語を選択します。

ログインページからの言語の変更

35

iLO 情報およびログの表示
iLO の概要情報の表示
手順
情報ページに移動します。
iLO 概要ページは、サーバーと iLO サブシステムに関する概要を表示し、一般に使用される機能へリンク
します。

システム情報の詳細
•

サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。アクセス設定ページに移動
するには、サーバー名リンクをクリックします。

•

製品名 - この iLO プロセッサーを統合する製品。

•

UUID - ソフトウェアがこのホストを識別するために使用する UUID（Universally Unique Identifier）。
この値は、システムの製造時に割り当てられます。

•

UUID（論理） - ホストアプリケーションに提示されるシステム UUID。この値は、他のソフトウェア
によって設定された場合にのみ表示されます。この値により、オペレーティングシステムとアプリケ
ーションのライセンスが影響を受ける場合があります。 UUID（論理）の値は、システムに割り当てら
れている論理サーバープロファイルの一部として設定されます。論理サーバープロファイルを削除す
ると、システム UUID の値が UUID（論理）の値から UUID の値に戻ります。UUID（論理）の値が設
定されていないと、この項目は表示されません。

•

サーバーシリアル番号 - システムの製造時に割り当てられるサーバーシリアル番号。POST 実行時に
ROM ベースのシステムユーティリティを使用すると、この値を変更できます。

•

シリアル番号（論理） - ホストアプリケーションに提示されるシステムシリアル番号。この値は、他
のソフトウェアによって設定された場合にのみ表示されます。この値により、オペレーティングシス
テムとアプリケーションのライセンスが影響を受ける場合があります。 シリアル番号（論理）の値は、
システムに割り当てられている論理サーバープロファイルの一部として設定されます。論理サーバー
プロファイルを削除すると、シリアル番号の値がシリアル番号（論理）の値からサーバーシリアル番
号の値に戻ります。シリアル番号（論理）の値が設定されていないと、この項目は表示されません。

•

シャーシシリアル番号 - サーバーノードを内蔵するシャーシのシリアル番号。
この値は HPE Apollo シャーシ内のサーバーノードに対してのみ表示されます。
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•

製品 ID - この値は、同じシリアル番号を持つ異なるシステムを区別します。製品 ID は、システムの製
造時に割り当てられます。POST 実行時に ROM ベースのシステムユーティリティを使用すると、この
値を変更できます。

•

システム ROM - アクティブなシステム ROM のバージョン。

•

システム ROM 日付 - アクティブなシステム ROM の日付。

•

冗長化システム ROM - 冗長化システム ROM のバージョン。冗長化システム ROM は、システム ROM
の更新に失敗した場合や、システム ROM がロールバックされる場合に使用されます。この値は、シス
テムが冗長化システム ROM をサポートする場合のみ表示されます。

•

統合リモートコンソール - サーバーコンソールとのリモートアウトバンド通信用に.NET IRC または
Java IRC アプリケーションを起動するためのリンクを提供します。リモートコンソールの使用可能な
オプションについては、iLO 統合リモートコンソール(109 ページ)を参照してください。

iLO 情報およびログの表示

•

ライセンスタイプ - ライセンス済み iLO ファームウェア機能のレベル。

•

iLO ファームウェアバージョン - iLO ファームウェアにインストールされているバージョンと日付。
ファームウェアアップデートページに移動するには、iLO ファームウェアバージョンリンクをクリッ
クします。

•

IP アドレス iLO - サブシステムのネットワーク IP アドレス。

•

リンクローカル IPv6 アドレス - iLO サブシステムの SLAAC リンクローカルアドレス。ネットワーク
サマリーページに移動するには、リンクローカル IPv6 アドレスリンクをクリックします。この値は、
iLO 専用ネットワークポート構成についてのみ表示されます。

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。デフォルトで、ホスト名
は ILO+システムのシリアル番号および現在のドメイン名です。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。

システムステータスの詳細
•

システムヘルス - サーバーヘルスインジケーター。この値は、全体的なステータスや冗長性（障害処
理能力）など、監視対象サブシステムの状態を要約します。起動時にいずれかのサブシステムが冗長
でなくても、システムヘルスステータスは劣化しません。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。

•

サーバー電源 - サーバー電源の状態（オンまたはオフ）。仮想電源ボタン機能にアクセスするには、サ
ーバー電源アイコンをクリックします。

•

UID インジケーター - UID LED の状態。UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境でサーバーを
特定し、その位置を見つけることができます。状態には、UID オン、UID オフ、および UID 点滅があ
ります。
iLO サービスポートが使用中の場合は、UID 点滅ステータスにサービスポートのステータスが含まれま
す。表示される可能性がある値は、UID 点滅（サービスポートビジー）
、UID 点滅（サービスポートエ
ラー）、および UID 点滅（サービスポート完了）です。
UID LED をオンまたはオフに変更するには、UID インジケーターアイコンをクリックするか、iLO Web
インターフェイスウィンドウの上部にある UID 制御をクリックするか、サーバーシャーシにある UID
ボタンを使用します。
UID が点滅していた後で点滅が停止すると、ステータスは前回の値（UID オンまたは UID オフ）に戻
ります。UID LED が点滅している間に新しい状態を選択すると、UID LED が点滅を停止したときに新
しい状態が有効になります。
注意:
UID LED は自動的に点滅して、ホストでリモートコンソールのアクセスやファームウェアの更新
のような重大な操作が進行中であることを示します。UID LED の点滅中は、絶対にサーバーの電
源を切らないでください。

•

TPM ステータスまたは TM ステータス - TPM または TM ソケットまたはモジュールのステータス。
表示される可能性のある値は未サポート、未装着、または装着：有効です。
Trusted Platform Module および Trusted Module は、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安
全に格納するコンピューターチップです。これらの仕掛けには、パスワード、証明書、暗号鍵などが
含まれます。また、TPM または TM を使用すると、プラットフォームの測定値を格納してプラットフ
ォームの信頼性を保証することができます。
サポートされているシステムで、ROM は、TPM または TM レコードを復号化し、構成ステータスを
iLO、iLO RESTful API、CLP、および XML インターフェイスに渡します。

システムステータスの詳細
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•

モジュールタイプ - TPM または TM の種類と仕様のバージョン。指定できる値は、TPM 1.2、TPM
2.0、TM 1.0、Not Specified、および未サポートです。この値は、サーバーに TPM または TM が存
在する場合に表示されます。

•

SD カードステータス - 内蔵 SD カードのステータス。SD カードが存在する場合、SD カードのブロ
ック数が表示されます。

•

アクセスパネルステータス - アクセスパネルの状態。表示される可能性のある値は、OK（アクセスパ
ネルが取り付けられている）および侵入（アクセスパネルが開いている）です。この値は、シャーシ
の侵入検知が構成されているサーバーでのみ表示されます。

•

iLO 日付/時刻 - iLO サブシステムの内蔵クロック。

HPE への接続ステータス
このセクションでは、サポートされているサーバーに関するリモートサポート登録ステータスが表示され
ます。
以下のステータス値が表示されます。
•

Remote Support に登録済み - サーバーは登録されています。

•

登録が完了していません - サーバーは、Insight Online Direct Connect のリモートサポートに登録され
ていますが、登録プロセスの手順 2 が完了していません。

•

未登録 - サーバーは登録されていません。

•

HPE Remote Support 情報を取得できません - 登録ステータスが特定できませんでした。

•

Remote Support 登録エラー - リモートサポートの接続エラーが発生しました。

iLO セッションの管理
始める前に
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. 情報ページに移動し、セッションリストタブをクリックします。
セッションリストページには、アクティブな iLO 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て、セッションの切断をクリックします。

セッションリストの詳細
iLO では、現在のセッションおよび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。
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•

ユーザー - iLO ユーザーアカウント名。

•

IP - iLO 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 - iLO セッションが開始した日時。

•

アクセス時刻 - iLO がセッションで最後にアクティブだった日時。

•

失効 - セッションが自動的に終了する日時。

HPE への接続ステータス

•

ソース - セッションのソース （たとえば、リモートコンソール、Web インターフェイス、ROM ベー
スのセットアップユーティリティ、iLO RESTful API、SSH など）。

•

権限のアイコン（現在のユーザーのみ） - 現在のユーザーアカウントに割り当てられている権限。

iLO イベントログ
このイベントログは、iLO ファームウェアが記録した重大なイベントの記録です。
記録されるイベントには、サーバーの電源障害やサーバーリセットのような重大なサーバーイベントと、
無許可ログイン試行のような iLO イベントが含まれます。また、他に成功または失敗したブラウザーログ
インおよびリモートコンソールログイン、仮想電源および電源の再投入イベント、ログのクリア、ならび
にユーザーの作成や削除のような設定変更も含まれます。
iLO により、パスワードの安全な暗号化、すべてのログインのトラッキング、およびすべてのログイン失
敗の記録の管理が可能となります。 認証失敗ログ設定により、認証失敗のログ記録条件を設定できます。
イベントログは、DHCP 環境での監査機能を向上させるために記録したエントリーごとにクライアント名
を取得し、アカウント名、コンピューター名、および IP アドレスを記録します。
イベントログに表示される可能性があるエラーのリストについては、ご使用のサーバーのエラーメッセー
ジガイドを参照してください。

イベントログの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、iLO イベントログタブをクリックします。
2. オプション：イベントログのソート、検索、およびフィルター処理機能を使用して、ログのビューを
カスタマイズします。
記録されたイベントの合計数がフィルターアイコンの上に常に表示されます。フィルターを適用する
と、フィルター条件を満たすイベントの数がフィルターアイコンの下に表示されます。
3. オプション：イベントをクリックして、イベントの詳細ペインを表示します。

イベントログの詳細
•

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、最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。iLO
ファームウェアが前のバージョンにロールバックされると、より新しいファームウェアによって記録
されたイベントについて、
「不明なイベントタイプ」という説明が表示される場合があります。この問
題は、サポートされる最新バージョンのファームウェアに更新するか、イベントログをクリアするこ
とによって解決できます。

•

最終更新 - このタイプの最新のイベントの発生日時。この値は、iLO ファームウェアによって保存さ
れた日時に基づきます。
イベントが更新された日時を iLO ファームウェアが認識しなかった場合は、
「未セット」と表示されま
す。

•

回数 - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。
通常、重大なイベントは発生するたびにイベントログエントリーを生成します。これらのイベントが
1 つのイベントログエントリーにまとめられることはありません。

iLO イベントログ
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重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは 1 つのイベントログエントリー
にまとめられ、回数および最終更新の値が更新されます。各イベントタイプは特定の間隔を備えてお
り、繰り返し発生するイベントの処理（統合するのかそれとも新しいイベントを記録するのか）はこ
の間隔によって決定されます。
•

カテゴリ - イベントのカテゴリ。例：管理、構成、セキュリティ。

イベントログのアイコン
iLO は、以下のアイコンを使用してイベントの重要度を示します。
•

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。

•

警戒 - 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。

•

不明 - イベントの重要度を判断できませんでした。

イベントログイベントペインの詳細
•

初期更新 - このタイプの最初のイベントの発生日時。この値は、iLO ファームウェアによって保存さ
れた日時に基づきます。
イベントが最初に発生した日時を iLO が認識しなかった場合は、未セットと表示されます。

•

イベントコード - 特定のイベントクラス内のイベントの一意の識別子。16 進数で表示されます。

イベントログのビューのカスタマイズ
イベントのソート
列の見出しをクリックすると、その列でイベントログテーブルをソートします。
表示の昇順と降順を切り替えるには、列の見出しを再度クリックします。
イベントフィルター
イベントログフィルターにアクセスするには、
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をクリックします。

•

深刻度によってフィルターを適用するには、Severity メニューから深刻度レベルを選択します。

•

イベントカテゴリでフィルタリングするには、カテゴリメニューで値を選択します。

•

表示されるイベントの日付と時刻を変更するには、時刻メニューで値を選択します。以下から選択し
ます。
◦

デフォルト表示 - UTC 時間を表示します。

◦

ローカル時刻表示 - iLO Web インターフェイスクライアント時間を表示します。

◦

ISO 時刻表示 - UTC 時間を ISO 8601 形式で表示します。

•

最終更新日でフィルタリングするには、最終更新メニューで値を選択します。

•

フィルターをデフォルト値に戻すには、フィルターのリセットをクリックします。

イベントログのアイコン

イベントの検索
日付、イベント ID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、
索ボックスにテキストを入力します。

をクリックしてから検

CSV ファイルへのイベントログの保存
サポート対象のブラウザーを使用して、イベントログを CSV ファイルにエクスポートします。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、iLO イベントログタブをクリックします。
2. CSV アイコン

をクリックします。

3. CSV アウトプットウィンドウで、保存をクリックしてから、ブラウザーのプロンプトに従ってファイ
ルを保存または開きます。

イベントログのクリア
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、iLO イベントログタブをクリックします。
2.

をクリックします。

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。
以前に記録されたすべての情報のイベントログが消去されて、イベントがログに記録されます。

インテグレーテッドマネジメントログ
IML は、サーバーで発生した履歴イベントの記録です。イベントはシステム ROM や、iLO ドライバーな
どのサービスによって生成されます。ログに記録されたイベントには、ヘルスおよびステータス情報、フ
ァームウェアアップデート、オペレーティングシステム情報、ROM ベースの POST コードなど、サーバ
ー固有の情報が含まれます。
IML のエントリーが問題の診断や発生する可能性がある問題の特定に役立つ可能性があります。サービ
スの中断を防止するために、予防的処置が役立つ場合があります。
iLO は IML を管理するので、サーバーが稼働していない場合でも、サポートされているブラウザーを使用
して IML を参照できます。サーバーが稼働していない場合にログを表示できるので、リモートホストサー
バーの問題のトラブルシューティングに役立ちます。
IML に記録される情報の種類の例は、次のとおりです。
•

Fan inserted（ファンが取り付けられた）

•

Fan removed（ファンが取り外された）

•

Fan failure（ファンが故障した）

•

Fan degraded（ファンの機能が低下した）

•

Fan repaired（ファンが修復した）

CSV ファイルへのイベントログの保存
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•

Fan redundancy lost（ファンの冗長性が失われた）

•

Fans redundant（ファンは冗長）

•

Power supply inserted（電源が取り付けられた）

•

Power supply removed（電源が取り外された）

•

Power supply failure（電源が故障した）

•

Power supplies redundancy lost（電源の冗長性が失われた）

•

Power supplies redundant（電源は冗長）

•

Temperature over threshold（温度は異常）

•

Temperature normal（温度は正常）

•

Automatic shutdown started（自動シャットダウンが開始した）

•

Automatic shutdown cancelled（自動シャットダウンが取り消された）

•

Drive failure（ドライブ障害）

IML 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、インテグレーテッドマネジメントログタブをクリックし
ます。
2. オプション：IML のソート、検索、およびフィルター処理機能を使用して、ログのビューをカスタマ
イズします。
記録されたイベントの合計数がフィルターアイコンの上に常に表示されます。フィルターを適用する
と、フィルター条件を満たすイベントの数がフィルターアイコンの下に表示されます。
3. オプション：イベントをクリックして、イベントの詳細ペインを表示します。

IML の詳細
•

Web インターフェイスの左側の最初の列には、ステータスがクリティカルまたは警告の各イベントの
隣にアクティブなチェックボックスが表示されます。このチェックボックスを使用して、修復済みと
してマークするイベントを選択します。

•

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、IML は ID でソートされ、最新のイベントが先頭になります。工場出荷時設定へのリ
セットによりカウンターがリセットされます。

•

深刻度 - 検出されたイベントの重要性。

•

クラス - UEFI、環境、またはシステムのリビジョンなど、発生したイベントの種類を特定します。

•

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。
iLO ファームウェアがロールバックされると、より新しいファームウェアによって記録されたイベント
について、
「不明なイベントタイプ」という説明が表示される場合があります。この問題は、サポート
される最新バージョンのファームウェアに更新するか、ログをクリアすることによって解決できます。

•
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最終更新 - このタイプの最新のイベントの発生日時。この値は、iLO ファームウェアによって保存さ
れた日時に基づきます。

IML の表示

イベントが更新された日時を iLO が認識しなかった場合は、「未セット」と表示されます。
•

回数 - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。
通常、重大なイベントは発生するたびに IML エントリーを生成します。これらのイベントが 1 つのイ
ベントログエントリーにまとめられることはありません。
重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは 1 つの IML エントリーにまとめ
られ、回数および最終更新値が更新されます。各イベントタイプは特定の間隔を備えており、繰り返
し発生するイベントの処理（統合するのかそれとも新しいイベントを記録するのか）はこの間隔によ
って決定されます。

•

カテゴリ - イベントのカテゴリ。例：ハードウェア、ファームウェア、管理

IML アイコン
iLO は、以下のアイコンを使用して IML イベントの重要度を示します。
•

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。

•

修正済み - イベントは修正アクションを行いました。

•

不明 - イベントの重要度を判断できませんでした。

IML イベントペインの詳細
•

初期更新 - このタイプの最初のイベントの発生日時。この値は、iLO ファームウェアによって保存さ
れた日時に基づきます。
イベントが最初に発生した日時を iLO が認識しなかった場合は、「未セット」と表示されます。

•

イベントコード - 特定のイベントクラス内のイベントの一意の識別子（16 進数で表示されます）。

•

さらに詳しくは - ここに表示されるリンクをクリックすると、サポートされているイベントのトラブ
ルシューティング情報にアクセスできます。

•

推奨されるアクション - 障害状態に対する推奨されるアクションの簡単な説明。

IML ビューのカスタマイズ
イベントのソート
列の見出しをクリックすると、その列で IML テーブルをソートします。
表示の昇順と降順を切り替えるには、列見出しの横にある矢印をクリックします。
イベントフィルター
イベントログフィルターにアクセスするには、

をクリックします。

•

深刻度でフィルタリングするには、深刻度リストから深刻度レベルを選択します。

•

クラスでフィルタリングするには、クラスリストからクラスを選択します。

IML アイコン
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•

イベントカテゴリでフィルタリングするには、カテゴリリストで値を選択します。

•

表示されるイベントの日付と時刻を変更するには、時刻メニューで値を選択します。以下から選択し
ます。
◦

デフォルト表示 - UTC 時間を表示します。

◦

ローカル時刻表示 - iLO Web インターフェイスクライアント時間を表示します。

◦

ISO 時刻表示 - UTC 時間を ISO 8601 形式で表示します。

•

最終更新日付でフィルタリングするには、最終更新メニューで値を選択します。

•

フィルターをデフォルト値に戻すには、フィルターのリセットをクリックします。

イベントの検索
日付、イベント ID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、
ックスにテキストを入力します。

をクリックして検索ボ

IML エントリーの修正済みへの変更
IML エントリーのステータスをクリティカルまたは警告から修正済みに変更するには、この機能を使用し
ます。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. 問題を調べて修正します。
2. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、インテグレーテッドマネジメントログタブをクリックし
ます。
3. ログエントリーを選択します。
IML エントリーを選択するには、IML テーブルの最初の列のエントリーの横のチェックボックスをクリ
ックします。IML エントリーの横にあるチェックボックスが表示されない場合、エントリーを修復済
みとしてマークすることはできません。
4.

をクリックします。
iLO Web インターフェイスが更新され、選択したログエントリーのステータスが修正済みに変化しま
す。

IML にメンテナンスノートを追加する
アップグレード、システムバックアップ、定期的システムメンテナンス、ソフトウェアインストールなど
のメンテナンス作業に関するログエントリーを作成するには、メンテナンスノート機能を使用します。
始める前に
iLO の設定の構成
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IML エントリーの修正済みへの変更

手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、インテグレーテッドマネジメントログタブをクリック
します。
2.

をクリックします。
メンテナンスノートを入力ウィンドウが開きます。

3. ログエントリーとして追加するテキストを入力し、OK をクリックします。
入力できるテキストの最大長さは 227 バイトです。テキストを入力せずにメンテナンスノートを送信
することはできません。
Maintenance クラスの Informational ログエントリーが IML に追加されます。

CSV ファイルへの IML の保存
サポート対象のブラウザーを使用して、IML を CSV ファイルにエクスポートします。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、インテグレーテッドマネジメントログタブをクリックし
ます。
2. CSV アイコン

をクリックします。

3. CSV アウトプットウィンドウで、保存をクリックしてから、ブラウザーのプロンプトに従ってファイ
ルを保存または開きます。

IML のクリア
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、インテグレーテッドマネジメントログタブをクリック
します。
2.

をクリックします。

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。
以前に記録されたすべての情報の IML が消去されて、イベントが IML に記録されます。

Active Health System
Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。
Active Health System は、以下の機能を提供します。
•

1,600 を超えるシステムパラメーターの継続的なヘルス監視

•

すべての構成変更のログの取得

CSV ファイルへの IML の保存
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•

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）

•

アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えないエージェントレスの監視

Active Health System のデータ収集
Active Health System では、ユーザーの経営、財務、顧客、従業員、またはパートナーに関する情報を収
集しません。
収集される情報の例を示します。
•

サーバーモデルとシリアル番号

•

プロセッサーのモデルと速度

•

ストレージの容量と速度

•

メモリの容量と速度

•

ファームウェア/BIOS およびドライバーのバージョンと設定

Active Health System は、サードパーティのエラーイベントログ活動（たとえば、OS を介して作成し、
渡した内容）から OS データを解析したり、変更したりしません。

Active Health System ログ
Active Health System が収集したデータは Active Health System ログに保存されます。データは、安全に
記録され、オペレーティングシステムから分離され、しかも顧客データから独立しています。
Active Health System ログが満杯になると、ログ内の最も古いデータが新しいデータで上書きされます。
Active Health System ログがダウンロードされ、サポート担当者に送信されて、担当者がお客様の問題の
解決をサポートするのにかかる時間は 5 分以内です。
Active Health System データをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise に送信することで、お客様
は、分析、技術的な解決、および品質改善のためにデータが使用されることに同意したものと見なされま
す。収集されるデータは、Privacy Statement（http://www.hpe.com/info/privacy に掲載されています）
に従って管理されます。
ログを Active Health System Viewer にアップロードすることもできます。詳しくは、Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照してくだ
さい。

日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。
Intelligent Provisioning、iLO Service Port、または Active Health System ダウンロード CLI ツールで
Active Health System ログが使用されている場合、Active Health System ログにアクセスできません。
2. ログに含める日付の範囲を入力します。デフォルトは 7 日間です。
a. 開始ボックスをクリックします。
カレンダーが表示されます。
b. カレンダーで範囲の開始日を選択します。
c. 終了ボックスをクリックします。
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カレンダーが表示されます。
d. カレンダーで範囲の終了日を選択します。
デフォルト値の範囲をリセットするには、リセットアイコン

をクリックします。

3. オプション：ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。
•

サポートケース番号

•

連絡先の氏名

•

電話番号

•

メール

•

会社名

入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise Privacy Statement に準拠して取り扱われます。こ
の情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。
4. ダウンロードをクリックします。
5. ファイルを保存します。
6. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで
gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に送信できます。
メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。
25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じ
て、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。
7. オプション：ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。
詳しくは、http://www.hpe.com/servers/ahsv をご覧ください。

Active Health System ログ全体のダウンロード
Active Health System ログ全体のダウンロードには、かなり時間がかかる場合があります。技術的な問題
のために Active Health System ログをアップロードする必要がある場合、問題が発生した特定の日付範囲
のログをダウンロードすることをお勧めします。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。
Intelligent Provisioning、iLO サービスポート、または Active Health System ダウンロード CLI ツールで
Active Health System ログが使用されている場合、Active Health System ログにアクセスできません。
2. アドバンス設定を表示をクリックします。
3. オプション：ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。
•

サポートケース番号

•

連絡先の氏名

•

電話番号

Active Health System ログ全体のダウンロード
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•

メール

•

会社名

入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise Privacy Statement に準拠して取り扱われます。こ
の情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。
4. Active Health システムログ全体をダウンロードをクリックします。
5. ファイルを保存します。
6. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで
gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に送信できます。
メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。
25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じ
て、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。
7. オプション：Active Health System Viewer にファイルをアップロードします。
詳しくは、http://www.hpe.com/servers/ahsv を参照してください。

curl を使用した Active Health System ログの抽出
iLO では、curl コマンド行ツールを使用した Active Health System ログの抽出がサポートされています。
手順
1. curl をインストールします。
2. curl は以下の web サイトからダウンロードできます。http://curl.haxx.se/
3. コマンドウィンドウを開きます。
4. 以下の例に似たコマンドを実行します。
重要:
これらのコマンドを入力するときは、スペースやその他のサポートされていない文字を使用しな
いでください。
コマンドライン環境でアンパサンドなどの特殊文字が必要な場合、この文字の前にエスケープ文
字を付ける必要があります。詳しくは、このコマンドライン環境のドキュメントを参照してくだ
さい。

•

日付範囲を指定して Active Health System ログをダウンロードする場合：
curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?from=<yyyy-mm-dd>&to=
<yyyy-mm-dd>" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs

•

過去 7 日間の Active Health System ログをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise サポートケ
ース番号をログヘッダーに追加する場合：
curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?days=<number_of_days>
&case_no=<number>" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs
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•

過去 7 日間の Active Health System ログをダウンロードし、ケース番号と連絡先情報を含める場
合：
curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?days=<number_of_days>
&case_no=<number>&contact_name=<name>&phone=<phone_number>&email=
<email_address>&co_name=<company>" -k -v -u <username>:<password>
-o <filename>.ahs

•

Active Health System ログ全体をダウンロードする場合：
curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?downloadAll=1" -k -v
-u <username>:<password> -o <filename>.ahs

5. ファイルは指定したパスに保存されます。
6. コマンドウィンドウを閉じます。

iLO での curl コマンドの使用法
curl を使用して Active Health System ログを抽出する場合、コマンドコンポーネントには以下が含まれ
ます。
オプション
<iLO IP address>
iLO IP アドレスを指定します。
from=<yyyy-mm-dd>&to=<yyyy-mm-dd>
ログの開始と終了の日付範囲を示します。year-month-day の形式で日付を入力してください。た
とえば、2017/07/29 は、2017-07-29 と入力します。
days=<number of days>
今日の日付から過去<number of days>日間のログファイルをダウンロードすることを指定しま
す。
downloadAll=1
ログ全体をダウンロードすることを指定します。
–k
指定すると HTTPS 警告が無視されます。
–v
指定すると、詳細な出力が表示されます。
-u <username>:<password>
iLO ユーザーアカウント認証情報を指定します。
–o <filename>.ahs
出力ファイルの名前とパスを指定します。
case_no=<HPE support case number>
ログヘッダーに追加する Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号を指定します。
ダウンロードしたログに連絡先情報を追加するためのオプション
phone=<phone number>
ログヘッダーに追加する電話番号を指定します。

iLO での curl コマンドの使用法
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email=<email address>
ログヘッダーに追加する電子メールアドレスを指定します。
contact_name=<contact name>
ログヘッダーに追加する連絡先の名前を指定します。
co_name=<company name>
ログヘッダーに会社名を挿入します。

Active Health System ログの消去
ログファイルが壊れた場合、またはログを消去して再開する場合は、次の手順を使用して Active Health
System ログを消去してください。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。
Intelligent Provisioning、Active Health System ダウンロード CLI ツール、または iLO サービスポートで
Active Health System ログが使用されている場合、Active Health System ログにアクセスできません。
2. アドバンス設定を表示をクリックします。
3. ログをクリアセクションまでスクロールしてから、クリアをクリックします。
4. 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。
ログがクリア中であることが iLO によって通知されます。
5. iLO をリセットします。
一部の Active Health System データは iLO の起動中にのみログに記録されるため、iLO をリセットする
必要があります。この手順を行うことにより、データ一式が確実にログに記録されます。
6. サーバーを再起動します。
サーバーの起動時にオペレーティングシステムの名前とバージョンなど、一部の情報がログに記録さ
れるため、サーバーの再起動が必要です。この手順を行うことにより、データ一式が確実にログに記
録されます。

iLO セルフテスト結果の表示
iLO セルフテスト結果セクションには、テスト名、ステータス、ノートを含め、内部の iLO 診断テストの
結果が表示されます。
どのようなテストが実行されるかは、システムによって異なります。すべてのシステムですべてのテスト
が実行されるわけではありません。システムで実行されるテストを確認するには、診断ページで一覧を参
照してください。
テストに関してステータスが報告されていない場合、そのテストは表示されません。
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手順
ナビゲーションツリーで情報をクリックし、診断タブをクリックします。

iLO セルフテスト
セルフテストの詳細
セルフテスト
テスト済みの関数。
ステータス
テストのステータス。
•
•
•

パス - テストが成功しました。
障害 - テストで問題が検出されました。再起動、ファームウェアやソフトウェアの更新、また
はサービスが必要になる場合があります。
情報 - テストされたシステムに関する補足データが注記列に提供されます。

注記
注記列にテストの補足情報が含まれる場合があります。
テストによっては、他のシステムプログラマブルロジック（システムボード PAL など）またはパワー
マネジメントコントローラーのバージョンがこの列に示されます。
iLO セルフテストの種類
どのようなテストが実行されるかは、システムによって異なります。すべてのシステムですべてのテスト
が実行されるわけではありません。実行される可能性があるテストを次に示します。
•

暗号 - セキュリティ機能をテストします。

•

NVRAM データ - 不揮発性の構成データ、ログ、および設定を保持するサブシステムをテストします。

•

Embedded Flash - 構成、プロビジョニング、およびサービスの情報を保存できるシステムの状態を
テストします。

•

ホスト ROM - BIOS をチェックし、管理プロセッサーと比較して BIOS のバージョンが古くないかど
うかを確認します。

•

サポートされているホスト - 管理プロセッサーのファームウェアをチェックし、サーバーハードウェ
アに対してファームウェアのバージョンが古くないかどうかを確認します。

•

パワーマネジメントコントローラー - 電力測定値、消費電力上限、および電力管理に関連する機能を
テストします。

•

CPLD - サーバーのプログラマブルハードウェアをテストします。

•

ASIC Fuses - iLO チップに組み込まれていることが予想されるデータと既知のデータパターンを比較
して、チップが適切に製造され、動作設定が許容範囲を満たしていることを確認します。

iLO セルフテスト
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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
ヘルスサマリーページには、監視対象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、サーバー構成によって異なります。
サーバーの電源がオフの場合、このページのシステムのヘルス情報は、最後の電源オフ時のものです。ヘ
ルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されます。
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ます。

冗長ステータス
以下の項目に関する冗長ステータスが表示されます。
•

ファンの冗長化

•

電源ステータス

サブシステムおよびデバイスのステータス
以下の項目に関するステータス情報が表示されます。
•

Agentless Management Service

•

BIOS/ハードウェアヘルス

•

ファン

•

メモリ

•

ネットワーク

•

電源装置（非ブレードサーバーのみ）

•

プロセッサー

•

ストレージ

•

温度

•

Smart Storage バッテリステータス（サポート対象のサーバーのみ）

サブシステムおよびデバイスのステータスの値
ヘルスサマリーページでは、次のステータスの値を使用します。
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•

冗長化—デバイスまたはサブシステム用のバックアップコンポーネントがあります。

•

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。

•

非冗長化—デバイスまたはサブシステム用のバックアップコンポーネントがありません。

全般的なシステム情報の表示

•

利用不可能—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。
iLO では、一致しない電源装置が取り付けられている場合、電源装置のステータスは劣化となります。
非冗長ファンまたは電源装置を備えたサーバーを起動する場合、システムヘルスステータスは OK と
表示されます。ただし、システムの起動時に冗長ファンまたは電源装置で障害が発生すると、ファン
または電源装置を交換するまでシステムヘルスステータスは劣化と表示されます。

•

冗長化障害—デバイスまたはサブシステムは動作していません。

•

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。

•

その他 - 詳しくは、このステータスを報告するコンポーネントのシステム情報ページに移動してく
ださい。

•
•

リンクダウン—ネットワークリンクはダウンしています。
不明 - iLO ファームウェアがデバイスのステータスに関するデータを受信していません。iLO をリ
セットしたときにサーバーの電源が切れていた場合、サーバーの電源が切れているとステータスを更
新できないため、一部のサブシステムでは、不明のステータスが表示されます。

•

未インストール—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。

プロセッサー情報の表示
プロセッサー情報ページは、空いているプロセッサースロット、各スロットに装着されたプロセッサーの
種類、プロセッサーサブシステムの概要を表示します。
サーバーの電源がオフの場合、このページのシステムのヘルス情報は、最後の電源オフ時のものです。ヘ
ルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されます。
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。

•

プロセッサーステータス - プロセッサーのヘルスステータス。

•

プロセッサー速度 - プロセッサーの速度。

•

実行テクノロジー - プロセッサーのコアおよびスレッドに関する情報。

•

メモリテクノロジー - プロセッサーのメモリ機能。

•

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。

プロセッサー情報の表示
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メモリ情報の表示
メモリ情報ページには、システムメモリの概要が表示されます。サーバーの電源が入っていない場合は、
AMP データが使用できないため、POST 実行時に存在するメモリモジュールのみが表示されます。
サーバーの電源が切れている場合、このページのシステムヘルス情報は、最後に電源が切れた時点の情報
になります。ヘルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されま
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。
メモリページには、以下の詳細が表示されます。
•

アドバンストメモリプロテクション（AMP）

•

メモリの概要

•

物理メモリ

•

論理メモリ

2. オプション：デフォルトでは、物理メモリテーブルに空のメモリソケットは表示されません。空のメ
モリソケットを表示するには、空白のソケットを表示をクリックします。空のメモリソケットが表示
されている場合、それらを非表示にするには、空白のソケットを隠すをクリックします。
3. オプション：追加のメモリ詳細を表示するには、メモリモジュールを選択します。
メモリ詳細ペインが表示されます。

アドバンストメモリプロテクションの詳細
AMP モードステータス
AMP サブシステムのステータスです。

54

•

不明/その他 - システムが AMP をサポートしていない、またはマネジメントソフトウェアがステー
タスを判定できません。

•

非保護 - システムは AMP をサポートしていますが、機能が無効になっています。

•

プロテクト済み - システムは AMP をサポートしています。機能は有効ですが、動作してはいませ
ん。

•

劣化 - システムは保護されていましたが、AMP が保留中です。したがって、AMP はもう使用でき
ません。

•

DIMM ECC - システムは、DIMM ECC のみによって保護されます。

•

ミラーリング - システムはミラーモードの AMP で保護されています。DIMM の不具合は検出さ
れていません。

•

ミラーリング劣化 - システムはミラーモードの AMP で保護されています。1 つまたは複数の
DIMM の不具合が検出されています。

•

オンラインスペア - システムはホットスペアモードの AMP で保護されています。DIMM の不具
合は検出されていません。

•

オンラインスペア劣化 - システムはホットスペアモードの AMP で保護されています。1 つまたは
複数の DIMM の不具合が検出されています。

メモリ情報の表示

•

RAID-XOR - システムは XOR メモリモードの AMP で保護されています。DIMM の不具合は検出
されていません。

•

RAID-XOR 劣化 - システムは XOR メモリモードの AMP で保護されています。1 つまたは複数の
DIMM の不具合が検出されています。

•

アドバンスト ECC - システムはアドバンスト ECC モードの AMP で保護されています。

•

アドバンスト ECC 劣化 - システムはアドバンスト ECC モードの AMP で保護されています。1
つまたは複数の DIMM の不具合が検出されています。

•

ロックステップ - システムはロックステップモードの AMP で保護されています。

•

ロックステップ劣化 - システムはロックステップモードの AMP で保護されています。1 つまたは
複数の DIMM の不具合が検出されています。

•

A3DC - システムは A3DC モードの AMP で保護されています。

•

A3DC 劣化 - システムは A3DC モードの AMP で保護されています。1 つまたは複数の DIMM の
不具合が検出されています。

構成済み AMP モード
アクティブな AMP モード。以下のモードがサポートされます。
•

なし/不明 - マネジメントソフトウェアが AMP フォールトトレランスを判定できない、またはシス
テムが AMP 用に構成されていません。

•

オンラインスペア - 起動時にメモリの単一のスペアバンクが確保されています。多数の ECC エ
ラーが発生すると、スペアメモリがアクティブになり、エラーが発生したメモリは無効になりま
す。

•

ミラーリング - システムはミラーメモリ用に構成されています。オンラインスペアメモリの場合
の 1 つのメモリバンクとは異なり、ミラー化されたメモリではすべてのメモリバンクが二重化され
ています。多数の ECC エラーが発生すると、スペアメモリがアクティブになり、エラーが発生し
たメモリは無効になります。

•

RAID-XOR - システムは、XOR エンジンを使用して AMP 用に構成されています。

•

アドバンスト ECC - システムはアドバンスト ECC エンジンを使用して AMP 用に構成されていま
す。

•

ロックステップ - システムは、ロックステップエンジンを使用して AMP 用に構成されています。

•

オンラインスペア（ランクスペアリング） - システムは Online Spare Rank AMP 用に構成されて
います。

•

オンラインスペア（チャネルスペアリング） - システムは Online Spare Channel AMP 用に構成さ
れています。

•

インターソケットミラーリング - システムは 2 つのプロセッサーまたはボードのメモリの間でミ
ラー化された Intersocket AMP 用に構成されています。

•

イントラソケットミラーリング - システムは 1 つのプロセッサーまたはボードのメモリの間でミ
ラー化された Intrasocket AMP 用に構成されています。

•

A3DC - システムは、A3DC エンジンを使用して AMP 用に構成されています。

全般的なシステム情報の表示
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サポートされる AMP モード
•

RAID-XOR - システムは、XOR エンジンを使用して AMP 用に構成することができます。

•

デュアルボードミラーリング - システムは、デュアルメモリボード構成で、ミラー化されたアドバ
ンストメモリ保護用に構成することができます。ミラーメモリは、同じメモリボード上のメモリま
たは 2 番目のメモリボード上のメモリと交換することができます。

•

シングルボードミラーリング - システムは、単一のメモリボードで、ミラー化されたアドバンスト
メモリ保護用に構成することができます。

•

アドバンスト ECC - システムは、アドバンスト ECC 用に構成することができます。

•

ミラーリング - システムは、ミラー化された AMP 用に構成することができます。

•

オンラインスペア - システムは、オンラインスペア AMP 用に構成することができます。

•

ロックステップ - システムは、ロックステップ AMP 用に構成することができます。

•

オンラインスペア（ランクスペアリング） - システムは Online Spare Rank AMP 用に構成できま
す。

•

オンラインスペア（チャネルスペアリング） - システムは Online Spare Channel AMP 用に構成で
きます。

•

インターソケットミラーリング - システムは 2 つのプロセッサーまたはボードのメモリの間でミ
ラー化された Intersocket AMP 用に構成できます。

•

イントラソケットミラーリング - システムは 1 つのプロセッサーまたはボードのメモリの間でミ
ラー化された Intrasocket AMP 用に構成できます。

•

A3DC - このシステムは A3DC AMP 用に構成できます。

•

なし - このシステムは、AMP 用に構成することができません。

メモリの概要
メモリの概要セクションには、搭載され、POST 実行時に正常に動作したメモリの概要が表示されます。
位置
メモリボード、カートリッジ、またはライザーが搭載されているスロットまたはプロセッサー。表示
される可能性がある値は、以下のとおりです。
•

システムボード - 個別のメモリボードスロットはありません。すべての DIMM がマザーボードに
取り付けられています。

•

ボード<番号> - 使用できるメモリボードスロットがあります。すべての DIMM がメモリボードに
取り付けられています。

•

プロセッサー<番号> - メモリ DIMM が搭載されているプロセッサー。

•

ライザー<番号> - メモリ DIMM が搭載されているライザー。

ソケット数
現在のメモリモジュールソケット数。
トータルメモリ
メモリの容量。これには、オペレーティングシステムが認識するメモリ、およびスペア、ミラー、ま
たは XOR 構成に使用されるメモリが含まれます。
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メモリの概要

速度
メモリモジュールの速度。
動作電圧
メモリが動作する電圧。

物理メモリ詳細
物理メモリセクションには、ホストに搭載され、POST 実行時に正常に動作していた、ホスト上の物理メ
モリモジュールが表示されます。メモリモジュールが取り付けられていない位置も示されます。各種の
耐障害メモリ構成により、実際のメモリインベントリが、POST の実行時に検出されたものから変化する
場合があります。システムに多数のメモリモジュールが搭載されている場合は、一部のモジュール位置し
か表示されない場合があります。
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。
ステータス
メモリモジュールのステータスおよびモジュールが使用中かどうか。
サイズ
メモリモジュールのサイズ（MB）。
速度
メモリモジュールの速度。
テクノロジー
メモリモジュールのテクノロジー。表示される可能性がある値は、以下のとおりです。
•

不明 - メモリのテクノロジーを判定できません。

•

N/A - 存在しません。

•

同期

•

RDIMM

•

UDIMM

•

LRDIMM

•

NVDIMM

•

NVDIMM-N

•

R-NVDIMM

論理メモリ詳細
このセクションには、構成済みであり、POST 実行時に正常に動作した HPE スケーラブル永続性メモリ
デバイスが表示されます。
位置
論理デバイスのプロセッサーまたは領域。例：プロセッサー 1、2: スパン論理 NVDIMM、プロセッサ
ー 1: 論理 NVDIMM 1

物理メモリ詳細
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ステータス
論理メモリのステータス。
サイズ
論理メモリのサイズ（MB）。
速度
論理メモリの速度。
テクノロジー
論理メモリテクノロジー。表示される可能性がある値は、以下のとおりです。
•

NVDIMM

•

NVDIMM-N

•

R-NVDIMM

メモリ詳細ペイン
物理メモリ
製造元
メモリモジュールの製造元。
HPE メモリ
メモリモジュールが HPE Smart メモリかどうかを示します。HPE Smart メモリの場合ははい が表示
され、他のメモリタイプ（Smart メモリではない HPE メモリを含む）の場合はいいえが表示されま
す。
部品番号
メモリモジュールの部品番号。
この値は、HPE メモリモジュールについてのみ表示されます。
タイプ
搭載されたメモリのタイプ。表示される可能性がある値は、以下のとおりです。
•

その他 - メモリのタイプを判定できません。

•

ボード - メモリモジュールは（モジュール式でなく）システムボードまたはメモリ拡張ボードに固
定されています。

•

DDR4

•

N/A - メモリモジュールはありません。

最小電圧
メモリモジュールが動作可能な最小電圧。
ランク
メモリモジュール内のランクの数。
誤り訂正
メモリモジュールが使用する誤り訂正のタイプ。
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メモリ詳細ペイン

データ幅ビット
メモリモジュールのデータ幅（ビット単位）。
バス幅ビット
メモリモジュールのバス幅（ビット単位）。
チャネル
メモリモジュールが接続されているチャネル番号。
メモリコントローラー
メモリコントローラー番号。
スロット
メモリモジュールのスロット番号。
ソケット
メモリモジュールのソケット番号。
状態
メモリの状態。
ベンダー ID
メモリベンダー ID。
Armed
NVDIMM-N の現在のバックアップ準備状態（使用できる場合）。
最後の操作
最後の操作のステータス。
メディア寿命
メディアの残りの寿命の割合。
論理メモリ
名前
メモリモジュールの製品名。
製造元
メモリモジュールの製造元。
パワーバックアップユニットベイ
論理 DIMM にバックアップ電源を提供するバッテリバックアップユニットのベイの数。
タイプ
搭載されたメモリのタイプ。
論理メモリの唯一の可能な値は論理です。
最小電圧
メモリモジュールが動作可能な最小電圧。
ランク
メモリモジュール内のランクの数。

全般的なシステム情報の表示
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誤り訂正
メモリモジュールが使用する誤り訂正のタイプ。
データ幅ビット
メモリモジュールのデータ幅（ビット単位）。
バス幅ビット
メモリモジュールのバス幅（ビット単位）。
Memory Media
メモリモジュールの独自のメディアソース。例：NAND、Proprietary
状態
メモリの状態。
Armed
NVDIMM-N の現在のバックアップ準備状態（使用できる場合）。
最後の操作
最後の操作のステータス。
メディア寿命
メディアの残りの寿命の割合。

ネットワーク情報の表示
サーバーの電源が切れている場合、このページのヘルスステータス情報は、最後に電源が切れた時点の情
報になります。ヘルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新され
ます。
このページのすべてのデータセットを表示するには、AMS がインストールされていて実行中であること
を確認します。AMS がインストールされ、サーバー上で実行されている場合にのみ、サーバーの IP アド
レス、アドインのネットワークアダプター、サーバーの NIC ステータスが表示されます。
このページの情報は、iLO にログインしたときに更新されます。データを更新するには、iLO からログア
ウトして、再度ログインします。
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、ネットワークタブをクリックします。
2. オプション：このページでデータを展開するにはすべてを展開をクリックし、データを折りたたむに
はすべて閉じるをクリックします。

物理ネットワークアダプター
内蔵と追加の NIC およびファイバーチャネルアダプター
このセクションには、サーバー内の内蔵と追加の NIC およびファイバーチャネルアダプターに関する次の
情報が表示されます。
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•

アダプター番号 - アダプター番号。たとえば、アダプター 1、アダプター 2 など。

•

位置 - システムボード上のアダプターの位置。

•

ファームウェア - インストールされているアダプターのファームウェアのバージョン（該当する場
合）。この値は、システム NIC（内蔵および直立型）の場合にのみ表示されます。

ネットワーク情報の表示

•

ステータス - NIC ステータス。
◦

Windows サーバー：
NIC がネットワークに接続されたことがない場合、iLO はステータスを不明と表示します。
NIC がネットワークに接続されていたが現在は接続されていない場合、iLO はステータスをリンク
ダウンと表示します。

◦

Linux サーバー：
NetworkManager を使用して NIC を管理する場合、デフォルトのステータスはアップであり、リン
クステータスが iLO に表示されます。
Linux のレガシーユーティリティを使用して NIC を管理する場合、iLO は、NIC が管理者によって
設定されている場合にのみリンクステータスを表示します。NIC が設定されていない場合、iLO は、
ステータスを不明と表示します。

◦

VMware サーバー：
iLO が NIC ポートと通信できない場合、ステータスは不明と表示されます。
NIC ドライバーが link_down のステータスを報告する場合、iLO はステータスをダウンと表示し
ます。
NIC ドライバーが link_up のステータスを報告する場合、iLO はステータスをアップと表示しま
す。

•

ポート - 設定されているネットワークポート。この値は、システム NIC（内蔵および直立型）の場合
にのみ表示されます。

•

MAC アドレス - ポートの MAC アドレス。

•

IPv4 アドレス - システム NIC（内蔵および直立型）の場合、サーバーの IP アドレス（使用できる場
合）。

•

IPv6 アドレス - システム NIC（内蔵および直立型）の場合、サーバーの IP アドレス（使用できる場
合）。

•

ステータス - ポートのステータス。

•

チーム/ブリッジ - ポートが NIC チーミング用に設定されている場合、論理ネットワークアダプターを
形成する物理ポートの間で設定されているリンクの名前。この値は、システム NIC（内蔵および直立
型）の場合にのみ表示されます。

ファイバーチャネルホストバスアダプターまたはコンバージドネットワークアダプター
ファイバーチャネルのホストバスアダプターまたはコンバージドネットワークアダプターに関する、次の
情報が表示されます。
•

物理ポート - 物理ネットワークのポート番号。

•

WWNN - ポートのワールドワイドノード名。

•

WWPN - ワールドワイドポート名。

•

ステータス - ポートのステータス。

ブートの進行状況とブートターゲット
DCI 接続が使用可能な場合は、ブートの進行状況とブートターゲットに関する以下の情報が表示されま
す。

全般的なシステム情報の表示
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•

ポート - 設定済み仮想ポート番号。

•

ブート進行中 - ブートの現在のステータス。

•

ブートターゲット
◦

WWPN - ワールドワイドポート名。

◦

LUN ID - 論理ユニット番号 ID。

論理ネットワークアダプター
このセクションには、NIC チーミングを使用して 1 つの論理ネットワーク接続に 2 つ以上のポートを搭載
しているネットワークアダプターに関する以下の情報が表示されます。
•

アダプター名 - 論理ネットワークアダプターを形成する物理ポートの間で設定されているリンクの名
前。

•

MAC アドレス - 論理ネットワークアダプターの MAC アドレス。

•

IP アドレス - 論理ネットワークアダプターの IP アドレス。

•

ステータス - 論理ネットワークアダプターのステータス。

各論理ネットワークアダプターを形成するポートに関する、次の情報が表示されます。
•

メンバー - 論理ネットワークアダプターを形成する各ポートに割り当てられた一連の番号。

•

MAC アドレス - 物理アダプターポートの MAC アドレス。

•

ステータス - 物理アダプターポートのステータス。

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、システムボードに取り付けられたデバイスに関する情報が表示されま
す。このページに表示されるデバイスには、たとえば、取り付けられているアダプター、PCI デバイス、
SATA コントローラー、Smart Storage バッテリなどがあります。
サーバーの電源が切れている場合、このページのヘルスステータス情報は、最後に電源が入った時点の情
報になります。ヘルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新され
ます。
AMS がインストールされ、サーバー上で実行されている場合にのみ、次の情報が表示されます。アドイ
ンネットワークアダプターのファームウェアバージョンとステータス、ネットワーク接続ストレージの詳
細、および Smart Storage バッテリのステータス。
iLO ファームウェアがネットワークアダプターの製品名や部品番号をデバイスから直接取得できない場
合、AMS からこの情報の収集を試みます。
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論理ネットワークアダプター

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
•

位置 - デバイスの取り付け位置。

•

製品名 - デバイスの製品名。

•

製品番号 - デバイスの製品番号。
表示されているデバイスの実際の製品番号がサーバーモデルごとに異なる内蔵グラフィックスデバイ
スに依存している場合は、この列に値 Various が表示されます。

•

アセンブリナンバー - デバイスの部品番号（Hewlett Packard Enterprise デバイス）または EEPROM
ボード情報データ（他社製デバイス）。

•

シリアル番号 - デバイスのシリアル番号。

•

製品バージョン - デバイスの製品バージョン。

•

ファームウェアバージョン - インストールされているデバイスファームウェアバージョン。

•

ステータス - デバイスのステータス。

デバイスステータスの値
デバイスインベントリページでは、次のステータスの値を使用します。
•

OK - デバイスは正常に動作しています。

•

その他 - デバイスのステータスを判別できませんでした。

•

未サポート CPU - デバイスのスロットをサポートする CPU が取り付けられていません。

•

未インストール - デバイスが取り付けられていません。

•

リンクダウン - ネットワークリンクはダウンしています。

•

障害 - デバイスの 1 つまたは複数のコンポーネントが動作していません。

•

劣化 - デバイスの機能が低下しています。

•

警告 - デバイスの機能が低下しています。

•

不明 - iLO ファームウェアがデバイスのステータスに関するデータを受信していません。

PCI スロットの詳細の表示
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、デバイスインベントリタブをクリックします。
2. 表示された PCI スロットに対応する位置列の上にカーソルを移動します。

デバイスインベントリの詳細
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PCI スロットのツールチップの詳細
•

種類 - PCI スロットのタイプ。

•

バス幅 - PCI スロットのバス幅。

•

長さ - PCI スロットの長さ。

•

特性 1 - PCI スロットに関する情報。たとえば、電圧やその他のサポートに関する情報です。

•

特性 2 - PCI スロットに関する情報。たとえば、電圧やその他のサポートに関する情報です。

ストレージ情報の表示
サーバーの電源がオフの場合、このページのシステムのヘルス情報は、最後の電源オフ時のものです。ヘ
ルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されます。
このページのすべてのデータセットを表示するには、AMS がインストールされていて実行中であること
を確認します。AMS がインストールされ、サーバー上で実行されている場合にのみ、SAS/SATA コント
ローラーの情報が表示されます。
このページに表示される情報は、ご使用のストレージ構成によって異なります。一部のストレージ構成で
は、各カテゴリの情報は表示されません。
このページには、ファイバーチャネルアダプターの一覧は表示されません。ファイバーチャネルアダプタ
ーに関する情報を表示するには、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。
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、ストレージタブをクリックします。
2. オプション：データを展開するにはすべてを展開をクリックし、データを折りたたむにはすべて閉じ
るをクリックします。
3. Smart アレイコントローラーのみ：表示するコントローラーに対して、次のオプションのいずれかを
選択します。
•

論理ビュー - 設定されている論理ドライブと、関連付けられた物理ドライブを表示します。このビ
ューには、アレイの一部またはスペアドライブとして構成されていない物理ドライブは表示されま
せん。

•

物理ビュー - 物理ドライブを表示します。このビューには論理ドライブは表示されません。

サポート対象のストレージコンポーネント
ストレージ情報ページには、以下のストレージコンポーネントに関する次の情報が表示されます。
•

Smart アレイコントローラー、ドライブエンクロージャー、接続されている論理ドライブ、および論
理ドライブを構成する物理ドライブ。

•

直接接続されたストレージを管理する Hewlett Packard Enterprise および他社製のストレージコント
ローラー、および接続された物理ドライブ。
iLO 5 は次の製品をサポートします。
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◦

HPE ML/DL サーバー M.2 SSD 対応キット

◦

HPE 12G SAS エキスパンダー

PCI スロットのツールチップの詳細

◦

HPE デュアル 8GB MicroSD EM USB キット

◦

NVMe ドライブ

このページには、最初に Smart アレイコントローラーが表示され、続いて Hewlett Packard Enterprise お
よび他社製の他のストレージコントローラーが表示されます。

Smart アレイの詳細
iLO では、コントローラー、エンクロージャー、論理ドライブ、および物理ドライブの情報が表示されま
す。
iLO では、合計 256 の物理ドライブと合計 256 の論理ドライブを監視できます。
コントローラー
このセクションには、Smart アレイコントローラーごとに以下の詳細が表示されます。
•

コントローラー位置 - スロット番号またはシステムボード

•

最上位のコントローラーステータス（コントローラーの場所の左側に表示される） - コントローラー
のハードウェアステータスと、キャッシュモジュール、エンクロージャー、物理ドライブ、論理ドラ
イブ、およびそのコントローラーと関連付けられたスペアドライブのステータスとの組み合わせです。
コントローラーハードウェアステータスが OK であり、関連付けられたいずれかのハードウェアに障
害がある場合、最上位のコントローラーステータスは、障害の種類によって、メジャー警告、または
劣化に変化します。コントローラーハードウェアのステータスが障害の場合、最上位のコントローラ
ーステータスは障害です。

•

コントローラーステータス - コントローラーハードウェアステータス（OK または障害）

•

シリアル番号

•

モデル

•

ファームウェアバージョン

•

コントローラータイプ

•

キャッシュモジュールのステータス

•

キャッシュモジュールのシリアル番号

•

キャッシュモジュールメモリ

•

暗号化ステータス - コントローラーで暗号化が有効になっているかどうかを示します。
表示される値は、以下のとおりです。
◦

有効

◦

有効ではありません

◦

有効 - ローカルモード - リモートのキー管理サーバーを使用しない場合は、この値が表示されま
す。

•

暗号化 ASIC ステータス - コントローラーの ASIC 暗号化自己診断が成功したか失敗したかどうかを
示します。「失敗」ステータスは、コントローラーが暗号化されていないことを示します。

•

暗号化クリティカルセキュリティパラメーター NVRAM ステータス - コントローラーが正常に重要な
セキュリティパラメーター NVRAM を検出したかどうかを示します。
「失敗」ステータスは、コントロ
ーラーが暗号化されていないことを意味します。

Smart アレイの詳細
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Smart Storage Administrator ソフトウェアを使用して、Smart アレイコントローラーの暗号化設定を設定
できます。
ドライブエンクロージャー
このセクションには、Smart アレイコントローラーに接続されているドライブエンクロージャーに関する
以下の情報が表示されます。
•

エンクロージャーのポート番号とボックス番号

•

ステータス

•

ドライブベイ - ドライブベイの数

•

シリアル番号

•

モデル

•

ファームウェアバージョン

一部のエンクロージャーでは表示されるプロパティの一部しかなく、一部のストレージ構成ではドライブ
エンクロージャーがありません。
論理ドライブ
論理ビューオプションを選択すると、Smart アレイコントローラーに接続されている論理ドライブについ
て以下の情報が表示されます。
•

論理ドライブ番号

•

ステータス

•

容量

•

フォールトトレランス

•

論理ドライブのタイプ

•

暗号化ステータス

論理ドライブは、Smart Storage Administrator ソフトウェアで設定しないと、このページに表示されませ
ん。
物理ドライブ
このセクションで示される情報は、論理ビューオプションと物理ビューオプションのうちどちらが選択さ
れているかによって異なります。 論理ビューでは、アレイの一部として構成されている物理ドライブが表
示されます。 物理ビューでは、すべての物理ドライブが表示されます。
物理ドライブが障害ステータスにある場合、このステータスは全体的なストレージのヘルスステータスに
は影響しません。ストレージのヘルスステータスに影響するのは、論理ドライブだけです。
Smart アレイコントローラーに接続されている物理ドライブについて、次の情報が一覧で表示されます。
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•

物理ドライブのポート、ボックス、およびベイ番号

•

ステータス

•

シリアル番号

•

モデル

•

メディアタイプ

全般的なシステム情報の表示

•

容量

•

位置

•

ファームウェアバージョン

•

ドライブの構成

•

暗号化ステータス

直接接続ストレージの詳細
コントローラー
このセクションには、直接接続ストレージを管理する Hewlett Packard Enterprise および他社製のストレ
ージコントローラーに関する以下の情報が表示されます。
•

コントローラー情報

•

最上位のコントローラーステータス - 最上位のコントローラーステータス（コントローラーの場所の
左側に表示される）は、コントローラーのハードウェアステータスと、エンクロージャー、物理ドラ
イブ、およびそのコントローラーと関連付けられたスペアドライブのステータスとの組み合わせです。
コントローラーハードウェアステータスが OK であり、関連付けられたいずれかのハードウェアに障
害がある場合、最上位のコントローラーステータスは、障害の種類によって、メジャー警告、または
劣化に変化します。コントローラーハードウェアのステータスが障害の場合、最上位のコントローラ
ーステータスは障害です。

•

コントローラーステータス - コントローラーハードウェアステータス（OK または障害）

•

シリアル番号

•

モデル

•

ファームウェアバージョン

•

コントローラータイプ

物理ドライブ
このセクションでは、Hewlett Packard Enterprise および他社製のストレージコントローラーに接続され
た物理ドライブに関する情報が表示されます。
物理ドライブが障害ステータスにある場合、このステータスは全体的なストレージのヘルスステータスに
は影響しません。ストレージのヘルスステータスに影響するのは、論理ドライブだけです。
•

物理ドライブの位置

•

ステータス

•

シリアル番号

•

モデル

•

メディアタイプ

•

容量

•

位置

•

ファームウェアバージョン

直接接続ストレージの詳細
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•

ドライブの構成

•

暗号化ステータス

全般的なシステム情報の表示

ファームウェア、OS ソフトウェア、および言
語パックの管理
ファームウェアの更新
ファームウェアの更新では、新機能、改良、およびセキュリティ更新によりサーバーと iLO 機能が向上し
ます。
オンライン方式またはオフライン方式によりファームウェアを更新することができます。

オンラインでのファームウェアの更新
オンライン方式を使用してファームウェアを更新する場合、サーバーオペレーティングシステムをシャッ
トダウンせずに更新を実行できます。オンラインでのファームウェア更新は、インバンドまたはアウトバ
ンドで実行できます。
インバンド
ファームウェアは、サーバーホストオペレーティングシステムから iLO に送信されます。
インバンドファームウェア更新には iLO 5 チャネルインターフェイスドライバーが必要です。
iLO が製品セキュリティ状態に設定されている場合、ホストベースのユーティリティでは root（Linux
および VMware）または管理者（Windows）ログインが必要になるため、ホストベースのファームウ
ェア更新時に、ログイン認証情報またはユーザー権限が確認されません。
iLO が、高度なセキュリティ、FIPS、または SuiteB のセキュリティ状態を使用するように設定されて
いる場合、ユーザー認証情報が必要になります。
HPONCFG バージョン 5.1.0 以降と iLO 5 1.15 以降を使用する場合、ログイン、iLO 設定の構成、お
よびユーザーアカウント管理の権限が必要です。
オンラインによるインバンドファームウェア更新方法の例として、iLO オンライン ROM フラッシュ
コンポーネントや HPONCFG があります。
アウトオブバンド
ファームウェアは、ネットワーク接続経由で iLO に送信されます。iLO 設定権限を持つユーザーは、
アウトオブバンド方式を使用してファームウェアを更新できます。iLO セキュリティを無効にするよ
うにシステムメンテナンススイッチが設定されている場合、すべてのユーザーは、アウトオブバンド
方式でファームウェアを更新できます。
オンラインでのアウトオブバンドのファームウェアの更新方法の例として、iLO Web インターフェイ
ス、HPQLOCFG、HPLOMIG、iLO RESTful API、LOCFG.PL および SMASH CLP があります。

オンラインでのファームウェア更新方法
インバンドファームウェア更新
•

オンライン ROM フラッシュコンポーネント - サーバーの稼動中に実行可能ファイルを使用して
ファームウェアを更新します。実行可能ファイルには、インストーラーとファームウェアパッケー
ジが含まれています。
Web サイト http://www.hpe.com/support/ilo5 で、iLO およびサーバーファームウェア向けオンラ
イン ROM フラッシュコンポーネントをダウンロードすることができます。

ファームウェア、OS ソフトウェア、および言語パックの管理
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このオプションは、iLO が製品セキュリティ状態を使用して構成されている場合にサポートされま
す。
•

HPONCFG - このユーティリティを使用し、XML スクリプトを使用してファームウェアを更新し
ます。iLO またはサーバーのファームウェアイメージと Update_Firmware.xml サンプルスク
リプトをダウンロードします。セットアップの詳細でサンプルスクリプトを編集し、スクリプトを
実行します。
サンプルスクリプトは http://www.hpe.com/support/ilo5 から入手できます。スクリプティング
について詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。
iLO が SuiteB セキュリティ状態を使用するように構成されている場合は、Linux 用 HPONCFG の
みがサポートされます。

アウトバンドファームウェア更新
•

iLO Web インターフェイス - iLO Web インターフェイスを使用してサポートされるファームウェ
アファイルをダウンロードし、インストールします。単一のサーバーまたは iLO 連携グループのフ
ァームウェアを更新できます。

•

iLO RESTful API - iLO RESTful API および RESTful インタフェースツールなどの REST クライ
アントを使用して、ファームウェアを更新します。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs を参照してください。

•

HPQLOCFG - このユーティリティを使用し、XML スクリプトを使用してファームウェアを更新し
ます。iLO またはサーバーのファームウェアイメージと Update_Firmware.xml サンプルスク
リプトをダウンロードします。セットアップの詳細でサンプルスクリプトを編集し、スクリプトを
実行します。
サンプルスクリプトは http://www.hpe.com/support/ilo5 から入手できます。スクリプティング
について詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

•

HPLOMIG（ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートとも呼ぶ） - HPLOMIG
のファームウェア更新機能を使用するためにディレクトリ統合を使用する必要はありません。
HPLOMIG を使用すると、複数の iLO プロセッサーを検出し、そのファームウェアを一度に更新す
ることができます。

•

SMASH CLP - SSH ポートを通じて SMASH CLP にアクセスし、標準のコマンドを使用してファ
ームウェア情報を表示し、ファームウェアを更新します。
SMASH CLP について詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

オフラインでのファームウェアの更新
ファームウェアの更新にオフラインの方法を使用する場合は、オフラインユーティリティを使用してサー
バーを再起動する必要があります。
オフラインでのファームウェアの更新方法の例として、SPP、SUM、Scripting Toolkit for Windows、およ
び Scripting Toolkit for Linux があります。

オフラインでのファームウェア更新方法
以下のオフラインファームウェア更新方法を使用できます。
SPP
SPP を使用して、ファームウェアをインストールします。詳しくは、次の Web サイトを参照してく
ださい。http://www.hpe.com/info/spp/documentation
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オフラインでのファームウェアの更新

SUM
SUM は、サポートされるサーバーおよびその他のノードのファームウェア、ドライバー、およびソフ
トウェアメンテナンスのためのツールです。
iLO と一緒に SUM を使用して、iLO レポジトリにアクセスし、インストールセットとインストールキ
ューを管理できます。
Scripting Toolkit
Scripting Toolkit を使用して、サーバー内で複数の設定を構成したり、ファームウェアを更新したりし
ます。この方法は、複数のサーバーを展開する場合に便利です。手順については、Windows または
Linux 用の Scripting Toolkit ユーザーガイドを参照してください。

iLO Web インターフェイスからのファームウェアの表示と更
新
iLO Web インターフェイスでは、以下のファームウェアおよびソフトウェアの管理機能がサポートされて
います。
•

インストールされているファームウェアを表示する。

•

インストールされているソフトウェアを表示する。

•

フラッシュファームウェア制御を使用して、ローカルの管理対象サーバーにファームウェアをインス
トールする。

•

グループファームウェアアップデート機能を使用して、iLO 連携グループ内の複数のサーバーにファー
ムウェアをインストールする。

•

Smart Update 機能が統合されている iLO にアクセスする。このバージョンの iLO では、次の操作がサ
ポートされます。
◦

iLO レポジトリを管理し、保存されているコンポーネントをインストールキューに追加する。

◦

インストールセットの表示と削除、およびインストールキューへの追加を行う。
インストールセットを構成するには、SUM を使用します。詳しくは、SUM ドキュメントを参照し
てください。

◦

インストールキューのコンポーネントを表示および削除する。
インストールキューの管理には SUM を使用することをおすすめします。iLO Web インターフェイ
スを使用すると、個々のコンポーネントを追加または削除することによってキューを更新できま
す。詳しくは、SUM ドキュメントを参照してください。

iLO レポジトリおよびフラッシュファームウェア制御には、ファームウェア & OS ソフトウェアページの
すべてのタブからアクセスできます。

フラッシュファームウェア機能を使用した iLO またはサーバーファームウェア
の更新
iLO Web インターフェイスを使用して、任意のネットワーククライアントからファームウェアを更新でき
ます。署名済みファイルが必要です。
iLO レポジトリページからコンポーネントの更新を開始することもできます。
始める前に
iLO の設定の構成

iLO Web インターフェイスからのファームウェアの表示と更新
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手順
1.

iLO ファームウェアまたはサーバーファームウェアのファイルを入手します。

2.

ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、ファームウェアアップデ
ートをクリックします。
ファームウェアアップデートオプションが表示されない場合は、iLO Web インターフェイスの右上隅
にある省略記号アイコンをクリックし、ファームウェアアップデートをクリックします。

3.

ローカルファイルまたはリモートファイル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。
•

ローカルバイナリ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（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。

•

リモートのバイナリファイル 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。

5.

オプション：コンポーネントのコピーを iLO レポジトリに保存するには、同様に、iLO レポジトリに
保存チェックボックスを選択します。

6.

フラッシュをクリックして、更新プロセスを開始します。
サーバーの構成に応じて、iLO によって次のことが通知されます。
•

iLO ファームウェアを更新すると、iLO は自動的に再起動します。
一部のサーバーファームウェアタイプではサーバーの再起動が必要になりますが、サーバーは自
動的には再起動しません。

•

7.

このサーバーには TPM または TM がインストールされています。システム ROM または iLO フ
ァームウェアのアップデートを開始する前に、TPM または TM 上に情報を保存しているソフトウ
ェアを一時停止またはバックアップしてください。たとえば、ドライブ暗号化ソフトウェアを使
用している場合は、ファームウェアの更新を開始する前に停止してください。この指示に従わな
い場合、ご使用のデータにアクセスできなくなる可能性があります。

次のいずれかを実行します。
•

TPM または TM のメッセージが表示されなかった場合は、OK をクリックします。

•

TPM または TM のメッセージが表示された場合は、TPM または TM にデータを保存しているすべ
てのソフトウェアを一時停止またはバックアップしたことを確認し、OK をクリックします。

iLO ファームウェアは、ファームウェアイメージを受け取り、検証して、フラッシュします。
iLO ファームウェアを更新すると、iLO が再起動し、ブラウザー接続が終了します。接続が再確立さ
れるまでに、数分かかることがあります。
8.

iLO ファームウェアの更新のみ：新しいファームウェアを使用するには、ブラウザーのキャッシュを
クリアし、iLO にログインします。

9.

サーバーファームウェアの更新のみ：ファームウェアのタイプによって、新しいファームウェアを有
効にするためにシステムのリセットやサーバーの再起動が必要になる場合は、適切なアクションを実
行します。詳しくは、ファームウェアの更新を有効にするための要件(73 ページ)を参照してくださ
い。

10. オプション：新しいファームウェアがアクティブであることを確認するには、インストールされたフ
ァームウェアページでファームウェアのバージョンを確認します。
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ファームウェア、OS ソフトウェア、および言語パックの管理

概要ページで iLO ファームウェアのバージョンを確認することもできます。

サポートされるファームウェアタイプ
サーバーのプラットフォームに応じて、さまざまなタイプのファームウェアアップデートがサポートされ
ます。この中には以下のタイプが含まれます。
•

iLO

•

システム ROM/BIOS

•

シャーシ

•

電源管理コントローラー

•

プログラマブルロジック（CPLD）

•

バックプレーン

•

言語パック

ファームウェアの更新を有効にするための要件
•

iLO ファームウェアまたは言語パック － iLO のリセットが必要です。これは自動的にトリガーされま
す。

•

システム ROM（BIOS） - サーバーの再起動が必要です。

•

シャーシファームウェア（電力管理）および Edgeline シャーシコントローラーファームウェア - ただ
ちに有効になります。

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）- サーバーの再起動が必要です。

•

パワーマネジメントコントローラーおよび NVMe バックプレーンファームウェア - サーバーの再起
動やシステムのリセットは必要ありません。
NVMe ファームウェアバージョンは、次のサーバー再起動後に iLO Web インターフェイスに表示され
ます。

iLO ファームウェアイメージファイルの入手
iLO ファームウェアイメージファイルをダウンロードし、それを使用して iLO 連携グループ内の 1 つのサ
ーバーまたは複数のサーバーをアップデートできます。
ファームウェア書き換えアップデート機能またはグループファームウェアアップデート機能を使用して
iLO ファームウェアをアップデートするには、iLO オンライン ROM フラッシュコンポーネントからの
BIN ファイルが必要です。
手順
1. 次の Web サイトに移動します。http://www.hpe.com/support/hpesc
2. 画面の指示に従って iLO オンライン ROM フラッシュコンポーネントファイルを探し、ダウンロードし
ます。
Windows または Linux のコンポーネントをダウンロードします。
3. BIN ファイルを抽出します。

サポートされるファームウェアタイプ
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•

Windows コンポーネントの場合：ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍ボタンをク
リックします。ファイルを抽出する位置を選択して、OK をクリックします。

•

Linux コンポーネントの場合：ファイル形式によって異なりますが、次のいずれかのコマンドを入
力します。
◦

#sh ./CP00XXXX.scexe –unpack=/tmp/

◦

#rpm2cpio <firmware_file_name>.rpm | cpio -id

iLO ファームウェアイメージファイルの名前は、iLO 5_<yyy>.bin です。ここで、<yyy>はファー
ムウェアバージョンを表します。

サポートされるサーバーファームウェアイメージファイルの入手
手順
1. 次の Web サイトに移動します。http://www.hpe.com/support/hpesc
2. 画面の指示に従ってオンライン ROM フラッシュコンポーネントファイルを探し、ダウンロードしま
す。
3. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍ボタンをクリックします。
4. ファイルを抽出する位置を選択して、OK をクリックします。

サーバーファームウェアのファイルタイプの詳細
•

システム ROM を更新する場合、署名付きのイメージまたは署名付きの ROMPAQ イメージを使用する
必要があります。
◦

署名付きイメージの例：
http://<server.example.com:8080>/<wwwroot>/P79_1.00_10_25_2013.signed.flash

◦

署名付き ROMPAQ イメージの例：
http://<server.example.com>/<wwwroot>/CPQPJ0612.A48

•

パワーマネジメントコントローラー、シャーシファームウェア、および NVMe バックプレーンファイ
ルは、拡張子.hex を使用します。たとえば、ファイル名は ABCD5S95.hex のようになります。

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）のファームウェアファイルは、ファイル拡張
子.vme を使用します。

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 & OS ソフトウェアをクリックします。
インストールされたファームウェアページには、さまざまなサーバーコンポーネントのファームウェア情
報が表示されます。サーバーの電源が切れている場合、このページの情報は、最後に電源が切れた時点の
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サポートされるサーバーファームウェアイメージファイルの入手

情報になります。ファームウェア情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にの
み更新されます。

ファームウェアの種類
インストールされたファームウェアページに表示されるファームウェアタイプは、サーバーモデルおよび
サーバーの構成によって変化します。
ほとんどのサーバーでは、システム ROM および iLO ファームウェアが表示されます。他の可能なファー
ムウェアオプションは、次のとおりです。
•

パワーマネジメントコントローラー

•

サーバープラットフォームサービスファームウェア

•

Smart アレイ

•

Intelligent Platform 抽象化データ

•

Smart ストレージバッテリ

•

TPM または TM ファームウェア

•

SAS プログラマブルロジックデバイス

•

システムプログラマブルロジックデバイス

•

Intelligent Provisioning

•

ネットワークアダプター

•

NVMe バックプレーンファームウェア

•

イノベーションエンジン（IE）ファームウェア

•

ドライブファームウェア

•

電源装置ファームウェア

•

内蔵ビデオコントローラー

ファームウェアの詳細
インストールされたファームウェアページでは、リストされている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。
•

ファームウェア名 - ファームウェアの名前。

•

ファームウェアバージョン - ファームウェアのバージョン。

•

位置 - 表示されたファームウェアを使用するコンポーネントの位置。

冗長なシステム ROM でアクティブなシステム ROM を交換
始める前に
•

サーバーは冗長なシステム ROM をサポートしています。

•

仮想電源およびリセット権限

ファームウェアの種類
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手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックします。
2. インストールされたファームウェアページで、冗長化システム ROM の詳細の横にあるスワップアイコ
ン

をクリックします。

iLO が要求を確認するように求めます。
3. OK をクリックします。
変更は、次のサーバー再起動後に有効になります。

iLO レポジトリ
iLO 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。このフラッシュメモリは、iLONAND と呼ばれます。SUM または iLO を使用して、iLO レポジトリ
内の署名済みソフトウェアおよびファームウェアコンポーネントを管理します。
iLO、UEFI BIOS、SUM、および他のクライアントソフトウェアは、これらのコンポーネントを取得し、
サポートされるサーバーに適用できます。SUM を使用して保存されているコンポーネントをインストー
ルセットに整理し、SUM または iLO を使用してインストールキューを管理します。
iLO、SUM、および BIOS が連携してソフトウェアとファームウェアを管理する方法については、SUM ド
キュメントを参照してください。

iLO レポジトリにコンポーネントを追加する
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックして、iLO レポジトリにアッ
プロードをクリックします。
iLO レポジトリにアップロードオプションが表示されない場合、iLO Web インターフェイスの右上隅
の省略符号アイコンをクリックしてから、iLO レポジトリにアップロードをクリックします。
2. ローカルファイルまたはリモートファイル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。
•

ローカルバイナリ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（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。

•

リモートのバイナリファイル 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. 複数ファイルのみで指定されたファームウェアコンポーネントの場合：コンポーネントの署名ファイ
ルを持っていますチェックボックスを選択します。
5. 前の手順でチェックボックスを選択した場合は、以下のいずれかを実行します。
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iLO レポジトリ

•

ローカルコンポーネント署名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（Chrome）をクリックしてから、コンポーネント署名ファイルの場所を指定し
ます。

•

リモートのコンポーネント署名ファイル URL ボックスに、アクセス可能な Web サーバー上のコン
ポーネント署名ファイルの URL を入力します。

6. アップロードをクリックします。
iLO により、既存のコンポーネントと同じ名前を持つコンポーネントをアップロードすると既存のコン
ポーネントが置換されることが通知されます。コンポーネントがリカバリセットの一部である場合は
保護されており、同じ名前の新しいコンポーネントをアップロードすることで置換することはできま
せん。リカバリセットコンポーネントを置換するには、リカバリセット権限を持つアカウントでログ
インしてから、リカバリインストールセットを削除します。
7. OK をクリックします。
アップロードが開始されます。アップロードステータスは iLO Web インターフェイスの上部に表示さ
れます。

iLO レポジトリからコンポーネントをインストールする
iLO レポジトリページからインストールキューにコンポーネントを追加できます。
コンポーネントをインストールキューに追加すると、キューの末尾に追加されます。キューに入れられた
他の項目が完了した後、コンポーネントタイプのアップデートを開始するソフトウェアがインストール要
求を検出したときに、追加されたコンポーネントがインストールされます。アップデートを開始できるソ
フトウェアについては、iLO レポジトリページとインストールキューページでコンポーネントの詳細を確
認してください。
キューにすでに入れられているタスク内のコンポーネントが開始または終了を待機している場合、キュー
に入れられた新しいコンポーネントは無期限に遅延する場合があります。たとえば、キューに入れられた
アップデートがサーバーの POST 中に UEFI BIOS によって検出されるまで待機する必要があり、サーバ
ーが再起動されていない場合、キュー内のその後のアップデートはインストールされません。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、iLO レポジトリをクリッ
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
します。

をクリック

iLO は、コンポーネントがインストールキューの末尾に追加されることを通知し、要求を確認するプロ
ンプトを表示します。
3. はい、キューの最後に追加をクリックします。
インストールキューが空で、iLO がコンポーネントのインストールを開始できる場合、ボタンに、は
い、今インストールというラベルが付けられます。
キューに入れられた既存のタスクが終了し、選択されたコンポーネントタイプのインストールを開始
するソフトウェアが保留中のインストールを検出すると、アップデートが開始されます。

iLO レポジトリからコンポーネントをインストールする
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インストールキューが空で、iLO がアップデートを開始できる場合、すぐにアップデートが開始されま
す。

iLO レポジトリからのコンポーネントの削除
始める前に
•

iLO の設定の構成

•

コンポーネントはインストールセットに含まれていない。

•

コンポーネントはキュー内のタスクの一部ではない。

手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、iLO レポジトリタブをク
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。

iLO によって要求を確認するように求められます。
3. はい、削除をクリックします。
コンポーネントが削除されます。

iLO レポジトリの概要とコンポーネントの詳細の表示
手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、iLO レポジトリタブをク
リックします。
2. オプション：コンポーネントの詳細な情報を表示するには、個々のコンポーネントをクリックします。

iLO レポジトリの詳細
iLO レポジトリのストレージの詳細
iLO レポジトリページの概要セクションには、iLO 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。
•

容量 - iLO レポジトリの総ストレージ容量

•

使用中 - 使用されているストレージ

•

空き容量 - iLO レポジトリの使用可能なストレージ

•

コンポーネント - iLO レポジトリに保存されているコンポーネントの数

iLO レポジトリの内容
iLO レポジトリページの Contents セクションには、ソフトウェアコンポーネントまたは各ファームウェ
アに関する以下の詳細が表示されます。
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iLO レポジトリからのコンポーネントの削除

•

名前

•

バージョン

iLO レポジトリの個々のコンポーネントの詳細
個々のコンポーネントをクリックすると、以下の詳細が表示されます。
•

名前 - コンポーネント名

•

バージョン - コンポーネントのバージョン

•

ファイル名 - コンポーネントのファイル名

•

サイズ - コンポーネントのサイズ

•

アップロード - アップロードの日時

•

インストール元 - コンポーネントのアップデートを開始できるソフトウェア

•

インストールセットまたはタスクで使用中ですか? - コンポーネントがインストールセットの一部か
どうか

インストールセット
インストールセットは、1 つのコマンドでサポートされるサーバーに適用できるコンポーネントのグルー
プです。SUM を使用してインストールセットを作成します。iLO を使用して既存のインストールセット
を iLO Web インターフェイスに表示できます。
SUM から展開する際に、インストールセットを保存すると、iLO システム上にすべてのコンポーネントが
保持されるので、元の SPP を検索することなく、後ですぐに使用して、コンポーネントバージョンを復
元したり、ロールバックしたりできます。
iLO、SUM、および BIOS がどのように連携してソフトウェアとファームウェアを管理するかについて詳
しくは、SUM のドキュメントを参照してください。

インストールセットのインストール
インストールセットページからインストールセットをインストールキューに追加できます。
インストールセットをインストールキューに追加すると、iLO は、インストールセット内のコンポーネン
トまたはコマンドごとにタスクをインストールキューの末尾に追加します。キューに入れられた他の項
目が完了した後、各コンポーネントタイプのアップデートを開始するソフトウェアがインストール要求を
検出したときに、インストールセットの内容がインストールされます。アップデートを開始できるソフト
ウェアについては、コンポーネントの詳細を確認してください。
キューにすでに入れられているタスク内のコンポーネントが開始または終了を待機している場合、キュー
に入れられた新しいコンポーネントは無期限に遅延する場合があります。たとえば、キューに入れられた
アップデートがサーバーの POST 中に UEFI BIOS によって検出されるまで待機する必要があり、サーバ
ーが再起動されていない場合、キュー内のその後のアップデートはインストールされません。
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

インストールセット内のコンポーネントが別のインストールタスクの一部としてキューに入れられる
ことはありません。

インストールセット
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手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、インストールセットタブ
をクリックします。
2. インストールするインストールセットの横にあるインストールアイコン

をクリックします。

iLO は、インストールセットの内容がインストールキューの末尾に追加されることを通知し、要求を確
認するプロンプトを表示します。
3. はい、キューの最後に追加をクリックします。
インストールキューが空で、iLO がインストールセットでアップデートを開始できる場合、ボタンに、
はい、今インストールというラベルが付けられます。
キューに入れられた既存のタスクが終了し、選択されたコンポーネントタイプのインストールを開始
するソフトウェアが保留中のインストールを検出すると、アップデートが開始されます。
インストールキューが空で、iLO が要求されたアップデートを開始できる場合、すぐにアップデートが
開始されます。

インストールセットの削除
始める前に
•

保護されていないインストールセットの iLO の設定の構成。

•

保護されたインストールセットを削除するためのリカバリセット権限。

手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、インストールセットタブ
をクリックします。
2. インストールセットの削除アイコン

をクリックします。

iLO によって要求を確認するように求められます。
3. はい、削除をクリックします。
インストールセットが削除されます。

インストールセットの表示
手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、インストールセットタブ
をクリックします。
2. オプション：インストールセットをクリックして詳細情報を表示します。

インストールセットの詳細
インストールセットの概要の詳細
インストールセットタブには、各インストールセットに関する以下の詳細が表示されます。
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インストールセットの削除

•

名前 - インストールセットの名前。

•

コンポーネント/コマンド - インストールセット内のコンポーネントとコマンド。

インストールセットアイコンを使用して、インストールセットをインストールキューに追加したり、イン
ストールセットを削除したりします。保護されたインストールセットは、ロックアイコン付きで表示され
ます。
個々のインストールセットの詳細
個々のインストールセットをクリックすると、以下の詳細が表示されます。
•

名前 - インストールセットの名前。

•

作成済み - 作成日時。

•

説明 - インストールセットの説明。

•

コンポーネント/コマンド - インストールセット内のコンポーネントとコマンド。

•

システムリカバリセット? - インストールセットを編集または削除できるかどうかを示します。この
ステータスはシステムリカバリセットで使用します。システムリカバリセットは同時に 1 つのみ存在
できます。

システムリカバリセット
デフォルトでは、システムリカバリセットがすべてのサーバーに付属します。リカバリセット権限を持つ
ユーザーアカウントは、このインストールセットを構成できます。
デフォルトのシステムリカバリセットには、以下のファームウェアコンポーネントが含まれます。
•

システム ROM（BIOS）

•

iLO ファームウェア

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）

•

Innovation Engine

•

サーバープラットフォームサービス（SPS）ファームウェア

デフォルトのシステムリカバリセットが削除された場合、リカバリセット権限を持つユーザーは SUM を
使用してインストールセットを作成し、iLO RESTful API を使用してそれをシステムリカバリセットとし
て指定できます。
手順については、SUM ユーザーガイドを参照してください。システムリカバリセットは同時に 1 つのみ
存在できます。

インストールキュー
インストールキューは、キューに個別に、またはインストールセットの一部として追加されたコンポーネ
ントの順序付けされたリストです。SUM を使用してキューを管理します。iLO Web インターフェイスか
ら、キューに入れられたタスクを表示したり、1 つのコンポーネントをキューに追加したりできます。
コンポーネントをインストールキューに追加すると、キューの末尾に追加されます。キューに入れられた
他の項目が完了した後、コンポーネントタイプのアップデートを開始するソフトウェアがインストール要
求を検出したときに、追加されたコンポーネントがインストールされます。アップデートを開始できるソ
フトウェアについては、iLO レポジトリページとインストールキューページでコンポーネントの詳細を確
認してください。

システムリカバリセット

81

キューにすでに入れられているタスク内のコンポーネントが開始または終了を待機している場合、キュー
に入れられた新しいコンポーネントは無期限に遅延する場合があります。たとえば、キューに入れられた
アップデートがサーバーの POST 中に UEFI BIOS によって検出されるまで待機する必要があり、サーバ
ーが再起動されていない場合、キュー内のその後のアップデートはインストールされません。
iLO、SUM、および BIOS ソフトウェアがどのように連携してソフトウェアとファームウェアを管理する
かについて詳しくは、SUM のドキュメントを参照してください。

インストールキューの表示
手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、インストールキュータブ
をクリックします。
2. オプション：詳細な情報を表示するには、個々のタスクをクリックします。

キューに入れられたタスクの詳細
タスクの概要の詳細
インストールキュータブには、各タスクに関する以下の詳細が表示されます。
状態
タスクのステータス。値には、以下のものがあります。
•

進行中 - タスクは処理されています。

•

失効 - タスクの期限が切れています。このタスクがキューから削除されるまで、その後のタスクは
実行されません。

•

例外 - タスクを完了できませんでした。このタスクがキューから削除されるまで、その後のタスク
は実行されません。

•

完了 - タスクが正常に完了しました。

•

待機中 - コンポーネントタイプのアップデートを開始するソフトウェアがインストール要求を検
出したときにタスクは実行されます。

名前
タスク名。
開始
タスクの開始日時。
失効
タスクの有効期限（日付と時刻）。
個々のタスクの詳細
個々のタスクをクリックすると、以下の詳細が表示されます。
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•

名前 - タスク名。

•

状態 - タスクの状態。

•

結果 - タスクの結果（ある場合）。

•

インストール元 - 選択したコンポーネントのアップデートを開始できるソフトウェア。

インストールキューの表示

•

開始時刻 - タスクの開始日時。

•

失効 - タスクの有効期限（日付と時刻）。

インストールキューからのタスクの削除
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、インストールキュータブ
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。

iLO によって要求を確認するように求められます。
3. はい、削除をクリックします。
コンポーネントが削除されます。

言語パックのインストール
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. 次の Web サイトから言語パックをダウンロードします。http://www.hpe.com/support/ilo5
2. 内容を解凍するには、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
言語パックのファイル名は次のような形式です。lang_<言語>_<バージョン>.lpk
3. ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、ファームウェアアップデ
ートをクリックします。
フラッシュファームウェアコントロールが表示されます。
4. 参照（Internet Explorer または Firefox）またはファイルを選択（Chrome）をクリックします。
5. 言語パックを選択し、開くをクリックします。
6. オプション：言語パックファイルのコピーを iLO レポジトリに保存するには、同様に、iLO レポジト
リに保存チェックボックスを選択します。
7. フラッシュをクリックします。
iLO は、インストール要求の確認を求めるメッセージを表示します。
8. OK をクリックします。
iLO は、選択された言語パックをインストールし、再起動して、ブラウザー接続を終了します。
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

インストールキューからのタスクの削除
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ソフトウェア情報の表示
始める前に
このページのすべてのデータのセットを表示するには、AMS 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ファームウェア & OS ソフトウェアをクリックし、ソフトウェアタブをクリ
ックします。
2. オプション：ソフトウェア情報のデータを更新するには、

をクリックします。

このページの情報はブラウザーにキャッシュされ、iLO では最終更新の日時が表示されます。ページの
更新から 5 分以上が経過している場合は、

をクリックしてページを最新情報に更新します。

製品関連ソフトウェアの詳細
このセクションでは、管理対象サーバー上のすべての HPE ソフトウェアを一覧表示します。このリスト
には、手動で、または SPP を使用してインストールされた、Hewlett Packard Enterprise のソフトウェア
および Hewlett Packard Enterprise 推奨の他社製ソフトウェアが含まれます。
•

名前 - ソフトウェアの名前。

•

バージョン - ソフトウェアのバージョン。
表示されているファームウェアコンポーネントのバージョンは、ローカルのオペレーティングシステ
ムに保存されているファームウェアフラッシュコンポーネントで利用可能なファームウェアバージョ
ンを示しています。表示されるバージョンが、サーバーで実行されているファームウェアと一致しな
い可能性があります。

•

説明 - ソフトウェアの説明。

実行中のソフトウェアの詳細
このセクションには、管理対象サーバー上で実行されているか、実行可能であるすべてのソフトウェアが
表示されます。
•

名前 - ソフトウェアの名前。

•

パス - ソフトウェアのファイルパス。

インストールされたソフトウェアの詳細
インストールされたソフトウェア - インストールされた各ソフトウェアプログラムの名前が表示されま
す。
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iLO 連携の構成と使用
iLO 連携
iLO 連携では、iLO Web インターフェイスを使用して、1 つのシステムから複数のサーバーを管理できま
す。
iLO 連携が構成されている場合、iLO はマルチキャスト検出およびピアツーピア通信を使用して、iLO 連
携グループ内のシステム間の通信を可能にします。
iLO 連携ページがロードされると、Web インターフェイスを実行する iLO システムから iLO のピアへ、そ
してそれらのピアから他のピアへ、選択した iLO 連携グループのすべてのデータが取得されるまでデータ
リクエストが送信されます。
iLO は次の機能をサポートします。
•

グループのヘルスステータス - サーバーのヘルス情報とモデル情報を表示します。

•

グループ仮想メディア - iLO 連携グループ内のサーバーからアクセスできるスクリプト方式のメディ
アに接続します。

•

グループ電力制御 - iLO 連携グループ内のサーバーの電源ステータスを管理します。

•

グループ消費電力上限 - iLO 連携グループ内のサーバーに消費電力上限を動的に設定します。

•

グループファームウェアアップデート - iLO 連携グループ内のサーバーのファームウェアを更新しま
す。

•

グループライセンスのインストール - ライセンスキーを入力して、iLO 連携グループ内のサーバー上
でライセンス済みの iLO 機能を有効にします。

•

グループ構成 - 複数の iLO システムに対する iLO 連携グループメンバーシップを追加します。

どのユーザーも iLO 連携ページの情報を表示できますが、次の機能を使用するにはライセンスが必要で
す。グループ仮想メディア、グループ電源制御、グループ消費電力上限、グループ構成、およびグループ
ファームウェアアップデート。

iLO 連携の構成
iLO 連携機能を使用するための前提条件
手順
•

ネットワーク構成が、iLO 連携の要件を満たしている。

•

iLO 連携グループに追加される各 iLO システムで、マルチキャストオプションが構成されている。
デフォルトのマルチキャストオプションの値を使用する場合、構成は不要です。

•

iLO 連携のグループメンバーシップが構成されている。
すべての iLO システムが、自動的に DEFAULT グループに追加されます。

•

iLO 連携のエンクロージャーサポートが Onboard Administrator ソフトウェア（ProLiant サーバーブレ
ードのみ）で構成されている。
この設定は、デフォルトで有効になっています。
詳しくは、iLO 連携ユーザーガイドを参照してください。

iLO 連携の構成と使用
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iLO 連携のネットワーク要件
•

iLO 連携で使用されるサーバーは、iLO 専用のネットワークポート構成を使用する必要があります。
iLO 連携の機能は iLO 共有ネットワークポート構成では使用できません。

•

オプション：iLO 連携は、IPv4 と IPv6 の両方をサポートしています。有効な構成が両方のオプション
にある場合、IPv6 ではなく IPv4 を使用するように iLO を構成できます。この設定を構成するには、
iLO 専用ネットワークポート - IPv6 設定ページの iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初
に使用チェックボックスをクリアします。

•

複数の場所にある iLO システムを管理する場合は、マルチキャストトラフィックを転送するようにネ
ットワークを設定します。

•

ネットワーク内のスイッチにマルチキャストトラフィックを有効または無効にするためのオプション
が含まれている場合は、有効になっていることを確認します。この構成は、iLO 連携と他の Hewlett
Packard Enterprise 製品が、ネットワーク上で iLO システムを検出するために必要です。

•

レイヤー 3 スイッチで分断されている iLO システムの場合は、ネットワーク間で SSDP マルチキャス
トトラフィックを転送するようにスイッチを構成する必要があります。

•

iLO システム間のマルチキャストトラフィック（UDP ポート 1900）と直接 HTTP（TCP のデフォルト
ポート 80）通信を許可するようにネットワークを構成します。

•

複数の VLAN を持つネットワークの場合、VLAN 間でマルチキャストトラフィックを許可するように
スイッチを構成します。

•

レイヤー 3 スイッチを使用したネットワーク：
◦

IPv4 ネットワークの場合：スイッチの PIM を有効にし、PIM デンスモードに設定します。

◦

IPv6 ネットワークの場合：スイッチを MLD スヌーピングに設定します。

一度につき 1 つの iLO システム用にマルチキャストオプションを構成
以下の手順を実行して、iLO 連携グループに追加される各 iLO システムのマルチキャストオプションを構
成する必要があります。デフォルト値を使用する場合は、構成の必要はありません。
複数の iLO システムに対して、iLO RESTful API または RIBCL スクリプトを使用してマルチキャストオプ
ションを表示および構成できます。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックします。
セットアップタブが表示されます。
2. iLO 連携管理には、有効または無効を選択します。
3. マルチキャスト検出には、有効または無効を選択します。
4. マルチキャストアナウンスメント間隔（秒/分）の値を入力します。
5. IPv6 マルチキャストスコープの値を選択します。
マルチキャスト検出が正しく機能するようにするため、IPv6 マルチキャストスコープに、同じグルー
プ内のすべての iLO システムで同じ値を使用していることを確認してください。
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6. マルチキャスト Time To Live（TTL）の値を入力します。
マルチキャスト検出が正しく機能するようにするため、マルチキャスト Time To Live （TTL）に、同
じグループ内のすべての iLO システムで同じ値を使用していることを確認してください。
7. 適用をクリックします。
ネットワークが変更され、このページで行った変更は、次のマルチキャスト通知後に有効となります。

マルチキャストオプション
•

iLO 連携管理 - iLO 連携機能を有効または無効にします。デフォルト設定は、有効です。無効を選択す
ると、ローカル iLO システムに対する iLO 連携機能が無効になります。

•

マルチキャスト検出 - マルチキャスト検出を有効または無効にします。デフォルト設定は、有効です。
無効を選択すると、ローカル iLO システムに対する iLO 連携機能が無効になります。
Synergy コンピュートモジュールでは、マルチキャスト検出を無効にすることはできません。Synergy
コンピュートモジュールで、ネットワーク上のマルチキャストトラフィックの影響を制限するには、
IPv6 マルチキャストスコープおよびマルチキャスト Time To Live（TTL）の設定を調整します。

•

マルチキャストアナウンスメント間隔（秒/分） - ネットワークで iLO システムがアナウンスする頻度
を設定します。各マルチキャスト通知は約 300 バイトです。30 秒から 30 分の値を選択します。デフ
ォルト値は 10 分です。無効を選択すると、ローカル iLO システムに対する iLO 連携機能が無効になり
ます。

•

IPv6 マルチキャストスコープ - マルチキャストトラフィックを送受信するネットワークの規模です。
有効な値は、リンク、サイト、および組織です。デフォルト値はサイトです。

•

マルチキャスト Time To Live（TTL） - マルチキャスト検出が停止する前に通過できるスイッチの数
を指定します。デフォルト値は 5 です。

iLO 連携グループ
ローカル iLO システムに対する iLO 連携グループメンバーシップ
ローカル iLO システムにグループメンバーシップを構成する場合、グループのメンバーがローカルの管理
対象サーバーを構成するために所有する権限を指定する必要があります。
たとえば、ローカル iLO システムを group1 に追加し、「仮想電源およびリセット」権限を割り当てた場
合、group1 の他の iLO システムのユーザーは管理対象サーバーの電力状態を変更できます。
ローカル iLO システムが「仮想電源およびリセット」権限を group1 に認めていない場合は、group1 の
他の iLO システムのユーザーはグループの電力制御機能を使用して管理対象サーバーの電力状態を変更
することはできません。
ローカル iLO システム上で iLO セキュリティを無効にするようシステムメンテナンススイッチが設定さ
れている場合、group1 の他の iLO システムのユーザーは、割り当てられたグループ権限とは無関係に、
管理対象サーバーの状態を変更できます。
ローカル iLO システムに対するグループメンバーシップは、iLO 連携ページのセットアップタブで構成し
ます。
ローカル iLO システムに対して、以下のタスクを実行できます。
•

グループメンバーシップの表示。

•

グループメンバーシップの追加と編集。

•

グループメンバーシップの削除。

マルチキャストオプション
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iLO システムのセットに対する iLO 連携グループメンバーシップ
複数の iLO システムに対するグループメンバーシップを一度に追加する場合、グループのメンバーがグル
ープの他のメンバーを構成するために所有する権限を指定する必要があります。
たとえば、DEFAULT グループに基づいて group2 を構成し、
「仮想電源およびリセット」権限を割り当て
た場合、group2 の iLO システムのユーザーはグループ内のすべてのサーバーの電力状態を変更できます。
グループ構成ページで、複数の iLO システムに対してグループメンバーシップを追加できます。
iLO システムのグループに対して、以下のタスクを実行できます。
•

既存のグループとメンバーは同じだが、権限が異なるグループを作成します。

•

iLO 連携フィルターを使用して選択したメンバーを含むグループを作成します。

iLO 連携グループの権限
iLO システムがグループに追加されると、グループに以下の権限を付与することができます。
•

ログイン - グループのメンバーは、iLO にログインできます。

•

リモートコンソール - グループのメンバーは、ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、管理
対象サーバーのリモートコンソールにリモートにアクセスできます。

•

仮想電源およびリセット - グループのメンバーは、ホストシステムの電源再投入やリセットを実行
できます。これらの操作はシステムの可用性を中断します。

•

仮想メディア - グループのメンバーは、管理対象サーバーでスクリプト方式の仮想メディアを使用
できます。

•

ホスト BIOS 構成 - グループのメンバーは、UEFI システムユーティリティを使用してホスト BIOS
設定を構成できます。

•

iLO 設定を構成 - グループのメンバーは、セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を行い、リ
モートでファームウェアを更新することができます。

•

ユーザーアカウント管理 - グループのメンバーは、iLO ユーザーアカウントを追加、編集、および
削除できます。

•

ホスト NIC 構成 - グループのメンバーはホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - グループのメンバーは、ホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - グループのメンバーはリカバリインストールセットを管理できます。
セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無効にするように
設定されている場合、この権限を使用できません。

iLO 連携グループの特性
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•

すべての iLO システムは DEFAULT グループに自動的に追加され、このグループにはそれぞれのグル
ープメンバーのログイン権限が認められています。 DEFAULT グループメンバーシップは編集するこ
とも削除することもできます。

•

iLO 連携グループは、一部共通することも、複数のラックおよびデータセンターにまたがることもでき
ます。また、管理ドメインの作成に使用することもできます。

iLO システムのセットに対する iLO 連携グループメンバーシップ

•

iLO システムは最大で 10 の iLO 連携グループのメンバーとなることができます。

•

グループの中にある iLO システムの数に制限はありません。

•

グループメンバーシップを構成するには、iLO の設定の構成が必要です。

•

iLO Web インターフェイスを使用して、ローカル iLO システムまたは iLO システムのグループに対し
てグループメンバーシップを構成することができます。

•

RIBCL XML スクリプトを使用してグループメンバーシップを表示および構成できます。
詳しくは、iLO 連携ユーザーガイドを参照してください。

•

iLO RESTful API を使用してグループメンバーシップを構成できます。
詳しくは、次の Web サイトにある iLO RESTful API のドキュメントを参照してください。http://
www.hpe.com/support/restfulinterface/docs

•

Hewlett Packard Enterprise は、同じ iLO 連携グループ内の iLO システムには、同じバージョンの iLO
ファームウェアをインストールすることをおすすめします。

iLO 連携グループメンバーシップを管理する（ローカル iLO システム）
iLO 連携グループメンバーシップを表示する（ローカル iLO システム）
手順
ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックします。
グループに関する情報を表示するのに RIBCL スクリプトを使用することもできます。詳しくは、iLO 連携
ユーザーガイドを参照してください。
この iLO のグループメンバーシップテーブルには、ローカル iLO システムを含む各グループの名前と、ロ
ーカル iLO システムによってそのグループに与えられている権限が示されます。

iLO 連携グループメンバーシップの追加
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックします。
セットアップタブが表示されます。
2. グループへの参加をクリックします。
3. 次の情報を入力します。
•

グループ名 - グループ名は 1～31 文字で指定できます。

•

グループキー - グループのパスワードは、設定されている最小パスワード長～31 文字で指定できま
す。

•

グループキーの確認 - グループのパスワードの確認。

iLO 連携グループメンバーシップを管理する（ローカル iLO システム）
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既存のグループの名前とキーを入力すると、ローカル iLO システムがそのグループに追加されます。
存在しないグループの名前とキーを入力すると、グループが作成され、ローカル iLO システムが新し
いグループに追加されます。
4. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO 設定の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

ローカル iLO システムによりグループに付与される権限は、管理対象サーバーで、グループ内の他の
iLO システムのユーザーが実行できるタスクを制御します。
5. グループへの参加をクリックします。

iLO 連携グループメンバーシップの編集
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックします。
セットアップタブにローカル iLO システムの既存のグループメンバーシップが表示されます。
2. グループメンバーシップを選択して、編集をクリックします。
3. グループ名を変更するには、グループ名ボックスに新しい名前を入力します。
グループ名は、1～31 文字で指定できます。
4. グループキーを変更するには、グループキーの変更チェックボックスを選択して、グループキーおよ
びグループキーの確認ボックスに新しい値を入力します。
グループキーは、設定されている最小パスワード長～31 文字で指定できます。
5. 更新する権限のチェックボックスをオンまたはオフにします。
ローカル iLO システムによりグループに付与される権限は、管理対象サーバーでグループ内の他の iLO
システムのユーザーが実行できるタスクを制御します。
使用可能な権限について詳しくは、iLO 連携グループの権限(88 ページ)を参照してください。
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iLO 連携グループメンバーシップの編集

6. グループの更新をクリックします。
7. グループ名またはグループキーを更新した場合は、それらを他のシステムの影響を受けるグループで
更新します。

iLO 連携グループからのローカル iLO システムの削除
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックします。
セットアップタブに、ローカル iLO システムのグループメンバーシップが表示されます。
2. 削除するグループメンバーシップの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 削除をクリックします。
4. 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。

iLO 連携グループメンバーシップの追加（複数の iLO システム）
既存のグループに基づく、iLO 連携グループの追加
この手順を使用して、既存のグループと同じメンバーで構成される iLO 連携グループを作成します。たと
えば、DEFAULT グループと同じシステムを含むが、権限が異なるグループを作成する必要があるとしま
す。
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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 iLO 連携をクリックして、グループ構成タブをクリックします。
iLO 連携グループが存在しない場合、このページには、構成済みのグループはありませんというメッセ
ージが表示されます。iLO 連携セットアップページを使用してグループを作成します。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
選択したグループ内のすべてのシステムが、このページで作成したグループに追加されます。
3. 次の情報を入力します。
•

グループ名 - グループ名は 1～31 文字で指定できます。

•

グループキー - グループのパスワードは、設定されている最小パスワード長～31 文字で指定できま
す。

•

グループキーの確認 - グループのパスワードの確認。

存在するグループ名を入力すると、iLO から一意のグループ名の入力が求められます。

iLO 連携グループからのローカル iLO システムの削除
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4. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ユーザーアカウント管理

•

リモートコンソールアクセス

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

iLO 設定の構成

•

ログイン権限

この手順では、グループのメンバーがグループの他のメンバーを構成するために所有する権限を定義
します。
5. オプション：管理するリモートシステム上で、ユーザーアカウントのログイン名およびパスワードを
入力します。
選択したグループが、管理するリモートシステム上の iLO 設定権限を持っていない場合は、この情報
が必要です。
複数のリモートシステムの認証情報を入力するには、ログイン名とパスワードが同じユーザーアカウ
ントを各システムで作成します。
6. グループの作成をクリックします。
グループの作成プロセスには、数分かかります。グループは、マルチキャストアナウンスメント間隔
に構成された時間内に、完全に実装されます。

サーバーのフィルターされたセットからのグループの作成
この手順を使用して、フィルターされたサーバーのリストから iLO 連携グループを作成します。たとえ
ば、特定バージョンの iLO ファームウェアを備えているすべてのサーバーを含むグループを作成する場合
があります。
フィルターされたサーバーのリストからグループを作成すると、グループの作成時に影響するシステムリ
ストに記載されているサーバーだけがグループに追加されます。グループの作成後に、フィルターの条件
に適合するサーバーを構成しても、それらのサーバーはグループに追加されません。
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

手順
1. iLO 連携ページでフィルターを使用して、システムのセットを作成します。
2. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループ構成タブをクリックします。
システムのセットを作成するときに適用するフィルターは、ページの上部に表示されます。フィルタ
ーを削除するには、フィルターの名前をクリックします。
iLO 連携グループが存在しない場合、このページには、構成済みのグループはありませんというメッセ
ージが表示されます。セットアップページを使用してグループを作成します。
3. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
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サーバーのフィルターされたセットからのグループの作成

選択したグループ内の、選択したフィルター条件に適合するすべてのシステムが、新しいグループに
追加されます。
4. 次の情報を入力します。
•

グループ名 - グループ名は 1～31 文字で指定できます。

•

グループキー - グループのパスワードは、設定されている最小パスワード長～31 文字で指定できま
す。

•

グループキーの確認 - グループのパスワードの確認。

5. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ユーザーアカウント管理

•

リモートコンソールアクセス

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

iLO 設定の構成

•

ログイン権限

この手順では、グループのメンバーがグループの他のメンバーを構成するために所有する権限を定義
します。
6. オプション：管理するリモートシステム上で、ユーザーアカウントのログイン名およびパスワードを
入力します。
選択したグループが、管理するリモートシステム上の iLO 設定権限を持っていない場合は、この情報
が必要です。
複数のリモートシステムの認証情報を入力するには、ログイン名とパスワードが同じユーザーアカウ
ントを各システムで作成します。
7. グループの作成をクリックして設定を保存します。
グループの作成プロセスには、数分かかります。グループは、マルチキャストアナウンスメント間隔
に構成された時間内に、完全に実装されます。

グループメンバーシップの変更によって影響を受けるサーバー
グループ構成ページの影響するシステムセクションには、グループメンバーシップの変更によって影響を
受けるサーバーについて、次の詳細が表示されます。
•

サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

サーバー電源 - サーバー電源の状態（オンまたはオフ）。

•

UID インジケーター - UID LED の状態。UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境でサーバーを
特定し、その位置を見つけることができます。状態には、UID オン、UID オフ、および UID 点滅があ
ります。

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。サーバーの iLO Web イ
ンターフェイスを開くには、iLO ホスト名列のリンクをクリックします。

•

IP アドレス - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。サーバーの iLO Web インターフェイス
を開くには、IP アドレス列のリンクをクリックします。

グループメンバーシップの変更によって影響を受けるサーバー
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次へまたは前へ（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示します。
詳しくは
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法(96 ページ)

エンクロージャー iLO 連携サポートの設定
iLO 連携で BladeSystem c-Class エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場合、Onboard
Administrator ソフトウェアで、エンクロージャー iLO 連携サポートオプションを有効にする必要があり
ます。この設定は、エンクロージャー内のサーバーブレード間でピアツーピアの通信を可能にするために
必要です。エンクロージャー iLO 連携サポートを有効オプションは、デフォルトで有効です。
手順
1. Onboard Administrator の Web インターフェイス（https://<OA のホスト名または IP アドレス>）にロ
グインします。
2. ナビゲーションツリーで、エンクロージャー情報 > エンクロージャー設定 > ネットワークアクセスを
選択します。
プロトコルタブが表示されます。
3. エンクロージャーの iLO 連携サポートを有効チェックボックスを選択し、適用をクリックします。

CLI を使用して、エンクロージャー iLO 連携サポートを有効オプションを有効または無効にすること
もできます。オプションを有効にするには、ENABLE ENCLOSURE_ILO_FEDERATION_SUPPORT を入
力します。オプションを無効にするには、DISABLE ENCLOSURE_ILO_FEDERATION_SUPPORT を入
力します。詳しくは、Onboard Administrator CLI ユーザーガイドを参照してください。
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エンクロージャー iLO 連携サポートの設定

iLO 連携に関するサーバーブレードサポートの確認
手順
1. Onboard Administrator の Web インターフェイス（https://<OA のホスト名または IP アドレス>）にロ
グインします。
2. ナビゲーションツリーでデバイスベイ > <デバイス名> > iLO を選択します。
3. iLO 連携機能設定がはいの値に設定されていることを確認します。

iLO 連携機能の使用
選択されたグループのリスト
セットアップを除くすべての iLO 連携のページには、選択されたグループのリストがあります。
選択されたグループリストからグループを選択する場合：
•

グループ仮想メディア、グループ電力、グループファームウェアアップデート、グループライセンス、
およびグループ構成ページでの変更の影響を受けるサーバーは、影響するシステムの表に表示されま
す。

•

iLO 連携ページに表示される情報は、選択したグループ内のすべてのサーバーに適用されます。

•

iLO 連携ページで加えた変更は、選択したグループ内のすべてのサーバーに適用されます。

•

選択したグループは cookie に保存され、iLO からログアウトしても永続的に残ります。

グループを選択した後、サーバーの情報を表示するため、またはグループ内のサーバーのサブセットに対
して操作を実行するために、リスト内のサーバーをフィルター処理できます。

選択されたグループのリストのフィルター
サーバーのリストを選別する場合
•

iLO 連携ページに表示される情報は、フィルター条件に適合する、選択したグループ内のすべてのサー
バーに適用されます。

•

iLO 連携ページで加えた変更は、フィルター条件に適合する、選択したグループ内のすべてのサーバー
に適用されます。

•

フィルターの設定は cookie に保存され、iLO からログアウトしても永続的に残ります。

選択されたグループのリストのフィルター条件
次の条件を使用して、グループ内のサーバーをフィルタリングすることができます。

iLO 連携に関するサーバーブレードサポートの確認
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•

ヘルスステータス - ヘルスステータスのリンクをクリックして、特定のヘルスステータスを持つサー
バーを選択します。

•

モデル - サーバーのモデル番号リンクをクリックして、選択したモデルと一致するサーバーを選択し
ます。

•

サーバー名 - 個々のサーバーによってフィルタリングするには、サーバー名をクリックします。

•

ファームウェア情報 - ファームウェアのバージョンまたはフラッシュステータスをクリックし、選択
したファームウェアのバージョンまたはステータスに一致するサーバーを選択します。

•

TPM または TM オプション ROM 計測 - オプション ROM 計測ステータスをクリックして、選択した
オプション ROM 計測のステータスに一致するサーバーを含めるか、除外します。

•

License Usage - ライセンスキーに関連するエラーメッセージが表示される場合は、ライセンスキー
をクリックして、そのライセンスキーを使用しているサーバーを選択します。

•

ライセンスタイプ - ライセンスタイプをクリックして、選択したライセンスタイプがインストールさ
れているサーバーを選択します。

•

License status - ライセンスステータスをクリックして、選択したステータスに一致するライセンスが
インストールされているサーバーを選択します。

iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法
以下の iLO 連携ページで、情報を CSV ファイルにエクスポートできます。
•

マルチシステムビュー

•

マルチシステムマップ

•

グループ仮想メディア

•

グループ電力

•

グループファームウェアアップデート

•

グループライセンス

•

グループ構成

手順
1. ファイルエクスポート機能をサポートするページに移動します。
2. 表を CSV 形式で表示をクリックします。
3. CSV アウトプットウィンドウで、保存をクリックしてから、ブラウザーのプロンプトに従ってファイ
ルを保存または開きます。
サーバーが複数のページにまたがってリストされている場合、CSV ファイルには iLO Web インターフ
ェイスページに現在表示されているサーバーだけが含まれます。
クエリのエラーが発生した場合、クエリに応答しなかったシステムは、iLO Web インターフェイスペ
ージおよび CSV ファイルから除外されます。

iLO 連携情報のエクスポートオプション
次の情報を iLO 連携ページからエクスポートできます。
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iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

クリティカルまたは劣化ステータスのシステム
マルチシステムビューページから、このリストをエクスポートします。
iLO ピアリスト
マルチシステムマップページから、このリストをエクスポートします。
影響するシステムリスト
次のページでの iLO 連携操作によって影響を受けたシステムのリストをエクスポートします。
•

グループ仮想メディア

•

グループ電力

•

グループファームウェアアップデート

•

グループライセンス

•

グループ構成

エクスポート機能は、グループ電力設定ページではサポートされていません。

iLO 連携マルチシステムビュー
マルチシステムビューページは、iLO 連携グループ内のサーバーモデル、サーバーのヘルス、およびクリ
ティカルおよび劣化したサーバーに関する概要を提供します。

サーバーヘルスおよびモデル情報の表示
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、マルチシステムビュータブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
3. オプション：サーバーのリストをフィルタリングするには、ヘルスステータス、サーバーモデル、ま
たはサーバー名のリンクをクリックします。

サーバーヘルスおよびモデルの詳細
•

ヘルス - 表示された各ヘルスステータスにあるサーバーの数。一覧表示された各ヘルスステータス内
のサーバーの総数の%も表示されます。

•

モデル - モデル番号でグループ化したサーバーのリスト。各モデル番号に対するサーバー総数の割合
（%）も表示されます。

•

クリティカルおよび劣化システム - ステータスがクリティカルまたは劣化であるサーバーのリスト。

クリティカルおよび劣化のステータスを持つサーバーの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、マルチシステムビュータブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。

iLO 連携マルチシステムビュー
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3. オプション：サーバーのリストをフィルタリングするには、ヘルスステータス、サーバーモデル、ま
たはサーバー名のリンクをクリックします。
4. 次へまたは前へ（使用できる場合）をクリックして、クリティカルおよび劣化システムリストのサー
バーをさらに表示します。
詳しくは
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法(96 ページ)

クリティカルおよび劣化のサーバーステータスの詳細
•

サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

システムヘルス - サーバーのヘルスステータス。

•

サーバー電源 - サーバー電源の状態（オンまたはオフ）。

•

UID インジケーター - サーバー UID LED の状態。UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境でサ
ーバーを特定し、その位置を見つけることができます。状態には、UID オン、UID オフ、および UID
点滅があります。

•

システム ROM - インストールされているシステム ROM バージョン。

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。iLO の Web インターフ
ェイスを開くには、iLO ホスト名列のリンクをクリックします。

•

IP アドレス - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。サーバーの iLO Web インターフェイス
を開くには、IP アドレス列のリンクをクリックします。

iLO 連携マルチシステムマップの表示
マルチシステムマップページには、ローカル iLO システムのピアに関する情報が表示されます。ローカル
iLO システムはマルチキャスト検出を使用してそのピアを識別します。
iLO 連携ページがロードされると、Web インターフェイスを実行する iLO システムからそのピアに、およ
びそれらのピアから他のピアに、選択したグループのすべてのデータが取得されるまでデータのリクエス
トが送信されます。
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、マルチシステムマップタブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
詳しくは
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法(96 ページ)

iLO ピアの詳細

98

•

# - ピア番号。

•

iLO UUID - iLO システムの UPnP UUID。

•

最後の参照 - サーバーからの前回の通信のタイムスタンプ。

•

最後のエラー - 表示されているピアとローカルの iLO システムの間での最新の通信エラーの説明。

•

Query Time（秒）- タイムアウトが発生した場合、この値を使用して、迅速に応答していないシステ
ムを識別できます。この値は、最新のクエリに適用されます。

iLO 連携マルチシステムマップの表示

•

Node Count - エラーが発生した場合、この値は、不足している可能性があるデータの量を示している
ことがあります。値がゼロであることは、直前のクエリがタイムアウトしたことを示します。この値
は、最新のクエリに適用されます。

•

URL - 表示されているピアの iLO Web インターフェイスを起動するための URL。

•

IP - ピアの IP アドレス。

iLO 連携グループの仮想メディア
グループ仮想メディアを使用すると、iLO 連携グループ内のサーバーからアクセスできるスクリプト方式
のメディアに接続できます。
•

スクリプト方式のメディアは、1.44 MB のディスケットイメージ（IMG）および CD/DVD-ROM イメー
ジ（ISO）のみをサポートします。イメージは、グループ化された iLO システムと同じネットワーク上
の Web サーバーに存在する必要があります。

•

同時に 1 種類のメディアしかグループに接続できません。

•

スクリプト方式のメディアの表示、接続、取り出しや、CD/DVD-ROM ディスクイメージからの起動が
できます。スクリプト方式のメディアを使用する場合は、ディスケットや CD/DVD-ROM のディスク
イメージを Web サーバーに保存し、URL を使用してそのディスクイメージに接続します。iLO では
HTTP または HTTPS 形式の URL を使用できます。iLO は FTP をサポートしていません。

•

仮想メディア機能を使用する前に、仮想メディアオペレーティングシステムに関する注意事項を確認
してください。

グループのスクリプト方式のメディアの接続
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、仮想メディア権限をグループに認めている。

手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループ仮想メディアタブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
接続するスクリプト方式のメディアは、選択したグループ内のすべてのシステムで利用可能になりま
す。
3. 仮想フロッピーに接続セクション（IMG ファイル）または CD/DVD-ROM を接続セクション（ISO フ
ァイル）のスクリプトメディア URL ボックスにスクリプト方式のメディアディスクイメージの URL
を入力します。
4. 次のサーバー再起動時にのみこのディスクイメージからグループ内のサーバーを起動する場合は、次
回リセット時に起動チェックボックスを選択します。
イメージは 2 番目のサーバー再起動時に自動的に取り出されるので、サーバーは一度しかこのイメー
ジから起動しません。
このチェックボックスを選択しない場合、イメージは手動で取り出すまで接続されたまま残ります。
また、サーバーは、システムブートオプションがそのように構成されている場合、以後のすべてのサ
ーバーリセットでイメージから起動します。

iLO 連携グループの仮想メディア
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次回のリセット時にブートチェックボックスを有効にしているときにグループ内のサーバーが POST
を実行していると、POST の実行時にサーバーのブート順序を変更できないためにエラーが発生しま
す。POST が終了するのを待ってから、再試行してください。
5. メディアの挿入をクリックします。
iLO はコマンドの結果を表示します。

グループのスクリプト方式のメディアのステータス表示
手順
ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループ仮想メディアタブをクリックします。

スクリプト方式のメディアの詳細
スクリプト方式のメディアが iLO 連携グループ内のシステムに接続している場合、仮想フロッピーステー
タスセクションと仮想 CD/DVD-ROM ステータスセクションに、次の詳細が示されます。
•

メディアが挿入されました - 接続されている仮想メディアの種類。スクリプト方式のメディアが接続
されている場合、スクリプトメディアと表示されます。

•

イメージが接続されました - 仮想メディアデバイスが接続されているかどうかを示します。

•

イメージ URL - 接続されているスクリプト方式のメディアを指し示す URL。

メディアが接続されている場合にのみ、仮想フロッピーステータスおよび仮想 CD/DVD-ROM ステータス
セクションが表示されます。

スクリプト方式のメディアデバイスの取り出し
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、仮想メディア権限をグループに認めている。

手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループ仮想メディアタブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
取り出すスクリプト方式のメディアデバイスは、選択したグループ内のすべてのシステムから切断さ
れます。
3. 仮想フロッピーステータスセクションまたは仮想 CD/DVD-ROM ステータスセクションのメディアの
取り出しをクリックします。

グループ仮想メディアの操作の影響を受けるサーバー
影響するシステムセクションには、グループ仮想メディアの操作を開始すると影響を受けるサーバーにつ
いて、次の詳細が表示されます。
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•

サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

サーバー電源 - サーバー電源の状態（オンまたはオフ）。

グループのスクリプト方式のメディアのステータス表示

•

UID インジケーター - UID LED の状態。UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境でサーバーを
特定し、その位置を見つけることができます。状態には、UID オン、UID オフ、および UID 点滅があ
ります。

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。サーバーの iLO Web イ
ンターフェイスを開くには、iLO ホスト名列のリンクをクリックします。

•

IP アドレス - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。サーバーの iLO Web インターフェイス
を開くには、IP アドレス列のリンクをクリックします。

次へまたは前へ（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示します。
詳しくは
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法(96 ページ)

iLO 連携グループ電力
グループ電力機能では、iLO Web インターフェイスを実行するシステムから複数のサーバーの電力を管理
することができます。この機能を使用して、以下を行います。
•

オンまたはリセット状態にあるサーバーのグループに対して、電源を切る、リセットする、または電
源再投入を行う。

•

オフ状態にあるサーバーのグループに対して電源を入れる。

•

グループ電力ページの仮想電源ボタンセクションでボタンをクリックすると影響を受けるサーバーの
リストを表示する。

サーバーグループの電力状態の変更
グループ電力ページの仮想電源ボタンセクションには、グループ内のサーバーの現在の電源状態をまとめ
ています。概要情報として、ON、OFF、またはリセット状態のサーバーの合計数が含まれます。 システ
ム電源概要は、ページが初めて開かれるときのサーバー電源の状態を示します。システム電源情報を更新
するには、ブラウザーの更新機能を使用します。
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、仮想電源およびリセット権限をグループに認めている。

手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループ電力タブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
iLO は電力状態別にグループ化されたサーバーを表示し、各状態のサーバーの合計数を示すカウンター
も表示します。
3. サーバーのグループの電力状態を変更するには、次のいずれかを実行します。
•

オンまたはリセット状態にあるサーバーの場合は、次のいずれかのボタンをクリックします。

iLO 連携グループ電力
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◦

瞬間的に押す

◦

押し続ける

◦

リセット

◦

コールドブート

オフ状態にあるサーバーの場合は、瞬間的に押すボタンをクリックします。
オフ状態にあるサーバーでは、押し続ける、リセット、およびコールドブートオプションは使用でき
ません。
4. 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。
仮想電源ボタンの作動に対してグループ化されたサーバーが応答する間、iLO には進行状況バーが表示
されます。進行状況バーには、コマンドの実行に成功したサーバーの数が示されます。
コマンド結果セクションには、電源状態の変更に関連したエラーメッセージなど、コマンドのステー
タスおよび結果が表示されます。

仮想電源ボタンのオプション
•

瞬間的に押す - 物理的な電源ボタンを押す場合と同じです。
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適切なシャットダウンを開始するか、また
はこのイベントを無視するように構成されている場合があります。仮想電源ボタンを使用してシャッ
トダウンを実行する前に、Hewlett Packard Enterprise はシステムコマンドを使用して適切なオペレー
ティングシステムシャットダウンを完了することをおすすめします。

•

押し続ける - 物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続け、離すことと同じです。
この操作の結果、選択したグループ内のサーバーの電源がオフになります。このオプションを使用す
ると、適切なオペレーティングシステムの終了に影響する場合があります。
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は、瞬間的に押すと押し続けるによって動作が異なります。

•

リセット - 選択したグループ内の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。このオプションを使用すると、適切なオペレーティングシステムの終了に影響し
ます。

•

コールドブート - 選択したグループ内のサーバーの電源をただちに切ります。プロセッサー、メモリ、
および I/O リソースは、メインの電力が失われます。サーバーは、約 6 秒後再起動します。このオプ
ションを使用すると、適切なオペレーティングシステムの終了に影響します。

仮想電源ボタンによって影響を受けるサーバー
影響するシステムリストには、仮想電源ボタンの動作を開始すると影響を受けるサーバーについて、次の
詳細が示されます。
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•

サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

サーバー電源 - サーバー電源の状態（オンまたはオフ）。

•

UID インジケーター - UID LED の状態。UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境でサーバーを
特定し、その位置を見つけることができます。状態には、UID オン、UID オフ、および UID 点滅があ
ります。

仮想電源ボタンのオプション

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。サーバーの iLO Web イ
ンターフェイスを開くには、iLO ホスト名列のリンクをクリックします。

•

IP アドレス - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。サーバーの iLO Web インターフェイス
を開くには、IP アドレス列のリンクをクリックします。

次へまたは前へ（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示します。
詳しくは
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法(96 ページ)

グループ消費電力上限の構成
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、iLO 設定権限をグループに認めている。

手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループ電力設定タブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
このページで行った変更は、選択したグループ内のすべてのシステムに影響します。
3. 手動の電力消費上限を有効チェックボックスを選択します。
4. 電力消費上限値を W、BTU/時、または%で入力します。
%は、最大電力値と最小電力値の差です。消費電力上限の値は、サーバー最小電力値より下には設定で
きません。
5. オプション：値が W で表示されているときは、値を BTU/時で表示をクリックして表示を BTU/時に変
更します。値が BTU/時で表示されている場合、表示を W に変更するには値をワットで表示をクリッ
クします。
6. 適用をクリックします。

グループ消費電力上限の注意事項
グループ電力設定機能では、iLO Web インターフェイスを実行するシステムから、複数のサーバーの消費
電力上限を動的に設定することができます。
•

グループ消費電力上限を設定している場合、グループ化されたサーバーは、消費電力上限を超えない
ように電力を共有します。電力はビジー状態のサーバーにより多く割り当てられ、アイドル状態のサ
ーバーにはより少ない電力が割り当てられます。

•

グループに対して設定した消費電力上限は、個々のサーバーの電力設定ページで設定できる消費電力
上限とともに動作します。

•

エンクロージャーまたは個々のサーバーレベルで構成されている消費電力上限や、別の iLO 連携グル
ープによって構成されている消費電力上限がサーバーに影響を与える場合は、他のグループの消費電
力上限によりそのサーバーに割り当てられる電力が少なくなる可能性があります。

•

消費電力上限が設定されている場合、グループ化されたサーバーの平均電力測定値は、消費電力上限
値以下である必要があります。

•

POST 実行中、ROM は最大電力測定値と最小電力測定値を決定する 2 つの電力テストを実行します。

グループ消費電力上限の構成
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消費電力上限の設定を決定するときは、HPE 自動グループ消費電力上限の設定の表の値を考慮してく
ださい。
◦

最大利用可能電力 - グループ内のすべてのサーバーの総電源容量。この値は、最大消費電力上限値
のしきい値です。グループ内のサーバーはこの値を超えてはいけません。

◦

サーバー最大電力 - グループ内のすべてのサーバーの最大電力測定値。この値は、最小ハイパフォ
ーマンス上限のしきい値で、現在の構成でグループ内のサーバーが使用する最大電力を表します。
この値に設定されている消費電力上限は、サーバーのパフォーマンスに影響を与えません。

◦

サーバー最小電力 - グループ内のすべてのサーバーの最小電力測定値。この値は、最小消費電力上
限のしきい値で、グループ内のサーバーが使用する最小電力を表します。この値に設定されている
消費電力上限は、サーバーの電力使用量を最小化するため、その結果サーバーのパフォーマンスが
低下します。

•

消費電力上限は、一部のサーバーではサポートされていません。詳しくは、サーバーの仕様書を参照
してください。

•

一部のサーバーの消費電力上限設定は、iLO Web インターフェイスの外部で次のようなツールを使用
して管理する必要があります。
◦

HPEAdvanced Power Manager

サーバーでサポートされる電力管理機能について詳しくは、http://www.hpe.com/info/qs でサーバー
の仕様書を参照してください。

グループ消費電力上限情報の表示
始める前に
この機能をサポートする iLO 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 iLO 連携をクリックして、グループ電力設定タブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
3. オプション：値が W で表示されているときは、値を BTU/時で表示をクリックして表示を BTU/時に変
更します。値が BTU/時で表示されている場合、ワット単位での表示に変更するには値をワットで表示
をクリックします。

消費電力上限の詳細
•

•
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HPE 自動グループ電力消費上限の設定 - このセクションには、以下の詳細が表示されます。
◦

計測された電力値 - 最大利用可能電力、サーバー最大電力、およびサーバー最小電力。

◦

電力消費上限値 - 電力消費上限値（設定されている場合）。

現在の状態 - このセクションには、以下の詳細が含まれています。

グループ消費電力上限情報の表示

•

◦

現在の電力読み取り値 - 選択されたグループの現在の電力読み取り値。

◦

現在の消費電力上限値 - 選択したグループに割り当てられている電力の合計量。消費電力上限が
設定されていない場合、この値はゼロです。

このシステムへのグループの電力割当て - ローカル iLO システムに影響を及ぼすグループ消費電力上
限と、各グループ消費電力上限によってローカル iLO システムに割り当てられる電力の量が一覧表示
されます。消費電力上限が設定されていない場合、割り当て電力値はゼロです。

iLO 連携グループのファームウェアアップデート
グループファームウェアアップデート機能では、ファームウェア情報を参照したり、iLO Web インターフ
ェイスを実行するシステムから複数のサーバーのファームウェアを更新したりできます。次のファーム
ウェアタイプが iLO 連携でサポートされています。
•

iLO ファームウェア

•

システム ROM（BIOS）

•

シャーシファームウェア（パワーマネジメント）

•

パワーマネジメントコントローラー

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）

•

NVMe バックプレーンファームウェア

•

言語パック

複数のサーバーのファームウェアの更新
始める前に
•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、iLO 設定権限をグループに認めている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

手順
1. サポートされているファームウェアを、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://
www.hpe.com/support/hpesc）からダウンロードしてください。
詳しくは、iLO ファームウェアイメージファイルの入手(73 ページ)またはサポートされるサーバーフ
ァームウェアイメージファイルの入手(74 ページ)を参照してください。
2. Web サーバーにファームウェアファイルを保存します。
3. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループファームウェアアップデートタブをクリ
ックします。
4. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
このページでファームウェアアップデートを開始すると、選択したグループ内のすべてのシステムが
影響を受けます。
5. オプション：ファームウェアのバージョン、フラッシュステータス、または TPM または TM オプショ
ン ROM 計測ステータスリンクをクリックして、影響を受けたシステムのリストをフィルタリングしま
す。

iLO 連携グループのファームウェアアップデート
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注意:
TPM または TM がインストールされているサーバーでシステム ROM または iLO ファームウェ
アのアップデートを実行しようとすると、iLO は、TPM または TM に情報を保存しているすべて
のソフトウェアを一時停止またはバックアップするように求めます。たとえば、ドライブ暗号化
ソフトウェアを使用している場合は、ファームウェアの更新を開始する前に停止してください。
この指示に従わない場合、ご使用のデータにアクセスできなくなる可能性があります。
6. ファームウェアアップデートセクションで、Web サーバーのファームウェアファイルへの URL を入力
し、ファームウェアのアップデートをクリックします。
入力する URL は、http://<server.example.com>/<subdir>/iLO 5_<yyy>.bin です。ここ
で、<yyy>はファームウェアバージョンを表します。
選択した各システムがファームウェアイメージをダウンロードし、それをフラッシュしようと試みま
す。
フラッシュステータスセクションが更新され、iLO はアップデートが進行中であることを通知します。
アップデートが完了すると、ファームウェア情報セクションが更新されます。
ファームウェアイメージがシステムに対して無効か、署名が不適切またはない場合、iLO はイメージを
拒否し、フラッシュステータスセクションに、影響を受けるシステムのエラーが表示されます。
ファームウェアアップデートの種類によっては、新しいファームウェアを有効にするために、システ
ムのリセット、iLO のリセット、またはサーバーの再起動が必要になる場合があります。
詳しくは
iLO ファームウェアイメージファイルの入手(73 ページ)
サポートされるサーバーファームウェアイメージファイルの入手(74 ページ)

グループファームウェア情報の表示
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループファームウェアアップデートタブをクリ
ックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
3. オプション：ファームウェアのバージョン、フラッシュステータス、または TPM または TM オプショ
ン ROM 計測ステータスリンクをクリックして、表示されるシステムのリストをフィルタリングしま
す。

ファームウェアの詳細
ファームウェア情報セクションには、以下の情報が表示されます。
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•

サポート対象の各 iLO ファームウェアバージョンのサーバー数。リストされているファームウェアの
バージョンを搭載するサーバーの総数の割合（%）も表示されます。

•

グループ化されたサーバーのフラッシュステータス。一覧表示されたステータスのサーバーの総数
の%も表示されます。

•

グループ化されたサーバーの TPM または TM オプション ROM 計測ステータス。一覧表示されたス
テータスのサーバーの総数の%も表示されます。

•

システム ROM のバージョンごとのサーバーの数。一覧表示されたシステム ROM バージョンを搭載
するサーバーの総数の%も表示されます。

グループファームウェア情報の表示

グループのファームウェアアップデートの影響を受けるサーバー
影響するシステムリストには、ファームウェアアップデートによって影響を受けるサーバーについて、次
の詳細が示されます。
•

サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

システム ROM - インストールされているシステム ROM（BIOS）。

•

iLO ファームウェアバージョン - インストールされている iLO ファームウェアバージョン。

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。サーバーの iLO Web イ
ンターフェイスを開くには、iLO ホスト名列のリンクをクリックします。

•

IP アドレス - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。サーバーの iLO Web インターフェイス
を開くには、IP アドレス列のリンクをクリックします。

次へまたは前へ（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示します。
詳しくは
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法(96 ページ)

ライセンスキーのインストール（iLO 連携グループ）
グループライセンスページには、選択した iLO 連携グループのメンバーのライセンスステータスが表示さ
れます。以下の手順を使用して、キーを入力して、ライセンス済みの iLO 機能を有効にします。
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

iLO 連携グループの各メンバーが、iLO 設定権限をグループに認めている。

•

選択したサーバーの数に対するライセンスキーが付与されています。

手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループライセンスタブをクリックします。
2. オプション：影響を受けたシステムのリストをフィルタリングするには、ライセンスタイプまたはス
テータスリンクをクリックします。
3. オプション：すでにキーがインストールされているサーバー上でライセンスキーをインストールした
場合、現在のキーは新しいキーに置き換えられます。既存のライセンスを置き換えたくない場合は、
ステータスセクションの Unlicensed をクリックして、ライセンスが適用されていないサーバーにのみ
ラインセンスをインストールします。
4. アクティベーションキーボックスにライセンスキーを入力します。
5. アクティベーションキーボックスで、セグメント間でカーソルを移動するには、Tab キーを押す、ま
たはボックスのセグメントの内側をクリックします。 アクティベーションキーボックスのセグメント
にデータを入力すると、カーソルは自動的に次に進みます。
6. インストールをクリックします。
EULA 確認ダイアログボックスが開きます。
エンドユーザー使用許諾契約の詳細は、ライセンスパックオプションキットに記載されています。
7. OK をクリックします。

グループのファームウェアアップデートの影響を受けるサーバー

107

ライセンス情報セクションは更新され、選択したグループ用の新しいライセンスの詳細を表示します。
詳しくは
iLO ライセンス(217 ページ)

ライセンスインストールの影響を受けるサーバー
影響するシステムセクションには、ライセンスキーをインストールする場合に影響を受けるサーバーに関
する、次の詳細が表示されます。
•

サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

ライセンス - インストールされているライセンスタイプ。

•

iLO ファームウェアバージョン - インストールされている iLO ファームウェアバージョン。

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。サーバーの iLO Web イ
ンターフェイスを開くには、iLO ホスト名列のリンクをクリックします。

•

IP アドレス - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。サーバーの iLO Web インターフェイス
を開くには、IP アドレス列のリンクをクリックします。

次へまたは前へ（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示します。
詳しくは
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法(96 ページ)

ライセンス情報の表示
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループライセンスタブをクリックします。
2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。
3. オプション：サーバーのリストをフィルタリングするには、ライセンス情報セクションのライセンス
タイプまたはステータスリンクをクリックします。

iLO 連携グループのライセンスの詳細
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•

タイプ - 一覧表示されている各ライセンスタイプのあるサーバーの数。一覧表示されている各ライセ
ンスタイプを持つサーバーの総数の%も表示されます。

•

ステータス - 一覧表示されている各ライセンスステータスのあるサーバーの数。各ライセンスステー
タスのあるサーバーの総数の%も表示されます。以下のステータス値が表示されます。
◦

Evaluation - 有効な評価ライセンスをインストールします。

◦

Expired - 期限切れの評価ライセンスがインストールされています。

◦

Perpetual - 有効な iLO ライセンスがインストールされています。このライセンスに有効期限はあ
りません。

◦

Unlicensed - 工場出荷時のデフォルト（iLO Standard）機能が有効化されています。

ライセンスインストールの影響を受けるサーバー

iLO 統合リモートコンソール
iLO 統合リモートコンソールは、ホストサーバーのディスプレイ、キーボード、およびマウスを制御する
ために使用できるグラフィックリモートコンソールです。統合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。
統合リモートコンソールアクセスを使用すれば、サーバーが起動するときの POST メッセージを確認する
ことができ、また ROM ベースのセットアップアクティビティを開始してサーバー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場合、統合リモートコン
ソールにより（使用許諾されている場合）、インストール作業の全体をホストサーバーの画面に表示して、
制御することができます。
統合リモートコンソールのアクセスオプション
•

.NET IRC - Windows クライアント上のサポートされるブラウザーを介して単一のコンソールから仮
想電源や仮想メディアを制御できるように、システム KVM へのアクセスを提供します。標準機能に加
えて、.NET IRC は、コンソールの取得、共有コンソール、仮想フォルダー、およびスクリプト方式の
メディアをサポートします。

•

Java Web Start and Java Applet - システム KVM へのアクセスを提供して、仮想電源と仮想メディア
の制御を可能にします。標準機能に加えて、Java IRC には iLO ディスクイメージツールとスクリプト
方式のメディアが含まれます。

•

スタンドアロン IRC（HPLOCONS） - iLO の Web インターフェイスを使用せずに、Windows デスク
トップからすべての iLO 統合リモートコンソール機能に直接アクセスできます。HPLOCONS の機能
と要件は、iLO の Web インターフェイスから起動される.NET IRC アプリケーションと同じです。
HPLOCONS は、Web サイト http://www.hpe.com/support/ilo5 からダウンロードしてください。

•

iOS デバイスおよび Android デバイス用の iLO Mobile アプリケーション - サポートされる携帯電話
やタブレットから統合リモートコンソールにアクセスする機能を提供します。詳しくは、http://
www.hpe.com/info/ilo/mobileapp を参照してください。

統合リモートコンソールの使用に関する情報とヒント
•

リモートコンソール権限を持つユーザーが、.NET IRC および Java IRC を使用できます。

•

ブレードサーバーでは、統合リモートコンソールは常に有効です。

•

ブレード以外のサーバーで、OS の起動後に統合リモートコンソールを使用するには、ライセンスをイ
ンストールする必要があります。
ライセンスがインストールされているかどうかを確認するには、ナビゲーションツリーで管理をクリ
ックし、ライセンスタブをクリックします。

•

Oracle Java ランタイム環境で Windows または Linux を使用する場合、Java IRC は、iLO Web インタ
ーフェイスから起動される Java Web Start アプリケーションです。このアプリケーションは、Web ブ
ラウザーの外部にある別のウィンドウで実行されます。起動時に空白のセカンダリウィンドウが開き
ます。Java IRC がロードされた後は、このウィンドウを閉じないでください。

•

OpenJDK Java ランタイム環境で Linux を使用する場合、Java IRC は、iLO Web インターフェイスか
ら起動される Java アプレットです。このアプレットは、別のウィンドウで実行されます。

•

OpenJDK での Java IRC のみ：iLO の Web インターフェイスウィンドウを更新するか閉じると、リモ
ートコンソール接続は終了します。リモートコンソール接続が終了すると、スクリプト方式のメディ
アを使用して接続されていたデバイスを除き、Java IRC で接続されていた仮想メディアデバイスにア
クセスできなくなります。

•

統合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。

iLO 統合リモートコンソール
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•

iLO 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統合リモートコ
ンソールを実行しないでください。

•

Hewlett Packard Enterprise は、統合リモートコンソールを通じてサーバーにログインするユーザーに、
コンソールを閉じる前にログアウトすることをおすすめします。

•

ポップアップブロッカーは.NET IRC や Java IRC アプレットの実行を不可能にします。このため、統
合リモートコンソールのセッションを開始する前にポップアップブロッカーを無効にする必要があり
ます。場合によっては、リモートコンソール起動ボタンを Ctrl を押したままクリックすることでポッ
プアップブロックをバイパスできることがあります。この制限は、Java IRC Web Start アプリケーシ
ョンには適用されません。

•

一部のブラウザーは、Java プラグインをサポートしていません。代わりに以下の方法を使用できます。

•
•
•

◦

Windows ユーザー：Java IRC の Java Web Start アプリケーションを使用します。

◦

Oracle JRE を使用する Linux ユーザー：Java IRC の Java Web Start アプリケーションを使用しま
す。

◦

OpenJDK JRE を使用する Linux ユーザー：Java IRC アプレットを使用します。

統合リモートコンソールセッションがアクティブの場合、UID LED が点滅します。
統合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。
アイドル接続タイムアウトでは、ユーザーの操作がないまま経過し、統合リモートコンソールセッシ
ョンが自動的に終了するまでの時間を指定します。仮想メディアデバイスが接続されている場合、こ
の値は統合リモートコンソールセッションに影響を与えません。
アイドル接続タイムアウトについて詳しくは、アクセス設定を参照してください。

•

統合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します。

.NET IRC 要件
Microsoft .NET Framework
.NET IRC は、.NET Framework の次のバージョンのいずれかを必要とします。
•

.NET Framework 3.5 Full（SP1 を推奨）

•

.NET Framework 4.0 Full

•

.NET Framework 4.5

•

.NET Framework 4.6

Windows 7、8、8.1、および 10 では、サポートされる.NET Framework バージョンは、OS に含まれてい
ます。.NET Framework は、Microsoft ダウンロードセンター（http://www.microsoft.com/download）で
も入手できます。
.NET Framework バージョン 3.5 および 4.0 には、デプロイメントオプションの Full と Client Profile があ
ります。Client Profile は、Full フレームワークの一部にあたります。.NET IRC は、Full フレームワークを
使用する場合にのみサポートされます。Client Profile はサポートされません。.NET Framework のバージ
ョン 4.5 以降には、Client Profile オプションはありません。
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Microsoft ClickOnce
.NET IRC は、.NET Framework の一部である Microsoft ClickOnce を使用して起動します。ClickOnce で
は、SSL 接続からインストールされるすべてのアプリケーションが信頼できるソースからのものでなけれ
ばなりません。ブラウザーが iLO システムを信頼するように設定されていないときに IRC は iLO 内の信
頼された証明書を要求しますの設定が有効に設定されている場合、ClickOnce に次のエラーメッセージが
表示されます。
アプリケーションを起動できません。アプリケーションのダウンロードは成功しませんでした。
•

Mozilla Firefox では、.NET アプリケーションを起動するためにアドオンが必要です。Microsoft .NET
Framework Assistant のような ClickOnce アドオンがあると、Mozilla Firefox のサポートされるバージ
ョンから.NET IRC を起動できます。.NET Framework Assistant は、http://addons.mozilla.org/からダ
ウンロードできます。

•

Google Chrome の以前のバージョンでは、ClickOnce をサポートする NPAPI プラグインを使用し
て.NET IRC を実行できました。Google Chrome バージョン 42 以降では、NPAPI ベースのプラグイン
がサポートされません。
回避策として、以下のいずれかを使用してください。
◦

別のブラウザーの.NET IRC

◦

スタンドアロン.NET IRC

◦

Java IRC。

◦

iLO モバイルアプリケーション。

統合リモートコンソールの起動
.NET IRC の起動
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

システムが.NET IRC を使用する要件を満たしている。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. 起動ボタンをクリックします。

Microsoft ClickOnce
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概要ページから.NET IRC の起動
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

システムが.NET IRC を使用する要件を満たしている。

手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、概要タブをクリックします。
2. .NET リンクをクリックします。

Java IRC の起動（Oracle JRE）
この手順を使用して、Windows または Linux と Oracle JRE の環境で Java IRC を起動します。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

システムが Java IRC を使用する要件を満たしている。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Web Start ボタンをクリックします。
•

Internet Explorer：ブラウザーが、Java IRC JNLP ファイルを開くように要求します。

•

Firefox：ブラウザーが、Java IRC JNLP ファイルを保存するように要求します。

•

Chrome：ブラウザーが Java IRC JNLP ファイルをダウンロードします。

3. JNLP ファイルを開きます。
•

Internet Explorer：ファイルを開くためのプロンプトをクリックします。

•

Firefox：ダウンロードした JNLP ファイルを保存して開きます。

•

Chrome：ダウンロードした JNLP ファイルを開きます。

4. アプリケーションの実行を確認するプロンプトが表示されたら、実行をクリックします。
実行をクリックしないと、Java IRC は起動しません。
5. セキュリティ警告ダイアログボックスが表示された場合は、続行をクリックします。
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続行をクリックしないと、Java IRC は起動しません。

Java IRC の起動（OpenJDK JRE）
Linux と OpenJDK JRE の環境で Java IRC を起動するには、この手順を使用します。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

システムが Java IRC を使用する要件を満たしている。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. アプレットボタンをクリックします。
3. セキュリティ警告ダイアログボックスまたは確認ダイアログボックスが表示され場合は、画面の指示
に従って続行します。

概要ページから Java IRC の起動
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

システムが Java IRC を使用する要件を満たしている。

手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、概要タブをクリックします。
2. Java Web Start リンクをクリックします。
お使いの Web ブラウザーによっては、Java IRC を開始するのに、ダウンロードしたファイルを開く必
要があります。

リモートコンソールの取得
別のユーザーがリモートコンソールで作業している場合、そのユーザーからリモートコンソールを取得す
ることができます。

Java IRC の起動（OpenJDK JRE）
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始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. 使用するリモートコンソールのボタンをクリックします。
別のユーザーがリモートコンソールで作業していることが iLO から通知されます。
3. 取得をクリックします。
他のユーザーは、リモートコンソールを取得する許可を承認するか拒否するように求められます。
10 秒の間に応答がない場合、許可が付与されます。

リモートコンソールの仮想電源スイッチの使用
リモートコンソールの電源スイッチメニューを使用して、iLO 仮想電源ボタン機能にアクセスします。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC または Java IRC を起動します。
3. リモートコンソールの電源スイッチメニューから次のいずれかのオプションを選択します。
•

瞬間的に押す

•

押し続ける

•

コールドブート

•

リセット

サーバーの電源が入っていない場合、押し続ける、リセット、およびコールドブートオプションは使
用できません。
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仮想電源ボタンのオプション
•

瞬間的に押す - 物理的な電源ボタンを押す場合と同じです。サーバーの電源が切れている場合は、瞬
間的に押すを押すとサーバーに電源が投入されます。
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適切なシャットダウンを開始するか、また
はこのイベントを無視するように設定される場合があります。仮想電源ボタンを使用してシャットダ
ウンを実行する前に、Hewlett Packard Enterprise はシステムコマンドを使用して適切なオペレーティ
ングシステムシャットダウンを完了することをおすすめします。

•

押し続ける - 物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続け、離すことと同じです。
サーバーはこの操作の結果、電源がオフになります。このオプションは、オペレーティングシステム
の適切な終了機能に影響する場合があります。
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は、瞬間的に押すと押し続けるによって動作が異なります。

•

リセット - 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適切な終了機能に影響する場合があります。

•

コールドブート - サーバーからただちに電源を切断します。プロセッサー、メモリ、および I/O リソ
ースは、メインの電力が失われます。サーバーは、約 6 秒後再起動します。このオプションは、オペ
レーティングシステムの適切な終了機能に影響する場合があります。

リモートコンソールからの iLO 仮想メディアの使用
リモートコンソールから仮想メディア機能を使用する手順については、リモートコンソール仮想メディア
(139 ページ)を参照してください。

共有リモートコンソール（.NET IRC 専用）
共有リモートコンソールにより、同じサーバーで複数のセッションの接続が可能です。この機能は、トレ
ーニングやトラブルシューティングのような活動に使用できます。
通常、リモートコンソールセッションを開始する最初のユーザーがサーバーに接続し、セッションリーダ
ーに指名されます。リモートコンソールアクセスを要求する以後のユーザーは、サテライトクライアント
接続のアクセス要求を開始します。セッションリーダーのデスクトップに各アクセス要求用のダイアロ
グボックスが表示され、要求者のユーザー名と DNS 名（使用できる場合）または IP アドレスを識別しま
す。セッションリーダーは、アクセスを許可または拒否することができます。応答がない場合、アクセス
は拒否されます。
共有リモートコンソールは、セッションリーダー指定を別のユーザーに渡したり、障害後にユーザーを再
接続したりしません。障害後にユーザーアクセスを許可するには、リモートコンソールセッションを再起
動します。
共有リモートコンソールセッション中、セッションリーダーはすべてのリモートコンソール機能にアクセ
スできますが、他のすべてのユーザーはキーボードとマウスにアクセスできるだけです。サテライトクラ
イアントは、仮想電源や仮想メディアを制御できません。
まず、iLO がクライアントを認証することで共有リモートコンソールセッションを暗号化し、次に、セッ
ションリーダーが新しい接続を許可するかどうかを決定します。

仮想電源ボタンのオプション
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共有リモートコンソールセッションへの参加
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET リモートコンソール(.NET IRC)セクションで起動をクリックします。
.NET IRC が使用中であることを通知するメッセージが表示されます。
3. 共有をクリックします。
セッションリーダーは、.NET IRC セッションへの参加のリクエストを受信します。
セッションリーダーがはいをクリックすると、ユーザーは.NET IRC セッションへのアクセスを許可さ
れ、キーボードやマウスを使えるようになります。

コンソールの取得（.NET IRC 専用）
コンソールの取得を使用すると、起動、ASR イベント、および検出されたオペレーティングシステムの
不具合のようなイベントのビデオストリームを記録し、再生することができます。iLO がサーバー起動シ
ーケンスとサーバー事前障害シーケンスを自動的に取得します。コンソールビデオの録画を手動で開始
および停止することもできます。
•

コンソールの取得は、.NET IRC ではサポートされますが、Java IRC ではサポートされません。

•

コンソールの取得は.NET IRC のみで使用できます。XML スクリプティングや CLP からはアクセスで
きません。

•

サーバー起動シーケンスとサーバー事前障害シーケンスは、ファームウェアのアップデート中または
リモートコンソールの使用中には自動的に取得されません。

•

サーバー起動シーケンスとサーバー事前障害シーケンスは、自動的に iLO メモリに保存されます。こ
れらは、ファームウェアのアップデート時、iLO のリセット時、および電源の消失時には失われま
す。.NET IRC を使用すると、取得したビデオをローカルドライブに保存できます。

•

サーバー起動ファイルは、サーバーの起動が検出されたときに取得を開始し、容量が不足したときに
停止します。このファイルは、サーバーが起動するたびに上書きされます。

•

サーバー事前障害ファイルは、サーバー起動ファイルがいっぱいになったときに取得を開始し、iLO が
ASR イベントを検出したときに停止します。サーバー事前障害ファイルは、iLO が ASR イベントを検
出したときにロックされます。ファイルのロックが解除され、.NET IRC を介してダウンロードした後
でファイルが上書き可能になります。

•

コンソール取得コントロールボタンは、.NET IRC セッションウィンドウの下部にあります。
以下のコントロールがあります。
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◦

スタートにスキップ - ファイルの最初から再生を再開します。

◦

一時停止 - 再生を一時停止します。

◦

再生 - 現在選択されているファイルが再生されていなかったり一時停止されている場合は、再生を
開始します。

◦

録画 - .NET IRC セッションを記録します。

◦

プログレスバー - ビデオセッションの進行状況が示されます。

カーソルをコントロール上で動かすと各ボタンを確認できます。

サーバー起動シーケンスとサーバー事前障害シーケンスの表示
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC を起動します。
3. 再生ボタンをクリックします。
再生ソースダイアログボックスが表示されます。
4. サーバースタートアップまたはサーバー事前障害を選択します。
5. 開始をクリックします。

サーバー起動ビデオファイルとサーバー事前障害ビデオファイルの保存
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC を起動します。
3. 再生ボタンをクリックします。

サーバー起動シーケンスとサーバー事前障害シーケンスの表示
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再生ボタンは緑色の三角形のアイコンで示され、リモートコンソールウィンドウの下部にあるツール
バーにあります。
4. サーバースタートアップまたはサーバー事前障害を選択します。
5. 開始をクリックします。
6. 再生ボタンを再びクリックして、再生を停止します。

リモートコンソールを使用したビデオファイルの取得
この手順を使用して、サーバー起動およびサーバー事前障害以外のシーケンスのビデオファイルを手動で
取得します。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC を起動します。
3. 録画ボタンをクリックします。
ビデオの保存ダイアログボックスが開きます。
4. ファイル名と保存位置を入力し、保存をクリックします。
5. 録画が終了したら、もう一度録画ボタンを押して録画を停止します。

保存したビデオファイルの表示
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC を起動します。
3. 再生ボタンをクリックします。
再生ソースダイアログボックスが表示されます。
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4. ファイルからボックスの横にある虫眼鏡アイコンをクリックします。
5. ビデオファイルに移動し、開くをクリックします。
リモートコンソールで取得したビデオファイルは、iLO ファイルタイプを使用します。
6. 開始をクリックします。

リモートコンソールのホットキー
プログラムリモートコンソールホットキーページを使用すると、リモートコンソールセッション中に使用
する最大 6 つのホットキーを定義できます。各ホットキーは、ホットキーを押すとホストサーバーへ送信
される最大 5 つのキーの組み合わせを表します。ホットキーは、.NET IRC、Java IRC、およびテキスト
ベースのリモートコンソールを使用するリモートコンソールセッション中アクティブです。
ホットキーが設定されていない場合、たとえば、Ctrl+V は NONE、NONE、NONE、NONE、NONE に設
定され、このホットキーは無効になります。サーバーオペレーティングシステムは、Ctrl+V を通常のよう
に解釈します（この例では「貼り付け」）。別のキーの組み合わせを使用するように Ctrl+V を設定すると、
サーバーオペレーティングシステムは iLO に設定されたキーの組み合わせを使用します（貼り付け機能が
なくなります）。
例 1：Alt+F4 をリモートサーバーに送信したいが、このキーの組み合わせを押すとブラウザーが閉じる場
合は、Alt+F4 のキーの組み合わせをリモートサーバーに送信するようにホットキー Ctrl+X を構成するこ
とができます。ホットキーの設定後は、リモートサーバーに Alt+F4 を送信したいとき、リモートコンソ
ールウィンドウで Ctrl+X を押します。
例 2：国際キーボードの AltGR キーをリモートサーバーに送信してホットキーを作成したい場合は、キー
リストの R_ALT を使用します。

ホットキーの作成
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、ホットキータブをクリックし
ます。
2. 作成するホットキーごとに、リモートサーバーに送信するキーの組み合わせを選択します。
ホットキーを構成して国際キーボードからのキーシーケンスを生成するには、国際キーボード上の目
的のキーと同じ位置にある US キーボードのキーを選択します。リモートコンソールのコンピュータ
ーロックキーとホットキーを設定するためのキー(119 ページ)はホットキーを設定するときに使用で
きるキーを示します。
3. ホットキーを保存をクリックします。
iLO は、ホットキーの設定が正常に更新されたことを確認します。

リモートコンソールのコンピューターロックキーとホットキーを設定するための
キー
リモートコンソールのホットキーとリモートコンソールのコンピューターロックキーを設定する場合、次
のキーがサポートされます。

リモートコンソールのホットキー
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ESC

SCRL LCK

0

f

L_ALT

SYS RQ

1

g
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h

L_SHIFT
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R_SHIFT
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j

L_CTRL
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5
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6

l

L_GUI

F5

7

m
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F6

8

n
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F7

9

o

DEL

F8

;

p

HOME

F9

=

q

END

F10

[

r

PG UP

F11

\

s

PG DN

F12

]

t

ENTER

SPACE

`

u

TAB

'

a

v

BREAK

,

b

w

BACKSPACE

-

c

x

NUM PLUS

.

d

y

NUM MINUS

/

e

z

ホットキーのリセット
ホットキーをリセットすると、現在のすべてのホットキー割り当てがクリアされます。
始める前に
iLO の設定の構成
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ホットキーのリセット

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、ホットキータブをクリックし
ます。
2. ホットキーをリセットをクリックします。
iLO によって要求を確認するように求められます。
3. OK をクリックします。
ホットキーがリセットされたことが iLO によって通知されます。

リモートコンソールの構成済みホットキーの表示（Java IRC のみ）
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Java IRC を起動します。
3. キーボード > ホットキーを参照を選択します。

リモートコンソールのコンピューターロック設定を構成する
この機能により、リモートコンソールセッションが終了したり iLO へのネットワークリンクが失われる
と、OS がロックされるかユーザーがログアウトされます。この機能が設定されているときに NET IRC ま
たは Java IRC ウィンドウを開いた場合、ウィンドウを閉じるときにオペレーティングシステムがロック
されます。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリック
します。
2. 以下のリモートコンソールコンピューターロック設定から選択します。Windows、カスタム、および
無効。
3. コンピューターロックのキーシーケンスを選択します。
4. 変更を保存するには、適用をクリックします。

リモートコンソールの構成済みホットキーの表示（Java IRC のみ）
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リモートコンソールのコンピューターロックのオプション
•

Windows - Windows オペレーティングシステムを実行している管理対象サーバーをロックします。
iLO リモートコンソールセッションが終了した場合や iLO ネットワークリンクが失われた場合は、サー
バーにコンピューターロックダイアログボックスが表示されます。

•

カスタム - カスタムキーシーケンスを使用して管理対象サーバーをロックしたりサーバーにログイン
しているユーザーをログアウトさせたりできます。iLO 最大で 5 つのキーをリストから選択できます。
リモートコンソールセッションが終了した場合や iLO ネットワークリンクが失われた場合は、選択さ
れたキーシーケンスがサーバーのオペレーティングシステムに自動的に送信されます。

•

無効（デフォルト） - リモートコンソールのコンピューターロック機能を無効にします。リモートコ
ンソールセッションが終了したり、iLO ネットワークリンクが失われた場合でも、管理対象サーバー上
のオペレーティングシステムはロックされません。

詳しくは
リモートコンソールのコンピューターロックキーとホットキーを設定するためのキー(119 ページ)

統合リモートコンソールの信頼設定（.NET IRC）の設定
.NET IRC は、Microsoft .NET Framework の一部である Microsoft ClickOnce を介して起動します。
ClickOnce では、SSL 接続からインストールされるすべてのアプリケーションが信頼できるソースからの
ものでなければなりません。ブラウザーが iLO プロセッサーを信頼するように設定されていないときに
この設定が有効に設定されている場合、ClickOnce は、アプリケーションを起動できないことを通知しま
す。
Hewlett Packard Enterprise では、信頼された SSL 証明書をインストールして IRC は iLO 内の信頼された
証明書を要求します設定を有効にすることをおすすめします。この構成では、.NET IRC は HTTPS 接続
を使用することにより起動します。IRC は iLO 内の信頼された証明書を要求します設定が無効の場
合、.NET IRC は SSL 以外の接続を使用することで起動し、.NET IRC が暗号化キーの交換を開始した後
で SSL が使用されます。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリック
します。
2. IRC は iLO 内の信頼された証明書を要求します設定の有効と無効を切り替えるには、切り替えスイッ
チをクリックします。
3. 変更を保存するには、適用をクリックします。
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テキストベースのリモートコンソールの使用
iLO は、テキストベースのリモートコンソールをサポートします。サーバーからビデオ情報が取得され、
ビデオメモリの内容が iLO マネジメントプロセッサーへ送信され、圧縮され、暗号化され、管理クライア
ントアプリケーションに転送されます。iLO は、は、画面フレームバッファーを使用してテキスト情報の
変更を検出し、変更を暗号化し、テキストベースのクライアントアプリケーションに（画面上の位置情報
とともに）文字を送信します。この方法により、標準的なテキストベースクライアントとの互換性、良好
な性能、および単純さが確保されます。ただし、ASCII 以外の文字やグラフィカル情報は表示できず、表
示される文字の画面上の位置の送信順序が前後にずれる場合があります。
iLO は、ビデオアダプターの DVO ポートを使用して、ビデオメモリに直接アクセスします。この方法に
より、iLO の性能が大幅に向上します。ただし、デジタルビデオストリームには有用なテキストデータが
含まれず、テキストベースのクライアントアプリケーション（SSH など）では、このデータを表示でき
ません。
以下の各項で説明するように、テキストベースのコンソールオプションには 2 つのタイプがあります。
•

iLO 仮想シリアルポートの使用(123 ページ)

•

テキストベースのリモートコンソール（Textcons）(129 ページ)

iLO 仮想シリアルポートの使用
標準ライセンスと iLO 仮想シリアルポートを使用すると、iLO からテキストベースのコンソールにアクセ
スできます。
iLO 仮想シリアルポートにより、サーバーのシリアルポートと双方向データフローが提供されます。リモ
ートコンソールを使用すると、リモートサーバーシリアルポート上に物理シリアル接続が存在するかのよ
うに操作できます。
iLO 仮想シリアルポートはテキストベースのコンソールとして表示されますが、その情報はグラフィカル
ビデオデータを通じて描画されます。サーバーがプレオペレーティングシステム状態にあるとき、iLO は
この情報を SSH クライアントを通して表示するので、ライセンスのない iLO システムが POST 処理中に
サーバーを確認して通信できるようになります。
iLO 仮想シリアルポートを使用すると、リモートユーザーは以下の操作を実行できます。
•

サーバーの POST シーケンスおよびオペレーティングシステムの起動シーケンスの操作
UEFI システムユーティリティを起動するには、仮想シリアルポートセッション中に、ESC + Shift 9
キーまたは Esc + (キーの組み合わせを入力します。

•

オペレーティングシステムとのログインセッションの確立、オペレーティングシステムの操作、およ
びオペレーティングシステム上のアプリケーションの実行と操作

•

グラフィックフォーマットで Linux を実行する iLO システムの場合は、サーバーのシリアルポートで
getty()を構成し、iLO 仮想シリアルポートを使用して Linux OS へのログインセッションを表示でき
ます。

•

iLO 仮想シリアルポートからの EMS コンソールの使用。EMS は、Windows の起動の問題とカーネル
レベルの問題をデバッグする場合に便利です。

詳しくは
iLO 仮想シリアルポートを使用するための Windows の設定(127 ページ)
iLO 仮想シリアルポートを使用するための Linux の設定(124 ページ)
iLO 仮想シリアルポート搭載の Windows EMS コンソール(127 ページ)

テキストベースのリモートコンソールの使用
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UEFI システムユーティリティでの iLO 仮想シリアルポートの設定
次の手順は、iLO 仮想シリアルポートを使用する前に必要な設定です。この手順は Windows システムと
Linux システムの両方で必要です。
手順
1. UEFI システムユーティリティにアクセスします。
a. オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始し
ます。
b. サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。
c. サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。
2. 仮想シリアルポートの COM ポートを設定します。
a. システム構成をクリックし、BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）をクリックします。
b. システムオプションをクリックし、シリアルポートオプションをクリックします。
c. 仮想シリアルポートメニューで、使用する COM ポートを選択します。
3. BIOS シリアルコンソールおよび EMS プロパティを設定します。
a. シリアルポートオプションページの上部で、BIOS シリアルコンソールおよび EMS を選択します。
b. BIOS シリアルコンソールポートメニューで、使用する COM ポートを選択します。
c. BIOS シリアルコンソールボーレートメニューで、115200 を選択します。
注記: iLO 仮想シリアルポートは、物理的 UART を使用していないため、BIOS シリアルコン
ソールボーレートの値は、iLO 仮想シリアルポートがデータを送受信するのに使用する速度に
は影響しません。
d. Windows ユーザーの場合のみ：EMS コンソールメニューで、仮想シリアルポートで選択した COM
ポートに一致する COM ポートを選択します。
4. 変更を保存して終了するには、F12 キーを押します。
5. 要求を確認するメッセージが表示されたら、Yes - Save Changes をクリックします。
UEFI システムユーティリティによって、システムの再起動が必要であることが通知されます。
6. 再起動をクリックします。

iLO 仮想シリアルポートを使用するための Linux の設定
コンソールリダイレクションを使用して、Linux サーバーをリモートから管理できます。コンソールリダ
イレクションを使用するように Linux を設定するには、Linux ブートローダー（GRUB）を設定する必要
があります。サーバーのシステム ROM が POST を完了すると、ブート可能デバイスからブートローダー
アプリケーションがロードされます。シリアルインターフェイスをデフォルトのインターフェイスに定
義して、10 秒（デフォルトタイムアウト値）以内にローカルキーボードから入力がなければ、システム
は出力先をシリアルインターフェイス（iLO 仮想シリアルポート）に変更します。
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iLO 仮想シリアルポートを使用するための Linux 6 の設定
手順
1. 次の設定例に基づいて GRUB を設定します。
注記:
次の設定例では、ttyS0 と unit 0 は com1 用で、ttyS1 と unit 1 は com2 用です。
次の設定例では Red Hat Enterprise Linux 6 および com1 を使用しています。
serial -unit=0 -speed=115200
terminal -timeout=10 serial console
default=0
timeout=10
#splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2. 6.18-164.e15)
root (hd0,2)
9
kernel /vmlinux-2.6.18-164.e15 ro root=/dev/sda9 console=tty0
console=ttyS0,115200
initrd /initrd-2.6.18-164.e15.img
com2 を選択した場合、構成の例は次のようになります。
serial -unit=1 -speed=115200
terminal -timeout=10 serial console
default=0
timeout=10
#splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2. 6.18-164.e15)
root (hd0,2)
9
kernel /vmlinux-2.6.18-164.e15 ro root=/dev/sda9 console=tty0
console=ttyS1,115200
initrd /initrd-2.6.18-164.e15.img
Linux が完全にブートすると、ログインコンソールをシリアルポートにリダイレクションできます。
/dev/ttyS0 および/dev/ttyS1 デバイスが設定されている場合、これらのデバイスにより、iLO 仮
想シリアルポートを通じてシリアル TTY セッションを取得できます。
2. 設定したシリアルポートでシェルセッションを開始するには、システムブート中に自動的にログイン
プロセスを開始するように/etc/inittab ファイルに次の行を追加します。
次の例は、/dev/ttyS0 でログインコンソールを開始します。
S0:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS0 vt100
次の例は、dev/ttys1:でログインコンソールを開始します。
S1:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS1 vt100
3. SSH を使用して iLO に接続し、iLO の CLP コマンド start /system1/oemHPE_vsp1 を使用して、
Linux オペレーティングシステムへのログインセッションを表示します。

iLO 仮想シリアルポートを使用するための Linux 6 の設定
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iLO 仮想シリアルポートを使用するための Red Hat Enterprise Linux 7 の設定
手順
1. テキストエディターで/etc/sysconfig/grub を開きます。
この設定例では、ttys0 を使用します。
•

GRUB_CMD_LINELINUX 行の最後に、console=ttys0 を入力します。

•

rhgb quiet を削除します。

•

次のパラメーターを入力します。
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=rhel/root rd.lvm.lv=rhel/
swap console=ttyS0,115200n8"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

2. 次のコマンドを入力して grub.cfg ファイルを作成します。
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg
3. シリアルポートに対して getty ログインサービスを有効にします。
次に例を示します。
systemctl enable serial-getty@ttyS0.service
4. シリアルポートで getty をリッスンします。
次に例を示します。
systemctl start getty@ttyS0.service
5. 設定したシリアルポートでシェルセッションを開始するには、システムブート中に自動的にログイン
プロセスを開始するように/etc/inittab ファイルに次の行を追加します。
次の例は、/dev/ttyS0 でログインコンソールを開始します。
S0:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS0 vt100
6. SSH を使用して iLO に接続し、iLO の CLP コマンド start /system1/oemHPE_vsp1 を使用して、
Linux オペレーティングシステムへのログインセッションを表示します。

iLO 仮想シリアルポートを使用するための SuSE Linux Enterprise Server の設定
手順
1. テキストエディターで/etc/default/grub を開きます。
この設定例では、ttys0 を使用します。
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GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT 行の最後に、"console=tty0 console=ttyS0,115200n8"を
入力します。
2. grub.cfg ファイルを更新するには、次のコマンドを入力します。
grub-mkconfig -o
/boot/efi/EFI/sles/grub.cfg
3. systemctl を使用して、getty を/dev/ttyS0 上でリッスンするように設定します。
systemctl start getty@ttyS0.service
4. getty をすべてのブートで/dev/ttyS0 をリッスンするように設定するには、その特定のポートに対
してサービスを有効にします。
次に例を示します。
systemctl enable serial-getty@ttyS0.service
5. 設定したシリアルポートでシェルセッションを開始するには、システムブート中に自動的にログイン
プロセスを開始するように/etc/inittab ファイルに次の行を追加します。
次の例は、/dev/ttyS0 でログインコンソールを開始します。
S0:2345:respawn:/sbin/agetty 115200 ttyS0 vt100
6. SSH を使用して iLO に接続し、iLO の CLP コマンド start /system1/oemHPE_vsp1 を使用して、
Linux オペレーティングシステムへのログインセッションを表示します。

iLO 仮想シリアルポート搭載の Windows EMS コンソール
iLO を使用すると、Windows EMS コンソールをネットワーク経由で Web ブラウザーを介して使用できま
す。EMS を使用すると、ビデオ、デバイスドライバーなど OS 機能が原因で通常の動作や通常の修正処
置が実行できない場合に、Emergency Management Services（EMS）を実行できます。
iLO で Windows EMS コンソールを使用する場合：
•

iLO 仮想シリアルポートを使用する前に、OS に Windows EMS コンソールを構成する必要がありま
す。EMS コンソールを有効化する方法については、OS のドキュメントを参照してください。EMS コ
ンソールが OS で有効になっていない場合は、iLO 仮想シリアルポートにアクセスしようとしたとき
に、iLO がエラーメッセージを表示します。

•

Windows EMS シリアルポートは、UEFI システムユーティリティから有効にする必要があります。構
成オプションでは、EMS ポートを有効または無効にすることや COM ポートを選択することができま
す。iLO は、EMS ポートの有効/無効を自動的に検出し、COM ポートの選択を検出します。

•

Windows EMS コンソールは、iLO リモートコンソールと同時に使用できます。

•

SAC>プロンプトが表示されるようにするには、iLO 仮想シリアルポートを介して接続した後で、Enter
キーを押す必要がある場合があります。

詳しくは
UEFI システムユーティリティでの iLO 仮想シリアルポートの設定(124 ページ)

iLO 仮想シリアルポートを使用するための Windows の設定
これらの手順を実行するときの構文ヘルプについては、bcdedit /?を入力します。

iLO 仮想シリアルポート搭載の Windows EMS コンソール
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手順
1. コマンドウィンドウを開きます。
2. 起動構成データを編集するには、次のコマンドを入力します。
bcdedit /ems on
3. 次のコマンドを入力して、EMSPORT および EMSBAUDRATE の値を構成します。
bcdedit /emssettings EMSPORT:1 EMSBAUDRATE:115200
注記:
EMSPORT:1 が COM1 で、EMSPORT:2 が COM2 です。
4. ブートアプリケーションに対して緊急管理サービスを有効または無効にするには、次のコマンドを入
力します。
bcdedit /bootems on
5. オペレーティングシステムを再起動します。
詳しくは
UEFI システムユーティリティでの iLO 仮想シリアルポートの設定(124 ページ)

iLO 仮想シリアルポートセッションの開始
始める前に
•

iLO 仮想シリアルポート設定は、UEFI システムユーティリティで構成されます。

•

Windows または Linux オペレーティングシステムは、iLO 仮想シリアルポートを使用するように構成
されます。

手順
1. SSH セッションを開始します。
たとえば、ssh Administrator@<iLO IP アドレス>を入力するか、または putty.exe をポート
22 で接続します。
2. プロンプトが表示されたら、iLO アカウントの認証情報を入力します。
3. </>hpiLO->プロンプトで、VSP と入力し、Enter キーを押します。
4. Windows システムのみ：<SAC>プロンプトで cmd と入力して、コマンドプロンプトチャネルを作成し
ます。
5. Windows システムのみ：チャネル番号で指定されたチャネルに切り替えるには、ch - si <#>と入
力します。
6. プロンプトが表示されたら、OS のログイン認証情報を入力します。
詳しくは
UEFI システムユーティリティでの iLO 仮想シリアルポートの設定(124 ページ)
iLO 仮想シリアルポートを使用するための Windows の設定(127 ページ)
iLO 仮想シリアルポート搭載の Windows EMS コンソール(127 ページ)
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iLO 仮想シリアルポートログの表示
iLO 仮想シリアルポートログが有効な場合、vsp log コマンドを使用して iLO 仮想シリアルポートの動
作を表示できます。
仮想シリアルポートの動作が iLO メモリにある 150 ページの循環バッファーに記録され、CLI コマンド
vsp log を使用して表示できます。仮想シリアルポートのバッファーサイズは 128 KB です。
始める前に
この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。
手順
1. セキュリティ - アクセス設定ページのセキュアシェル（SSH）および仮想シリアルポートログを有効
にします。
2. SSH 経由で CLI に接続します。
3. vsp コマンドを使用して、iLO 仮想シリアルポートの動作を表示します。
4. ESC を入力して、終了します。
5. iLO 仮想シリアルポートログを表示するには、vsp log を入力します。
詳しくは
iLO アクセスオプションの構成(232 ページ)

テキストベースのリモートコンソール（Textcons）
ライセンスが適用された iLO システムと SSH を使用してテキストベースのリモートコンソール
（Textcons）にアクセスできます。SSH を使用すると、SSH クライアントと iLO が使用する暗号化方法に
よって、認証情報を含むデータストリームが保護されます。
この機能は、レガシー BIOS ブートモードを使用するように構成されたサーバーでのみサポートされま
す。UEFI モードを使用するように構成されたサーバーではサポートされません。
Textcons を使用する場合、色、文字、および画面制御の表示は、使用するクライアントによって異なりま
す。クライアントは、iLO と互換性のある標準の SSH クライアントならどれでもかまいません。機能お
よびサポートは、以下のとおりです。
•

以下を含む 80×25 のテキストモード画面の表示（標準のカラー構成）：
◦

システム起動プロセス（POST）

◦

標準オプション ROM

◦

テキストブートローダー（フレームバッファーのないブートローダー）

◦

VGA 80×25 モードの Linux オペレーティングシステム

◦

DOS

◦

その他のテキストベースのオペレーティングシステム

•

国際言語キーボード（サーバーおよびクライアントシステムが同様に設定されている場合）

•

クライアントアプリケーションで適切なフォントとコードページが選択されている場合の線画文字

iLO 仮想シリアルポートログの表示
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詳しくは
ブート順序(213 ページ)

テキストベースのリモートコンソールのカスタマイズ
textcons コマンドのオプションと引数を使用してテキストベースリモートコンソールの表示をカスタ
マイズできます。一般に、このオプションを変更する必要はありません。
サンプリングレートの制御
textcons speed オプションを使用して、サンプリング間隔をミリ秒で表示します。このサンプリング
間隔で、iLO ファームウェアが画面の変更を調べ、テキストベースのリモートコンソールを更新します。
速度の調整により、長いまたは短いネットワークリンク上の不要なトラフィック、帯域幅使用、および
iLO CPU 時間を削減することができます。Hewlett Packard Enterprise は、1～5,000（1 ミリ秒～5 秒）の
値を指定することをおすすめします。次に例を示します。
textcons speed 500
スムージングの制御
iLO は、画面上で変更され、変更が止まったときにのみ、データを送信します。iLO が変更をサンプリン
グする間隔よりも速いタイミングでテキスト画面の行が変更される場合、行は、変更が止まるまで送信さ
れません。
テキストベースのリモートコンソールがアクティブのときは、データの表示が速く、判読できません。iLO
がネットワーク経由でこの判読不能なデータを送信すると、帯域幅が消費されます。デフォルトの動作は
スムージング（遅延 0）です。つまり、画面での変更が止まったときにのみデータが送信されます。遅延
オプションを使用してスムージングを制御または無効化することができます。例：
textcons speed 500 delay 10
文字マッピングの設定
ASCII 文字セットでは、制御文字（32 未満の ASCII 文字）は印刷不能文字で、表示されません。これら
の文字は、矢印、星、丸などの記号を表示するために使用される場合があります。これらの文字のいくつ
かは、同等の ASCII 表現にマッピングされます。次の表は、サポートされる同等表現のリストです。

表 1: 文字の同等表現
文字値

説明

マッピングされる同等表現

0x07

小さな点

0x0F

太陽

0x10

右向きのポインター

>

0x11

左向きのポインター

<

0x18

上向きの矢印

^

0x19

下向きの矢印

v

0x1A

左向きの矢印

<

0x1B

右向きの矢印

>

表は続く
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文字値

説明

マッピングされる同等表現

0x1E

上向きのポインター

^

0x1F

下向きのポインター

v

0xFF

影付きブロック

空白スペース

テキストベースのリモートコンソールの使用
始める前に
サーバーはレガシー BIOS ブートモードを使用するように構成されています。
手順
1. SSH を使用して、iLO に接続します。
ターミナルアプリケーションの文字エンコード方法が Western（ISO-8859-1）に設定されていること
を確認します。
2. iLO にログインします。
3. プロンプトで、textcons と入力します。
メッセージが表示され、テキストベースのリモートコンソールが起動中であることを示します。
4. テキストベースのリモートコンソールを終了し、CLI セッションに戻るには、ESC+Shift+9 キーを押
します。

テキストベースのリモートコンソールと組み合わせた Linux の使用
シリアルポートに端末セッションを提示するように設定された Linux システムで、テキストベースのリモ
ートコンソールを実行することができます。この機能は、リモートログサービスの使用を可能にします。
シリアルポートにリモートでログオンして、出力をログファイルにリダイレクトできます。シリアルポー
トに転送されたシステムメッセージは、リモートでログ記録されます。
Linux でテキストモードで必要になる一部のキーの組み合わせは、テキストベースのリモートコンソール
に渡されない可能性があります。たとえば、Alt キーと Tab キーの組み合わせはクライアントによって阻
止される場合があります。

テキストベースのリモートコンソールの使用
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iLO 仮想メディアの使用
iLO 仮想メディア
iLO 仮想メディアは、ネットワークウェブの任意の位置で標準のメディアからリモートホストサーバーを
起動するために使用できる仮想デバイスを提供します。仮想メディアデバイスは、ホストシステムの起動
時に使用できます。仮想メディアデバイスは、USB テクノロジーを使用してホストサーバーに接続しま
す。
仮想メディアを使用する場合、以下の点に注意してください。
•

一部の形式の仮想メディアを使用するには、iLO ライセンスキーが必要です。

•

この機能を使用するには、仮想メディア権限が必要です。

•

同時に 1 種類の仮想メディアしか接続できません。

•

仮想メディア機能は、最大 8 TB の ISO イメージをサポートしています。ISO イメージの最大ファイル
サイズは、ISO イメージが保存されているファイルシステムの 1 つのファイルサイズの制限や、サー
バーの OS がサポートする SCSI コマンドなどの要因にも依存します。

•

オペレーティングシステムでは、iLO の仮想ディスケット/USB キーまたは仮想 CD/DVD-ROM は、通
常のドライブのように見えます。iLO を初めて使用する場合、ホストオペレーティングシステムが、新
しいハードウェアの検出ウィザードを実行するよう指示する場合があります。

•

仮想デバイスが接続されてから接続を切断するまで、ホストサーバーは仮想デバイスを使用できます。
仮想メディアデバイスの使用が終了して仮想メディアを切断するときに、ホスト OS から「unsafe
device removal」という警告メッセージを受け取る場合があります。デバイスを切断する前に、デバイ
スを停止するためのオペレーティングシステム機能を使用することにより、この警告を避けることが
できます。

•

iLO 仮想 CD/DVD-ROM は、サポートされるオペレーティングシステムで、サーバーの起動時に使用で
きます。仮想 CD/DVD-ROM から起動することにより、ネットワークドライブからのオペレーティン
グシステムの展開、障害の発生したオペレーティングシステムのディザスタリカバリなどの作業を実
行できます。

•

ホストサーバーの OS が USB の大容量記憶装置または SD デバイスをサポートする場合、ホストサー
バーの OS をロードした後で、iLO 仮想フロッピー/USB キーを使用できます。

•
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◦

仮想フロッピー/USB キーは、ホストサーバーの OS の実行中に、ドライバーのアップグレード、
緊急時修復ディスクの作成などの作業に使用できます。

◦

サーバーの実行時に仮想フロッピー/USB キーを使用できるようにしておくと、NIC ドライバーを
診断し、修復する必要がある場合に役立てることができます。

◦

仮想フロッピー/USB キーは、Web ブラウザーが動作している物理フロッピーディスク、USB キ
ー、または SD ドライブである場合があります。または、ローカルのハードディスクドライブまた
はネットワークドライブに保存されているイメージファイルの場合もあります。

◦

性能を最適化するため、Hewlett Packard Enterprise では、高速ネットワークリンクを介してアクセ
スできるクライアント PC のハードディスクドライブまたはネットワークドライブに格納されてい
るイメージファイルの使用をおすすめします。

ホストサーバーのオペレーティングシステムが USB の大容量記憶装置をサポートする場合、ホストサ
ーバーのオペレーティングシステムをロードした後にも、iLO 仮想 CD/DVD-ROM を使用できます。

iLO 仮想メディアの使用

◦

仮想 CD/DVD-ROM は、ホストサーバーのオペレーティングシステムの実行中に、デバイスドライ
バーのアップグレード、ソフトウェアのインストールなどの作業に使用できます。

◦

サーバーの実行時に仮想 CD/DVD-ROM を使用できるようにしておくと、NIC ドライバーを診断
し、修復する必要がある場合に役立てることができます。

◦

仮想 CD/DVD-ROM は、Web ブラウザーを実行しているマシン上の物理 CD/DVD-ROM ドライブで
ある場合があります。また、仮想 CD/DVD-ROM は、ローカルのハードディスクドライブまたはネ
ットワークドライブに保存されているイメージファイルの場合もあります。

◦

性能を最適化するため、Hewlett Packard Enterprise では、高速ネットワークリンクを介してアクセ
スできるクライアント PC のハードディスクドライブまたはネットワークドライブに格納されてい
るイメージファイルの使用をおすすめします。

•

.NET IRC を使用すると、仮想フォルダーをマウントして、クライアントと管理対象サーバーの間でフ
ァイルにアクセスし、コピーすることができます。

•

また、.NET IRC または Java IRC、XML 設定および制御スクリプト、iLO RESTful API、または SMASH
CLP を使用して、仮想メディア機能にアクセスすることもできます。

•

仮想フロッピー/USB キーまたは仮想 CD/DVD-ROM 機能が有効になっている場合、通常、クライアン
トオペレーティングシステムからはフロッピードライブまたは CD/DVD-ROM ドライブにアクセスで
きません。
注意:
ファイルやデータが壊れることを防止するために、ローカルメディアを iLO 仮想メディアデバイ
スとして使用しているときは、ローカルメディアへのアクセスを試行しないでください。

仮想メディアを使用するためのオペレーティングシステム要件
ここでは、iLO 仮想メディア機能を使用する場合に注意する必要があるオペレーティングシステム要件に
ついて説明します。

オペレーティングシステムの USB 要件
仮想メディアデバイスを使用するには、オペレーティングシステムが USB 大容量記憶装置を含む USB デ
バイスをサポートする必要があります。詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照して
ください。
システムのブート中に、ROM BIOS が USB サポートを適用し、オペレーティングシステムがロードされ
ます。MS-DOS は、BIOS を使用してストレージデバイスと通信しているので、DOS を起動するユーテ
ィリティディスケットも仮想メディアとして機能します。

Windows 7 で iLO 仮想メディアを使用するための Windows 7 の設定
デフォルトで、Windows 7 は、起動時に有効になったり、接続されたりする仮想メディアデバイスがない
と、iLO 仮想ハブの電源を切ります。
この設定を変更するには、以下の手順を使用します。
手順
1. デバイスマネージャーを開きます。
2. 表示 > デバイス（接続別）の順に選択します。

仮想メディアを使用するためのオペレーティングシステム要件
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3. 標準ユニバーサル PCI to USB ホストコントローラを展開し、汎用 USB ハブを含む USB デバイスを表
示します。
汎用 USB ハブオプションは、iLO 仮想 USB ハブコントローラーです。
4. 汎用 USB ハブを右クリックし、プロパティを選択します。
5. 電源管理タブをクリックします。
6. 電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにするチェックボッ
クスをクリアします。

オペレーティングシステムに関する注意事項：仮想ディスケット/USB キー
•

起動プロセスおよび DOS セッション - 起動プロセスと DOS セッションの実行中、仮想ディスケット
デバイスは標準の BIOS ディスケットドライブ（ドライブ A）として表示されます。このとき、物理的
に接続されたディスケットドライブがあっても使用できません。ローカル物理ディスケットドライブ
と仮想ディスケットドライブを同時に使用することはできません。

•

Windows Server 2008 以降 - 仮想ディスケット/USB キードライブは、Windows が USB デバイスを
認識した後に自動的に表示されます。仮想デバイスを、ローカル接続されたデバイスと同じように使
用してください。
Windows のインストール中に仮想ディスケットをドライバーディスケットとして使用するには、ホス
ト RBSU の内蔵ディスケットドライブを無効にし、仮想ディスケットがドライブ A であるかのように
してください。
Windows のインストール中にドライバーディスケットとして仮想 USB キーを使用するには、USB キ
ードライブのブート順序を変更します。Hewlett Packard Enterprise では、USB キードライブのブート
順序を最初にすることをおすすめします。

•

Windows Vista - 保護モードを有効にして Internet Explorer 7 を使用すると、仮想メディアは正しく動
作しません。プロテクトモードが有効のときに仮想メディアを使用しようとすると、さまざまなエラ
ーメッセージが表示されます。仮想メディアを使用するには、ツール > インターネットオプション >
セキュリティの順に選択して、保護モードを有効にするのチェックマークを外し、適用をクリックし
ます。保護モードを無効にしたら、開いているすべてのブラウザーインスタンスを終了してブラウザ
ーを再起動します。

•

Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server - Linux は、USB ディスケットおよ
びキードライブの使用をサポートします。

ディスケットの交換
物理 USB ディスクドライブがあるクライアントマシンで、仮想ディスケット/USB キーを使用する場合、
ディスク交換操作は認識されません。たとえば、ディスケットディスクからディレクトリリストを取得し
た後、ディスクを交換すると、次のディレクトリリストには、最初のディスケットのディレクトリリスト
が表示されます。iLO の仮想ディスケット/USB キーの使用中にディスクを交換する必要がある場合は、
必ず、非 USB のディスクドライブを搭載するクライアントマシンを使用してください。

オペレーティングシステムに関する注意事項：仮想 CD/DVD-ROM
MS-DOS
仮想 CD/DVD-ROM は、MS-DOS ではサポートされていません。
Windows
仮想 CD/DVD-ROM は、Windows がデバイスのマウントを認識した後に自動的に表示されます。これ
を、ローカル接続された CD/DVD-ROM ドライブと同じように使用してください。
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オペレーティングシステムに関する注意事項：仮想ディスケット/USB キー

Linux
Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server の要件は以下のとおりです。
•

Red Hat Enterprise Linux - CD/DVD-ROM ドライブがローカル接続されているサーバーで
は、/dev/cdrom1 で仮想 CD/DVD-ROM デバイスにアクセスできます。ただし、CD/DVD-ROM
ドライブがローカル接続されていないサーバー（BL c-Class ブレードシステムなど）では、仮想
CD/DVD-ROM は、/dev/cdrom でアクセスできる最初の CD/DVD-ROM です。
仮想 CD/DVD-ROM は、通常の CD/DVD-ROM デバイスと同じように、次のコマンドを使用してマ
ウントできます。
mount /mnt/cdrom1

•

SuSE Linux Enterprise Server - USB で接続されたローカルの CD/DVD-ROM がない場合、仮想
CD/DVD-ROM は/dev/scd0 にあります。その場合、仮想 CD/DVD-ROM は/dev/scd1 を使用し
ます。
仮想 CD/DVD-ROM は、通常の CD/DVD-ROM デバイスと同じように、次のコマンドを使用してマ
ウントできます。
mount /dev/scd0 /media/cdrom1

Linux システムで USB 仮想メディア CD/DVD-ROM をマウントする
手順
1. Web インターフェイス経由で iLO にログインします。
2. .NET IRC または Java IRC を起動します。
3. 仮想ドライブメニューを選択します。
4. 使用する CD/DVD-ROM を選択します。
5. 以下のコマンドを使用して、ドライブをマウントします。
•

Red Hat Enterprise Linux の場合
mount /dev/cdrom1

•

/mnt/cdrom1

SuSE Linux Enterprise Server の場合：
mount /dev/scd0 /media/cdrom1

オペレーティングシステムに関する注意事項：仮想フォルダー
•

起動プロセスおよび DOS セッション - 仮想フォルダーデバイスは、標準 BIOS ディスケットドライブ
（ドライブ A）として表示されます。このとき、物理的に接続されたディスケットドライブがあっても
使用できません。ローカル物理ディスケットドライブと仮想フォルダーを同時に使用することはでき
ません。

•

Windows - Windows が仮想 USB デバイスのマウントを認識すると、仮想フォルダーは自動的に表示
されます。フォルダーは、ローカル接続されたデバイスと同じように使用できます。仮想フォルダー

Linux システムで USB 仮想メディア CD/DVD-ROM をマウントする
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からは起動できません。仮想フォルダーから起動しようとすると、サーバーが起動できない場合があ
ります。
•

Red Hat Enterprise Linux および SuSE Linux Enterprise Server - Linux は、FAT 16 ファイルシステ
ムフォーマットを使用する仮想フォルダー機能の使用をサポートします。

iLO の Web インターフェイスからの仮想メディアの使用
仮想メディアページでは、以下のタスクを実行できます。
•

ローカルに保存されたイメージファイル、フロッピーディスク、USB キー、CD/DVD-ROM、および仮
想フォルダーのようなローカルメディアを表示する、または取り出す。

•

スクリプト方式のメディアを表示、接続し、取り出す、またはこのメディアから起動する。スクリプ
ト方式のメディアとは、URL を使用して Web サーバーに保存されているイメージを接続することを示
します。iLO では HTTP または HTTPS 形式の URL を使用できます。FTP はサポートされません。

仮想メディアのステータスおよびポート構成の表示
仮想メディア機能のステータスおよびポート構成を表示するには、仮想メディアページを使用します。こ
れらの設定は、アクセス設定ページで構成できます。
手順
1. リモートコンソール&メディアページに移動し、仮想メディアタブをクリックします。
仮想メディア機能のステータスと構成されているポートが表示されます。
2. オプション：仮想メディア機能のステータスを構成するには、仮想メディアステータスリンクをクリ
ックします。
アクセス設定ページが表示されます。
3. オプション：仮想メディアポートを構成するには、仮想メディアポートリンクをクリックします。
アクセス設定ページが表示されます。

接続されているローカルメディアの表示
始める前に
•

仮想メディア権限

•

仮想メディア機能がアクセス設定ページで有効になっている。

手順
接続されたローカルメディアデバイスを表示するには、ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メ
ディアをクリックして、仮想メディアタブをクリックします。

ローカルメディアの詳細
ローカル仮想メディアを接続すると、以下のセクションに詳細が表示されます。
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iLO の Web インターフェイスからの仮想メディアの使用

仮想フロッピー/USB キー/仮想フォルダーステータス
•

メディアが挿入されました - 接続されている仮想メディアの種類。
ローカルメディアが接続されている場合、ローカルメディアと表示されます。

•

イメージが接続されました - 仮想メディアデバイスが接続されているかどうかを示します。

仮想 CD/DVD-ROM ステータス
•

メディアが挿入されました - 接続されている仮想メディアの種類。
ローカルメディアが接続されている場合、ローカルメディアと表示されます。

•

イメージが接続されました - 仮想メディアデバイスが接続されているかどうかを示します。

ローカルメディアデバイスの取り出し
始める前に
•

仮想メディア権限

•

仮想メディア機能はアクセス設定ページで有効である。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、仮想メディアタブをクリック
します。
2. 仮想フロッピー/USB キー/仮想フォルダーステータスセクションまたは仮想 CD/DVD-ROM ステータ
スセクションにあるメディアの強制取り出しボタンをクリックします。

スクリプト方式のメディアの接続
仮想メディアページからスクリプト方式のメディアを接続できます。他の仮想メディアタイプを接続す
るには、.NET IRC または Java IRC、RIBCL/XML、または iLO CLI を使用します。 仮想メディアページ
は、1.44 MB のフロッピーイメージ（IMG）および CD/DVD-ROM イメージ（ISO）の接続をサポートし
ます。イメージは、iLO と同じネットワーク上の Web サーバーに存在している必要があります。
始める前に
•

仮想メディア権限

•

仮想メディア機能はアクセス設定ページで有効である。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、仮想メディアタブをクリック
します。
2. 仮想フロッピーに接続セクション（IMG ファイル）または CD/DVD-ROM を接続セクション（ISO フ
ァイル）のスクリプトメディア URL ボックスにスクリプト方式のメディアの URL を入力します。
3. CD/DVD-ROM のみ：次のサーバー再起動時にサーバーをこのイメージだけから起動したい場合は、次
回リセット時にブートチェックボックスを選択します。

ローカルメディアデバイスの取り出し

137

イメージは 2 番目のサーバー再起動時に自動的に取り出されるので、サーバーは一度しかこのイメー
ジから起動しません。
このチェックボックスを選択しない場合、イメージは手動で取り出すまで接続されたまま残ります。
また、サーバーは、システムブートオプションがそのように設定されている場合、以後のすべてのサ
ーバーリセットでイメージから起動します。
POST の実行中はブート順序を変更できないので、サーバーが POST を実行しているときに次回のリ
セット時にブートチェックボックスを有効化しようとすると、エラーが発生します。POST が終了す
るのを待ってから、再試行してください。
4. メディアの挿入をクリックします。
5. オプション：接続されたイメージからいますぐ起動するには、サーバーを再起動します。

接続されているスクリプト方式のメディアの表示
始める前に
•

仮想メディア権限

•

仮想メディア機能がアクセス設定ページで有効になっている。

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

スクリプト方式のメディアの詳細
スクリプト方式の仮想メディアが接続されている場合、仮想フロッピー/仮想フォルダーステータスセクシ
ョンまたは仮想 CD/DVD-ROM ステータスセクションに、次の詳細情報が示されます。
•

メディアが挿入されました - 接続されている仮想メディアの種類。
スクリプト方式のメディアが接続されている場合、スクリプトメディアと表示されます。

•

イメージが接続されました - 仮想メディアデバイスが接続されているかどうかを示します。

•

イメージ URL - 接続されているスクリプト方式のメディアを指し示す URL。

スクリプト方式のメディアの取り出し
始める前に
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•

仮想メディア権限

•

仮想メディア機能はアクセス設定ページで有効である。

接続されているスクリプト方式のメディアの表示

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、仮想メディアをクリックしま
す。
2. スクリプト方式のメディアデバイスを取り出すには、仮想フロッピー/仮想フォルダーステータスセク
ションまたは仮想 CD/DVD-ROM ステータスセクションにあるメディアの強制取り出しボタンをクリ
ックします。
仮想メディアの完全な権限を付与する iLO ライセンスがないサーバーブレードの場合、URL を通じて
マウントされた仮想メディアイメージではメディアの強制取り出しオプションを使用できません。こ
の場合、Onboard Administrator DVD ドライブが接続されている可能性が高く、Onboard Administrator
ソフトウェアを介してこの接続を切断する必要があります。iLO をリセットして、接続を切断すること
もできます。

リモートコンソール仮想メディア
ホストサーバー上の仮想メディアには、リモートコンソール、iLO の Web インターフェイス、XML 構成
および制御スクリプト、iLO RESTful API および CLP を使用してアクセスできます。このセクションで
は、仮想メディア機能で.NET IRC または Java IRC を使用する方法を説明します。

仮想ドライブ
仮想メディア機能は、物理フロッピーディスクまたは CD/DVD-ROM、USB キードライブ、イメージファ
イル、あるいは URL 経由のイメージファイルの使用をサポートします。

仮想ドライブ（クライアント PC 上の物理ドライブ）の使用
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

Windows でリモートコンソールを使用する場合は、物理ドライブをマウントするために必要な
Windows 管理者権限を有している。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC または Java IRC を起動します。
3. 仮想メディアメニューをクリックし、クライアント PC 上のフロッピーディスク、CD/DVD-ROM、ま
たは USB キードライブのドライブ文字を選択します。
仮想メディアの動作 LED は、仮想メディアの動作を表示します。

リモートコンソール仮想メディア
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仮想ドライブ（IMG または ISO）の使用
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC または Java IRC を起動します。
3. 仮想ドライブメニューをクリックして、イメージファイルリムーバルメディア（IMG）またはイメージ
ファイル CD-ROM/DVD（ISO）を選択します。
.NET IRC または Java IRC からディスクイメージを選択するように求められます。
4. ファイル名テキストボックスにイメージファイルのパスまたはファイル名を入力するか、イメージフ
ァイルの位置に移動して開くをクリックします。
仮想メディアの動作 LED は、仮想メディアの動作を表示します。

仮想ドライブ（IIS/Apache での URL 経由のイメージファイル）の使用
.NET IRC または Java IRC を使用すると、スクリプト方式のメディアを接続できます。スクリプト方式の
メディアは、1.44 MB のフロッピーディスクイメージ（IMG）および CD/DVD-ROM イメージ（ISO）の
みをサポートします。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

使用するイメージファイルが、iLO と同じネットワーク上の Web サーバーにある。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC または Java IRC を起動します。
3. 使用するイメージの種類によって、仮想ドライブ > URL リムーバブルメディア（IMG）または仮想ド
ライブ > URL CD-ROM/DVD（ISO）を選択します。
URL 上のイメージファイルダイアログボックスが開きます。
4. 仮想メディアとしてマウントしたいイメージファイルの URL を入力して、接続をクリックします。
仮想メディアの動作 LED は、URL でマウントされた仮想メディアのドライブの動作を表示しません。
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仮想ドライブ（IMG または ISO）の使用

詳しくは
スクリプト仮想メディア用 IIS のセットアップ(143 ページ)

メディアイメージの作成機能（Java IRC のみ）
仮想メディアを使用するときは、物理ディスクの代わりにイメージファイルを使用すると、パフォーマン
スが向上します。DD などの業界標準ツールを使用して、イメージファイルの作成や、ディスクイメージ
ファイルから物理ディスクへのデータコピーを行えます。Java IRC を使用してこれらのタスクを実行す
ることもできます。

Java IRC を使用したディスクイメージファイルの作成
メディアイメージの作成機能では、ファイルまたは物理ディスク上のデータからディスクイメージファイ
ルを作成することができます。ISO-9660 ディスクイメージファイル（IMG または ISO）を作成できます。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Java IRC を起動します。
3. 仮想メディア > ディスクイメージの作成の順に選択します。
メディアイメージの作成ダイアログボックスが開きます。
4. ディスク>>イメージボタンが表示されることを確認します。ボタンラベルがイメージ>>ディスクの場
合は、このボタンをクリックしてディスク>>イメージに変更します。
5. 次のいずれかを実行します。
•

ファイルを使用する場合は、メディアファイルを選択して、参照をクリックし、使用するファイル
の位置に移動します。

•

物理メディアを使用する場合は、メディアドライブを選択し、フロッピーディスク、USB キー、ま
たは CD-ROM のドライブ文字をメディアドライブメニューで選択します。

6. イメージファイルテキストボックスに、イメージファイルのパスおよびファイル名を入力します。
7. 作成をクリックします。
イメージの作成が完了すると、iLO によって通知されます。
8. 閉じるをクリックします。
9. 指定した場所にイメージが作成されていることを確認します。

メディアイメージの作成機能（Java IRC のみ）
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Java IRC を使用したイメージファイルから物理ディスクへのデータのコピー
メディアイメージの作成機能では、ディスクイメージファイルからフロッピーディスクまたは USB キー
にデータをコピーすることができます。IMG ディスクイメージファイルのみがサポートされます。CDROM へのデータのコピーはサポートされていません。
ディスクイメージデータをフロッピーディスクまたは USB キーにコピーできます。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Java IRC を起動します。
3. 仮想メディア > ディスクイメージの作成の順に選択します。
メディアイメージの作成ダイアログボックスが開きます。
4. メディアイメージの作成ウィンドウで、ディスク>>イメージをクリックします。
メディアイメージの作成はイメージ>>ディスクオプションに変わります。
5. メディアドライブメニューで、フロッピーディスクまたは USB キーのドライブ文字を選択します。
6. イメージファイルテキストボックスに、既存のイメージファイルのパスおよびファイル名を入力しま
す。
ディスクの作成が完了すると、iLO によって通知されます。
7. 閉じるをクリックします。
8. 指定した場所にファイルがコピーされたことを確認します。

仮想フォルダーの使用（.NET IRC 専用）
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。

•

この機能をサポートする iLO 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&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC を起動します。
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3. 仮想メディア > フォルダーの順に選択します。
4. フォルダーの参照ウィンドウで、使用するフォルダーを選択し、OK をクリックします。
仮想フォルダーが、iLO Folder という名前でサーバーにマウントされます。

仮想フォルダー
仮想フォルダーを使用すると、ファイルにアクセスし、ファイルを参照し、クライアントから管理対象サ
ーバーにファイルを転送できます。ローカルディレクトリまたはクライアント経由でアクセスできるネ
ットワーク接続されたディレクトリのマウントとアンマウントを行うことができます。フォルダーまた
はディレクトリの仮想イメージが作成された後、サーバーはそのイメージに USB ストレージデバイスと
して接続します。ユーザーはサーバーにアクセスし、仮想イメージからサーバーにファイルを転送できま
す。
仮想フォルダーは読み取り専用であり、ここからは起動できません。マウントされたフォルダーは静的で
す。クライアントフォルダーに行った変更は、マウントされたフォルダーに複製されません。

スクリプト仮想メディア用 IIS のセットアップ
始める前に
スクリプト仮想メディア用に IIS をセットアップする前に、IIS が動作状態であることを確認してくださ
い。IIS を使用して、簡単な Web サイトをセットアップし、そのサイトにアクセスして正しく動作してい
ることを確認します。

IIS の設定
以下の手順に従って、ディスケットまたは ISO-9660 CD イメージの読み取り専用アクセス用に IIS を設定
します。
手順
1. ディレクトリを Web サイトに追加し、イメージをディレクトリに置きます。
2. IIS が使用している MIME タイプにアクセスできることを確認します。
たとえば、ディスケットイメージファイルが拡張子.img を使用している場合は、その拡張子に対して
MIME タイプを追加する必要があります。IIS Manager を使用して、自分の Web サイトのプロパティ
ダイアログボックスにアクセスします。HTTP ヘッダータブで、MIME の種類をクリックして MIME タ
イプを追加します。
Hewlett Packard Enterprise は、次のタイプを追加することをおすすめします。
•

.img application/octet-stream

•

.iso application/octet-stream

3. 読み取り専用ディスクイメージを処理するように Web サーバーが構成されていることを確認します。
a. Web ブラウザーを使用して、ディスクイメージの位置に移動します。
b. ディスクイメージをクライアントにダウンロードします。
以下の手順が正常に完了した場合、Web サーバーは正しく設定されます。

仮想フォルダー

143

読み出し/書き込みアクセス用の IIS の設定
手順
1. Perl（たとえば、ActivePerl）をインストールします。
2. 必要に応じて、仮想メディアヘルパーアプリケーションをカスタマイズします。
3. 仮想メディアヘルパースクリプトの Web サイトにディレクトリを作成し、そのディレクトリにスクリ
プトをコピーします。
スクリプト例ではディレクトリ名 cgi-bin を使用していますが、任意の名前を使用できます。
4. ディレクトリのプロパティページのアプリケーションの設定で作成をクリックしてアプリケーション
ディレクトリを作成します。
IIS Manager のディレクトリのアイコンがフォルダーアイコンからギアアイコンに変わります。
5. 実行アクセス許可をスクリプトのみに設定します。
6. Perl がスクリプトインタープリターとしてセットアップされていることを確認します。
アプリケーションの関連を確認するには、プロパティページの構成をクリックします。Perl が次の例
に示すように構成されていることを確認します。

図 3: Perl 設定の例
7. Web Service Extensions が Perl スクリプトの実行を許可していることを確認します。そうでない場合
は、Web Service Extensions をクリックして Perl CGI Extension を Allowed に設定します。
8. ヘルパーアプリケーションのプレフィックス変数が正しく設定されていることを確認します。
詳しくは
仮想メディアヘルパーアプリケーションのサンプル(145 ページ)

ヘルパーアプリケーションによる仮想メディアの挿入
INSERT_VIRTUAL_MEDIA コマンドでヘルパーアプリケーションを使用する場合、URL の基本形式は次
のようになります。
protocol://user:password@servername:port/path,helper-script
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変数は次のとおりです。
•

protocol - 必須です。HTTP または HTTPS です。

•

user:password - オプションです。指定された場合は、HTTP 基本認証が使用されます。

•

servername - 必須です。Web サーバーのホスト名または IP アドレスです。

•

port - オプションです。Web サーバーの標準でないポートです。

•

path - 必須です。アクセスしているイメージファイルです。

•

helper-script - オプションです。IIS Web サーバー上のヘルパースクリプトの位置です。

INSERT_VIRTUAL_MEDIA コマンドについて詳しくは、iLO スクリプティングおよび CLI ガイドを参照し
てください。

仮想メディアヘルパーアプリケーションのサンプル
以下の Perl スクリプトは、部分書き込みの不可能な Web サーバー上でディスケットへの書き込みを可能
にする CGI ヘルパーアプリケーションの例です。ヘルパーアプリケーションと
INSERT_VIRTUAL_MEDIA コマンドを組み合わせて使用すると、書き込み可能なディスクをマウントでき
ます。
ヘルパーアプリケーションを使用する場合、iLO ファームウェアは、以下のパラメーターを使用して、こ
のアプリケーションに要求を提示します。
•

file パラメーターは、元の URL で提供されるファイルの名前を含みます。

•

range パラメーターは、データの書き込み先を指定する 16 進数の包含範囲を含みます。

•

data パラメーターは、書き込まれるデータを示す 16 進数の文字列を含みます。

ヘルパースクリプトは、file パラメーターをその作業ディレクトリに対する相対パスに変換する必要が
あります。この手順では、パラメーターの前に"../,"というプレフィックスを配置するか、またはエイリア
ス化された URL パスをファイルシステム上の真のパスに変換する必要があります。ヘルパースクリプト
は、ターゲットファイルに対する書き込みアクセスを必要とします。ディスケットイメージファイルは、
適切なパーミッションを備える必要があります。
例：
#!/usr/bin/perl
use CGI;
use Fcntl;
#
# The prefix is used to get from the current working directory to the
# location of the image file that you are trying to write
#
my ($prefix) = "c:/inetpub/wwwroot";
my ($start, $end, $len, $decode);
my $q = new CGI();

# Get CGI data

my $file = $q->param('file'); # File to be written
my $range = $q->param('range'); # Byte range to be written
my $data = $q->param('data'); # Data to be written

仮想メディアヘルパーアプリケーションのサンプル
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#
# Change the file name appropriately
#
$file = $prefix . "/" . $file;
#
# Decode the range
#
if ($range =~ m/([0-9A-Fa-f]+)-([0-9A-Fa-f]+)/) {
$start = hex($1);
$end = hex($2);
$len = $end - $start + 1;
}
#
# Decode the data (a big hexadecimal string)
#
$decode = pack("H*", $data);
#
# Write it to the target file
#
sysopen(F, $file, O_RDWR);
binmode(F);
sysseek(F, $start, SEEK_SET);
syswrite(F, $decode, $len);
close(F);
print "Content-Length:0\r\n";
print "\r\n";
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電力および温度機能の使用
サーバーの電源オン
セキュアリカバリ
電源がシステムに供給されると、iLO によって独自のファームウェアが検証および起動されます。iLO フ
ァームウェアで検証に失敗すると、リカバリイメージが使用可能な場合は自動的に iLO ファームウェアが
フラッシュされます。この機能は、iLO Standard ライセンスでサポートされています。
サーバーの起動時に、システム ROM が検証されます。アクティブなシステム ROM の検証に失敗し、冗
長化システム ROM が有効である場合は、冗長化システム ROM がアクティブになります。アクティブシ
ステム ROM と冗長化システム ROM の両方が無効であり、iLO Advanced Premium Security Edition ライ
センスがインストールされている場合は、ファームウェア検証スキャンが開始されます。構成されている
ファームウェア検証の設定に応じて、リカバリセット内のコンポーネントを使用した修復が開始される
か、または障害のログが記録され、手動で修復を完了する必要があります。システム ROM が検証されな
い場合は、サーバーが起動しません。
ファームウェアの検証アクティビティおよびリカバリアクションについて IML をチェックします。
ブレード以外のサーバー
iLO 5 を搭載した Gen10 サーバーで AC 電源が失われた場合は、再びサーバーの電源を入れる前に約 30
秒待つ必要があります。この間に電源ボタンを押すと、電源ボタンが点滅し、要求が保留状態であること
を示します。
この遅延は、iLO ファームウェアのロード、認証、およびブートが行われているためです。iLO は、初期
化の完了時に保留中の電源ボタン要求を処理します。サーバー電源が切断されていない場合、遅延はあり
ません。30 秒の遅延は、iLO のリセット中のみ発生します。iLO が電源を管理できるようになるまで、電
源ボタンは無効になります。
iLO ファームウェアは管理対象電源システムをサポートするために、（たとえば、Hewlett Packard
Enterprise 消費電力上限テクノロジーを使用して）電力しきい値を監視し、構成します。iLO が電源を管
理できる前にシステムの起動を許可すると、複数のシステムで電圧低下、電圧消失、および温度過負荷が
発生する場合があります。AC 電源が失われると電源管理状態が失われるので、電源管理状態を復元し、
電源を投入できるように、最初に iLO を起動する必要があります。
C クラスブレードサーバーと Synergy コンピュートモジュール
ProLiant Gen10 ブレードサーバーおよび Synergy コンピュートモジュールでは、iLO によってサーバーと
エンクロージャーまたはフレームの電源要件が特定され、電源が供給されていることが確認されるまで、
サーバーの電源をオンにすることができません。エンクロージャーまたはフレーム内のサーバーに AC
電源が供給されると、わずかな遅延が発生します。ボタンを押してもシステムの電源がオンにならない場
合は、詳細について OA（C クラス）または HPE OneView（ProLiant または Synergy）をチェックしてく
ださい。問題によってサーバーの電源がオンにならない場合は、イベントが IML に報告されます。
詳しくは
iLO ネットワークのフラッシュエラーリカバリ(408 ページ)

電圧低下からの復旧
電圧低下条件は、動作中のサーバーへの電源が瞬間的に失われるとが発生します。電圧低下の期間および
サーバーハードウェアの構成によっては、電圧低下によりオペレーティングシステムが中断することがあ
りますが、iLO ファームウェアは中断しません。
iLO は、電圧低下を検出し、電圧低下から復旧します。iLO が電圧低下の発生を検出すると、常に電源オ
ンが常に電源をオフのままに設定されていない場合、電源オン遅延の後でサーバー電源が復元されます。

電力および温度機能の使用
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電圧低下の復旧後、iLO ファームウェアは、iLO イベントログに Brown-out recovery イベントを記録
します。

適切なシャットダウン
iLO のプロセッサーが適切なシャットダウンを実行するには、オペレーティングシステムの協調動作が必
要です。適切なシャットダウンを行うには、iLO ヘルスドライバーをロードする必要があります。iLO は
ヘルスドライバーと通信して、オペレーティングシステムを安全にシャットダウンするための適切な方法
を実行して、データの完全性を確保します。
ヘルスドライバーがロードされていない場合は、iLO プロセッサーがオペレーティングシステムを使用し
て、電源ボタンにより適切なシャットダウンを行います。iLO は、オペレーティングシステムを適切にシ
ャットダウンするために、物理的な電源ボタンを押す操作（iLO の瞬間的に押す）をエミュレートしま
す。オペレーティングシステムの動作は、オペレーティングシステムの設定と電源ボタンを押す設定によ
って異なります。
UEFI システムユーティリティの高温シャットダウンオプションを使用して、自動シャットダウン機能を
無効にできます。この構成では、物理的な損傷が発生する可能性がある極端な条件下の場合を除き、自動
シャットダウンを無効にすることができます。
詳しくは
iLO ドライバーのサポート(28 ページ)

電力効率
iLO を使用すると、高効率モード（HEM）を使用して電力消費を改善できます。HEM は、セカンダリパ
ワーサプライを省電力モードに入れてシステムの電力効率を改善します。セカンダリパワーサプライが
省電力モードにある場合は、プライマリパワーサプライがシステムにすべての DC 電力を供給します。各
AC 入力ワット数あたりの DC 出力ワット数が増えるため、パワーサプライがより効率的です。
HEM は、ブレードサーバー以外でのみ使用できます。
システムがプライマリパワーサプライの最大電力出力の 70%を超える電力を使用すると、セカンダリパワ
ーサプライが正常動作に戻ります（省電力モードを終了する）。消費電力がプライマリパワーサプライの
60%未満の容量に低下すると、セカンダリパワーサプライが省電力モードに戻ります。HEM を使用する
と、プライマリパワーサプライとセカンダリパワーサプライの最大電力出力に等しい消費電力を実現し、
低い消費電力レベルで改善された効率を維持することができます。
HEM は、電源の冗長性に影響しません。プライマリパワーサプライに障害が発生した場合は、セカンダ
リパワーサプライがただちにシステムへの DC 電力の供給を開始し、停止時間を防止します。
HEM を設定するには、UEFI システムユーティリティを使用します。これらの設定を iLO から行うことは
できません。詳しくは、UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
構成済みの HEM 設定は、電力情報ページに表示されます。

電源投入時の保護
iLO は、サーバーハードウェアを識別できない場合に、ハードウェアの電源投入を妨げることによって、
Synergy Compute Module の電源投入時の保護を提供します。この状況は、メザニンカードが誤って取り
付けられているか、サーバーがハードウェアコンポーネントと通信できない場合に発生する可能性があり
ます。
電源投入時の保護は、自動電源投入および仮想電源ボタンの瞬間的に押す機能と連携して動作します。サ
ーバーの電源がリストアされるか、または瞬間的に押すが要求されたときに、サーバーハードウェアを識
別できない場合、サーバーの電源がオンになりません。
電源投入時の保護機能により、サーバーの電源投入が妨げられる場合：
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•

イベントが IML に記録されます。

•

サーバーのヘルスステータスがクリティカルに設定されます。

•

HPE OneView がサーバーを管理する場合、SNMP トラップが HPE OneView に送信されます。

電力割り当て（ブレードサーバーおよび Compute Module）
ブレードサーバーは、エンクロージャーまたはフレームと電力を共有する環境で動作します。サーバーの
電源を入れる前に、そのエンクロージャー（ProLiant サーバー）またはフレーム（Synergy Compute
Module）から電力の割り当てを取得する必要があります。
電源投入が妨げられた場合、エラーが IML に記録され、サーバーヘルス LED が変更されます。次のエラ
ーは、電源投入を妨げる場合があります。
•

Electronic Keying または I/O 設定エラー - サーバーのメザニンデバイスとエンクロージャーの背面
のスイッチが一致していません。

•

電力が十分でない - サーバーに電源を投入するために十分な電力がエンクロージャーで利用できませ
ん。

•

冷却が十分でない - サーバーを冷却するために十分な冷却がエンクロージャーで利用できません。

•

エンクロージャーがビジー状態である - エンクロージャーがブレードに関する情報を収集中でビジー
状態です。サーバーの挿入後にこのエラーが発生し、自動電源投入が有効になっている場合、iLO は許
可されるまで電力を要求し続けます。それ以外の場合は、瞬間的に押すボタンをもう一度押してくだ
さい。

•

Manager プロファイルによる電力保持（Synergy Compute Module のみ） - HPE OneView がこのサ
ーバーの電力を保持しました。

•

エンクロージャーエラー（Synergy Compute Module のみ） - エンクロージャーエラーが発生しまし
た。

トラブルシューティングについては、ご使用のサーバーのエラーメッセージガイドを参照してください。

サーバー電力の管理
サーバー電力ページの仮想電源ボタンセクションは、サーバーの現在の電源状態およびリモートサーバー
電源制御オプションを表示します。システム電源は、ページが初めて開かれるときのサーバー電源の状態
を示します。サーバー電源の状態は、オン、オフ、またはリセットのいずれかです。サーバー電源の現在
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。サーバーは、まれにリセット状態に入るこ
とがあります。
始める前に
仮想電源およびリセット権限
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックします。
サーバー電力タブが選択されたページが開きます。
2. 次のいずれかのボタンをクリックします。

電力割り当て（ブレードサーバーおよび Compute Module）
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•

瞬間的に押す

•

押し続ける

•

リセット

•

コールドブート

サーバーの電源が入っていない場合、押し続ける、リセット、およびコールドブートオプションは使
用できません。
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。

仮想電源ボタンのオプション
•

瞬間的に押す - 物理的な電源ボタンを押す場合と同じです。サーバーの電源が切れている場合は、瞬
間的に押すを押すとサーバーに電源が投入されます。
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適切なシャットダウンを開始するか、また
はこのイベントを無視するように設定される場合があります。仮想電源ボタンを使用してシャットダ
ウンを実行する前に、Hewlett Packard Enterprise はシステムコマンドを使用して適切なオペレーティ
ングシステムシャットダウンを完了することをおすすめします。

•

押し続ける - 物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続け、離すことと同じです。
サーバーはこの操作の結果、電源がオフになります。このオプションは、オペレーティングシステム
の適切な終了機能に影響する場合があります。
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は、瞬間的に押すと押し続けるによって動作が異なります。

•

リセット - 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適切な終了機能に影響する場合があります。

•

コールドブート - サーバーからただちに電源を切断します。プロセッサー、メモリ、および I/O リソ
ースは、メインの電力が失われます。サーバーは、約 6 秒後再起動します。このオプションは、オペ
レーティングシステムの適切な終了機能に影響する場合があります。

システム電源リストアの設定
システム電力リストア設定セクションでは、電源が喪失した後のシステムの動作を制御できます。POST
実行中に UEFI システムユーティリティを使用して、これらの設定を構成することもできます。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックします。
ページが開いてサーバー電源タブが選択されています。
2. サーバーの自動電源オンの値を選択します。
サーバーの自動電源オンの値の変更は次回のサーバーの再起動後まで有効にならない場合がありま
す。
3. 電源オン遅延の値を選択します。
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サーバーの自動電源オンオプションが常に電源をオフのままに設定されている場合、この値は選択で
きません。
4. 適用をクリックします。

自動電源オン
自動電源オン設定は、たとえば、サーバーの電源を接続した場合や、電源障害の後で UPS がアクティブ
になった場合など、電源のリストア後の iLO の動作を制御します。この設定は、Micro UPS システムでは
サポートされていません。
次の自動電源オン設定の中から選択します。
•

常に電源オン - 電源投入の遅延の後でサーバーの電源を入れます。
このオプションは、サーバーブレードのデフォルト設定です。

•

常に電源をオフのまま - サーバーは、オンにされるまでオフのまま残ります。

•

最新の電源状態をリストア - サーバーを、電源が失われたときの電源状態に戻します。サーバーがオ
ン状態だった場合、電源がオンになります。サーバーがオフ状態だった場合、オフのままとなります。
このオプションは、非ブレードサーバーのデフォルト設定です。サーバーブレードでは使用できませ
ん。

電源オン遅延
電源オン遅延設定は、データセンター内のサーバーの自動電源投入を遅らせます。これは、iLO の起動が
完了してからサーバーの電源をオンにするまでの iLO の待機時間を決定します。この設定は、Micro UPS
システムではサポートされていません。
サポートされているサーバーで、次の電源オン遅延設定のいずれかを選択します。
•

最小遅延 - iLO の起動が完了した後に電源オンします。

•

15 秒遅延 - 電源投入を 15 秒遅らせます。

•

30 秒遅延 - 電源投入を 30 秒遅らせます。

•

45 秒遅延 - 電源投入を 45 秒遅らせます。

•

60 秒遅延 - 電源投入を 60 秒遅らせます。

•

120 秒までランダム - 電源投入遅延は変化し、最大 120 秒まで可能です。

15、30、45、60 秒の遅延の値は、ブレードサーバーではサポートされません。

サーバー電力使用量の表示
電力メーターグラフは、最新のサーバー電力使用量を表示します。サーバーの電源が切断されているとき
は、電力履歴情報は収集されません。サーバーの電源が切断されていた期間を含むグラフを表示する場
合、グラフには、データが収集されていないことを示すギャップが表示されます。
iLO がリセットされるかサーバーの電源が再投入されると、グラフのデータはクリアされます。たとえ
ば、仮想電源ボタンによるリセットまたはコールドブート操作を使用するとデータがクリアされますが、
瞬間的に押す操作または押し続ける操作ではデータはクリアされません。
始める前に
この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

自動電源オン
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手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力メータータブをクリックします。
2. グラフタイプメニューでグラフのタイプを選択します。
直近 20 分間または直近 24 時間のグラフを表示できます。
測定値のデータを表示するには、グラフ内でカーソルを左右に移動します。
3. オプション：グラフ表示をカスタマイズするには、以下のチェックボックスを選択またはクリアしま
す。
•

消費電力上限

•

最大

•

平均値

•

最小

4. オプション：このページでデータを更新する方法を選択します。
デフォルトでは、ページを開いた後はページのデータは更新されません。

•

ページをただちに更新するには、更新アイコン

•

ページの自動更新を開始するには、更新アイコンの横にある三角形のアイコンをクリックします。
停止アイコンをクリックするか別のページに移動するまで、選択したグラフのタイプに応じて、ペ
ージは 10 秒または 5 分間隔で更新されます。

をクリックします。

5. オプション：電力読み取り値をワットまたは BTU/時に変更するには、電力単位メニューで値を選択し
ます。
6. オプション：表示されるデータをグラフ上の特定のポイントにロックするには、目的のポイントにカ
ーソルを移動してクリックします。
カーソルのロックを解除するには、グラフをもう一度クリックするか、またはロックアイコンをクリ
ックします。

電力メーターグラフの表示オプション
グラフタイプ
•

直近 20 分 - 過去 20 分間にわたるサーバーの電力使用量を示します。iLO ファームウェアは、このグ
ラフの電力使用量情報をサーバーから 10 秒ごとに収集します。

•

直近 24 時間 - 過去 24 時間にわたるサーバーの電力使用量を示します。iLO ファームウェアは、この
グラフの電力使用量情報を 5 分ごとに更新します。

グラフデータ
以下のチェックボックスを使用して、電力メーターグラフに含まれるデータをカスタマイズします。
•
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消費電力上限 - サンプル中に設定されている消費電力上限。消費電力上限データは電力メーターグラ
フに赤色で表示されます。

電力メーターグラフの表示オプション

◦

消費電力上限は、長期間の平均消費電力を制限します。

◦

消費電力上限は、サーバーの再起動時に維持されないため、起動時に一時的なスパイクが発生しま
す。

◦

消費電力上限を、最大電力とアイドル電力間の指定されたパーセンテージしきい値未満に設定する
と、サーバー内の変化によりサーバーにアクセスできなくなることがあります。Hewlett Packard
Enterprise は、このしきい値より低い消費電力上限を設定することはお勧めしません。システム構
成に対して低すぎる消費電力上限値を設定すると、システムの性能が低下する可能性があります。

•

最大 - サンプル中の瞬間最高電力。iLO は、秒未満の単位でこの値を記録します。最大電力データは
電力メーターグラフに紫色で表示されます。

•

平均 - サンプル中の電力測定値の平均。平均電力データは、電力メーターグラフに青色で表示されま
す。

•

最小 - ある測定期間で観測された最小値。20 分間のグラフでは、10 秒ごとの平均測定値の最小値が表
示されます。24 時間のグラフでは、5 分間の平均値より低い最小値が表示されます。最小電力データ
は電力メーターグラフにグレーで表示されます。

電力メーターグラフの更新
•

ページをただちに更新するには、更新アイコン

•

ページの自動更新を開始するには、更新アイコンの横にある開始アイコン
アイコン

をクリックします。
をクリックします。停止

をクリックするか、別のページに移動するまで、ページは自動的に更新されます。

電力単位の表示
電力読み取り値をワットまたは BTU/時に変更するには、電力単位リストで値を選択します。
電力メーターロックアイコン
•

自動更新が実行されていない場合、ロックアイコンをクリックするか、グラフ上の任意のポイントを
クリックすると、グラフ上の特定のポイントで表示がロックされます。

•

自動更新が実行されている場合、ロック機能を使用すると、x 軸に沿った特定の履歴ポイントに対応す
るデータポイントが表示されます。たとえば、20 分間のグラフでは、-10 分で表示をロックすると、
グラフが更新されるたびに 10 分前の値が表示されます。

現在の電源状態の表示
手順
ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力メータータブをクリックします。
電力ステータスセクションに、現在の電源状態の詳細が表示されます。

現在の電源状態の詳細
電力ステータスセクションに表示される情報は、サーバータイプによって変化します。表示される可能性
のある値は次のとおりです。
•

現在の電力読み取り値 - サーバーからの現在の電力読み取り値。

現在の電源状態の表示
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この値は、すべてのサーバーについて表示されます。
•

現在の消費電力上限値 - サーバーに対して設定されている消費電力上限。消費電力上限が設定されて
いない場合、この値は 0 です。
この値は、ML サーバー、DL サーバー、およびサーバーブレードについて表示されます。

•

入力電圧 - サーバーに指定された入力電圧。
この値は、ML サーバーおよび DL サーバーについて表示されます。

•

パワーレギュレーターモード - 設定されているモード。設定できる内容については、電力設定(154 ペ
ージ)を参照してください。
この値は、すべてのサーバーについて表示されます。

•

パワーサプライ容量 - サーバーの電力容量。
この値は、XL サーバーについて表示されます。

•

ピーク電力測定値 - 最大電力測定値。
この値は、XL サーバーについて表示されます。

サーバー電力履歴の表示
手順
ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力メータータブをクリックします。
電力履歴セクションには、サーバーの電力履歴の詳細が表示されます。

電力履歴の詳細
電力の履歴テーブルには、5 分、20 分、24 時間の 3 つの期間で電力読み取り値を表示します。
•

最大電力 - 指定された期限でのサーバーからの最大電力測定値。サーバーが指定された期限にわたり
稼動していない場合は、サーバーの起動時からのすべての測定値の最大値になります。

•

平均電力 - 指定された期限での電力測定値の平均。サーバーが指定された期限にわたり稼動していな
い場合は、サーバーの起動時からのすべての測定値の平均になります。

•

最小電力 - 指定された期限でのサーバーからの最小電力測定値。サーバーが指定された期限にわたり
稼動していない場合は、サーバーの起動時からのすべての測定値の最小値になります。

複数の電源装置がサーバーから同時に削除されると、電力履歴セクションまたは電源メーターグラフに情
報が表示されない短い期間があります。iLO この情報は、搭載されている残りの電源装置に関する情報が
収集された後、再度表示されます。iLO

電力設定
電力設定ページを使用すると、サーバーの電力管理機能を表示および制御することができます。このペー
ジに表示される電力管理機能は、サーバーの構成によって変化します。

パワーレギュレーターの設定
パワーレギュレーター機能を使用すると、iLO は動作条件に基づいてプロセッサーの周波数レベルと電圧
レベルを変更できます。これにより、パフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら電力を節約すること
ができます。
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サーバー電力履歴の表示

注記:
パワーレギュレーター機能は、AMD プロセッサーを搭載するサーバーではサポートされません。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力設定タブをクリックします。
2. パワーレギュレーターモードを選択します。
3. 適用をクリックします。
サーバーがオフまたは POST 状態の場合、この変更は POST が完了するまで有効になりません。
ダイナミックパワーセービングモード、スタティックローパワーモード、およびスタティックハイパ
フォーマンスモード設定の場合、iLO は、パワーレギュレーターの設定が変更されたことを通知しま
す。
OS コントロールモード設定の場合、iLO は、パワーレギュレーター設定の変更を完了するにはサーバ
ーの再起動が必要であることを通知します。
OS コントロールモードから他のモードに変更すると、サーバーを再起動してパワーレギュレーター設
定の変更を完了する必要があります。
4. 変更を完了するために再起動が必要な場合は、サーバーを再起動します。

パワーレギュレーターモード
パワーレギュレーターを設定するときに、以下のモードから選択します。
•

ダイナミックパワーセービングモード - プロセッサーの利用率に基づいてプロセッサー速度と電力使
用量を自動的に変化させます。このオプションにより、パフォーマンスに影響を与えずに全体的な消
費電力を減らすことができます。このオプションは、OS のサポートを必要としません。

•

スタティックローパワーモード - プロセッサー速度を下げ、電力使用量を減らします。このオプショ
ンは、システムの最大電力量の値を低く抑えます。

•

スタティックハイパフォーマンスモード - OS の電力管理ポリシーに関係なく、プロセッサーは常に最
大電力および最大パフォーマンスで動作します。

•

OS コントロールモード - OS が電力管理ポリシーを有効にしない場合、プロセッサーは常に最大電力
および最大パフォーマンスで動作します。

消費電力上限の設定
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

サーバーモデルが消費電力上限をサポートしている。
サポート情報については、サーバーの仕様書を参照してください。

パワーレギュレーターモード
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手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力設定タブをクリックします。
2. 手動の電力消費上限を有効チェックボックスを選択します。
3. 電力消費上限値を W、BTU/時、または%で入力します。
%は、最大電力値と最小電力値の差です。
消費電力上限の値は、サーバー最小電力値より下には設定できません。
4. オプション：値が W で表示されているときは、値を BTU/時で表示をクリックして表示を BTU/時に変
更します。値が BTU/時で表示されている場合、表示を W に変更するには値をワットで表示をクリッ
クします。
5. 適用をクリックします。
変更が正常に終了したことが iLO によって通知されます。

消費電力上限の注意事項
•

POST 実行中、ROM は最大電力測定値と最小電力測定値を決定する 2 つの電力テストを実行します。
消費電力上限の設定を決定するときは、電力消費上限設定の表の値を検討してください。
◦

最大利用可能電力 - 最大消費電力上限値のしきい値 サーバーはこの値を超えてはなりません。
サーバーブレードの場合、この値は初期電源オン要求値です。
ブレード以外のサーバーの場合、この値は電源装置容量です。

◦

サーバー最大電力 - サーバーの最大電力測定値。この値は最小ハイパフォーマンス上限のしきい
値で、現在の構成でサーバーが使用する最大電力を表します。この値に設定されている消費電力上
限は、サーバーのパフォーマンスに影響を与えません。

◦

サーバー最小電力 - サーバーの最小電力測定値。これは、最小消費電力上限しきい値で、サーバー
が使用する最小電力を表します。この値に設定されている消費電力上限は、サーバーの電力使用量
を最小化するため、その結果サーバーのパフォーマンスが低下します。

•

消費電力上限を設定した場合は、サーバーの平均電力測定値が、消費電力上限以下にならなければな
りません。

•

サーバーがエンクロージャー動的消費電力上限に含まれる場合、電力消費上限設定は無効になってい
ます。
これらの値は、Onboard Administrator または Insight Control 電力管理を使用して設定/変更されます。

•

消費電力上限は、一部のサーバーではサポートされていません。詳しくは、サーバーの仕様書を参照
してください。

•

一部のサーバーの消費電力上限設定は、iLO Web インターフェイスの外部で次のようなツールを使用
して管理する必要があります。
◦

HPEAdvanced Power Manager

サーバーでサポートされる電力管理機能について詳しくは、http://www.hpe.com/info/qs でサーバー
の仕様書を参照してください。
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消費電力上限の注意事項

バッテリバックアップユニット設定の構成
バッテリバックアップユニットを備えているサーバーに対して電源装置が電源を供給できない場合、サー
バーはバッテリバックアップユニットから供給される電源で実行されます。
以下の手順を使用して、サーバーがバッテリバックアップユニットで実行中である場合に iLO が実行する
操作を選択します。
注記:
システムがスケーラブル永続性メモリ用に構成されている場合、バッテリバックアップユニットの
設定は無効になります。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力設定タブをクリックします。
2. バッテリバックアップユニット設定セクションで、サーバーがバッテリバックアップユニットで動作
している場合に iLO が実行する操作を選択します。
3. 適用をクリックします。
変更が正常に終了したことが iLO によって通知されます。

バッテリバックアップユニットのオプション
サーバーがバッテリ電源で動作している場合に、以下のいずれかの操作を実行するように iLO を設定でき
ます。
•

アクションなし（デフォルト） - サーバーがバッテリ電源で動作しているときは何もしません。電源
が回復しない場合、バッテリが消耗するとサーバーの電源は失われます。

•

電源ボタンを一瞬押す - サーバーがバッテリ電源で 10 秒以上動作していることを iLO が検出した場
合、電源ボタンを一瞬押す指示をサーバーに送信します。オペレーティングシステムが電源ボタンの
押下に対応するように構成されている場合、オペレーティングシステムはシャットダウンを開始しま
す。
シャットダウンメッセージを OS に送信 - サーバーがバッテリ電源で 10 秒以上動作していることを
iLO が検出した場合、ホストのオペレーティングシステムにシャットダウンメッセージを送信します。
必要なサーバー管理ソフトウェアがインストールされている場合、オペレーティングシステムはシャ
ットダウンを開始します。

サーバーがバッテリバックアップユニットをサポートしているかどうかを確認するには、Web サイト
（http://www.hpe.com/info/qs）でサーバー仕様をご覧ください。

電力しきい値設定超過の SNMP アラートの構成
電力しきい値超過による SNMP アラート機能を使用すると、定義されたしきい値を消費電力が超えたと
きに SNMP アラートを送信できます。
始める前に
iLO の設定の構成

バッテリバックアップユニット設定の構成

157

手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力設定タブをクリックします。
2. 警告トリガーリストで値を選択します。
3. ピーク時消費電力または平均消費電力を選択した場合は、次を入力します。
•

警告しきい値

•

期間

4. オプション：警告しきい値のワット表示と BTU/時表示を切り替えるには、値をワットで表示と値を
BTU/時で表示のいずれかをクリックします。
5. 適用をクリックします。

電力しきい値超過による SNMP アラートのオプション
•

警告トリガー - 警告が、ピーク時消費電力に基づくか、平均消費電力に基づくか、または無効かを決
定します。

•

警告しきい値—消費電力しきい値を設定します。指定期間にわたって消費電力がこの値を超える場
合、SNMP アラートがトリガーされます。

•

持続時間—SNMP アラートがトリガーされるまでに消費電力が警告しきい値を超えていなければなら
ない時間を分単位で設定します。生成される SNMP アラートは、iLO がサンプリングした電源使用量
のデータに基づいています。 持続時間の値が変更された正確な日時には基づいていません。設定可能
な最大時間は 240 分で、持続時間は 5 の倍数でなければなりません。

マウスとキーボードの持続接続の設定
電力設定ページのその他の設定セクションを使用すると、キーボードとマウスの持続接続の機能を有効ま
たは無効にすることができます。
この機能を有効にすると、iLO 仮想キーボードとマウスが iLO UHCI USB コントローラーに常時接続され
ます。この機能を無効にすると、リモートコンソールアプリケーションが開かれて iLO に接続されたとき
にのみ、iLO 仮想キーボードおよびマウスが iLO UHCI コントローラーに動的に接続されます。この機能
を無効にすると、一部のサーバーでは、サーバー OS がアイドル状態で仮想 USB キーボードおよびマウ
スが接続されていないときに、さらに 15 W の電力節約が可能になります。
たとえば、24 時間当たりの電力節約は 15 ワット×24 時間、つまり 360 ワット時間（0.36 キロワット時）
になります。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力設定タブをクリックします。
2. マウス、キーボードの持続接続チェックボックスを選択またはクリアします。
マウス、キーボードの持続接続機能は、デフォルトでは無効になっています。
3. 適用をクリックします。
変更が正常に終了したことが iLO によって通知されます。
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電力しきい値超過による SNMP アラートのオプション

電力情報の表示
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、電力タブをクリックします。
電力情報ページに表示される情報は、サーバータイプによって変化します。表示される可能性のある
セクションは次のとおりです。
•

電源装置の概要

•

電源装置

•

HPE Power Discovery Services

•

バッテリバックアップユニット

•

Smart Storage バッテリ

•

電力読み取り値

•

パワーマイクロコントローラー

サーバーの電源がオフの場合、このページのシステムのヘルス情報は、最後の電源オフ時のものです。
ヘルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されます。

電源装置概要の詳細
このセクションは、ブレード以外のサーバーに対して表示されます。
現在の電力読み取り値
共有スロット電源装置が取り付けられている場合、サーバーからの最新の電力読み取り値が表示され
ます。他の電源装置では、このデータは表示されません。
この値は、通常、すべてのアクティブな電源装置の出力の合計に等しくなりますが、個々の電源装置
を読み取るため、変動する場合があります。この値はあくまで参考であり、電力メーターページに表
示される値ほど正確ではありません。詳しくは、サーバー電力使用量の表示(151 ページ)を参照して
ください。
パワーマネジメントコントローラーのファームウェアバージョン
パワーマネジメントコントローラーのファームウェアバージョン番号。iLO ファームウェアがこの値
を決定するには、サーバーの電源が入っている必要があります。この機能は、一部のサーバーではサ
ポートされません。
電力情報
サーバーに供給されている電源の全体的なステータス。
•

サーバーの電源装置がインテリジェントタイプではない電源に接続されている場合、このセクショ
ンにはサーバー内部の電源装置のステータスが表示されます。

•

サーバーの電源装置が iPDU を介して Power Discovery Service に接続されている場合、このセク
ションにはサーバー内部の電源装置に供給されている電源のステータスが表示されます。

以下の電力情報値が表示されます。
•

冗長化 - 電源装置に冗長性があることを示します。

電力情報の表示
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インフラストラクチャに Power Discovery Service が統合されている場合、この値は、内部電源装
置に外部から供給されている電源に冗長性があるどうかを示します。
•

非冗長化 - 電源装置または iPDU（Power Discovery Service を使用している場合）の少なくとも 1
つがサーバーに電力を提供していないことを示します。このステータスの最も一般的な原因は、電
源装置への入力電力の喪失です。また、同じ iPDU に複数の電源装置が接続されている構成でも、
このステータスが発生する場合があります。その場合、個々の電源装置のステータスは良好、使用
中ですが、電力情報の値は非冗長化です。これは、その iPDU への入力電源が喪失するとサーバー
の電源がすべて喪失するからです。

•

冗長化の障害 - 4 つの電源装置をサポートするサーバーでは、このステータスは、サーバーに電力
を提供している電源装置の数がサーバーの動作に必要な数よりも少ないことを示します。サーバ
ーは引き続き動作する場合がありますが、この状態では電源問題のリスクが高くなります。電源装
置冗長化設定が正しいことを ROM ベースのシステムユーティリティで確認してください。

•

OK - 共有スロット電源装置は取り付けられていません。インストールされている電源装置は正常
に動作しています。

•

N/A - 電源装置が 1 つのみ搭載されています。この構成では冗長化を適用できません。

Power Discovery Services ステータス
値には、以下のものがあります。
•

冗長化 - サーバーは冗長化 iPDU 構成用に設定されています。

•

非冗長化 - 冗長性をサポートするのに十分な iPDU がないか、またはサーバーの電源装置が同じ
iPDU に接続されています。

•

N/A - iPDU は検出されませんでした。

iLO プロセッサーまたはサーバーがリセットされると、iPDU の検出プロセスの完了に数分間かかる場
合があります。
高効率モード
冗長電源装置が構成されている場合に使用される冗長電源装置モード。
値には、以下のものがあります。
•

N/A - 該当なし。

•

バランスモード - 取り付けられているすべての電源装置に均一に電力が供給されます。

•

高効率モード（自動） - 片方の電源装置には完全に電力を供給し、もう一方の電源装置は低い消費
電力レベルでスタンバイ状態にします。自動オプションではサーバーのシリアル番号に基づいて
奇数の電源装置か偶数の電源装置が選ばれるため、ほぼランダムに電力が供給されます。

•

高効率モード（偶数サプライがスタンバイ） - 奇数番号の電源装置には完全に電力を供給し、偶数
番号の電源装置は低い消費電力レベルでスタンバイ状態にします。

•

高効率モード（奇数サプライがスタンバイ） - 偶数番号の電源装置には完全に電力を供給し、奇数
番号の電源装置は低い消費電力レベルでスタンバイ状態にします。

•

サポートされていません - 取り付けられている電源装置は高性能モードをサポートしていません。

電源装置のリスト
このリストの一部の値について情報を提供しない電源装置もあります。ある値について電源装置からの
情報がない場合は、N/A が表示されます。
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このセクションは、ブレード以外のサーバー（DL、ML）に対して表示されます。
•

ベイ - 電源装置のベイ番号。

•

設置 - 電源装置が搭載されているかどうかを示します。指定できる値は、OK および未インストールで
す。

•

ステータス - 電源装置のステータス。表示される値は、ステータスアイコン（OK、劣化、障害、また
はその他）、および詳細情報を提供するテキストを示します。値には、以下のものがあります。
◦

不明

◦

良好、使用中

◦

良好、スタンバイ

◦

一般障害

◦

過電圧障害

◦

過電流障害

◦

過熱障害

◦

入力電圧消失

◦

ファン障害

◦

高入力 A/C 警告

◦

低入力 A/C 警告

◦

高出力警告

◦

低出力警告

◦

入口温度警告

◦

内部温度警告

◦

高 Vaux 警告

◦

低 Vaux 警告

◦

電源装置の不一致

•

PDS - 搭載された電源装置が Power Discovery Service（電力情報検出機能）用に有効になっているか
どうか。

•

ホットプラグ - 電源装置ベイがサーバーの電源が入った状態での電源装置の交換をサポートするかど
うか。この値がはいで、電源装置が冗長化の場合は、サーバーの電源がオンのときに電源装置を取り
外したり、交換したりすることができます。

•

モデル - 電源装置のモデル番号。

•

スペア - スペア電源装置の部品番号。

•

シリアル番号 - 電源装置のシリアル番号。

•

容量 - 電源装置の容量（W）。

•

ファームウェア - 搭載された電源装置のファームウェアバージョン。

電力および温度機能の使用
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このセクションは、ブレード以外のサーバーでサーバーの電源装置が iPDU に接続されている場合に表示
されます。
iLO をリセットしてから、または iPDU を接続してから、iLO Web インターフェイスに iPDU 概要データ
が表示されるまで約 2 分かかります。この遅延は、iPDU 検出プロセスによるものです。
ベイ
電源装置のベイ番号。
ステータス
iPDU によって決定される全体的な通信リンクステータスおよびラック入力電源の冗長。表示される
可能性がある値は、以下のとおりです。
•

iPDU 冗長化 - この良好ステータスは、サーバーが 2 台以上の異なる iPDU に接続されていること
を示します。

•

iPDU 非冗長化 - この警告ステータスは、サーバーが 2 台以上の異なる iPDU に接続されていない
ことを示します。このステータスは、次のいずれかの条件が発生すると表示されます。
◦

iPDU リンクが、一部の電源装置で確立されていない。

◦

同じ iPDU に 2 台以上の電源装置が接続されている。
入力電力が同じ iPDU から供給される電源装置について、iPDU の MAC アドレスおよびシリア
ル番号が同一である。1 台の電源装置が接続の確立を待っている場合、iPDU は非冗長化と表示
されます。

•

接続を待機中 - この情報ステータスは、以下の 1 つまたは複数の条件を示します。
◦

電源装置を iPDU に接続するために正しくない電源コードが使用された。

◦

iPDU と iLO プロセッサーが接続プロセス中である。このプロセスには、iLO プロセッサーまた
は iPDU をリセットしてから最大 2 分かかる場合があります。

◦

iPDU モジュールにネットワーク（または IP）アドレスがない。

製品番号
iPDU の製品番号。
シリアル
iPDU のシリアル番号。
MAC アドレス
iPDU ネットワークポートの MAC アドレス。各 iPDU が固有の MAC アドレスを持っているため、こ
の値を参照すると接続されている各 iPDU を特定できます。
iPDU リンク
iPDU の HTTP アドレス（使用できる場合）。インテリジェントモジュラー PDU の Web インターフェ
イスを開くには、この列のリンクをクリックします。

電力読み取り値
このセクションは、サーバーブレードと Synergy コンピュートモジュールに対して表示されます。
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現在の電力読み取り値
サーバーからの最新の電力読み取り値。
この値は、通常、すべてのアクティブな電源装置の出力の合計に等しくなりますが、個々の電源装置
を読み取るため、多少変動する場合があります。この値はあくまで参考であり、電力管理ページに表
示される値ほど正確ではありません。詳しくは、サーバー電力使用量の表示(151 ページ)を参照して
ください。

パワーマイクロコントローラー
このセクションは、サーバーブレードと Synergy コンピュートモジュールに対して表示されます。
ファームウェアバージョン
パワーマイクロコントローラーのファームウェアのバージョン。
iLO ファームウェアがパワーマイクロコントローラーのファームウェアバージョンを決定するには、
サーバーの電源が入っている必要があります。

バッテリバックアップユニットの詳細
バッテリバックアップユニットをサポートするブレード以外のサーバーでは、以下の詳細が表示されま
す。
•

ベイ - バッテリバックアップユニットが設置されているベイ。

•

設置 - バッテリバックアップユニットが設置されているかどうか。値には OK、バッテリ障害、バッテ
リ交換があります。

•

ステータス - バッテリバックアップユニットのステータス。指定できる値は、OK、劣化、障害、また
はその他です。

•

充電 - バッテリバックアップユニットの充電レベル（%）。充電ステータスの値には、充電完了、放電
中、充電中、低速充電、充電していませんがあります。

•

シリアル番号 - バッテリバックアップユニットのシリアル番号。

•

容量 - バッテリバックアップユニットの容量（ワット）。

•

ファームウェア - インストールされているバッテリバックアップユニットのファームウェアバージョ
ン。

Smart Storage バッテリの詳細
Smart Storage バッテリをサポートするサーバーでは、以下の詳細が表示されます。
•

索引 - バッテリの索引番号。

•

設置 - バッテリが搭載されているかどうか。指定できる値は、OK および未インストールです。

•

ステータス - バッテリのステータス。指定できる値は、OK、劣化、障害、またはその他です。

•

モデル - バッテリのモデル番号。

•

スペア - スペアバッテリの製品番号。

•

シリアル番号 - バッテリのシリアル番号。

•

能力 - バッテリの容量。

•

ファームウェア - 搭載されているバッテリのファームウェアバージョン。

パワーマイクロコントローラー
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電力監視
iLO は、サーバーとオペレーティングシステムの稼動時間が最大になるように、サーバーの電源装置を監
視します。電源装置は低電圧などの電気条件による影響を受ける可能性があります。また、不注意で AC
コードが外れる場合があります。このような状況が発生すると、冗長電源装置が構成されている場合は冗
長性を失ったり、冗長電源装置を使用していない場合は動作しなくなったりする可能性があります。電源
装置のハードウェア障害の検出時や、AC 電源コードの切断時には、イベントが IML に記録され、LED イ
ンジケーターが使用されます。
iLO プロセッサーは、Power Discovery Service インフラストラクチャの必須コンポーネントです。iLO プ
ロセッサーは、各 Platinum Plus 電源装置に接続されている iPDU と通信して、ラックおよびデータセン
ターの電源の冗長について判断します。Power Discovery Service インフラストラクチャに iLO プロセッ
サーが含まれる場合、サーバーの外部入力電源の冗長ステータスおよび個々（内部）の電源装置のステー
タスがインテリジェントに報告されます。
詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/rackandpower

高効率モード
高効率モードは、セカンダリ電源装置をスタンバイモードにすることにより、サーバーの電力効率を改善
します。セカンダリ電源装置がスタンバイモードにある場合は、プライマリ電源装置がシステムにすべて
の DC 電力を供給します。電源装置の出力レベルが高いほど電源装置の効率が上がり（AC 入力 W 当たり
の DC 出力 W が増加し）、全体的な電力効率が向上します。
高効率モードは、電源の冗長性に影響しません。プライマリ電源装置に障害が発生した場合は、セカンダ
リ電源装置がただちにシステムへの DC 電力の供給を開始し、停止時間を防止します。冗長電源装置モー
ドは、UEFI システムユーティリティを通じてのみ構成できます。これらの設定を iLO ファームウェアか
ら変更することはできません。
サポートされていないモードを使用するように高効率モードが構成されている場合、電源装置効率が低下
する可能性があります。

ファン情報の表示
ファン情報ページに表示される情報は、サーバー構成によって異なります。
サーバーの電源がオフの場合、このページのシステムのヘルス情報は、最後の電源オフ時のものです。ヘ
ルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されます。
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、ファンタブをクリックします。
2. オプション：冷却ファンの冗長性をサポートしているサーバーでは空のファンベイは表示されません。
ファンベイを表示するには、空白のベイを表示をクリックします。空のファンベイが表示されている
ときにそれらを非表示にするには、空白のベイを隠すをクリックします。

ファンの詳細
ファンごとに、次の詳細が表示されます。
•

ファン - ファンの名前。

•

場所 - この値はサーバータイプによって異なります。
ブレード以外のサーバーの場合、サーバーシャーシ内の場所が表示されます。
サーバーブレードの場合、位置が仮想の仮想ファンが表示されます。
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•

ステータス - ファンのヘルスステータス。

•

速度 - ファン速度（%）。

ファン
iLO ファームウェアは、ハードウェアとの組み合わせで、ファンの動作と速度を制御します。ファンはコ
ンポーネントに欠かせない冷却機能によって、信頼性を向上させて動作の継続を維持します。ファンは、
システム全体を対象に監視される温度に反応して最小の雑音で十分な冷却機能を提供します。
ファンサブシステムの監視には、十分、冗長化、および非冗長化のファン構成が含まれます。1 つまたは
複数のファンが故障しても、サーバーは動作を続けるのに十分な冷却機能を提供します。
ファンの動作ポリシーは、ファンの構成や冷却の需要に応じて、サーバーごとに異なります。ファンの制
御はシステムの内部温度を監視し、温度を下げるときはファンの回転速度を上げ、十分に下がったときは
ファンの回転速度を落とします。ファンの障害が発生した場合、ファンの動作ポリシーによっては、他の
ファンの回転速度を上げ、イベントを IML に記録したり、LED インジケーターを点灯させたりします。
非冗長化構成または冗長化構成で複数のファンに障害が発生すると、システムの損傷を防ぎ、データの整
合性を保証するために十分な冷却機能を提供できなくなる可能性があります。この場合、冷却ポリシーに
加えて、オペレーティングシステムとサーバーの適切なシャットダウンが開始される可能性があります。
サーバーブレードには内蔵ファンがないため、エンクロージャーファンを使用して冷却機能を提供しま
す。 ファンタブでは、エンクロージャーファンのことを仮想ファンと呼んでいます。仮想ファンの測定値
は、サーバーブレードがエンクロージャーに要求している冷却量を表します。サーバーブレードは、各種
の温度センサーを調べ、適切なファン速度を計算して、必要な冷却量を計算します。エンクロージャー
は、搭載するすべてのサーバーブレードおよびサーバー以外のブレードからの情報を使用して、ファンを
調整し、適切なエンクロージャー冷却機能を提供します。

温度情報
温度情報ページは、温度グラフとテーブルを含みます。このテーブルは、サーバーシャーシ内の温度セン
サーの位置、ステータス、温度、およびしきい値設定を表示します。
サーバーの電源がオフの場合、このページのシステムのヘルス情報は、最後の電源オフ時のものです。ヘ
ルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されます。

温度グラフの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックして、温度タブをクリックします。
2. オプション：グラフ表示をカスタマイズします。
•

3 次元グラフを表示するには、3D チェックボックスを選択します。

•

2 次元グラフを表示するには、3D チェックボックスをクリアします。

•

サーバーの前面または背面にあるセンサーを表示するには、前面または背面を選択します。

3. オプション：個々のセンサーの詳細を表示するには、マウスカーソルをグラフ上の円に移動します。
センサー ID、ステータス、および温度測定値が表示されます。

温度グラフの詳細
温度グラフを表示する場合、グラフ上の円形は、センサーデータテーブルに示されるセンサーに対応しま
す。

ファン
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グラフ上の色は、温度変化の度合いに当たり、緑色から赤色の範囲で示されます。緑色は温度 0°C、赤色
は「クリティカル」しきい値を表します。センサーの温度が上がると、グラフの色が緑色からオレンジ色
に変わり、さらに温度が上がって「クリティカル」しきい値に近づくと赤色になります。

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電力管理をクリックして、温度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、値を華氏で表示スイッチをクリックすると、
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、値を摂氏で表示スイッチをク
リックすると、温度が摂氏で表示されます。
3. オプション：デフォルトでは、取り付けられていないセンサーは非表示です。取り付けられていない
センサーを表示するには、センサーなしの情報を表示をクリックします。見つからないセンサーが表
示されているときにそれらを非表示にするには、センサーなしの情報を隠すをクリックします。

温度センサーの詳細
•

センサー - 温度センサーの ID。センサーの位置も示します。

•

位置 - 温度が測定されている領域。この列では、メモリは次のものを指します。
◦

物理メモリ DIMM 上の温度センサー。

◦

メモリ DIMM の近くにあるが、DIMM 上には置かれていない温度センサー。これらのセンサーは、
追加の温度情報を提供するために、DIMM の近くの通気冷却経路をさらに下った場所に配置されて
います。

センサー列の温度センサーの ID は、温度センサーの正確な位置を示し、DIMM またはメモリ領域に関
する詳細な情報を提供します。
•

X - 温度センサーの x 座標。

•

Y - 温度センサーの y 座標。

•

ステータス - 温度ステータス。

•

読み取り値 - 温度センサーによって記録された温度。温度センサーが取り付けられていない場合、読
み取り値列には N/A という値が表示されます。

•

しきい値 - 過熱状態の警告の温度しきい値です。警告とクリティカルの 2 つのしきい値が示されま
す。温度センサーが取り付けられていない場合、しきい値列には N/A という値が表示されます。

温度の監視
次の温度しきい値が監視されます。
•

警告 - サーバーは、温度を「警告」しきい値未満に維持するように設計されています。
温度が警告しきい値を超えると、ファンの回転速度が最大になります。
温度が警告しきい値を 60 秒間超えると、適切なサーバーシャットダウンが試行されます。

•
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クリティカル - 温度が制御不能になった場合または急上昇した場合、高い動作温度によって電子コン
ポーネント障害が発生する前に、
「クリティカル」温度しきい値によりサーバーを物理的にシャットダ
ウンしてシステム障害の発生を防ぎます。

温度センサーデータの表示

監視ポリシーはサーバーの要件によって異なります。ポリシーには通常、冷却機能を最大化するためのフ
ァンの回転速度の増加、IML の温度イベントのログ記録、LED インジケーターを使用したイベントの視覚
的な表示、データの破損を防ぐためのオペレーティングシステムの適切なシャットダウンの開始が含まれ
ます。
温度超過状態の修正後は、ファンの回転速度を通常に回復、IML へのイベントの記録、LED インジケータ
ーの消灯、シャットダウンを実行中の場合はその停止などの追加のポリシーが実施されます。

電力および温度機能の使用
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iLO ネットワークの設定
iLO ネットワーク設定
iLO は、以下のネットワーク接続オプションを提供します。
•

iLO 専用ネットワークポート - iLO ネットワークトラフィック専用の独立した NIC を使用します。サ
ポートされている場合、このポートはサーバー背面の RJ-45 ジャック（ラベルは iLO）を使用します。

•

共有ネットワークポート LOM - サーバーに内蔵の固定 NIC を使用します。この NIC は通常、サーバー
ネットワークトラフィックを処理しますが、共通の RJ-45 コネクター経由で同時に iLO ネットワーク
トラフィックを処理するように構成できます。
このオプションは、非ブレードサーバーでのみサポートされます。

•

共有ネットワークポート FlexibleLOM - サーバー上の特別なスロットに挿入するオプション NIC を使
用します。この NIC は通常、サーバーネットワークトラフィックを処理しますが、共通の RJ-45 コネ
クター経由で同時に iLO ネットワークトラフィックを処理するように構成できます。

ネットワーク設定にアクセスするには、ナビゲーションツリーでアクティブな NIC を選択し、次のページ
でネットワーク設定を表示または編集します。
•

ネットワーク概要

•

ネットワーク共通設定

•

IPv4 設定

•

IPv6 設定

•

SNTP 設定

アクティブでない NIC を選択すると、その NIC を使用するように iLO が構成されていないことを通知す
るメッセージが表示されます。

ネットワーク構成の概要の表示
手順
ネットワーク構成に応じて、ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートまたは iLO 共有ネッ
トワークポートをクリックします。
ネットワーク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
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•

使用中の NIC - アクティブな iLO ネットワークインターフェイス（iLO 専用ネットワークポートまたは
iLO 共有ネットワークポート）の名前。

•

iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。デフォルトで、ホスト名
は ILO+システムのシリアル番号および現在のドメイン名です。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。

•

MAC アドレス - 選択している iLO ネットワークインターフェイスの MAC アドレス。

iLO ネットワークの設定

•

リンク状態 - 選択している iLO ネットワークインターフェイスの現在のリンク速度。デフォルト値は
オートネゴシエートです。

•

デュプレックスオプション - 選択している iLO ネットワークインターフェイスの現在のリンクデュプ
レックス設定。デフォルト値はオートネゴシエートです。

iLO ホスト名および NIC 設定は、ネットワーク共通設定ページで設定できます。

IPv4 概要の詳細
•

DHCPv4 ステータス - IPv4 で DHCP が有効かどうかを示します。

•

アドレス - 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。

•

サブネットマスク - 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。

•

デフォルトゲートウェイ - IPv4 プロトコルで使用されているデフォルト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。

IPv6 概要の詳細
このセクションは、iLO 専用ネットワークポートに対してのみ表示されます。
•

DHCPv6 ステータス - IPv6 で DHCP が有効かどうかを示します。表示される値は、以下のとおりで
す。
◦

有効 - ステートレスおよびステートフルな DHCPv6 が有効になっています。

◦

有効（ステートレス） - ステートレスな DHCPv6 のみが有効になっています。

◦

無効 - DHCPv6 が無効になっています。

•

IPv6 ステートレスアドレス自動構成(SLAAC) - IPv6 で SLAAC が有効かどうかを示します。SLAAC
が無効な場合でも、iLO の SLAAC リンク-ローカルアドレスは必要なため設定されます。

•

アドレスリスト - この表には、iLO に対して現在設定されている IPv6 アドレスが表示されます。表
は、次の情報を提供します。

•

◦

ソース - アドレスタイプ。

◦

IPv6 - IPv6 アドレス。

◦

プレフィックス長 - アドレスのプレフィックスの長さ。

◦

ステータス - アドレスステータス。表示される可能性のある値は、アクティブ（このアドレスは
iLO が使用しています）、保留（重複アドレス検出が進行中です）、障害（重複アドレス検出に失敗
したため iLO はこのアドレスを使用していません）です。

デフォルトゲートウェイ - 使用されているデフォルト IPv6 ゲートウェイアドレス。IPv6 では、iLO は
使われる可能性があるデフォルトゲートウェイアドレスのリストを維持します。このリスト内のアド
レスは、ルーターアドバタイズメッセージおよび IPv6 固定デフォルトゲートウェイ設定を元に生成さ
れます。
固定デフォルトゲートウェイは、IPv6 ページで設定します。

IPv4 概要の詳細
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ネットワーク共通設定
iLO 専用ネットワークポートまたは iLO 共有ネットワークポートのネットワーク共通設定ページを使用
して、iLO ホスト名と NIC 設定を構成します。

iLO ホスト名の設定
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートまたは iLO 共有ネットワークポートをクリック
します。
2. 全般タブをクリックします。
3. iLO サブシステム名（ホスト名）を入力します。
ホスト名は iLO 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 iLO
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。
4. DHCP が設定されていない場合は、iLO ドメイン名を入力します。
iLO 専用ネットワークポートを選択しているときに静的ドメイン名を使用するには、IPv4 設定ページ
および IPv6 設定ページで DHCPv4 が提供するドメイン名を使用と DHCPv6 が提供するドメイン名
を使用の設定を無効にします。
iLO 共有ネットワークポートを選択しているときに静的ドメイン名を使用するには、IPv4 設定ページ
で DHCPv4 が提供するドメイン名を使用の設定を無効にします。
5. 変更を保存するには、適用をクリックします。
6. 共通、IPv4、IPv6、および SNTP タブで iLO ネットワークの設定が完了したら、リセットをクリック
して iLO プロセッサーを再起動します。
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

iLO ホスト名とドメイン名の制限
iLO ホスト名設定を構成する場合は、以下の点に注意してください。
•

•
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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。

◦

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 - この問題を避けるために、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/WINS 名で iLO プロセッサーに PING できることを確認する

◦

NSLOOKUP が iLO ネットワークアドレスを正しく解決し、名前空間の競合がないことを確認する

ネットワーク共通設定

◦

DNS と WINS の両方を使用している場合は、iLO ネットワークアドレスが正しく解決されることを
確認する

◦

名前空間を変更した場合は DNS 名を更新する

NIC 設定
ネットワーク共通設定タブの NIC 設定セクションで iLO 専用ネットワークポートまたは iLO 共有ネット
ワークポートを有効にして、関連付けられた NIC 設定の構成を行います。

iLO Web インターフェイスを介した iLO 専用ネットワークポートの有効化
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. iLO 専用ネットワークポートを、サーバーを管理する LAN に接続します。
2. ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートをクリックします。
3. 全般タブをクリックします。
4. iLO 専用ネットワークポートを使用チェックボックスを選択します。
5. リンク状態を選択します。
リンク状態設定は、iLO ネットワークトランシーバーの速度とデュプレックス設定を制御します。
この設定は、サーバーブレードでは使用できません。
6. 変更を保存するには、適用をクリックします。
7. 共通、IPv4、IPv6、および SNTP タブで iLO ネットワークの設定が完了したら、リセットをクリック
して iLO 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。

リンク状態の値
iLO 専用ネットワークポートを有効にする場合、次のリンク状態の値から選択します。
•

自動（デフォルト） - iLO は、ネットワークに接続するときに、サポートされる最高のリンク速度と
デュプレックス設定をネゴシエーションできます。

•

1000BaseT, フルデュプレックス - 全二重を使用した 1 Gb 接続を強制します（サポートされるサーバ
ーのみ）。

•

1000BaseT, ハーフデュプレックス - 半二重を使用した 1 Gb 接続を強制します（サポートされるサー
バーのみ）。
1000BaseT、ハーフデュプレックスは標準の設定ではなく、ほとんどのスイッチがサポートしていま
せん。この設定を使用する場合、1000BaseT、ハーフデュプレックスをサポートするようにスイッチ
が構成されていることを確認します。

•

100BaseT, フルデュプレックス - 全二重を使用した 100 Mb 接続を強制します。

•

100BaseT, ハーフデュプレックス - 半二重を使用した 100 Mb 接続を強制します。

NIC 設定
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•

10BaseT, フルデュプレックス - 全二重を使用した 10 Mb 接続を強制します。

•

10BaseT, ハーフデュプレックス - 半二重を使用した 10 Mb 接続を強制します。

iLO Web インターフェイスを介した iLO 共有ネットワークポートの有効化
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. 共有ネットワークポート LOM または FlexibleLOM ポートを LAN に接続します。
2. ナビゲーションツリーで iLO 共有ネットワークポートをクリックして、全般タブをクリックします。
3. 共有ネットワークポートを使用チェックボックスを選択します。
4. サーバーの構成に応じて、LOM または FlexibleLOM を選択します。
5. ポートメニューから値を選択します。
1 以外のポート番号の選択は、サーバーおよびネットワークアダプターの両方がこの構成をサポートし
ている場合にのみ機能します。無効なポート番号を入力すると、ポート 1 が使用されます。
6. VLAN を使用するには、VLAN 有効オプションを有効にします。
共有ネットワークポートがアクティブで VLAN が有効な場合、iLO 共有ネットワークポートは VLAN
の一部になります。物理的に同じ LAN に接続されている場合でも、異なる VLAN タグを持つすべての
ネットワークデバイスが、独立した LAN にあるかのように表示されます。
7. VLAN を有効にした場合は、VLAN タグを入力します。相互に通信するネットワークデバイスすべて
が、同じ VLAN タグを持つ必要があります。VLAN タグは、1～4094 の任意の番号です。
8. 変更を保存するには、適用をクリックします。
9. 共通、IPv4、IPv6、および SNTP タブで iLO ネットワークの設定が完了したら、リセットをクリック
して iLO 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。
iLO をリセットすると、共有ネットワークポートがアクティブになります。iLO との間のすべてのネッ
トワークトラフィックが共有ネットワークポート LOM または FlexibleLOM ポート経由で転送される
ようになります。

iLO ネットワークポートの構成オプション
iLO サブシステムは、以下のネットワーク接続オプションを提供します。
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•

iLO 専用ネットワークポート - iLO ネットワークトラフィック専用の独立した NIC を使用します。サ
ポートされている場合、このポートはサーバー背面の RJ-45 ジャック（ラベルは iLO）を使用します。

•

共有ネットワークポート LOM - サーバーに内蔵の固定 NIC を使用します。この NIC は通常、サーバー
ネットワークトラフィックを処理しますが、共通の RJ-45 コネクター経由で同時に iLO ネットワーク
トラフィックを処理するように構成できます。

•

共有ネットワークポート FlexibleLOM - サーバー上の特別なスロットに挿入するオプション NIC を使
用します。この NIC は通常、サーバーネットワークトラフィックを処理しますが、共通の RJ-45 コネ
クター経由で同時に iLO ネットワークトラフィックを処理するように構成できます。

iLO Web インターフェイスを介した iLO 共有ネットワークポートの有効化

使用しているサーバーでサポートされる NIC について詳しくは、次の Web サイトにあるサーバー仕様を
参照してください。http://www.hpe.com/info/qs

iLO ネットワーク接続に関する留意事項
•

iLO は 1 つのアクティブな NIC 接続のみをサポートしているため、一度に有効にできるのは専用ネッ
トワークポートオプションまたは共有ネットワークポートオプションのいずれか 1 つのみです。

•

デフォルトでは、iLO 共有ネットワークポートはサーバーの NIC のポート 1 を使用します。サーバー
の構成に応じて、この NIC は LOM または FlexibleLOM アダプターになります。ポート番号は NIC 上
のラベルに対応します。これは、オペレーティングシステム内の番号付けとは異なる可能性がありま
す。
サーバーと NIC でポートの選択がサポートされている場合、iLO ファームウェアで別のポート番号を
選択することができます。ポート 1 以外のポートが共有ネットワークポート用に選択されていて、そ
の構成がサーバーでサポートされていない場合、iLO は開始時にポート 1 に戻します。

•

共有ネットワークポートが有効な場合、IPv6 経由での iLO へのアクセスは、現在サポートされていま
せん。

•

専用ネットワークポートを使用しないサーバーでは、標準のハードウェア構成の場合、iLO ネットワー
ク接続は iLO 共有ネットワークポート接続のみを介して提供されます。このようなサーバーでは、iLO
ファームウェアはデフォルトとして共有ネットワークポートを使用します。

•

サーバーの補助電源に制約があるため、iLO 共有ネットワークポート機能で使用される一部の 1 Gb/s
銅線ネットワークアダプターは、サーバーの電源がオフのときに 10/100 の速度で動作する可能性があ
ります。この問題を避けるために、Hewlett Packard Enterprise は、iLO 共有ネットワークポートが接
続されるスイッチをオートネゴシエーションに構成することを推奨します。
iLO が接続されているスイッチポートが 1 Gb/s に構成されている場合、一部の銅線 iLO 共有ネットワ
ークポートアダプターで、サーバーの電源がオフのときに接続が切断する可能性があります。サーバ
ーの電源が再投入されれば、接続は復旧します。

•

iLO 共有ネットワークポートを無効にしても、システム NIC は完全には無効になりません。サーバー
ネットワークトラフィックは、NIC ポートを通過できます。iLO 共有ネットワークポートが無効の場
合、iLO との間のすべてのトラフィックは共有ネットワークポートを通過しません。

•

共有ネットワークポートが有効な場合は、リンク状態やデュプレックスオプションは変更できません。
共有ネットワークポート構成を使用する場合、オペレーティングシステムでこれらの設定を管理する
必要があります。

IPv4 設定の構成
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートまたは iLO 共有ネットワークポートをクリック
して、IPv4 タブをクリックします。
2. DHCPv4 構成設定を構成します。
3. 静的 IPv4 アドレス構成設定を構成します。
4. DNS 構成設定を構成します。
5. WINS 構成設定を構成します。

iLO ネットワーク接続に関する留意事項
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6. 静的経路構成設定を構成します。
7. 開始時にゲートウェイに PING 設定を構成します。
8. 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。
9. 共通、IPv4、IPv6、および SNTP タブで iLO ネットワークの設定が完了したら、リセットをクリック
して iLO 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。

IPv4 設定
DHCPv4 構成設定
DHCPv4 有効
iLO による DHCP サーバーからの IP アドレス（およびその他の多くの設定）の取得を有効にします。
DHCPv4 が提供するゲートウェイを使用
DHCP サーバーが提供するゲートウェイを iLO が使用するかどうかを指定します。DHCP を使用し
ない場合は、ゲートウェイ IPv4 アドレスボックスにゲートウェイアドレスを入力します。
DHCPv4 が提供する静的経路を使用
DHCP サーバーが提供する静的経路を iLO が使用するかどうかを指定します。この静的経路を使用
しない場合は、静的経路 #1 設定、静的経路 #2 設定、および静的経路 #3 設定の各ボックスに静的
経路宛先、マスク、およびゲートウェイアドレスを入力します。
DHCPv4 のドメイン名の使用
DHCP サーバーが提供するドメイン名を iLO が使用するかどうかを指定します。DHCP を使用しな
い場合は、ネットワーク共通設定ページのドメイン名ボックスにドメイン名を入力します。
DHCPv4 の DNS サーバーの使用
DHCP サーバーが提供する DNS サーバーリストを iLO が使用するかどうかを指定します。DNS サ
ーバーリストを使用しない場合は、プライマリ DNS サーバーボックス、セカンダリ DNS サーバーボ
ックス、およびターシャリ DNS サーバーボックスに DNS サーバーアドレスを入力します。
DHCPv4 が提供する時間設定を使用
DHCPv4 が提供する NTP サービスの場所を iLO が使用するかどうかを指定します。
Use DHCPv4 Supplied WINS Servers（DHCPv4 が提供する WINS サーバーを使用）
DHCP サーバーが提供する WINS サーバーリストを iLO が使用するかどうかを指定します。WINS
サーバーリストを使用しない場合は、プライマリ WINS サーバーボックスおよびセカンダリ WINS サ
ーバーボックスに WINS サーバーアドレスを入力します。
静的 IPv4 アドレス構成設定
IPv4 アドレス
iLO の IP アドレス。DHCP を使用する場合、iLO の IP アドレスは自動的に提供されます。DHCP を
使用しない場合は、静的 IP アドレスを入力します。
サブネットマスク
iLO IP ネットワークのサブネットマスク。DHCP を使用する場合、サブネットマスクは自動的に提供
されます。DHCP を使用しない場合は、ネットワークのサブネットマスクを入力します。
ゲートウェイ IPv4 アドレス
iLO ゲートウェイの IP アドレス。DHCP を使用する場合、iLO ゲートウェイの IP アドレスは自動的
に提供されます。DHCP を使用しない場合は、iLO ゲートウェイの IP アドレスを入力します。
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DNS 構成設定
プライマリ DNS サーバー
DHCPv4 が提供する DNS サーバーを使用が有効な場合、この値は自動的に入力されます。有効でな
い場合は、プライマリ DNS サーバーのアドレスを入力します。
セカンダリ DNS サーバー
DHCPv4 が提供する DNS サーバーを使用が有効な場合、この値は自動的に入力されます。有効でな
い場合は、セカンダリ DNS サーバーのアドレスを入力します。
ターシャリ DNS サーバー
DHCPv4 が提供する DNS サーバーを使用が有効な場合、この値は自動的に入力されます。有効でな
い場合は、ターシャリ DNS サーバーのアドレスを入力します。
DDNS サーバー登録を有効
このオプションを有効または無効にして、iLO がその IPv4 アドレスと名前を DNS サーバーに登録す
るかどうかを指定します。
WINS 構成設定
プライマリ WINS サーバー
DHCPv4 が提供する WINS サーバーを使用が有効な場合、この値は自動的に入力されます。有効でな
い場合は、プライマリ WINS サーバーのアドレスを入力します。
セカンダリ WINS サーバー
DHCPv4 が提供する WINS サーバーを使用が有効な場合、この値は自動的に入力されます。有効でな
い場合は、セカンダリ WINS サーバーのアドレスを入力します。
WINS サーバー登録を有効
このオプションを有効または無効にして、iLO がその名前を WINS サーバーに登録するかどうかを指
定します。
静的経路構成設定
静的経路 #1 設定、静的経路 #2 設定、および静的経路 #3 設定
iLO 静的経路の接続先、マスク、およびゲートウェイのアドレス DHCPv4 が提供する静的経路を使用
が有効な場合、これらの値は自動的に入力されます。そうでない場合は、スタティックルートの値を
入力してください。
その他の設定
開始時にゲートウェイに ping
iLO プロセッサーの初期化時にゲートウェイに 4 つの ICMP エコー要求パケットを iLO が送信するよ
うに構成するには、このオプションを有効にします。これにより、iLO との間のパケット転送を行う
ルーターで、iLO 用の ARP キャッシュエントリーが最新であることを保証できます。

IPv6 の設定
iLO 専用ネットワークポートの IPv6 設定ページを使用して、iLO の IPv6 を設定します。IPv6 は、共有ネ
ットワークポート構成ではサポートされません。
始める前に
iLO 設定の構成権限

IPv6 の設定

175

手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートをクリックして、IPv6 タブをクリックします。
2. グローバル IPv6 構成設定を構成します。
3. DHCPv6 構成設定を構成します。
4. DNS 構成設定を構成します。
5. 静的 IPv6 アドレス構成設定を構成します。
6. 静的経路構成設定を構成します。
7. IPv6 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。
8. 共通、IPv4、IPv6、および SNTP タブで iLO ネットワークの設定が完了したら、リセットをクリック
して iLO 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 設定
グローバル IPv6 構成
iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初に使用
iLO クライアントアプリケーションで IPv4 サービスアドレスも IPv6 サービスアドレスも構成されて
いる場合は、このオプションでクライアントアプリケーションへのアクセスの際に iLO がどちらのプ
ロトコルを先に試すかを指定します。この設定は、FQDN を使用して NTP を設定する場合、名前リ
ゾルバーから受信したアドレスリストにも適用されます。
•

iLO 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。

•

iLO 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。

最初のプロトコルを使用した通信が失敗すると、iLO は自動的に 2 番目のプロトコルを試します。
ステートレスアドレス自動構成（SLAAC）を有効
iLO がルーター通知メッセージから自身の IPv6 アドレスを作成するように構成するには、このオプシ
ョンを有効にします。
iLO 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。
DHCP の構成設定
ステートフルモード DHCPv6 を有効(アドレス)
このオプションを有効にすると、iLO は、DHCPv6 サーバーから提供される IPv6 アドレスを要求し、
構成できます。
DHCPv6 急速コミットを使用 - このチェックボックスを選択すると、DHCPv6 サーバーで高速コミッ
トメッセージングモードを使用するよう iLO に指示します。このモードは DHCPv6 のネットワーク
トラフィックを低減しますが、複数の DHCPv6 サーバーが応答およびアドレスを提供できるネットワ
ークで使用すると、問題の原因になることがあります。
ステートレスモード DHCPv6 を有効(その他)
NTP および DNS サービスの場所の設定を iLO が DHCPv6 サーバーに要求するように構成するには、
このオプションを有効にします。
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•

DHCPv6 が提供するドメイン名を使用 - このチェックボックスで、DHCPv6 サーバーが提供する
ドメイン名を使用するかどうかを選択します。

•

DHCPv6 が提供する DNS サーバーを使用 - このチェックボックスを選択すると、DNS サーバー
の場所に、DHCPv6 サーバーによって提供された IPv6 アドレスが使用されます。この設定は、IPv4
の DNS サーバーの位置オプションと同時に有効にできます。

•

DHCPv6 が提供する NTP サーバーを使用 - このチェックボックスを選択すると、NTP サーバーの
場所に、DHCPv6 サーバーによって提供された IPv6 アドレスが使用されます。この設定は、IPv4
の NTP サーバーの位置オプションと同時に有効にできます。

ステートフルモード DHCPv6 を有効（アドレス）を有効にした場合、ステートレスモード DHCPv6
を有効（その他）がデフォルトで有効になります。iLO と DHCPv6 サーバー間で必要な DHCPv6 ス
テートフルメッセージでは、これが暗黙で了解されているためです。
DNS 構成設定
プライマリ DNS サーバー、セカンダリ DNS サーバー、およびターシャリ DNS サーバー
DNS サービスの IPv6 アドレスを入力します。
IPv4 と IPv6 の両方のページで DNS サーバーの場所が構成されている場合、両方のソースが使用され
ます。使用するソースは、iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初に使用構成オプション、
プライマリソース、セカンダリリソース、ターシャリリソースの順にこれらの設定に従って選択され
ます。
DDNS サーバー登録を有効
このオプションを有効または無効にして、iLO がその IPv6 アドレスと名前を DNS サーバーに登録す
るかどうかを指定します。
静的 IPv6 アドレス構成設定
静的 IPv6 アドレス 1、静的 IPv6 アドレス 2、静的 IPv6 アドレス 3、および静的 IPv6 アドレス 4
iLO の最大 4 つの静的 IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。リンク-ローカルアドレスを
入力しないでください。
アドレスごとにステータス情報が表示されます。
静的デフォルトゲートウェイ
ネットワーク上にルーター通知メッセージが存在しない場合に対応できるよう、デフォルト IPv6 ゲー
トウェイアドレスを入力します。
静的経路構成設定
静的経路#1（宛先）、静的経路#2（宛先）、および静的経路#3（宛先）
静的 IPv6 経路の宛先のプレフィックスとゲートウェイアドレスのペアを入力します。宛先のプレフ
ィックス長を指定します。リンク-ローカルアドレスは宛先としては許可されませんが、ゲートウェイ
としては許可されます。
静的経路の値ごとにステータス情報が表示されます。

IPv6 をサポートしている iLO の機能
iLO では、iLO 5 専用ネットワークポート構成で IPv6 がサポートされます。これは、共有ネットワークポ
ート設定ではサポートされません。
IPv4 アドレスプールが枯渇に向かっている現状に対応するために、IETF が IPv6 を導入しました。IPv6
では、アドレス不足の問題を解消するために、アドレス長が 128 ビットに拡張されています。iLO はデュ
アルスタック実装を導入することで両方のプロトコルの同時使用に対応しています。
以下の機能が IPv6 の使用をサポートします。

IPv6 をサポートしている iLO の機能
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•

IPv6 静的アドレス割り当て

•

IPv6 SLAAC アドレス割り当て

•

IPv6 静的ルート割り当て

•

IPv6 静的デフォルトゲートウェイエントリー

•

DHCPv6 ステートフルアドレス割り当て

•

DHCPv6 ステートレス DNS、ドメイン名、および NTP 構成

•

統合リモートコンソール

•

Onboard Administrator シングルサインオン

•

HPE シングルサインオン

•

Web サーバー

•

SSH サーバー

•

SNTP クライアント

•

DDNS クライアント

•

RIBCL over IPv6

•

SNMP

•

アラートメール

•

リモート Syslog

•

WinDBG サポート

•

HPQLOCFG/HPLOMIG over IPv6 接続

•

スクリプト化可能な仮想メディア

•

CLI/RIBCL キーインポート over IPv6 接続

•

LDAP および Kerberos over IPv6 を使用した認証

•

iLO 連携

•

IPMI

iLO SNTP 設定の構成
始める前に
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•

iLO の設定の構成

•

管理ネットワーク上で 1 台以上の NTP サーバーが利用可能である。

•

DHCPv4 が提供する NTP サービス構成を使用する場合、IPv4 タブで DHCPv4 が有効になっている。

•

DHCPv6 が提供する NTP サービス構成を使用する場合、IPv6 タブで DHCPv6 ステートレスモードが
有効になっている。

•

DHCPv6 の時間設定の構成のみ：サーバーが iLO 専用ネットワークポートを使用するように構成され
ていること。IPv6 は、共有ネットワークポート構成ではサポートされません。

iLO SNTP 設定の構成

手順
1. ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートまたは iLO 共有ネットワークポートをクリック
します。
2. SNTP タブをクリックします。
3. 次のいずれかを実行します。
•

DHCP が提供する NTP サーバーアドレスを使用するには、DHCPv4 が提供する時間設定を使用か
DHCPv6 が提供する時間設定を使用、あるいは両方を有効にします。

•

プライマリタイムサーバーボックスおよびセカンダリタイムサーバーボックスに NTP サーバーの
アドレスを入力します。

4. DHCPv6 が提供する時間設定を使用のみを選択したか、プライマリタイムサーバーとセカンダリタイ
ムサーバーを入力した場合は、サーバーのタイムゾーンをタイムゾーンリストから選択します。
5. NTP 時間転送設定を構成します。
ブレードサーバーでは、この設定は NTP または OA 時間をホストに転送と呼ばれています。
ブレード以外のサーバーでは、この設定は NTP 時間をホストに転送と呼ばれています。
6. SNTP 設定ページで行なった変更を保存するには、適用をクリックします。
7. 共通、IPv4、IPv6、および SNTP タブで iLO ネットワーク設定の構成が完了したら、リセットをクリ
ックして iLO 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。

SNTP オプション
DHCPv4 が提供する時間設定を使用
DHCPv4 が提供する NTP サーバーアドレスを iLO が使用するように構成します。
DHCPv6 が提供する時間設定を使用
DHCPv6 が提供する NTP サーバーアドレスを iLO が使用するように構成します。
NTP 時間の伝達設定
この設定の名前は、サーバーの種類によって異なります。
•

NTP 時間をホストに転送 - AC 電源が適用された後、または iLO がデフォルト設定にリセットされ
た後に初めて POST を実行している間に、サーバー時間を iLO 時間と同期させるかどうかを決定
します。
この設定を使用すると、POST を実行するたびに UEFI システム時間は iLO クロックと一致するよ
うに変更されます。

•

NTP または OA 時間をホストに転送 - AC 電源が適用された後、ブレードが取り付けられた後、ま
たは iLO がデフォルト設定にリセットされた後に初めて POST を実行している間に、サーバー時
間を iLO 時間と同期させるかどうかを決定します。
この設定が有効であり、NTP が構成されていないか機能していない場合は、サーバー時間は
Onboard Administrator 時間と同期されます。
この設定を使用すると、POST を実行するたびに UEFI システム時間は iLO クロックと一致するよ
うに変更されます。

SNTP オプション

179

プライマリタイムサーバー
指定したアドレスを持つプライマリタイムサーバーを使用するように iLO を構成します。サーバーの
アドレスは、サーバーの FQDN、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを使用して入力できます。
セカンダリタイムサーバー
指定したアドレスを持つセカンダリタイムサーバーを使用するように iLO を構成します。サーバーの
アドレスは、サーバーの FQDN、IPv4 アドレス、または IPv6 アドレスを使用して入力できます。
タイムゾーン
iLO が現地時間を得るために UTC 時を調整する方法と、夏時間（サマータイム）を得るために時間を
調整する方法が決まります。iLO イベントログと IML のエントリーに正しい現地時間を表示するため
に、ユーザーはサーバーが存在する場所のタイムゾーンを指定する必要があり、iLO イベントログお
よび IML の表示フィルターでローカル時刻表示を選択する必要があります。
SNTP サーバーが提供する時間を iLO で調整なしで使用する場合は、UTC 時に調整を加えないタイム
ゾーンを選択します。さらにそのタイムゾーンは、夏時間の調整が適用されないものである必要があ
ります。この要件に合うタイムゾーンはいくつかあります。iLO で選択可能な 1 つの例は
Greenwich（GMT）です。このタイムゾーンを選択すると、iLO Web インターフェイスのページおよ
びログエントリーには、SNTP サーバーが提供する時間がそのまま表示されます。
注記:
NTP サーバーを協定世界時（UTC）を使用するように設定してください。

iLO のクロック同期
SNTP により iLO は、外部の時刻ソースとクロックを同期させることができます。iLO の日付と時刻は以
下のソースによって同期を取ることもできるため、SNTP の構成は省略可能です。
•

システム ROM（POST の実行中のみ）

•

Onboard Administrator（ProLiant、サーバーブレードのみ）

•

フレームリンクモジュール（Synergy コンピュートモジュール）

プライマリおよびセカンダリ NTP サーバーアドレスは、手動でまたは DHCP サーバーにより構成できま
す。プライマリサーバーのアドレスに接続できない場合は、セカンダリアドレスが使用されます。

DHCP NTP アドレスの選択
DHCP サーバーを使用して NTP サーバーアドレスを提供する場合は、IPv6 ページの iLO クライアントア
プリケーションは IPv6 を最初に使用設定によって、プライマリおよびセカンダリ NTP の値の選択を制御
します。iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初に使用を選択した場合、DHCPv6 提供の NTP
サービスアドレス（使用可能な場合）がプライマリ時刻サーバーに使用され、DHCPv4 提供のアドレス
（使用可能な場合）がセカンダリ時刻サーバーに使用されます。
プロトコルベースの優先動作を変更して、DHCPv4 を最初に使用するには、iLO クライアントアプリケー
ションは IPv6 を最初に使用チェックボックスをクリアします。
DHCPv6 アドレスがプライマリアドレスにもセカンダリアドレスにも使用できない場合は、DHCPv4 アド
レス（使用可能な場合）が使用されます。

iLO NIC 自動選択
iLO NIC 自動選択を使用すると、iLO が iLO 専用ネットワークポートと iLO 共有ネットワークポートを選
択できるようになります。起動時に、iLO は使用可能なポートのネットワークアクティビティを検索し、
ネットワークアクティビティに基づいて使用するポートを自動的に選択します。
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この機能によって、ProLiant Gen10 サーバーに共通の事前構成を使用することができます。たとえば、複
数のサーバーがある場合、一部のサーバーを、iLO 専用ネットワークポート経由で iLO に接続するデータ
センター内にインストールします。他のサーバーは、共有ネットワークポート経由で iLO に接続するデー
タセンター内にインストールします。iLO NIC 自動選択を使用すると、どちらのデータセンターにもサー
バーを設置できるようになり、iLO は正しいネットワークポートを選択します。
デフォルトでは、NIC 自動選択は無効です。
詳しくは
iLO NIC 自動選択の有効化(182 ページ)

NIC 自動選択のサポート
•

ProLiant Gen10 の非ブレードサーバーは NIC 自動選択をサポートします。

•

iLO 5 は、この構成をサポートしているサーバー上で両方の共有ネットワークポートを検索するように
設定できます。

•

iLO 5 は NIC フェイルオーバーをサポートします。有効にすると、現在の接続が切断されたときに、
iLO が自動的に NIC 接続の検索を開始します。この機能を使用するには、NIC 自動選択を有効にする
必要があります。

NIC 自動選択が有効になっている場合の iLO 起動時の動作
NIC 自動選択が有効な場合：
•

iLO が電源に接続されると、最初に iLO 専用ネットワークポートをテストします。

•

iLO がリセットされると、最後に使用した iLO ネットワークポートを最初にテストします。

•

ネットワークポートのテスト時に、iLO がネットワークのアクティビティを検出した場合、そのポート
を選択して使用します。約 100 秒後までにネットワークアクティビティが検出されない場合は、iLO
は反対側のネットワークポートに切り替え、そのポートのテストを開始します。iLO はネットワークア
クティビティが検出されるまで、iLO 専用ネットワークポートと iLO 共有ネットワークポートを交互に
テストします。iLO がテストのためにネットワークポートを切り替えるたびに、iLO のリセットが発生
します。
注意:
物理 NIC のいずれかがセキュリティ保護されていないネットワークに接続している場合、iLO が
iLO ネットワークポート間で交互に切り替えたときに不正アクセスが発生する可能性がありま
す。Hewlett Packard Enterprise では、必ず iLO を次のようなネットワークに接続することを強
くおすすめします。

•

◦

iLO へのアクセスに強力なパスワードを使用している。

◦

セキュリティ保護されていないネットワークに iLO 専用ネットワークポートを接続しない。

◦

iLO 共有ネットワークポートがセキュリティ保護されていないネットワークに接続されてい
る場合、iLO のうち共有 NIC の部分は VLAN タギングを使用し、VLAN が安全なネットワー
クに接続されていることを確認する。

iLO がアクティブなネットワークポートを検索するときは、サーバーの UID LED が点灯します。検索
中に iLO がリセットされた場合、UID LED が 5 秒間点滅し、その後アクティブなポートが選択される
か、iLO がリセットされるまで点灯します。

NIC 自動選択のサポート
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•

サーバーが iLO への LOM および FlexibleLOM 共有ネットワークポート接続の両方をサポートしてい
る場合、iLO は構成中に選択されたオプションだけをテストします。iLO は LOM および FlexibleLOM
オプションを交互にテストしません。

•

NIC 自動選択が DHCP アドレスの割り当てアクティビティを検索するよう構成されており、iLO ネッ
トワークポートのうち 1 つだけで DHCP が有効になっている場合、iLO は DHCP 用に構成されていな
いポートの受信データパケットアクティビティをテストします。

iLO NIC 自動選択の有効化
手順
1. 両方の iLO ネットワークポートを設定します。
NIC の自動選択機能を有効にして使用する前に、両方の iLO ネットワークポートをそれぞれのネット
ワーク環境に合わせて設定する必要があります。
2. 次のいずれかを実行します。
•

CLI コマンド oemhp_nicautosel を使用して、NIC 自動選択を設定します。

•

NIC 自動選択を有効にするには、MOD_NETWORK_SETTINGS スクリプトに
ILO_NIC_AUTO_SELECT タグを追加し、スクリプトを実行します。
オプション：オプションの NIC 自動選択機能を設定するには、MOD_NETWORK_SETTINGS スク
リプトに ILO_NIC_AUTO_SNP_SCAN および ILO_NIC_AUTO_DELAY タグを追加します。

詳しくは、iLO スクリプティング/コマンドラインガイドを参照してください。
3. 必要に応じてサーバーのケーブルを配線してから、iLO をリセットします。
NIC 自動選択への変更は、iLO がリセットされるまで反映されません。

NIC フェイルオーバーの構成
手順
1. iLO NIC 自動選択を設定します。
2. 次のいずれかを実行します。
a. CLI コマンド oemhp_nicfailover を使用して、NIC フェイルオーバーを設定します。
b. NIC フェイルオーバー機能を設定するには、MOD_NETWORK_SETTINGS スクリプトに
ILO_NIC_FAIL_OVER タグを追加します。
詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

Windows ネットワークフォルダー内の iLO システムの表示
UPnP が構成されている場合、Windows システムと同じネットワーク上の iLO システムが Windows のネ
ットワークフォルダーに表示されます。
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手順
•

iLO システムの Web インターフェイスを起動するには、Windows のネットワークフォルダーでアイコ
ンを右クリックし、デバイスの Web ページの表示を選択します。

•

iLO システムのプロパティを表示するには、Windows のネットワークフォルダーにあるアイコンを右
クリックし、プロパティを選択します。

プロパティウィンドウには、以下の設定があります。
◦

デバイスの詳細 - iLO のメーカーとバージョン情報。iLO Web インターフェイスを開始するには
デバイスの Web ページリンクをクリックします。

◦

トラブルシューティング情報 - シリアル番号、MAC アドレス、UUID、および IP アドレス。

iLO ネットワークの設定
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リモートサポートの管理
HPE 内蔵リモートサポート
HPE iLO 5 には、Embedded Remote Support の機能が含まれ、この機能により、HPE ProLiant Gen10 サ
ーバーを HPE リモートサポートに登録することができます。
また、iLO を使用してサービスイベントやリモートサポートによるデータ収集を監視することもできま
す。
Hewlett Packard Enterprise にデバイスを接続することによって、そのデバイスをリモートでサポートし
ます。また、診断、構成、テレメトリー、および連絡先の情報を Hewlett Packard Enterprise に送信でき
ます。その他のビジネス情報は収集されません。またデータは Hewlett Packard Enterprise のプライバシ
ー声明に従って管理されます。この声明は Web サイト http://www.hpe.com/info/privacy で参照できま
す。
内蔵リモートサポート機能を使用する場合は、次の構成オプションから選択します。内蔵リモートサポー
ト機能を使用する場合は、Insight Online Direct Connect と Insight Remote Support Central Connect のど
ちらかの構成オプションを選択してください。
Insight Online Direct Connect
サポート対象のデバイスを Insight Online に直接登録します。ローカル環境に Insight Remote Support の
一元化されたホストサーバーをセットアップする必要はありません。Insight Online は、リモートサポー
ト情報のプライマリインターフェイスとなります。
Insight Online は、リモート監視対象のデバイスをいつでもどこでも表示できる、Hewlett Packard
Enterprise サポートセンターの機能です。Insight Online は、外出時の監視用モバイルダッシュボードを含
む個別化されたダッシュボードを提供し、IT の動作とサポート情報の追跡を簡素化します。

サーバー

ファイア
ウォール

図 4: Insight Online Direct Connect とサーバー
Insight Remote Support Central Connect
ローカル環境にある Insight Remote Support の一元化されたホストサーバーを使用して Hewlett Packard
Enterprise にサポート対象のデバイスを登録します。すべての構成およびサービスイベント情報は、ホス
トサーバーを介してルーティングされます。この情報は、ローカルの Insight RS Console または Insight
Online の Web ベースのビュー（Insight RS で有効になっている場合）を使用して表示できます。
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サーバー

Insight RS
ホストサーバー

ファイア
ウォール

図 5: Insight Remote Support とサーバーの Central Connect

デバイスサポート
内蔵リモートサポートの登録は、以下のデバイスタイプをサポートしています。
重要:
HPE OneView を使用してご利用の環境を管理する場合は、これを使用してリモートサポートを登録
します。詳しくは、HPE OneView のユーザーガイドを参照してください。
Insight Online Direct Connect
ProLiant Gen10 サーバー
Insight Remote Support Central Connect
ProLiant Gen10 サーバー

HPE リモートサポートにより収集されるデータ
サーバーがリモートサポート対象に登録されている場合、iLO が Active Health System 情報およびサーバ
ー構成情報を収集した後、iLO または Insight RS ホストサーバーが Hewlett Packard Enterprise にこの情
報を送信します。Active Health System 情報は 7 日ごとに送信され、設定情報は 30 日ごとに送信されま
す。以下の情報が含まれます。
登録
サーバーの登録中、iLO は、サーバーハードウェアを一意に識別するためのデータを収集します。登
録データには、以下の情報が含まれます。
•

サーバーモデル

•

シリアル番号

•

iLO NIC アドレス

サービスイベント
サービスイベントが記録されると、iLO は、関連ハードウェアコンポーネントを識別するためのデー
タを収集します。サービスイベントデータには、以下の情報が含まれます。

デバイスサポート
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•

サーバーモデル

•

シリアル番号

•

ハードウェアコンポーネントのパーツ番号

•

説明、場所、およびハードウェアコンポーネントを識別するその他の特徴

構成
データの収集中、iLO は、プロアクティブなアドバイスとコンサルティングを可能にするデータを収
集します。構成データには、以下の情報が含まれます。
•

サーバーモデル

•

シリアル番号

•

プロセッサーモデル、速度、および使用率

•

ストレージ容量、速度、および使用率

•

メモリ容量、速度、および使用率

•

ファームウェア/BIOS

•

インストールされているドライバー、サービス、およびアプリケーション（AMS がインストール
されている場合）

Active Health System
データの収集中、iLO は、サーバーのヘルス、構成、およびランタイムテレメトリーに関するデータ
を収集します。この情報は、問題のトラブルシューティングおよび閉ループ品質分析に使用されます。
詳しくは
Active Health System(45 ページ)
リモートサポートのデータ収集(199 ページ)
リモートサポートサービスイベント(195 ページ)

HPE プロアクティブケアサービス
HPE プロアクティブケアサービスのお客様は、サーバーをリモートサポート対象に登録して、プロアク
ティブケア機能（プロアクティブスキャンレポートおよびファームウェアとソフトウェアのバージョンレ
ポート）を受信する必要があります。
Direct Connect と Central Connect リモートサポートオプションには、AMS のインストールが必要です。
System Management Assistant を使用する構成はサポートされません。
詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://www.hpe.com/services/proactivecarecentral

リモートサポートの登録に関する前提条件
手順
1. リモートサポートソリューションのコンポーネントにログインするときに使用する、サポートされる
ブラウザーをインストールします。
2. HPE パスポートのアカウントがない場合は、web サイト http://www.hpe.com/info/insightonline-ja
でアカウントを作成し、ログイン認証情報を書き留めます。
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ほとんどの場合、HPE パスポートのユーザー ID は、HPE パスポートの登録プロセス中に使用したメ
ールアドレスと同じです。Hewlett Packard Enterprise サポートセンターでユーザー ID を変更した場
合は、必ず、電子メールアドレスではなくユーザー ID でログインしてください。
3. Web サイト http://www.hpe.com/info/hpesc に移動し、リモートサポートに登録する製品に有効な
Hewlett Packard Enterprise 保証または契約があることを確認します。
4. Insight Online Direct Connect の登録手順、または Insight Remote Support Central Connect のホストサ
ーバーの構成手順で使用する以下の情報を収集します。
•

連絡先情報。Hewlett Packard Enterprise は、サポートケースを作成するときにこの情報を使用しま
す。

•

サイト情報 （サイト名、アドレス、およびタイムゾーン）。Hewlett Packard Enterprise は、サービ
ス担当者または部品をサーバーのある場所に送らなければならないときにこの情報を使用します。

•

Web プロキシ情報（Web プロキシはインターネットにアクセスするために使用されます）。

•

チャネルパートナーがデバイス情報を表示できるようにする場合は、認定サービスプロバイダー、
リセラー/ディストリビューター、およびインストーラーのチャネルパートナー ID。インストーラ
ーは Insight Remote Support Central Connect のみに必要です。
パートナー ID は、パートナー登録プロセス中にチャネルパートナーに割り当てられるロケーショ
ン ID です。チャネルパートナー ID がわからない場合は、パートナーにお問い合わせの上、その情
報を取得してください。

5. iLO のホスト名または IP アドレスとログイン認証情報（ログイン名およびパスワード）を入手します。
iLO の設定権限を持っているローカルまたはディレクトリベースのユーザーアカウントを使用するこ
とができます。
6. リモートサポート登録用の ProLiant サーバーをセットアップします。
サーバーをセットアップしている場合は、それらがサーバーのセットアップ手順で説明されている要
件を満たしていることを確認します。
7. Direct Connect のみ：環境が Insight Online Direct Connect のネットワーク要件を満たしていること
を確認します。
8. Central Connect のみ：Insight Remote Support Central Connect 環境をセットアップします。
9. Insight Online へのアクセスを確認します。

サポートされるブラウザー
HPE Embedded Remote Support ソリューションでは、以下のブラウザーをサポートします。
iLO
iLO 5 は以下のブラウザーの最新バージョンをサポートします。
•

Microsoft Edge

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome モバイルおよびデスクトップ

•

Microsoft Internet Explorer 11

サポートされるブラウザー
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Insight RS
•

Microsoft Internet Explorer：9x、10x、11x

•

Mozilla Firefox：49.x

•

Google Chrome：53.x

Insight Online
•

Microsoft Internet Explorer：11 以降

•

Mozilla Firefox：最新バージョン

•

Google Chrome：最新バージョン

リモートサポート登録用の ProLiant サーバーのセットアップ
始める前に
ProLiant サーバーをセットアップまたは更新するために必要なファイルがあることを確認します。構成
に応じて、以下のファイルが必要です。
•

Service Pack for ProLiant（Ubuntu を除く、サポートされているすべての OS） - SPP には、iLO フ
ァームウェア、ドライバー、および AMS が含まれています。各コンポーネントを個別にダウンロード
することもできます。SPP は、次の Web サイトからダウンロードしてください。http://
www.hpe.com/servers/spp

•

Management Component Pack（Ubuntu） - MCP には、iLO ドライバーと AMS が含まれています
が、iLO ファームウェアは含まれていません。MCP は、次の Web サイトからダウンロードしてくださ
い。http://www.hpe.com/support/SDR-Linux

•

iLO ファームウェア - iLO ファームウェアは、Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo5）から
ダウンロードしてください。

•

iLO 5 チャネルインターフェイスドライバー—iLO ドライバーは、Web サイト（http://www.hpe.com/
info/hpesc）からダウンロードしてください。

•

Agentless Management Service（オプション） - 次の Web サイトから AMS をダウンロードしてく
ださい。
◦

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（Ubuntu を除くすべてのサポートされる OS）
：http://
www.hpe.com/info/hpesc

◦

Software Delivery Repository（Ubuntu）：http://www.hpe.com/support/SDR-Linux

手順
1. サーバーハードウェアをインストールします。
2. iLO をネットワークに接続します。
3. Intelligent Provisioning を使用して、初期のサーバーのセットアップタスクを実行します。
このプロセス中にハードウェアの設定を構成し、オペレーティングシステムをインストールし、iLO 設
定を構成できます。iLO を構成する場合、iLO の IP アドレスを記録します。
4. オプション：AMS をまだインストールしていない場合はインストールします。
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Hewlett Packard Enterprise は AMS をインストールすることをおすすめします。
HPE Proactive Care サービスのカスタマー専用：プロアクティブケアの機能（プロアクティブスキャ
ンレポートおよびファームウェアとソフトウェアのバージョンレポート）を取得するには、AMS のイ
ンストールが必要です。
Intelligent Provisioning の推奨インストール方法で Windows をインストールすると、AMS は自動的に
インストールされます。
AMS の使用は、iLO がサーバーの名前を取得できる 1 つの方法です。iLO がサーバー名を取得できな
い場合、Insight Online と Insight RS に表示されるサーバー名は、サーバーのシリアル番号から得られ
ます。
5. AMS をインストールしなかった場合、Insight Online と Insight RS でサーバー名が正しく表示されるこ
とを確認するために、以下のいずれかを実行します。
•

Windows システムの場合のみ、オペレーティングシステムを起動します。Insight Online と Insight
RS は、サーバーを識別するために、Windows コンピューター名を使用します。

•

iLO Web インターフェイスのアクセス設定ページで、サーバー名を構成します。
プライバシーを保護するため、サーバー名に機密情報を使用しないでください。サーバー名は
Insight Online および Insight RS に表示されます。

6. Windows サーバーで、iLO 5 チャネルインターフェイスドライバーがインストールされていない場合
はインストールします。
Intelligent Provisioning の推奨インストール方法で Windows をインストールすると、このドライバーは
自動的にインストールされます。
このドライバーは SuSE Linux Enterprise Server 11 および 12、Red Hat Enterprise Linux 6 および 7 に
標準で付属するものであり、自動的にロードされます。
7. タイムゾーンが iLO で設定されていることを確認します。
タイムゾーン値が正しくない場合、Insight Online はイベントおよびデータ収集に不正なタイムスタン
プを表示します。
8. DNS サーバーが iLO に構成されていることを確認します。
デフォルトでは、DHCP を使用して DNS サーバーや他のネットワーク設定を構成するように iLO が設
定されています。
DNS サーバーは、iLO と Insight Online 間の通信に必要です。

Insight Online Direct Connect のネットワーク要件
Insight Online Direct Connect では、ご使用の環境と Hewlett Packard Enterprise との間の通信を使用して
サポートサービスを提供します。ご使用の環境が Insight Online Direct Connect のネットワーク要件に
示すポート要件を満たしていることを確認します。

Insight Online Direct Connect のネットワーク要件
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図 6: Insight Online Direct Connect のネットワーク要件

Insight Remote Support Central Connect 環境のセットアップ
Insight Remote Support は、サポートサービスの提供については、ご使用の環境と Hewlett Packard
Enterprise の間の通信に依存します。
手順
1. Insight RS ホストサーバーに使用するサーバーが、Insight Remote Support のリリースノートに記載さ
れている要件を満たしていることを確認します。
注記:
Insight RS ソフトウェアでは、ホストサーバーのことを「ホスティングデバイス」と呼んでいま
す。
2. ご使用の環境が Insight Remote Support Central Connect のネットワーク要件に示すポート要件を
満たしていることを確認します。
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図 7: Insight Remote Support Central Connect のネットワーク要件
3. Insight RS ホストサーバーを設定します。
a. ホストサーバー上の Insight RS ソフトウェアのバージョンが、登録する ProLiant サーバーをサポー
トしていることを確認します。詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://
www.hpe.com/support/InsightRS-Support-Matrix
b. Insight RS コンソールを使用して、Insight Remote Support Central Connect に登録する ProLiant サ
ーバーの RIBCL プロトコルを構成します。
c. オプション：HPE SIM を Insight RS とともに使用する場合は、HPE SIM アダプターを構成します。
詳しくは、Web サイト（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）にある Insight
Remote Support インストール/コンフィギュレーションガイドを参照してください。
4. Insight RS ホストサーバーで、Web ブラウザーを使用して、次の Web サイトに移動し、Insight RS ホ
ストサーバーとリモートサポート Web サービス間の通信を確認します。https://
api.support.hpe.com/v1/version/index.html。サーバーと HPE 間の接続が正しく設定されている場
合、Web ブラウザーには、一部のデータセンターコンポーネント（たとえば、17.1.0.354）のバー
ジョンが表示されます。

Insight Online へのアクセスの確認
手順
1. 次の Web サイトに移動します。http://www.hpe.com/info/insightonline-ja
2. HPE パスポートのユーザー ID とパスワードを入力して、サインインをクリックします。
HPE パスポートのアカウントをお持ちでない場合は、画面上の手順に従って作成してください。
Insight Online マイ IT 環境タブが選択されている、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトが表示されます。初期セットアップ時には、お客様の IT 環境のデバイス、サービスイベン
ト、および契約と標準保証セクションには何も表示されません。

Insight Online へのアクセスの確認
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Insight Online Direct Connect の登録
Insight Online Direct Connect に登録する場合は、iLO の Web インターフェイスと Insight Online ポータル
の両方のステップを完了する必要があります。
始める前に
•

ご使用の環境が内蔵リモートサポート登録の前提条件を満たしている。

•

ご使用の iLO ユーザーアカウントが iLO 設定の構成権限を有している。

•

HPE パスポートアカウントがあります。詳しくは、http://www.hpe.com/info/insightonline-ja を参照
してください。

•

登録するサーバーが Insight RS ホストサーバーとして使用されていない。

手順
1. iLO の Web インターフェイスで、Insight Online Direct Connect 登録の手順 1 を完了します。
2. Insight Online で、Insight Online Direct Connect 登録の手順 2 を完了します。
3. iLO の Web インターフェイスで、登録が完了したことを確認します。
4. iLO の Web インターフェイスで、登録後のオプション手順を完了します。
詳しくは
リモートサポートの登録に関する前提条件(186 ページ)
Insight Online Direct Connect のホストサーバーとして使用する ProLiant サーバーの登録(202 ページ)

Insight Online Direct Connect の登録（手順 1）
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックします。
登録ページが表示されます。
2. このサーバーを直接 HPE に接続を選択します。
3. HPE パスポートのユーザー ID とパスワードを入力します。
4. オプション：サーバーがインターネットへのアクセスに Web プロキシサーバーを使用する場合、次の
情報を入力します。
•

Web プロキシサーバー - ホスト名または IP アドレスを入力します。

•

Web プロキシポート

•

Web プロキシユーザー名

•

Web プロキシパスワード

5. 以下の条件に同意しますチェックボックスを選択し、ライセンス条件に同意します。
これらのドキュメントは、次の Web サイトで参照できます。http://www.hpe.com/info/SWLicensing
6. 登録をクリックします。
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Insight Online Direct Connect の登録

iLO は、登録プロセスの手順 1 が完了したことを通知し、手順 2 を完了するよう要求します。
登録要求が完全に処理されるまで、最大 5 分間待ってください。

Insight Online Direct Connect の登録（手順 2）
手順
1.

次の Web サイトに移動します。http://www.hpe.com/info/insightonline-ja

2.

HPE パスポートの認証情報を入力してログインします。

3.

登録が完了していないデバイスをクリックします。

4.

手順 1：ターゲットデバイスを選択ページで 1 つまたは複数のデバイスを選択し、次へをクリックし
ます。
選択したデバイスが、サイト、サポートおよびパートナーの情報を共有している場合は、一度に最大
15 個のデバイスの登録を完了できます。

5.

手順 2：サイトとサポートに関する情報を提供しますページでサイトおよびサポート情報を入力し、
次へをクリックします。

6.

手順 3：HPE 認定チャネルパートナー情報の入力ページで次のいずれかを実行します。
•

Hewlett Packard Enterprise がお客様の IT インフラストラクチャをサポートする場合は、デフォル
ト設定を受け入れます。

•

Hewlett Packard Enterprise 認定チャネルパートナーがお客様の IT インフラストラクチャをサポ
ートする場合は、認定サービスパートナーおよび認定リセラー/ディストリビューターのパートナ
ー ID を入力します。
ID の確認をクリックして、正しいパートナーを入力したことを確認します。

7.

オプション：Hewlett Packard Enterprise または認定チャネルパートナーがお客様の IT 環境の最適化
について連絡することを許可するには、マイ IT 環境を最適化チェックボックスを選択します。

8.

続けて手順 4：確認と送信ページに進むには、次へをクリックします。

9.

入力した情報を確認し、登録の送信をクリックします。
デバイス登録の完了ウィンドウに登録状況の概要が表示されます。

10. 完了をクリックします。

登録が完了したことの確認（iLOWeb インターフェイス）
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックします。
登録ページが表示されます。
2. HPE に接続された製品の登録プロセスが完了したことを確認してください。チェックボックスを選択
し、適用をクリックします。
iLO によって、登録プロセスが終了したことが通知されます。

Insight Online Direct Connect の登録（手順 2）
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登録後の手順（オプション）の完了
手順
1. オプション：iLO と HPE リモートサポート間の接続を確認するために、テストイベントを送信します。
2. オプション：システムイベントに関する電子メールアラートを受け取る場合は、アラートメールを構
成します。

Web プロキシ設定の編集（Insight Online Direct Connect のみ）
サーバーがリモートサポートに登録した後に Web プロキシ設定が変わった場合、サーバーがデータを
Hewlett Packard Enterprise に継続して送信できるように設定を更新します。
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックします。
登録ページが表示されます。
2. 必要に応じて、次の設定を更新します。
•

Web プロキシサーバー - ホスト名または IP アドレスを入力します。

•

Web プロキシポート

•

Web プロキシユーザー名

•

Web プロキシパスワード

3. 適用をクリックします。

Insight Remote Support Central Connect の登録
始める前に
•

ご使用の環境が内蔵リモートサポート登録の前提条件を満たしている。

•

iLO 設定の構成権限。

手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックします。
登録ページが表示されます。
2. このサーバーを HPE remote Support ホストサーバーに接続を選択します。
3. ホストサーバーのホスト名または IP アドレスおよびポート番号を入力します。
デフォルトポートは 7906 です。
4. 登録をクリックします。
iLO によって、登録プロセスが終了したことが通知されます。
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登録後の手順（オプション）の完了

5. オプション：iLO と HPE リモートサポート間の接続を確認するために、テストイベントを送信します。
6. オプション：システムイベントに関する電子メールアラートを受け取るには、アラートメールを構成
します。
詳しくは
リモートサポートの登録に関する前提条件(186 ページ)

Insight Online Direct Connect の登録解除
始める前に
iLO 設定の構成権限。
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックします。
2. 登録解除をクリックします。
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。
iLO によって、サーバーの登録が解除されたことが通知されます。

Insight Remote Support Central Connect の登録解除
手順
1. Insight RS Console にログインします。
2. 次のいずれかを実行します。
•

サーバーの監視を一時的に停止するには、Insight RS Console で、デバイス > Device Summary タ
ブでサーバーを選択し、ACTIONS > DISABLE SELECTED を選択します。
iLO の Web インターフェイスからサーバーの登録を直接解除することは、Insight RS Console でサ
ーバーを一時的に無効にすることと同じです。

•

サーバーの監視を永久に停止するには、Insight RS Console からサーバーを削除します。サーバー
を削除するには、Device Summary タブでサーバーを選択し、次に ACTIONS > DELETE
SELECTED を選択します。

3. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックします。
登録ページが表示されます。
4. サーバーが登録されていないことを確認します。

リモートサポートサービスイベント
サービスイベントを監視し、テストイベントを送信し、メンテナンスモードを設定するには、サービスイ
ベントページを使用します。
iLO がハードウェア障害（メモリ DIMM またはファンの問題など）を検出すると、サービスイベントが生
成されます。リモートサポートにサーバーを登録すると、サービスイベントの詳細がサービスイベントロ
グに記録され、イベントは Insight Online（Direct Connect）または Insight RS ホストサーバー（Central

Insight Online Direct Connect の登録解除
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Connect）に直接送信され、そこから Hewlett Packard Enterprise に転送されます。Hewlett Packard
Enterprise がサービスイベントを受信すると、サポートケースが開かれます（保証対象の場合）。

サービスイベントの送信
サービスイベントが発生した場合は、そのイベントに関する情報が Hewlett Packard Enterprise に送信さ
れます。
サービスイベントの送信障害が発生した場合は、さらに 2 回追加で送信が試行されます。3 回の試行後も
イベントを送信できない場合は、次が実行されます。
•

SNMP トラップ（cpqSm2IrsCommFailure 9020）が生成されます。この SNMP トラップは、
cpqsm2.mib ファイルで定義されています。

•

失敗がサービスイベントログに記録されます。

•

失敗が iLO イベントログに記録されます。

•

サービスイベントは Active Health System のログに記録されます。

•

失敗メッセージは、Active Health System のログに記録されます。

メンテナンスモードの使用
サーバーでメンテナンスを実行する場合は、メンテナンスモードを使用します。メンテナンスモードで
は、Insight RS または Insight Online に送信されるすべてのイベントまたはメッセージに、イベントの処
置が不要であることを示すフラグが付けられます。この機能により、Hewlett Packard Enterprise は、サ
ポートケースを開くかどうかを判定できます。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、サービスイベントタブをクリックします。
2. メンテナンスモードに設定チェックボックスを選択します。
3. 失効メニューから時間を選択します。
4. 適用をクリックします。
iLO によって、メンテナンスモードに設定されたことが通知されます。
ヒント:
メンテナンスモードを早目に終了するには、メンテナンスモードをクリアするチェックボックス
を選択し、適用をクリックします。
指定した時間が経過すると、メンテナンスモードは自動的に終了します。メンテナンスモードがクリ
アされると、iLO によって通知されます。

iLO を使用したテストサービスイベントの送信
リモートサポート設定が正しく機能していることを確認するため、テストイベントを送信できます。
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サービスイベントの送信

始める前に
iLO の設定の構成。
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、サービスイベントタブをクリックします。
2. テストイベントの送信をクリックします。
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。
送信が完了するとテストイベントは、サービスイベントログ、Insight RS Console（Central Connect
のみ）、および Insight Online に表示されます。
テストが成功すると、サービスイベントログの送信ステータスにエラーなしと表示されます。
サービスイベントログの生成時刻列には、設定された iLO タイムゾーンに基づいて日時が表示されま
す。

Insight Online を使用したテストサービスイベントの表示
手順
1. 次の Web サイトに移動します。http://www.hpe.com/info/insightonline-ja
2. HPE パスポートの認証情報を入力してログインします。
3. 記録されたサービスイベントの概要を表示するには、サービスイベントをクリックします。
Insight Online は、サービスイベントの生成時刻の値を協定世界時（UTC）に変換します。
4. テストイベントを表示するには、表示 > テストイベントを選択します。
それ以上の処理は不要であるため、テストイベントは自動的に閉じます。
Insight Online へのログイン後に発生したアクティビティを表示するには、更新ボタンをクリックしま
す。

Insight RS コンソールを使用したテストサービスイベントの表示（Insight Remote Support
Central Connect のみ）
手順
1. Insight RS Console にログインします（https://<Insight RS ホストサーバーの IP アドレス>:7906）。
2. デバイスページに移動します。
3. ご使用のサーバーを登録を見つけて、デバイス名をクリックします。
4. サービスイベントタブをクリックします。
5. サービスイベントのリストが表示されます。
6. Insight RS は、サービスイベントの生成時刻の値を、Insight RS Console へのアクセスに使用するブラ
ウザーのタイムゾーンに変換します。
7. それ以上の処理は不要であるため、テストイベントは自動的に閉じます。

Insight Online を使用したテストサービスイベントの表示
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サービスイベントログの表示
手順
ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、サービスイベントタブをクリックします。

サービスイベントログの詳細
サービスイベントログには、サービスイベントごとに以下の情報が表示されます。
•

識別子 - サービスイベントを識別する一意の文字列。

•

生成時刻 - サービスイベントが生成された時刻。この列には、設定された iLO タイムゾーンに基づい
て日時が表示されます。

•

イベント ID - サービスイベントタイプの一意の番号。

•

認識された重大度 - イベント表示の重大度（たとえば、5-重度、7-致命的）。

•

送信ステータス - イベント送信のステータス。イベントが正常に送信されると、ステータスはエラー
なしになります。

•

送信先 - Insight Remote Support の Central Connect 構成の場合、サービスイベントを受信した Insight
RS ホストサーバーのホスト名または IP アドレスおよびポート。Insight Online Direct Connect 構成の
場合、Insight Online の値が表示されます。

•

イベントカテゴリ - メッセージレジストリ内のメッセージ ID の説明に対応するイベントのカテゴリ。

サポートされているサービスイベントタイプ
HPE リモートサポートソリューションでは、以下のサービスイベントタイプがサポートされています。
イベント
ID

説明

1

汎用のテストサービスイベント

100

ファン障害サービスイベント

101

システムバッテリ障害サービスイベント

200

パワーサプライ障害サービスイベント

300

物理ディスクドライブサービスイベント

301

Smart アレイコントローラーアクセラレータバッテリ障害イベント

302

Smart アレイコントローラーアクセラレータボードステータス変化イベント

303

Smart アレイコントローラーステータス変化イベント

304

SAS 物理ドライブステータス変化イベント

305

ATA ディスクドライブステータス変化イベント

表は続く

198

サービスイベントログの表示

イベント
ID

説明

306

ファイバーチャネルホストコントローラーのステータス変化イベント

400

メモリモジュール障害または障害予測イベント

500

ストレージシステムのファンステータス変化イベント

501

ストレージシステムの電源装置ステータス変化イベント

600

訂正不能なマシンチェック例外イベント

サービスイベントログの消去
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、サービスイベントタブをクリックします。
2. イベントログのクリアをクリックします。
iLO によって要求を確認するように求められます。
3. OK をクリックします。
iLO によって、サービスイベントログがクリアされたことが通知されます。

リモートサポートのデータ収集
データ収集ページを使用して、Remote Support にサーバーを登録するときに Hewlett Packard Enterprise
に送信されるデータに関する情報を表示します。デバイス構成が変更されたときに、次にスケジュールさ
れたデータ収集送信まで待てない場合は、このページを使用して Hewlett Packard Enterprise にデータ収
集情報を手動で送信することもできます。
データ収集情報
ご使用のリモートサポートの構成に応じて、iLO または Insight RS ホストサーバーが構成情報を Hewlett
Packard Enterprise に送信し、お客様の保証およびサービス契約に応じて分析および予防サービスが実行
されます。
•

Insight Online Direct Connect - データは 30 日ごとに送信されます。データ収集スケジュールを編集
したり削除したりすることはできません。

•

Insight Remote Support Central Connect - データ送信の頻度は、Insight RS コンソールで構成します。
詳しくは、Insight RS のオンラインヘルプを参照してください。

Active Health System レポート
Insight Online Direct Connect または Insight Remote Support Central Connect のどちらを使用するかに応
じて、iLO または Insight RS ホストサーバーが、サーバーのヘルス、構成、およびランタイムテレメトリ
ーに関する情報を Hewlett Packard Enterprise に送信します。この情報は、問題のトラブルシューティン
グおよび閉ループ品質分析に使用されます。

サービスイベントログの消去
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•

Insight Online Direct Connect - データは 7 日ごとに送信されます。Active Health System レポートの
スケジュールを編集または削除することはできません。

•

Insight Remote Support Central Connect - データは 7 日ごとに送信されます。Insight RS Console で
Active Health System レポート送信曜日を変更することができます。詳しくは、Insight RS のオンライ
ンヘルプを参照してください。

データ収集情報の送信
始める前に
iLO の設定の構成。
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、データ収集タブをクリックします。
2. データ収集の送信をクリックします。
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。
送信が完了すると、収集された最新の構成情報送信および収集された最新の構成情報送信ステータス
が更新されます。日時は、構成した iLO タイムゾーンに基づいて記録されます。

Active Health System レポート情報の送信
始める前に
iLO の設定の構成。
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、データ収集タブをクリックします。
2. Active Health System レポートの送信をクリックします。
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。
収集したデータには、最新の 7 日間の Active Health System 情報が含まれます。
送信が完了すると、最新の Active Health System レポート送信および最新の Active Health System
レポート送信のステータスが更新されます。日時は、構成した iLO タイムゾーンに基づいて記録され
ます。
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データ収集情報の送信

iLO でのデータ収集ステータスの表示
手順
ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、データ収集タブをクリックします。

データ収集の詳細
•

構成情報収集頻度（日数）
（Insight Online Direct Connect のみ） - データが Hewlett Packard Enterprise
に送信される頻度。

•

収集された最新の構成情報送信 - 最後にデータが収集された日時。

•

収集された最新の構成情報送信ステータス - 最後のデータ送信のステータス。

•

次の構成情報収集スケジュール（Insight Online Direct Connect のみ） - データが次回 Hewlett Packard
Enterprise に送信される日時。

iLO での Active Health System レポートステータスの表示
手順
ナビゲーションツリーでリモートサポートをクリックし、データ収集タブをクリックします。

Active Health System レポートの詳細
•

Active Health System レポート頻度（日数）（Insight Online Direct Connect のみ） - Active Health
System データが Hewlett Packard Enterprise に送信される頻度（日数）。

•

最新の Active Health System レポート送信 - 最後の Active Health System レポートの日時。

•

最新の Active Health System レポート送信のステータス - 最新データ送信のステータス。

•

次にスケジュールされた Active Health System レポート（Insight Online Direct Connect のみ） Active Health System データが次回 Hewlett Packard Enterprise に送信される日時。

Insight Online でのデータ収集ステータスの表示
Insight Online のデバイスの概要ページには、収集された最新の構成情報送信のタイムスタンプが表示さ
れます。
手順
1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://www.hpe.com/info/insightonline-ja）にログイ
ンします。
2. デバイスページに移動します。
3. デバイスの名前をクリックします。
概要ページの設定セクションに、最後のデータ収集送信の日時が表示されます。

iLO でのデータ収集ステータスの表示
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ヒント:
Insight Online にサインインした後に発生したアクティビティを表示するには、更新ボタンをクリ
ックします。

Insight RS Console（Insight Remote Support Central Connect のみ）でのデ
ータ収集ステータスの表示
手順
1. Insight RS Console にログインします（https://<Insight RS ホストサーバーの IP アドレスまたは
FQDN>: 7906）。
2. デバイスページに移動します。
3. ご使用のサーバーを登録を見つけて、デバイス名をクリックします。
4. 構成情報収集タブをクリックします。
収集タブには、構成情報収集および Active Health System レポート情報について、次の名前が表示さ
れます。
「Server Basic Configuration Collection」と「Active Health Service Collection」という名
前が使用されます。収集を展開するには、結果アイコンの左にあるプラス記号（＋）をクリックしま
す。追加情報を表示する、または収集ファイルをダウンロードするには、詳細をクリックします。
Insight RS では、iLO データ送信日時の値が、Insight RS Console へのアクセスに使用されているブラ
ウザーのタイムゾーンに変換されます。

Insight Online Direct Connect のホストサーバーとして使用
する ProLiant サーバーの登録
Hewlett Packard Enterprise は、Insight RS ホストサーバーとして使用されている ProLiant サーバーの
Insight Online Direct Connect 登録をサポートしていません。Insight Online Direct Connect にアクティブ
なホストサーバーを登録すると、ホストサーバーによって監視されているすべてのデバイスは、リモート
サポートを受けるための Hewlett Packard Enterprise との通信ができなくなります。
ProLiant サーバーをホストサーバーとして使用することを停止し、サーバーを Insight Remote Support
Central Connect から登録解除した後、サーバーを Insight Online Direct Connect に登録するには、この手
順を使用します。
手順
1. オプション：ProLiant サーバー上の Insight RS Console で以前に監視されていたデバイスを、新しい
ホストサーバーで監視するよう構成する場合は、監視対象デバイスのリストを含む一括 CSV ファイル
をエクスポートします。
2. ProLiant サーバー上の Insight RS ホストサーバーから監視されていたデバイスの登録を解除します。
3. Insight RS から ProLiant ホストサーバーの登録を解除します。
4. ProLiant サーバーから Insight RS をアンインストールします。
5. iLO または Intelligent Provisioning を使用して、Insight Online Direct Connect に ProLiant サーバーを登
録します。
6. オプション：Insight RS を異なるサーバーにインストールし、新しいホストサーバーを構成します。
7. オプション：新しいホストサーバーの Insight RS に一括 CSV ファイルをインポートします。
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Insight RS Console（Insight Remote Support Central Connect のみ）でのデータ収集ステータスの表示

この手順における Insight RS のタスクの詳細は、Insight Remote Support 監視対象デバイスコンフィギ
ュレーションガイドと、Insight Remote Support のインストール/コンフィギュレーションガイドを参
照してください。
詳しくは
Insight Remote Support Central Connect の登録解除(195 ページ)
Insight Online Direct Connect の登録(192 ページ)

サポートされるデバイスのリモートサポート設定の変更
Hewlett Packard Enterprise は、Insight Remote Support Central Connect と Insight Online Direct Connect
へのデバイスの同時登録をサポートしていません。両方の構成を使用してデバイスを登録する場合、
Hewlett Packard Enterprise と Insight Online に対して 2 つの通信パスを持つことになります。デバイス
情報は、データが Hewlett Packard Enterprise に送信されるたびに上書きされます。

サポートされるデバイスの Central Connect から Direct Connect への変更
手順
1. Insight Remote Support Central Connect からデバイスを登録解除します。
2. デバイスを Insight Online Direct Connect に登録する正しい時刻を決定します。
iLO と Insight RS ホストサーバーが異なるタイムゾーンを使用していて、iLO が、Insight RS ホストサ
ーバーより早いタイムゾーンを使用している場合は、デバイスをすぐに再登録しないでください。iLO
の時刻が、Insight Remote Support Central Connect からデバイスを登録解除した時刻と同じか、それ
よりも遅くなるまで待ちます。
たとえば、Insight RS ホストサーバーをフランスのパリの現地時間に設定し、iLO システムをカリフォ
ルニアの現地時間に設定したとします。フランス、パリで現地時間午後 5 時に Insight Remote Support
Central Connect からデバイスの登録を解除した場合、カリフォルニアでは現地時間午後 5 時まで待っ
てからデバイスを Insight Online Direct Connect に登録する必要があります。待たない場合、再登録さ
れたデバイスは Insight Online に表示されません。
3. Insight Online Direct Connect にデバイスを登録します。

サポートされるデバイスの Direct Connect から Central Connect リモートサポ
ートへの変更
手順
1. Insight Online Direct Connect からデバイスを登録解除します。
2. デバイスを Insight Remote Support Central Connect に登録する正しい時刻を決定します。
iLO と Insight RS ホストサーバーが異なるタイムゾーンを使用していて、Insight RS ホストサーバー
が、iLO より早いタイムゾーンを使用している場合は、デバイスをすぐに再登録しないでください。
Insight RS ホストサーバーの時刻が、Insight Online Direct Connect からデバイスを登録解除した時刻
と同じか、それよりも遅くなるまで待ちます。
たとえば、iLO システムをフランスのパリの現地時間に設定し、ホストサーバーをカリフォルニアの現
地時間に設定したとします。フランス、パリで現地時間午後 5 時に Insight Online Direct Connect から
デバイスの登録を解除した場合、カリフォルニアでは現地時間午後 5 時まで待ってからデバイスを

サポートされるデバイスのリモートサポート設定の変更
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Insight Remote Support Central Connect に登録する必要があります。待たない場合、再登録されたデ
バイスは Insight Online（有効な場合）に表示されません。
3. Insight Remote Support Central Connect にデバイスを登録します。
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リモートサポートの管理

iLO の管理機能の使用
iLO ユーザーアカウント
iLO 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。
ユーザー指定のログイン名と高度なパスワード暗号化を使用してローカルユーザーアカウントを最大 12
個作成することができます。権限は各ユーザーの設定を制御し、ユーザーのアクセス要件に合わせてカス
タマイズできます。
12 個を超えるユーザーアカウントをサポートするには、ディレクトリを使用できます。iLO は最大 6 つの
ディレクトリグループをサポートします。
詳しくは
ディレクトリの認証と認可(252 ページ)

ローカルユーザーアカウントの追加
始める前に
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーで、管理を選択します。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. 新規をクリックします。
3. 次の詳細を入力します。
•

ログイン名

•

ユーザー名

•

パスワードとパスワードの確認

4. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO 設定の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

iLO の管理機能の使用
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•

ホストストレージ

•

リカバリセット

使用できるすべてのユーザー権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。
5. 新しいユーザーを保存するには、ユーザーの追加をクリックします。

ローカルユーザーアカウントの編集
始める前に
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーで、管理を選択します。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. ユーザーを選択し、編集をクリックします。
3. 必要に応じて、以下の値をローカルユーザーの追加/編集ページに入力します。
•

ログイン名

•

ユーザー名

4. パスワードを変更するには、パスワードを変更チェックボックスをクリックし、パスワードとパスワ
ードの確認の値を更新します。
5. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

6. 使用できるすべてのユーザー権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。
7. ユーザーアカウントの変更を保存するには、ユーザーの更新をクリックします。
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ローカルユーザーアカウントの編集

ユーザーアカウントの削除
始める前に
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. 1 つまたは複数の削除するユーザーアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 削除をクリックします。
4. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、削除しますをクリックします。

iLO 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。ログイン名と同じである必要
はありません。ユーザー名は最長で 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。

•

ログイン名は、iLO にログインするときに使用する名前です。この名前は、ユーザー管理ページのユー
ザーリスト、セッションリストページ、ユーザーアイコンをクリックしたときに表示されるメニュー、
およびログに表示されます。 ログイン名は、ユーザー名と同じである必要はありません。ログイン名
の最大長は 39 文字です。ログイン名には、印字可能な文字を使用する必要があります。

•

パスワードおよびパスワードの確認では、iLO 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。

iLO ユーザー権限
次の権限は、ユーザーアカウントに適用されます。
•
•

ログイン - iLO にログインできます。
リモートコンソール - ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めホストシステムのリモートコンソ
ールにアクセスできます。
この権限を持つユーザーは BIOS にアクセスできるため、ホストベースの BIOS、iLO、ストレージ、
およびネットワーク設定タスクを実行できる場合があります。

•

仮想電源およびリセット - ホストシステムの電源再投入やリセットを実行できます。これらの操作
はシステムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システムに NMI を生成ボタンを使用
してシステムを診断できます。

•

仮想メディア - ホストプラットフォーム上の仮想メディア機能を使用できます。

•

ホスト BIOS - UEFI システムユーティリティを使用してホスト BIOS 設定を構成できます。

•

iLO 設定の構成 - セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、iLO ファームウェアを更
新することができます。この権限では、ローカルユーザーアカウントは管理できません。
iLO を構成したら、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、Web インターフェイス、iLO RESTful
API、HPQLOCFG、または CLI による再構成を防止します。UEFI システムユーティリティまたは

ユーザーアカウントの削除
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HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続き iLO を再構成することができます。ユーザーアカ
ウント管理権限を持つユーザーのみがこの権限を有効または無効にできます。
•

ユーザーアカウント管理 - ユーザーは、ローカル iLO ユーザーアカウントを追加、編集、および削
除できます。この権限を持つユーザーは、すべてのユーザーの権限を変更できます。この権限がない
と、本人の設定の表示と本人のパスワードの変更しか実行できません。

•

ホスト NIC 構成 - ホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - ホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - リカバリインストールセットを管理できます。
デフォルトでは、この権限はデフォルトの Administrator アカウントに割り当てられます。この権限を
別のアカウントに割り当てるには、すでにこの権限を持つアカウントでログインします。
セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無効にするように
設定されている場合、この権限を使用できません。

次の権限は、CLI または RIBCL スクリプトを介して使用できません。ホスト NIC、ホストストレージ、リ
カバリセット、ホスト BIOS、およびログイン。
次の権限は、UEFI システムユーティリティの iLO 5 構成ユーティリティを介して使用できません。ログ
イン、およびリカバリセット。
ホスト BIOS、ホスト NIC、およびホストストレージの各権限は、ホストベースのユーティリティを使用
した構成に影響しません。

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編集する場合に、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すすめします。
•

•

•
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パスワードを使用する場合：
◦

パスワードを書き留めたり記録したりしないでください。

◦

他のユーザーとパスワードを共有しないでください。

◦

辞書にあるような単語で構成され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。

少なくとも以下の 3 つの特性を持つパスワードを使用してください。
◦

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

iLO ユーザーアカウントのパスワードの最低文字数は、アクセス設定ページで設定します。構成された
最小パスワード長値によって、パスワードの長さは最小 0 文字（パスワードなし）から最大 39 文字ま
で可能です。デフォルトの最小パスワード長は、8 文字です。

パスワードに関するガイドライン

重要:
Hewlett Packard Enterprise では、保護されたデータセンターの外側に拡大されることのない物理
的に安全な管理ネットワークがない場合、最小パスワード長を 8 文字未満に設定することはおす
すめできません。
詳しくは
iLO アクセスオプションの構成(232 ページ)

IPMI/DCMI ユーザー
iLO ファームウェアは、IPMI 2.0 仕様に準拠しています。IPMI/DCMI ユーザーを追加する場合、ログイン
名は最長 16 文字、パスワードは最長 20 文字です。
iLO ユーザー権限を選択すると、同等の IPMI/DCMI ユーザー権限が上記の設定に基づく IPMI/DCMI 権限
ボックスに表示されます。
•

ユーザー - ユーザーは読み取り専用アクセス権を持っています。ユーザーは、iLO の設定または書き
込みやシステムの操作は実行できません。
IPMI ユーザー権限については、すべての権限を無効にします。オペレーターレベルを満たさない権限
の任意の組み合わせは、IPMI ユーザーです。

•

オペレーター - オペレーターは、システムの操作を実行できますが、iLO を設定したり、ユーザーア
カウントを管理したりすることはできません。
IPMI オペレーター権限については、リモートコンソールアクセス、仮想電源およびリセット、および
仮想メディアを有効にします。管理者レベルを満たさないオペレーター以上の権限の任意の組み合わ
せは、IPMI ユーザーです。

•

管理者 - 管理者は、すべての機能に対する読み取り/書き込みアクセス権を持っています。
IPMI 管理者権限については、すべての権限を有効にします。

ローカルユーザーアカウントの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
ローカルユーザーテーブルには、構成された各ユーザーのログイン名、ユーザー名、および割り当て
られた権限が表示されます。
2. オプション：権限の名前を参照するには、カーソルを権限アイコン上に移動します。

iLO ディレクトリグループ
iLO では、ディレクトリグループアカウントを管理できます。MMC または ConsoleOne を使用して、デ
ィレクトリベースのユーザーアカウントを管理します。

IPMI/DCMI ユーザー
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ディレクトリグループの追加
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. 新規をクリックします。
3. グループ情報セクションで、以下の詳細を提供します。
•

グループ DN

•

グループ SID（Kerberos 認証および Active Directory 統合のみ）

4. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO 設定の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

5. 新しいディレクトリグループを保存するには、グループの追加をクリックします。

ディレクトリグループの編集
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. ディレクトリグループセクションでグループを選択し、編集をクリックします。
3. グループ情報セクションで、以下の詳細を提供します。
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ディレクトリグループの追加

•

グループ DN

•

グループ SID（Kerberos 認証および Active Directory 統合のみ）

4. 次の権限のいずれかを選択します。
•

ログイン

•

リモートコンソール

•

仮想電源およびリセット

•

仮想メディア

•

ホスト BIOS

•

iLO 設定の構成

•

ユーザーアカウント管理

•

ホスト NIC

•

ホストストレージ

•

リカバリセット

5. ディレクトリグループの変更を保存するには、グループの更新をクリックします。

ディレクトリグループの削除
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. 削除するディレクトリグループの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 削除をクリックします。
4. 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。

ディレクトリグループのオプション
各ディレクトリグループには、DN、SID、およびアカウントの権限が含まれます。Kerberos ログインの
場合、グループの SID は、iLO に設定されているディレクトリグループの SID と比較されます。ユーザー
が複数のグループのメンバーである場合、そのユーザーアカウントにはすべてのグループの権限が付与さ
れます。
グローバルグループおよびユニバーサルグループを使用して権限を設定できます。ドメインローカルグ
ループは、サポートされていません。
ディレクトリグループを iLO に追加するときは、以下の値を設定します。

ディレクトリグループの削除

211

•

グループ DN（セキュリティグループ DN） - このグループのメンバーには、グループに設定された権
限が付与されます。ここで指定するグループは、ディレクトリに存在しなければならず、iLO にアクセ
スする必要があるユーザーは、このグループのメンバーでなければなりません。ディレクトリに存在
する DN を入力します（たとえば、CN=Group1, OU=Managed Groups, DC=domain, DC=extension）。
短縮された DN もサポートされます（たとえば、Group1）。短縮された DN は、一意に一致するもので
はありません。Hewlett Packard Enterprise では、完全修飾の DN を使用することをおすすめします。

•

グループ SID（セキュリティ ID） - Microsoft セキュリティ ID（SID）は、Kerberos およびディレクト
リグループの権限付与に使用されます。この値は、Kerberos 認証に必要です。必要な形式は、
S-1-5-2039349 です。

ディレクトリグループ権限
次の権限は、ディレクトリグループに適用されます。
•
•

ログイン - ディレクトリユーザーが iLO にログインできます。
リモートコンソール - ディレクトリユーザーが、ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、ホ
ストシステムのリモートコンソールにアクセスできます。
この権限を持つユーザーは BIOS にアクセスできるため、ホストベースの BIOS、iLO、ストレージ、
およびネットワーク設定タスクを実行できる場合があります。

•

•

仮想電源およびリセット - ディレクトリユーザーがホストシステムの電源再投入やリセットを実
行できます。これらの操作はシステムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システム
に NMI を生成ボタンを使用してシステムを診断できます。
仮想メディア - ディレクトリユーザーがホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。

•

ホスト BIOS - ディレクトリユーザーが UEFI システムユーティリティを使用することでホスト
BIOS 設定を構成できます。

•

iLO 設定の構成 - ディレクトリユーザーはセキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、
iLO ファームウェアを更新することができます。この権限では、ローカルユーザーアカウントは管理で
きません。
iLO を構成したら、iLO Web インターフェイス、iLO RESTful API、HPQLOCFG、または CLI を使用
して、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、再構成を防止します。UEFI システムユーティリ
ティまたは HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続き iLO を再構成することができます。ユ
ーザーアカウント管理権限を持つユーザーのみがこの権限を有効または無効にできます。

•

ユーザーアカウント管理 - ディレクトリユーザーはローカルの iLO ユーザーアカウントを追加、編
集、および削除できます。

•

ホスト NIC 構成 - ディレクトリユーザーがホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - ディレクトリユーザーがホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - ディレクトリユーザーがクリティカルリカバリインストールセットを管理できま
す。
デフォルトでは、この権限はデフォルトの Administrator アカウントに割り当てられます。この権限を
別のアカウントに割り当てるには、すでにこの権限を持つアカウントでログインします。
セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無効にするように
設定されている場合、この権限を使用できません。
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ディレクトリグループ権限

ホスト BIOS、ホスト NIC、およびホストストレージの各権限は、ホストベースのユーティリティを使用
した構成に影響しません。

ディレクトリグループの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
ディレクトリグループテーブルには、構成されたグループのグループ DN、グループ SID、および割り
当てられた権限が表示されます。
2. オプション：権限の名前を参照するには、カーソルを権限アイコン上に移動します。

ブート順序
ブート順序機能を使用すると、サーバーのブートオプションを設定できます。
ブートモード、ブート順序、あるいはワンタイムブートステータスの変更を行うと、サーバーのリセット
が必要になります。リセットが必要な場合は、iLO によって通知されます。
サーバーが POST のときにサーバー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 が終了するのを待ってから、再試行
してください。

サーバーブートモードの設定
ブートモード設定を使用して、サーバーで OS ブートファームウェアを検索する方法を定義します。UEFI
または従来の BIOS を選択できます。
始める前に
iLO の設定の構成
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. Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)またはレガシー BIOS を選択します。
3. 適用をクリックします。
変更を確認するよう iLO により求められます。この設定を変更すると、サーバーをリセットするまで、
ブート順序のページで変更を追加することはできません。
4. OK をクリックします。
5. サーバーをリセットします。

サーバーブート順序の設定
始める前に
iLO の設定の構成
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。

ディレクトリグループの表示
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仮想メディアが接続されると、iLO の Web インターフェイスは、ページ上部の仮想フロッピー/USB
キーおよび仮想 CD/DVD-ROM テキストの横に仮想メディアタイプを表示します。
2. デバイスのブート順序を上下に移動するには、サーバーの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。
レガシー BIOS モードでは、以下のデバイスから選択します。
•

CD/DVD ドライブ

•

USB ストレージデバイス

•

ハードディスクドライブ

•

ネットワークデバイス番号。サーバー Ethernet カードおよび追加の NIC/FlexibleLOM カードはネ
ットワークデバイス 1、2、3 などになります。

UEFI モードでは、使用可能なブートデバイスのリストからオプションを選択します。
3. 適用をクリックします。
iLO は、ブート順序が正常に更新されたことを確認します。

ワンタイムブートステータスの変更
ワンタイムブートステータス機能を使用して、定義済みのブート順序を変更せずに、次回のサーバーリセ
ット時に起動するメディアタイプを設定します。使用する手順は、サーバーがレガシー BIOS モードを使
用するか UEFI モードを使用するかによって異なります。
始める前に
iLO の設定の構成

レガシー BIOS モードでのワンタイムブートステータスの変更
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. ワンタイムブートオプションを選択リストから、オプションを選択します。
以下のオプションを使用できます。
•

ワンタイムブートなし

•

CD/DVD ドライブ

•

USB ストレージデバイス

•

ハードディスクドライブ

•

ネットワークデバイス <番号>。サーバー Ethernet カードはネットワークデバイス 1、追加の NIC/
FlexibleLOM カードはネットワークデバイス 2、3 などになります。

•

Intelligent Provisioning

•

内蔵 UEFI シェル - このオプションを選択した場合、サーバーは、UEFI システムユーティリティか
ら分離した組み込みシェル環境からブートします。

3. 適用をクリックします。
iLO は、ワンタイムブートオプションが正常に更新されたことを確認します。
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ワンタイムブートステータスの変更

現在のワンタイムブートオプションの値が更新され、選択内容が示されます。

UEFI モードでのワンタイムブートステータスの変更
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. ワンタイムブートオプションを選択リストから、オプションを選択します。
以下のオプションを使用できます。
•

ワンタイムブートなし

•

CD/DVD ドライブ

•

USB ストレージデバイス

•

ハードディスクドライブ

•

ネットワークデバイス番号。サーバー Ethernet カードはネットワークデバイス 1、追加の NIC/
FlexibleLOM カードはネットワークデバイス 2、3 などになります。

•

Intelligent Provisioning

•

HTTP ブート - このオプションを選択すると、HTTP ブート機能が有効でありブート可能イメージ
の URI が ROM ベースシステムユーティリティで定義されている場合、サーバーは HTTP URI で起
動します。

•

UEFI ターゲット - このオプションを選択した場合、UEFI ターゲットオプションを選択:リストの
使用可能なブートデバイスの一覧から選択できます。

•

内蔵 UEFI シェル - このオプションを選択した場合、サーバーは、UEFI システムユーティリティか
ら分離した組み込みシェル環境からブートします。

3. ワンタイムブートオプションを選択リストで UEFI ターゲットを選択した場合、UEFI ターゲットオプ
ションを選択:リストからブートデバイスを選択します。
たとえば、ブート可能パーティションが 2 つあるハードディスクドライブを所有している場合、この
オプションを使用して、次回のサーバーリセットで使用するブート可能パーティションを選択できま
す。
4. 適用をクリックします。
iLO は、ワンタイムブートオプションが正常に更新されたことを確認します。
現在のワンタイムブートオプションの値が更新され、選択内容が示されます。

ブート順序ページの追加オプションの使用
ブート順序ページの追加オプションセクションには、サーバーをリセットするボタンやシステムセットア
ップユーティリティを起動するボタンがあります。
始める前に
•

システムの RBSU を起動機能およびシステムセットアップユーティリティを起動機能を使用するに
は、仮想メディアおよび iLO 設定権限が必要です。

•

サーバーのリセット機能を使用するには、仮想電源およびリセット権限が必要です。

UEFI モードでのワンタイムブートステータスの変更
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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. 追加のオプションを使用するには、次のいずれかを実行します。
•

ROM ベースのセットアップユーティリティを次回のサーバーのリセット時に読み込むには、シス
テムセットアップユーティリティを起動をクリックします。

•

サーバーを再起動するには、サーバーリセットをクリックします。
ワンタイムブートオプションを指定すると、この設定はサーバーブート順序の値より優先します。

ブラウザーを使用したライセンスキーのインストール
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。
2. アクティベーションキーボックスにライセンスキーを入力します。
セグメント間を移動するには、Tab キーを押すか、アクティベーションキーボックスのセグメントの
内側をクリックします。 アクティベーションキーボックスのセグメントにデータを入力すると、カー
ソルは自動的に次に進みます。
3. インストールをクリックします。
4. エンドユーザー使用許諾契約の確認画面が表示されます。
エンドユーザー使用許諾契約の詳細は、ライセンスパックオプションキットに記載されています。
5. OK をクリックします。
これで、ライセンスキーは有効になります。

ライセンス情報の表示
手順
ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。

ライセンスの詳細
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•

ライセンス - ライセンス名

•

ステータス - ライセンスのステータス

•

アクティベーションキー - インストールされているキー

ブラウザーを使用したライセンスキーのインストール

失われたライセンスキーの復旧
iLO のライセンスキーが失われた場合、以下のメールアドレスのいずれかに交換要求とお客様の購入の証
明を送信してください。
•

南北アメリカ：licensing.ams@hpe.com

•

欧州、中東、およびアフリカ：licensing.emea@hpe.com

•

アジア太平洋地域および日本：licensing.apj@hpe.com

iLO ライセンス
iLO 標準機能はすべてのサーバーに搭載され、サーバーセットアップ、サーバーヘルスの監視、電力と温
度制御の監視、およびリモートサーバー管理を簡素化します。
iLO ライセンスは、マルチユーザーコラボレーション用のグラフィカルリモートコンソール、ビデオの録
画と再生のような機能や他の多くの機能を有効にします。
iLO 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。

iLO ライセンスを登録する方法
1. ライセンス権利証明書またはライセンスの確認メールで権利注文番号（EON）を探します。
2. HPE ライセンスポータルで EON を入力します。
ライセンスキー情報
•

ライセンスキーの購入、登録、および取得については、http://www.hpe.com/support/ilo-docs にある
iLO ライセンスガイドを参照してください。

•

製品をインストールして使用するサーバーごとに 1 つの iLO ライセンスが必要です。ライセンスは譲
渡できません。

•

別のサーバータイプを意味するライセンスキーを使用してサーバーにライセンスを適用することはで
きません。

•

iLO Advanced ライセンスは Synergy コンピュートモジュールに自動的に付属します。

•

ライセンスキーを無くした場合、無くなったライセンスキーに対する手順に従います。

•

iLO の無償評価ライセンスキーは、Web サイト http://www.hpe.com/info/tryilo からダウンロードで
きます。

失われたライセンスキーの復旧
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Enterprise Secure Key Manager を iLO で使用する
iLO 5 では、Enterprise Secure Key Manager（ESKM）3.1 以降がサポートされており、HPE Smart Array
Secure Encryption と組み合わせて使用することができます。
FIPS セキュリティ状態が有効になっている場合は、ESKM 5.0 以降が必要です。
SuiteB セキュリティ状態が有効になっている場合は、ESKM はサポートされません。
•

HPE Smart Array Secure Encryption は、HPE Smart アレイコントローラーをサポートし、Hewlett
Packard Enterprise サーバーに直接接続した HDD または SSD ストレージに Data-at-rest 暗号化を提
供します。256 ビットの XTS-AES アルゴリズムを使用することにより、HDD や SSD ボリュームの暗
号化に統合ソリューションをもたらします。

•

ESKM は、データ暗号化キーの生成、保存、操作、制御、アクセスの監査を行います。これを使用し
て、ビジネスクリティカルで機密性のある保存済みデータの暗号化キーへのアクセスを保護し維持す
ることができます。

•

iLO は、ESKM と Smart アレイコントローラー間のキー交換を管理します。iLO は、ESKM との通信
に、自身の MAC アドレスに基づいた一意のユーザーアカウントを使用します。このアカウントを最初
に作成するために、iLO は、管理者権限を持つ、ESKM に以前から存在する展開ユーザーアカウント
を使用します。展開ユーザーアカウントについて詳しくは、HPE Smart Array Secure Encryption イン
ストール/ユーザーガイドを参照してください。

HPE Smart Array Secure Encryption と ESKM について詳しくは、HPE Smart Array Secure Encryption イ
ンストール/ユーザーガイドを参照してください。

キーマネージャーサーバーの構成
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。
2. 次の情報を入力します。
•

プライマリキーサーバー - プライマリキーサーバーのホスト名、IP アドレス、または FQDN、およ
びポート。この文字列の最大長は 79 文字です。

•

セカンダリキーサーバー - セカンダリキーサーバーのホスト名、IP アドレス、または FQDN、およ
びポート。この文字列の最大長は 79 文字です。

3. オプション：プライマリおよびセカンダリキーサーバーを使用した構成の場合、冗長化が必要オプシ
ョンを有効にして、サーバーの冗長化を確認します。
Hewlett Packard Enterprise では、このオプションを有効にすることをおすすめします。このオプショ
ンが無効になっていると、iLO は、構成された両方のキーサーバーに暗号化キーがコピーされているこ
とを確認しません。
4. 適用をクリックします。
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Enterprise Secure Key Manager を iLO で使用する

キーマネージャー構成の詳細の追加
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。
ESKM 上の iLO アカウントに表示されているアカウント名は ilo-<iLO の MAC アドレス>です。アカ
ウント名は読み取り専用で、iLO が ESKM と通信するときに使用されます。
2. 次の情報を ESKM 上の iLO アカウントセクションに入力します。
•

Group

•

ESKM ローカル CA 証明書名（オプション）

3. 次の情報を ESKM 管理者アカウントセクションに入力します。
•

ログイン名

•

パスワード

4. ESKM をアップデートをクリックします。
iLO は、ESKM に存在する ilo-<iLO の MAC アドレス >という名前のアカウントを確認します。
アカウントが存在する場合は、iLO はアカウントのパスワードが正しいことを確認します。iLO はこの
パスワードを自動的に生成します。パスワードが正しくない場合は、iLO はパスワードを更新します。
iLO が出荷時のデフォルト設定に戻った場合、パスワードは正しくない可能性があります。アカウント
が存在しない場合は、iLO がアカウントを作成します。
iLO が ESKM ローカルグループのメンバーでない場合は、要求された名前のグループを作成しようと
します。iLO は、すでに ESKM ローカルグループのメンバーになっている場合、ステップ 2 で入力さ
れたグループを無視し、ESKM に存在する既存のグループ割り当てを使用します。iLO でグループを変
更しても、ESKM に設定されている現在のキーのグループアクセス権には影響しません。新しいグル
ープの割り当てが必要な場合は、iLO 設定を更新する前に ESKM を更新します。
ステップ 2 で ESKM ローカル CA 証明書名を入力した場合、ESKM ページのインポートされた証明書
の詳細セクションに証明書情報が一覧表示されます。

ESKM 構成のテスト
ESKM 接続のテスト機能を使用して、構成設定を確認します。テストは、HPE セキュア暗号化のキー管
理サービスを提供するために iLO および ESKM サーバーが設定されているかを確認します。
テスト中、iLO は次のタスクを試みます。
•

TLS を使用してプライマリ ESKM サーバー（および構成されている場合はセカンダリ ESKM）に接続
する。

•

構成済みの認証情報およびアカウントを使用して、ESKM への認証を試みる。

•

ESKM ソフトウェアのバージョンが iLO と互換性があることを確認します。

キーマネージャー構成の詳細の追加
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始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

キーマネージャーがセットアップされ、iLO でキーマネージャーの構成が完了している。

手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。
2. ESKM 接続のテストをクリックします。
テスト結果は、Enterprise Secure Key Manager イベントテーブルに表示されます。

ESKM イベントの表示
始める前に
この機能をサポートする iLO 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管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。
2. Enterprise Secure Key Manager イベントセクションまでスクロールします。
各イベントがタイムスタンプと説明とともに一覧表示されます。

ESKM ログのクリア
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。
2. ESKM ログのクリアをクリックします。
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。

言語パック
言語パックを使用すると、iLO Web インターフェイスの表示言語を英語から、ユーザーが希望するサポー
ト言語に変更できます。言語パックは、iLO Web インターフェイス、.NET IRC、および Java IRC の翻訳
を提供しています。
言語パックを使用する場合は、以下の点に注意してください。
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•

提供されている言語パックは、日本語と簡体字中国語です。

•

英語版はアンインストールできません。

•

複数の言語パックをインストールできます。

ESKM イベントの表示

言語パックがインストールされている場合、同じ言語の新しい言語パックをインストールすると、イ
ンストールされている言語パックが置き換わります。
•

Java IRC および.NET IRC は、現在の iLO セッションの言語を使用します。

•

Windows システムでの Java IRC のローカリゼーションサポートでは、地域と言語コントロールパネ
ルで正しい言語を選択する必要があります。

•

Linux システムでの Java IRC のローカリゼーションサポートでは、指定した言語用のフォントがイン
ストールされ、そのフォントを JRE が使用できることを確認してください。

•

インストールした言語パックのテキスト文字列の翻訳がない場合には、テキストは英語で表示されま
す。

•

iLO ファームウェアを更新する場合は、言語パックの内容が iLO Web インターフェイスに対応するよ
うに、Hewlett Packard Enterprise は最新の言語パックをダウンロードすることをおすすめします。

言語パックの選択
次のいずれかの方法を使用して、インストール済みの言語パックを選択します。
手順
•

ログインページに移動し、言語メニューで言語を選択します。

•

iLO の Web インターフェイスページの一番上にある言語アイコンをクリックして、言語を選択します。

•

ナビゲーションツリーで管理をクリックし、言語タブをクリックします。インストールされた言語リ
ストで言語をクリックします。

デフォルト言語の設定
この iLO ファームウェアインスタンスのユーザー用のデフォルト言語を設定するには、以下の手順を使用
します。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、言語タブをクリックします。
2. デフォルト言語メニューで値を選択します。
選択できる言語は英語です。英語以外の言語も言語パックがインストールされていれば選択できま
す。
3. 適用をクリックします。
デフォルト言語が変更されたことが、iLO によって通知されます。
以降の iLO Web インターフェイスセッションでは、前のセッションからのブラウザー Cookie がなく、
ブラウザーまたは OS の言語がサポートされていない場合、iLO Web インターフェイスには構成済み
のデフォルト言語が使用されます。

言語パックの選択
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現在の iLO Web インターフェイスセッション言語の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、言語タブをクリックします。
2. インストールされた言語リストで言語の名前をクリックします。
現在のブラウザーセッションの iLO Web インターフェイスが、選択された言語に変更されます。

言語パックのアンインストール
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、言語タブをクリックします。
2. 削除する言語の横にあるゴミ箱アイコン

をクリックします。

3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、削除をクリックします。
選択した言語パックが削除され、再起動し、ブラウザー接続が終了します。iLO
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

iLO がセッションの言語を決定する方法
iLO は、次のプロセスに基づいて Web インターフェイスセッションの言語を決定します。
1. iLO Web インターフェイスへのログインに使用するコンピューターおよびブラウザーが前回と同じ
で、ユーザーが Cookie を消去していない場合は、当該の iLO プロセッサーとの最後のセッションの言
語設定が使用されます。
2. Cookie がない場合は、現在のブラウザーの言語が使用されます。ただし、その言語が iLO でサポート
され、必要な言語パックがインストールされていなければなりません。
3. Internet Explorer のみ：ブラウザーの言語がサポートされていない場合は、OS の言語が使用されま
す。ただし、その言語が iLO でサポートされ、必要な言語パックがインストールされていなければな
りません。
4. Cookie がなく、ブラウザーの言語も OS の言語もサポートされていない場合、iLO は設定済みのデフ
ォルト言語を使用します。詳しくは、デフォルト言語の設定(221 ページ)を参照してください。

ファームウェア検証
ファームウェア検証ページでは、オンデマンドスキャンを実行したり、スケジュールされたスキャンを実
施できます。検出された問題に対応するには、結果を記録するのか、それとも結果を記録してリカバリイ
ンストールセットを使用する修復アクションを開始するのかを選択します。
スキャン結果に応じて、情報は Active Health System ログとインテグレーテッドマネジメントログに記録
されます。
次のファームウェアタイプがサポートされています。
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現在の iLO Web インターフェイスセッション言語の構成

•

iLO ファームウェア

•

システム ROM（BIOS）

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）

•

サーバープラットフォームサービス（SPS）ファームウェア

•

イノベーションエンジン（IE）ファームウェア

ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアの更新をインストールしたり、iLO レポジトリ
にファームウェアをアップロードしたりすることはできません。

ファームウェア検証設定の構成
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

手順
1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。
2. 設定アイコン

をクリックします。

3. バックグランドスキャンを有効を有効または無効の状態に設定します。
4. 整合性障害のアクションを選択します。
5. スキャン間隔を日数で設定します。
有効な値は 1～365 日です。
6. 送信をクリックします。

ファームウェア検証スキャンオプション
•

バックグランドスキャンを有効 - ファームウェア検証スキャンを有効または無効にします。有効なと
き、iLO がサポート対象のインストールファームウェアでファイル破損をスキャンします。

•

整合性障害のアクション - ファームウェア検証スキャン中に問題が見つかったとき iLO が実行するア
クションを決定します。
◦

結果を記録するには、ログのみを選択します。

◦

結果を記録して修復アクションを開始するには、ログおよび自動的に修復を選択します。
サポート対象のファームウェアタイプについて問題が検出された場合、iLO が保護されたインスト
ールセットで影響を受けるファームウェアタイプがあるかを調べます。デフォルトでは、このセッ
トはリカバリセットです。ファームウェアイメージを使用可能な場合、iLO がそのファームウェア
イメージをフラッシュして修復を完了します。

•

スキャン間隔（日数） - バックグラウンドスキャン頻度（日数）を設定します。有効な値は 1～365 で
す。

ファームウェア検証設定の構成
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詳しくは
システムリカバリセット(81 ページ)

ファームウェア検証スキャンの実行
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

手順
1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。
2. スキャンを実行をクリックします。
ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアの更新をインストールしたり、iLO レポジト
リにファームウェアをアップロードしたりすることはできません。
スキャン結果がページの上部に表示されます。

ファームウェアヘルスステータスの表示
始める前に
この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。
手順
管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

ファームウェアヘルスステータスの詳細
ファームウェア名
インストールされているファームウェアの名前。
ファームウェアバージョン
ファームウェアのバージョン。
ヘルス
ファームウェアのヘルスステータス。
状態
ファームウェアのステータス。値には、以下のものがあります。
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•

有効 - ファームウェアは検証されており、有効です。

•

スキャニング - ファームウェア検証スキャンが進行中か、起動しようとします。

•

フラッシング—ファームウェア更新が進行中です。

•

障害/オフライン - ファームウェアは検証できず、修復されませんでした。

ファームウェア検証スキャンの実行

iLO バックアップとリストア
バックアップとリストア機能を使用すると、バックアップ元のシステムと同じハードウェア構成を持つシ
ステムに iLO 構成をリストアできます。この機能は、構成を複製して別の iLO システムに適用するもので
はありません。
一般に、iLO のリストア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最小限に抑えること
をお勧めします。Hewlett Packard Enterprise は、iLO ファームウェアを更新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 iLO 構成のリストア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 iLO 構成をリ
ストアします。
デフォルト設定へのリセット
場合によっては、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットし、iLO 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。iLO を工場出荷時の設定にリセットすると、iLO の構成は消去されま
す。iLO 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、iLO 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。iLO 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リストアしま
す。
システムボードの取り付け
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 iLO
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 iLO を工場出荷時のデフォルトの設定にリセットし
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
プファイルからリストアできます。

リストアされる情報
iLO 構成には、電源、ネットワーク、セキュリティ、ユーザーデータベース、ライセンスキーなど、多く
のカテゴリが含まれます。ほとんどの構成情報は、バッテリ駆動の SRAM メモリデバイスに保存されて
おり、バックアップとリストアが可能です。
リストアされない情報
情報によってはリストアの対象として適していないものがあります。リストアできない情報は iLO 構成
には含まれません。その情報は iLO またはサーバーのシステム状態に関連します。
以下の情報は、バックアップまたはリストアされません。

iLO バックアップとリストア
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セキュリティ状態
リストア操作によって iLO のセキュリティ状態を変更することを許可すると、セキュリティの原則が
破られ、セキュリティの適用が無効になります。
インテグレーテッドマネジメントログ
バックアップから、リストアが必要になった時間またはイベントまでに発生したイベントの情報を保
持するため、この情報はリストアされません。
iLO イベントログ
バックアップから、リストアが必要になった時間またはイベントまでに発生したイベントの情報を保
持するため、この情報はリストアされません。
Active Health System データ
バックアップおよびリストアプロセス中に記録された情報を保持するため、この情報はリストアされ
ません。
サーバーの状態情報
•

サーバーの電源状態（オン/オフ）

•

サーバーの UID LED の状態

•

iLO およびサーバーのクロック設定

iLO 構成のバックアップ
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、バックアップとリストアをクリックします。
2. バックアップをクリックします。
3. オプション：バックアップファイルをパスワード保護するには、バックアップファイルパスワードボ
ックスにパスワードを入力します。
4. ダウンロードをクリックします。
ファイルがダウンロードされ、この動作がイベントログに記録されます。
ファイル名は、次の形式を使用します。<サーバーシリアル番号>_<YYYYMMDD>_<HHMM>.bak.

iLO 構成のリストア
始める前に
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•

iLO 設定の構成権限

•

iLO ユーザーアカウント管理権限

•

iLO バックアップファイルが存在する。

•

以前に iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、デフォルトの iLO アカウント認証
情報を使用できる。

•

使用する iLO セキュリティ状態が構成されている。

iLO 構成のバックアップ

FIPS および SuiteB のセキュリティ状態を構成すると、iLO は工場出荷時のデフォルト設定にリセット
されます。これらのセキュリティ状態を構成せずにリストアを実行した場合、リストアされた情報は
セキュリティ状態の更新時に削除されます。
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、バックアップとリストアをクリックします。
2. 元に戻すをクリックします。
3. 使用しているブラウザーに応じて参照またはファイルを選択をクリックし、バックアップファイルに
移動します。
4. バックアップファイルがパスワードで保護されている場合、パスワードを入力します。
5. アップロードおよびリストアをクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
6. 元に戻すをクリックします。
iLO が再起動され、ブラウザー接続が閉じます。接続が再確立されるまでに、数分かかることがありま
す。

システムボード交換後の iLO 構成のリストア
システムボードを交換する場合、交換前のシステムボードから構成をリストアできます。
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

iLO ユーザーアカウント管理権限

•

iLO バックアップファイルが存在する。

•

以前に iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、デフォルトの iLO アカウント認証
情報を使用できる。

•

使用する iLO セキュリティ状態が構成されている。
FIPS および SuiteB のセキュリティ状態を構成すると、iLO は工場出荷時のデフォルト設定にリセット
されます。これらのセキュリティ状態を構成せずにリストアを実行した場合、リストアされた情報は
セキュリティ状態の更新時に削除されます。

手順
1. システムボードを交換し、ハードウェアコンポーネントを古いシステムボードから新しいシステムボ
ードに転送します。
2. システムの電源を入れ、すべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認します。
3. 新しいシステムボードのデフォルトのユーザー認証情報を使用して iLO にログインします。
4. バックアップファイルから構成をリストアします。

システムボード交換後の iLO 構成のリストア
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iLO セキュリティ
iLO Web インターフェイスを使用して、設定できるセキュリティ機能にアクセスするには、ナビゲーショ
ンツリーのセキュリティをクリックします。
iLO のセキュリティについて詳しくは、HPE Gen10 セキュリティリファレンスガイドを参照してくださ
い。
セキュリティに関する一般的なガイドライン
iLO をセットアップして使用する場合は、セキュリティを最大化するために、次のガイドラインを考慮し
てください。
•

別個の管理ネットワーク上に iLO を構成します。

•

iLO は、インターネットに直接接続しないでください。

•

SSL 証明書をインストールします。

•

デフォルトのユーザーアカウントのパスワードを変更します。

•

できれば Two-Factor 認証の認証サービス（Active Directory や OpenLDAP など）を使用します。

•

使用しないプロトコル（SNMP や IPMI over LAN など）を無効にします。

•

使用しない機能（リモートコンソールや仮想メディアなど）を無効にします。

•

統合リモートコンソールに HTTPS を使用します。
このオプションを構成するには、リモートコンソール&メディアページのセキュリティタブで IRC は
iLO 内の信頼された証明書を要求しますを有効にします。

重要なセキュリティ機能
次の Web インターフェイスページで、iLO セキュリティ機能を設定します。
アクセス設定
•

iLO インターフェイスおよび機能を有効または無効にします。

•

iLO が使用する TCP/IP ポートをカスタマイズします。

•

認証失敗ログおよび遅延を設定します。

•

iLO 5 構成ユーティリティをセキュリティ保護します。

iLO サービスポート
iLO サービスポートの可用性、認証、およびサポートされるデバイスを構成します。
セキュアシェルキー
SSH キーを iLO ユーザーアカウントに追加し、セキュリティを強化します。
証明書マッピングおよび CAC スマートカード
CAC スマートカード認証を設定して、ローカルユーザーのスマートカード証明書を設定します。
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SSL 証明書
X.509 CA 署名証明書をインストールして、暗号化通信を有効にします。
ディレクトリ
Kerberos 認証とディレクトリ統合を構成します。
iLO は、ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行えるように設定することが
できます。この構成により、ユーザーの数の制限がなくなります。また、この構成は、エンタープラ
イズ内の iLO デバイスの数に合わせて、簡単に拡張できます。ディレクトリにより iLO デバイスとユ
ーザーを集中的に管理することもでき、より強力なパスワードポリシーを適用できます。
暗号化
iLO のセキュリティ状態をデフォルトの製品レベルから強力な設定に変更して、高度なセキュリティ
環境を実装します。
HPE SSO
サポートされているツールで、iLO によるシングルサインオンを設定します。
ログインセキュリティバナー
iLO ログインページにセキュリティ通知を追加します。
詳しくは
SSL 証明書の管理(249 ページ)
ディレクトリの認証と認可(252 ページ)
iLO アクセス設定(229 ページ)
iLO ネットワークに接続する(23 ページ)
ローカルユーザーアカウントの編集(206 ページ)
暗号化の設定(261 ページ)
統合リモートコンソールの信頼設定（.NET IRC）の設定(122 ページ)

iLO アクセス設定
サービスの設定やアクセスオプションを含めて、iLO アクセス設定を変更することができます。
アクセス設定ページに入力された値は、すべての iLO ユーザーに適用されます。
アクセス設定のデフォルト値は、ほとんどの環境に適しています。アクセス設定ページで変更できる値を
使用すると、特殊環境向けの iLO 外部アクセス方法をカスタマイズできます。
このページで、ポート、iLO インターフェイスとフィーチャアクセス、パスワード長、および iLO ログイ
ンセキュリティなどの iLO セキュリティ機能を設定できます。

iLO サービス設定の構成
iLO が使用する TCP/IP ポートは構成可能であり、これにより、ポート設定に関するサイト要件およびセ
キュリティ構想に適合できます。これらの設定は、ホストシステムには影響しません。iLO での有効なポ
ート値の範囲は 1～65535 です。使用されているポートの番号を入力すると、iLO により別の値を入力す
るよう求められます。
TCP/IP ポートをカスタマイズできるだけでなく、iLO の機能をアクセス設定ページのサービス セクショ
ンで有効または無効にできます。
通常、これらの設定を変更するには、標準の通信と SSL 通信に使用される Web ブラウザーの設定を変更
する必要があります。これらの設定を変更すると、変更を有効にするために iLO のリセットが必要になり
ます。

iLO アクセス設定
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始める前に
iLO の設定の構成
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ます。
アクセス設定ページが表示されます。
2. 必要に応じて、サービス設定を更新します。
サービス設定を無効にするとき、変更を適用するとこのサービス設定に依存する機能を使用できなく
なると iLO が通知します。
3. 適用をクリックします。
変更を適用して iLO をリセットすることを確認するように iLO が要求します。
4. 変更を適用して iLO をすぐにリセットするには、OK をクリックします。
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

サービス設定
アクセス設定ページのサービスセクションでは、以下の設定を構成できます。
セキュアシェル（SSH）
SSH 機能を有効または無効にすることができます。
SSH は、暗号化された iLOCLP へのアクセスを提供します。
セキュアシェル（SSH）ポート
SSH ポートを設定します。デフォルト値は 22 です。
Web サーバー
iLO Web サーバー経由のアクセスを有効または無効にすることができます。
この値を無効に設定した場合、iLO は、Web サーバー非 SSL ポートまたは Web サーバー SSL ポート
での通信をリスンしません。Web サーバーが無効になっている場合、次の機能は正常に動作しませ
ん。RIBCL、iLO RESTful API、リモートコンソール、iLO 連携、および iLO Web インターフェイス。
Web サーバーが無効にされていると、ポートスキャナーを使用して、セキュリティ脆弱性をスキャン
するセキュリティ監査で、Web サーバー非 SSL ポート（HTTP）および Web サーバー SSL ポート
（HTTPS）用に設定されているポートが検出されません。
Web サーバー非 SSL ポート（HTTP）
HTTP ポートを設定します。デフォルト値は 80 です。
Web サーバー SSL ポート（HTTPS）
HTTPS ポートを設定します。デフォルト値は 443 です。
リモートコンソール
iLO リモートコンソール経由のアクセスを有効または無効にすることができます。
このオプションを無効にすると、.NET IRC、Java IRC、スタンドアロンリモートコンソール、テキス
トベースのリモートコンソールが無効になります。ポートスキャナーを使用して、セキュリティの脆
弱性をスキャンするセキュリティ監査で、設定されているリモートコンソールポートが検出されませ
ん。
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リモートコンソールポート
リモートコンソールポートを設定します。デフォルト値は 17990 です。
仮想メディア
iLO 仮想メディア機能を有効または無効にすることができます。
このオプションを無効にすると、仮想メディアおよびスクリプト方式仮想メディアが無効になります。
ポートスキャナーを使用してセキュリティの脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、設定されて
いる仮想メディアポートが検出されません。
仮想メディアポート
iLO が着信ローカル仮想メディア接続をリスンするために使用するポート。デフォルト値は 17988
です。
SNMP
iLO が外部の SNMP 要求に応答するかどうかを指定します。
SNMP アクセスを無効にすると、iLO はそのまま動作を続行し、iLO Web インターフェイスに表示さ
れる情報は更新されます。この状態では、警告は生成されず、SNMP アクセスは許可されません。
SNMP アクセスが無効になっている場合、SNMP 設定ページのほとんどのボックスが使用できなくな
り、入力できなくなります。
SNMP ポート
SNMP ポートを設定します。SNMP アクセス用の業界標準（デフォルト）の SNMP ポートは、161
です。
SNMP ポートの値をカスタマイズすると、標準以外の SNMP ポートの使用をサポートしない一部の
SNMP クライアントが、iLO で正しく動作しない場合があります。
SNMP トラップポート
SNMP トラップポートを設定します。SNMP アラート（またはトラップ）用の業界標準（デフォル
ト）の SNMP ポートは、162 です。
SNMP トラップポートをカスタマイズすると、標準以外の SNMP トラップポートの使用をサポートし
ない一部の SNMP 監視アプリケーションが、iLO で正しく動作しない場合があります。
HPE SIM 7.2 以降で SNMP v3 を使用するには、SNMP トラップポートの値を 50005 に変更します。
IPMI/DCMI over LAN
業界標準の IPMI および DCMI コマンドを LAN 経由で送信できます。
この設定は、デフォルトでは無効になっています。
IPMI/DCMI over LAN が無効になっている場合、iLO は LAN 経由の IPMI/DCMI を無効にします。この
機能が無効にされても、サーバー側の IPMI/DCMI アプリケーションは依然として機能します。
IPMI/DCMI over LAN が有効になっている場合、iLO では、クライアント側のアプリケーションを使用
して LAN 経由で IPMI/DCMI コマンドを送信できます。
IPMI/DCMI over LAN が無効にされている場合、ポートスキャナーを使用して、セキュリティの脆弱
性をスキャンするセキュリティ監査で、設定されている IPMI/DCMI over LAN ポートが検出されませ
ん。
IPMI/DCMI over LAN ポート
IPMI/DCMI ポート番号を設定します。デフォルト値は 623 です。

iLO のセキュリティ機能の使用
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iLO アクセスオプションの構成
始める前に
iLO の設定の構成
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、アクセス設定タブをクリックします。
2. 必要に応じて、アクセスオプションを更新します。
3. 適用をクリックします。
リセットを必要としない値を変更した場合、iLO は変更を完了して、ページを更新します。
リセットを反映する必要がある値を変更した場合、iLO は変更を適用して iLO をリセットすることを確
認するよう求めます。
4. iLO が設定変更とリセットを確認するよう求めたら、OK をクリックしてブラウザー接続を終了して、
iLO をリセットします。

アクセスオプション
アクセス設定ページのアクセスオプションセクションでは、以下の設定を構成できます。
アイドル接続タイムアウト（分）
ここで指定した時間が経過してもユーザーの操作がない場合、iLO Web インターフェイスセッション
またはリモートコンソールセッションは自動的に終了します。
各接続は別個のセッションであるため、iLO Web インターフェイスまたはリモートコンソールは、ア
イドル時間を別々に追跡します。仮想メディアデバイスが接続されている場合、この設定はリモート
コンソールセッションに影響を与えません。
有効な値は次のとおりです。
•

15、30、60、120 分間 — デフォルト値は 30 分です。

•

無限 - 非アクティブなユーザーはログアウトされません。

異なるサイトにアクセスしたりブラウザーを閉じたりすることによって iLO からログアウトしなかっ
た場合も、アイドル接続になります。iLO ファームウェアがサポートする接続数には制限があります。
無限タイムアウトオプションを乱用すると、他のユーザーが iLO にアクセスできなくなる場合があり
ます。アイドル接続は、期限が切れると再利用されます。
この設定は、ローカル/ディレクトリのユーザーに適用されます。ディレクトリサーバータイムアウト
設定は、iLO 設定を優先的に使用する場合があります。
設定を変更しても、現在のユーザーセッションでただちに有効にならない場合がありますが、すべて
の新しいセッションでただちに強制設定されます。
iLO 機能
iLO の機能が使用可能かどうかを指定します。
この設定が有効（デフォルト）になっている場合、iLO ネットワークを使用でき、オペレーティング
システムドライバーとの通信がアクティブです。
この設定が無効になっている場合、iLO ネットワークと、オペレーティングシステムドライバーとの
通信が切断されます。
iLO 機能を再度有効にするには、UEFI システムユーティリティを使用します。詳しくは、UEFI シス
テムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
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iLO 機能は、ProLiant サーバーブレードまたは Synergy コンピュートモジュールでは無効にできませ
ん。
iLO Web インターフェイス
iLO と通信するために iLO Web インターフェイスを使用できるかどうかを指定します。この設定は
デフォルトで有効になっています。
iLO RIBCL インターフェイス
iLO と通信するために RIBCL インターフェイスを使用できるかどうかを指定します。この設定はデ
フォルトで有効になっています。
この機能を無効にすると、HTTP/HTTPS を介した RIBCL、インバンド通信経由の RIBCL、および OA
ポート経由の RIBCL は機能しません。
HPE OneView から Insight Remote Support Central Connect またはリモートサポートにサーバーを
登録する場合、このオプションを有効にする必要があります。
無効の場合、RIBCL を使用しようとすると次のメッセージが表示されます。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x00FC"
MESSAGE='RIBCL is disabled.'
/>
</RIBCL>
iLO ROM ベースセットアップユーティリティ
UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションを有効または無効にします。
この設定が有効（デフォルト）になっている場合、UEFI システムユーティリティへのアクセス時に
iLO 構成オプションを使用できます。
この設定が無効になっている場合、UEFI システムユーティリティへのアクセス時に iLO 構成オプシ
ョンを使用できません。
システム BIOS でオプション ROM のプロンプトが無効になっている場合、この設定を有効にできま
せん。
このオプションは、UEFI システムユーティリティでは iLO 5 構成ユーティリティと呼ばれています。
iLO 5 RBSU へのログイン要求
UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションにユーザーがアクセスしたときに、ユーザー認
証情報プロンプトを表示するかどうかを決定します。
この設定が無効（デフォルト）になっている場合、UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプシ
ョンにユーザーがアクセスするときに、ログインは不要です。
この設定が有効になっている場合、UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションにユーザー
がアクセスするときに、ログインダイアログボックスが開きます。
FIPS および SuiteB のセキュリティ状態が有効になっている場合、iLO は、このオプションが無効な
場合でもユーザー認証情報プロンプトを表示します。
このオプションは、UEFI システムユーティリティでは iLO 5 設定のためのログインが必要と呼ばれ
ます。
POST 中に iLO IP を表示
ホストサーバーの POST 中に iLO のネットワーク IP アドレスを表示できます。

iLO のセキュリティ機能の使用
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この設定が有効（デフォルト）になっている場合、POST 実行中に iLO の IP アドレスが表示されま
す。
この設定が無効になっている場合、POST 実行中に iLO の IP アドレスが表示されません。
仮想シリアルポートログ
仮想シリアルポートの記録を有効または無効にします。
この設定が有効になっている場合、仮想シリアルポートの動作が iLO メモリ内の 150 ページの循環バ
ッファーに記録されます。CLI コマンド vsp log を使用して、記録された情報を表示できます。仮想
シリアルポートのバッファーサイズは 128 KB です。
この設定が無効（デフォルト）になっている場合、仮想シリアルポートの動作は記録されません。
XML 応答
基本システム情報の匿名要求への応答で iLO が提供する XML オブジェクトを制御します。この設定
が有効（デフォルト）になっている場合、ネットワーク上の iLO システムを他のソフトウェアが検出
して識別することが許可されます。iLO が提供する XML 応答を表示するには、表示をクリックしま
す。
このオプションが無効になっている場合、iLO は空の XML オブジェクトで要求に応答します。
シリアルコマンドラインインターフェイスステータス
シリアルポート経由での CLI 機能のログインモデルを変更できます。以下の設定が有効です。
•

有効-認証が必要（デフォルト） - ホストシリアルポートに接続された端末から SMASH CLP にア
クセスできます。有効な iLO ユーザー証明書が必要です。

•

有効-認証は不要 - ホストシリアルポートに接続された端末から SMASH CLP にアクセスできま
す。iLO ユーザー証明書は不要です。

•

無効 - ホストシリアルポートから SMASH CLP へのアクセスを無効にします。物理シリアルデバ
イスを使用する予定の場合は、このオプションを使用してください。

シリアルコマンドラインインターフェイス速度
CLI 機能のシリアルポートの速度を変更できます。
以下の速度（ビット/秒）が有効です。
•

9600（デフォルト）
Synergy コンピュートモジュールの場合のみ：この値を必ず 9600 に設定してください。別の値を
使用した場合、Synergy コンソールおよびコンポーザーの CLI からシリアルコマンドラインインタ
ーフェイスにアクセスできません。

•

19200

•

38400 - UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションではこの値はサポートされていませ
ん。

•

57600

•

115200

正常に動作させるには、シリアルポート構成をパリティなし、データビット 8、ストップビット 1（N/
8/1）に設定する必要があります。
この値は、UEFI システムユーティリティで構成されたシリアルポート速度と一致するように設定しま
す。
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iLO のセキュリティ機能の使用

最小パスワード長
ユーザーパスワードの設定または変更の際に許可される文字の最小数を指定します。指定する文字数
は、0～39 文字の値でなければなりません。デフォルト値は 8 です。
サーバー名
ホストサーバー名を指定することができます。この値を手動で割り当てることができますが、オペレ
ーティングシステムをロードするとホストソフトウェアによって上書きされることがあります。
•

サーバー名は最大 49 バイトまで入力できます。

•

ブラウザーの更新を強制して新しい値を表示するには、この設定を保存して F5 キーを押します。

サーバーの FQDN/IP アドレス
サーバーの FQDN または IP アドレスを指定できます。この値を手動で割り当てることができます
が、オペレーティングシステムをロードするとホストソフトウェアによって上書きされることがあり
ます。
•

FQDN または IP アドレスは最大 255 バイトまで入力できます。

•

ブラウザーの更新を強制して新しい値を表示するには、この設定を保存して F5 キーを押します。

認証失敗ログ
認証失敗のログ記録条件を構成できます。以下の設定が有効です。
•

有効-毎回失敗時 - ログインに失敗するたびに、失敗したログインログエントリーが記録されます。

•

有効-2 回の失敗ごと— ログイン試行に 2 回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリーが
記録されます。

•

有効-3 回の失敗ごと— ログイン試行に 3 回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリーが
記録されます。

•

有効-5 回の失敗ごと— ログイン試行に 5 回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリーが
記録されます。

•

無効— ログインの失敗のログエントリーは記録されません。

認証の失敗時の遅延時間
ログインに失敗した後の iLO ログイン遅延の継続期間を構成できます。有効な値は 2、5、10、および
30 秒です。
デフォルト値は 10 秒です。
遅延の前の認証エラー
iLO がログイン遅延を課すまでに許容されるログインの失敗数を設定できます。有効な値は 1、3、5
回、または各ログイン試行の失敗時です。
デフォルト設定は 1 です。これは、2 度目に試したログインが失敗するまでログイン遅延は課せられ
ないことを意味します。

SSH クライアントによる iLO ログイン
SSH クライアントで iLO にログインすると、表示されるログインプロンプトの回数は、認証失敗ログオ
プションの値（無効の場合は 3）に一致します。SSH クライアントはログインが失敗すると実装も遅延す
るため、SSH クライアント設定は、プロンプトの回数に影響を与える場合があります。

SSH クライアントによる iLO ログイン
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たとえば、デフォルト値（有効-3 回目の失敗時）で SSH 認証失敗ログを生成するには、SSH クライアン
トが、3 回に設定されたパスワードプロンプトで構成されている場合、連続した 3 回のログイン失敗が次
のように発生します。
1. SSH クライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。
パスワードプロンプトが 3 回表示されます。正しくないパスワードを 3 回入力すると、接続が終了し、
最初のログイン失敗が記録されます。SSH ログイン失敗カウンターが 1 に設定されます。
2. SSH クライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。
パスワードプロンプトが 3 回表示されます。正しくないパスワードを 3 回入力すると、接続が終了し、
2 番目のログイン失敗が記録されます。SSH ログイン失敗カウンターが 2 に設定されます。
3. SSH クライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。
パスワードプロンプトが 3 回表示されます。正しくないパスワードを 3 回入力すると、接続が終了し、
3 番目のログイン失敗が記録されます。SSH ログイン失敗カウンターが 3 に設定されます。
iLO ファームウェアは、失敗した SSH ログインログエントリーを記録し、SSH ログイン失敗カウンター
を 0 に設定します。

iLO サービスポート
サービスポートは、ProLiant Gen10 サーバーおよび Synergy Gen10 コンピュートモジュールの前面にあ
る、iLO のラベルが付けられている USB ポートです。
サーバーに物理的にアクセスできる場合、サービスポートを使用して次のことができます。
•

サポートされている USB フラッシュドライブに Active Health System ログをダウンロードします。
この機能を使用する場合、接続されている USB フラッシュドライブにホストオペレーティングシステ
ムはアクセスできません。

•

サポートされる USB Ethernet アダプターにクライアント（ノートパソコンなど）を接続して、iLO Web
インターフェイス、リモートコンソール、CLI、iLO RESTful API、またはスクリプトにアクセスしま
す。

iLO サービスポートを使用すると、次のようになります。
•

操作が iLO イベントログに記録されます。

•

サービスポートのステータスを示すようにサーバーの UID が点滅します。
REST クライアントと iLO RESTful API を使用してサービスポートのステータスを取得することもで
きます。

•

サービスポートを使用してサーバー内のデバイスまたはサーバー自体を起動することはできません。

•

サービスポートに接続してサーバーにアクセスすることはできません。

•

接続されているデバイスにサーバーからアクセスすることはできません。

iLO サービスポート経由での Active Health System ログのダウンロード
始める前に
iLO サービスポートおよび USB フラッシュドライブオプションが iLO サービスポートページで有効にな
っています。
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iLO サービスポート

手順
1. command.txt という名前のテキストファイルを作成し、Active Health System ログをダウンロードす
るための必須の内容を記述します。
2. サポートされている USB フラッシュドライブのルートディレクトリにファイルを保存します。
3. USB フラッシュドライブを iLO サービスポート（サーバーの前面にある、iLO のラベルが付けられて
いる USB ポート）に接続します。
ファイルシステムがマウントされ、command.txt ファイルが読み込まれて実行されます。
iLO サービスポートのステータスがビジーに変わり、UID が中速で 4 回点滅してから 1 秒オフを繰り返
します。
コマンドが成功した場合は、iLO サービスポートのステータスが完了に変わり、UID が高速で 1 回点滅
してから 3 秒オフを繰り返します。
コマンドが失敗した場合は、iLO サービスポートのステータスがエラーに変わり、UID が高速で 8 回点
滅してから 1 秒オフを繰り返します。
ファイルシステムがマウント解除されます。
4. USB フラッシュドライブを取り外します。
iLO サービスポートのステータスが準備完了に変わります。UID は点滅を停止するか、リモートコンソ
ールアクセスやファームウェア更新の進行中などの別の状態を示して点滅します。
5. オプション：Active Health System Viewer にファイルをアップロードします。
詳しくは、http://www.hpe.com/servers/ahsv を参照してください。

iLO サービスポートを介した iLO へのクライアントの接続
始める前に
•

iLO サービスポートおよび USB イーサネットアダプターオプションが iLO サービスポートページで
有効になっている。

•

クライアント NIC がサービスポート機能をサポートするように構成されている。

•

サーバーに物理的にアクセスできる。

手順
1. サポートされている USB Ethernet アダプターを使用して、クライアントをサービスポート（サーバー
の前面にある、iLO のラベルが付けられている USB ポート）に接続します。
クライアント NIC にリンクローカルアドレスが割り当てられます。このプロセスには、数秒かかるこ
とがあります。
2. ブラウザー、CLI、またはスクリプティングユーティリティで以下の IPv4 アドレスを使用して、iLO に
接続します。169.254.1.2。
サービスポートを介してサーバーにクライアントを接続するときは、同じ IP アドレスが使用されま
す。このアドレスを変更することはできません。
サービスポートのステータスがビジーに変わり、UID が中速で 4 回点滅してから 1 秒オフを繰り返し
ます。
3. 作業を終了したら、クライアントをサービスポートから外します。

iLO サービスポートを介した iLO へのクライアントの接続
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サービスポートのステータスが準備完了に変わります。UID は点滅を停止するか、リモートコンソー
ルアクセスやファームウェア更新の進行中などの状態を示して点滅します。

iLO サービスポート設定の構成
始める前に
iLO の設定の構成
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、iLO サービスポートタブをクリックします。
2. 以下の設定を行います。
•

iLO サービスポート

•

USB フラッシュドライブ

•

認証が必要

•

USB Ethernet アダプタ

3. 適用をクリックします。
更新された設定はすぐに有効になり、構成変更に関する情報が iLO イベントログに記録されます。

iLO サービスポートオプション
•

iLO サービスポート - iLO サービスポートを有効または無効にすることができます。デフォルト設定
は、有効です。この機能を無効にすると、このページのマスストレージオプションセクションまたは
ネットワークオプションセクションの機能を構成することはできません。
使用中の iLO サービスポートを無効にしないでください。データがコピーされているときにこのポー
トを無効にすると、データが破損する可能性があります。

•

USB フラッシュドライブ - USB フラッシュドライブを iLO サービスポートに接続して Active Health
System ログをダウンロードできます。デフォルト設定は、有効です。
iLO サービスポートを使用しているときにこの設定を無効にしないでください。データがコピーされ
ているときに USB フラッシュドライブを無効にすると、データが破損する可能性があります。
この設定が無効のときに USB フラッシュドライブを iLO サービスポートに挿入した場合、デバイスは
無視されます。

•

認証が必要 - iLO サービスポートを使用して Active Health System ログをダウンロードするときに
iLO ユーザー名とパスワードを command.txt ファイルに入力する必要があります。デフォルト設定
は、無効です。
iLO セキュリティを無効にするようシステムメンテナンススイッチが設定されている場合、ユーザー認
証情報は不要です。

•

USB Ethernet アダプター - USB Ethernet アダプターを使用してノートパソコンを iLO サービスポー
トに接続し、統合リモートコンソールにアクセスできます。デフォルト設定は、有効です。
この設定が無効な場合にノートパソコンを接続すると、デバイスは無視されます。
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iLO サービスポート設定の構成

iLO サービスポートを通じて接続するクライアントを設定する
手順
1. IPv4 自動構成アドレスを自動的に取得するクライアント NIC を構成します。
詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。
2. 次のいずれかを実行します。
•

•

プロキシ例外を追加します。次のいずれかの形式を使用します。
◦

Edge、Chrome、Internet Explorer：169.254.*

◦

Firefox：169.254.0.0/16

クライアント上で Web プロキシ設定を無効にします。

プロキシ設定について詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

iLO サービスポートのサポート対象デバイス
大容量ストレージデバイス
iLO サービスポートは、以下の特性を持つ USB キーをサポートします。
•

高速 USB 2.0 準拠。

•

FAT32 フォーマット（512 バイトブロックを推奨）。

•

1 つの LUN。

•

最大サイズ 127 GB の 1 つのパーティションと、Active Health System ログをダウンロードするのに十
分な空き領域。

•

有効な FAT32 パーティションテーブル。
USB キーのマウントに失敗した場合、無効なパーティションテーブルがあることが考えられます。
Microsoft DiskPart などのユーティリティを使用して、パーティションを削除して再作成してください。

•

読み取り保護されていない。

•

ブート可能ではない。

NAND がないサーバーでは、大容量ストレージデバイスはサポートされません。
USB Ethernet アダプター
iLO サービスポートは、ASIX Electronics Corporation の次のいずれかのチップを内蔵した USB Ethernet
アダプターをサポートします。
•

AX88772

•

AX88772A

•

AX88772B

•

AX88772C

iLO サービスポートを通じて接続するクライアントを設定する
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Hewlett Packard Enterprise は、HPE USB Ethernet アダプター（部品番号 Q7Y55A）を使用することをお
勧めします。

iLO サービスポート経由で Active Health System ログをダウンロードするため
のサンプルテキストファイル
iLO サービスポートを使用して Active Health System ログをダウンロードする場合は、command.txt と
いうテキストファイルを作成し、サポートされている USB デバイスにファイルを保存します。USB デバ
イスをサーバーに接続すると、command.txt ファイルが実行され、ログファイルがダウンロードされま
す。
command.txt ファイルのテンプレート
command.txt ファイルのテンプレートとして、次の例を使用します。
{
"/ahsdata/" : {
"POST" : {
"downloadAll"
"from"
"to"
"case_no"
"contact_name"
"company"
"phone"
"email"
"UserName"
"Password"
}
}

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

"0",
"2016-08-25",
"2016-08-26",
"ABC0123XYZ",
"My Name",
"My Company, Inc.",
"281-555-1234",
"my.name@mycompany.com",
"my_username",
"my_password"

}
command.txt ファイルのパラメーター
以下の値をカスタマイズできます。
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•

downloadAll - ダウンロードの範囲を制御します。日付範囲に対応するログをダウンロードするに
は、0 を入力します。ログ全体をダウンロードするには、1 を入力します。

•

from - 日付範囲に対応するログをダウンロードする場合の開始日。

•

to - 日付範囲に対応するログをダウンロードする場合の終了日。

•

case_no（オプション） - 開いている HPE サポートケースのケース番号。この値の最大長は 14 文字
です。この値を入力すると、それがダウンロードしたファイルに含まれます。

•

contact_name（オプション） - このサーバーの連絡担当者。この値を入力すると、それがダウンロ
ードしたファイルに含まれます。この値の最大長は 255 文字です。

•

company（オプション） - このサーバーを所有する会社。この値を入力すると、それがダウンロード
したファイルに含まれます。この値の最大長は 255 文字です。

•

phone（オプション） - このサーバーの連絡担当者の電話番号。この値を入力すると、それがダウン
ロードしたファイルに含まれます。この値の最大長は 39 文字です。

•

email（オプション） － このサーバーの連絡担当者のメールアドレス。この値を入力すると、それが
ダウンロードしたファイルに含まれます。この値の最大長は 255 文字です。

iLO サービスポート経由で Active Health System ログをダウンロードするためのサンプルテキストファ

•

UserName - iLO が大容量ストレージデバイスでの iLO サービスポートのアクションに認証を要求す
るように構成されている場合は、iLO アカウントのユーザー名を入力します。iLO セキュリティを無効
にするようシステムメンテナンススイッチが設定されている場合、ユーザー名は不要です。

•

Password - iLO が大容量ストレージデバイスでの iLO サービスポートのアクションに認証を要求す
るように構成されている場合は、入力した iLO ユーザー名のパスワードを入力します。iLO セキュリテ
ィを無効にするようシステムメンテナンススイッチが設定されている場合、パスワードは不要です。

command.txt ファイルの要件
•

ファイルは、有効な JSON 形式でなければなりません。
Hewlett Packard Enterprise は、オンラインの JSON フォーマッターを使用して、ファイルの構文を確
認することをおすすめします。Web サイト http://www.freeformatter.com/json-formatter.html で無
料のユーティリティを入手できます。

•

ファイル内にコメントを含めないでください。

•

ファイル内のテキストでは大文字と小文字が区別されます。

•

ファイルではプレーンテキストのみサポートされます。追加の書式設定プロパティを埋め込むアプリ
ケーションを使用してファイルを作成しないでください。

SSH キーの管理
セキュアシェルキー（SSH）ページには、各ユーザーに関連付けられた SSH パブリックキーのハッシュ
が表示されます。各ユーザーに割り当てられるキーは 1 つだけです。SSH キーを表示、追加、または削
除するには、このページを使用します。

Web インターフェイスを使用した新しい SSH キーの認証
始める前に
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ssh-keygen、puttygen.exe、または別の SSH キーユーティティを使用して、2,048 ビットの DSA
キーまたは RSA キーを生成します。
iLO が SuiteB セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384 曲線を使用する
ECDSA 384 ビットキーが必要です。
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セキュリティをクリックして、セキュアシェルキー（SSH）タブをクリック
します。
4. SSH キーを追加するユーザーの名前の左にあるチェックボックスを選択します。
5. 新しいキーの認証をクリックします。
6. パブリックキーをコピーしてパブリックキーインポートデータボックスに貼り付けます。
キーは、2,048 ビットの DSA キーまたは RSA キーでなければなりません。
7. パブリックキーのインポートをクリックします。

SSH キーの管理
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CLI を使用した新しい SSH キーの認証
始める前に
ユーザーアカウント管理権限
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-bit DSA ま
たは RSA SSH キーを生成します。
iLO が SuiteB セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384 曲線を使用する
ECDSA 384 ビットキーが必要です。
2. key.pub ファイルを生成します。
3. アクセス設定ページでセキュアシェル（SSH）アクセスが有効になっていることを確認します。
4. Putty.exe を使用して、ポート 22 を使用した SSH セッションを開きます。
5. ディレクトリを切り替えます（cd /Map1/Config1）。
6. 次のコマンドを入力します。
load sshkey type "oemhpe_loadSSHkey -source <protocol://
username:password@hostname:port/filename>"
このコマンドを使用するときは次の点に留意してください。
•

protocol の値は必須で、HTTP または HTTPS でなければなりません。

•

hostname と filename の値は必須です。

•

username:password と port の値はオプションです。

•

oemhpe_loadSSHkey は、大文字と小文字が区別されます。

CLI では、入力した値の構文は大まかにしか検証されません。よく見て、URL が正しいことを確認し
てください。次の例でコマンド構造を示します。
oemhpe_loadSSHkey -source http://192.168.1.1/images/path/sshkey.pub

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。
SSH キーを iLO から削除すると、SSH クライアントは、iLO に対して、対応するプライベートキーを使
用して認証できなくなります。
始める前に
ユーザーアカウント管理権限
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CLI を使用した新しい SSH キーの認証

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（SSH）タブをクリック
します。
2. 認証済み SSH キーリストで、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. 選択したキーの削除をクリックします。
選択した SSH キーが iLO から削除されます。

HPE SIM サーバーから SSH キーを承認するための要件
mxagentconfig ユーティリティを使用すると、SSH キーを HPE SIM サーバーから承認できます。
•

mxagentconfig を使用してキーを承認する前に、iLO で SSH を有効にする必要があります。

•

mxagentconfig に入力するユーザー名とパスワードは、iLO の設定の構成を持つ iLO ユーザーに対
応する必要があります。このユーザーは、ディレクトリユーザーであってもローカルユーザーであっ
てもかまいません。

•

キーは、iLO で承認され、mxagentconfig コマンドで指定されるユーザー名に対応します。

mxagentconfig について詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

SSH キー
iLO に SSH キーを追加する場合、SSH キーファイルを iLO に貼り付けます。このファイルにはユーザー
が生成したパブリックキーが含まれる必要があります。iLO 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。ユーザーに対して SSH キーが認証された後にそのユーザーが削
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 キーフォーマット
•

RFC 4716

•

OpenSSH キー形式

•

レガシー iLO 形式

SSH キーの操作
•

iLO Web インターフェイスおよび CLI では、サポートされている SSH キーフォーマットがサポートさ
れます。

•

RIBCL スクリプトでは、レガシー iLO 形式のみがサポートされています。

•

対応するプライベート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。

•

iLO ファームウェアは、1,366 バイト以下の長さの SSH キーに対応できるストレージを提供します。
キーが 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。

•

iLO の Web インターフェイスを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーに関連付
けられたユーザーを選択します。

HPE SIM サーバーから SSH キーを承認するための要件
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•

iLO RESTful API を使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーとともにユーザー名が
POST ボディで提供されます。

•

CLI を使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーが、iLO にログインするために入力
したユーザー名に結び付けられます。

•

HPQLOCFG および RIBCL スクリプトを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキー
データに iLO ユーザー名を追加します。パブリックキーは、ユーザー名とともに格納されます。

サポートされている SSH キー形式の例
RFC 4716

OpenSSH キー形式

レガシー iLO 形式
iLO レガシー形式のキーは、RIBCL で必要な BEGIN および END ヘッダーで囲まれた OpenSSH キーで
す。
この形式は、BEGIN SSH KEY のテキストと END SSH KEY のテキストの間に 1 行で記す必要がありま
す。

244

サポートされている SSH キー形式の例

CAC Smartcard 認証
Common Access Card（CAC）とは、米国防総省（DoD）の多要素認証スマートカードです。Common
Access Card は、現役軍人、予備員、軍属、DoD 外政府職員、州兵、指定業者社員の標準 ID として発行
されます。ID カードとして使用されるだけでなく、共通アクセスカードは官庁施設やコンピューターネッ
トワークへアクセスする際に必要です。
各 CAC に埋め込まれているスマートカード証明書は、iLO Web インターフェイスでローカルユーザーア
カウントと関連付けられなければなりません。証明書マップページのコントロールを使用して、スマート
カード証明書をアップロードし、アカウントと関連付けます。
LDAP ディレクトリサポートを備えた CAC 認証ではディレクトリサービスに対して認証するサービスア
カウントを使用し、ユーザーアカウントは設定されたディレクトリサーバーと同じドメイン内に存在する
必要があります。さらに、ユーザーアカウントは、設定されたグループまたは拡張スキーマロールの直接
メンバーでなければなりません。クロスドメイン認証とネスト化グループはサポートされません。
ツーファクター認証
連邦政府認証を満たすために必要な要件の一部がツーファクター認証です。ツーファクター認証は、CAC
の二重認証です。たとえば CAC では、実際にカードを所有していてそのカードに関連付けられた PIN 番
号を知っていなければならないことで、ツーファクター認証が成立します。CAC 認証に対応するために
は、スマートカードが PIN を必要とするように構成されていなければなりません。

CAC Smartcard 認証設定の構成
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

オプション：LDAP サーバー CA 証明書をディレクトリ統合のためにインストールする。

•

オプション：LDAP ディレクトリ統合を、ディレクトリ統合のためのディレクトリデフォルトスキーマ
モードで構成します。

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、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼済み証明書をインストールします。
この証明書は、iLO に提示される証明書の検証に使用します。証明書は設定されている iLO セキュリテ
ィ状態に準拠していなければなりません。
3. 以下の Authentication Options を設定します。
a. CAC Smartcard 認証を有効にします。
b. オプション：CAC 厳密モードを有効にします。
4. オプション（ディレクトリ統合のため）
：ディレクトリユーザー証明書名マッピングセクションでオプ
ションを選択します。
この設定は、ユーザー証明書のどの部分がディレクトリユーザーアカウントの識別に使用されるかを
特定します。
5. 認証オプションおよびディレクトリユーザー証明書名マッピング設定を保存するには、適用ボタンを
クリックします。
6. オプション：証明書失効リスト（CRL）をインポートするには、失効リストの URL ボックスに URL
を入力して、適用をクリックします。

CAC Smartcard 認証
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この手順により、以前に発行されて、失効した証明書を無効にできます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
7. スマートカード証明書をアップロードしてローカル iLO ユーザーアカウントにマップします（iLO をロ
ーカルユーザー認証で使用する場合のみ）。

CAC Smartcard 認証の設定
認証オプション
•

CAC Smartcard 認証 - Common Access Smartcard を使用した認証を有効または無効にします。

•

CAC 厳密モード - iLO への接続ごとにクライアント証明書を要求する CAC 厳密モードを有効または
無効にします。このモードが有効になっている場合、iLO は接続時にユーザー名やパスワードを受け付
けず、キーベースの認証方法のみが許可されます。
注記:
信頼済み証明書がない場合、iLO にアクセスできません。iLO Web インターフェイスにアクセス
しようとすると、エラーが生成されます。

ディレクトリユーザー証明書名マッピング
•

ディレクトリユーザー名の場合 - ユーザー証明書の部分を選択して、ご自分のディレクトリのユーザ
ー名として使用できます。
◦

証明書 SAN UPN を使用 - サブジェクト代替名（SAN）の、userPrincipalName（UPN）タイプの
最初のフィールドをユーザー名として使用します。これには、ユーザー名とドメイン名がメールア
ドレス形式で含まれています。たとえば、upn:testuser@domain.com の場合、
testuser@domain.com となります。

◦

証明書件名 CN を使用 - サブジェクトの CN または CommonName の部分だけをユーザー名とし
て使用します。たとえば、cn = test user, ou = users, dc = domain, dc = com とい
う DN では、共通名は test user です。

◦

完全な証明書の Subject DN を使用 - ディレクトリサービスでユーザーを検索するとき、完全な識
別名をユーザー名として使用します。たとえば、識別名は cn = test user, ou = users, dc
= domain, dc = com と表されます。

◦

証明書 SAN RFC822 名を使用 - SAN の、rfc822Name タイプの最初のフィールドをユーザー名と
して使用します。これにはメールアドレスが含まれています。たとえば、
rfc822Name:testuser@domain.com の場合、ユーザー名は testuser@domain.com となりま
す。

CAC Smartcard 認証用の信頼済み証明書の管理
信頼済み CA 証明書のインポート
始める前に
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•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

CAC Smartcard 認証の設定

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、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. ダイレクトインポートセクションに信頼済み CA 証明書を貼り付けます。
証明書は、PEM でエンコードされた Base64 フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッ
セージが表示されていないかどうかを確認します。

信頼済み CA 証明書の削除
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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セキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼できる CA 証明書を管理セクションまでスクロールします。
3. 削除する証明書の横にあるチェックボックスを選択します。
4. 削除をクリックします。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッ
セージが表示されていないかどうかを確認します。

証明書失効リスト（CRL）を URL からインポート
取り消された発行済み証明書を無効にするには、CRL をインポートします。
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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セキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 失効リストのインポートセクションに URL を入力するか貼り付けます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
CRL が証明書失効リスト（CRL）セクションに追加され、CRL の説明とシリアル番号が表示されま
す。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッ
セージが表示されていないかどうかを確認します。

信頼済み CA 証明書の削除
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証明書失効リストの削除
始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

この機能をサポートする iLO 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セキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 証明書失効リスト（CRL）セクションまで下にスクロールします。
3. 削除をクリックします。

証明書マッピング
証明書マップページには、システムのローカルユーザーと、それぞれに関連付けられた SHA-256 証明書
指紋が表示されます。このページのコントロールを使用して、証明書を追加または削除します。
スマートカードまたは CAC 環境（CAC/Smartcard ページで構成）でスマートカードアクセスを許可する
には、ローカルユーザーのスマートカード証明書が保存され、そのユーザーアカウントにマップされてい
る必要があります。

新しいローカルユーザー証明書の承認
始める前に
•

ユーザーアカウント管理権限

•

証明書が埋め込まれたスマートカードまたは他の CAC
証明書は設定されている iLO セキュリティ状態に準拠していなければならない。

•

CAC Smartcard 認証が CAC/Smartcard タブで有効である。

•

この機能をサポートする iLO 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セキュリティをクリックしてから、証明書マッピングタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリスト
が表示されます。
2. ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックして、ユーザーアカウントを選択します
3. 新しい証明書の承認をクリックします。
証明書インポートデータ貼り付けボックスが表示されます。
4. 選択したユーザーアカウントの証明書を PEM にエンコードされた Base64 形式でエクスポートしま
す。
5. 証明書をテキストエディターで開きます。
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証明書失効リストの削除

6. 証明書をコピーして、証明書インポートデータボックスに貼り付けます。
7. 証明書のインポートをクリックします。

ローカルユーザー証明書の削除
始める前に
•

ユーザーアカウント管理権限

•

証明書が関連付けられた 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントがシステムに存在する。

•

この機能をサポートする iLO 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セキュリティをクリックしてから、証明書マッピングタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリスト
が表示されます。
2. 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントを、ログイン名の横にあるチェックボックスをクリック
して選択します。
3. 選択された証明書の削除をクリックします。
証明書はすぐに削除されて、証明書が削除されました。のメッセージが表示されます。

SSL 証明書の管理
SSL 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（サーバーの公開キー）と
サーバー名をデジタル的に結合した小さなコンピューターファイルです。対応するプライベートキーを
所有するサーバーのみが、ユーザーとサーバー間で認証済みの双方向通信を実現できます。
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。
iLO は、SSL 接続で使用するために自己署名の電子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、iLO の動作を有効にすることができます。
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、信頼済み証明書をインポートして iLO ユーザー認証情報を保護すること
をお勧めします。

ローカルユーザー証明書の削除
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SSL 証明書情報の表示
手順
証明書情報を表示するには、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。

SSL 証明書の詳細
•

発行先 - 証明書の発行先の名前。

•

発行元 - 証明書を発行した CA。

•

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 - CA によって割り当てられた証明書のシリアル番号。

SSL 証明書の取得とインポート
iLO では、信頼された SSL 証明書を取得するために認証機関に送信できる証明書署名要求を作成して、
iLO にインポートできます。
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。 iLO が工場出荷時のデ
フォルト設定にリセットされた場合、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 が生成された場合、証明書は動作しません。その場合には、新しい CSR を生成し、この CSR を使
用して CA から新しい証明書を取得する必要があります。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. 認証機関（CA）から信頼済み証明書を取得します。
2. 信頼済み証明書を iLO にインポートします。

CA からの信頼済み証明書の取得
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
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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)

•

州または県(ST)

SSL 証明書情報の表示

4.

•

都市または地域(L)

•

組織名(O)

•

組織ユニット(OU)

•

共通名(CN)

iLO IP アドレスを CSR に含める場合、iLO の IP アドレスを含みますチェックボックスを選択しま
す。
一部の CA はこの入力を使用できないため、このオプションはデフォルトでは無効です。
このオプションが有効な場合、iLO 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 の作成をクリックします。
CSR を生成中であり、その処理に最大で 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（最大 10 分）後に、CSR の作成を再度クリックします。
CSR が表示されます。
CSR には、クライアントのブラウザーと iLO 間の通信を検証するパブリックキーとプライベートキ
ーのペアが含まれています。最大 2,048 ビットのキーサイズをサポートします。生成された CSR
は、新しい CSR が生成されるか、iLO 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。

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。
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、iLO DNS 名を入力します。
CA は証明書を生成します。

10. 証明書を取得したら、以下の事項を確認してください。
•

CN が iLO FQDN と一致している。この値は、概要ページに iLO ホスト名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。

CSR 入力の詳細
CSR を作成するときは、次の詳細情報を入力します。
•

国（C） - この iLO 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。

•

州または県（ST） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織が存在する州または県。

•

都市または地域（L） - この iLO 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 iLO 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 iLO サブシステムを所有する会社または組織の中の単位。

iLO のセキュリティ機能の使用
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•

共通名（CN） - この iLO 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。
iLO が CSR に FQDN を入力できるように、ネットワーク共通設定ページでドメイン名を設定します。

•

iLO の IP アドレスを含みます - CSR に iLO 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。一部の CA はこの入力を使用できないため、このオプションはデフォルトでは無効です。

信頼済みの証明書のインポート
始める前に
iLO の設定の構成
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. 証明書のインポートをクリックします。
4. 証明書のインポートウィンドウで、テキストボックスに証明書を貼り付けて、インポートをクリック
します。
iLO は、最大 3 KB（プライベートキーで使用されるバイト数を含む。つまり 1,024 ビット証明書の場
合は 609 バイト、2,048 ビット証明書の場合は 1,187 バイトを含む）の SSL 証明書をサポートします。
5. iLO をリセットします。

ディレクトリの認証と認可
iLO ファームウェアは、Microsoft Active Directory による Kerberos 認証をサポートします。また、Active
Directory や OpenLDAP ディレクトリサーバーとのディレクトリ統合もサポートします。
ディレクトリ統合を構成するときに、スキーマフリーオプションや HPE 拡張スキーマを使用することが
できます。HPE 拡張スキーマは、Active Directory の場合のみサポートされます。iLO ファームウェアは、
ディレクトリサービスに接続する場合に、SSL 接続を使用してディレクトリサーバーの LDAP ポートに接
続します。
スキーマフリーおよび HPE 拡張スキーマのディレクトリサーバー証明書検証オプションは、CA 証明書を
インポートすると、有効にできます。この機能により、iLO が LDAP 認証時に正しいディレクトリサーバ
ーに接続できます。
認証およびディレクトリサーバーの設定は、ディレクトリまたは Kerberos 認証を使用するための iLO 構
成プロセスの手順の 1 つです。

認証およびディレクトリサーバー設定を構成するための前提条件
手順
1. ご使用の iLO ユーザーアカウントに iLO 設定の構成権限があることを確認します。
2. この機能をサポートする iLO ライセンスをインストールします。
3. Kerberos 認証またはディレクトリ統合をサポートするように環境を構成します。
4. Kerberos キータブファイルが利用可能である（Kerberos 認証のみ）。
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信頼済みの証明書のインポート

iLO での Kerberos 認証設定の構成
始める前に
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
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、ディレクトリタブをクリックします。
2. Kerberos 認証を有効にします。
3. Kerberos 認証と同時にローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーアカウント
を有効に設定します。
4. Kerberos レルムの名前を入力します。
5. Kerberos KDC サーバーアドレスを入力します。
6. Kerberos KDC サーバーポートを入力します。
7. Kerberos キータブファイルを追加する場合は、ブラウズ（Iternet Explorer または Firefox）もしくはフ
ァイルを選択（Chrome）をクリックしてから、画面上の指示に従ってください。
8. 設定の適用をクリックします。

Kerberos の設定
•

Kerberos 認証 - Kerberos ログインを有効または無効にします。Kerberos ログインが有効で、正しく
構成されている場合、ログインページにゼロサインインボタンが表示されます。

•

Kerberos レルム - iLO プロセッサーが動作している Kerberos レルムの名前。この文字列は最大 128
文字です。レルム名は、通常、大文字に変換された DNS 名です。レルム名は、大文字と小文字が区別
されます。

•

Kerberos KDC サーバーアドレス - Key Distribution Center（KDC）の IP アドレスまたは DNS 名。こ
の文字列は最大 128 文字です。各レルムには、認証サーバーおよびチケット交付サーバーを含む 1 つ
以上の Key Distribution Center（KDC）がある必要があります。これらのサーバーは、結合させること
ができます。

•

Kerberos KDC サーバーポート - KDC がリスンしている TCP または UDP ポート番号。デフォルト
値は 88 です。

•

Kerberos キータブ ― サービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードのペアが含まれているバ
イナリファイル。Windows 環境下では、ktpass ユーティリティを使用してキータブファイルを生成
します。

iLO におけるスキーマフリーディレクトリ設定の構成
始める前に
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
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、ディレクトリタブをクリックします。

2.

LDAP ディレクトリ認証メニューでディレクトリデフォルトスキーマを使用を選択します。

iLO での Kerberos 認証設定の構成
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3.

ディレクトリ統合と同時にローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーアカウ
ントを有効に設定します。

4.

OpenLDAP ユーザーのみ：汎用 LDAP を有効にします。
この設定は、ディレクトリデフォルトスキーマを使用を選択している場合のみ使用可能です。

5.

CAC/Smartcard 認証が有効な構成では、CAC LDAP サービスアカウントとパスワードを iLO オブジ
ェクト識別名 CAC LDAP サービスアカウントおよび iLO オブジェクトパスワードボックスに入力
します。

6.

ディレクトリサーバーアドレスボックスに、ディレクトリサーバーの FQDN または IP アドレスを入
力します。

7.

ディレクトリサーバー LDAP ポートボックスにディレクトリサーバーのポート番号を入力します。

8.

オプション：新しい CA 証明書をインポートします。
a. 証明書ステータスボックスでインポートをクリックします。
b. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けて
インポートをクリックします。

9.

オプション：既存の CA 証明書を置換します。
a. 証明書ステータスボックスで一覧をクリックします。
b. 証明書詳細ウィンドウで新規をクリックします。
c. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けて
インポートをクリックします。

10. 1 つまたは複数のディレクトリユーザーコンテキストボックスに有効な検索コンテキストを入力し
ます。
11. 設定の適用をクリックします。
12. ディレクトリサーバーと iLO 間の通信をテストするには、設定のテストをクリックします。
13. ディレクトリグループを設定するには、グループ管理をクリックしてディレクトリグループページに
移動します。

スキーマフリーディレクトリの設定
•

ディレクトリデフォルトスキーマを使用 ― ディレクトリ内のユーザーアカウントを使用するディレ
クトリ認証および権限付与を選択します。ユーザーの認証と権限付与には、ユーザーアカウントとグ
ループメンバーシップが使用されます。アクセスを無効にするには、無効を選択します。
この構成では、Active Directory および OpenLDAP がサポートされます。

•

汎用 LDAP - この構成では OpenLDAP でサポートされている BIND メソッドを使用することを指定し
ます。

•

iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービスアカウント － CAC/Smartcard 認証が構成され、スキー
マフリーディレクトリオプションで使用される場合の、CAC LDAP サービスアカウントを指定します。
iLO がディレクトリサーバーにアクセスするときに、ユーザー検索コンテキストは iLO オブジェクト
DN に適用されません。

•
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iLO オブジェクトパスワード － CAC/Smartcard 認証が構成され、スキーマフリーディレクトリオプ
ションで使用される場合の、CAC LDAP サービスアカウントのパスワードを指定します。

スキーマフリーディレクトリの設定

•

ディレクトリサーバーアドレス - ディレクトリサーバーのネットワーク DNS 名または IP アドレスを
指定します。ディレクトリサーバーアドレスは最大 127 文字です。
FQDN を入力する場合、iLO で DNS 設定が構成されていることを確認します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリサーバーを定義するときに DNS ラウンドロビンを使用
することをおすすめします。

•

ディレクトリサーバー LDAP ポート - サーバー上の安全な LDAP サービス用のポート番号を指定し
ます。デフォルト値は 636 です。ディレクトリサービスが別のポートを使用するように構成されてい
る場合は、別の値を指定できます。セキュリティ保護された安全な LDAP ポートを入力することを確
認します。iLO セキュリティ保護されていない LDAP ポートには接続できません。

•

ディレクトリユーザーコンテキスト - これらのボックスを使用して、ユーザーがログイン時に完全な
DN を入力する必要がないように、共通のディレクトリサブコンテキストを指定できます。ディレクト
リユーザーコンテキストは最大 128 文字です。

•

証明書ステータス - ディレクトリサーバーの CA 証明書がロードされているかどうかを示します。
ステータスがロード済の場合は、一覧をクリックすると CA 証明書の詳細が表示されます。CA 証明書
がロードされていない場合、ステータスは未ロードと表示されます。iLO は、4 KB までのサイズの
SSL 証明書をサポートしています。

iLO における HPE 拡張スキーマディレクトリの構成
始める前に
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
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、ディレクトリタブをクリックします。

2.

LDAP ディレクトリ認証メニューで HPE 拡張スキーマを使用を選択します。

3.

ディレクトリ統合と同時にローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーアカウ
ントを有効に設定します。

4.

ディレクトリツリー内のこの iLO インスタンスの位置を iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サー
ビスアカウントボックスに入力します。

5.

ディレクトリサーバーアドレスボックスに、ディレクトリサーバーの FQDN または IP アドレスを入
力します。

6.

ディレクトリサーバー LDAP ポートボックスにディレクトリサーバーのポート番号を入力します。

7.

オプション：新しい CA 証明書をインポートします。
a. 証明書ステータステキストボックスでインポートをクリックします。
b. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けて
インポートをクリックします。

8.

オプション：既存の CA 証明書を置換します。
a. 証明書ステータステキストボックスで一覧をクリックします。
b. 証明書詳細ウィンドウで新規をクリックします。
c. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けて
インポートをクリックします。

iLO における HPE 拡張スキーマディレクトリの構成
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9.

1 つまたは複数のディレクトリユーザーコンテキストボックスに有効な検索コンテキストを入力し
ます。

10. 設定の適用をクリックします。
11. ディレクトリサーバーと iLO 間の通信をテストするには、設定のテストをクリックします。
詳しくは
ディレクトリテストの実行(258 ページ)
iLO ディレクトリグループ(209 ページ)

HPE 拡張スキーマディレクトリの設定
•

iLO 拡張スキーマを使用 ‐ HPE 拡張スキーマで作成されたディレクトリオブジェクトを使用するデ
ィレクトリ認証および権限付与を選択します。HPE 拡張スキーマを使用してディレクトリが拡張され
ている場合は、このオプションを選択します。HPE 拡張スキーマは、Microsoft Windows のみで動作
します。アクセスを無効にするには、無効を選択します。
この構成では、Active Directory をサポートしています。

•

ディレクトリサーバーアドレス ― ディレクトリサーバーのネットワーク DNS 名または IP アドレス
を指定します。ディレクトリサーバーアドレスは最大 127 文字です。
FQDN を入力する場合、iLO で DNS 設定が構成されていることを確認します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリサーバーを定義するときに DNS ラウンドロビンを使用
することをおすすめします。

•

ディレクトリサーバー LDAP ポート - サーバー上の安全な LDAP サービス用のポート番号を指定し
ます。デフォルト値は 636 です。ディレクトリサービスが別のポートを使用するように構成されてい
る場合は、別の値を指定できます。セキュリティ保護された安全な LDAP ポートを入力することを確
認します。iLO セキュリティ保護されていない LDAP ポートには接続できません。

•

iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービスアカウント - HPE 拡張スキーマ構成で、この設定はこ
の iLO インスタンスがディレクトリツリーのどこにリストされるかを指定します（たとえば、cn=Mail
Server iLO,ou=Management Devices,o=ab）。
iLO がディレクトリサーバーにアクセスするとき、ユーザー検索コンテキストは iLO オブジェクト DN
には適用されません。

•

ディレクトリユーザーコンテキスト - これらのボックスを使用して、ユーザーがログイン時に完全な
DN を入力する必要がないように、共通のディレクトリサブコンテキストを指定できます。ディレクト
リユーザーコンテキストは最大 128 文字です。

•

証明書ステータス - ディレクトリサーバーの CA 証明書がロードされているかどうかを示します。
ステータスがロード済の場合は、一覧をクリックすると CA 証明書の詳細が表示されます。CA 証明書
がロードされていない場合、ステータスは未ロードと表示されます。iLO は、4 KB までのサイズの
SSL 証明書をサポートしています。

詳しくは
ディレクトリテストの実行(258 ページ)
iLO ディレクトリグループ(209 ページ)

ディレクトリユーザーコンテキスト
固有 DN を使用すると、ディレクトリに表示されるすべてのオブジェクトを識別できます。ただし、DN
が長かったり、ユーザーが自分の DN を知らなかったり、ユーザーが異なるディレクトリコンテキストに
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アカウントを持っている場合があります。ユーザーコンテキストを使用した場合、iLO は DN でディレク
トリサービスへの接続を試みたあと、ログインに成功するまで順番に検索コンテキストを適用します。
•

例 1 - 検索コンテキスト ou=engineering,o=ab を入力すると、cn=user,ou=engineering,o=ab
の代わりにユーザーとしてログインできます。

•

例 2 - IM、サービス、およびトレーニング部門がシステムを管理している場合、次の検索コンテキスト
を使用することでこれらの部門のユーザーが彼らの共通名を使用してログインすることが可能となり
ます。
◦

ディレクトリユーザーコンテキスト 1:ou=IM,o=ab

◦

ディレクトリユーザーコンテキスト 2:ou=Services,o=ab

◦

ディレクトリユーザーコンテキスト 3:ou=Training,o=ab

ユーザーが IM 部門とトレーニング部門の両方に所属する場合は、最初に cn=user,ou=IM,o=ab と
してログインが試みられます。
•

例 3（Active Directory 専用） - Microsoft Active Directory では、代替ユーザー認証情報フォーマット
を使用できます。ユーザーは、user@domain.example.com としてログインすることができます。
検索コンテキスト@domain.example.com を入力すると、ユーザーとしてログインできます。成功し
たログイン試行のみが、この形式の検索コンテキストをテストできます。

•

例 4（OpenLDAP ユーザー） - ユーザーが DN UID = user, ou = people, o = ab を持ってお
り、かつ検索コンテキストを ou = people, o = ab を入力した場合、ユーザーは DN を入力する代
わりにユーザーとしてログインすることができます。
この形式を使用するには、セキュリティ - ディレクトリページで汎用 LDAP を有効にする必要があり
ます。

ディレクトリサーバー CA 証明書
LDAP 認証時に iLO がディレクトリサーバー証明書を、CA 証明書がすでにインポートされている場合に
検証します。証明書が正しく検証されるように、必ず正しい CA 証明書をインポートしてください。証明
書の検証が失敗すると、iLO ログインが拒否されてイベントが記録されます。CA 証明書がインポートさ
れていない場合、ディレクトリサーバー証明書の検証手順はスキップされます。
ディレクトリサーバーと iLO 間の SSL 通信を検証するには、設定のテストをクリックします。

Kerberos 認証およびディレクトリ統合によるローカルユーザーアカウント
ディレクトリまたは Kerberos 認証を使用するように iLO を構成した場合、ローカルユーザーアカウント
をアクティブにすることができます。この構成では、ローカルおよびディレクトリベースのユーザーアク
セスを使用できます。
以下事項に留意してください。
•

ローカルユーザーアカウントが有効になっている場合、設定されているユーザーはローカルに保存さ
れたユーザー認証情報を使用してログインできます。

•

ローカルアカウントが無効になっている場合、ユーザーアクセスは有効なディレクトリ認証情報に制
限されます。

•

Kerberos またはディレクトリを介して有効なアクセスを確保するまでは、ローカルユーザーアクセス
を無効にしないでください。

ディレクトリサーバー CA 証明書
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•

Kerberos 認証またはディレクトリの統合を使用する場合、Hewlett Packard Enterprise は、ローカルユ
ーザーアカウントを有効にして管理者権限を持つユーザーアカウントを構成することをおすすめしま
す。iLO がディレクトリサーバーと通信できない場合、このアカウントを使用できます。

•

ディレクトリサポートが無効になってる場合や、iLO ライセンスが取り消された場合に、ローカルユー
ザーアカウントを使用するアクセスが有効になります。

ディレクトリテストの実行
ディレクトリテストを使用すると、設定が済んだディレクトリの設定を検証できます。ディレクトリテス
トの結果は、ディレクトリ設定が保存されるとき、またはディレクトリテストが開始されるときにリセッ
トされます。
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、ディレクトリタブをクリックします。
2. ディレクトリページの下部にある設定のテストをクリックします。
iLO により、ディレクトリ設定の有効性を確認するために設計された一連の簡単なテストの結果が表示
されます。ディレクトリ設定を正しく構成した後にこれらのテストを再実行する必要はありません。
ディレクトリテストページでは、ディレクトリユーザーとしてログインする必要はありません。
3. ディレクトリテスト制御セクションで、ディレクトリ管理者識別名ボックスとディレクトリ管理者パ
スワードボックスに、ディレクトリ管理者の DN およびパスワードを入力します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリ内に iLO オブジェクトを作成する際に使用するものと同
じ識別名とパスワードを使用することをおすすめします。これらの識別名とパスワードは、iLO によっ
て保存されるものではなく、iLO オブジェクトとユーザー検索コンテキストを確認するために使用され
ます。
4. ディレクトリテスト制御セクションで、テストユーザー名ボックスとテストユーザーパスワードボッ
クスに、テストユーザーの名前およびパスワードを入力します。
5. テストの開始をクリックします。
複数のテストがバックグラウンドで開始し、最初にサーバーとの SSL 接続を確立し、ユーザー権限を
評価して、ネットワーク経由でのディレクトリユーザーに対する Ping が実行されます。
テストの実行中、ページは定期的に更新されます。テストはいつでも停止でき、ページを手動で更新
することもできます。

ディレクトリテストの入力値
ディレクトリテストを実行するときに次の値を入力します。
•

ディレクトリ管理者識別名 - iLO オブジェクト、ロール、および検索コンテキストについてディレク
トリを検索します。このユーザーは、ディレクトリ読み取り権限を持っている必要があります。

•

ディレクトリ管理者パスワード - ディレクトリ管理者を認証します。

•

テストユーザー名およびテストユーザーパスワード - iLO へのログインとアクセス権をテストしま
す。ユーザー検索コンテキストを適用できるため、ユーザー名は完全修飾である必要はありません。
このユーザーは、この iLO のロールに関連付けられている必要があります。
通常、このアカウントは、iLO これはディレクトリ管理者アカウントでもかまいませんが、スーパーユ
ーザーアカウントではテストでユーザー認証を検証できません。iLO には、これらの認証情報が保存さ
れません。
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ディレクトリテストのステータス値
iLO に以下のディレクトリテストのステータス値が表示されます。
•

実行中 - ディレクトリテストが現在バックグラウンドで実行されていることを示します。現在のテス
トを取り消すには、テストの中止 をクリックします。最新の結果でページの内容を更新するには、更
新 をクリックします。テストの中止ボタンを使用しても、テストがただちに終了されない場合があり
ます。

•

未テスト - ディレクトリテストは最新であり、新しいパラメーターを指定してテストを再度実行でき
ることを示します。テストの開始ボタンを使用してテストを開始し、現在のテスト制御値を使用する
ことができます。ディレクトリテストは、すでに実行中の場合には、開始できません。

•

停止中 - ディレクトリテストがまだ停止できる段階に達していないことを示します。ステータスが未
テストに変わるまでは、テストを再開できません。テストが完了したかどうかを確認するには、更新
ボタンを使用してください。

ディレクトリテスト結果
ディレクトリテスト結果セクションには、ディレクトリテストのステータスが最後の更新日時とともに表
示されます。
•

全体のステータス - テストの結果の要約が示されます。
◦

未実行- テストは実行されていません。

◦

不明 - 結果は報告されませんでした。

◦

パス - エラーは報告されませんでした。

◦

問題が見つかりました - 問題が報告されました。

◦

失敗 - 特定のサブテストが失敗しました。問題を特定するには、画面上のログを調べます。

◦

警告 - 1 つ以上のディレクトリテストが、警告ステータスを報告しました。

•

テスト - 各テストの名前。

•

結果 - 特定のディレクトリ設定のステータス、または 1 つまたは複数のディレクトリ設定による動作
のステータスが報告されます。これらの結果は、テストシーケンスを実行すると生成されます。テス
トの実行が終了したとき、テストが失敗して先に進めないとき、またはテストを停止したとき、結果
は停止します。テスト結果を示します。

•

◦

パス - テストは正常に実行されました。複数のディレクトリサーバーがテストされた場合は、テス
トを実行したすべてのサーバーで成功しています。

◦

未実行 - テストは実行されませんでした。

◦

失敗 - 1 つまたは複数のディレクトリサーバーについてテストが成功しませんでした。それらのサ
ーバーでは、ディレクトリサポートを使用できない可能性があります。

◦

警告 - テストが実行され、証明書エラーなどの警告状態を報告しました。注意列で、警告状態を解
消するために推奨される処置を確認してください。

注意 - ディレクトリテストのさまざまな段階の結果を示します。データは、エラーの詳細と、すぐに
は入手できない情報（ディレクトリサーバーの証明書のサブジェクトや、どのロールの評価が成功し
たかなど）によって更新されます。

ディレクトリテストのステータス値
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ディレクトリサーバー DNS 名
ディレクトリサーバーが FQDN フォーマット（directory.company.com）で定義されている場合、iLO
は、名前を FQDN フォーマットから IP フォーマットに解決し、構成された DNS サーバーに問い合わ
せます。
iLO が、構成されたディレクトリサーバーの IP アドレスを取得した場合、テストは成功します。iLO
がディレクトリサーバーの IP アドレスを取得できない場合、このテストと以後のテストすべてが失敗
します。
ディレクトリサーバーが IP アドレスで設定されている場合、iLO はこのテストを省略します。
ディレクトリサーバーへの Ping
iLO は、構成されたディレクトリサーバーに対する ping を開始します。
iLO が ping 応答を受信する場合、テストは成功します。ディレクトリサーバーが iLO に応答しない場
合、テストは失敗します。
テストが失敗する場合、iLO は以後のテストを続行します。
ディレクトリサーバーへの接続
iLO は、ディレクトリサーバーとの LDAP 接続のネゴシエーションを試みます。
iLO が接続を開始できた場合、テストは成功します。
指定したディレクトリサーバーとの LDAP 接続を iLO が開始できなかった場合、テストは失敗しま
す。以後のテストは、停止します。
SSL を使用しての接続
iLO は、ポート 636 経由で SSL ハンドシェーク、ネゴシエーション、およびディレクトリサーバーと
の LDAP 通信を開始します。
iLO とディレクトリサーバー間の SSL ハンドシェークとネゴシエーションが成功した場合、テストは
成功します。
LDAP サーバー証明書の検証エラーはこのテストの結果に報告されます。
ディレクトリサーバーへのバインド
このテストでは、接続は、テストコントロールに指定したユーザー名とバインドされます。ユーザー
を指定しない場合、iLO は匿名バインドを実行します。
ディレクトリサーバーがバインドを受け付けると、テストは成功します。
ディレクトリ管理者のログイン
ディレクトリ管理者識別名とディレクトリ管理者パスワードを指定した場合、iLO は、これらの値を
使用して、管理者としてディレクトリサーバーにログインします。これらの値の指定は省略できます。
ユーザー認証
iLO は、ディレクトリサーバーに対して、指定されたユーザー名とパスワードを認証します。
提供したユーザー認証情報が正しい場合、テストは成功します。
ユーザー名および/またはパスワードが正しくない場合、テストは失敗します。
ユーザー承認
このテストは、指定したユーザー名が指定したディレクトリグループに属し、ディレクトリサービス
の設定中に指定したディレクトリ検索コンテキストに含まれることを確認します。
ディレクトリユーザーコンテキスト
ディレクトリ管理者識別名を指定した場合、iLO は、指定したコンテキストを検索しようと試みます。
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iLO が管理者認証情報を使用し、ディレクトリ内のコンテナーを検索してコンテキストを見つけると、
テストは成功します。
@記号で始まるコンテキストをテストできる唯一の方法はユーザーログインです。
失敗は、コンテナーが見つからなかったことを示します。
LOM オブジェクトの存在
このテストは、セキュリティ-ディレクトリページで構成された LOM オブジェクト識別名を使用して、
ディレクトリサーバー内の iLO オブジェクトを検索します。
iLO がそれ自体を表現するオブジェクトを見つけると、テストは成功します。

暗号化の設定
製品または高度なセキュリティのセキュリティ状態の有効化
この手順を使用して、iLO がセキュリティ状態として 製品を使用するか高度なセキュリティを使用するか
を設定します。
FIPS および SuiteB セキュリティ状態を使用するように iLO を構成するには、FIPS および SuiteB セキ
ュリティ状態を有効にするを参照してください。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. オプション：必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。
2. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。
3. セキュリティ状態メニューで製品または高度なセキュリティを選択します。
4. 使用中のブラウザー接続を終了し、iLO を再起動するには、適用をクリックします。
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。
5. 製品または高度なセキュリティセキュリティ状態を選択して適用をクリックした後は、開いているす
べてのブラウザーウィンドウを閉じます。
ブラウザーセッションが開いたままになっていると、設定されたセキュリティ状態に誤った暗号が使
用される場合があります。

FIPS および SuiteB セキュリティ状態を有効にする
この手順を使用して iLO が FIPS および SuiteB セキュリティ状態を使用するように設定します。iLO が
製品または高度なセキュリティセキュリティ状態を使用するように設定するには、製品または高度なセキ
ュリティのセキュリティ状態の有効化(261 ページ)を参照してください。
iLO を FIPS 承認済み環境に設定するには、iLO での FIPS 承認済み環境の設定(264 ページ)を参照してく
ださい。
Common Criteria コンプライアンス、Payment Card Industry コンプライアンス、またはその他の標準には
FIPS セキュリティ状態が必要になる場合があります。
FIPS または SuiteB のセキュリティ状態を有効にした後、ライセンスが期限切れになるか、ライセンスを
ダウングレードした場合、iLO は構成モードで引き続き動作しますが、期限切れになったまたはダウング
レードしたライセンスによってアクティブ化された他のすべての機能は使用できなくなります。

暗号化の設定
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始める前に
•

iLO 設定の構成権限

•

オプションの SuiteB セキュリティ状態を有効にする予定の場合は、この機能をサポートする iLO ライ
センスがインストールされていること。

•

デフォルトの iLO ユーザー認証情報があること。

手順
1.

オプション：iLO バックアップ機能または HPONCFG を使用して、iLO の現在の設定を取得します。
詳しくは、iLO バックアップとリストアまたは iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してくださ
い。

2.

オプション：必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールしま
す。

3.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。

4.

セキュリティ状態メニューで FIPS を選択して、適用をクリックします。
注意:
FIPS セキュリティ状態を有効にすると iLO が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされま
す。
すべての iLO 設定とユーザーデータ、ほとんどの構成設定、ログが消去されます。インストー
ルしたライセンスキーは保持されます。
FIPS セキュリティ状態を無効にする唯一の方法は、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセ
ットすることです。
iLO が要求を確認するように求めます。

5.

FIPS セキュリティ状態を有効にする要求を確認するためには、OK をクリックします。
iLO が FIPS セキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるまでに
90 秒以上かかります。

6.

オプション：SuiteB セキュリティ状態を有効にします。
a. デフォルトのユーザー認証情報を使用して iLO にログインします。
b. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。
c. セキュリティ状態メニューで SuiteB を選択して、適用をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
d. SuiteB を有効にする要求を確認するためには、OK をクリックします。
iLO が SuiteB セキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるま
でに 90 秒以上かかります。
e. デフォルトの iLO 認証情報を使用して iLO に再度ログインします。

7.

信頼済み証明書をインストールします。
FIPS モードでは、デフォルトの自己署名 SSL 証明書は許可されません。それまでにインストールさ
れていた信頼済み証明書は、iLO が FIPS セキュリティ状態を使用するように設定されると、削除さ
れます。
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8.

アクセス設定ページで IPMI/DCMI over LAN アクセスと SNMP アクセスが無効になっていることを
確認します。
重要:
IPMI および SNMP の標準準拠実装など、一部の iLO インターフェイスは、FIPS に準拠してお
らず、FIPS 準拠にすることはできません。

9.

オプション：iLO リストア機能または HPONCFG を使用して、iLO 構成をリストアします。
HPONCFG を使用して構成をリストアするときはユーザー認証情報が必要であり、ログイン、iLO 設
定の構成、およびユーザーアカウント管理のユーザー権限が必要です。
iLO が SuiteB セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、Windows 用 HPONCFG はサ
ポートされません。
詳しくは、iLO バックアップとリストアまたは iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してくださ
い。

10. オプション：構成を復元した場合は、ローカル iLO ユーザーアカウントに新しいパスワードを設定し
て、アクセス設定ページで IPMI/DCMI over LAN アクセスと SNMP アクセスが無効になっているこ
とを確認します。
これらの設定は、構成を復元するとリセットされる可能性があります。
11. オプション：ログインセキュリティバナーを設定して iLO ユーザーにシステムが FIPS モードを使用
していることを知らせます。

高いセキュリティ状態を使用する場合の iLO への接続
デフォルト値よりも高いセキュリティ状態（製品）を有効にすると、iLO は、AES 暗号を使用して安全な
チャネルを通じて接続することを要求します。
iLO が SuiteB セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、AES 256 GCM 暗号が必要です。
Web ブラウザー
ブラウザーが TLS 1.2 および AES 暗号をサポートするよう設定します。ブラウザーが AES 暗号を使
用していない場合、iLO に接続できません。
ブラウザーが異なると、交渉済み暗号を選択する方法も異なります。詳しくは、ブラウザーのドキュ
メントを参照してください。
ブラウザーの暗号設定を変更する前に、現在のブラウザーを通じて iLO からログアウトしてください。
iLO にログインしている間に行った暗号設定の変更により、ブラウザーで AES 以外の暗号がそのまま
使用できる場合があります。
SSH 接続
使用可能な暗号の設定については、SSH ユーティリティのドキュメントを参照してください。
RIBCL
•

HPQLOCFG は、以下のような暗号詳細を出力表示します。
Detecting iLO...
Negotiated cipher: 256-bit Aes256 with 0-bit Sha384 and 384-bit 44550

•

HPONCFG では、高度なセキュリティ、FIPS、または SuiteB のセキュリティ状態が有効なときユ
ーザー認証情報が必要になります。

高いセキュリティ状態を使用する場合の iLO への接続
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•

HPONCFG では、高度なセキュリティ、FIPS、または SuiteB のセキュリティ状態が有効な場合、
ログイン、iLO 設定の構成、およびユーザーアカウント管理のユーザー権限が必要です。

•

SuiteB セキュリティ状態が有効になっている場合は、Windows 用 HPONCFG はサポートされませ
ん。

iLO RESTful API
TLS 1.2 と AES 暗号をサポートするユーティリティを使用します。

iLO での FIPS 承認済み環境の設定
以下の手順を使用して、iLO を FIPS 検証済み環境で操作します。FIPS セキュリティ状態を iLO で使用す
るには、FIPS および SuiteB セキュリティ状態を有効にする(261 ページ)を参照してください。
重要なのは、FIPS 検証済みバージョンの iLO がご使用の環境に必要かどうか、あるいは iLO を FIPS セ
キュリティ状態を有効にして実行することで十分かどうかを判断することです。検証プロセスに時間が
かかるため、FIPS 検証済みバージョンの iLO が、新機能とセキュリティ強化が加わった非検証バージョ
ンに置き換えられている場合があります。このような状況では、FIPS 検証済みバージョンの iLO が最新
バージョンより安全性で劣る場合があります。
手順
FIPS 検証済みバージョンの iLO による環境をセットアップするには、iLO FIPS 承認プロセスの一部であ
ったセキュリティポリシードキュメントの手順に従ってください。
検証済みバージョンの iLO のセキュリティポリシードキュメントは、NIST の Web サイトにあります。
iLO に関する情報を確認するには、キーワード iLO を Validated FIPS 140-1 and FIPS 140-2
Cryptographic Modules ドキュメントの中で検索してください。

FIPS モードの無効化
手順
1. iLO の FIPS モードを無効にするには（たとえばサーバーを運用停止する場合）、iLO を工場出荷時のデ
フォルト設定に設定します。
このタスクを実行するには、RIBCL スクリプト、iLO RESTful API、または iLO 5 構成ユーティリティ
を使用します。
注意:
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、iLO のユーザーデータ、ライセンスデー
タ、構成設定およびログを含むすべての設定が消去されます。サーバーに工場でインストールさ
れたライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。
この手順によりログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントは iLO イ
ベントログおよびインテグレーテッドマネジメントログに記録されません。
2. サーバーのオペレーティングシステムを再起動します。
工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOS レコードはクリアされます。メモリおよび
ネットワーク情報は、サーバー OS の再起動が完了するまで iLO Web インターフェイスに表示されま
せん。
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SuiteB モードの無効化
手順
1. SuiteB モードを無効にするには、次のいずれかの操作を行います。
•

SuiteB を無効にして、FIPS セキュリティ状態を引き続き使用するには、セキュリティ状態を
SuiteB から FIPS に変更します。

•

SuiteB と FIPS を無効にするには、iLO を工場出荷時のデフォルト設定に設定します。
このタスクを実行するには、RIBCL スクリプト、iLO RESTful API、または iLO 5 構成ユーティリ
ティを使用します。
注意:
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、iLO のユーザーデータ、ライセンスデ
ータ、構成設定およびログを含むすべての設定が消去されます。サーバーに工場でインスト
ールされたライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。
この手順によりログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントは iLO
イベントログおよびインテグレーテッドマネジメントログに記録されません。

2. iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合、サーバーのオペレーティングシステムを再起
動します。
工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOS レコードはクリアされます。メモリおよび
ネットワーク情報は、サーバー OS の再起動が完了するまで iLO Web インターフェイスに表示されま
せん。

iLO セキュリティ状態
製品（デフォルト）
このセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。
•

iLO は工場出荷時のデフォルトの暗号化設定を使用します。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバ
ーライドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしま
す。

高度なセキュリティ
iLO がこのセキュリティ状態に設定されている場合：
•

iLO は、ブラウザー、SSH ポート、iLO RESTful API、および RIBCL 経由の安全な HTTP 伝送を含め、
安全なチャネル経由の AES 暗号の使用を強制します。高度なセキュリティが有効になっている場合、
サポートされている暗号を使用してこの安全なチャネル経由で iLO に接続する必要があります。この
セキュリティ状態は、安全でないチャネル経由の通信と接続には影響しません。

•

このセキュリティ状態を使用するように iLO が構成されている場合、ホストシステムから実行される
iLO RESTful API および RIBCL コマンドに対してユーザー名とパスワードの制限が適用されます。

•

リモートコンソールデータは、AES-128 双方向暗号化を使用します。

•

HPQLOCFG ユーティリティは、iLO との SSL 接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗
号を使用して RIBCL スクリプトをネットワーク経由で iLO に送信します。

SuiteB モードの無効化
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•

TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはで
きません。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバ
ーライドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしま
せん。

FIPS
iLO がこのセキュリティ状態に設定されている場合：
•

iLO は、FIPS 140-2 レベル 1 の要件への準拠を目的とするモードで動作します。
FIPS は、米国政府機関および契約業者によって適用を義務付けられている一連のコンピューターセキ
ュリティ規格です。
FIPS のセキュリティ状態は、FIPS 承認済みと同じではありません。FIPS 承認済みは、Cryptographic
Module Validation Program を完了することにより承認を受けたソフトウェアを意味します。
詳しくは、iLO での FIPS 承認済み環境の設定(264 ページ)を参照してください。

•

iLO は、ブラウザー、SSH ポート、iLO RESTful API、および RIBCL 経由の安全な HTTP 伝送を含め、
安全なチャネル経由の AES 暗号の使用を強制します。FIPS が有効になっている場合、サポートされ
ている暗号を使用してこの安全なチャネル経由で iLO に接続する必要があります。このセキュリティ
状態は、安全でないチャネル経由の通信と接続には影響しません。

•

このセキュリティ状態を使用するように iLO が構成されている場合、ホストシステムから実行される
iLO RESTful API および RIBCL コマンドに対してユーザー名とパスワードの制限が適用されます。

•

リモートコンソールデータは、AES-128 双方向暗号化を使用します。

•

HPQLOCFG ユーティリティは、iLO との SSL 接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗
号を使用して RIBCL スクリプトをネットワーク経由で iLO に送信します。

•

TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはで
きません。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバ
ーライドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしま
せん。

SuiteB
SuiteB セキュリティ状態（CNSA モードとも呼ばれる）は、FIPS セキュリティ状態が有効になっている
場合にのみ使用できます。
このセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。
•

iLO は、NSA により定義された SuiteB 要件への準拠を目的とするほか、米国政府機密として分類され
たデータを保持するために使用するシステムを保護することを目的とするモードで動作します。

•

TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはで
きません。

•

iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバ
ーライドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしま
せん。

SSH 暗号、キー交換、および MAC のサポート
iLO は、安全な CLP トランザクションのために、SSH ポート経由の強化された暗号化を提供します。
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設定されているセキュリティ状態に基づいて、iLO は以下をサポートします。
製品
•

AES256-CBC、AES128-CBC、3DES-CBC、および AES256-CTR 暗号

•

diffie-hellman-group14-sha1 および diffie-hellman-group1-sha1 キー交換

•

hmac-sha1 または hmac-sha2-256 MAC

FIPS または HighSecurity
•

AES256-CTR、AEAD_AES_256_GCM、および AES256-GCM 暗号

•

diffie-hellman-group14-sha1 キー交換

•

hmac-sha2-256 または AEAD_AES_256_GCM MAC

SuiteB
•

AEAD_AES_256_GCM および AES256-GCM 暗号

•

ecdh-sha2-nistp384 キー交換

•

AEAD_AES_256_GCM MAC

SSL 暗号および MAC のサポート
iLO は、分散型 IT 環境でのリモート管理用に強化されたセキュリティを提供します。SSL 暗号化により、
Web ブラウザーのデータが保護されます。SSL で提供される HTTP データの暗号化により、データがネ
ットワーク経由で転送されるときのデータの安全性が保証されます。
ブラウザーから iLO にログインすると、ブラウザーと iLO は、セッション中に使用する暗号設定をネゴシ
エートします。ネゴシエートされた暗号は暗号化ページに表示されます。
サポートされている暗号の次の一覧は、LDAP サーバー、ESKM サーバー、SSO サーバー、Insight Remote
Support サーバー、仮想メディアで使用される https:// URL、iLO RESTful API、CLI コマンド、iLO 連携
グループのファームウェア更新への接続など、すべての iLO SSL 接続に適用されます。
設定されているセキュリティ状態に基づいて、iLO は以下の暗号をサポートします。
本番稼働
•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AESGCM

•

RSA、ECDH、および SHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による 256 ビット AES

•

RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES256-SHA）による 256 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA、DH、および SHA1 MAC（DHE-RSA-AES256-SHA）による 256 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA および SHA256 MAC（AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA および SHA1 MAC（AES256-SHA）による 256 ビット AES

SSL 暗号および MAC のサポート
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•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AESGCM

•

RSA、ECDH、および SHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA）による 128 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA、DH、および SHA1 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA）による 128 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、および SHA256 MAC（AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA および SHA1 MAC（AES128-SHA）による 128 ビット AES

•

RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES

•

RSA、DH、および SHA1 MAC（EDH-RSA-DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES

•

RSA および SHA1 MAC（DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES

FIPS または HighSecurity
これらのセキュリティ状態には TLS 1.2 が必要です。
•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AESGCM

•

RSA、ECDH、および SHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による 256 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM

•

RSA および SHA256 MAC（AES256-SHA256）による 256 ビット AES

•

RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AESGCM

•

RSA、ECDH、および SHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES

•

RSA および AEAD MAC（AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM

•

RSA、および SHA256 MAC（AES128-SHA256）による 128 ビット AES

SuiteB
このセキュリティ状態には TLS 1.2 が必要です。
ECDSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット
AES-GCM
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iLO のセキュリティ機能の使用

HPE SSO
HPE SSO を使用すると、HPE SSO 準拠アプリケーションから、ログイン手順を間に挟むことなく iLO
に直接接続できます。
この機能を使用するには、以下の手順に従ってください。
•

サポートされるバージョンの HPE SSO 準拠アプリケーションが必要です。

•

SSO 準拠アプリケーションを信頼するように iLO を構成します。

•

CAC 厳密モードが有効な場合は、信頼済み証明書をインストールします。

iLO には、HPE SSO 証明書の最小要件を決定するために HPE SSO アプリケーションのサポートが含ま
れます。HPE SSO 準拠アプリケーションの中には、iLO に接続したときに自動的に信頼証明書をインポ
ートするものがあります。この機能を自動的に実行しないアプリケーションの場合は、HPE SSO ページ
を使用して SSO 設定を構成してください。

HPE SSO 用の iLO の設定
始める前に
iLO 設定の構成権限
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、HPE SSO タブをクリックします。
2. SSO 信頼モード設定を構成します。
Hewlett Packard Enterprise では認証情報による信頼モードを使用することをおすすめします。
3. 各役割の iLO 権限は、シングルサインオン設定セクションで設定します。
4. SSO 設定を保存するには、適用をクリックします。
5. 証明書による信頼または名前による信頼を選択した場合は、信頼済みの証明書または DNS 名を iLO に
追加します。
手順については、 信頼済み証明書の追加(270 ページ)または直接 DNS 名のインポート(271 ページ)を
参照してください。
6. iLO で SSO を設定後、HPE SSO 準拠アプリケーションにログインして iLO にアクセスします。
たとえば、HPE SIM にログインし、システムページに移動して iLO プロセッサーを見つけて、詳細情
報セクションの iLO リンクをクリックします。
システムが信頼済みサーバーとして登録されていても、現在の信頼モードや証明書のステータスによ
って SSO が拒否されることもあります。たとえば、SSO が拒否されるのは次のようなときです。
•

サーバーが信頼済みサーバーとして登録されていて、証明書がインポートされておらず、信頼モー
ドが認証情報による信頼に設定されている。

•

サーバー証明書がインポートされているが、失効している。

•

インストールされている証明書は iLO のセキュリティ要件を満たしていません。

HPE SSO
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◦

HighSecurity または FIPS セキュリティ状態が有効な場合、2048 ビット証明書が必要です。

◦

SuiteB セキュリティ状態が有効な場合、3072 ビット RSA キーまたは NIST P 384 曲線の 384 ビ
ット ECDSA キーを含む証明書が必要です。

信頼済みサーバーのリストは、SSO が無効になっているときは使用されません。iLO は SSO サーバー
証明書の取り消しを強制しません。

シングルサインオン信頼モードのオプション
シングルサインオン信頼モードは、HPE SSO 要求に対する iLO の応答方法に影響します。
•

信頼なし（SSO 無効）（デフォルト） - すべての SSO 接続要求を拒否します。

•

証明書による信頼（最も安全） - iLO に事前にインポートされている証明書と照合することで、HPE
SSO 準拠アプリケーションからの SSO 接続を有効にします。

•

名前による信頼 - 直接インポートされた IP アドレスまたは DNS 名と照合することで、HPE SSO 準拠
アプリケーションからの SSO 接続を有効にします。

•

すべて信頼（最も安全性が低い） - HPE SSO 準拠アプリケーションから開始されたすべての SSO 接
続を受け入れます。

SSO ユーザー権限
ユーザーは、HPE SSO 準拠アプリケーションにログインすると、HPE SSO 準拠アプリケーションの役
割割り当てに基づいて認証されます。割り当てられている役割は、SSO が試みられるときに、iLO に渡さ
れます。
SSO はシングルサインオン設定セクションで割り当てられた権限のみを受け入れようとします。iLO デ
ィレクトリ設定は適用されません。
デフォルトの権限設定は以下のとおりです。
•

ユーザー — ログインのみ

•

オペレーター - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、およびホ
スト BIOS 構成

•

管理者 - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、ホスト BIOS 構
成、iLO の設定の構成、ユーザーアカウント管理、ホスト NIC 構成、およびホストストレージ構成

信頼済み証明書の追加
証明書レポジトリは、標準的な証明書を 5 つ保持できます。標準的な証明書が発行されない場合、証明書
のサイズは一定ではありません。割り当てられた保管領域がすべて使われると、それ以上のインポートは
受け付けられません。
HPE SSO 準拠アプリケーションから証明書を抽出する方法については、HPE SSO 準拠アプリケーショ
ンのドキュメントを参照してください。
始める前に
iLO の設定の構成
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シングルサインオン信頼モードのオプション

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、HPE SSO タブをクリックします。
2. インポートをクリックします。
3. 次のいずれかの方法を使用して、信頼済み証明書を追加します。
•

ダイレクトインポート - Base64 でエンコードされた証明書の X.509 データをコピーし、ダイレク
トインポート セクションのテキストボックスに貼り付けてから、適用をクリックします。

•

インダイレクトインポート - DNS 名または IP アドレスを URL からのインポートセクションのテ
キストボックスに入力してから、適用をクリックします。
iLO はネットワーク経由で HPE SSO 準拠アプリケーションに接続して、証明書を取得して保存し
ます。

HPE SMS SSO 証明書の取得
次の方法で HPE SIM SSO 証明書を取得できます。詳しくは、HPE SIM のドキュメントを参照してくだ
さい。
始める前に
HPE SIM 7.4 以降
手順
•

Web ブラウザーで次のリンクの 1 つを入力します。
◦

http://<HPE SIM name or network address>:280/GetCertificate?certtype=sso

◦

https://<HPE SIM name or network address>:50000/GetCertificate?
certtype=sso

すべての要求パラメーターは大文字と小文字が区別されます。小文字の certtype パラメーターを大
文字にすると、このパラメーターは読み込まれず、HPE SIM は信頼済みの証明書ではなくデフォルト
の HPE SIM サーバー証明書を返します。
•

HPE SIM から証明書をエクスポートするには、以下の手順に従ってください。この手順を完了するに
は、オプション > セキュリティ > HPE Systems Insight Manager Server Certificate の順に選択し
て、Export をクリックします。

直接 DNS 名のインポート
始める前に
iLO の設定の構成

HPE SMS SSO 証明書の取得
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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、HPE SSO タブをクリックします。
2. インポートをクリックします
3. DNS 名から直接インポートセクションに DNS 名または IP アドレスを入力し、適用をクリックしま
す。

信頼済み証明書とレコードの表示
信頼済み証明書および記録を管理テーブルに、現在の iLO 管理プロセッサーで SSO を使用するように設
定されている信頼済みの証明書およびレコードのステータスが表示されます。
手順
ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。

信頼済み証明書およびレコードの詳細
ステータス
証明書またはレコードのステータス。以下のステータス値が表示されます。
•

証明書またはレコードは有効です。

•

証明書またはレコードに問題があります。考えられる原因は、以下のとおりです。
◦

レコードに DNS 名が含まれており、信頼モードが証明書による信頼に設定されています（証明
書のみが有効）。

◦

証明書が構成されており、信頼モードが名前による信頼に設定されています（直接インポート
された IP アドレスまたは DNS 名のみが有効）。

◦

信頼なし（SSO 無効）が選択されています。

◦

証明書は設定されている iLO セキュリティ状態に準拠していません。

•

証明書またはレコードが無効です。考えられる原因は、以下のとおりです。
◦

証明書の期限が切れています。証明書の詳細で詳細情報を確認してください。

◦

iLO のクロックが設定されていないか、正しく設定されていません。iLO のクロックは、証明書
の有効開始日と有効期限で示される範囲内に含まれている必要があります。

証明書
レコードに証明書が保存されていることを示します。アイコンの上にマウスカーソルを移動すると、
証明書の詳細情報（サブジェクト（被認証者）、発行元、日付など）が表示されます。
説明
サーバーの名前または証明書のサブジェクト（被認証者）。
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信頼済み証明書とレコードの表示

信頼済み証明書とレコードの削除
始める前に
iLO の設定の構成
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、HPE SSO タブをクリックします。
2. 信頼済み証明書および記録を管理テーブルから 1 つ以上の信頼済み証明書またはレコードを選択しま
す。
3. 削除をクリックします。
選択した証明書またはレコードを削除することを確認するプロンプトが表示されます。iLO
リモート管理システムの証明書を削除すると、iLO でリモート管理システムを使用する場合に正常に機
能しないことがあります。
4. はいをクリックします。

ログインセキュリティバナーの設定
ログインセキュリティバナー機能を使用すると、iLO 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、メッセージとサーバー所有者の連絡先情報を入力できます。
始める前に
iLO 設定の構成権限
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。
iLO 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。最大は 1,500 バイトです。
ヒント:
デフォルトのテキストを復元するには、デフォルトのメッセージを使用をクリックします。
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。

信頼済み証明書とレコードの削除
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システムメンテナンススイッチを使用した iLO セキュリティ
システムメンテナンススイッチの iLO セキュリティ設定により、管理者は、サーバーのシステムボードを
物理的に制御して、緊急時にアクセスすることができます。iLO セキュリティを無効にすると、iLO が本
番環境セキュリティ状態を使用するように設定されている場合に、すべての権限によるユーザー ID とパ
スワードを使用しないログインアクセスを許可します。
システムメンテナンススイッチは、サーバー内部にあるため、サーバーエンクロージャーを開かないとア
クセスできません。システムメンテナンススイッチを操作するときは、サーバーの電源がオフであり、電
源から切り離されていることを確認します。iLO セキュリティを有効または無効に設定し、サーバーの電
源を投入します。システムメンテナンススイッチを使用して iLO セキュリティを有効および無効にする
方法については、ご使用のサーバーのメンテナンスおよびサービスガイドを参照してください。
iLO セキュリティを制御するシステムメンテナンススイッチ位置は、iLO セキュリティオーバーライドス
イッチと呼ばれることがあります。
iLO セキュリティを無効にする理由
•

ユーザーアカウント管理権限を持つすべてのユーザーアカウントがロックアウトされた。

•

不適切な設定により、ネットワーク上に iLO が表示されず、ROM ベースの構成ユーティリティが無効
になっている。

•

iLO NIC がオフになっていて、ROM ベースの構成ユーティリティを実行してオンにし直すことが不可
能かまたは不便である。

•

ユーザー名が 1 つだけ設定され、パスワードを忘れた。

iLO セキュリティの無効化の影響
iLO が本番環境セキュリティ状態を使用するように設定されており、iLO セキュリティを無効にしている
場合、次のようになります。
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•

すべてのセキュリティ認証確認が無効になる。

•

ホストサーバーがリセットされると、ROM ベースの構成ユーティリティが実行される。

•

iLO が無効化されず、設定に従って、ネットワーク上で表示できる。

•

iLO 機能が無効にされても、サーバーの電源を切って再度投入するまで、iLO は、ユーザーをログアウ
トしたり無効化プロセスを実行したりしない。

•

iLO Web インターフェイスページに、iLO セキュリティが無効であることを示す警告メッセージが表
示される。

•

iLO のログに、iLO セキュリティの変更を記録するエントリーが追加される。

•

SNMP アラート送信先が設定されている場合、システムメンテナンススイッチを使用して iLO セキュ
リティを有効または無効にしてから iLO を開始すると、SNMP アラートが送信される。

システムメンテナンススイッチを使用した iLO セキュリティ

iLO 管理の設定
Agentless Management と AMS
Agentless Management は、セキュリティと安定性を強化するためにアウトバンド通信を使用します。
Agentless Management では、ヘルス監視とアラート通知機能がシステムに内蔵され、サーバーに電源コ
ードを接続するとただちに動作を開始します。この機能は iLO ハードウェアで動作し、オペレーティング
システムやプロセッサーに依存しません。
iLO と直接通信できないデバイスおよびコンポーネントから情報を収集するには、Agentless
Management Service（AMS）をインストールします。

表 2: AMS がある場合と AMS がない場合の Agentless Management により提供され
る情報
コンポーネント

サーバーヘルス

ストレージ

ネットワーク

Agentless Management（AMS がない場 AMS がインストールされている場合に提
合）
供される追加情報
なし

•

ファン

•

温度

•

電源装置

•

メモリ

•

CPU

•

NVDIMM

•

Smart アレイ

•

SMART ドライブ監視（Smart アレイに
接続）
•

•

•

Smart アレイに接続されている内蔵お
よび外付けドライブ

•

Smart ストレージバッテリ監視（サポ
ート対象のサーバーのみ）

•

NC-SI over MCTP をサポートしてい
る内蔵 NIC の MAC アドレス

•

NC-SI over MCTP をサポートしてい
•
る NIC の物理リンク接続性およびリン
•
クアップ/リンクダウントラップ

•

Hewlett Packard Enterprise ベンダー
定義の MCTP コマンドをサポートす
るファイバーチャネルアダプター

SMART ドライブ監視（Smart アレイ、
Smart HBA および AHCI に接続）
iSCSI（Windows）

•

NVMe ドライブ

•

独立型および内蔵 NIC の MAC アドレ
スおよび IP アドレス
リンクアップ/リンクダウントラップ
NIC チーミングおよびブリッジング情
報（Windows および Linux）

•

サポートされるファイバーチャネルア
ダプター

•

VLAN 情報（Windows および Linux）

表は続く

iLO 管理の設定
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コンポーネント

その他

事前障害警告アラート

Agentless Management（AMS がない場 AMS がインストールされている場合に提
合）
供される追加情報
•

iLO データ

•

OS 情報（ホスト SNMP MIB）

•

ファームウェアインベントリ

•

ドライバー/サービスインベントリ

•

デバイスインベントリ

•

OS ログへのイベントの記録 1、2

•

メモリ

•

ドライブ（物理および論理）

なし

1 Linux での AMS ベースの OS ログ記録（Red Hat および SuSE Linux Enterprise Server では/var/log/messages、

VMware では/var/log/syslog）。
2 Smart アレイのログ記録をサポートします。

Agentless Management Service
•

Windows インストールの場合に Intelligent Provisioning の推奨インストール方法を使用すると、AMS
は自動的にインストールされます。

•

AMS を Windows システムにインストールすると、Agentless Management Service のコントロールパ
ネルがインストールされます。コントロールパネルを使用すると、SNMP の設定を行い、AMS を有効
化/無効化を行い、AMS の削除を行うことができます。

•

AMS は、オペレーティングシステムの構成情報およびクリティカルイベントを Active Health System
ログに記録します。

•

AMS をインストールする前に、iLO チャネルインターフェイスドライバーをインストールします。

•

iLO 5 では、AMS にオプションの System Management Assistant が含まれます。iLO Agentless
Management と AMS によって提供される情報を処理するために OS ベースの SNMP サービスを使用
する場合は、System Management Assistant を使用できます。

•

AMS がインストールされていない場合：
◦

iLO は、ナビゲーションツリーのシステム情報およびファームウェア & OS ソフトウェアセクショ
ンに含まれるコンポーネント情報ページにすべてのデータを表示するとは限りません。

◦

iLO は、OS 固有の情報にはアクセスできません。

AMS のインストール
手順
1. 次のいずれかのソースから AMS を取得します。
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Agentless Management Service

•

SPP（Windows、Red Hat Enterprise Linux、SuSE Linux Enterprise Server）を Web サイト http://
www.hpe.com/servers/spp.からダウンロードします。

•

http://www.hpe.com/support/hpesc の Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（Windows、
Red Hat Enterprise Linux、SuSE Linux Enterprise Server、VMware）からソフトウェアをダウンロ
ードします。

•

Software Delivery Repository の Web サイト http://www.hpe.com/support/SDR-Linux（VMware）
（英語）の vibsdepot セクションからソフトウェアをダウンロードします。
また、AMS は、Hewlett Packard Enterprise Software Depot（http://www.hpe.com/support/SDRLinux）でリリースされるカスタマイズされた Hewlett Packard Enterprise VMware ISO イメージに
含まれています。

•

Linux Management Component Pack に登録します（Ubuntu）。詳しくは、http://www.hpe.com/
support/SDR-Linux を参照してください。

2. ソフトウェアをインストールします。
SPP の使用方法については、http://www.hpe.com/info/spp/documentation にある SPP のドキュメ
ントを参照してください。
他のダウンロードタイプの場合、ソフトウェアに付属のインストール手順を実行します。

AMS のインストールの確認
AMS ステータスの確認：iLOWeb インターフェイス
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。
AMS がヘルスサマリーページのサブシステムとデバイステーブルにリストされています。値には、以
下のものがあります。
•

利用不可 - AMS が検出されなかった、サーバーが POST を実行している、またはサーバーの電源
が入っていないため、AMS は使用できません。

•

OK - AMS がインストールされており、実行中です。

AMS ステータスの確認：Windows
手順
1. Windows のコントロールパネルを開きます。
AMS コントロールパネルがあると、AMS はインストールされています。
2. AMS コントロールパネルを開きます。
3. サービスタブをクリックします。
AMS が有効になっている場合は、次のメッセージが表示されます。
Agentless Management Service（AMS）は有効です。

AMS のインストールの確認

277

AMS ステータスの確認：SuSE および Red Hat Enterprise Linux
手順
1. AMS がインストールされていることを確認するには、コマンド rpm –qi amsd を入力します。
2. AMS が動作していることを確認するには、次のコマンドのいずれかを入力します。
•

SuSE Linux Enterprise Server 12 および Red Hat Enterprise Linux 7 - systemctl status
smad; systemctl status amsd。

•

SuSE Linux Enterprise Server 11 および Red Hat Enterprise Linux 6 - service smad
status; service amsd status。

AMS ステータスの確認：VMware
手順
1. AMS がインストールされていることを確認します。
a. VMware vSphere クライアントから VMware ホストにアクセスします。
b. サーバーのインベントリ > 構成 > 健全性ステータスタブに移動します。
c. ソフトウェアコンポーネントの横にあるプラス記号（+）をクリックします。
ホストにインストールされているソフトウェアのリストが表示されます。AMS コンポーネントに
は、amsd という文字列が含まれています。
AMS コンポーネントのフルネームは、サポートされる ESX/ESXi バージョンごとに異なります。
2. AMS が動作していることを確認するには、コマンド/etc/init.d/ams.sh status を入力します。

AMS ステータスの確認：Ubuntu
手順
1. AMS がインストールされていることを確認するには、コマンド dpkg -l amsd を入力します。
2. AMS が動作していることを確認するには、次のコマンドのいずれかを入力します。
•

Ubuntu 14 - systemctl status smad; systemctl status amsd。

•

Ubuntu 12 - service smad status; service amsd status。

AMS の再起動
手順
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•

Windows - Windows のサービスページに移動して、AMS を再起動します。

•

SuSE Linux Enterprise Server 12 および Red Hat Enterprise Linux 7 - コマンドとして systemctl
restart smad; systemctl restart amsd を入力します。

AMS ステータスの確認：SuSE および Red Hat Enterprise Linux

•

SuSE Linux Enterprise Server 11 および Red Hat Enterprise Linux 6 - コマンドとして service
smad restart; service amsd restart を入力します。

•

VMware - コマンドとして/etc/init.d/ams.sh restart を入力します。

•

Ubuntu 14 - コマンドとして sudo systemctl restart smad; sudo systemctl restart
amsd を入力します。

•

Ubuntu 12 - コマンドとして sudo service smad restart; sudo service amsd restart
を入力します。

System Management Assistant
Gen10 サーバーのリリースでは、iLO で OS ベースの SNMP エージェントがサポートされなくなりまし
た。System Management Assistant（SMA）は、OS から SNMP 情報を取得するアプリケーションを実行
するユーザー向けの Agentless Management Service 機能です。
セキュリティ
SMA はセキュアな iLO チャネル経由で通信します。
AMS モード
•

AMS（フォワードモード） - AMS の標準構成では、OS から iLO に情報が転送されます。

•

SMA（リバースモード） - SMA が有効な場合は、iLO から OS に情報が転送されます。

インストール
SMA は AMS パッケージの一部としてインストールされ、デフォルトで無効になっています。
SMA の有効化
•

Windows - OS から iLO に情報を転送するには、デフォルトの AMS 構成を使用します。iLO から
OS に情報を転送するには、SMA を有効にします。AMS の標準構成と SMA は、同時に有効にす
ることができます。

•

Linux および VMware - OS から iLO に情報を転送するには、デフォルトの AMS 構成を使用しま
す。iLO から OS に情報を転送するには、SMA を有効にします。デフォルトの AMS 構成と SMA
は、同時に有効にすることができません。

SMA 機能
SMA が有効になっている場合は、次のように処理されます。
•

Linux - iLO とホストベースの SNMP マスター間で AgentX プロトコル要求がプロキシ転送されま
す。

•

Windows、Linux、VMware - iLO とホストベースの SNMP サービス間で SNMP プロトコル要求
がプロキシ転送されます。
この方法は、ホストベースの SNMP サービスで AgentX サブエージェントがサポートされていな
い場合に使用されます。

SNMP マスター
デフォルトの AMS 構成では、AMS は SNMP マスターとして iLO を使用します。SMA では、SNMP
マスターとして動作するホストベースのサービスが必要です。

System Management Assistant
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SMA が有効になっている場合に提供される情報
•

Windows および Linux - SMA は、AMS がある場合と AMS がない場合の Agentless
Management により提供される情報表の Agentless Management（AMS がある場合）列で一覧表
示されている情報と同じものを提供します。

•

VMware - SMA は SNMP トラップのみを提供します。

System Management Assistant の使用（Windows）
AMS の対話型インストール時に SMA を有効にするかどうかを選択できます。サイレントインストール
時には、SMA が有効になりません。
SMA を使用するには、SMA サービスを起動し、Windows SNMP サービスがインストールされ、構成さ
れていることを確認します。
始める前に
AMS がインストールされています。
手順
1. Windows SNMP サービスをインストールします。
a. サーバーマネージャーを開きます。
b. 役割と機能の追加を選択します。
c. 開始する前にセクションで次へをクリックします。
d. インストールの種類セクションで次へをクリックします。
e. サーバーの選択セクションで次へをクリックします。
f. サーバーの役割セクションで次へをクリックします。
g. リモートサーバー管理セクションを展開します。
h. 機能管理ツールを展開します。
i. SNMP ツールが選択されていることを確認します。
j. SNMP サービスオプションの左側にあるチェックボックスを選択します。
k. 次へをクリックします。
l. インストールをクリックし、インストールが完了するまで待機します。
2. Windows SNMP サービスを構成します。
a. Windows のサービスウィンドウに移動します。
b. SNMP サービスを右クリックします。
c. セキュリティタブをクリックします。
d. 受け付けるコミュニティ名セクションで追加をクリックします。
e. コミュニティの権利セクションでアクセスタイプを選択します。
f. コミュニティ名セクションでコミュニティ名を入力します。
g. 追加をクリックします。
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h. トラップタブをクリックします。
i. コミュニティ名セクションでコミュニティ名を入力し、一覧に追加をクリックします。
j. トラップ先セクションで、追加をクリックし、トラップ送信先の IP アドレスを入力します。
k. OK をクリックします。
3. SMA サービスを開始します。
a. Windows のサービスウィンドウに移動します。
b. System Management Assistant を右クリックし、プロパティを選択します。
c. スタートアップの種類メニューで自動を選択し、OK をクリックします。
d. System Management Assistant を右クリックし、開始を選択します。
注記:
次の方法でも、SMA サービスを開始できます。
•

<Program Files>\OEM\AMS\Service に移動して、次のコマンドを実行します。
EnableSma.bat /f

•

コマンドプロンプトウィンドウでコマンド sc config sma start=auto および net
start sma を入力します。

System Management Assistant の無効化（Windows）
手順
1. Windows のサービスウィンドウに移動します。
2. System Management Assistant を右クリックし、プロパティを選択します。
3. スタートアップの種類メニューで無効を選択し、OK をクリックします。
4. System Management Assistant を右クリックし、停止をクリックします。
注記:
<Program Files>\OEM\AMS\Service に移動し、DisableSma.bat /f コマンドを実行し
て、SMA サービスを無効化することもできます。

VMware 用 System Management Assistant の使用
始める前に
AMS がインストールされています。
手順
1. ホスト上で SNMP を有効にし、トラップ先を指定します。

System Management Assistant の無効化（Windows）
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例：
esxcli system snmp set -e 1 -c public -t <trap dest IP address>@162/public
2. 次のコマンドを入力して、SNMP が有効になっていることを確認します。
esxcli system snmp get
3. 次のコマンドを入力して、SMA を有効にして起動します。
esxcli sma enable
4. 次のコマンドを入力して、SMA が動作していることを確認します。
esxcli sma status
5. SMA プロセス（smad_rev）が動作していることを確認します。

System Management Assistant の無効化（VMware）
手順
次のコマンドを実行します。esxcli sma disable

Linux 用 System Management Assistant の使用
始める前に
•

AMS がインストールされています。

•

ホスト SNMP サービスが構成されています。

•

ホストと SNMP クライアント間で SNMP パケットが転送されるようにネットワークが構成されてい
ます。

手順
1. /etc/snmp/snmpd.conf ファイルに最初の非コメント行として次の行を追加して、AgentX サブエー
ジェントがサポートされるようにホストを構成します。
master agentx
2. System Management Assistant を有効にします。
•

SuSE Linux Enterprise Server 12 および Red Hat Enterprise Linux 7 - コマンドとして
systemctl enable smad_rev; systemctl start smad_rev を入力します。

•

SuSE Linux Enterprise Server 11 および Red Hat Enterprise Linux 6 - コマンドとして
service smad_rev start を入力します。

•

Ubuntu 14 - コマンドとして sudo systemctl enable smad_rev; sudo systemctl
start smad_rev を入力します。

•

Ubuntu 12 - コマンドとして sudo service smad_rev start を入力します。

3. Agentless Management Service を有効にして、起動します。
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•

SuSE Linux Enterprise Server 12 および Red Hat Enterprise Linux 7 - コマンドとして
systemctl enable amsd_rev; systemctl start amsd_rev を入力します。

•

SuSE Linux Enterprise Server 11 および Red Hat Enterprise Linux 6 - コマンドとして
service amsd_rev start を入力します。

•

Ubuntu 14 - コマンドとして sudo systemctl enable amsd_rev; sudo systemctl
start amsd_rev を入力します。

•

Ubuntu 12 - コマンドとして sudo service amsd_rev start を入力します。

SNMP 設定の構成
このページで構成する設定は、デフォルトの Agentless Management と AMS 構成用です。System
Management Assistant と OS ベースの SNMP サービスを使用する場合は、ホストで同様の設定を構成し
なければなりません。
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーの管理をクリックします。
SNMP 設定ページが表示されます。
2. SNMP 設定セクションに次の値を入力します。
•

システムの位置

•

システムコンタクト

•

システムの役割

•

システムの役割詳細

•

読み取りコミュニティ

•

トラップコミュニティ

•

SNMP アラートの送信先

このページの SNMP ポート値は読み取り専用です。アクセス設定ページでこの値を変更できます。
3. 構成を保存するには、適用をクリックします。
詳しくは
System Management Assistant(279 ページ)

SNMP オプション
•

システムの位置 - サーバーの物理的位置を指定する最大 49 文字の文字列。

•

システムコンタクト - システム管理者またはサーバーの所有者を指定する最大 49 文字の文字列。文
字列には、名前、Email アドレス、または電話番号を含めることができます。

•

システムの役割 - サーバーの役割または機能を記述する最大 64 文字の文字列。

SNMP 設定の構成
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•

システムの役割詳細 - サーバーが実行する場合がある具体的なタスクを記述する最大 512 文字の文字
列。

•

読み取りコミュニティ - 設定されている SNMP 読み取り専用コミュニティ名。
次の形式がサポートされています。
◦

コミュニティ名（たとえば、public）。

◦

コミュニティ名とそれに続く IP アドレスまたは FQDN（たとえば、public 192.168.0.1）。
指定した IP アドレスまたは FQDN からの SNMP アクセスが許可されることを指定するには、この
オプションを使用します。
IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または FQDN を入力できます。

•

トラップコミュニティ - 設定されている SNMP トラップコミュニティ名。

•

SNMP アラートの送信先 - iLO から SNMP アラートを受信する最大 3 つのリモート管理システムの
IP アドレスまたは FQDN。
通常は、SNMP アラートの送信先ボックスのいずれかに、HPE SIM サーバーコンソールの IP アドレ
スを入力します。
SNMP アラートの送信先を FQDN を使用して構成し、DNS が FQDN に対して IPv4 と IPv6 の両方の
アドレスを提供する場合、iLO は IPv6 ページの iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初に
使用設定で指定されたアドレスにトラップを送信します。iLO クライアントアプリケーションは IPv6
を最初に使用を有効にすると、トラップは IPv6 アドレス（使用可能な場合）に送信されます。iLO ク
ライアントアプリケーションは IPv6 を最初に使用を無効にすると、トラップは IPv4 アドレス（使用
可能な場合）に送信されます。

•

SNMP ポート—SNMP 通信に使用されるポート。この値は読み取り専用ですが、アクセス設定ページ
で変更できます。
アクセス設定ページに移動するには、SNMP ポートリンクをクリックします。詳しくは、アクセスオ
プション(232 ページ)を参照してください。

SNMPv3 認証
SNMPv3 の次のセキュリティ機能によって、iLO SNMP エージェントから安全にデータ収集できます。
•

メッセージの整合性により、パケット送信中の改ざんを防ぎます。

•

暗号化により、パケットののぞき見を防ぎます。

•

認証により、パケットが有効なソースから送信されたものであることを確認します。

デフォルトでは、SNMPv3 はユーザーベースのセキュリティモデルをサポートします。このモデルでは、
セキュリティパラメーターが SNMP エージェントレベル（iLO）と SNMP マネージャーレベル（クライ
アントシステム）の両方で構成されます。SNMP エージェントとマネージャーの間でやり取りされるメッ
セージは、データ整合性チェックおよびデータ発信元認証で管理されます。
iLO は、3 つのユーザープロファイルをサポートしており、ユーザーはこのプロファイル内で SNMPv3
USM パラメーターを設定できます。

SNMPv3 ユーザーの設定
始める前に
iLO の設定の構成
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手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックします。
SNMP 設定ページが表示されます。
2. SNMPv3 ユーザーセクションでユーザープロファイルを選択し、編集をクリックします。
ユーザープロファイルが設定されていない場合、セキュリティ名列に各プロファイルが未設定の値で
表示されます。
iLO Web インターフェイスが更新され、SNMPv3 ユーザーオプションが表示されます。
3. 以下の値を入力します。
•

セキュリティ名

•

認証プロトコル

•

認証パスフレーズ

•

プライバシプロトコル

•

プライバシーパスフレーズ

4. ユーザープロファイルを保存するには、適用をクリックします。

SNMPv3 ユーザーオプション
•

セキュリティ名 - ユーザープロファイルの名前。1～32 文字の範囲で英数字の文字列を入力します。

•

認証プロトコル - 認証パスフレーズのエンコーディングに使用するメッセージダイジェストアルゴリ
ズムを設定します。メッセージダイジェストは SNMP メッセージの該当部分を対象に算出され、受信
者に送信するメッセージの一部として、メッセージに含まれます。MD5 または SHA を選択します。

•

認証パスフレーズ - 署名操作に使用するパスフレーズを設定します。8～49 文字の範囲で値を入力し
ます。

•

プライバシープロトコル - プライバシーパスフレーズのエンコーディングに使用する暗号化アルゴリ
ズムを設定します。SNMP メッセージの一部は、送信前に暗号化されます。AES または DES を選択
します。

•

プライバシーパスフレーズ - 暗号化操作に使用するパスフレーズを設定します。8～49 文字の範囲で
値を入力します。

SNMPv3 ユーザープロファイルの削除
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックします。
SNMP 設定ページが表示されます。
2. SNMPv3 ユーザーセクションにスクロールします。

SNMPv3 ユーザーオプション
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3. SNMPv3 ユーザーセクションでユーザープロファイルを選択し、削除をクリックします。
4. 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。

SNMPv3 エンジン ID の設定
SNMPv3 エンジン ID は、SNMP エージェントエンティティに所属する SNMP エンジンの固有の識別子を
設定します。
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックします。
SNMP 設定ページが表示されます。
2. SNMPv3 エンジン ID ボックスに値を入力します。
この値は 6～32 文字で構成される 16 進数文字列で（先頭の 0x はカウントしない）、文字数は偶数でな
ければなりません（例：0x01020304abcdef）
3. 適用をクリックします。

SNMP アラートの設定
始める前に
iLO の設定の構成
手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックします。
SNMP 設定ページが表示されます。
2. SNMP アラートセクションへスクロールします。
3. iLO ホスト名または OS ホスト名を選択して、トラップソース識別子を設定します。
4. 次のアラートタイプを有効または無効にします。
•

iLO SNMP アラート

•

コールドスタートトラップブロードキャスト

•

SNMPv1 トラップ

5. オプション：テストアラートを生成して SNMP アラート送信先ボックス内の UDP アドレスに送信す
るには、テストアラートの送信をクリックします。
テストアラートは、iLO の SNMP アラート送信先アドレスとのネットワーク接続を確認するために使
用されます。アラートが生成されたら、アラート送信先でアラートの受信を確認します。
6. 構成を保存するには、適用をクリックします。
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SNMP アラートの設定
トラップソース識別子
iLO が SNMP トラップを生成するときに SNMP で定義された sysName 変数に使用されるホスト名
を決定します。デフォルト設定は、iLO ホスト名です。
ホスト名は OS の構成要素であり、ハードディスクドライブが新しいサーバープラットフォームに移
動される場合など、サーバーに固定されているわけではありません。ただし、iLO の sysName は、
システムボードに固定されています。
iLO SNMP アラート
ホストオペレーティングシステムとは関係なく iLO によって検出されたアラート状態は、指定された
SNMP アラート送信先に送信できます。このオプションが無効になっている場合、トラップは構成さ
れた SNMP アラート送信先に送信されません。
コールドスタートトラップブロードキャスト
このオプションが有効になっている場合、有効なトラップ送信先が設定されていないと、コールドス
タートトラップはサブネットブロードキャストアドレスにブロードキャストされます。
次の条件のいずれかを満たす場合、コールドスタートトラップはブロードキャストされます。
•

SNMP アラート送信先が設定されていない。

•

iLO が一部の SNMP アラート送信先を IP アドレスに解決できなかった。

IPv4 ホストのサブネットブロードキャストアドレスは、サブネットマスクとホスト IP アドレスのビ
ット成分間のビット論理 OR 演算を実行することで取得されます。たとえば、サブネットマスクが
255.255.252.0 のホスト 192.168.1.1 のブロードキャストアドレスは、192.168.1.1 |
0.0.3.255 = 192.168.3.255 になります。
SNMPv1 トラップ
有効にすると、SNMP アラート送信先ボックスで構成されたリモートの管理システムに SNMPv1 ト
ラップが送信されます。

AMS コントロールパネルを使用した SNMP および SNMP ア
ラートの設定（Windows 専用）
手順
1. Agentless Management Service のコントロールパネルを開きます。
2. SNMP タブをクリックします。
3. SNMP 設定を更新します。
4. オプション：テストアラートを生成し、トラップ先ボックス内の TCP/IP アドレスに送信するには、テ
ストトラップの送信をクリックします。
テストアラートは、iLO のトラップ先アドレスとのネットワーク接続を確認するために使用されます。
アラートが生成されたら、アラート送信先でアラートの受信を確認します。
5. 構成を保存するには、適用をクリックします。

SNMP アラートの設定
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SNMP トラップ
SNMP トラップには、iLO 5 を使用して生成できる SNMP トラップおよびサポートされている ProLiant
サーバーと Synergy コンピュートモジュールを一覧表示します。

表 3: SNMP トラップ
トラップ
番号

トラップ名

説明

0

Cold Start Trap

SNMP が初期化され、システムで
POST が完了した、または AMS が起動
しました。

4

Authentication Failure Trap

SNMP が認証失敗を検出しました。

1006

cpqSeCpuStatusChange

訂正不可能なマシンチェック例外がプ
ロセッサーで検出されました。

1010

cpqSeUSBStorageDeviceReadErrorOccurred

接続されている USB ストレージデバイ
スで読み取りエラーが発生しました。

1011

cpqSeUSBStorageDeviceWriteErrorOccurred

接続されている USB ストレージデバイ
スで書き込みエラーが発生しました。

1012

cpqSeUSBStorageDeviceRedundancyLost

USB ストレージデバイスの冗長性が失
われました。

1013

cpqSeUSBStorageDeviceRedundancyRestored

USB ストレージデバイスの冗長性が回
復しました。

1014

cpqSeUSBStorageDeviceSyncFailed

USB ストレージデバイスの冗長性を回
復するための同期操作に失敗しました。

1015

cpqSePCIeDiskTemperatureFailed

PCIe ディスクの温度が上限クリティカ
ルしきい値を超えました。

1016

cpqSePCIeDiskTemperatureOk

PCIe ディスクの温度は正常です。

1017

cpqSePCIeDiskConditionChange

PCIe ディスクのステータスが変化しま
した。

1018

cpqSePCIeDiskWearStatusChange

PCIe ディスク消耗ステータスが変化し
ました。

1019

cpqSePciDeviceAddedOrPoweredOn

PCI ディスクが追加されたか、電源がオ
ンになりました。

1020

cpqSePciDeviceRemovedOrPoweredOff

PCI デバイスが削除されたか、電源がオ
フになりました。

2014

cpqSiIntrusionInstalled

システム侵入ハードウェアが取り付け
られました。

表は続く
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トラップ
番号

トラップ名

説明

2015

cpqSiIntrusionRemoved

システム侵入ハードウェアが取り外さ
れました。

2016

cpqSiHoodReplaced

システムフードが交換されました。

2017

cpqSiHoodRemovedOnPowerOff

サーバーの電源オフ時にシステムフー
ドが取り外されました。

3033

cpqDa6CntlrStatusChange

Smart アレイコントローラーのステー
タスの変化が検出されました。

3034

cpqDa6LogDrvStatusChange

Smart アレイ論理ドライブのステータ
スの変化が検出されました。

3038

cpqDa6AccelStatusChange

Smart アレイキャッシュモジュールの
ステータスの変化が検出されました。

3039

cpqDa6AccelBadDataTrap

Smart アレイキャッシュモジュールの
バックアップ電源が失われました。

3040

cpqDa6AccelBatteryFailed

Smart アレイキャッシュモジュールの
バックアップ電源が故障しました。

3046

cpqDa7PhyDrvStatusChange

Smart アレイ物理ドライブのステータ
スの変化が検出されました。

3047

cpqDa7SpareStatusChange

Smart アレイスペアドライブのステー
タスの変化が検出されました。

3049

cpqDaPhyDrvSSDWearStatusChange

Smart アレイ物理ドライブの SSD 消耗
ステータスの変化が検出されました。

6026

cpqHe3ThermalConfirmation

温度上昇のためにサーバーがシャット
ダウンされましたが、現在は稼動してい
ます。

6027

cpqHe3PostError

1 つまたは複数の POST エラーが発生
しました。

6032

cpqHe3FltTolPowerRedundancyLost

指定されたシャーシのフォールトトレ
ラントパワーサプライの冗長性が失わ
れました。

6033

cpqHe3FltTolPowerSupplyInserted

フォールトトレラントパワーサプライ
が取り付けられました。

6034

cpqHe3FltTolPowerSupplyRemoved

フォールトトレラントパワーサプライ
が取り外されました。

表は続く
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トラップ
番号

トラップ名

説明

6035

cpqHe3FltTolFanDegraded

フォールトトレラントファン状態が、劣
化に変化しました。

6036

cpqHe3FltTolFanFailed

フォールトトレラントファン状態が、障
害に変化しました。

6037

cpqHe3FltTolFanRedundancyLost

フォールトトレラントファンの冗長性
が失われました。

6038

cpqHe3FltTolFanInserted

フォールトトレラントファンが取り付
けられました。

6039

cpqHe3FltTolFanRemoved

フォールトトレラントファンが取り外
されました。

6040

cpqHe3TemperatureFailed

サーバーの温度を超えました。

6041

cpqHe3TemperatureDegraded

温度ステータスが劣化に変化し、温度が
正常な動作範囲にありません。システ
ム構成によっては、このシステムがシャ
ットダウンされる可能性があります。

6042

cpqHe3TemperatureOk

温度ステータスが、OK に変化しまし
た。

6048

cpqHe4FltTolPowerSupplyOk

フォールトトレラントパワーサプライ
状態が、OK にリセットされました。

6049

cpqHe4FltTolPowerSupplyDegraded

フォールトトレラントパワーサプライ
状態が、劣化に変化しました。

6050

cpqHe4FltTolPowerSupplyFailed

フォールトトレラントパワーサプライ
状態が、障害に変化しました。

6051

cpqHeResilientMemMirroredMemoryEngaged

アドバンストメモリプロテクションサ
ブシステムが、メモリ障害を検出しまし
た。ミラーメモリがアクティブになり
ました。

6054

cpqHe3FltTolPowerRedundancyRestore

フォールトトレラントパワーサプライ
の冗長性が回復しました。

6055

cpqHe3FltTolFanRedundancyRestored

フォールトトレラントパワーファンの
冗長性が回復しました。

6061

cpqHeManagementProcInReset

マネジメントプロセッサーはリセット
中です。

6062

cpqHeManagementProcReady

マネジメントプロセッサーは使用可能
です。
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トラップ
番号

トラップ名

説明

6064

cpqHe5CorrMemReplaceMemModule

メモリエラーが修正されました。メモ
リモジュールを取り付けます。

6069

cpqHe4FltTolPowerSupplyACpowerloss

指定されたシャーシおよびベイのフォ
ールトトレラントパワーサプライが
AC 電源の消失を報告しました。

6070

cpqHeSysBatteryFailed

HPE Smart ストレージバッテリが故障
しました。

6071

cpqHeSysBatteryRemoved

HPE Smart ストレージバッテリが取り
外されました。

6072

cpqHeSysPwrAllocationNotOptimized

iLO は電源要件を特定できませんでし
た。サーバーの電力割当てが最適化さ
れていません。

6073

cpqHeSysPwrOnDenied

ハードウェアを識別できないために、サ
ーバーの電源をオンにできませんでし
た。

6074

cpqHePowerFailureError

デバイスの電源障害が検出されました。

6075

cpqHeInterlockFailureError

デバイスがシステムボードにない、また
は適切に取り付けられていません。

8029

cpqSs6FanStatusChange

ストレージエンクロージャーのファン
ステータスが変化しました。

8030

cpqSs6TempStatusChange

ストレージエンクロージャーの温度ス
テータスが変化しました。

8031

cpqSs6PwrSupplyStatusChange

ストレージエンクロージャーの電源ス
テータスが変化しました。

8032

cpqSsConnectionStatusChange

ストレージエンクロージャーのステー
タスが変化しました。

9001

cpqSm2ServerReset

サーバーの電源がリセットされました。

9003

cpqSm2UnauthorizedLoginAttempts

認証されないログイン試行回数の最大
値を超えました。

9005

cpqSm2SelfTestError

iLO 5 がセルフテストエラーを検出し
ました。

9012

cpqSm2SecurityOverrideEngaged

iLO 5 が、セキュリティオーバーライド
ジャンパーが接続位置に切り替えられ
ていることを検出しました。
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トラップ
番号

トラップ名

説明

9013

cpqSm2SecurityOverrideDisengaged

iLO 5 が、セキュリティオーバーライド
ジャンパーが切断位置に切り替えられ
ていることを検出しました。

9017

cpqSm2ServerPowerOn

サーバーの電源が入りました。

9018

cpqSm2ServerPowerOff

サーバーの電源が切られました。

9019

cpqSm2ServerPowerOnFailure

サーバーの電源を入れる要求がありま
したが、サーバーが障害状態にあったた
めに電源を入れることができませんで
した。

9020

cpqSm2IrsCommFailure

Insight Remote Support または Insight
Online との通信が失敗しました。

9021

cpqSm2FirmwareValidationScanFailed

ファームウェアの検証時にエラーが発
生しました（iLO/IE/SPS ファームウェ
ア）。

9022

cpqSm2FirmwareValidationScanErrorRepaired

報告されたファームウェア整合性スキ
ャンの問題は修復されました。

9023

cpqSm2FirmwareValidationAutoRepairFailed

ファームウェアのリカバリ時にエラー
が発生しました。

11003

cpqHo2GenericTrap

汎用トラップ。SNMP 設定、クライア
ント SNMP コンソール、およびネット
ワークが正しく動作していることを確
認します。iLO の Web インターフェイ
スを使用すると、このアラートを生成し
て、SNMP コンソールでアラートが受
信されることを確認できます。

11018

cpqHo2PowerThresholdTrap

電力しきい値を超えました。

11020

cpqHoMibHealthStatusArrayChangeTrap

サーバーのヘルスステータスが変化し
ました。

5022

cpqSasPhyDrvStatusChange

AMS が、SAS または SATA 物理ドライ
ブのステータスが変化したことを検出
しました。

14004

cpqIdeAtaDiskStatusChange

AMS が、ATA ディスクドライブのステ
ータスが変化したことを検出しました。

16028

cpqFca3HostCntlrStatusChange

AMS が、ファイバーチャネルホストコ
ントローラーのステータスが変化した
ことを検出しました。
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18011

cpqNic3ConnectivityRestored

論理ネットワークアダプターとの接続
が回復しました。

18012

cpqNic3ConnectivityLost

論理ネットワークアダプターのステー
タスが障害に変化しました。

18013

cpqNic3RedundancyIncreased

AMS が、接続されている論理アダプタ
ーグループ内の障害が発生していた物
理アダプターが良好ステータスに復帰
したことを検出しました。

18014

cpqNic3RedundancyReduced

AMS が、論理アダプターグループ内の
物理アダプターが障害ステータスに変
化したが、少なくとも 1 台の物理アダプ
ターが OK ステータスで残っているこ
とを検出しました。

これらの SNMP トラップについて詳しくは、HPE SIM 用の Insight Management MIB 更新キットに含ま
れている以下の MIB ファイルを参照してください。
cpqida.mib

ドライブアレイ

cpqhost.mib

サーバーホストシステムの詳細

cpqhlth.mib

サーバーヘルスシステム

cpqsm2.mib

Remote Insight/Integrated Lights-Out

cpqide.mib

IDE サブシステム

cpqscsi.mib

SCSI システム

cpqiscsi.mib

iSCSI システム

cpqnic.mib

システム NIC

cpqstsys.mib

ストレージシステム

cpqstdeq.mib

サーバー標準装置

cpqfca.mib

ファイバーチャネルアレイ

cpqsinfo.mib

システム情報

cpqstsys.mib

Smart アレイストレージ

iLO アラートメール
iLO アラートメールを使用すると、ホストオペレーティングシステムとは関係なく検出されたアラート条
件を、指定したメールアドレスに送信するように iLO を設定することができます。iLO メールアラートに
は、主要なホストシステムイベントが含まれます。

iLO アラートメール
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一部のメールサービスプロバイダーでは、スパム、商用コンテンツ、不要な容量など、問題のあるメール
をブロックするためのフィルターやルールが確立されています。iLO により生成されたメッセージの受
信が、これらのツールによってブロックされる場合があります。このようなメールサービスは iLO アラー
トメールメッセージの受信に適していません。

アラートメールを有効にする
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

iLO 設定の構成権限

手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックしてから、アラートメールタブをクリックします。
2. iLO アラートメールを有効オプションを有効に設定します。
3. 次の情報を入力します。
•

電子メールアドレス

•

送信ドメイン

•

SMTP ポート

•

SMTP サーバー

4. オプション：設定した電子メールアドレスにテストメッセージを送信するには、テストアラートメー
ルを送信をクリックします。
このボタンは、アラートメールが有効な場合にのみ使用できます。
5. 変更を保存するには、適用をクリックします。

アラートメールのオプション
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•

メールアドレス - iLO メールアラートの送信先 Email アドレス。この文字列は最大 63 文字であり、標
準の Email アドレス形式でなければなりません。複数の電子メールアドレスをセミコロンで区切って
入力できます。

•

送信ドメイン - 送信元 Email アドレスに指定されたドメイン名。送信元 Email アドレスは、ホスト名
として iLO 名、ドメイン名として送信ドメインを使用して構成します。この文字列は最大 63 文字で
す。

•

SMTP ポート - SMTP サーバーが非認証 SMTP 接続に使用するポート。デフォルト値は 25 です。

•

SMTP サーバー - SMTP サーバーまたはメール送信エージェントの IP アドレスまたは DNS 名。この
サーバーは、メール転送エージェントと連携して電子メールを配信します。この文字列は最大 63 文字
です。

アラートメールを有効にする

アラートメールを無効にする
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

iLO 設定の構成権限

手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックしてから、アラートメールタブをクリックします。
2. iLO アラートメールを有効オプションを無効に設定します。
3. 変更を保存するには、適用をクリックします。

リモート Syslog
リモート Syslog 機能を使用すると、iLO はイベント通知メッセージを Syslog サーバーに送信できます。
iLO ファームウェアのリモート Syslog には、IML および iLO イベントログが含まれます。

iLO リモート Syslog の有効化
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

iLO 設定の構成権限

手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックしてから、リモート Syslog タブをクリックします。
2. iLO リモート Syslog を有効オプションを有効に設定します。
3. 次の情報を入力します。
•

リモート Syslog サーバー

•

リモート Syslog ポート

4. オプション：設定した Syslog サーバーにテストメッセージを送信するには、テスト Syslog を送信を
クリックします。
このボタンは、iLO リモート Syslog が有効な場合のみ使用できます。
5. 変更を保存するには、適用をクリックします。

リモート syslog のオプション
•

リモート Syslog サーバー - Syslog サービスを実行しているサーバーの IP アドレス、FQDN、IPv6
名、または省略名。複数のサーバーを入力するには、サーバーの IP アドレス、FQDN、IPv6 名、また
は短い名前をセミコロンで区切ります。サーバーあたり最大 63 文字、合計 127 文字まで入力できま
す。

アラートメールを無効にする
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Linux システムでは、システムイベントは「syslog」というツールによって記録されます。iLO システ
ムの中央ログシステムとして機能するリモートシステム上に Syslog サーバーを設定することができ
ます。iLO で iLO リモート Syslog 機能を有効にした場合、そのログを Syslog サーバーに送信できま
す。
•

リモート Syslog ポート - Syslog サーバーがリスンしているポート番号。このボックスに入力できる
ポート番号は 1 つだけです。複数のリモート Syslog サーバーを入力する場合、それらは同じポートを
使用する必要があります。デフォルト値は、514 です。

iLO リモート Syslog の無効化
始める前に
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。

•

iLO 設定の構成権限

手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックしてから、リモート Syslog タブをクリックします。
2. iLO リモート Syslog を有効オプションを無効に設定します。
3. 変更を保存するには、適用をクリックします。
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iLO リモート Syslog の無効化

エンクロージャー、フレーム、およびシャーシ
の操作
アクティブ Onboard Administrator の使用
OA は、エンクロージャーマネジメントプロセッサー、サブシステム、ファームウェアベースです。HPE
BladeSystem と、エンクロージャー内部のすべての管理対象デバイスをサポートします。
アクティブ Onboard Administrator ページでは、エンクロージャー情報を表示したり、OA の Web イン
ターフェイスを起動したり、エンクロージャーの UID LED を切り替えたりできます。このページは、エ
ンクロージャーが存在する場合のみ表示されます。

OA 情報の表示
手順
ナビゲーションツリーで BL c-Class をクリックします。
このページには、iLO プロセッサーがあるエンクロージャーのプライマリ OA に関する全般的な情報が表
示されます。

OA の詳細
•

MAC アドレス - アクティブな OA の MAC アドレス。

•

システムヘルス - OA から報告されるアクティブな OA のヘルス。
不明という値は、OA のヘルス情報が iLO に報告されていないことを示します。

•

ブレードロケーション - 現在の iLO セッションをホスティングしているブレードの位置（エンクロー
ジャーベイ）。

•

エンクロージャー名 - アクティブな OA が管理しているエンクロージャー。この値は、OA を通じて変
更できます。

•

ラック名 - アクティブな OA が管理しているエンクロージャーを含むラック。この値は、OA を通じて
変更できます。

OA GUI の起動
手順
1. ナビゲーションツリーで BL c-Class をクリックします。
2. OA が複数のアドレスをサポートする場合は、Onboard Administrator アドレス選択テーブルのオプ
ションから使用するアドレスを選択します。
構成に応じて、以下のオプションを利用できる可能性があります。
•

IPv4

•

IPv6 SLAAC

エンクロージャー、フレーム、およびシャーシの操作
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•

IPv6（静的）

•

IPv6（DHCP）

3. 起動をクリックします。
OA Web インターフェイスが新しいブラウザーウィンドウで起動します。

エンクロージャー UID LED の切り替え
手順
1. ナビゲーションツリーで BL c-Class をクリックします。
2. iLO が配置されているエンクロージャーの UID LED の状態を切り替えるには、UID 切り替えボタンを
クリックします。
アクティブ Onboard Administrator ページの UID LED ステータスは、iLO ページがロードされたとき
のエンクロージャー UID LED ステータスを示します。ステータスを更新するには、ページを更新しま
す。

iLO オプション
OA の iLO - デバイスベイ <XX>ページには、以下のリンクがあります。
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•

Web 管理 - iLO の Web インターフェイスを起動します。

•

統合リモートコンソール - .NET IRC を起動します。

•

リモートコンソール - Java IRC を起動します。

エンクロージャー UID LED の切り替え

このページのリンクをクリックすると、SSO を使用して新しいウィンドウに要求した iLO セッションが
開きます。この場合、iLO ユーザー名やパスワードは不要です。ブラウザーの設定によって新しいウィン
ドウを表示できない場合は、これらのリンクは正常に動作しません。

フレーム情報の表示
手順
1. ナビゲーションツリーで Synergy フレームをクリックします。
フレーム情報ページには、iLO プロセッサーを搭載した Synergy コンピュートモジュールを格納する
フレームに関する情報が表示されます。
2. オプション：サーバーの詳細を表示するには、フレーム図の上にカーソルを移動します。

フレームの詳細
•

フレームヘルス - フレームのヘルスステータス。
このステータスはフレーム図にも表示されます。

•

エンクロージャー UID ライト - フレームの UID LED の状態。UID LED を使用すると、フレームを特
定して確認できます。
このステータス値は、iLO ページがロードされたときのフレームの UID LED ステータスを示します。
ステータスを更新するには、ページを更新します。
このステータスはフレーム図にも表示されます。

•

サーバー位置 - フレーム内のサーバーのベイ番号。

フレーム情報の表示
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•

フレームシリアル番号 - フレームのシリアル番号。

•

フレームユニーク ID (UUID) - フレームの UUID。

フレームの UID LED の切り替え
このページの UID LED ステータスは、UID LED のステータスが変化したときに最大 30 秒の遅延で自動的
に更新されます。ステータスをすぐに更新するには、ページを更新します。
手順
フレームの UID LED の状態を変更するには、フレーム図にあるフレーム UID アイコン
す。

をクリックしま

サーバーの詳細
サーバー上にカーソルを移動すると、フレーム図に以下の詳細が表示されます。
•

サーバーのヘルスステータス

•

サーバーホスト名

•

サーバーモデル

•

サーバーの UID ステータス

サーバーの UID LED の切り替え
手順
サーバーの UID LED の状態を変更するには、フレーム図にあるサーバー UID アイコン
す。

をクリックしま

シャーシ情報の表示
手順
ナビゲーションツリーでシャーシ情報をクリックします。

電源装置のリスト
シャーシ情報ページには、シャーシ内の電源装置に関する以下の詳細が表示されます。
このページの一部の値について情報を提供しない電源装置もあります。ある値について電源装置からの
情報がない場合は、N/A が表示されます。
ベイ
シャーシの電源装置のベイ番号。
設置
電源装置が搭載されているかどうかを示します。指定できる値は、OK および未インストールです。
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フレームの UID LED の切り替え

ステータス
電源装置のステータス。表示される値は、ステータスアイコン（OK、劣化、障害、またはその他）、
および詳細情報を提供するテキストを示します。値には、以下のものがあります。
•

不明

•

良好、使用中

•

良好、スタンバイ

•

一般障害

•

過電圧障害

•

過電流障害

•

過熱障害

•

入力電圧消失

•

ファン障害

•

高入力 A/C 警告

•

低入力 A/C 警告

•

高出力警告

•

低出力警告

•

入口温度警告

•

内部温度警告

•

高 Vaux 警告

•

低 Vaux 警告

•

電源装置の不一致

PDS
搭載された電源装置が Power Discovery Service（電力情報検出機能）用に有効になっているかどう
か。
Power Discovery Service は、iPDU テクノロジーの拡張機能です。シャーシの電源装置が iPDU に接
続されている場合、このページの追加サマリーテーブルにリンクされた iPDU が表示されます。
ホットプラグ
電源装置ベイがシャーシの電源が入った状態での電源装置の交換をサポートするかどうか。値がはい
で、電源装置が冗長化されている場合は、シャーシの電源がオンのときに電源装置を取り外したり、
交換したりすることができます。
モデル
電源装置のモデル番号。
スペア
スペア電源装置の部品番号。
シリアル番号
電源装置のシリアル番号。

エンクロージャー、フレーム、およびシャーシの操作
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容量
電源装置の容量（W）。
ファームウェア
電源装置のファームウェアバージョン。

インテリジェント PDU の詳細
Intelligent Power Distribution ユニットセクションは、シャーシの電源装置が iPDU に接続されている場
合にのみ表示されます。
iLO をリセットしてから、または iPDU を接続してから、iLO Web インターフェイスに Intelligent Power
Distribution ユニットテーブルが表示されるまで約 2 分かかります。この遅延は、iPDU 検出プロセスに
よるものです。
テーブルには以下の情報が表示されます。
•

ID - 電源装置のベイ番号。

•

製品番号 - iPDU の製品番号。

•

シリアル番号 - iPDU のシリアル番号。

•

IP アドレス - iPDU の IP アドレス。

•

SSL ポート - iPDU の SSL ポート。

•

MAC アドレス - iPDU ネットワークポートの MAC アドレス。各 iPDU が固有の MAC アドレスを持
っているため、この値を参照すると接続されている各 iPDU を特定できます。

Smart Storage バッテリの詳細
Smart Storage バッテリをサポートするサーバーでは、以下の詳細が表示されます。
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•

索引 - バッテリの索引番号。

•

設置 - バッテリが搭載されているかどうか。指定できる値は、OK および未インストールです。

•

ステータス - バッテリのステータス。指定できる値は、OK、劣化、障害、またはその他です。

•

モデル - バッテリのモデル番号。

•

スペア - スペアバッテリの製品番号。

•

シリアル番号 - バッテリのシリアル番号。

•

能力 - バッテリの容量。

•

ファームウェア - 搭載されているバッテリのファームウェアバージョン。

インテリジェント PDU の詳細

iLO と他のソフトウェア製品およびツールとの
使用
iLO およびリモート管理ツール
iLO 5 では、HPE OneView などのサポート対象ツールによるリモート管理がサポートされます。
iLO とリモート管理ツールの関連付けは、リモート管理ツールを使用して構成します。手順については、
リモート管理ツールのドキュメントを参照してください。
iLO がリモート管理ツールで制御されているとき、iLO の Web インターフェイスには次の拡張機能が含ま
れます。
•

iLO ログインページに、以下のようなメッセージが表示されます。
このシステムは以下によって管理されています：<リモート管理ツール名>。
iLO 内でローカルで変更すると、その変更は、集中管理された設定と同期が取れなくなり、
リモート管理システムの動作に影響を及ぼす可能性があります。

•

<リモート管理ツール名>というページが、iLO ナビゲーションツリーに追加されます。

リモート管理ツールの iLO からの起動
iLO がリモート管理ツールで制御されているときは、以下の手順に従って iLO からリモートマネージャー
のユーザーインターフェイスを開きます。
手順
1. ナビゲーションツリーで<リモート管理ツールの名前>をクリックします。
2. 起動をクリックします。
リモート管理ツールが、独立したブラウザーウィンドウで起動します。

リモートマネージャー設定の削除
ご使用のネットワークでリモート管理ツールの使用を中止する場合は、ツールと iLO の関連付けを削除で
きます。
この機能は、Synergy Compute Module ではサポートされません。
重要:
iLO でリモートマネージャー構成を削除する前に、リモート管理ツールからサーバーを削除するこ
とをおすすめします。ネットワーク上で使用されており、現在の iLO システムを含むサーバーを管
理しているツールに関するリモートマネージャー構成は削除しないでください。
手順
1. ナビゲーションツリーで<リモート管理ツール名>をクリックします。
2. この iLO からリモートマネージャー構成を削除しますセクションで、削除ボタンをクリックします。
管理対象サーバーをリモート管理ツールで管理しなくなった場合のみ先へ進むよう iLO が警告しま
す。

iLO と他のソフトウェア製品およびツールとの使用
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3. OK をクリックします。
4. iLO のナビゲーションツリーから、<リモート管理ツールの名前>ページが削除されます。

HPE OneView での iLO の使用
HPE OneView は、iLO 管理プロセッサーとやり取りして、サポート対象のサーバーの構成、監視、およ
び管理を行います。また、iLO のリモートコンソールへのシームレスなアクセスを設定します。これによ
り、HPE OneView ユーザーインターフェイスから iLO リモートコンソールを 1 回のクリックで起動でき
るようになります。iLO 権限は、アプライアンスアカウントに割り当てられた役割によって決まります。
HPE OneView は次の iLO 設定を管理します。
•

リモート管理ツール

•

SNMP v1 トラップ宛先

•

SNMP v1 読み取りコミュニティ

•

SSO 証明書 - 信頼された証明書が HPE SSO ページに追加されます。

•

NTP（タイムサーバー）構成

•

ユーザーアカウント - 管理者ユーザーアカウントが iLO に追加されます。

•

ファームウェアバージョン - サーバーを HPE OneView に追加するときに、サポートされているバー
ジョンの iLO ファームウェアがまだインストールされていない場合、iLO ファームウェアが自動的に更
新されます。詳しくは、HPE OneView サポートマトリックスを参照してください。

•

iLO RESTful API イベントの宛先としてアプライアンスが追加されます。

•

Remote Support の登録
重要:
HPE OneView を iLO 5 と併用するときに最高のパフォーマンスを得るには、Hewlett Packard
Enterprise は、iLO Web インターフェイスを使用してこれらの設定を削除または変更しないことを
おすすめします。iLO ファームウェアからデバイス構成を変更すると、デバイス構成が HPE
OneView と同期しなくなる可能性があります。

サーバー署名（Synergy Compute Module のみ）
HPE OneView が Synergy コンピュートモジュールを管理する場合、iLO では、HPE OneView が固有のネ
ットワーク設定、仮想識別子、およびアダプター設定を管理できるサーバーの署名を生成します。
iLO が起動するたびに、サーバーの署名が更新され、適合について検証されます。これには、フレームベ
イと UUID、HPE OneView ドメインの IP アドレス、サーバーのデバイスの署名などの情報が含まれます。
サーバーが別のフレームまたはベイに移動したり、サーバーをベイに挿入したときにそのハードウェア構
成が変わったりした場合は、サーバーの署名が変わります。この変更が発生した場合、HPE OneView に
よって構成された設定は消去され、iLO イベントログにイベントのログが記録され、iLO RESTful API イ
ベントが生成されます。このプロセスによって、アドレスの重複が回避され、HPE OneView はサーバー
が固有のプロファイルを確実に持つことができます。
ほとんどの場合、HPE OneView は自動的にサーバーを再検出して、構成します。この検出と構成が実行
されなかった場合は、HPE OneView ソフトウェアを使用してサーバーを含むフレームを更新します。
サーバーの署名データは iLO Web インターフェイスで表示または編集できませんが、REST クライアント
を使用した読み取りができます。詳しくは、http://www.hpe.com/support/restfulinterface/docs を参照
してください。
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iLO からの Intelligent Provisioning の起動
Always On Intelligent Provisioning は、オペレーティングシステムの展開の実行やハードウェア構成の詳
細の確認に使用できる Web インターフェイスです。
始める前に
•

リモートコンソール権限

•

ホスト BIOS 構成権限

•

Intelligent Provisioning はサーバーにインストールされます。

手順
1. ナビゲーションツリーで Intelligent Provisioning をクリックします。
インストールされている Intelligent Provisioning のバージョンが Intelligent Provisioning ページに
表示されます。
2. Intelligent Provisioning を起動するには Always On をクリックします。
Intelligent Provisioning Web インターフェイスが新しいブラウザーウィンドウで起動します。
Intelligent Provisioning の使用方法については、Intelligent Provisioning のオンラインヘルプを参照して
ください。

IPMI サーバー管理
IPMI によるサーバー管理は、サーバーを制御し、監視するための標準的な方法です。iLO ファームウェア
は、以下を定義する IPMI バージョン 2.0 仕様に基づくサーバー管理を提供します。
•

ファン、温度、パワーサプライなどのシステム情報の監視

•

システムのリセットおよび電源オン/オフ操作などのリカバリ機能

•

温度上昇読み取りやファン障害などの異常なイベントのロギング機能

•

障害のあるハードウェアコンポーネントの特定などのインベントリ機能

IPMI 通信は、BMC と SMS に依存します。BMC は、SMS とプラットフォーム管理ハードウェアの間の
インターフェイスを管理します。iLO ファームウェアは BMC 機能をエミュレートし、各種業界標準ツー
ルで SMS 機能が提供されます。詳しくは、Intel の Web サイト http://www.intel.com の IPMI 仕様を参照
してください。
iLO ファームウェアは、SMS 通信に KCS インターフェイスまたはオープンインターフェイスを提供しま
す。KCS インターフェイスは、1 組の I/O マップ通信レジスタを提供します。I/O マップ SMS インターフ
ェイスのデフォルトシステムベースアドレスは、0xCA2 で、このシステムアドレスでバイトアラインされ
ています。
KCS インターフェイスは、ローカルシステムで動作する SMS ソフトウェアにアクセス可能です。互換性
のある SMS ソフトウェアアプリケーションの例は、次のとおりです。

iLO からの Intelligent Provisioning の起動
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•

IPMI バージョン 2.0 Command Test Tool - ローレベル MS-DOS コマンドラインツールです。KCS イ
ンターフェイスを実装した IPMI BMC に、16 進数形式の IPMI コマンドを送信できるようにします。
このツールは Intel の web サイト http://www.intel.com からダウンロードできます。

•

IPMItool - IPMI バージョン 1.5 およびバージョン 2.0 仕様をサポートするデバイスを管理したり設定
するためのユーティリティです。IPMItool は、Linux 環境で使用できます。このツールは IPMItool の
Web サイト http://ipmitool.sourceforge.net/index.html からダウンロードできます。

•

FreeIPMI - IPMI バージョン 1.5 およびバージョン 2.0 仕様をサポートするデバイスを管理したり設定
するためのユーティリティです。FreeIPMI は Web サイト http://www.gnu.org/software/freeipmi/か
らダウンロードできます。

•

IPMIUTIL - IPMI バージョン 1.0、1.5 およびバージョン 2.0 仕様をサポートするデバイスを管理したり
設定するためのユーティリティです。IPMIUTIL は、次のサイトからダウンロードできます。http://
ipmiutil.sourceforge.net/

IPMI インターフェイスに対する BMC をエミュレートする場合に、iLO は、IPMI バージョン 2.0 仕様にリ
ストされている必須コマンドをすべてサポートします。SMS は、その仕様に記述された方法を使用して
BMC 内で有効または無効にする IPMI 機能を決定する必要があります（たとえば、Get Device ID コマ
ンドを使用）。
サーバーの OS が動作中で iLO ドライバーが有効な場合は、KCS インターフェイスを介した IPMI トラフ
ィックがヘルスドライバーのパフォーマンスとシステムのヘルスに影響を与える可能性があります。
KCS インターフェイスを介して IPMI コマンドを実行しないでください。これはヘルスドライバーの監
視に悪影響を与えることがあります。この制限には、IPMI パラメーター（たとえば、Set Watchdog
Timer および Set BMC Global Enabled）を設定または変更するあらゆるコマンドが含まれています。
単にデータを返す IPMI コマンド（たとえば、Get Device ID および Get Sensor Reading）は、ど
れでも安全です。

Linux 環境での IPMI ツールの高度な使用方法
Linux の IPMI ツールは、IPMI 2.0 RMCP+プロトコルを使用して iLO ファームウェアと安全に通信できま
す。この機能は、ipmitool lanplus プロトコル機能です。
次に例を示します。iLO のイベントログを取得するには、次のコマンドを入力します。
ipmitool -I lanplus -H <iLO IP アドレス> -U <ユーザー名> -P <パスワード> sel list
出力例：
1 | 03/18/2000
Deasserted
2 | 03/18/2000
Deasserted
3 | 03/18/2000
4 | 03/18/2000

| 00:25:37 | Power Supply #0x03 | Presence detected |
| 02:58:55 | Power Supply #0x03 | Presence detected |
| 03:03:37 | Power Supply #0x04 | Failure detected | Asserted
| 03:07:35 | Power Supply #0x04 | Failure detected | Asserted

HPE SIM での iLO の使用
iLO ファームウェアは主なオペレーティング環境で HPE SIM と統合され、標準の Web ブラウザーから単
一の管理コンソールを提供します。オペレーティングシステムの動作中、HPE SIM を使用することで iLO
への接続を確立することができます。
HPE SIM と統合すると、以下を実現できます。
HPE SIM コンソールへの SNMP トラップの配信サポート
HPE SIM コンソールを構成して、SNMP トラップをポケットベルや電子メールアドレスに転送するこ
とができます。
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マネジメントプロセッサーのサポート
ネットワーク上のサーバーにインストールされたすべての iLO デバイスは、HPE SIM ではマネジメン
トプロセッサーとして検出されます。
iLO マネジメントプロセッサーのグループ化
すべての iLO デバイスを、論理的なグループとしてまとめて 1 つのページに表示することができま
す。
Agentless Management
iLO を Agentless Management と組み合わせると、iLO の Web インターフェイス経由でシステム管理
情報にリモートアクセスできます。
SNMP 管理のサポート
HPE SIM は、iLO 経由で SNMP 情報にアクセスできます。

HPE SIM の機能
HPE SIM では以下を実行できます。
•

iLO プロセッサーの識別

•

iLO プロセッサーとそのサーバーの関連付け

•

iLO プロセッサーとそのサーバー間のリンクの作成

•

iLO とサーバーの情報およびステータスの表示

•

iLO について表示する情報の量の制御

以下の項で、これらの機能について説明します。詳しくは、HPE SIM ユーザーガイドを参照してくださ
い。

HPE SIM での SSO の確立
手順
1. HPE SIM SSO 用に iLO を設定し、HPE SIM 信頼済みサーバーを追加します。
2. 前の手順で指定した HPE SIM サーバーにログインし、iLO プロセッサーを検出します。
3. 検出プロセスが完了したら、iLO に対して SSO が有効になります。
HPE SIM 検出タスクについて詳しくは、HPE SIM ユーザーガイドを参照してください。

iLO の識別および関連付け
HPE SIM は、iLO プロセッサーを識別し、iLO とサーバーを関連付けます。iLO が HPE SIM の識別要求
に応答するように設定するには、アクセス設定ページで XML 応答値を有効にします。

HPE SIM での iLO ステータスの表示
HPE SIM は、iLO デバイスをマネジメントプロセッサーとして識別します。HPE SIM は、すべてのシス
テムページにマネジメントプロセッサーのステータスを表示します。
iLO マネジメントプロセッサーは、そのホストサーバーと同じ行にアイコンとして表示されます。マネジ
メントプロセッサーのステータスは、アイコンの色で示されます。
デバイスステータスのリストについては、HPE SIM ユーザーガイドを参照してください。

HPE SIM の機能

307

HPE SIM での iLO リンク
HPE SIM は、管理を簡単にするために、次の位置へのリンクを作成します。
•

任意のシステムリストから iLO およびホストサーバーへ

•

iLO のシステムページからサーバーへ

•

サーバーのシステムページから iLO へ

システムリストページには、iLO、サーバー、およびその関係が表示されます。
•

iLO の Web インターフェイスを表示するには、ステータスアイコンをクリックします。

•

デバイスのシステムページを表示するには、iLO またはサーバー名をクリックします。

HPE SIM のシステムリストでの iLO の表示
iLO マネジメントプロセッサーを HPE SIM に表示できます。完全な設定権限を持つユーザーは、マネジ
メントプロセッサーをグループにまとめて、カスタマイズされたシステムの集合を作成し、使用すること
ができます。詳しくは、HPE SIM ユーザーガイドを参照してください。

HPE SIM での SNMP アラートの受信
HPE SIM では、SNMP を完全に管理できます。iLO は、HPE SIM への SNMP トラップ送信をサポートし
ます。ユーザーは、イベントログを表示し、イベントを選択し、アラートについての詳細情報を表示でき
ます。
手順
1. iLO が SNMP トラップを送信できるようにするには、マネジメント - SNMP 設定ページに移動し、
SNMP および SNMP アラート通知を構成します。SNMP アラートの送信先ボックスに、HPE SIM コ
ンピューターの IP アドレスを入力します。
2. HPE SIM で iLO を検出するには、HPE SIM の管理対象デバイスとして iLO を設定します。
この構成により、iLO 上の NIC インターフェイスが専用の管理ポートとして機能するようになり、管
理トラフィックはリモートのホストサーバーの NIC インターフェイスから分離されます。手順につい
ては、HPE SIM ユーザーガイドを参照してください。
主要な、クリアされていないイベントについて、iLO トラップがすべてのイベントに表示されます。イ
ベントについて詳しくは、イベントタイプをクリックしてください。

同じ HTTP ポートを使用するための iLO と HPE SIM の設定
HPE SIM は、デフォルトの Web サーバー非 SSL ポート（ポート 80）で、HTTP セッションを開始して
iLO を確認するように設定されています。ポートは変更できます。ポート番号を変更する場合は、iLO と
HPE SIM の両方で変更する必要があります。
•

iLO でポートを変更するには、セキュリティ - アクセス設定ページに移動し、Web サーバー非 SSL ポ
ートボックスに新しいポート番号を入力します。

•

HPE SIM でポート番号を変更するには、ポートを、HPE SIM のインストールディレクトリの config
\identification\additionalWsDisc.props ファイルに追加します。
ポートエントリーは 1 行でなければならず、最初にポート番号を指定し、以後の他のすべての項目は
（大文字を含めて）次の例と同じです。次の例は、ポート 55000 で iLO を検出するための正しいエント
リーを示しています。
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55000=iLO 5, ,true,false,com.hp.mx.core.tools.identification.mgmtproc.MgmtProcessorParser

HPE SIM での iLO ライセンス情報の確認
HPE SIM は、iLO マネジメントプロセッサーのライセンスステータスを表示します。この情報を使用する
と、どの iLO デバイスに、また何台の iLO デバイスにライセンスがインストールされているかを確認でき
ます。
ライセンス情報を表示するには、展開 > ライセンスマネージャーを選択します。
データが最新であることを確認するには、マネジメントプロセッサーに対してシステム識別タスクを実行
します。詳しくは、HPE SIM ユーザーガイドを参照してください。

HPE Insight Control サーバープロビジョニングでの iLO の使
用
HPE Insight Control サーバープロビジョニングを iLO と統合することにより、OS やハードウェアの状態
にかかわらず、リモートサーバーの管理やリモートコンソールの操作を実行できるようになります。
デプロイメントサーバーでは、iLO の電源管理機能を使用して、ターゲットサーバーの電源を入れたり、
切ったり、入れなおしたりすることができます。サーバーがデプロイメントサーバーに接続されるたび
に、デプロイメントサーバーは、ターゲットサーバーをポーリングして、iLO デバイスが取り付けられて
いることを確認します。取り付けられている場合、サーバーは、DNS 名、IP アドレス、ユーザーのログ
イン名などの情報を収集します。セキュリティは、ユーザー名に対応する正しいパスワードの入力をユー
ザーに求めることによって、維持されます。
HPE Insight Control サーバープロビジョニングについて詳しくは、HPE Insight Control の Web サイト
http://www.hpe.com/jp/insightcontrol を参照してください。

HPE SIM での iLO ライセンス情報の確認
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Kerberos 認証とディレクトリサービス
iLO での Kerberos 認証
Kerberos のサポートにより、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力する代わりに、ログインページ
の Zero サインインボタンをクリックして、iLO にログインすることができます。正常にログインするに
は、クライアントワークステーションがドメインにログインし、ユーザーが、iLO が設定されているディ
レクトリグループのメンバーでなければなりません。ワークステーションがドメインにログインしてい
ない場合でも、ユーザーは、Kerberos UPN とドメインパスワードを使用して iLO にログインできます。
システム管理者はユーザーサインオンの前に iLO とドメイン間の信頼関係を確立するため、（Two-Factor
認証を含む）任意の形式の認証がサポートされます。Two-Factor 認証をサポートするようにユーザーアカ
ウントを設定する方法については、サーバーオペレーティングシステムのドキュメントを参照してくださ
い。

Kerberos 認証の設定
手順
1. iLO ホスト名およびドメイン名を設定します。
2. iLO ライセンスをインストールして Kerberos 認証を有効にします。
3. ドメインコントローラーで Kerberos サポートを準備します。
4. Kerberos キータブファイルを生成します。
5. ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることを確認します。
6. iLO で Kerberos サポートを設定します
7. サポートされるブラウザーでシングルサインオンを設定します

Kerberos 認証用の iLO ホスト名とドメイン名の設定
使用したいドメイン名または DNS サーバーが DHCP サーバーによって供給されない場合：
手順
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1.

ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートをクリックします。

2.

IPv4 タブをクリックします。

3.

次のチェックボックスの選択を解除して、送信をクリックします。
•

DHCPv4 のドメイン名の使用

•

DHCPv4 の DNS サーバーの使用

4.

IPv6 タブをクリックします。

5.

次のチェックボックスの選択を解除して、送信をクリックします。
•

DHCPv6 のドメイン名の使用

•

DHCPv6 の DNS サーバーの使用

Kerberos 認証とディレクトリサービス

6.

全般タブをクリックします。

7.

オプション：iLO サブシステム名（ホスト名）を更新します。

8.

ドメイン名を更新します。

9.

送信をクリックします。

10. iLO を再起動するには、リセットをクリックします。

Kerberos 認証の iLO ホスト名とドメイン名の要件
•

ドメイン名 - iLO ドメイン名の値は、通常大文字に変換されたドメイン名である Kerberos レルム名と
一致している必要があります。たとえば、親ドメイン名が somedomain.net である場合、Kerberos
レルム名は、SOMEDOMAIN.NET になります。

•

iLO サブシステム名（ホスト名） - 設定された iLO ホスト名は、キータブファイルを生成するときに
使用する iLO ホスト名と同じでなければなりません。iLO ホスト名は大文字小文字が区別されます。

ドメインコントローラーでの Kerberos サポートの準備
Windows Server 環境で、Kerberos サポートはドメインコントローラーに含まれ、Kerberos レルム名は通
常、大文字に変換されたドメイン名になります。
手順
1. iLO システムごとにドメインディレクトリにコンピューターアカウントを作成して有効にします。
Active Directory ユーザーとコンピュータースナップインでユーザーアカウントを作成します。例：
•

iLO ホスト名：myilo

•

親ドメイン名：somedomain.net

•

iLO ドメイン名（完全修飾）：myilo.somedomain.net

2. iLO へのログインが許可されている各ユーザーについて、ドメインディレクトリにユーザーアカウント
が存在していることを確認します。
3. ドメインディレクトリにユニバーサルおよびグローバルユーザーグループを作成します。
iLO で権限を設定するには、ドメインディレクトリにセキュリティグループを作成する必要がありま
す。iLO にログインするユーザーには、そのユーザーがメンバーとなっているすべてのグループの一切
の権限が付与されます。権限の設定には、グローバルユーザーグループおよびユニバーサルユーザー
グループのみを使用できます。ドメインローカルグループは、サポートされていません。

Windows 環境での iLO 用キータブファルの生成
手順
1. Ktpass.exe ツールを使用して、キータブファイルを生成し、共有秘密を設定します。

Kerberos 認証の iLO ホスト名とドメイン名の要件
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Windows Vista の場合のみ：Microsoft ホットフィックス KB960830 を参照し、Ktpass.exe バージョ
ン 6.0.6001.22331 以降を使用します。
2. オプション：Setspn コマンドを使用して、Kerberos SPN を iLO システムに割り当てます。
3. オプション：Setspn -L <iLO name>コマンドを使用して、iLO システム用 SPN を表示します。
HTTP/myilo.somedomain.net サービスが表示されることを確認します。

Ktpass
構文
Ktpass [options]
説明
Ktpass は、Kerberos 認証用のサービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードのペアが含まれている
キータブファイルと呼ばれるバイナリファイルを生成します。
パラメーター
+rndPass
ランダムパスワードを指定します。
-ptype KRB5_NT_SRV_HST
プリンシパルタイプ。ホストサービスインスタンス（KRB5_NT_SRV_HST）タイプを使用します。
-princ <principal name>
大文字と小文字が区別されるプリンシパル名を指定します。たとえば、HTTP/
myilo.somedomain.net@SOMEDOMAIN.net などです。
•

サービスタイプは大文字を使用する必要があります（HTTP）。

•

iLO ホスト名は小文字を使用する必要があります（myilo.somedomain.net）。

•

レルム名は大文字を使用する必要があります（@SOMEDOMAIN.NET）。

-mapuser <user account>
プリンシパル名を iLO システムドメインアカウントにマップします。
-out <file name>
.keytab ファイルのファイル名を指定します。
-crypto <encryption>
.keytab ファイルに生成されるキーの暗号化を指定します。
iLO で、HighSecurity、FIPS、または SuiteB セキュリティ状態を使用するように設定されている場
合、AES Kerberos キータイプを使用する必要があります。
kvno
キーバージョン番号を上書きします。
重要:
このパラメーターは使用しないでください。このオプションを使用すると、キータブファイル
の knvo と Active Directory の kvno が同期しなくなります。
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Ktpass

コマンド例
Ktpass +rndPass -ptype KRB5_NT_SRV_HST -princ
HTTP/myilo.somedomain.net@SOMEDOMAIN.NET -mapuser myilo$@somedomain.net
-out myilo.keytab
出力例
Targeting domain controller: domaincontroller.example.net
Using legacy password setting method
Successfully mapped HTTP/iloname.example.net to iloname.
WARNING: pType and account type do not match. This might cause problems.
Key created.
Output keytab to myilo.keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 69 HTTP/iloname.example.net@EXAMPLE.NET ptype 3
(KRB5 _NT_SRV_HST) vno 3 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16
(0x5a5c7c18ae23559acc2 9d95e0524bf23)
Ktpass コマンドでは、UPN を設定できないことに関するメッセージが表示される場合があります。この
結果は、iLO がユーザーではなくサービスであるため、問題ありません。コンピューターオブジェクト
で、パスワード変更を確認するように求められる場合があります。ウィンドウを閉じ、キータブファイル
の作成を続行するには、OK をクリックします。

Setspn
構文
Setspn [options]
説明
Setspn コマンドは、SPN を表示、修正、および削除します。
パラメーター
-A <SPN>
追加する SPN を指定します。
-L
システムの現在の SPN を一覧表示します。
コマンド例
SetSPN -A HTTP/myilo.somedomain.net myilo
SPN コンポーネントでは大文字と小文字が区別されます。プライマリ（サービスタイプ）は、たとえば
HTTP のように大文字でなければなりません。インスタンス（iLO ホスト名）は、たとえば
myilo.somedomain.net のように小文字でなければなりません。
SetSPN コマンドでは、UPN を設定できないことに関するメッセージが表示される場合があります。この
結果は、iLO がユーザーではなくサービスであるため、問題ありません。コンピューターオブジェクト
で、パスワード変更を確認するように求められる場合があります。OK をクリックしてウィンドウを閉じ、
キータブファイルの作成を続行します。

ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることの確認
Kerberos 認証が正常に機能するには、iLO プロセッサー、KDC、およびクライアントワークステーション
の間で日付と時刻が同期している必要があります。サーバーで iLO の日付および時刻を設定するか、iLO
内で SNTP 機能を有効にしてネットワークから日付および時刻を取得してください。

Setspn
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手順
1. 以下の日付と時間が互いに 5 分以内で設定されていることを確認します。
•

iLO の日付と時刻の設定

•

Web ブラウザーを実行するクライアント

•

認証を実行するサーバー

iLO での Kerberos サポートの設定
手順
1. iLO Kerberos 固有のパラメーターを設定します。
2. ディレクトリグループを設定します。

サポートされるブラウザーでのシングルサインオンの設定
ユーザーが iLO にログインするには、権限が割り当てられたグループのメンバーになっている必要があり
ます。Windows クライアントの場合、ワークステーションのロックまたはロック解除によって、iLO への
ログインに使用される認証情報が更新されます。Home バージョンの Windows オペレーティングシステ
ムは、Kerberos ログインをサポートしていません。
iLO に関して Active Directory が適切に設定されており、Kerberos ログインに関して iLO が適切に設定さ
れている場合には、このセクションの手順によって、ログインが有効になります。

Internet Explorer でのシングルサインオンの有効化
以下の手順は、Internet Explorer 11 に基づいています。その他のバージョンのブラウザーでは、手順が異
なる場合があります。
手順
1. Internet Explorer で認証を有効にします。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. 詳細設定タブをクリックします。
c. セキュリティセクションまでスクロールします。
d. 統合 Windows 認証を有効にするが選択されていることを確認します。
e. OK をクリックします。
2. iLO ドメインをイントラネットゾーンに追加します。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. セキュリティタブをクリックします。
c. ローカルイントラネットアイコンをクリックします。
d. サイトボタンをクリックします。
e. 詳細設定ボタンをクリックします。
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f. この Web サイトをゾーンに追加するボックスに、追加するサイトを入力します。
g. 企業ネットワークでは、*.example.net で十分です。
h. 追加をクリックします。
i. 閉じるをクリックします。
j. ローカルイントラネットダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
k. インターネットオプションダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
3. イントラネットゾーンでのみ自動的にログオンする設定を有効にします。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. セキュリティタブをクリックします。
c. ローカルイントラネットアイコンをクリックします。
d. レベルのカスタマイズをクリックします。
e. ユーザー認証セクションまでスクロールします。
f. イントラネットゾーンでのみ自動的にログオンするオプションが選択されていることを確認しま
す。
g. セキュリティ設定 - ローカルイントラネットゾーンウィンドウを閉じるには、OK をクリックしま
す。
h. インターネットオプションダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
4. 手順 1～3 でオプションを変更した場合は、Internet Explorer を閉じて再起動します。
5. シングルサインオンの設定を確認します。

Firefox でのシングルサインオンの有効化
手順
1. ブラウザーの場所ツールバーに about:config と入力して、ドメインの設定ページを開きます。
動作保証対象外になります!というメッセージが表示される場合があります。
2. 動作保証対象外になります!というメッセージが表示された場合は、危険性を承知の上で使用するボタ
ンをクリックします。
3. 検索ボックスに network.negotiate と入力します。
4. network.negotiate-auth.trusted-uris をダブルクリックします。
5. iLO の DNS ドメイン名を入力し（たとえば、example.net）、OK をクリックします。
6. 設定をテストします。詳しくは、シングルサインオン（Zero サインイン）設定の確認(316 ページ)を
参照してください。

Chrome でのシングルサインオン
Chrome では設定は必要ありません。

Firefox でのシングルサインオンの有効化
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シングルサインオン（Zero サインイン）設定の確認
手順
1. iLO ログインページ（例：http://iloname.example.net）に移動します。
2. Zero サインインボタンをクリックします。

名前によるログインが動作していることの確認
手順
1. iLO ログインページに移動します。
2. Kerberos UPN 形式のユーザー名（例：user@EXAMPLE.NET）を入力します。
3. 関連付けられているドメインパスワードを入力します。
4. ログイン をクリックします。

ディレクトリの統合
iLO でディレクトリを使用すると、以下の利点があります。
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•

スケーラビリティ - ディレクトリサービスを利用して、数千台の iLO プロセッサー上で数千のユーザ
ーをサポートできます。

•

セキュリティ - ディレクトリサービスから強力なユーザーパスワードポリシーが継承されます。ポリ
シーには、ユーザーパスワードの複雑度、ローテーション頻度、有効期限などがあります。

•

ユーザーの責任 - 環境によっては、ユーザーが iLO アカウントを共有することがあり、その場合、操
作を実行したユーザーの特定が困難になります。

•

ロールベースの管理（HPE 拡張スキーマ構成） - ロール（たとえば、事務処理、ホストのリモート制
御、完全な制御）を作成して、ユーザーやユーザーグループを関連付けることができます。1 つのロー
ルで変更が行われると、その変更は、そのロールに関連付けられたすべてのユーザーおよび iLO デバ
イスに適用されます。

•

集中管理（HPE 拡張スキーマ構成） - MMC などオペレーティングシステム固有の管理ツールを使用
して、iLO ユーザーを管理できます。

•

緊急性 - ディレクトリでの 1 つの変更が、関連付けられた iLO プロセッサーにただちに公開されます。
この機能により、このプロセスをスクリプト化する必要がなくなります。

•

認証情報の簡素化 - ディレクトリでは、iLO 用の新しい認証情報を記録せずに、既存のユーザーアカ
ウントとパスワードを使用できます。

•

柔軟性（HPE 拡張スキーマ構成） - 企業の環境に合わせて、1 台の iLO プロセッサーについて 1 ユー
ザーを対象に 1 つのロールを作成することも、複数の iLO プロセッサーについて複数のユーザーを対
象に 1 つのロールを作成することも、ロールを組み合わせて使用することもできます。HPE 拡張スキ
ーマ構成では、アクセスを特定の時間だけに制限したり、特定の IP アドレス範囲に制限したりするこ
とができます。

•

互換性 - iLO ディレクトリ統合は、Active Directory および OpenLDAP をサポートします。

•

規格 - iLO ディレクトリサポートは、安全なディレクトリアクセスに関する LDAP 2.0 規格に基づいて
います。iLO の Kerberos サポートは LDAP v3 に基づいています。

シングルサインオン（Zero サインイン）設定の確認

iLO で使用するディレクトリ構成の選択
ディレクトリに対して iLO を構成する前に、スキーマフリー構成オプションか HPE 拡張スキーマ構成オ
プションかを選択する必要があります。
以下の質問について検討します。
1. 使用するディレクトリにスキーマ拡張を適用できますか。
• 「はい」の場合 - 質問 2 に進みます。
• 「いいえ」の場合 - Active Directory を使用しており、お客様の会社のポリシーにより拡張を適用で
きません。
「いいえ」の場合 - OpenLDAP を使用しています。HPE 拡張スキーマは、現時点では OpenLDAP
でサポートされていません。
「いいえ」の場合 - お使いの環境には HPE 拡張スキーマとのディレクトリ統合は適しません。
グループベースのスキーマフリーディレクトリ統合を使用します。試用版のサーバーをインスト
ールして、HPE 拡張スキーマとのディレクトリ統合の利点を検討してみるとよいでしょう。
2. スケーラブルな設定を使用していますか。
次の質問に回答すると、設定がスケーラブルかどうかがわかります。
•

ディレクトリユーザーのグループの権限を変更する可能性がありますか。

•

iLO の変更を定期的にスクリプト化するつもりですか。

•

iLO 権限の制御に 6 つ以上のグループを使用しますか。

これらの質問に対する答えに応じて、次のオプションから選択します。
• 「いいえ」の場合 - スキーマフリーディレクトリ統合のインスタンスをインストールして、この方
式がお使いのポリシーおよび手順の要件に合っているかどうかを検討してみましょう。必要に応
じて、後で、HPE 拡張スキーマ構成を展開できます。
• 「はい」の場合 - HPE 拡張スキーマ構成を使用します。

スキーマフリーディレクトリ認証
スキーマフリーディレクトリ認証オプションを使用すると、ユーザーおよびグループがディレクトリに存
在し、グループ権限が iLO の設定に存在します。iLO はディレクトリログイン証明書を使用してディレク
トリ内のユーザーオブジェクトを読み取り、ユーザーグループのメンバーシップを取得します。これらの
グループは、iLO 内に保存されているグループ構成と比較されます。ディレクトリユーザーアカウント
が、構成されている iLO ディレクトリグループのメンバーとして確認されると、iLO のログインに成功し
ます。
スキーマフリーディレクトリ統合の利点
•

ディレクトリスキーマを拡張する必要がありません。

•

ディレクトリ内のユーザーについては、設定はほとんど必要ありません。何も設定しない場合、ディ
レクトリは、既存のユーザーとグループメンバーシップを使用して iLO にアクセスします。たとえば、
User1 という名前のドメイン管理者がいる場合、ドメイン管理者セキュリティグループの DN を iLO

iLO で使用するディレクトリ構成の選択
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にコピーして完全な権限を付与することができます。すると、User1 は iLO にアクセスできるように
なります。
スキーマフリーディレクトリ統合の欠点
グループ権限は、各 iLO システムで管理されます。この欠点は、グループ権限がほとんど変更されないた
め最小限に抑えられ、グループのメンバーシップを変更するタスクは、各 iLO システムでなく、ディレク
トリで管理されます。Hewlett Packard Enterprise は、同時に多数の iLO システムを構成できるツールを
提供しています。
スキーマフリー構成オプション
スキーマフリーのセットアップオプションは、ディレクトリ用の設定にどの方法を用いても同じです。最
も柔軟でないログイン、より柔軟なログイン、または非常に柔軟なログインのディレクトリ設定を構成で
きます。
最も柔軟でないログイン
この構成を使用すると、完全 DN とパスワードを入力して iLO にログインできます。iLO が認識する
グループのメンバーでなければなりません。
この構成を使用するには、次の設定を入力します。
•

ディレクトリサーバーの DNS 名または IP アドレスと LDAP ポート。通常、SSL 接続用の LDAP
ポートは、636 です。

•

少なくとも 1 つのグループの DN。このグループは、セキュリティグループ（例：Active Directory
の場合は CN=Administrators,CN=Builtin,DC=HPE,DC=com、OpenLDAP の場合は
UID=username,ou=People,dc=hpe,dc=com）、または目的の iLO ユーザーがグループメンバー
であれば、別のどのグループでもかまいません。

より柔軟なログイン
この構成を使用すると、ログイン名とパスワードを入力して iLO にログインできます。iLO が認識す
るグループのメンバーでなければなりません。ログイン時に、ログイン名とユーザーコンテキストが
結合されて、ユーザー DN になります。
この構成を使用するには、最も柔軟でないログインの設定と少なくとも 1 つのディレクトリユーザー
コンテキストを入力します。
たとえば、ユーザーが JOHN.SMITH としてログインし、ユーザーコンテキスト
CN=USERS,DC=HPE,DC=COM が構成されている場合は、iLO で
CN=JOHN.SMITH,CN=USERS,DC=HPE,DC=COM という DN が使用されます。
非常に柔軟なログイン
この構成を使用すると、完全な DN とパスワード、ディレクトリに表示される名前、NetBIOS 形式
（domain/login_name）、または電子メール形式（login_name@domain）を使用して iLO にログインで
きます。
この構成を使用するには、IP アドレスの代わりにディレクトリの DNS 名を入力して、iLO にディレ
クトリサーバーアドレスを構成します。DNS 名は、iLO およびクライアントシステムの両方から、IP
アドレスに解決できなければなりません。
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スキーマフリーディレクトリ統合を使用するための前提条件
手順
1. Active Directory および DNS をインストールします。
2. ルート CA をインストールして、SSL を有効にします。iLO は、安全な SSL 接続でのみ、ディレクト
リと通信します。
Active Directory での証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してく
ださい。
3. 少なくとも 1 人のユーザーのディレクトリ DN とそのユーザーが含まれているセキュリティグループ
の DN が、使用可能であることを確認します。この情報は、ディレクトリのセットアップを検証する
ために使用されます。
4. ディレクトリサービス認証を有効にする iLO ライセンスをインストールします。
5. iLO ネットワーク設定の IPv4 または IPv6 のページで、正しい DNS サーバーが指定されていることを
確認します。

プロセスの概要：スキーマフリーのディレクトリ統合のための iLO の設定
手順
1. iLO スキーマフリーディレクトリのパラメーターを設定します。
2. ディレクトリグループを設定します。

スキーマフリーの入れ子型グループ（Active Directory のみ）
多くの組織では、ユーザーや管理者をグループ分けしています。このように整理すると、グループを 1 つ
または複数の iLO システムに関連付けることができるので便利です。グループメンバーを追加または削
除すると、構成を更新できます。
Microsoft Active Directory では、あるグループを別のグループ内に配置した入れ子型のグループの作成が
サポートされています。
スキーマフリー構成では、間接メンバー（プライマリグループの入れ子型グループであるグループのメン
バー）であるユーザーに iLO へのログオンが許可されます。
CAC スマートカード認証を使用する場合は、入れ子型グループがサポートされません。

HPE 拡張スキーマディレクトリ認証
HPE 拡張スキーマディレクトリ認証オプションを使用すると、以下のことを行うことができます。
•

統合されたスケーラブルな共有ユーザーデータベースからユーザーを認証します。

•

ディレクトリサービスを使用して、ユーザーの権限を制御（権限付与）します。

•

ディレクトリサービスでは、iLO マネジメントプロセッサーおよび iLO ユーザーのグループレベルの管
理にロールを使用します。

スキーマフリーディレクトリ統合を使用するための前提条件
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HPE 拡張スキーマディレクトリ統合の利点
•

グループが各 iLO 上ではなく、ディレクトリ内で維持管理されます。

•

柔軟なアクセス制御 - アクセスを特定の時間だけに制限したり、特定の IP アドレス範囲に制限したり
することができます。

プロセスの概要：Active Directory を使用した HPE 拡張スキーマの設定
手順
1. 計画
以下の内容を確認してください。
•

ディレクトリ対応リモート管理

•

ディレクトリサービススキーマ

•

HPE 拡張スキーマの設定のための Active Directory の要件

2. インストール
a. ディレクトリサービス認証を有効にする iLO ライセンスをインストールします。
b. ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートパッケージをダウンロードし、ご使
用の環境に必要なユーティリティをインストールします。
スキーマエクステンダー、スナップイン、および ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレク
トリサポートユーティリティをインストールすることができます。
c. スキーマエクステンダーを実行してスキーマを拡張します。
d. ご使用のディレクトリサービスに適したスナップインを 1 台または複数の管理ワークステーショ
ンにインストールします。
3. 更新
iLO の Web インターフェイスのページで、管理プロセッサーオブジェクトのディレクトリサーバー設
定と DN を設定します。
ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートを使用してこの手順を実行することも
できます。
4. ロールとオブジェクトの管理
a. スナップインを使用してマネジメントデバイスオブジェクトとロールオブジェクトを作成します。
b. 必要に応じて、ロールオブジェクトに権限を割り当て、ロールをマネジメントデバイスオブジェク
トと関連付けます。
c. ユーザーをロールオブジェクトに追加します。
5. 例外の取り扱い
iLO ユーティリティは、単一のロールで簡単に使用できます。ディレクトリに複数のロールを作成する
ことを計画している場合は、LDIFDE または VBScript ユーティリティのようなディレクトリスクリプ
ティングユーティリティを使用する必要がある場合があります。これらのユーティリティは複雑なロ
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ールの関係を作成します。詳しくは、一度に複数の iLO システムを構成するためのツール(336 ペー
ジ)を参照してください。

HPE 拡張スキーマの設定を使用して Active Directory を設定するための前提条
件
手順
1. Active Directory および DNS をインストールします。
2. ルート CA をインストールして、SSL を有効にします。iLO は、安全な SSL 接続でのみ、ディレクト
リと通信します。
Active Directory での証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してく
ださい。
iLO には、ディレクトリサービスと通信するためにセキュリティ保護された接続が必要です。この接続
には、Microsoft CA をインストールする必要があります。詳しくは、Microsoft Knowledge Base の
Article ID 番号 321051 を参照してください。サードパーティの証明機関が SSL 経由で LDAP を有効

にする方法
3. Active directory のスナップインとスキーマをインストールする前に、次の Microsoft Knowledge Base
の記事を参照してください。299687 MS01-036: LDAP over SSL の機能によりパスワードの変更が可

能になる

ディレクトリサービスのサポート
iLO ソフトウェアは、Microsoft Active Directory ユーザーとコンピュータースナップイン内で動作するよ
うに設計されており、ユーザーは、ディレクトリ経由でユーザーアカウントを管理できます。
iLO は、HPE 拡張スキーマ構成で Microsoft Active Directory をサポートします。

iLO ディレクトリサポートソフトウェアのインストール
手順
1. ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートパッケージを Web サイト http://
www.hpe.com/support/ilo5 からダウンロードします。
2. .NET Framework 3.5 以降をターゲットサーバーにインストールします。
.NET Framework 3.5 以降は、ProLiant マネジメントプロセッサーソフトウェア用のディレクトリサポ
ートをインストールするために使用します。
3. ダウンロードした EXE ファイルをダブルクリックします。
4. 次へをクリックしてください。
5. I accept the terms of the license agreement をクリックし、次へをクリックします。
6. ディレクトリサポートウィンドウで、スキーマエクステンダーをクリックし、スキーマエクステンダ
ーソフトウェアをインストールします。
a. スキーマエクステンダーセットアップウィザードウィンドウで、次へをクリックします。
b. ライセンス契約ウィンドウで、同意するを選択し、次へをクリックします。
c. インストール先フォルダの選択ウィンドウで、インストールディレクトリとユーザー設定を選択し、
次へをクリックします。

HPE 拡張スキーマの設定を使用して Active Directory を設定するための前提条件
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d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、次へをクリックします。
インストールの完了ウィンドウが開きます。
e. 閉じるをクリックします。
7. コンソールのスナップインをインストールするには、MMC コンソールが閉じられていることを確認し
てから、Snap-ins (x86)または Snap-ins (x64)をクリックします。
a. スナップインセットアップウィザードウィンドウで、次へをクリックします。
b. ライセンス契約ウィンドウで、同意するを選択し、次へをクリックします。
c. 情報ウィンドウで詳細を読んで、次へをクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、次へをクリックします。
インストールの完了ウィンドウが開きます。
8. ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートソフトウェアをインストールするに
は、ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートをクリックします。
a. ようこそウィンドウで、次へをクリックします。
b. ライセンス契約ウィンドウで、同意するを選択し、次へをクリックします。
c. インストール先フォルダの選択ウィンドウで、インストールディレクトリとユーザー設定を選択し、
次へをクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、次へをクリックします。
インストールの完了ウィンドウが開きます。
e. 閉じるをクリックします。
詳しくは
Schema Extender の実行(323 ページ)
ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポート（HPLOMIG）(337 ページ)
Active Directory スナップインでのロールおよびオブジェクトの管理(325 ページ)

ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートのインストールオプション
•

スキーマエクステンダー - スキーマエクステンダーとバンドルされている.xml ファイルには、ディレ
クトリに追加されるスキーマが格納されます。通常、これらのファイルのうち 1 つに、サポートされ
ているすべてのディレクトリサービスに共通のコアスキーマが格納されます。他のファイルには、製
品固有のスキーマが格納されます。スキーマインストーラーには、.NET Framework が必要です。
Windows Server Core をホストするドメインコントローラー上でスキーマインストーラーを実行する
ことはできません。セキュリティおよびパフォーマンス上の理由から、Windows Server Core は、GUI
を使用しません。スキーマインストーラーを使用するには、ドメインコントローラーに GUI をインス
トールするか、より古いバージョンの Windows をホストするドメインコントローラーを使用する必要
があります。

•

Snap-ins (x86)または Snap-ins (x64) - マネジメントスナップインインストーラーは、Microsoft Active
Directory Users and Computers ディレクトリまたは Novell ConsoleOne ディレクトリで、iLO オブジ
ェクトを管理するためのスナップインをインストールします。
iLO スナップインは、iLO ディレクトリを作成する際に次のタスクを実行するために使用されます。
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ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートのインストールオプション

•

◦

iLO オブジェクトとロールオブジェクトを作成して管理する

◦

iLO オブジェクトとロールオブジェクトとの関連を作成する

ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポート - このユーティリティでは、iLO での
Kerberos 認証およびディレクトリサービスを設定できます。
HPLOMIG.exe ファイル、必要な DLL、ライセンス契約、およびその他のファイルが、C:\Program
Files (x86)\Hewlett Packard Enterprise\Directories Support for ProLiant
Management Processors ディレクトリにインストールされます。別のディレクトリを選択するこ
ともできます。インストーラーが、スタートメニューに ProLiant マネジメントプロセッサー用のディ
レクトリサポートへのショートカットを作成します。
インストールユーティリティは、.NET Framework がインストールされていないことを検出すると、エ
ラーメッセージを表示して終了します。

詳しくは
Schema Extender の実行(323 ページ)
ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポート（HPLOMIG）(337 ページ)
Active Directory スナップインでのロールおよびオブジェクトの管理(325 ページ)

Schema Extender の実行
手順
1. Windows のスタートメニューから Management Devices Schema Extender を起動します。
•

Windows 7 および Windows Server 2008 - Windows メニューをクリックし、すべてのプログラム >
Hewlett-Packard Enterprise > Management Devices Schema Extender の順にクリックします。

•

Windows 8 および Windows Server 2012 - Windows メニューをクリックし、Management
Devices Schema Extender を検索します。

•

Windows 10 - Windows メニューをクリックし、すべてのアプリ > Hewlett-Packard Enterprise >
Management Devices Schema Extender の順にクリックします。

2. Lights Out Management が選択されていることを確認してから、次へを選択します。
3. Preparation ウィンドウの情報を読んでから、次へを選択します。
4. Schema Preview ウィンドウで次へをクリックします。
5. Setup ウィンドウで、
•

ディレクトリサーバーの種類、名前、およびポートを入力します。

•

ディレクトリログイン情報と SSL の設定

Results ウィンドウには、スキーマを拡張できたかどうか、どの属性が変更されたかなど、インストー
ルの結果が表示されます。

Schema Extender の実行
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スキーマエクステンダーで必要な情報
ディレクトリサーバー
•

タイプ - ディレクトリサーバーのタイプ。

•

名前 - ディレクトリサーバーの名前。

•

ポート - LDAP 通信に使用するポート。

ディレクトリログイン
•

ログイン名 - ディレクトリにログインするユーザーの名前。
スキーマの拡張を完了するためにディレクトリユーザーの名前とパスワードが必要である場合が
あります。
認証情報を入力するときに、Administrator ログインをドメイン名とともに使用する必要があり
ます（例：Administrator@domain.com または domain\Administrator）。
Active Directory でスキーマを拡張するには、ユーザーが認証されているスキーマ管理者でなけれ
ばなりません。また、スキーマが書き込み禁止であってはなりません。さらに、そのディレクトリ
がツリー内で FSMO ロールオーナでなければなりません。インストーラーは、ターゲットディレ
クトリサーバーをフォレストの FSMO スキーママスターにしようとします。

•

パスワード - ディレクトリにログインするためのパスワード。

•

Use SSL for this Session - 使用する安全な認証の形式を設定します。このオプションを選択す
ると、SSL 経由でのディレクトリ認証が使用されます。このオプションを選択せず、Active
Directory を選択すると、Windows 認証が使用されます。

ディレクトリサービスオブジェクト
ディレクトリベースの管理で大切なことの 1 つは、ディレクトリサービス内の管理対象デバイスを正しく
仮想化することです。この仮想化によって、管理者は、ディレクトリサービス内の管理対象デバイスとユ
ーザーまたはグループとを関連付けることができます。iLO のユーザー管理では、ディレクトリサービス
内に以下の基本オブジェクトが必要です。
•

Lights-Out Management オブジェクト

•

Role オブジェクト

•

User オブジェクト

各オブジェクトは、ディレクトリベースの管理に必要なデバイス、ユーザー、関連を意味します。
スナップインのインストール後、iLO オブジェクトと iLO ロールを、ディレクトリ内で作成できます。ユ
ーザーは、Active Directory Users and Computers ツールを使用して次の作業を行います。
•

iLO オブジェクトとロールオブジェクトの作成

•

ロールオブジェクトへのユーザーの追加

•

ロールオブジェクトの権限と制限の設定
注記:
スナップインがインストールされた後、新しいエントリーを表示するには、ConsoleOne および
MMC を再起動します。
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Active Directory スナップインでのロールおよびオブジェクトの管理
Hewlett Packard Enterprise スナップインをインストールした後、Active Directory ユーザーとコンピュー
ターで次の管理オプションが使用できるようになります。
HP Devices タブ

このタブでは、ロール内で管理する Hewlett Packard Enterprise デバイスを追加できます。Add をクリッ
クすると、デバイスにアクセスして、そのデバイスをメンバーデバイスのリストに追加することができま
す。既存のデバイスを選択して、Remove をクリックすると、そのデバイスは有効なメンバーのデバイス
リストから削除されます。
Members タブ

ユーザーオブジェクトが作成された後、このタブを使用してロール内でユーザーを管理できます。Add を
クリックすると、追加するユーザーにアクセスできます。既存ユーザーを強調表示して、Remove をクリ
ックすると、そのユーザーは有効なメンバーのリストから削除されます。

Active Directory スナップインでのロールおよびオブジェクトの管理
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Role Restrictions タブ

このタブでは、以下のタイプのロールの制限を設定できます。
•

Time restrictions - Effective Hours をクリックして、曜日ごとにログオンできる時間を 30 分単位で選
択します。1 つの四角形を変更するには、クリックして変更できます。連続した四角形のボックスをま
とめて変更するには、マウスボタンを押したまま、変更する各ボックス上でカーソルをドラッグして、
マウスボタンを離してください。デフォルトでは、常時アクセスできるように設定されています。

•

IP/マスク、IP 範囲、および DNS 名を含む IP ネットワークアドレス制限。

Lights Out Management タブ

ロールを作成した後で、このタブを使用してロールの権限を選択できます。ユーザーオブジェクトおよび
グループオブジェクトをロールのメンバーにすることにより、ユーザーまたはユーザーグループにロール
が付与する権限を与えることができます。
iLO に対するユーザー権限は、そのユーザーがメンバーとして所属し、その iLO が管理対象デバイスとな
っているすべてのロールによって割り当てられたすべての権限の和とみなされます。Active Directory
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内で、iLO で使用するために、ディレクトリオブジェクトを作成して設定する(329 ページ)の例では、あ
るユーザーが remoteAdmins ロールと remoteMonitors ロールの両方に所属する場合、
remoteAdmins ロールがすべての権限を持っているため、そのユーザーは使用できるすべての権限を持
つことになります。
使用できる権限は、次のとおりです。
•

Login - 関連付けられたデバイスにユーザーがログインできるかどうかを制御します。

•

Remote Console - ユーザーが iLO リモートコンソールにアクセスできるようにします。

•

Virtual Media - ユーザーが iLO 仮想メディア機能にアクセスできるようにします。

•

Server Reset and Power - ユーザーが iLO 仮想電源ボタンを使用できるようにします。

•

Administer Local User Accounts - ユーザーがユーザーアカウントを管理できるようにします。ユー
ザーは、自身および他のユーザーのアカウント設定の変更、ユーザーの追加と削除を行うことができ
ます。

•

Administer Local Device Settings - ユーザーが iLO 管理プロセッサーを設定できるようにします。
注記:
システムリカバリ、ホスト NIC、ホストストレージ、およびホスト BIOS 権限は、スキーマエクス
テンダーで使用できません。

クライアント IP アドレスまたは DNS 名の制限の設定
手順
1. Role Restrictions タブ上の By Default リストで、指定した IP アドレスを除くすべてのアドレス、IP
アドレス範囲、および DNS 名からのアクセスを、許可するか取り消すかを選択します。
2. 次の制限タイプのいずれかを選択し、追加をクリックします。
•

DNS Name - 単一の DNS 名またはサブドメインベースでアクセスを制限できます。入力は、
host.company.com または*.domain.company.com という形式で行います。

•

IP/MASK - IP アドレスまたはネットワークマスクを入力できます。

•

IP Range - IP アドレス範囲 を入力できます。

3. 制限の設定ウィンドウで必要な情報を入力して、OK をクリックします。
次の例では、New IP/Mask Restriction ウィンドウを示します。

クライアント IP アドレスまたは DNS 名の制限の設定
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4. OK をクリックします。
変更が保存されると、iLORole Properties ダイアログボックスが閉じます。

構成例：Active Directory と HPE 拡張スキーマ
以下の各項では、iLO を使用して Active Directory を構成する方法の例を示します。

設定プロセスの概要
手順
1. Active Directory および DNS をインストールします。
2. ルート CA をインストールします。
3. .NET Framework のバージョン 3.5 以降がインストールされていることを確認します。
iLO LDAP コンポーネントはこのソフトウェアを必要とします。
Windows Server Core 環境では LDAP コンポーネントを使用できません。
4. 最新の ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートソフトウェアをインストール
します。
5. スキーマエクステンダーを使用してスキーマを拡張します。
6. Hewlett Packard Enterprise LDAP コンポーネントスナップインをインストールします。
7. Hewlett Packard Enterprise デバイスおよびロールを作成します。
8. iLO にログインし、ディレクトリページで、ディレクトリ設定およびディレクトリユーザーコンテキス
トを入力します。
9. iLO ネットワーク設定の IPv4 または IPv6 のページで、正しい DNS サーバーが指定されていることを
確認します。
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構成例：Active Directory と HPE 拡張スキーマ

スナップインのインストールと Active Directory 用の初期設定
手順
1. スナップインインストーラーを実行します。
2. ディレクトリサービスを設定して、ディレクトリサービスが iLO マネジメント用の適切なオブジェク
トおよび関連を所有するようにします。
少なくとも、次のオブジェクトを作成する必要があります。
•

1 人以上のユーザーと 1 つ以上の iLO オブジェクトを含む Role オブジェクトを 1 つ

•

ディレクトリを使用する iLO マネジメントプロセッサーごとに 1 つの iLO オブジェクト

a. Hewlett Packard Enterprise が提供するマネジメントスナップインを使用して、iLO ロールおよび
User Role オブジェクトを作成します。
b. Hewlett Packard Enterprise が提供するマネジメントスナップインを使用して、iLO オブジェクトと
ロールオブジェクトの関連を作成します。
c. iLO オブジェクトが Admin オブジェクトと User Role オブジェクトを指し示すようにします
（Admin オブジェクトと User Role オブジェクトは、自動的に iLO オブジェクトを指し示します）。

Active Directory 内で、iLO で使用するために、ディレクトリオブジェクトを作成して設定す
る
次の例は、ドメイン testdomain.local があるエンタープライズディレクトリでロールと Hewlett
Packard Enterprise デバイスをセットアップする方法を示します。このドメインは、2 つの組織単位
（Roles および iLOs）で構成されます。このセクションの手順は、Hewlett Packard Enterprise が提供す
る Active Directory Users and Computers スナップインを使用して完了します。
Active Directory スナップインの使用について詳しくは、Active Directory スナップインでのロールおよび
オブジェクトの管理(325 ページ)を参照してください。
手順
プロセスの概要：
1. iLOs 組織単位を作成し、LOM オブジェクトを追加します。
2. Roles 組織単位を作成し、ロールオブジェクトを追加します。
3. ロールに権限を割り当て、ロールをユーザーおよびデバイスと関連付けます。
4. iLO を構成し、Lights-Out Management オブジェクトと関連付けます。

iLOs 組織単位の作成および LOM オブジェクトの追加
手順
1. ドメインによって管理される iLO デバイスを含む、iLOs という組織単位を作成します。
2. testdomain.local ドメイン内にある組織単位 iLOs を右クリックして、New HP Object を選択します。
3. 新しいオブジェクトの作成ダイアログボックスで、デバイスを選択します。
4. Name ボックスに該当する名前を入力します。

スナップインのインストールと Active Directory 用の初期設定
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この例では、iLO デバイスの DNS ホスト名 rib-email-server が Lights-Out Management オブジェクト
名として使用されます。
5. OK をクリックします。

Roles 組織単位の作成およびロールオブジェクトの追加
手順
1. Roles という組織単位を作成します。
2. Roles 組織単位を右クリックし、New HP Object を選択します。
3. 新しい管理オブジェクトの作成ダイアログボックスで、役割を選択します。
4. Name ボックスに該当する名前を入力します。
この例では、ロールには、リモートサーバーの管理を行うことのできる信頼されるユーザーを所属さ
せるので、remoteAdmins と名付けます。
5. OK をクリックします。
6. 手順を繰り返して、リモートサーバーの監視を行う remoteMonitors という名前のロールを作成しま
す。

ロールへの権限の割り当てとロールのユーザーおよびデバイスへの関連付け
手順
1.

testdomain.local ドメインの Roles 組織単位の remoteAdmins ロールを右クリックして、
Properties を選択します。

2.

remoteAdmins Properties ダイアログボックスで、HP Devices タブをクリックし、Add をクリッ
クします。

3.

Select Users ダイアログボックスで、testdomain.local/iLOs フォルダーに作成した Lights-Out
Management オブジェクト rib-email-server を入力します。

4.

OK をクリックします。

5.

適用をクリックします。

6.

Members タブをクリックし、Add ボタンを使用してユーザーを追加します。

7.

OK をクリックします。

8.

適用をクリックします。
これで、デバイスとユーザーが関連付けられます。

9.

Lights Out Management タブをクリックします。
ロールに所属するすべてのユーザーとグループが、ロールによって管理されるすべての iLO デバイス
上でロールに割り当てられた権限を所有します。

10. 各権限の横のチェックボックスを選択して、適用をクリックします。
この例では、remoteAdmins ロール内のユーザーに iLO の機能へのフルアクセス権限が付与されま
す。
11. OK をクリックします。
12. remoteMonitors ロールを編集するには、手順を繰り返します。
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Roles 組織単位の作成およびロールオブジェクトの追加

a. HP Devices タブのリストに、rib-email-server デバイスを追加します。
b. Members タブの remoteMonitors ロールにユーザーを追加します。
c. Lights Out Management タブで、Login 権限を選択します。
この権限を設定すると、remoteMonitors ロールのメンバーは、サーバーステータスへのアクセ
スの認証を受けることができ、サーバーステータスを表示できます。

iLO の設定および Lights-Out Management オブジェクトとの関連付け
手順
ディレクトリページで、次のような設定を入力します。
LOM Object Distinguished Name = cn=rib-emailserver,ou=ILOs,dc=testdomain,dc=local Directory User Context 1 =
cn=Users,dc=testdomain,dc=local

ディレクトリ対応リモート管理（HPE 拡張スキーマ構成）
この項は、ディレクトリサービスと iLO 製品に習熟し、iLO 用の HPE スキーマディレクトリ統合オプシ
ョンを使用したい管理者を対象にしています。
ディレクトリ対応リモート管理により、以下の作業を実行できます。
Lights-Out Management オブジェクトの作成
ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行うデバイスごとに、そのデバイスを
表す LOM デバイスオブジェクトを 1 つ作成する必要があります。Hewlett Packard Enterprise スナ
ップインを使用して LOM オブジェクトを作成することができます。
LOM デバイスには、意味のある名前（デバイスのネットワークアドレス、DNS 名、ホストサーバー
名、シリアル番号など）を付けることをおすすめします。
Lights-Out マネジメントデバイスの設定
ユーザーの認証や権限付与にディレクトリサービスを使用するすべての LOM デバイスは、適切なデ
ィレクトリ設定を使用して設定する必要があります。一般に、各デバイスを、適切なディレクトリサ
ーバーアドレス、LOM オブジェクト DN、およびユーザーコンテキストを使用して設定します。サー
バーアドレスは、ローカルディレクトリサーバーの IP アドレスもしくは DNS 名、またはマルチホス
ト DNS 名（冗長性を高くする場合）です。

組織構造に基づいたロール
組織内の管理者は、下級管理者が上級管理者から独立して権限を割り当てなければならない階層体制に属
している場合があります。このような場合、上級管理者によって割り当てられる権限を表すロールを 1 つ
作成するとともに、下級管理者が独自のロールを作成して管理することを許可すると便利です。
既存のグループの使用
多くの組織では、ユーザーや管理者をグループ分けしています。多くの場合、既存のグループを使用し、
そのグループを 1 つまたは複数の LOM ロールオブジェクトに関連付けると便利です。デバイスがロール
オブジェクトに関連付けられている場合、管理者は、グループのメンバーを追加または削除することによ
って、そのロールに関連付けられた Lights-Out デバイスへのアクセスを制御します。
Microsoft Active Directory を使用する場合は、あるグループを別のグループ内に配置できます（つまり、
入れ子型のグループを使用できます）
。ロールオブジェクトはグループとみなされ、他のグループを直接
含むことができます。既存の入れ子型グループを直接ロールに追加し、適切な権限と制限を割り当ててく
ださい。新しいユーザーを、既存のグループまたはロールのいずれかに追加できます。

iLO の設定および Lights-Out Management オブジェクトとの関連付け
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トラスティまたはディレクトリ権限割り当てを使用してロールのメンバーシップを拡張する場合、ユーザ
ーは、LOM デバイスを表す LOM オブジェクトを読み出すことができる必要があります。一部の環境で
は、正常なユーザー認証を行うために、ロールのトラスティが、オブジェクトの読み出すトラスティでも
ある必要があります。
複数のロールの使用
ほとんどのデプロイメントでは、同じユーザーが、同じデバイスを管理する複数のロールに入っている必
要はありません。ただし、これらの構成は、複雑な権限関係を構築する際には便利です。ユーザーが複数
のロールの関係を構築すると、そのユーザーには、該当する各ロールによって割り当てられるすべての権
限が付与されます。ロールは、権限を付与することしかできず、権限を取り消すことはできません。ある
ロールがユーザーに権限を付与する場合、そのユーザーは、その権限を付与しない別のロールに入ってい
ても、その権限を持ちます。
一般に、ディレクトリ管理者は、最小の数の権限が割り当てられたベースロールを作成し、追加のロール
を作成して権限を追加します。これらの追加権限は、特定の状況で、またはベースロールユーザーの特定
のサブセットに追加されます。
たとえば、組織は、LOM デバイスまたはホストサーバーの管理者と LOM デバイスのユーザーという 2 つ
のタイプのユーザーを持つことがあります。この状況では、管理者のロールとユーザーのロールという 2
つのロールを作成することが有効です。両方のロールにはいくつかの同じデバイスが含まれますが、これ
らのロールは異なる権限を付与します。より小さなロールに包括的な権限を割り当てて、LOM 管理者を
そのロールと管理者ロールに入れると便利な場合があります。
複数の（重複する）ロールには、管理者ユーザーがユーザーロールからログイン権限を取得し、管理者ロ
ールから高度な権限が割り当てられる例を示します。
仮想電源およびリセット、
およびリモートコンソール権限

管理者ユーザー

ログ

管理者ロール

イン

権限

サーバー
ログイン権限
ユーザー

ユーザーロール

図 8: 複数の（重複する）ロール
重複するロールを使用しない場合は、複数の（独立した）ロールに示すように、ログイン、仮想電源およ
びリセット、およびリモートコンソール権限を管理者ロールに割り当て、ログイン権限をユーザーロール
に割り当てることがあります。
ログイン、仮想電源およびリセット、
およびリモートコンソール権限

管理者ユーザー

管理者ロール

サーバー
ログイン権限
ユーザー

ユーザーロール

図 9: 複数の（独立した）ロール

ロールアクセス制限の適用方法
ディレクトリユーザーによる LOM デバイスへのアクセスは、2 段階の制限によって限定することができ
ます。

332

ロールアクセス制限の適用方法

•

ユーザーアクセス制限は、ディレクトリへの認証を受けるためのユーザーアクセスを限定します。

•

ロールアクセス制限は、1 つまたは複数のロールでの指定に基づいて LOM 権限を受けることができる
認証済みユーザーの機能を限定します。
ディレクトリへの認証を受けるには
ユーザー制限を満たす必要がある
ディレクトリ サーバーが
制限を適用

1つまたは複数のロールに
よって付与される制限を
取得するにはロール制限を
満たす必要がある
LOM が制限を適用

ユーザー

クライアント
ワークステーション
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ディレクトリ
サーバー

9

LOM
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3
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ユーザーアクセス
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ロールアクセス
制限

図 10: ディレクトリのログイン制限

ユーザーアクセス制限
ユーザーのアドレス制限
管理者は、ディレクトリユーザーアカウントにネットワークアドレス制限を設定できます。ディレクトリ
サーバーには、これらの制限が適用されます。
LDAP クライアント（LOM デバイスへのユーザーのログインなど）へのアドレス制限の適用について詳し
くは、ディレクトリサービスのドキュメントを参照してください。
ディレクトリのユーザーに設定したネットワークアドレス制限は、ディレクトリユーザーがプロキシサー
バー経由でログインする場合は、予期したとおりに適用されない場合があります。ユーザーがディレクト
リユーザーとして LOM デバイスにログインする場合は、LOM デバイスが、そのユーザーとしてのディレ
クトリへの認証を試みます。つまり、ユーザーアカウントに設定されたアドレス制限が、LOM デバイス
へのアクセス時に適用されます。プロキシサーバーが使用される場合は、認証が試みられるネットワーク
アドレスがクライアントワークステーションのものではなく、LOM デバイスのものになります。

IPv4 アドレス範囲制限
IP アドレス範囲制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するネットワークアドレスを指定す
ることができます。
アドレス範囲は、一般に、
「最小-最大」範囲フォーマットで指定します。アドレス範囲を指定して、単一
のアドレスのアクセスを許可または拒否することもできます。
「最小-最大」IP アドレス範囲内のアドレス
には、IP アドレス制限が適用されます。

IPv4 アドレスおよびサブネットマスク制限
IP アドレスおよびサブネットマスク制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するアドレスの
範囲を指定することができます。
このフォーマットは、IP アドレス範囲制限に似ていますが、ご使用のネットワーク環境によっては特有の
ものになる場合があります。IP アドレスおよびサブネットマスク範囲は、一般に、同じ論理ネットワーク
上のアドレスを特定するサブネットアドレスおよびアドレスビットマスクによって指定します。

ユーザーアクセス制限
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2 進数演算で、クライアントマシンのアドレスのビットにサブネットマスクのビットを加えたものが制限
にあるサブネットアドレスと一致する場合、クライアントは制限を満たします。

DNS ベース制限
DNS ベース制限では、ネットワークネームサービスを使用して、クライアント IP アドレスに割り当てら
れたマシン名を検出することによって、クライアントマシンの論理名を調べます。DNS 制限には、正常
に動作しているネームサーバーが必要です。ネームサービスがダウンしていたり、利用できなかったりす
ると、DNS 制限が満たされず、クライアントマシンは制限を満たすことができなくなります。
DNS ベース制限を使用すると、特定マシン名や、共通のドメインサフィックスを共有するマシンへのア
クセスを制限できます。たとえば、www.example.com という DNS 制限は、www.example.com という
ドメイン名が割り当てられているホストによって満たされ、*.example.com という DNS 制限は、
example 社が提供元になっているすべてのマシンによって満たされます。
マルチホームホストを使用している場合があるので、DNS 制限では、あいまいさが発生する可能性があ
ります。DNS 制限は、必ずしも単一のシステムに一対一で適用されるわけではありません。
DNS ベース制限を使用すると、セキュリティが複雑になる場合があります。ネームサービスプロトコル
は、安全ではありません。ネットワークにアクセスできる悪意を持ったユーザーは、誰でも、不正な DNS
サーバーをネットワークに配置して偽のアドレス制限基準を作成することができます。DNS ベースのア
ドレス制限を実装している場合は、組織的なセキュリティポリシーを考慮に入れてください。

ユーザーの時間制限
時間制限によって、ディレクトリへのユーザーのログイン（認証）が限定されます。通常、時間制限は、
ディレクトリサーバーの時間を使用して適用されます。ディレクトリサーバーが異なるタイムゾーンに
ある場合または異なるタイムゾーンにあるレプリカサーバーにアクセスしている場合は、管理対象オブジ
ェクトからのタイムゾーン情報を使用して相対的な時間を調整することができます。
ディレクトリサーバーは、ユーザーの時間制限を確認しますが、判定方法は、タイムゾーンの変化や認証
メカニズムによって複雑になる場合があります。
ディレクトリサーバーが
ユーザーの時間制限を適用

ユーザー

クライアント
ワークステーション

12
9

ディレクトリ
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図 11: ユーザーの時間制限

ロールのアクセス制限
制限によって、管理者は、ロールの範囲を限定することができます。ロールは、ロールの制限を満たすユ
ーザーだけに権限を付与します。制限付きロールを使用することによって、ユーザーに、時間帯やクライ
アントのネットワークアドレスによって変化する動的権限を付与することができます。
ディレクトリが有効な場合、iLO システムへアクセス可能かどうかは、該当する iLO オブジェクトを含む
ロールオブジェクトへの読み取りアクセス権が、ユーザーにあるかどうかによって決まります。このユー
ザーには、ロールオブジェクトで許可されているメンバーも含まれますが、そのメンバーに限定されませ
ん。継承可能な権限を親から伝達できるようにロールを設定すると、読み出し権限を持つ親のメンバーも
iLO にアクセスできます。
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アクセス制御リストを表示するには、Active Directory Users and Computers に移動し、ロールオブジ
ェクトのプロパティページを開き、セキュリティタブをクリックします。セキュリティタブを表示するに
は、MMC で Advanced View を有効にする必要があります。

ロールベースの時間制限
管理者は、LOM ロールに時間制限を設定することができます。ユーザーには、そのユーザーがロールの
メンバーであり、そのロールの時間制限を満たしている場合にのみ、そのロールに示されている LOM デ
バイスについて、指定された権限が付与されます。
ロールベースの時間制限は、LOM デバイスで時間が設定されている場合にのみ、機能します。LOM デバ
イスは、ローカルホストの時間に従って、時間制限を適用します。LOM デバイスの時計が設定されてい
ない場合、ロールに対して時間制限が指定されていない限り、ロールベースの時間制限は適用されませ
ん。時間は、通常、ホストの起動時に設定されます。
時間設定は、SNTP を設定することで維持できます。これにより、LOM デバイスでうるう年を補正する
ことや、ホストとの時間のずれを最小限に抑えることができます。予定外の停電や LOM ファームウェア
のフラッシュなどのイベントによって、LOM デバイスの時計が設定されないことがあります。また、LOM
デバイスがファームウェアをフラッシュする時間の設定を保持するために、ホストの時間は正確でなけれ
ばなりません。

ロールベースのアドレス制限
LOM ファームウェアでは、クライアントの IP ネットワークアドレスに基づいてロールベースのアドレス
制限が適用されます。ロールのアドレス制限が満たされる場合、そのロールによって付与される権利が適
用されます。
ファイアウォールの外からのアクセスやネットワークプロキシ経由のアクセスが試みられる場合、アドレ
ス制限は、管理が困難になる場合があります。これらの方式のアクセスが可能な場合、クライアントの見
かけ上のネットワークアドレスが変更されることがあるので、アドレス制限の予期しない適用が発生する
場合があります。

複数の制限およびロール
権限の適用される状況が限定されるように 1 つまたは複数のロールを制限したい場合には、多数のロール
を作成すると非常に便利です。他のロールが、異なる権限を異なる制限で付与します。複数の制限とロー
ルを使用すると、管理者は、任意の複雑な権限関係を最小限のロールで作成できます。
たとえば、組織が、LOM 管理者について、「企業ネットワーク内から LOM デバイスを使用できるが通常
の業務時間外にはサーバーのリセットしかできない」というセキュリティポリシーを設定しているとしま
す。
ディレクトリ管理者は、2 つのロールを作成してこの状況に対応しようと考えるかもしれませんが、この
場合には特別の注意が必要です。必要なサーバーリセット権限を付与するロールを作成し、このロールを
業務時間外に制限すると、管理者が企業ネットワークの外からサーバーをリセットできるようになる場合
があり、多くの場合セキュリティポリシーに反します。
制限およびロールの作成では、セキュリティポリシーで、一般的な使用を企業サブネット内のクライアン
トに制限しており、サーバーリセット操作を業務時間外に制限していることを示しています。

ロールベースの時間制限
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ログイン権限に企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる
一般使用ロール

ユーザー
サーバー
リセットロール

仮想電源およびリセット権限に
月～金曜日の午前8～午後5時を
「拒否」する時間制限を割り当
てる

図 12: 制限およびロールの作成
また、ディレクトリ管理者は、ログイン権限を付与するロールを作成し、このロールを企業ネットワーク
に制限した後、サーバーリセット権限だけを付与する別のロールを作成し、これを業務時間外に制限しよ
うと考えるかもしれません。この設定では管理が簡単になりますが、継続的な管理によって企業ネットワ
ーク外部のアドレスからのユーザーにログイン権限を付与する別のロールが作成される場合があるため、
危険性が増します。サーバーリセットロールに属する LOM 管理者がロールの時間制限を満たす場合、こ
のロールは意図せずに、この LOM 管理者にどこからでもサーバーをリセットできる権限を付与する可能
性があります。
制限およびロールの作成に示されている設定は、企業のセキュリティ要件を満たしています。ただし、ロ
グイン権限を付与する別のロールを追加することによって、間違って、業務時間外に企業サブネットの外
からサーバーをリセットする権限を付与する可能性があります。リセットロールと一般使用ロールの制
限で示すように、リセットロールと一般使用ロールを制限することによって、より管理しやすいソリュー
ションを実現できます。
ログイン権限に企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる
一般使用ロール

ユーザー
サーバー
リセットロール

仮想電源およびリセット権限、
およびログイン権限に月～金曜日
の午前 8 ～午後 5 時を「拒否」
する時間制限と企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる

図 13: リセットロールと一般使用ロールの制限

一度に複数の iLO システムを構成するためのツール
Kerberos 認証およびディレクトリサービスに多数の LOM オブジェクトを構成すると時間がかかります。
次のユーティリティを使用すると、一度に複数の LOM オブジェクトを構成できます。
ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポート
このソフトウェアには、多数の管理プロセッサーを使用した Kerberos 認証およびディレクトリサービ
スを構成する段階的なアプローチを提供する GUI が含まれています。Hewlett Packard Enterprise
は、複数のマネジメントプロセッサーを構成するときに、このツールを使用することをおすすめしま
す。
従来のインポートユーティリティ
LDIFDE や NDS Import/Export Wizard などのツールを熟知している管理者は、これらのユーティリテ
ィを使用して、LOM デバイスディレクトリオブジェクトをインポートまたは作成できます。管理者は
デバイスを手動で構成する必要がありますが、いつでもこの構成を行うことができます。プログラマ
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チックインターフェイスまたはスクリプティングインターフェイスを使用して、LOM デバイスオブジ
ェクトをユーザーオブジェクトや他のオブジェクトと同じように作成できます。LOM オブジェクト
を作成する際の属性や属性データフォーマットについては、ディレクトリサービススキーマを参照し
てください。
詳しくは
ディレクトリサービススキーマ(353 ページ)
ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポート（HPLOMIG）(337 ページ)

ディレクトリサービスによるユーザーログイン
iLO のログインページの Login Name ボックスでは、ディレクトリユーザーとローカルユーザーを受け入
れます。
ログイン名の最大長は、ローカルユーザーの場合が 39 文字、ディレクトリユーザーの場合が 127 文字で
す。
（ブレードサーバー上の）診断ポート経由で接続すると、Zero サインインおよびディレクトリユーザーロ
グインがサポートされず、ローカルアカウントを使用する必要があります。
ディレクトリユーザー
次の形式がサポートされています。
•

LDAP 完全識別名（Active Directory と OpenLDAP）
例：CN=John Smith,CN=Users,DC=HPE,DC=COM、または@HPE.com
ログイン名の短い形式は、アクセスしようとしているドメインをディレクトリに通知しません。ド
メイン名を入力するか、またはアカウントの LDAP DN を使用します。

•

ドメイン\ユーザー名形式（Active Directory）
例：HPE\jsmith

•

ユーザー名@ドメイン形式（Active Directory）
例：jsmith@hpe.com
@検索可能形式を使用して指定されるディレクトリユーザーは、3 つの検索可能コンテキストのい
ずれかに配置できます。このコンテキストは、ディレクトリページで構成します。

•

ユーザー名形式（Active Directory）
例：John Smith
ユーザー名形式を使用して指定されるディレクトリユーザーは、3 つの検索可能コンテキストのい
ずれかに配置できます。このコンテキストは、ディレクトリページで構成します。

ローカルユーザー
iLO ローカルユーザーアカウントのログイン名を入力します。

ProLiant マネジメントプロセッサー用のディレクトリサポー
ト（HPLOMIG）
HPLOMIG は、iLO プロセッサーをディレクトリによる管理に簡単に移行したいお客様向けです。このソ
フトウェアは、マネジメントプロセッサーがディレクトリサービスをサポートするために必要な手順の一
部を自動化します。
HPLOMIG は、次の Web サイトで入手できます。http://www.hpe.com/support/ilo5

ディレクトリサービスによるユーザーログイン
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オペレーティングシステムのサポート
HPLOMIG は、Microsoft Windows で動作し、Microsoft .NET Framework バージョン 3.5 以降を必要とし
ます。次のオペレーティングシステムがサポートされています。
•

Microsoft Windows Server 2016

•

Windows Server 2012 R2

•

Windows Server 2012

•

Windows Server 2008 R2

•

Windows 10

•

Windows 8.1

•

Windows 8

•

Windows 7

•

Windows Vista

要件
拡張セキュリティ機能（FIPS、SuiteB、または高度なセキュリティセキュリティ状態など）を HPLOMIG
を使用して iLO システムで構成できるようになっている場合、HPLOMIG クライアントは以下の要件を満
たす必要があります。
•

Windows .NET Framework v4.5 がインストールされている。

•

オペレーティングシステムで TLS v1.1 または v1.2 がサポートされている。

HPLOMIG を使用する場合の OS および Windows .NET Framework の要件を次の表に示します。
オペレーティングシステム

Windows .NET
Framework

iLO で製品セキュリテ
ィ状態が有効になって
いる HPLOMIG。

iLO で高度なセキュリ
ティ、FIPS、または
SuiteB セキュリティ
状態が有効になってい
る HPLOMIG。

Windows Vista1

4.0 またはそれ以前

サポート

サポートなし

4.5

サポート

サポートなし

4.0 またはそれ以前

サポート

サポートなし

4.5

サポート

サポート

4.0 またはそれ以前

サポート

サポートなし

4.5

サポート

サポート

Windows Server 20081
Windows 7
Windows Server 2008 R2
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server
2016
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1 NET Framework バージョン 4.5 がインストールされている場合でも、
Windows Vista および Windows Server 2008 で

は、TLS v1.1 または v1.2 はサポートされません。

HPLOMIG によるディレクトリ認証の設定
手順
1. ネットワーク内の iLO マネジメントプロセッサーを検出します。
2. オプション：マネジメントプロセッサーで iLO ファームウェアを更新します。
3. ディレクトリ構成設定を指定します。
4. ご使用の構成に固有の手順を完了します。
a. マネジメントプロセッサーに名前を付けます（HPE 拡張スキーマのみ）
b. ディレクトリを構成します（HPE 拡張スキーマのみ）
c. デフォルトスキーマを使用するようにマネジメントプロセッサーを設定します（スキーマフリーの
み）
5. iLO とディレクトリの間の通信を設定します。
6. LDAP CA 証明書をインポートします。
7. オプション：iLO ディレクトリテストを実行します。

マネジメントプロセッサーの検出
手順
1. スタート > すべてのプログラム > Hewlett-Packard Enterprise > ProLiant マネジメントプロセッサ
ー用のディレクトリサポートの順に選択します。
2. ようこそページで、Next をクリックします。
3. Find Management Processors ウィンドウで、Addresses ボックスに、マネジメントプロセッサーの
検索条件を入力します。
ヒント:
また、Import をクリックしてからファイルを選択して、ファイルからマネジメントプロセッサー
のリストを入力することもできます。
4. iLO の Login Name と Password を入力して、Find をクリックします。
検出時に次へや Back をクリックするかユーティリティを終了すると、現在のネットワークアドレスで
の作業は完了しますが、次のネットワークアドレスでの作業はキャンセルされます。
検索が完了すると、マネジメントプロセッサーが表示され、Find ボタンが Verify に変化します。

HPLOMIG によるディレクトリ認証の設定
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HPLOMIG マネジメントプロセッサーの検索条件
DNS 名、IP アドレス、または IP アドレスワイルドカードを使用してマネジメントプロセッサーを検索す
ることができます。
Addresses ボックスに値を入力する場合、以下のルールが適用されます。
•

DNS 名、IP アドレス、および IP アドレスワイルドカードは、セミコロンまたはカンマのいずれかで
区切る必要があり、区切り文字として両方を使用することはできません。

•

IP アドレスワイルドカードでは、3 番目と 4 番目のオクテットフィールドでアスタリスク（*）文字を
使用します。たとえば、16.100.*.*という IP アドレスは有効ですが、16.*.*.*という IP アドレス
は無効です。

•

ハイフンを使用して範囲を指定することができます。たとえば、192.168.0.2-10 は有効な範囲で
す。ハイフンは、一番右のオクテットフィールドでのみ使用できます。

•

Find をクリックすると、HPLOMIG は、ping とポート 443（デフォルト SSL ポート）への接続を開始
します。この動作の目的は、ターゲットネットワークアドレスがマネジメントプロセッサーであるか
どうかを判定することです。ping に対するデバイスからの応答がなく、ポート 443 に適切に接続でき
なかった場合、ユーティリティは、ターゲットがマネジメントプロセッサーではないと判定します。

HPLOMIG マネジメントプロセッサーのインポートリストの要件
各行に 1 つのマネジメントプロセッサーを記載した単純なテキストファイルをインポートできます。
セミコロンで区切られた、サポートされる各列は次のとおりです。
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•

Network Address

•

Product

•

F/W Version

HPLOMIG マネジメントプロセッサーの検索条件

•

DNS Name

•

TPM ステータス

•

User Name

•

Password

•

LDAP Status

•

Kerberos Status

•

License Type

•

FIPS Status

たとえば、テキストファイルのある行に次の情報が含まれる場合があります。
16.100.225.20;iLO;1.10;ILOTPILOT2210;Not Present;user;password;Default
Schema;Kerberos Disabled;iLO Advanced;Enabled
セキュリティに関する理由によって、ユーザー名とパスワードをファイル内に含めることができない場合
は、それらの列を空白にして、セミコロンだけを入れてください。

オプション：マネジメントプロセッサーのファームウェアのアップグレード
（HPLOMIG）
Find Management Processors ウィンドウの次へをクリックしたら、次のタスクは、必要に応じて iLO
ファームウェアをアップデートすることです。選択した管理プロセッサーの数によっては、アップグレー
ドプロセスに長い時間がかかる場合があります。単一の管理プロセッサーのファームウェアアップグレ
ードは、約 5 分で完了します。
重要:
Hewlett Packard Enterprise は、本番環境ネットワークで HPLOMIG を実行する前に、テスト環境で
アップグレードプロセスをテストし、結果を確認することをおすすめします。管理プロセッサーへ
のファームウェアイメージの不完全な転送によって、管理プロセッサーをローカルで再プログラミ
ングしなければならなくなる場合があります。
始める前に
管理プロセッサーのファームウェアのバイナリイメージは、HPLOMIG を実行しているシステムからアク
セスできる必要があります。これらのバイナリイメージは http://www.hpe.com/support/ilo5 からダウ
ンロードできます。
手順
1. Upgrade Firmware on Management Processors ウィンドウがまだ開いていない場合は移動します。

オプション：マネジメントプロセッサーのファームウェアのアップグレード（HPLOMIG）
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2. アップグレードするマネジメントプロセッサーを選択します。
3. 選択した管理プロセッサーごとに、参照をクリックし、ファームウェアイメージファイルを選択しま
す。また、手動でファームウェアイメージのパスを入力することもできます。
4. ファームウェアのアップグレードをクリックします。
ファームウェアアップグレードプロセス時は、すべてのボタンが非アクティブになり、操作できませ
ん。
選択したマネジメントプロセッサーがアップグレードされます。HPLOMIG を使用すると、数百の管理
プロセッサーをアップグレードできますが、同時にアップグレードできるのは最大 25 の管理プロセッ
サーです。このプロセス時には、大量のネットワーク動作が発生します。
アップグレードに失敗すると、Results 欄にメッセージが表示され、ユーティリティは、選択された他
の管理プロセッサーのアップグレードを継続します。
5. アップグレードが完了したら、Next をクリックします。

ディレクトリ構成オプションの選択
Upgrade Firmware on Management Processors ウィンドウで次へをクリックした後の次のタスクは、
構成する管理プロセッサーの選択と有効にするディレクトリオプションの指定です。
手順
1. Select the Desired Configuration ウィンドウに移動します（開いていない場合）。
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ディレクトリ構成オプションの選択

2. 構成する iLO 管理プロセッサーを選択します。
この選択は、すでに HPE スキーマ用に構成された iLO や、ディレクトリが無効にされている iLO の不
慮の上書きを防止するのに役立ちます。
3. Directory Configuration、Kerberos authentication、および Local accounts セクションで、ディレ
クトリ、Kerberos、およびローカルアカウントの設定を選択します。
4. 次へをクリックします。
このページでの選択によって、次へをクリックしたときに表示されるウィンドウが決まります。
5. スキーマフリー構成を選択した場合は、マネジメントプロセッサーの設定（スキーマフリー構成のみ）
(348 ページ)に進みます。HPE 拡張スキーマ構成を選択した場合は、管理プロセッサーの命名（HPE
拡張スキーマのみ）(344 ページ)を続行します。

マネジメントプロセッサーの選択方法
次の方法で構成する iLO 管理プロセッサーを選択します。
•

構成するリスト内の各管理プロセッサーの横のチェックボックスをクリックします。

•

特定のステータスに一致する iLO 管理プロセッサーを選択するには、次のいずれかのフィルターの横
にあるチェックボックスをクリックします。
◦

Devices that have directories disabled

◦

Devices that are currently configured to use the directory’s default schema

◦

Devices that are currently configured to use the HPE Extended Schema

◦

Devices that have Kerberos enabled

◦

Devices that have Kerberos disabled

マネジメントプロセッサーの選択方法
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•

Disable Directories support - 選択したシステムでディレクトリサポートを無効にします。

•

Use HPE Extended Schema - 選択したシステムのディレクトリで HPE 拡張スキーマを使用します。

•

Use Directory’s default schema - 選択したシステムでスキーマフリーディレクトリを使用します。

•

Generic LDAP - 選択したシステムで OpenLDAP がサポートする BIND 方式を使用します。

•

Kerberos authentication - 選択したシステムで Kerberos 認証を有効または無効にします。

•

Local Accounts - 選択したシステムでローカルユーザーアカウントを有効または無効にします。

管理プロセッサーの命名（HPE 拡張スキーマのみ）
Select the Desired Configuration ウィンドウの次へをクリックしたら、次のタスクはディレクトリ内の
iLO 管理デバイスオブジェクトに名前を付けることです。
以下の 1 つまたは複数のコンポーネントを使用して名前を作成できます。
•

ネットワークアドレス

•

DNS 名

•

インデックス

•

名前の手動作成

•

すべてにプレフィクスを追加

•

すべてにサフィックスを追加

マネジメントプロセッサーに名前を付けるには、Object Name 列をクリックして名前を入力するか、以
下の手順に従ってください。
手順
1. Use iLO Names、Create Name Using Index、または Use Network Address を選択します。
2. オプション：すべての名前の先頭または末尾に追加するテキストを入力します。
3. Create Names をクリックします。
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生成された名前が Object Name 欄に表示されます。この時点では、名前は、ディレクトリやマネジメ
ントプロセッサーに書き込まれていません。名前は、次の ProLiant マネジメントプロセッサー用のデ
ィレクトリサポートウィンドウが表示されるまで保存されます。
4. オプション：名前を変更するには、Clear Names をクリックしてマネジメントプロセッサーの名前を
修正します。
5. 名前が正しい場合は、 Next をクリックします。
Configure Directory ウィンドウが開きます。 HPE 拡張スキーマを選択したときのディレクトリの設
定(345 ページ)に進みます。

HPE 拡張スキーマを選択したときのディレクトリの設定
Name the management processors ウィンドウで Next をクリックした後、Configure Directory ウィン
ドウでは、検出された各マネジメントプロセッサー用のデバイスオブジェクトを作成し、新しいデバイス
オブジェクトを定義済みのロールに関連付けることができます。たとえば、ディレクトリは、ユーザー
を、特定のデバイスオブジェクトに対するいくつかの権限を持つロール（管理者など）のメンバーとして
定義します。

HPE 拡張スキーマを選択したときのディレクトリの設定
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手順
1. Directory Server セクションで、指定されたディレクトリサーバーの Network Address、Login
Name、および Password を入力します。
2. Container DN の値を入力するか、Browse をクリックしてコンテナー DN を選択します。

3. Role(s) DN の値を入力するか、Browse をクリックしてロール DN を選択します。
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4. Update Directory をクリックします。
HPLOMIG は、ディレクトリに接続し、マネジメントプロセッサーオブジェクトを作成して、それらを
選択されたロールに追加します。
5. デバイスオブジェクトがロールに関連付けられたら、Next をクリックします。
入力した値は、Configure Directory ウィンドウに表示されます。
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6. 次へをクリックします。
Set up Management Processors for Directories ウィンドウが開きます。
7. ディレクトリ用のマネジメントプロセッサーのセットアップ(349 ページ)に進みます。

Configure Directory ウィンドウのオプション
Configure Directory ウィンドウには以下のボックスがあります。
•

Network Address - ディレクトリサーバーのネットワークアドレス（有効な DNS 名または IP アドレ
ス）です。

•

Port - ディレクトリへの SSL ポートです。デフォルトポートは 636 です。マネジメントプロセッサ
ーは、SSL を使用してのみディレクトリと通信できます。

•

Login Name および Password - ディレクトリへのドメイン管理者アクセスを持つアカウントのログ
イン名とパスワードを入力します。

•

Container DN - ネットワークアドレス、ポート、およびログイン情報を入力したら、Browse をクリ
ックして、コンテナー DN を検索できます。コンテナーとは、マイグレーションユーティリティがデ
ィレクトリ内のマネジメントプロセッサーオブジェクトを作成する場所です。

•

Role(s) DN - ネットワークアドレス、ポート、およびログイン情報を入力したら、Browse をクリック
して、ロール DN を検索できます。ロールとは、デバイスオブジェクトに関連付けられるロールが存
在する場所です。ロールは、このユーティリティの実行前に作成する必要があります。

•

Password － CAC/Smartcard 認証が構成され、スキーマフリーディレクトリオプションで使用される
場合の、CAC LDAP サービスアカウントのパスワードを指定します。

マネジメントプロセッサーの設定（スキーマフリー構成のみ）
Select the Desired Configuration ウィンドウで Next をクリックした後、次のタスクは、選択したマネ
ジメントプロセッサーをデフォルトのディレクトリスキーマを使用するように設定することです。
手順
1. Configure Management Processors ウィンドウがまだ開いていない場合は、そのウィンドウに移動
します。
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2. ディレクトリサーバー設定を入力します。
3. セキュリティグループ DN を入力します。
4. セキュリティグループと関連付ける iLO 権限を選択します。
5. 次へをクリックします。
Set up Management Processors for Directories ウィンドウが開きます。
6. ディレクトリ用のマネジメントプロセッサーのセットアップ(349 ページ)に進みます。

管理プロセッサー設定
•

Network Address - ディレクトリサーバーのネットワークアドレス（有効な DNS 名または IP アドレ
ス）です。

•

Login Name および Password - ディレクトリへのドメイン管理者アクセスを持つアカウントのログ
イン名（DN）とパスワードを入力します。

•

Security Group Distinguished Name - 共通の権限を持つ一連の iLO ユーザーを含むディレクトリ内
のグループの DN です。ディレクトリ名、ログイン名、およびパスワードが正しい場合は、Browse を
クリックしてグループにアクセスし、選択することができます。

•

Privileges - 選択されたグループに関連付けられた iLO 権限です。ユーザーがグループのメンバーで
ある場合は、ログイン権限が暗黙に設定されています。

ディレクトリ用のマネジメントプロセッサーのセットアップ
Configure Directory または Configure Management Processors ウィンドウで Next をクリックした後
の次の手順は、ディレクトリと通信するマネジメントプロセッサーのセットアップです。

管理プロセッサー設定
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手順
1. Set up Management Processors for Directories ウィンドウがまだ開いていない場合は、そのウィン
ドウに移動します。
2. ユーザーコンテキストを定義します。

ユーザーコンテキストは、iLO にログインするユーザーの LDAP 構造内の位置を定義します。User
Context ボックス組織単位の DN を入力するか、Browse をクリックしてユーザーコンテキストを選択
することができます。
最大 15 個のユーザーコンテキストがサポートされています。
3. 構成をクリックします。
4. プロセスが完了したら、Next をクリックします。
LDAP CA Certificate Import ウィンドウが開きます。
5. LDAP CA 証明書のインポート(350 ページ)に進みます。

LDAP CA 証明書のインポート
Set up Management Processors for Directories で次へをクリックしたら、次の手順は LDAP CA 証明
書をインポートすることです。
手順
1. LDAP CA Certificate Import ウィンドウがまだ開いていなければ、移動します。
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2. 証明書をインポートする iLO システムを選択し、テキストボックスに証明書を貼り付けて、インポー
トをクリックします。
3. 証明書のインポートが完了したら、次へをクリックします。
ディレクトリテストウィンドウが開きます。
4. HPLOMIG を使用したディレクトリテストの実行（オプション）(351 ページ)に進みます。

HPLOMIG を使用したディレクトリテストの実行（オプション）
LDAP CA Certificate Import で次へをクリックした後の次の手順は、ディレクトリ構成のテストです。
手順
1. ディレクトリテストウィンドウに移動します（開いていない場合）。

HPLOMIG を使用したディレクトリテストの実行（オプション）
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2. ディレクトリ設定をテストします。
a. 1 つまたは複数の iLO システムを選択します。
b. ディレクトリテスト制御セクションで、以下を入力します。
•

ディレクトリ管理者識別名およびディレクトリ管理者パスワード - iLO オブジェクト、ロール、
および検索コンテキストについてディレクトリを検索します。このユーザーは、ディレクトリ読
み取り権限を持っている必要があります。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリ内に iLO オブジェクトを作成する際に使用するも
のと同じ識別名とパスワードを使用することをおすすめします。これらの識別情報は、iLO に保
存されるものではなく、iLO オブジェクトとユーザー検索コンテキストを確認するために使用さ
れます。

•

テストユーザー名およびテストユーザーパスワード - iLO へのログインとアクセス権をテスト
します。ユーザー検索コンテキストを適用できるため、ユーザー名は完全修飾である必要はあり
ません。このユーザーは、この iLO のロールに関連付けられている必要があります。
通常、このアカウントは、テスト対象の iLO プロセッサーへのアクセスに利用します。これはデ
ィレクトリ管理者アカウントでも構いませんが、スーパーユーザーアカウントではテストでユー
ザー認証を検証できません。iLO には、これらの認証情報が保存されません。

c. テストの開始をクリックします。
複数のテストがバックグラウンドで開始します。最初のテストでは、サーバーとの SSL 接続を確立
し、ユーザー権限を評価して、ネットワーク経由でのディレクトリユーザーに対するネットワーク
Ping が実行されます。
3. 個々のテスト結果を表示するには、iLO システムをダブルクリックします。
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詳しくは、ディレクトリテストの実行(258 ページ)を参照してください。
4. 完了をクリックします。

ディレクトリサービススキーマ
この付録では、Hewlett Packard Enterprise Lights-Out マネジメント権限付与データをディレクトリサービ
スに保存するために使用されるクラスおよび属性について説明します。

HPE Management コア LDAP OID クラスおよび属性
スキーマのセットアッププロセスでスキーマに加える変更には、次の変更が含まれます。
•

コアクラス

•

コア属性

コアクラス
クラス名

割り当てられる OID

hpqTarget

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.1

hpqRole

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.2

hpqPolicy

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.3

ディレクトリサービススキーマ
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コア属性
属性名

割り当てられる OID

hpqPolicyDN

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.1

hpqRoleMembership

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.2

hpqTargetMembership

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.3

hpqRoleIPRestrictionDefault

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.4

hpqRoleIPRestrictions

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.5

hpqRoleTimeRestriction

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.6

コアクラスの定義
以下の表に、Hewlett Packard Enterprise Management コアクラスの定義を示します。
hpqTarget
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.1

説明

このクラスは、ターゲットオブジェクトを定義し、ディレク
トリ対応管理を使用する Hewlett Packard Enterprise 製品の
基礎を提供します。

クラスのタイプ

Structural

スーパークラス

user

属性

hpqPolicyDN - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.1
hpqRoleMembership - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.2

注意事項

なし

hpqRole
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.2

説明

このクラスは、ロールオブジェクトを定義し、ディレクトリ対
応管理を使用する Hewlett Packard Enterprise 製品の基礎を提
供します。

クラスのタイプ

Structural

スーパークラス

group

表は続く
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hpqRoleIPRestrictions - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.5

属性

hpqRoleIPRestrictionDefault - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.4
hpqRoleTimeRestriction - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.6
hpqTargetMembership - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.3
注意事項

なし

hpqPolicy
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.1.3

説明

このクラスは、ポリシーオブジェクトを定義し、ディレクトリ
対応管理を使用する Hewlett Packard Enterprise 製品の基礎を
提供します。

クラスのタイプ

Structural

スーパークラス

top

属性

hpqPolicyDN - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.1

注意事項

なし

コア属性の定義
以下の表に、HPE Management コアクラス属性の定義を示します。
hpqPolicyDN
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.1

説明

このターゲットの一般設定を制御するポリシーの識別名です。

構文

識別名 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12

オプション

単一値

注意事項

なし

hpqRoleMembership
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.2

説明

このオブジェクトに所属する hpqRole オブジェクトのリストを提
供します。

構文

識別名 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12

オプション

複数値

注意事項

なし

コア属性の定義
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hpqTargetMembership
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.3

説明

このオブジェクトに所属する hpqTarget オブジェクトのリストを
提供します。

構文

識別名 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12

オプション

複数値

注意事項

なし

hpqRoleIPRestrictionDefault
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.4

説明

IP ネットワークアドレス制限のもとでの権限の制限を部分的に指
定する未指定クライアントによるアクセスを表す Boolean 値。

構文

Boolean 値 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

オプション

単一値

注意事項

この属性が TRUE の場合、IP 制限が通常のネットワーククライアン
トに適用されます。この属性が FALSE の場合、IP 制限が通常のネ
ットワーククライアントに適用されません。

hpqRoleIPRestrictions
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.5

説明

IP ネットワークアドレス制限のもとでの権限の制限を部分的に指
定する IP アドレス、DNS 名、ドメイン、アドレス範囲、およびサ
ブネットのリストを提供します。

構文

オクテット文字列 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40

表は続く
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オプション

複数値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ使用されます。
アドレスが一致し、一般アクセスが拒否される場合、IP 制限は適用
されます。アドレスが一致し、一般アクセスが許可される場合、IP
制限が適用されません。
値には、ID バイトの後にネットワークアドレスを指定する（タイ
プ別の数の）バイトを続けたものを使用します。
•

IP サブネットの場合、ID バイトは<0x01>で、その後にネットワ
ーク順の IP ネットワークアドレスとネットワーク順の IP ネッ
トワークサブネットマスクを続けます。たとえば、
127.0.0.1/255.0.0.0 という IP サブネットの場合は、<0x01 0x7F
0x00 0x00 0x01 0xFF 0x00 0x00 0x00>となります。IP 範囲の
場合、ID バイトは<0x02>で、その後に下限の IP アドレスと上
限の IP アドレスを続けます。両方とも範囲に含まれ、ネットワ
ーク順に指定します。たとえば、10.0.0.1～10.0.10.255 という
IP 範囲の場合は、<0x02 0x0A 0x00 0x00 0x01 0x0A 0x00 0x0A
0xFF>となります。

•

DNS 名またはドメインの場合、ID バイトは<0x03>で、その後
に ASCII エンコードの DNS 名を続けます。DNS 名には、指定
された文字列で終了するすべての名前と一致させるために、先
頭に*（ASCII コードでは 0x2A）を付けることができます。たと
えば、DNS ドメイン*.acme.com は、<0x03 0x2A 0x2E 0x61
0x63 0x6D 0x65 0x2E 0x63 0x6F 0x6D>となります。一般アク
セスが許可されます。

hpqRoleTimeRestriction
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.1.2.6

説明

時間制限のもとでの権限の制限を指定する 1 週間の時間枠（30 分単
位）です。

構文

オクテット文字列 {42}-1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.40

表は続く
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オプション

単一値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ使用されます。
デバイスがある場所の現在の現地時間に対応するビットが 1 の場
合には、時間制限が適用され、ビットが 0 の場合には、時間制限が
適用されません。
•

最初のバイトの最下位ビットは、日曜日の午前 0 時から午前 0
時 30 分に対応します。

•

最下位ビットよりも上位のビットおよび後続のバイトは、日曜日
の午前 0 時 30 分以降の、1 週間を 30 分ごとに区切った時間枠
に、順番に対応します。

•

42 番目のバイトの最上位ビット（8 番目）は、土曜日の午後 11
時 30 分から日曜日の午前 0 時に対応します。

Lights-Out Management 固有の LDAP OID クラスおよび属性
以下のスキーマ属性およびクラスは、Hewlett Packard Enterprise Management コアクラスおよび属性で
定義される属性およびクラスに依存する場合があります。

表 4: Lights-Out Management クラス
クラス名

割り当てられる OID

hpqLOMv100

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.1.1

Lights-Out Management 属性
クラス名

割り当てられる OID

hpqLOMRightLogin

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.3

hpqLOMRightRemoteConsole

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.4

hpqLOMRightVirtualMedia

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.6

hpqLOMRightServerReset

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.5

hpqLOMRightLocalUserAdmin

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.2

hpqLOMRightConfigureSettings

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.1

Lights-Out Management クラスの定義
以下の表に、Lights-Out Management コアクラスの定義を示します。
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表 5: hpqLOMv100
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.1.1

説明

このクラスは、HPE Lights-Out Management 製品で使用される権
限と設定を定義します。

クラスのタイプ

Auxiliary

スーパークラス

なし

属性

hpqLOMRightConfigureSettings - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.1
hpqLOMRightLocalUserAdmin - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.2
hpqLOMRightLogin - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.3
hpqLOMRightRemoteConsole - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.4
hpqLOMRightServerReset - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.5
hpqLOMRightVirtualMedia - 1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.6

注意事項

なし

Lights-Out Management 属性の定義
以下の表に、Lights-Out Management コアクラス属性の定義を示します。
hpqLOMRightLogin
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.3

説明

Lights-Out Management 製品のログイン権限です。

構文

Boolean 値 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

オプション

単一値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ有効です。TRUE の
場合は、ロールのメンバーに権限が付与されます。

hpqLOMRightRemoteConsole
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.4

説明

Lights-Out Management 製品のリモートコンソール権限です。こ
の属性は、ロールオブジェクトについてのみ有効です。

構文

Boolean 値 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

オプション

単一値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ使用されます。値
が TRUE の場合は、ロールのメンバーに権限が付与されます。

Lights-Out Management 属性の定義
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hpqLOMRightVirtualMedia
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.6

説明

Lights-Out Management 製品の仮想メディア権限です。

構文

Boolean 値 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

オプション

単一値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ使用されます。値
が TRUE の場合は、ロールのメンバーに権限が付与されます。

hpqLOMRightServerReset
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.5

説明

Lights-Out Management 製品のリモートサーバーリセットおよび
電源ボタン権限です。

構文

Boolean 値 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

オプション

単一値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ使用されます。値
が TRUE の場合は、ロールのメンバーに権限が付与されます。

hpqLOMRightLocalUserAdmin
OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.2

説明

Lights-Out Management 製品のローカルユーザーデータベース管
理権限です。

構文

Boolean 値 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

オプション

単一値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ使用されます。値
が TRUE の場合は、ロールのメンバーに権限が付与されます。

hpqLOMRightConfigureSettings
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OID

1.3.6.1.4.1.232.1001.1.8.2.1

説明

Lights-Out Management 製品のデバイス設定権限です。

構文

Boolean 値 - 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

オプション

単一値

注意事項

この属性は、ロールオブジェクトについてのみ使用されます。値
が TRUE の場合は、ロールのメンバーに権限が付与されます。

Kerberos 認証とディレクトリサービス

iLO の再起動、工場出荷時リセット、および NMI
の管理
iLO の再起動（リセット）
場合によっては、iLO をリセットしなければならないことがあります。たとえば、iLO がブラウザーに応
答しない場合などです。
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、iLO 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、このプロセスが終了するまで iLO
をリセットできません。
iLO のリセット方法
•

iLO の Web インターフェイスの診断ページで、リセットをクリックします。

•

CLI または HPONCFG を使用します。手順については、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照して
ください。

•

iLO 5 構成ユーティリティを使用します。

•

サポートされているサーバーでサーバー UID ボタンを使用します。

•

iLO RESTful API を使用します。詳しくは、http://www.hpe.com/info/restfulapi を参照してください。

•

IPMI を使用します。詳しくは、iLO IPMI のユーザーガイドを参照してください。

これらのどの方法も利用できないか、予想どおりに機能しない場合は、サーバーの電源を切り、電源装置
を切断する必要があります。

Web インターフェイスを使用した iLO プロセッサーの再起動（リセット）
始める前に
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、診断タブをクリックします。
2. リセットをクリックします。
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。
iLO がリセットされ、ブラウザー接続が閉じます。

iLO 5 構成ユーティリティを使用した iLO のリブート（リセット）
始める前に
iLO 設定権限の構成

iLO の再起動、工場出荷時リセット、および NMI の管理
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手順
1. オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始しま
す。
2. サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。
3. サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。
4. システムユーティリティ画面で、システム構成、iLO 5 構成ユーティリティの順にクリックします。
5. iLO をリセットメニューではいを選択します。
iLO 5 構成ユーティリティに、リセットの確認を求めるメッセージが表示されます。
6. OK をクリックします。
7. iLO がリセットされ、すべてのアクティブな接続が終了します。iLO をリモートで管理している場合
は、リモートコンソールセッションが自動的に終了します。
iLO をリセットすると、次のサーバー再起動まで iLO 5 構成ユーティリティを使用できなくなります。
8. ブートプロセスを再開します。
a. オプション：iLO をリモート管理している場合は、iLO のリセットが完了するのを待ってから、iLO
リモートコンソールを起動します。
以前のセッションの UEFI システムユーティリティが開いています。
b. メインメニューが表示されるまで Esc キーを押します。
c. システムを終了して再起動をクリックします。
d. 要求の確認を求めるメッセージが表示されたら、OK をクリックしてユーティリティを終了し、通
常のブートプロセスを再開します。

サーバーの UID ボタンを使用した iLO の再起動（リセット）
サポートされているサーバーの UID ボタンを使用して、iLO の手動の再起動を開始できます。
UID ボタンについて詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

サーバーの UID ボタンで、正常な iLO のリブートを実行します。
正常な iLO リブートを開始すると、iLO ファームウェアが iLO のリブートを開始します。
正常な iLO のリブートを開始しても構成が変更されることはありませんが、iLO へのすべてのアクティブ
接続が終了します。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、その処理が終了します。フ
ァームウェアのフラッシュが進行中の場合、このプロセスが終了するまで iLO をリブートできません。
手順
正常な iLO リブートを開始するには、UID ボタンを 5～9 秒間押し続けます。
UID ボタン/LED が青色で毎秒 4 回点滅し、正常な iLO リブートが実行中であることを示します。

サーバーの UID ボタンによるハードウェア iLO の再起動の実行
ハードウェア iLO の再起動を開始すると、サーバーハードウェアによって iLO の再起動が開始されます。
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サーバーの UID ボタンを使用した iLO の再起動（リセット）

手順
ハードウェア iLO の再起動を開始するには、UID ボタンを 10 秒以上押し続けます。
注意:
ハードウェア iLO の再起動を開始しても構成が変更されることはありませんが、iLO へのすべての
アクティブ接続が終了します。ファームウェアのフラッシュが進行中の場合、フラッシュデバイス
でデータの破損が発生する可能性があります。フラッシュデバイスでデータの破損が発生した場合
は、セキュアリカバリまたは iLO ネットワークのフラッシュエラーリカバリ機能を使用します。ハ
ードウェア iLO の再起動中にデータの損失や NVRAM の破損が発生する可能性があります。
トラブルシューティングの他のオプションが使用可能な場合は、ハードウェアの再起動を開始しな
いでください。
UID ボタン/LED が青色で毎秒 8 回点滅し、ハードウェア iLO の再起動が実行中であることを示します。
詳しくは
iLO ネットワークのフラッシュエラーリカバリ(408 ページ)
サーバーの電源オン(147 ページ)

iLO の工場出荷時デフォルト設定へのリセット
場合によっては、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットする必要があることがあります。たとえ
ば、FIPS モードを無効にすると、iLO をデフォルト設定にリセットする必要があります。このタスクは、
iLO 5 構成ユーティリティ、iLO RESTful API、または RIBCL スクリプトを使用して実行できます。
•

iLO 5 構成ユーティリティの使用方法については、工場出荷時のデフォルト設定への iLO のリセット
（iLO 5 構成ユーティリティ）(363 ページ)を参照してください。

•

iLO RESTful API の使用方法については、Web サイト（http://www.hpe.com/info/restfulapi）にある
iLO RESTful API のドキュメントを参照してください。

•

RIBCL スクリプトの使用方法については、iLO スクリプティング/コマンドラインガイドを参照してく
ださい。

工場出荷時のデフォルト設定への iLO のリセット（iLO 5 構成ユーティリティ）
注意:
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、iLO のユーザーデータ、ライセンスデータ、
構成設定およびログを含むすべての設定が消去されます。サーバーに工場でインストールされたラ
イセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。
この手順によりログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントは iLO イベ
ントログおよびインテグレーテッドマネジメントログに記録されません。
手順
1.

オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始しま
す。

2.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。

3.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。

iLO の工場出荷時デフォルト設定へのリセット
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4.

システムユーティリティ画面で、システム構成、iLO 5 構成ユーティリティの順にクリックします。

5.

工場出荷時のデフォルトにセットメニューではいを選択します。
iLO 5 構成ユーティリティに、要求の確認を求めるメッセージが表示されます。

6.

OK をクリックします。

7.

iLO が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。iLO をリモートで管理している場合は、リ
モートコンソールセッションが自動的に終了します。次にシステムを再起動するまで iLO 5 構成ユ
ーティリティに再びアクセスすることはできません。

8.

ブートプロセスを再開します。
a. オプション：iLO をリモート管理している場合は、iLO のリセットが完了するのを待ってから、
iLO リモートコンソールを起動します。
以前のセッションの iLO 5 構成ユーティリティ画面がまだ開いています。
b. メインメニューが表示されるまで Esc キーを押します。
c. システムを終了して再起動をクリックします。
d. 要求の確認を求めるメッセージが表示されたら、OK をクリックして画面を終了し、ブートプロセ
スを再開します。

9.

オプション：リセット後にデフォルトの iLO アカウント情報を使用して、iLO にログインします。

10. サーバーのオペレーティングシステムを再起動します。
工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOS レコードはクリアされます。メモリおよび
ネットワーク情報は、サーバー OS の再起動が完了するまで iLO Web インターフェイスに表示され
ません。

NMI の生成
システムに NMI を生成機能で、オペレーティングシステムをデバッグのために停止できます。
注意:
診断とデバッグのツールとしての NMI の生成は、主にオペレーティングシステムが使用不能になっ
た場合に使用します。通常のサーバーの運用では、NMI を使用しないでください。NMI の生成では
オペレーティングシステムは適切にはシャットダウンされず、オペレーティングシステムがクラッ
シュします。このため、サービスとデータは失われます。システムに NMI を生成ボタンは、OS が
正常に動作せず、経験のあるサポート組織が NMI を推奨する極端なケースのみに使用してくださ
い。
始める前に
仮想電源およびリセット権限
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、診断タブをクリックします。
2. システムに NMI を生成をクリックします。
3. NMI をシステムに生成するとデータが消失する可能性があるという警告が iLO から出された場合、OK
をクリックして確認するか、キャンセルをクリックします。
OK をクリックすると、iLO は NMI が送信されたことを確認します。
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NMI の生成

トラブルシューティング
Windbg での iLO 仮想シリアルポートの使用
サーバーをデバッグする場合は、ローカルのテストシステムで動作している Windows Windbg カーネル
デバッガとともに、iLO 仮想シリアルポート機能を使用できます。
始める前に
PuTTY がローカルテストシステムにインストールされている。PuTTY は Web サイト http://
www.putty.org/からダウンロードできます。
手順
1.

カーネル問題が発生したサーバー上の iLO Web インターフェイスから、セキュリティ - アクセス設
定ページに移動して、シリアルコマンドラインインターフェイス速度を構成します。
デフォルト値は 9600 です。

2.

Windows でデバッグオプションを設定します（シリアル接続の boot.ini パラメーター）。
debugport = com2 を使用して、構成されたシリアルコマンドラインインターフェイス速度と一致
するようにボーレートを設定します。

3.

サーバーを起動または再起動します。

4.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
ROM ベースの構成ユーティリティが起動します。

5.

以下の設定を行います。
•

EMS および BIOS シリアルコンソールを無効にします。

•

仮想シリアルポートを COM 2 に設定します。

6.

Windows のデバッグブートオプションの選択メニューにアクセスするには、サーバーを再起動しま
す。

7.

ローカルテストシステムから、PuTTY を使用して iLO に接続し、ログインします。

8.

セッションホスト名の IP アドレスを入力します。SSH セッションのデフォルト設定を使用します。
PuTTY iLO CLI セッションが開くと、ユーザーログインウィンドウが開きます（プライベートキーを
使用するように PuTTY セッションを設定していない場合）。
プロンプトが表示されるまでに少し時間がかかる場合があります。

9.

</>hpiLO->プロンプトで、コマンド windbg_enable を入力します。
このコマンドにより、ポート 3002 で仮想シリアルポートへのソケットが開きます。

10. Windows のデバッガーを起動するには、コマンド windbg -k com:port=<IPaddress>,ipport=3002 を入力します。
<IP-address>は iLO の IP アドレス、「3002」は接続するソケット（3002 は iLO の Raw シリアル
データソケット）です。
ipport パラメーターは省略可能です。デフォルトのポートは、3002 です。

トラブルシューティング
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必要に応じて、その他の windbg コマンドラインパラメーターを追加することができます。Hewlett
Packard Enterprise は、初期ブレークポイントのための-b パラメーターを使用することをおすすめ
します。
11. サーバーコンソール（または iLO リモートコンソール）にアクセスし、Enter キーを押して、OS ロ
ードメニューでデバッグ選択を起動します。
この手順には、数分かかる場合があります。
12. ホストサーバーのデバッグを完了したら、PuTTY を使用して CLI に接続し、仮想シリアルポートへ
のデバッグソケットをオフにします。その後、コマンド windbg_disable を入力します。
iLO デバッグソケットが有効になっているかぎり、Windows デバッガーへの接続の切断および再接続
が可能です。

サーバーヘルスサマリーの使用
iLO を使用すると、サーバーの電源をオンまたはオフにしたときに外部モニターにサーバーヘルスサマリ
ーを表示できます。この機能は、サーバーが起動しないときのトラブルシューティングに役立ちます。こ
の機能を使用すると、サーバーの IP アドレスやその他のヘルス情報を表示できます。
始める前に
•

サーバーには UID ボタンがあります。

•

外部モニターが接続されています。

手順
1. サーバー上の UID ボタンを押します。
注意:
UID ボタンを押して放します。5 秒以上押しつづけると、適切な iLO の再起動またはハードウェ
ア iLO の再起動を開始します。ハードウェア iLO の再起動中にデータの損失や NVRAM の破損
が発生する可能性があります。
外部モニターにサーバーヘルスサマリー画面が表示されます。
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サーバーヘルスサマリーの使用

2. 再度 UID ボタンを押して、サーバーヘルスサマリー画面を閉じます。

サーバーヘルス概要の詳細
サーバー画面のサムネイル
サーバー画面のサムネイルイメージ。
サーバー電源
サーバーの電源ステータス。
製品名
サーバーのモデル。
シリアル番号
サーバーのシリアル番号。
製品 ID
この iLO プロセッサーを統合する製品。
iLO ファームウェア
インストールされている iLO ファームウェアのバージョン。
システム ROM
インストールされているシステム ROM のバージョン。
バックアップ ROM
バックアップシステム ROM のバージョン。
iLOCPLD
インストールされている iLO CPLD のバージョン。
システム CPLD
インストールされているシステム CPLD のバージョン。

サーバーヘルス概要の詳細
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内蔵 Smart アレイ
インストールされている Smart アレイファームウェアのバージョン。この値は、最後の補助電源サイ
クル以降にサーバー POST が正常に完了した場合にのみ表示されます。
iLOIPv4
iLO の IPv4 アドレス。この値は、アクセス設定ページ上で POST 実行中に iLO IP を表示が有効にな
っている場合にのみ表示されます。
iLOIPv6
iLO の IPv6 アドレス。この値は、アクセス設定ページ上で POST 実行中に iLO IP を表示が有効にな
っている場合にのみ表示されます。
iLO ホスト名
iLO のホスト名。
クリティカルログエントリ
IML からの最新のクリティカルイベントが表示されます。最新のイベントが最初に表示されます。

イベントログのエントリー
iLO イベントログに表示される可能性があるエラーのリストについては、次の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/EIL）で、ご使用のサーバーのエラーメッセージガイドを参照してください。

iLO イベントログエントリーのタイムスタンプが正しくない
症状
iLO イベントログエントリーの日付または時刻が正しくありません。
原因
NTP サーバーアドレスまたはタイムゾーンが正しく設定されていません。
アクション
SNTP 設定が正しく構成されていることを確認します。

iLO サービスポートに接続された USB キーのマウントが失敗
する
症状
iLO サービスポートに接続された USB キーのマウントが失敗する
原因
USB キーは、FAT32 フォーマットでフォーマットされていないか、無効なパーティションテーブルがあ
ります。
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イベントログのエントリー

アクション
•

USB キーが FAT32 にフォーマットされていることを確認します。フォーマットされていない場合、
USB キーを再フォーマットします。

•

USB キーが FAT32 にフォーマットされており、かつマウントされない場合、Microsoft DiskPart など
のユーティリティを使用してそのパーティションを削除して再作成します。

IML のトラブルシューティングのリンク
選択した IML イベントのトラブルシューティング情報を入手できます。サポートされているイベントは、
IML イベントのペインにさらに詳しくはリンクとして表示されます。

ログインと iLO アクセスの問題
iLO ファームウェアのログイン名とパスワードが受け付けられない
症状
iLO ファームウェアのログインに失敗します。
原因
入力されたユーザーアカウント情報が誤っています。
アクション
1. 正しいユーザーアカウント情報を入力します。
•

パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

•

ユーザー名は、大文字と小文字が区別されません。大文字と小文字は同一として扱われます（例：
Administrator は administrator と同一として扱われます）。

名前を使用して iLO マネジメントポートにアクセスできない
症状
名前を使用して iLO マネジメントポートにアクセスできません。
原因
iLO マネジメントポートは、WINS サーバーまたは DDNS サーバーを使用して、iLO マネジメントポート
に名前でアクセスするために必要な名前-IP アドレス解決を提供することができます。名前を使用して
iLO マネジメントポートにアクセスできるように環境が構成されていません。
アクション
1. 環境が以下の要件を満たすことを確認します。

IML のトラブルシューティングのリンク
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•

iLO マネジメントポートの電源を入れる前に、WINS サーバーまたは DDNS サーバーが稼働してい
る必要があります。

•

iLO マネジメントポートは、WINS サーバーまたは DDNS サーバーの IP アドレスを使用して構成さ
れます。DHCP を使用して、必要な IP アドレスを構成できます。

•

iLO マネジメントポートは、WINS サーバーまたは DDNS サーバーへの有効な経路を持っている必
要があります。

•

iLO マネジメントポートにアクセスするために使用するクライアントは、マネジメントポートの IP
アドレスが登録された DDNS サーバーを使用するように構成されます。

WINS サーバーと動的でない DNS サーバーを使用する場合は、DNS サーバーが名前解決用に WINS
サーバーを使用するように設定すると、iLO マネジメントポートアクセスを高速化させることができま
す。詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してください。

iLO ログインページにアクセスできない
症状
iLO Web インターフェイスのログインページがロードされません。
解決方法 1
原因
ブラウザーの SSL 暗号化レベルが 128 ビット以上に設定されていません。
iLO の SSL 暗号化レベルは 128 ビット以上に設定されており、変更することはできません。ブラウザー
と iLO の暗号化レベルは一致していなければなりません。
アクション
ブラウザーの SSL 暗号化レベルを 128 ビット以上に設定します。
解決方法 2
原因
iLO は共有ネットワークポートを使用するように構成され、その共有ネットワークポートが使用する NIC
に対する NIC チーミングが有効になっています。この構成では、次の場合にネットワーク通信がブロック
される可能性があります。
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•

選択された NIC チーミングモードによって、iLO が接続されているスイッチは、iLO が共有するように
構成されているサーバー NIC/ポートからのトラフィックを無視するようになります。

•

選択した NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有するように
構成されている以外の NIC/ポートに送信されます。

iLO ログインページにアクセスできない

アクション
共有ネットワークポート構成が、iLO NIC チーミングガイドラインに従うことを確認します。

ネットワーク設定の変更後 iLO に接続できなくなった
症状
ネットワーク設定を変更した後、iLO にアクセスできません。
原因
NIC とスイッチの設定が同じではありません。
アクション
接続の両端（NIC およびスイッチ）で、トランシーバー速度の自動選択、速度、およびデュプレックスに
ついて同じ設定が行われていることを確認してください。
たとえば、一方の側で接続が自動選択されるように設定されている場合、もう一方の側でも同じ設定を使
用してください。

iLO のリセット後に iLO ログインページに戻れない
症状
iLO のリセット後に iLO ログインページが開きません。
アクション
ブラウザーのキャッシュをクリアし、ブラウザーを再起動します。

iLO ファームウェアの更新後に iLO 接続エラーが発生する
症状
ファームウェアの更新後に、Web インターフェイスを使用して iLO に接続できません。
アクション
ブラウザーのキャッシュをクリアして、再試行します。

NIC を用いて iLO プロセッサーに接続できない
症状
NIC 経由で iLO プロセッサーにアクセスできません。
アクション
•

ROM ベースのシステムユーティリティを使用して NIC が有効になっていることを確認し、割り当てら
れた IP アドレスとサブネットマスクを確認します。

ネットワーク設定の変更後 iLO に接続できなくなった
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詳しくは、ROM ベースのシステムユーティリティのドキュメントを参照してください。
•

ネットワーク上の別のワークステーションから、その NIC の IP アドレスを ping します。

•

ブラウザーで、NIC の IP アドレスを URL として入力して、NIC との接続を試みます。このアドレス
で、iLO のログインページを表示できます。

•

iLO をリセットします。ネットワーク接続が確立した場合、DHCP サーバー要求を最大 90 秒待つ必要
がある場合があります。

iLO の証明書のインストール後 iLO にログインできない
症状
iLO の自己署名証明書をブラウザーの証明書ストアにインストールした後、iLO にアクセスできません。
原因
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするか、iLO ホスト名を変更すると、新しい自己署名証明
書が生成されます。一部のブラウザーでは、自己署名証明書を永久的にインストールすると、新しい自己
署名証明書を生成した後で iLO にログインできないことがあります。
アクション
自己署名証明書をブラウザーの証明書ストアから削除します。
自己署名証明書の証明書名は iLO で、発行元値にはデフォルトの発行元というテキストが含まれていま
す。
iLO の自己署名証明書をブラウザーの証明書ストアにインストールしないでください。証明書をインス
トールする場合は、CA に永久的な証明書を要求し、iLO にインポートします。
証明書の使用について詳しくは、ブラウザーのドキュメントを参照してください。

iLO の IP アドレスに接続できない
症状
iLO の IP アドレスを使用して iLO に接続できません。
原因
プロキシサーバーを使用するように Web ブラウザーが構成されています。
アクション
プロキシサーバーを使用せずに iLO に接続するには、プロキシサーバーの例外リストに iLO を追加しま
す。
手順については、ブラウザーのドキュメントを参照してください。

iLO TCP/IP 通信が失敗する
症状
iLO 通信が失敗します。
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iLO の証明書のインストール後 iLO にログインできない

原因
1 つまたは複数の TCP/IP ポートを介した iLO 通信をファイアウォールが防げていす。
アクション
iLO が使用するポートでの通信を許可するようにファイアウォールを構成します。

Firefox を使用して iLO に接続するときのセキュアな接続の失敗エラー
症状
Firefox 使用して iLO に接続しようとするときに、次のエラーが発生します：
sec_error_reused_issuer_and_serial。
解決方法 1
原因
インストールされている証明書には、認証機関によって発行された別の証明書と同じシリアル番号が含ま
れています。
アクション
1. メニューボタンをクリックし、オプションを選択します。
2. 詳細設定をクリックします。
3. 証明書をクリックします。
4. 証明書の表示をクリックします。
5. サーバータブをクリックし、iLO に関係する証明書をすべて削除します。
6. その他タブをクリックし、iLO に関係する証明書をすべて削除します。
7. OK をクリックします。
8. Firefox を起動し、iLO に接続します。
解決方法 2
原因
インストールされている証明書には、認証機関によって発行された別の証明書と同じシリアル番号が含ま
れています。
アクション
1. Firefox を閉じます。
2. Firefox の AppData フォルダーに移動して、すべての Firefox ディレクトリにある*.db ファイルをす
べて削除します。
AppData フォルダーは通常次の場所にあります。C:\\Users\<ユーザー名>\AppData\Local
\Mozilla\Firefox\

Firefox を使用して iLO に接続するときのセキュアな接続の失敗エラー
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Internet Explorer を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの
証明書エラー
症状
Internet Explorer を使用して iLO Web インターフェイスに移動すると、証明書のエラーが表示されます。
解決方法 1
アクション
1. このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。リンクをクリックします。
2. iLO にログインします。
解決方法 2
アクション
1. 管理 > セキュリティ > SSL 証明書情報ページに移動します。
2. SSL 証明書を取得してインポートします。
3. iLO をリセットします。

Chrome を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラ
ー
症状
Chrome を使用して iLO Web インターフェイスに移動すると、証明書のエラーが表示されます。
解決方法 1
アクション
1. 詳細設定をクリックします。
2.（iLO のホスト名または IP アドレス）にアクセスする（安全ではありません）をクリックします。
3. iLO にログインします。
解決方法 2
アクション
1. 管理 > セキュリティ > SSL 証明書情報ページに移動します。
2. SSL 証明書を取得してインポートします。
3. iLO をリセットします。
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Internet Explorer を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラー

Firefox を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラ
ー
症状
Firefox を使用して iLO Web インターフェイスに移動すると、証明書のエラーが表示されます。
解決方法 1
アクション
1. 危険性を理解した上で接続するにはをクリックし、例外を追加をクリックします。
2. セキュリティ例外の追加ダイアログボックスで、場所ボックスに https://<iLO ホスト名または IP
アドレス>と入力します。
3. セキュリティ例外を承認をクリックします。
セキュリティ例外が保存され、iLO ログイン画面が表示されます。
4. iLO にログインします。
解決方法 2
アクション
1. 管理 > セキュリティ > SSL 証明書情報ページに移動します。
2. SSL 証明書を取得してインポートします。
3. iLO をリセットします。

iLO ログインページに「Web サイトは不明な機関で認証されています」メッセー
ジが表示される
原因
iLO ログインページに移動すると、「Web サイトは不明な機関で認証されています」というメッセージが
表示されます。
アクション
1. 証明書を表示して、
（にせのサーバーでなく）正しいマネジメントサーバーにアクセスしていることを
確認します。
a. 発行先の名前がマネジメントサーバーであることを確認します。必要と思われる手順を実行して、
マネジメントサーバーの識別情報を確認します。
b. これが正しいマネジメントサーバーかどうか確信が持てない場合は、先に進まないでください。に
せのサーバーにアクセスしている可能性があり、ログインするときにログイン認証情報をにせのサ
ーバーに渡すおそれがあります。管理者に連絡してください。接続を取り消すには、証明書ウィン
ドウを終了し、いいえまたはキャンセルをクリックします。
2. 前のステップの項目を確認した後、次のオプションを選択します。

Firefox を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラー
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•

このセッションのために一時的に証明書を受け入れる。

•

永久的に証明書を受け入れる。

•

いったん中止し、管理者から提供されたファイルからブラウザーに証明書をインポートする。

HPEOneView によって管理されるサーバー上で iLO にアクセスできない
症状
HPEOneView が管理するサーバー上で iLO にアクセスできません。
原因
サーバー署名が変更され、HPE OneView はサーバーの再検出および構成を実行していません。
アクション
HPE OneView を使用して、サーバーを含むフレームを更新します。

Unable connect to an iLO system with the iOS mobile app
症状
The connection fails when you try to connect to an iLO system by using the iOS mobile app.
解決方法 1
原因
iLO is configured incorrectly or there is a local network problem.
アクション
To confirm this cause, try to connect to iLO by using a laptop or desktop computer on the same network
as iLO. If the connection fails, check the iLO and network configuration.
解決方法 2
原因
There is a firewall between your iOS device and iLO. To confirm this cause, try to connect to iLO from the
Safari browser on your iOS device.
アクション
•

Configure the firewall to allow exceptions for the iLO web server SSL port (HTTPS) and the Remote
Console port. By default, the web server SSL port uses port 443 and the Remote Console port uses
port 17990.

•

Configure iLO to work with the exceptions allowed by most firewalls. Typically, firewalls allow
exceptions for addresses on ports 80 and 443. Change the iLO web server Non-SSL Port from the
default value (80) to another value, and then configure the Remote Console port to use port 80.
You can configure the iLO port values on the Access Settings page in the iLO web interface.

•
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Use a VPN connection to connect your iOS device to the network.

HPEOneView によって管理されるサーバー上で iLO にアクセスできない

A VPN connection typically involves obtaining an Oath token or something similar and an account from
your IT department. Configure a VPN on your device, generate a onetime password, and then log in to
the network that includes the iLO you want to use.
Contact your IT administrator for information about how to set up a VPN on your iOS device.

iLO が ping に断続的に応答するか、または応答しない
症状
iLO は、ping に断続的に応答するか、または応答しません。
原因
iLO は共有ネットワークポートを使用するように構成され、その共有ネットワークポートが使用する NIC
に対する NIC チーミングが有効になっています。この構成では、次の場合にネットワーク通信がブロック
される可能性があります。
•

選択された NIC チーミングモードによって、iLO が接続されているスイッチは、iLO が共有するように
構成されているサーバー NIC/ポートからのトラフィックを無視するようになります。

•

選択した NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有するように
構成されている以外の NIC/ポートに送信されます。

アクション
共有ネットワークポート構成が NIC チーミングガイドラインに従っていることを確認します。

iLO を使用した XML スクリプトの実行に失敗する
症状
iLO に対して XML スクリプトを実行すると、セッションが開始されないか、または突然終了します。
原因
iLO は共有ネットワークポートを使用するように構成され、その共有ネットワークポートが使用する NIC
に対する NIC チーミングが有効になっています。この構成では、次の場合にネットワーク通信がブロック
される可能性があります。
•

選択された NIC チーミングモードによって、iLO が接続されているスイッチは、iLO が共有するように
構成されているサーバー NIC/ポートからのトラフィックを無視するようになります。

•

選択した NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有するように
構成されている以外の NIC/ポートに送信されます。

アクション
共有ネットワークポート構成が NIC チーミングガイドラインに従っていることを確認します。

ディレクトリの問題

iLO が ping に断続的に応答するか、または応答しない
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Kerberos 認証による iLO へのログインが失敗する
症状
Kerberos へのログインを試みて失敗しました。
解決方法 1
原因
クライアントにチケットがないか、チケットが無効である。
アクション
クライアント PC をロックして新しいチケットを取得するには、Ctrl+Alt+Del を押します。
解決方法 2
原因
Kerberos ログインの設定が誤っています。考えられる原因は、以下のとおりです。
•

クライアント PC がログインしている Kerberos レルムが、iLO が設定されている Kerberos レルムと一
致しない。

•

iLO に保存されている Kerberos キータブファイル内のキーが、Active Directory のキーと一致しない。

•

iLO が不正な KDC サーバーアドレス用に構成されている。

•

クライアント PC、KDC サーバー、および iLO の間で、日時が一致しない。これらのシステム上の日
時を同じ値に設定します。これらのシステム上の日時は 5 分以上異なっていてはいけません。

アクション
ご使用の環境が、Kerberos サポートの要件を満たしていることを確認します。
解決方法 3
原因
ディレクトリユーザーアカウントに関わる問題があります。次のような問題が考えられます。
•

iLO コンピューターアカウントが Active Directory 内に存在しないか、アカウントが無効になっている。

•

クライアント PC にログインしているユーザーが、iLO アクセスを認可された（汎用またはグローバル
な）ディレクトリグループのメンバーでない。

アクション
DNS サーバーを修復します。

Kerberos ログインの試行中に iLO 認証情報プロンプトが表示される
症状
ユーザーが Zero Sign In ボタンをクリックしたとき、認証情報プロンプトが表示されます。
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Kerberos 認証による iLO へのログインが失敗する

原因
ブラウザーが Kerberos ログイン用に正しく構成されていません。
アクション
Kerberos ログインをサポートするようにブラウザーを構成します。

名前による Kerberos ログインの試行中に iLO 認証情報プロンプトが表示され
る
症状
ユーザーが Kerberos SPN 形式のユーザー名および関連付けられているドメインパスワードを使用して
iLO にログインしようとするときに、認証情報プロンプトが表示されます。
原因
iLO 用のコンピューターアカウントは子ドメインの一部であり、Kerberos 構成パラメーターは親ドメイン
を参照します。
アクション
以下の Kerberos パラメーターが正しく構成されていることを確認します。Kerberos Realm、Kerberos
KDC Server Address、Kerberos KDC Server Port。

iLO へのディレクトリ接続が途中で終了する
症状
アクティブディレクトリセッションが途中で終了します。
原因
ネットワークエラーによって、iLO は、ディレクトリ接続が無効になったと判断することがあります。iLO
がディレクトリを検出できない場合、iLO は、ディレクトリ接続を終了します。終了された接続を使用し
て作業の継続を試みても、ブラウザーは、ログインページに転送されます。
この問題は、以下の状況で発生する可能性があります。
•

ネットワーク接続が切断された。

•

ディレクトリサーバーがシャットダウンした。

アクション
ログインしなおして iLO の使用を継続します。

名前による Kerberos ログインの試行中に iLO 認証情報プロンプトが表示される
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ディレクトリサーバーを使用できない場合は、ローカルユーザーアカウントを使用してログインします。

構成されているディレクトリユーザーコンテキストが iLO ログインで動作しな
い
症状
ディレクトリユーザーコンテキストが構成されていますが、ディレクトリユーザーコンテキストが提供す
るログインオプションが機能しません。
原因
ディレクトリまたはユーザーコンテキスト内のユーザーオブジェクトが正しく構成されていません。
アクション
•

ユーザーオブジェクトの完全な DN がディレクトリに存在することを確認します。
この情報は DN の最初の CN=の後にあります。

•

DN の残りの部分はユーザーコンテキストとして追加されていることを確認します。
ユーザーコンテキストは、大文字と小文字を区別しません。また、それ以外の文字は、空白も含めて、
ユーザーコンテキストの一部です。

ディレクトリタイムアウトになった後も iLO ディレクトリユーザーアカウント
がログアウトしない
症状
ディレクトリユーザーは、ディレクトリログインタイムアウトのために構成された時間だけアイドル状態
になった後、ログアウトされません。
原因
iLO の Idle Connection Timeout 値が無限に設定されています。この構成の場合、リモートコンソール
は、定期的に iLO ファームウェアの ping を実行して、接続が存在することを確認します。リモートコン
ソールが iLO に ping を送信すると、iLO ファームウェアは、ユーザー権限についてディレクトリにクエリ
を実行します。この定期的なクエリによりディレクトリ接続がアクティブであり続け、ディレクトリタイ
ムアウト設定に基づくユーザーのログアウトが行われなくなります。
アクション
Idle Connection Timeout 設定を変更します。

iLO Zero サインイン構成用の Kerberos キータブファイルの生成の失敗
症状
ktpass を使用してキータブファイルを生成しようとしたときにプロセスが失敗します。
原因
ktpass コマンドの書式が正しくありませんでした。
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構成されているディレクトリユーザーコンテキストが iLO ログインで動作しない

アクション
もう一度実行し、ktpass コマンド内のプリンシパル名の書式が正しいことを確認してください。

iLOKerberos 構成での Setspn の実行中のエラー
症状
Setspn コマンドの実行中にエラーが発生しました。
アクション
1. ADSIEdit スナップインを備えた MMC を使用し、iLO のコンピューターオブジェクトを検索します。
2. DNSHostName プロパティを iLO の DNS 名に設定します。
例：cn=iloname,ou=us,ou=clients,dc=example,dc=net

OpenLDAP 認証は、入れ子型グループまたは posixgroups で構成されている場
合に失敗します。
症状
OpenLDAP 認証は、ディレクトリが入れ子型グループまたは posixgroups ディレクトリで構成されている
場合に失敗します。
原因
iLO では、OpenLDAP での入れ子型グループまたは posixgroups をサポートしません。
アクション
iLO に LDAP ユーザーがダイレクトメンバーシップを持つグループを構成します。OpenLDAP ディレク
トリグループがタイプ groupOfNames の objectClass を持つことを確認します。

ドメインコントローラー OS の再インストール後に iLO Zero サインインが失敗
する
症状
ドメインコントローラー OS を再インストールした後に iLO Web インターフェイスの Zero Sign In オプ
ションが動作しません。
原因
ドメインコントローラー OS が再インストールされると、キーバージョン番号がリセットされます。

iLOKerberos 構成での Setspn の実行中のエラー
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アクション
新しい Kerberos キータブファイルを生成してインストールします。

Active Directory の認証情報での iLO ログインに失敗する
症状
Active Directory を使用するように iLO が構成されている場合にユーザー認証に失敗します。
原因
証明書の問題があります。
•

Active Directory サーバーに SSL 証明書がインストールされていません。

•

Active Directory サーバー上の古い SSL 証明書は、現在の証明書の CA と同じ名前の以前の信頼済み
CA を指しています。これは、証明書サービスが追加された後削除され、再度、追加された場合に発生
することがあります。

Directory Tests ページの SSL 接続テスト結果を確認することによって、この原因を確認できます。
アクション
1. MMC を起動します。
2. 証明書スナップインを追加します。
3. プロンプトが表示されたら、表示する証明書のタイプとしてコンピューターアカウントを選択します。
4. 証明書スナップインに戻るために、OK をクリックします。
5. 個人 > 証明書フォルダーを選択します。
6. フォルダーを右クリックして、新しい証明書の要求を選択します。
7. 証明書の種類がドメインコントローラーになっていることを確認したら、証明書が発行されるように
なるまで次へをクリックします。

Directory Server DNS Name テストで失敗が報告される
症状
Directory Server DNS Name テストで、ステータス失敗が報告されます。
原因
iLO は、ディレクトリサーバーの IP アドレスを取得できません。
アクション
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•

iLO に設定されている DNS サーバーが正しいことを確認します。

•

ディレクトリサーバーの FQDN が正しいことを確認します。

•

トラブルシューティングツールとして、FQDN の代わりに IP アドレスを使用します。

•

問題がなくならない場合は、DNS サーバーの記録とネットワークルーティングをチェックします。

Active Directory の認証情報での iLO ログインに失敗する

ディレクトリサーバーへの Ping テストが失敗を報告する
症状
ディレクトリサーバーへの Ping テストが失敗ステータスを報告します。
原因
iLO は、ディレクトリサーバーを Ping し、応答を受信しませんでした。
アクション
•

ディレクトリサーバーでファイアウォールが有効かどうかをチェックします。

•

ネットワークルーティング問題をチェックします。

Connect to Directory Server テストで失敗が報告される
症状
Connect to Directory Server テストで、ステータス失敗が報告されます。
原因
指定したディレクトリサーバーとの LDAP 接続を iLO が開始できませんでした。
アクション
•

構成されたディレクトリサーバーが正しいホストであることを確認します。

• （iLO とディレクトリサーバー間のすべてのルーターやファイアウォールを考慮して）iLO がポート
636 経由でディレクトリサーバーとのクリアな通信パスを持っていることを確認します。
•

ディレクトリサーバー上のローカルファイアウォールが有効になっており、ポート 636 経由で通信で
きることを確認します。

Connect using SSL テストで失敗が報告される
症状
Connect using SSL テストで、ステータス失敗が報告されます。
原因
iLO とディレクトリサーバー間の SSL ハンドシェークと交渉が失敗しました。
アクション
•

ディレクトリサーバーで SSL 交渉を有効にします。

•

Microsoft Active Directory を使用する場合は、Active Directory 証明書サービスがインストールされてい
ることを確認します。

Bind to Directory Server テストで失敗が報告される
症状
Bind to Directory Server テストで、ステータス失敗が報告されます。

ディレクトリサーバーへの Ping テストが失敗を報告する
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原因
iLO は、指定されたユーザー名との接続のバインドまたは匿名バインドに失敗しました。
アクション
•

ディレクトリサーバーが匿名バインドを許可することを確認します。

•

テストボックスにユーザー名を入力した場合は、認証情報が正しいことを確認します。

•

•

ユーザー名が正しいことを確認した場合は、user@domain.com、DOMAIN\username、username
（Active Directory の表示名）、または userlogin のような他のユーザー名フォーマットを使用してみ
てください。
指定したユーザーがログインを許可され、有効であることを確認します。

Directory Administrator Login テストで失敗が報告される
症状
Directory Administrator Login テストで、ステータス失敗が報告されます。
原因
オプションのディレクトリ管理者識別名およびディレクトリ管理者パスワードボックスに値を入力しま
したが、ディレクトリサーバーへのログインが失敗しました。
アクション
ディレクトリ管理者の認証情報が正しく入力されていることを確認します。

ユーザー認証テストで失敗が報告される
症状
ユーザー認証テストで失敗ステータスが報告されます。
原因
入力されたユーザー名とパスワードを使用した認証に失敗しました。
アクション
•

ユーザー認証情報が正しく入力されていることを確認してください。

•

user@domain.com、DOMAIN\username、username（Active Directory の表示名）、または userlogin
のような他のユーザー名形式を使用してみてください。

•

指定したユーザーがログインを許可され、有効であることを確認します。

•

指定したユーザーアカウントにアクセス制限が構成されているかどうかを確認します。

ユーザー承認テストで失敗が報告される
症状
ユーザー承認テストで失敗ステータスが報告されます。
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Directory Administrator Login テストで失敗が報告される

原因
入力されたユーザー名とパスワードを使用した承認に失敗しました。
アクション
•

指定したユーザー名が指定したディレクトリグループに属することを確認します。

•

指定したユーザーアカウントにアクセス制限が構成されているかどうかを確認します。

ディレクトリユーザーコンテキストテストで失敗が報告される
症状
ディレクトリユーザーコンテキストテストで、ステータス失敗が報告されます。
原因
iLO が、指定されたディレクトリ管理者識別名を使用して、指定されたユーザーコンテキストを検索する
ときに、ディレクトリでコンテナーが見つかりませんでした。
アクション
検索コンテキストが正しく入力されていることを確認します。

LOM Object Exists テストで失敗が報告される
症状
LOM Object Exists テストでステータス失敗が報告されます。
原因
iLO は、セキュリティ - ディレクトリページに設定されている iLO オブジェクト識別名で指定されたディ
レクトリオブジェクトを見つけられませんでした。
アクション
•

iLO オブジェクトの LDAP FQDN が正しいことを確認します。

•

HPLOMIG ソフトウェアを更新して、ディレクトリサーバー内の HPE 拡張スキーマとスナップインを
更新してみてください。

リモートコンソールの問題
以下の各項では、リモートコンソールの問題のトラブルシューティングについて説明します。
重要:
新しいウィンドウの自動起動を防止するポップアップブロックアプリケーションを使用すると、リ
モートコンソールを実行できなくなります。この場合、ポップアップブロックプログラムを無効に
してから、リモートコンソールを起動してください。

ディレクトリユーザーコンテキストテストで失敗が報告される
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Linux クライアントで Firefox を使用して Java IRC を実行すると、iLO Java
IRC に赤色の X が表示される
症状
Linux システム上で Java IRC を実行すると、Java IRC に赤色の X アイコンが表示されます。
原因
Firefox が cookie を受け入れる設定になっていません。
アクション
cookie を受け入れるように Firefox を構成します。

iLO Java IRC が起動しない
症状
セキュリティ警告を受け入れずに、アプリケーションを実行することを確認した場合、Java IRC は起動
しません。
原因
セキュリティ警告を受け入れてアプリケーションを実行することを確認することなく Java IRC を起動す
ることはできません。
アクション
1. Java コンソールウィンドウのクリアボタンをクリックします。
2. Java コンソールウィンドウの閉じるボタンをクリックします。
3. iLO をリセットします。
4. ブラウザーのキャッシュをクリアします。
5. ブラウザーを閉じて、新しいブラウザーウィンドウを開きます。
6. iLO にログインして、Java IRC を起動し、証明書を受け入れます。

カーソルが iLO のリモートコンソールウィンドウの隅にアクセスできない
症状
マウスカーソルをリモートコンソールウィンドウの隅に移動できません。
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Linux クライアントで Firefox を使用して Java IRC を実行すると、iLO Java IRC に赤色の X が表示され

アクション
マウスカーソルを右クリックしてリモートコンソールウィンドウの外側にドラッグしてから、内側にドラ
ッグして戻してください。

iLO リモートコンソールのテキストウィンドウが正しく更新されない
症状
リモートコンソールを使用して、高速でスクロールするテキストウィンドウを表示する場合、テキストウ
ィンドウが正しく更新されないことがあります。
原因
この問題は、iLO のファームウェアの検出/表示速度よりもビデオの更新速度のほうが速いときに発生する
ことがあります。通常、テキストウィンドウの左上隅だけが更新され、残りの部分の表示は更新されませ
ん。
アクション
テキストウィンドウのスクロールが停止した後、更新をクリックしてリモートコンソールウィンドウを更
新します。

iLO .NET IRC または Java IRC（Java Web Start）でマウスやキーボードを使用
できない
症状
.NET IRC または Java IRC（Java Web Start オプション）でマウスやキーボードを使用できません。
解決方法 1
アクション
1. .NET IRC または Java IRC を閉じます。
2. 電力設定ページに移動します。
3. マウス、キーボードの持続接続チェックボックスをクリアし、適用をクリックします。
4. .NET IRC または Java IRC を再び起動します。
解決方法 2
アクション
マウスカーソルを右クリックしてリモートコンソールウィンドウの外側にドラッグしてから、内側にドラ
ッグして戻してください。

iLO Java IRC（Java Applet）でマウスやキーボードを使用できない
症状
Java IRC（Java Applet オプション）でマウスやキーボードを使用できません。

iLO リモートコンソールのテキストウィンドウが正しく更新されない
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解決方法 1
アクション
1. Java IRC を閉じます。
2. 電力設定ページに移動します。
3. マウス、キーボードの持続接続チェックボックスをクリアし、適用をクリックします。
4. Java IRC を再び起動します。
解決方法 2
アクション
マウスカーソルを右クリックしてリモートコンソールウィンドウの外側にドラッグしてから、内側にドラ
ッグして戻してください。
解決方法 3
アクション
1. ブラウザーウィンドウを閉じて、新しいブラウザーを開きます。
2. Java コントロールパネルを開きます。
3. Java Runtime Environment 設定ダイアログボックスに移動します。
4. 次のランタイムパラメーターを追加します。–Dsun.java2d.d3d=false。
5. OK をクリックして Java Runtime Environment 設定ウィンドウを閉じます。
6. 適用をクリックし、了解をクリックして Java コントロールパネルを閉じます。
適用をクリックする前に変更内容を表示すると、ランタイムパラメーターダイアログボックスがリセ
ットされ、編集内容が失われることがあります。
7. ブラウザーを起動して、iLO にログインします。
8. Java IRC を再び起動します。

iLO .NET IRC がウィンドウの切り替え後に継続して文字を送信する
症状
別のウィンドウに切り替えると、.NET IRC は継続的に文字を送信します。
原因
.NET IRC セッション時にキーを押して、ウィンドウを切り替えた場合、キーはセッション中に押された
ままの状態になります。これにより、文字が継続的に繰り返されることになります。
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iLO .NET IRC がウィンドウの切り替え後に継続して文字を送信する

アクション
.NET IRC ウィンドウをクリックして、デスクトップの前面にリモートコンソールウィンドウを移動させ
ます。

iLO Java IRC のディスケットおよび USB キーデバイス情報の表示が誤ってい
る
症状
Firefox ブラウザーを使用する場合、Java IRC が表示するディスケットドライブおよび USB キーデバイス
情報が誤っている可能性があります。
原因
クライアント OS または Java ソフトウェアが期限切れの場合があります。
アクション
1. Red Hat Enterprise Linux 6 以降がローカルクライアントシステムにインストールされていることを確
認します。
2. 最新バージョンの Java をインストールし、Firefox ブラウザーで接続するように Java を設定します。
3. iLO Web インターフェイスにログインします。
4. USB キーまたはディスケットをローカルクライアントシステムに挿入します。
5. USB キーまたはディスケットにアクセスできることを確認します。
6. Java IRC セッションを開きます。
7. 仮想ドライブ > イメージファイルリムーバルメディアの順に選択します。
ディスクイメージファイルを選択してくださいダイアログボックスが開きます。
8. クライアントに挿入した USB キーまたはディスケットのパス（/dev/disk）を入力または選択しま
す。
USB キーまたはディスケットを by-label でマウントすることもできます。
9. OK をクリックします。

iLO と Java IRC の間で Caps Lock が同期しない
症状
Java IRC にログインすると、iLO と Java IRC の間で Caps Lock 設定が同期しない場合があります。

iLO Java IRC のディスケットおよび USB キーデバイス情報の表示が誤っている
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アクション
Caps Lock 設定を同期させるには、Java IRC でキーボード > Caps Lock の順に選択して、Caps Lock 設
定を同期させます。

iLO と共有リモートコンソールの間で Num Lock が同期しない
症状
共有リモートコンソールセッションにログインすると、iLO と一部のリモートコンソールセッションの間
で Num Lock 設定が同期しない場合があります。
アクション
Num Lock 設定を同期させるには、リモートコンソールでキーボード > Num Lock の順に選択します。

iLO リモートコンソールセッション中に意図しないキーストロークが繰り返され
る
症状
リモートコンソールセッション中に意図しないキーストロークが繰り返されます。
解決方法 1
原因
ネットワークの問題がネットワーク遅延を引き起こしている可能性があります。
アクション
ネットワーク遅延を引き起こす場合がある問題を特定し、解決します。
解決方法 2
原因
リモートシステムの設定により遅延が生じています。
アクション
1. リモートマシンで以下の設定を調整します。
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•

Increase the typematic delay - この設定は、キーボードのキーを押したままにしたときに文字を
繰り返す前の遅延を制御します。

•

Decrease the typematic rate - この設定は、キーボードのキーを押したままにしたときに文字を繰
り返す速度を制御します。

iLO と共有リモートコンソールの間で Num Lock が同期しない

これらの設定の正式名称は、使用している OS によって異なります。キーリピート遅延と速度の変更
について詳しくは、OS のドキュメントを参照してください。

iLO .NET IRC が再生モードにあるとき、セッションリーダーが接続要求を受信し
ない
症状
リモートコンソールセッションリーダーがキャプチャされたビデオデータを再生する場合、別のユーザー
が.NET IRC へのアクセスまたは共有を要求するときにプロンプトが表示されません。
原因
.NET IRC をアクセスまたは共有する要求がタイムアウトしました。
アクション
他のユーザーに連絡するか、リモートコンソール取得機能を使用して.NET IRC を制御します。

iLO リモートコンソールのキーボード LED が正しく動作しない
症状
クライアントのキーボード LED は、リモートコンソールキーボードの状態を反映しません。
原因
クライアントのキーボード LED は、リモートコンソールキーボードの実際の状態を反映しません。リモ
ートコンソールでキーボードオプションを使用すると、Caps Lock、Num Lock、および Scroll Lock キ
ーは完全に機能します。
アクション
操作は必要ありません。

iLO .NET IRC が非アクティブになるか切断される
症状
iLO .NET IRC は、稼働率が高くなると非アクティブになったり、切断されたりします。.NET IRC は非ア
クティブになる前に、動作が遅くなります。非アクティブな.NET IRC の症状には以下のものがあります。
•

.NET IRC の画面が更新されない。

•

キーボードおよびマウスの動作が記録されない。

•

共有リモートコンソール要求が登録されない。

•

キャプチャされたビデオファイルを再生することはできますが、他の.NET IRC 機能が非アクティブの
ままです。

解決方法 1
原因
複数のユーザーが iLO にログインしています。

iLO .NET IRC が再生モードにあるとき、セッションリーダーが接続要求を受信しない
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アクション
•

同時 iLO ユーザーセッション数を減らします。

•

iLO をリセットします。

解決方法 2
原因
接続されている仮想メディアセッションは、継続したコピー動作の実行に使用されています。継続したコ
ピー動作が優先されるため、.NET IRC の同期が失われます。やがて仮想メディア接続が何度かリセット
され、OS が仮想メディアクライアントとの同期を失います。
アクション
•

.NET IRC と仮想メディアを接続しなおします。

•

iLO をリセットします。

iLO .NET IRC がサーバーに接続できない
症状
iLO は.NET IRC セッションの確立時に Failed to connect to server というメッセージを表示し
ます。
解決方法 1
原因
ネットワークの応答が遅延している。iLO .NET IRC クライアントは、iLO との接続が確立されるまで、指
定された時間待ちます。クライアントサーバーは、この時間内に応答を受信しない場合、エラーメッセー
ジを表示します。
アクション
ネットワーク遅延を修正して、.NET IRC 接続を再試行します。
解決方法 2
原因
共有リモートコンソールセッションが要求されたが、セッションリーダーの受諾または拒否のメッセージ
送信が遅延している。iLO .NET IRC クライアントは、iLO との接続が確立されるまで、指定された時間待
ちます。クライアントサーバーは、この時間内に応答を受信しない場合、エラーメッセージを表示しま
す。
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アクション
.NET IRC セッションリーダーに問い合わせて要求の再試行を行うか、リモートコンソール取得機能を使
用してください。

サーバーから iLO 仮想メディア USB キーにファイルをコピーした後にファイル
が表示されない
症状
ファイルをターゲットサーバーから iLO 仮想ドライブにコピーした場合、ファイルがクライアントコンピ
ューター上の Windows エクスプローラーに表示されません。
原因
iLO 仮想メディア USB キー上のファイルの変更を、クライアントコンピューターのユーザーが Windows
エクスプローラーで表示するこ Virtual Drives とはできません。
Windows エクスプローラーでは、ファイルのキャッシュされたコピーを USB キー上に保持します。USB
キーがファイルの変更によって更新されたとき、iLO リモートコンソールは Windows シェルに通知しま
せん。エクスプローラーウィンドウを更新すると、キャッシュされた情報が USB キーに送り返されるた
め、変更された情報を表示することはできません。
アクション
1. Windows クライアントコンピューターに USB キーを接続します。
2. .NET IRC を起動し、USB キーを仮想ドライブメニューで選択することによって USB キーを接続しま
す。
3. 接続したデバイス上のファイルを変更（コピー、削除など）します。
4. デバイス上のすべてのデータが更新されたことを確認するには、ターゲットサーバーからデバイスを
アンマウントします。
5. .NET IRC の Virtual Devices メニューを使用して、デバイスを切断します。
USB キーの内容の更新に、Windows エクスプローラーを使用しないでください。
6. ハードウェアの安全な取り外し機能を使用して、クライアントコンピューターからデバイスを取り出
します。
7. クライアントコンピューターからデバイスを取り外します。
USB キーをコンピューターに接続すると、Windows エクスプローラーでファイルの変更を確認できま
す。

iLO .NET IRC はアプリケーション要件を確認するのに長い時間がかかる
症状
.NET IRC を iLO Web インターフェイスから起動すると、アプリケーションの起動中ダイアログボックス
が表示され、その画面が長い間表示されます。
アクション
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。

サーバーから iLO 仮想メディア USB キーにファイルをコピーした後にファイルが表示されない
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インターネットオプションウィンドウが開きます。
3. 接続タブをクリックし、LAN の設定ボタンをクリックします。
ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定ウィンドウが開きます。
4. 設定を自動的に検出するチェックボックスの選択を解除します。
5. オプション：必要に応じてプロキシサーバーの設定を行います。
6. すべてのブラウザーウィンドウを閉じます。
7. ブラウザーを再起動し、.NET IRC を起動します。

iLO .NET IRC が起動しない
症状
.NET IRC を起動すると、アプリケーションを起動できませんでした。ダイアログボックスが表示され、
Application cannot be started のメッセージが表示されます。アプリケーションベンダーにお問
い合わせください。
アクション
Windows コマンドプロンプトから次のコマンドを入力して、ClickOnce アプリケーションキャッシュをク
リアします。rundll32 %windir%\system32\dfshim.dll CleanOnlineAppCache

iLO .NET IRC を共有できません
症状
共有.NET IRC セッションに参加しようとしたときに、接続できませんダイアログボックスが表示され、
Unable to connect to shared IRC というメッセージが表示されます。これは 17990 ポートをブ
ロックするファイアウォールが原因かもしれません。
アクション
•

セッションリーダーの.NET IRC クライアントと各共有.NET IRC クライアントの間に通信パスが存在
することを確認します。

•

すべてのクライアントのファイアウォール設定が、リモートコンソールポート（デフォルトポートは
17990）へのインバウンド接続を許可していることを確認します。

iLO .NET IRC が Firefox で起動しない
症状
Mozilla Firefox で.NET IRC を起動すると、アプリケーションが起動に失敗する場合があります。
原因
iLO システムがデフォルトの iLO SSL 証明書（署名されている信頼済み証明書ではない）を使用している
場合、iLO Web インターフェイスは、HTTPS ではなく HTTP を使用して、.NET IRC を起動します。iLO
Web インターフェイスは HTTPS を使用し、Web インターフェイスは HTTP を使用してリモートコンソ
ールを起動するため、ブラウザーに警告が表示されます。
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アクション
•

iLO に SSL 証明書をインポートし、iLO 統合リモートコンソールページの IRC は iLO 内の信頼された
証明書を要求します設定を有効にします。この構成が最も安全な解決方法です。

•

アドレスバーの盾アイコンをクリックし、 オプション > Disable protection for now を選択します。

•

別のブラウザーを使用します。

•

スタンドアロンの IRC を使用します。
スタンドアロンの IRC を次の Web サイトからダウンロードできます。http://www.hpe.com/
support/hpesc

•

iLO Mobile アプリケーションを使用します。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp を参照してください。

iLO .NET IRC が Google Chrome で起動しない
症状
Google Chrome で.NET IRC を起動すると、アプリケーションが起動に失敗します。
原因
Google Chrome の以前のバージョンでは、ClickOnce をサポートする NPAPI プラグインを使用して.NET
IRC を実行できました。Google Chrome バージョン 42 以降では、NPAPI ベースのプラグインがサポート
されません。
アクション
•

別のブラウザーを使用します。

•

Java IRC を使用します。

•

スタンドアロンの IRC を使用します。
スタンドアロンの IRC を次の Web サイトからダウンロードできます。http://www.hpe.com/
support/hpesc

•

iLO Mobile アプリケーションを使用します。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp を参照してください。

iLO リモートコンソールを使用してマウントされた USB キーを使用して DOS
からブートできない
症状
iLO リモートコンソールを使用して、マウントされている DOS ブート可能な USB キーから起動しようと
すると、エラーが発生します。
USB キーの容量が 2 GB 以下の場合は、次のメッセージが表示されます。
Attempting Boot from CD-ROM
Attempting Boot from USB DriveKey (C:)
Cannot load DOS! Any key to retry

iLO .NET IRC が Google Chrome で起動しない
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USB キーの容量が 2 GB を超える場合は、次のメッセージが表示され、サーバーがその時点で操作を停止
します。
Attempting Boot from USB DriveKey (C:)Boot from Drive
Operating system load error
原因
リモートコンソールが USB キーのブートセクタにアクセスするための十分な権限を持っていません。
アクション
•

Internet Explorer を右クリックし、管理者として実行を選択します。iLO の Web インターフェイスを
起動し、リモートコンソールを起動してから、USB キーからブートします。

•

USB キーをサーバーに挿入します。

SSH の問題
iLO との PuTTY の初期接続時の入力が緩慢である
症状
PuTTY クライアントを使用して初めて iLO に接続を行う際、入力の受け付けが緩慢（約 5 秒間）になり
ます。
アクション
•

クライアントの構成オプションが正しいことを確認します。

•

Low-level TCP connection options の Disable Nagle's algorithm チェックボックスの選択を解除して
ください。

iLO 共有ネットワークポートを使用する場合、PuTTY クライアントが応答しない
症状
共有ネットワークポートで PuTTY クライアントを使用する場合、PuTTY セッションが応答しなくなりま
す。
原因
大量のデータが転送されているか、仮想シリアルポートとリモートコンソールを使用しています。
アクション
PuTTY クライアントを終了して、セッションを再開してください。

iLO への SSH 接続を使用する場合にテキストが正しく表示されない
症状
80 文字×25 行を超える拡張テキスト構成は、SSH を使用する場合は、正しく表示されません。
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原因
テキストベースのリモートコンソールからの SSH アクセスでは、標準の 80 文字×25 行構成のテキスト画
面がサポートされます。このモードは、ほとんどのテキストモードインターフェイスで、テキストベース
のリモートコンソール に対する互換性を備えています。
アクション
Hewlett Packard Enterprise は、テキストアプリケーションを 80 文字×25 行モードで設定するか、グラフ
ィックリモートコンソールを使用することをお勧めします。

SSH セッションが起動に失敗する、または予期せず終了する
症状
SSH セッションが起動に失敗する、または予期せず終了します。
原因
iLO は共有ネットワークポートを使用するように構成され、その共有ネットワークポートが使用する NIC
に対する NIC チーミングが有効になっています。この構成では、次の場合にネットワーク通信がブロック
される可能性があります。
•

選択された NIC チーミングモードによって、iLO が接続されているスイッチは、iLO が共有するように
構成されているサーバー NIC/ポートからのトラフィックを無視するようになります。

•

選択した NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有するように
構成されている以外の NIC/ポートに送信されます。

アクション
共有ネットワークポート構成が、NIC チーミングガイドラインに従うことを確認します。

テキストベースのリモートコンソールの問題
テキストベースのリモートコンソールで Linux インストーラーを表示できない
症状
テキストベースのリモートコンソールから Linux をインストールすると、Linux インストーラー画面が表
示されません。
原因
画面はグラフィックモードで表示されます。
アクション
•

ほとんどのバージョンの Linux では、linux text nofb と入力します。
入力する文字は表示されません。

SSH セッションが起動に失敗する、または予期せず終了する
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コマンドを入力すると、画面がグラフィックモードからテキストモードに変更され、画面が表示され
ます。
•

SuSE Linux Enterprise Server の場合は、テキストコンソールで F2 キーと下向きの矢印キーを押しま
す。テキストモードが選択され、画面が表示されます。

SSH ターミナル経由でデータを送信できない
症状
SSH ターミナルからテキストベースのリモートコンソールにキーストロークデータが送信されません。
原因
SSH ターミナルを使用してテキストコンソールにアクセスする場合、SSH によってキーストロークデー
タの送信が阻止され、操作がテキストベースのリモートコンソールに伝わらないことがあります。この動
作が発生すると、キーストロークが機能していないように見えます。
アクション
SSH ターミナルのショートカットを無効にします。

シリアルタイムアウト時間内の VSP 主導の選択によって、出力が VSP ではなく
BIOS リダイレクトに送信される
症状
シリアルタイムアウト時間内の VSP 主導の選択によって、出力が VSP ではなく BIOS リダイレクトに送
信されます。
原因
/etc/grub.conf ファイルには、シリアルタイムアウト時間のオプションが含まれています（terminal
--timeout=10 serial console）。このオプションは、VSP または VGA コンソールでキーストロー
クを選択する際の制限時間を指定し、対応するデバイスにメニューが出力されます。BIOS シリアルリダ
イレクトは、このタイムアウト時間内に VSP キーストロークをインターセプトします。
アクション
10 秒のタイムアウト時間内に VSP 主導の選択のキーを押さないようにするか、または VSP への BIOS リ
ダイレクトを無効にします。

スクロールとテキストが、BIOS リダイレクト中にイレギュラーに見える
症状
BIOS リダイレクト中にスクロールとテキストが正しく表示されません。ROM ベースのユーティリティ
でコマンドを入力すると、そのテキストがターミナルウィンドウの最下行で上書きされることがありま
す。
原因
BIOS は、固定長の 80x24 文字ウィンドウを予期して制御します。シリアルポートにリダイレクトした場
合も、BIOS は依然として固定長の 80x24 文字ウィンドウを予期して制御します。VSP クライアント
（SSH、HyperTerminal、または他のターミナルエミュレーター）がウィンドウのサイズを 80x24 以外に変
更できる場合は、スクロール機能で混乱が生じ、出力が正しく表示されません。
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アクション
ターミナルエミュレーターのウィンドウサイズを正確に 80x24 文字に構成してください。

リモートサポートの問題
Insight RS 登録中の SSL Bio エラー
症状
サーバーを Insight Remote Support Central Connect に登録しようとすると、
「SSL Bio Error」という
エラーが発生する場合があります。
アクション
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、診断タブをクリックします。
2. リセットをクリックします。
リセットを使用しても構成は変化しませんが、iLO とのアクティブな接続が終了し、実行中のファーム
ウェア更新が完了します。iLO をリセットするには、iLO 設定権限が必要です。
3. リセットが終了したら、iLO の Web インターフェイスにログインし、登録手順を再実行します。

Insight Online または Insight RS でサーバー名によってサーバーが識別されな
い
症状
Insight Online または Insight RS でサーバーが<サーバー名>として識別されない。ただし、Insight Online
では<製品名>_<シリアル番号>として、Insight RS では<シリアル番号>として識別される。
原因
iLO がサーバー名を検出する前に、サーバーがリモートサポートに登録されていました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。
•

AMS が有効であり、オペレーティングシステムが実行されていることを確認します。

•

iLO Web インターフェイスのアクセス設定ページで、サーバー名を更新します。

•

Windows システムのみ：オペレーティングシステムを起動します。Insight Online と Insight RS は、
サーバーを識別するために、Windows コンピューター名を使用します。

2. 手順 1 を実行したときにアクティブな Insight Online セッションがあった場合は、更新ボタンをクリッ
クして Insight Online の表示をそのサーバーの情報に更新します。

リモートサポートの問題
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サーバーの OS 名とバージョンが Insight RS または Insight Online に表示され
ない
症状
サーバーの OS 名とバージョンが Insight RS または Insight Online に表示されません。
原因
OS および AMS が実行されていないときにサーバーがリモートサポートに登録されました。このような
状況では、iLO はどの OS がインストールされているかを判別できません。OS 情報を更新するには、iLO
は AMS から OS 情報を取得する必要があります。
アクション
1. 以下の点を確認します。
•

AMS が有効であり、OS が実行されている。

•

Insight Remote Support Central Connect のみ：Insight RS のサポートされるバージョンがホストサ
ーバーにインストールされている。詳しくは、http://www.hpe.com/support/InsightRS-SupportMatrix を参照してください。

•

Insight Remote Support Central Connect のみ：サーバーの RIBCL 認証情報が Insight RS Console
で入力され、ProLiant サーバーに関連付けられている。

2. iLO Web インターフェイスのデータ収集ページで、データ収集プロセスを開始します。手順について
は、データ収集情報の送信 (200 ページ)を参照してください。データ収集プロセスで、OS 名とバージ
ョンが Insight RS と Insight Online に転送されます。
3. 前の手順を実行したときにアクティブな Insight Online セッションがあった場合は、更新ボタンをクリ
ックします。
AMS がインストールされていて、最新のデータ収集送信中に OS が実行されていた場合は、OS 名と
バージョンが Insight Online のデバイス構成の詳細ページに表示されます。

Insight Online Direct Connect に登録中の接続エラー
症状
サーバーを Insight Online Direct Connect に登録しようとすると、次のエラーが発生します。Cannot
connect to remote host.（リモートホストに接続できません。）
原因
iLO で DNS 設定が正しく構成されていません。
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アクション
iLO で DNS 情報が正しく構成されていることを確認します。

iLO Insight Online Direct Connect 登録中に iLO セッションが予期せず終了す
る
症状
サーバーを Insight Online Direct Connect に登録しようとすると、セッションが失効しましたのエラーが
発生して、iLO Web インターフェイスセッションが予期せず終了します。
原因
iLO で DNS 設定が正しく構成されていません。
アクション
DNS 設定が正しく構成されていることを確認します。

Insight RS または Insight Online でサーバーのヘルスステータスが赤色になる
症状
Insight RS または Insight Online では、リモートサポートに登録されているサーバーが赤色のステータス
で表示されます。
原因
サーバー保証の期限が切れています。
アクション
リモートサポートを受けるには、有効な契約または保証が必要です。
保証の期限が切れた後でも、引き続き iLO の機能を使用してサーバーを監視および管理できます。

Insight Online または Insight RS でサーバー名によってサーバーが識別されな
い
症状
Insight Online または Insight RS でサーバーが<サーバー名>として識別されない。ただし、Insight Online
では<製品名>_<シリアル番号>として、Insight RS では<シリアル番号>として識別される。
原因
iLO がサーバー名を検出する前に、サーバーがリモートサポートに登録されていました。
アクション
1. 次のいずれかを実行します。

iLO Insight Online Direct Connect 登録中に iLO セッションが予期せず終了する
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•

AMS が有効であり、オペレーティングシステムが実行されていることを確認します。

•

iLO Web インターフェイスのアクセス設定ページで、サーバー名を更新します。

•

Windows システムのみ：オペレーティングシステムを起動します。Insight Online と Insight RS は、
サーバーを識別するために、Windows コンピューター名を使用します。

2. 手順 1 を実行したときにアクティブな Insight Online セッションがあった場合は、更新ボタンをクリッ
クして Insight Online の表示をそのサーバーの情報に更新します。

リモートサポートデータが Hewlett Packard Enterprise に送信されたときにサ
ーバー情報が上書きされる
症状
データが Hewlett Packard Enterprise に送信されたときに Insight RS と Insight Online でサーバー情報が
上書きされます。
原因
サーバーが Central Connect と Direct Connect の両方のリモートサポートに登録されており、データ収集
情報が 2 つの異なる通信パスから Hewlett Packard Enterprise に送信されています。
アクション
•

Insight Remote Support Central Connect を引き続き使用するには、Insight Online Direct Connect から
サーバーを登録解除し、Insight RS ホストサーバーでサーバーを再検出します。

•

Insight Online Direct Connect を引き続き使用するには、Insight Remote Support 管理対象デバイス構
成ガイドに説明されているとおりに、Insight Remote Suport Central Connect からサーバーを登録解除
します。

詳しくは
Insight Online Direct Connect の登録解除(195 ページ)
Insight Remote Support Central Connect の登録解除(195 ページ)

OS 情報が Insight Online に正しく表示されない
症状
OS 情報が Insight Online デバイスページの上部に表示されますが、デバイスの設定セクションには不明
として表示されます。
アクション
Insight Online の更新ボタンをクリックします。

システムボードを交換したサーバーで、Insight Online Direct Connect が動作を
停止する
症状
Insight Online Direct Connect に登録されたサーバーのシステムボードを交換したら、リモートサポート接
続が動作しなくなります。
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る

リモートサポートデータが Hewlett Packard Enterprise に送信されたときにサーバー情報が上書きされ

原因
サーバーのシステムボードが交換され、サーバーが Insight Online で認識されなくなっています。
アクション
1. サーバーを再登録します。
a. システム RBSU または UEFI システムユーティリティを使用してシステム製品番号とシリアル番
号を SMBIOS にプログラムします。
詳しくは、ROM ベースのシステムユーティリティユーザーガイドを参照してください。
b. 新しいリモートサポート登録の場合と同様にサーバーを登録します。

Central Connect デバイスの重複レコードが Insight Online に存在する
症状
同じ Central Connect デバイスが 2 回検出されると、Insight Online に重複レコードが作成されます。
原因
以下の場合に、Insight Online にデバイスの重複レコードが作成される可能性があります。
•

Insight RS がデバイスについて、以下のような不完全な詳細を検出しました。OS とネットワークの情
報は検出されたましたが、シリアル番号または製品番号が検出されませんでした。Insight RS がデバイ
スを再検出すると、そのデバイスに関する情報の完全なセットが取得されます。

•

デバイスの SNMP トラップ転送がホストサーバーに設定されていて、Insight RS がデバイスを検出す
る前に、ホストサーバーがイベントを受信しました。

アクション
なし。この時点では、重複したレコードを削除できません。

デバイスの無償保証が Insight RS に期限切れとして不正に表示される
症状
有効な無償保証を備えたデバイスが Insight RS で期限切れの保証として表示されます。
解決方法 1
原因
ホスティングデバイスセットアップウィザードのサイト情報ページで、無効な情報が入力されました。

Central Connect デバイスの重複レコードが Insight Online に存在する
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アクション
サイト情報ページで有効な情報を入力したことを確認します。
解決方法 2
原因
HPE パスポートアカウントに国名/地域名が入力されていません。
アクション
国名/地域名を含めるように HPE パスポートアカウントを更新します。

サービスイベントおよび収集が Insight RS Console に不正なタイムスタンプを
表示する
症状
イベント時間とイベント処理時間との間に矛盾があります。
原因
監視対象デバイスの時間またはタイムゾーンの設定が正しくありません。
Insight RS Console でサービスイベントおよび収集を表示すると、表示されている時間はブラウザーに設
定されているタイムゾーンに変換されます。この機能により、ユーザーは自身のローカルタイムゾーンを
使用してイベントのタイミングを参照することができます。
アクション
監視対象デバイスの時間およびタイムゾーンの設定を確認します。タイムゾーンがタイムサーバーまた
は DHCP を使用して設定されている場合は、そのタイムサーバーまたは DHCP が正しく構成されていて、
適切な時間に設定されていることを確認します。
ホストサーバーの時間は参照として使用されるため、この問題は Hewlett Packard Enterprise または
Hewlett Packard Enterprise 認定サービスパートナーによって提供されるサービスには影響しません。

iLO 連携の問題
iLO 連携ページでクエリエラーが発生する
症状
iLO 連携ページを開いたときに、iLO ピアおよび関連付けられたデータがページに表示されないことがあ
り、次のエラーが表示されます。
Errors occurred during query, returned data may be incomplete or
inconsistent.（クエリの実行中にエラーが発生しました。返されたデータが完全でないか、不整合が
ありません。）
原因
このエラーはネットワーク通信エラー、構成の問題、または障害が発生した iLO システムによって、iLO
連携グループ内のすべてのシステムからデータを取得できないときに発生することがあります。
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サービスイベントおよび収集が Insight RS Console に不正なタイムスタンプを表示する

アクション
•

構成済みのマルチキャストアナウンスメント間隔の 2 倍待ってから、iLO 連携ページを更新します。
iLO システムが再構成され、ローカル iLO システムと通信できない場合は、期限が切れた後でピア関係
から削除されます。

•

マルチシステムマップページのエラーを確認します。
このページでは、iLO ピア間の通信の問題を識別することができます。

•

BladeSystem エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場合、Onboard Administrator Web イ
ンターフェイスのエンクロージャー設定 > ネットワークアクセス > プロトコルページで、エンクロー
ジャー iLO 連携サポートが構成されているか確認します。
Onboard Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりません。
これは、エンクロージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。

•

ネットワーク内のスイッチが iLO ピア間で通信できるように構成されていることを確認します。

•

iLO ピアのネットワークルート、サブネットマスク、IP アドレス、または HTTP ポートを変更した場
合、ピアがローカル iLO システムへの通信パスを持っていることを確認します。

•

ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認します。
中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の変更により、ローカル
の iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性があります。

iLO のマルチシステムマップページにタイムアウトエラーが表示される
症状
マルチシステムマップページに、ローカル iLO システムのピアに対する Timed Out エラーが表示されま
す。
原因
このエラーは、次の状況で発生する可能性があります。
•

ローカル iLO システムのピアに障害のあるピアがある。

•

中間のファイアウォールによってローカル iLO システムとピア間の通信が妨害されている。

•

ネットワーク構成の変更によってローカル iLO システムとピア間の通信が妨害されている。

•

ピアが搭載されているエンクロージャーが、iLO 連携をサポートするように構成されていない。

アクション
•

障害が発生したピアを削除するか修復します。

•

ネットワークが iLO ピアの間で通信できるように構成されていることを確認します。

•

Onboard Administrator Web インターフェイスのエンクロージャー設定 > ネットワークアクセス > プ
ロトコルページで、iLO サーバーブレードピアを含むエンクロージャーが iLO 連携サポートに構成され
ていることを確認します。
Onboard Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりません。これは、エンクロ
ージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。

iLO のマルチシステムマップページにタイムアウトエラーが表示される
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iLO マルチシステムマップページに 502 エラーが表示される
症状
マルチシステムマップページで 502 エラーが表示されます。
原因
一覧表示されているピアがローカル iLO システムからの要求を拒否しました。
アクション
ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認します。
中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の変更により、ローカルの
iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性があります。

iLO マルチシステムマップページに 403 エラーが表示される
症状
マルチシステムマップページで 403 禁止/認証エラーが表示されます。
原因
ローカル iLO システムのグループキーとピア iLO システムのグループキーが一致しません。
アクション
選択したグループのメンバーになっているすべての iLO システムのグループキーが一致することを確認
してください。

iLO ピアが iLO 連携ページに表示されない
症状
iLO ピア（ローカル iLO システムと同じグループ内のシステム）が iLO 連携ページに表示されていませ
ん。
アクション
•

選択したグループのメンバーになっているすべての iLO システムのグループキーが一致することを確
認してください。

•

構成済みのマルチキャスト間隔の 2 倍待ってから、iLO 連携ページを更新します。
iLO システムが再構成され、ローカル iLO システムと通信できない場合は、期限が切れた後でピア関係
から削除されます。

•

エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場合、Onboard Administrator Web インターフェイ
スのエンクロージャー設定 > ネットワークアクセス > プロトコルページで、エンクロージャー iLO 連
携サポートが構成されているか確認します。
Onboard Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりません。これは、エンクロ
ージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。
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•

ネットワーク内のスイッチが iLO ピア間で通信できるように構成されていることを確認します。

•

ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認します。

iLO マルチシステムマップページに 502 エラーが表示される

中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の変更により、ローカル
の iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性があります。

iLO のピアが、IPv4 ネットワーク上で IPv6 アドレスで表示される
症状
IPv4 ネットワーク上の iLO ピアが iLO 連携ページに IPv6 アドレスで表示されます。
アクション
iLO 専用ネットワークポート IPv6 ページの iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初に使用チ
ェックボックスが選択されていないことを確認します。

ファームウェア更新の問題
iLO ファームウェアの更新が失敗する
症状
iLO ファームウェアを更新しようとすると次の問題が発生します。
•

iLO ファームウェアが応答していません。

•

iLO がファームウェア更新要求を受け入れませんでした。

•

iLO ファームウェアの更新は、更新が完了する前に停止しました。

解決方法 1
原因
通信またはネットワークの問題が発生しました。
アクション
1. iLO に Web ブラウザー経由で接続を試みます。接続できない場合は、通信に問題があります。
2. iLO に対して ping を実行します。成功する場合、ネットワークは動作しています。
3. ファームウェアアップデートを再度実行してください。
解決方法 2
アクション
別のファームウェアアップデート方法を試してください。

iLO ファームウェア更新エラー
症状
iLO は、ファームウェアを更新する最後の試行が失敗したことを通知します。

iLO のピアが、IPv4 ネットワーク上で IPv6 アドレスで表示される
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原因
iLO ファームウェアの更新で間違ったファイルを使用しました。
アクション
フラッシュプロセスをリセットするには、 をクリックして正しいファームウェアファイルでファームウ
ェアの更新を再び実行します。
エラーをクリアしないと、正しいファームウェアファイルを使用しても、同じエラーが発生する場合があ
ります。

iLO ファームウェアアップデートが終了しない
症状
iLO ファームウェアアップデートが 1%完了のままで終了しません。
原因
iLO Web インターフェイスが応答を停止しました。
アクション
1. ブラウザーウィンドウを更新します。
2. iLO ファームウェアアップデートを再度実行してください。

iLO ネットワークのフラッシュエラーリカバリ
ほとんどのファームウェアアップグレードは、正常に終了します。万一、iLO ファームウェアのアップグ
レード時にサーバーの電源が切れた場合でも、iLO は、電源が再投入されたときに復旧することができま
す。
iLO が起動すると、起動コードは、メインイメージのイメージ検証を実行します。イメージが破損してい
るか不完全で、セキュアリカバリ機能で自動的に復元できない場合、iLO はフラッシュエラーリカバリモ
ードになります。フラッシュエラーリカバリにより、iLO 内の FTP サーバーがアクティブになります。こ
の FTP サーバーを使用すると、プログラミングのためにイメージを iLO に送信できます。FTP サーバー
は、他のサービスを提供しません。
この機能は、iLO が製品セキュリティ状態または FIPS セキュリティ状態を使用するように設定されてい
る場合にのみ使用できます。
ネットワーククライアントは、FTP サーバーに接続できます。接続のためのユーザー名は test、パスワ
ードは flash です。ファームウェアイメージを iLO に送信するには、FTP クライアントの PUT コマンド
を使用します。イメージを受信すると、iLO は、イメージを検証します。イメージが、署名された完全で
有効なファームウェアイメージであれば、カーネルは、フラッシュパーティションのプログラミングを開
始します
フラッシュパーティションにイメージがプログラミングされたら、iLO は自動的にリセットされます。
例：
F:\ilo>ftp 192.168.1.2
Connected to 192.168.1.2.
220 FTP Recovery server ready.
User (192.168.1.2:(none)): ftp
331 Password required.
Password:
231 Logged in.
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iLO ファームウェアアップデートが終了しない

ftp> put iLO.bin
200 Ok.
150 ready for file
226-Checking file
226-File acceptable
226-Flashing
3% complete
226-Flashing
4% complete
226-Flashing
6% complete
.
.
.
226-Flashing 97% complete
226-Flashing 99% complete
226-Flashing 100% complete
226-Flashing completed
226 Closing file
ftp: 8388608 bytes sent in 1.38Seconds 6100.81 Kbytes/sec.
ftp> quit
詳しくは
サーバーの電源オン(147 ページ)

ライセンス問題
ライセンスキーインストールエラー
症状
ライセンスキーエラーまたはライセンスのインストールに失敗しましたメッセージが表示されます。
解決方法 1
原因
キーが iLO ライセンスキーではありません。
アクション
iLO ライセンスキーを入手し、もう一度やり直してください。
解決方法 2
原因
正規のライセンスがすでにインストールされた状態で、評価キーが送信されました。
アクション
なし。iLO は、正規のキーがすでにインストールされている場合、評価キーのインストールをサポートし
ません。
解決方法 3
原因
iLO の日時設定が不適切です。

ライセンス問題
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アクション
iLO の日時設定を確認し、もう一度やり直してください。
解決方法 4
原因
入力したライセンスキーが間違っています。
アクション
ライセンスキーのエラーをチェックし、もう一度やり直してください。

仮想メディアまたはグラフィックリモートコンソールにアクセスできない
症状
仮想メディアおよびグラフィックリモートコンソール機能が使用できません。
原因
iLO の仮想メディアおよびグラフィックリモートコンソール機能は、オプションの iLO ライセンスをイン
ストールすることによって有効にします。ライセンスがインストールされていない場合は、ライセンスが
ないとこれらの機能を使用できないことを示すメッセージが表示されます。
アクション
これらの機能をサポートする iLO ライセンスをインストールします。

iLO ライセンスキーのリカバリ
症状
以前にライセンスが適用されていた iLO システムにライセンスが付与されておらず、ライセンスキーのリ
カバリと再インストールが必要です。
解決方法 1
原因
iLO は工場出荷時のデフォルト設定に設定されていましたが、システムボードが交換されたか、ライセン
スキーが誤って置き換わりました。
アクション
バックアップファイルからライセンスキーと他の構成情報を復元します。
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、バックアップとリストアをクリックします。
2. リストアをクリックします。
3. 使用しているブラウザーに応じて参照またはファイルを選択をクリックし、バックアップファイルに
移動します。
4. バックアップファイルがパスワードで保護されている場合、パスワードを入力します。
5. アップロードおよびリストアをクリックします。
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仮想メディアまたはグラフィックリモートコンソールにアクセスできない

iLO が要求を確認するように求めます。
6. リストアをクリックします。
iLO が再起動され、ブラウザー接続が閉じます。接続が再確立されるまでに、数分かかることがありま
す。
解決方法 2
アクション
交換キーを取得します。
詳しくは、Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）にある iLO ライセンスガイドを参照し
てください。

Agentless Management、AMS、および SNMP の問題
AMS がインストールされているのに、iLO で使用できない
症状
AMS がサーバーにインストールされているのに、iLO の Web インターフェイスで利用不可と表示されま
す。
アクション
1. AMS がインストールされていることを確認します。
2. AMS を再起動します。
3. iLO をリセットします。

HPE SIM から SNMP 情報を取得できない
症状
HPE SIM が iLO から転送された SNMP 情報を受信しません。
原因
iLO と管理 PC が同じサブネット上に存在しません。
アクション
1. 管理 PC から iLO に Ping を送信して、iLO と管理 PC が同じサブネット上に存在することを確認しま
す。
2. Ping が正常に送信されない場合は、ネットワーク構成を修正してください。

iLO から HPE SIM のアラーム（SNMP トラップ）を受信できない
症状
HPE SIM が iLO から SNMP トラップを受信しません。

Agentless Management、AMS、および SNMP の問題
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アクション
1. iLO 設定権限を持つユーザーアカウントを使用して iLO にログインします。
2. マネジメント - SNMP 設定ページで、アラートタイプと SNMP トラップのパラメーターを構成しま
す。
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トラブルシューティング

Web サイト
全般的な Web サイト
Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL
上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
製品の Web サイト
iLO
http://www.hpe.com/jp/servers/ilo
iLO 5 Information Library
http://www.hpe.com/support/ilo-docs
iLO サポート
http://www.hpe.com/support/ilo5
iLO Advanced
http://www.hpe.com/servers/iloadvanced
iLO Advanced Premium Security Edition
http://www.hpe.com/servers/ilopremium
iLO Mobile アプリケーション
http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp
アクティブヘルスシステムビューア
http://www.hpe.com/servers/ahsv
Intelligent System Tuning
http://www.hpe.com/info/ist
HPE ProLiant Gen10 サーバー
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
HPE ProLiant Gen 10 および HPE Synergy コンピュートモジュールのトラブルシューティング
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
UEFI システムユーティリティ
http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs
SUM
http://www.hpe.com/info/sum-docs
SPP
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
Intelligent Provisioning
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs
iLO RESTful API および RESTful インターフェイスツール
http://www.hpe.com/info/redfish
リモートサポート
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Web サイト
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HPE OneView
http://www.hpe.com/info/oneview/docs
OA
http://www.hpe.com/support/oa/docs
HPE SIM
http://www.hpe.com/info/insightmanagement/sim/docs
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Web サイト

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。
http://www.hpe.com/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。
http://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
http://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
http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

•

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。
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

•

お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンクしたり
するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support
Materials ページにアクセスします。

サポートと他のリソース
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http://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。

カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご
自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交
換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise
もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

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 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
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証またはサーバー、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
に関する情報に関するドキュメントを確認するには、
「エンタープライズの安全性、規制への適合」の Web
サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
追加保証情報
HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
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カスタマーセルフリペア（CSR）

HPE ネットワーク製品
http://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。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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。
http://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。
http://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。
http://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。この電子
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。

規定に関する情報
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