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摘要

このガイドでは、イメージストリーマーのアーキテクチャー、機能、インターフェイス、およ
び作業環境について説明します。イメージストリーマーを使用したサーバー展開プロセス、そ
の目的、イメージストリーマーアーティファクトのライフサイクル、およびアーティファクト
を使用して実行できるアクションについて説明します。また、イメージストリーマーリソース
の使用に際する推奨事項や、イメージストリーマーの認証、権限、およびトラブルシューティ
ングに関する情報も含まれます。
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HPE Synergy イメージストリーマーの概要

イメージストリーマーの概要
HPE Synergy イメージストリーマーは、HPE Synergy コンピュートモジュールのオペレーティングシス
テムのホスト、構成、およびサービス提供に使用される HPE Synergy 管理アプライアンスです。このア
プライアンスでは、コンピュートモジュールに対するステートレスサーバーの展開経験が可能になりま
す。HPE Synergy のコンピュートモジュールは、イメージストリーマーアプライアンス上でホストされる
OS ボリュームから起動し、実行されます。イメージストリーマーアプライアンスは、プランスクリプト、
OS ビルドプラン、ゴールデンイメージ、展開プランなどのアーティファクトを使用し、HPE Synergy コ
ンピュートモジュールのオペレーティングシステムを展開および構成します。また、OS ビルドプランや
プランスクリプトなどのアーティファクトを使用すると、イメージストリーマーアプライアンスのキャプ
チャー機能を使用して、インストール済みの OS ボリュームからゴールデンイメージをキャプチャーでき
ます。

ステートレスサーバーは、アプリケーションデータのストレージを持たない物理サーバーです。ステート
レスな方法では、スワップ領域など一時的なローカルストレージを使用できます。HPE OneView によっ
て管理されるイメージストリーマーでは、コンピュートモジュールの物理的状態と展開状態を個別に維持
することでステートレスサーバーでのオペレーティングシステム展開を実現します。ソフトウェアの状
態にはファームウェア構成、ネットワーク接続、ブート設定、および iLO 構成が含まれます。ソフトウェ
アの状態は、HPE OneView で使用できるサーバープロファイルに格納されます。展開された OS ボリュ
ームには、ゴールデンイメージ（起動可能なオペレーティングシステム、アプリケーション、および I/O
ドライバーのバージョンの組み合わせ）と特性（ホスト名、IP 構成など）が含まれます。展開された OS
ボリュームは、イメージストリーマー OS ボリュームに格納されます。このステートレスな操作は、一貫
性のあるソフトウェア展開およびアップデート、簡単な修理、またはサーバーの交換を行うのに役立ちま
す。

関連概念

イメージストリーマーアプライアンス用語(7 ページ)
イメージストリーマーの構成要素(8 ページ)

イメージストリーマーアプライアンス用語
HPE Synergy コンポーザードメインには複数のイメージストリーマーアプライアンスペアを含めること
ができます。イメージストリーマーアプライアンスペアは 1 つの論理エンクロージャーに機能を提供し、
1 つの論理エンクロージャーは 大で 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つことがで
きます。1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアをプライマリアプライアンスペアとして指定
し、他のすべてのアプライアンスペアをセカンダリアプライアンスペアとして指定します。

イメージストリーマーアプライアンスペアでは、アーティファクト管理と OS 展開機能がアクティブ/スタ
ンバイ管理クラスターによって提供され、OS ボリュームストレージがアクティブ/アクティブストレージ
クラスターによって提供されます。

HPE OneView インスタンスによって管理されるすべてのイメージストリーマーアプライアンスは、アプ
ライアンス全体に展開機能を提供する 1 つの展開サーバーとして動作します。

1 つのイメージストリーマーアプライアンスを使用する特別な単一フレーム構成を開発またはテスト環
境で使用できます。実務環境では、 小要件として 3 フレーム構成をお勧めします。以下のリストでアプ
ライアンスとクラスターの概念を説明します。

イメージストリーマーアプライアンス

HPE Synergy フレームに配置された個々の HPE Synergy イメージストリーマーモジュール、または
可用性の高い冗長ペアを形成するために連携して機能するイメージストリーマーモジュールのペア。

HPE Synergy イメージストリーマーの概要 7



プライマリイメージストリーマーアプライアンス

展開サーバーのプライマリアプライアンスペア。プライマリアプライアンスペアは、サーバー展開を
管理したり、アーティファクトを作成したり、論理エンクロージャー内のコンピュートモジュールの
OS ボリュームに対してストレージを提供したりします。

セカンダリイメージストリーマーアプライアンス

セカンダリアプライアンスペアは、論理エンクロージャー内のコンピュートモジュールの OS ボリュ
ームに対してストレージを提供します。プライマリアプライアンスが使用できなくなった場合、イン
フラストラクチャ管理者はセカンダリアプライアンスをプライマリアプライアンスと指定して、展開
プロセスを管理できます。

プライマリアクティブイメージストリーマーアプライアンス

このアプライアンスは、展開サーバーのユーザーインターフェイス、アーティファクト管理、および
展開制御の機能を提供します。プライマリアプライアンスを割り当てることができます。

プライマリスタンバイイメージストリーマーアプライアンス

プライマリペアのスタンバイイメージストリーマーアプライアンス。アクティブなアプライアンスが
使用できなくなると、スタンバイのアプライアンスがアクティブアプライアンスの管理機能を引き継
いで、アクティブアプライアンスになります。

セカンダリアプライアンスは、プライマリアプライアンスで利用可能なアーティファクトのコピーを含
み、OS ボリュームの展開を支援します。スタンバイアプライアンスは、必要に応じて冗長のアーティフ
ァクトストレージおよび展開機能を提供します。スタンバイアプライアンスにもアクティブな OS ボリ
ュームストレージが含まれます。

イメージストリーマーの構成要素
イメージストリーマーアプライアンスは、展開に以下のアーティファクトを使用します。

プランスクリプト

コンピュートモジュールのオペレーティングシステムを展開したり、オペレーティングシステムボリ
ュームからゴールデンイメージをキャプチャーする guestfishスクリプト。プランスクリプトは、

展開とキャプチャーの両方のプロセスの OS ビルドプランで使用されます。

OS ビルドプラン

展開またはキャプチャープロセス中に OS ボリュームの構成を追加、変更、または削除するために使
用する、プランスクリプトのセット。

ゴールデンイメージ

過去に展開された OS ボリュームのブロック単位のコピー（ブート可能なオペレーティングシステム、
アプリケーション、I/O ドライバーバージョンの組み合わせ）で、コンピュートモジュールのオペレ
ーティングシステムの展開と構成に使用されます。

展開プラン

ゴールデンイメージと OS ビルドプランの組み合わせで、コンピュートモジュールのオペレーティン
グシステムの展開に使用されるサーバープロファイルの入力として機能します。

アーティファクトバンドル

ほかのアーティファクトを 1 つのアーカイブファイルにパッケージ化することができる、アーティフ
ァクトのバンドル。このパッケージ化により、別の HPE Synergy コンポーザードメインにまたがって
イメージストリーマーアプライアンス間でアーティファクトを移動することができます。この形式
は、Hewlett Packard Enterprise 提供のアーティファクトのリリースで使用されます。

Hewlett Packard Enterprise から提供されたサンプルアーティファクトは、OS の展開、またはアーティフ
ァクトのカスタマイズに役立ちます。これらのアーティファクトをコピーして機能をカスタマイズした
り、構成設定用の追加のカスタム属性を含めることもできます。Hewlett Packard Enterprise 提供のサン
プルアーティファクトについて詳しくは、https://github.com/HewlettPackard を参照してください。
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技術的な支援を得るためには、必ず、展開アクティビティに Hewlett Packard Enterprise 提供のアーティ
ファクトを使用してください。

関連概念

アーティファクト(12 ページ)
関連情報

https://github.com/HewlettPackard/

イメージストリーマーのアーキテクチャー
イメージストリーマーアプライアンスは、HPE Synergy のコンポーザブルインフラストラクチャマネージ
ャー（CIM）スロットのいずれかに配置されます。図 1: イメージストリーマーのアーキテクチャー(9
ページ)に、イメージストリーマーアプライアンスのアーキテクチャーのさまざまなコンポーネントを示
します。

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスとAPI

イメージストリーマーのアーティファクトと展開の管理

イメージストリーマー
のアーティファクト

レポジトリ

ソリッドステートドライブ

イメージストリーマーアプライアンス Synergy
フレーム

展開および
OSボリュームの

管理

コンピュート
モジュール

オペレーティング
システムボリューム

図 1: イメージストリーマーのアーキテクチャー

イメージストリーマーアプライアンスには、次のコンポーネントがあります。

• イメージストリーマーのユーザーインターフェイスとアプリケーションプログラミングインターフェ
イス

管理者は、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスと API を使用してアプライアンスのア
ーティファクトにアクセスし、管理します。

• イメージストリーマーのアーティファクトレポジトリ

イメージストリーマーのアーティファクトレポジトリは、イメージストリーマーのアーティファクト
を保存するレポジトリです。

• イメージストリーマーのアーティファクトと展開の管理

イメージストリーマーのアーキテクチャー 9
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イメージストリーマーソフトウェアのユーザーインターフェイスは、イメージストリーマーアプライ
アンスのアーティファクトと、コンピュートモジュールの OS ボリューム展開を管理できるよう、オ
ペレーティングシステムに構築されています。

イメージストリーマーのユーザーの役割
HPE OneView を使用してイメージストリーマーの構成やアクセスを行う場合には、以下のユーザーの役
割があります。

インフラストラクチャ管理者

インフラストラクチャ管理者は、HPE OneView とイメージストリーマーを構成する完全な管理権限
を持ちます。

サーバー管理者

サーバー管理者は、HPE OneView のサーバープロファイルからサーバーのプロビジョニングと OS 展
開を実行します。

ソフトウェア管理者

ソフトウェア管理者は、以下のアクションを実行できます。

• プランスクリプト、OS ビルドプラン、ゴールデンイメージ、展開プランなどのアーティファクト
を作成し、管理します。

• アーティファクトバンドルを管理し、ロードします。

• OS ボリュームからゴールデンイメージをキャプチャーします。

• サーバー管理者が展開に必要とするデフォルト構成と設定を指定します。

バックアップ管理者

バックアップ管理者は、以下のアクションを実行できます。

• バックアップファイルを作成およびダウンロードし、アプライアンスの設定およびアクティビティ
を表示します。

• スクリプトを使用してアプライアンスにログインし、スクリプトを実行してアプライアンスをバッ
クアップする権限があります。

HPE OneView のその他のユーザー役割について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。

イメージストリーマーを使用した展開
展開とは、サーバーにオペレーティングシステムをインストールして構成する手順のことです。

注記:

HPE Synergy サーバーでは、コンピュートモジュールとサーバーは同義として使用されます。

展開の実行手順

• インフラストラクチャ管理者は HPE Synergy コンポーザーとイメージストリーマーアプライアンス
をエンクロージャーに構成します。

• ソフトウェア管理者は、REST API またはユーザーインターフェイスを使用して、アプライアンスにア
ーティファクトとカスタム属性を作成します。

• サーバー管理者は、HPE OneView のサーバープロファイルを使用して、OS 展開設定を指定します。

• イメージストリーマーアプライアンスが OS ボリュームを作成し、OS ボリュームで指定されたユーザ
ー設定を使用して OS の展開を実行します。

• 展開が正常に完了すると、コンピュートモジュールの電源がオンになります。コンピュートモジュー
ルは OS ボリュームから起動し、実行します。展開が正常に行われたら、OS ボリュームの詳細情報に
基づきサーバープロファイルが更新されます。

10  イメージストリーマーのユーザーの役割
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関連概念

展開について(21 ページ)
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アーティファクト

アーティファクトは、コンピュートモジュールの展開またはオペレーティングシステムのイメージのキャ
プチャーを実行するために使用するエンティティです。イメージストリーマーアプライアンスでは、プラ
ンスクリプト（PS）、OS ビルドプラン（BP）、ゴールデンイメージ（GI）、および展開プラン（DP）な
どのアーティファクトがあります。

プランスクリプトについて
プランスクリプトとは、イメージストリーマーアプライアンスの構成要素の 1 つで、展開およびキャプチ
ャープロセスで重要な役割を果たします。プランスクリプトは、パーソナライゼーション（展開）または
一般化（キャプチャー）を実行する guestfishスクリプトです。

プランスクリプトには、3 つのタイプがあります。

• 展開 - 展開に使われるプランスクリプト

• キャプチャー - キャプチャーに使われるプランスクリプト

• 全般 - 展開またはキャプチャーに使われるプランスクリプト

タイプが「展開」のプランスクリプトには、サーバー固有の構成情報を指定するためのカスタム属性が含
まれます。OS ビルドプランは、展開またはキャプチャープロセスでプランスクリプトを必ず参照する必
要があります。そのため OS ビルドプランが使用しているプランスクリプトは削除できません。

Hewlett Packard Enterprise 提供のプランスクリプトは読み取り専用です。ただし、コピーを作成して編
集することはできます。

関連概念

カスタム属性について(16 ページ)
関連情報

http://libguestfs.org/guestfish.1.html
https://github.com/HewlettPackard/

OS ビルドプランについて
OS ビルドプランには、OS ボリュームのサーバー固有の内容を変更または保持するために、プランスク
リプトでの実行順序を指定します。プランスクリプトのタイプに応じて、OS ビルドプランはコンピュー
トモジュールを展開するか、コンピュートモジュールからイメージをキャプチャーします。

展開の場合、OS ビルドプランは OS ボリュームの内容を変更し、ゴールデンイメージをカスタマイズし
ます。

キャプチャーの場合、OS ビルドプランはイメージを一般化してキャプチャーします。

OS ビルドプランには、構成情報を指定できるカスタム属性も含まれます。

OS ビルドプランは、展開プランが展開を実行する際に使用します。展開プランが参照している OS ビル
ドプランは削除できません。

ゴールデンイメージについて
ゴールデンイメージは、既存のオペレーティングシステムのブロック単位のコピーであり、サーバー固有
の構成を削除するために一般化されています。ゴールデンイメージは、常に圧縮ファイルの形式です。

展開の場合、カスタム属性を使用してサーバー固有の構成を指定することで、イメージをカスタマイズで
きます。キャプチャーの場合、サーバー固有の構成を削除することでイメージを一般化します。イメージ
は OS ボリュームから取得できます。

ゴールデンイメージのライフサイクル
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ゴールデンイメージは、通常、1 つのサーバーからキャプチャーされ、その後、1 つ以上のコンピュート
モジュールに展開されます。ゴールデンイメージは、1 台以上の OS 展開サーバー間で、ダウンロードプ
ロセスと追加プロセスによって圧縮コピーとして転送することができます。また、アーティファクトバン
ドルに含めて、アーティファクトバンドルのダウンロードと抽出によって転送することもできます。

ゴールデンイメージは、次の操作のいずれかを使用して OS 展開サーバーに追加できます。

• 追加

• 作成

• アーティファクトバンドルからのインポート

アプライアンスのイメージは、すぐに使用できる形式のゴールデンイメージであり、展開、ダウンロー
ド、およびエクスポートに使用できます。図 2: ゴールデンイメージのライフサイクル(14 ページ)では、
アプライアンスにゴールデンイメージを追加またはインポート、キャプチャー、ダウンロードまたはエク
スポート、および展開する方法について説明します。
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図 2: ゴールデンイメージのライフサイクル
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表 1: ゴールデンイメージのライフサイクルでの一連のイベント

手順 操作 説明

1 追加 管理者のノートパソコンからゴールデンイメージを追加します。

1 キャプチャー 1 展開されたサーバーまたは OS ボリュームのいずれかからゴールデ
ンイメージを作成します。

1 インポート インポートされたアーティファクトバンドルから、アプライアンス
にゴールデンイメージを追加します。

2 展開 展開プランを使用して、コンピュートモジュール上にゴールデンイ
メージを展開します。

3 エクスポート ゴールデンイメージをアーティファクトバンドルにコピーします。
これは、後で別のイメージストリーマーアプライアンスにインポー
トできます。

3 ダウンロード 一般化された OS ボリュームのコンテンツのブロックごとのコピー
が含まれている単純な圧縮ファイルとして、管理者のノートパソコ
ンにゴールデンイメージをダウンロードします。

4 削除 ゴールデンイメージを削除します。

1 キャプチャーとは、ゴールデンイメージを作成するプロセスのことです。

推奨事項

Hewlett Packard Enterprise では、イメージストリーマーアプライアンスでゴールデンイメージを使用す
る場合に、以下の事項を推奨しています。

初のゴールデンイメージの作成時の推奨事項

• 初のゴールデンイメージを作成するには、オペレーティングシステムと追加のソフトウェアのイン
ストール先となる空の OS ボリュームが必要です。空の OS ボリュームを作成するには、特別な展開
プラン（HPE - Foundation - create empty OS Volume）を使用します。この展開プランは、

イメージストリーマーアプライアンスのストレージの HPE Foundation Artifact Bundleの一

部として利用できます。

• OS1 のインストール後、オペレーティングシステムで構成を変更できるようになります。コンピュー
トモジュール固有ではない構成情報は、サーバーのシャットダウンおよびゴールデンイメージのキャ
プチャーを行う前に、OS で実行しておく必要があります。別のコンピュートモジュールの構成設定
は、別のゴールデンイメージを使用するか、OS ビルドプランをカスタマイズして行います。

詳しくは、https://github.com/HewlettPackard/から入手できる HPE Image Streamer Foundation
Artifacts の Best practices for Image Streamer Artifacts を参照してください。

展開プランについて
展開プランには、OS ビルドプランとゴールデンイメージが含まれます。HPE OneView のサーバープロ
ファイルでは、展開プランをサーバーの展開に使用します。一般に、ソフトウェア管理者が展開プランを
作成し、サーバー管理者が展開用のサーバープロファイルでそれを使用します。HPE OneView サーバー
プロファイルが使用している展開プランは編集または削除できません。

1 キャプチャーするオペレーティングシステム。

推奨事項 15
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アーティファクトバンドルについて
アーティファクトバンドルは、Hewlett Packard Enterprise 提供またはユーザー作成の zipファイルであ

り、プランスクリプト、OS ビルドプラン、ゴールデンイメージ、展開プランなどのアーティファクトが
含まれます。バンドルに含まれるアーティファクトは、ユーザーが作成することも Hewlett Packard
Enterprise が提供することもでき、その両方を組み合わせにすることもできます。アーティファクトバン
ドルは、アプライアンス上の既存のアーティファクトから作成されます。

アーティファクトバンドルでの操作

• アプライアンス上に複数のアーティファクトバンドルを作成することもできます。

• アーティファクトバンドルをローカルシステムにダウンロードしたり、プライマリアクティブイメー
ジストリーマーアプライアンスにアーティファクトバンドルをアップロードすることができます。

• バンドルからアーティファクトを抽出し、アプライアンスにインポートできます。インポート操作で
は、アーティファクトがバンドルからコピーされて展開されます。

• また、バンドルに入れられたアーティファクトを別のアプライアンス上にロードした後であっても、
それらに読み取り専用属性を設定して、変更されないようにすることもできます。読み取り専用アー
ティファクトを編集するには、アーティファクトを別の場所にコピーして、編集可能なコピーを作成
します。

アーティファクトバンドルの抽出

アーティファクトバンドルを抽出すると、名前が競合するすべてのアーティファクトの概要を示す抽出ダ
イアログが開きます。アプライアンス上の既存のアーティファクトが、バンドルから抽出しようとしてい
るアーティファクトと一致する場合、そのアーティファクトはアプライアンスにコピーされません。アー
ティファクトがアプライアンスにコピーされるのは、バンドル内でアプライアンスの名前変更を確認した
後のみです。

カスタム属性について
カスタム属性は、アーティファクトでサーバー固有の構成情報を指定するために使用されます。カスタム
属性は、展開タイプのプランスクリプトにのみ追加できます。イメージストリーマーのプランスクリプ
ト、OS ビルドプラン、展開プランと、HPE OneView のサーバープロファイルのカスタム属性値を変更
できます。

カスタム属性には名前、タイプ、値、およびカスタム属性のタイプごとに適用される制約があります。カ
スタム属性名と値はプランスクリプトの画面で指定でき、カスタム属性のタイプと制約は OS ビルドプラ
ンの画面で指定できます。カスタム属性の制約を使用して、OS ビルドプラン、展開プラン、および HPE
OneView のサーバープロファイルのカスタム属性の値を検証します。

プランスクリプトでのカスタム属性の構文は、@customattribute_name@です。デフォルト値のカスタ

ム属性は、@customattribute_name:customattribute_value@として指定できます。

カスタム属性のタイプ

文字列

• OS ビルドプランで正規表現の制約が指定されていない限り、任意の値を持つことができます。

文字列カスタム属性値の制約：

正規表現

指定した値が正規表現に一致する必要があります。たとえば、̂ [A-Za-z0-9]+$という正規表現の制

約は、カスタム属性値には大文字のアルファベット、小文字のアルファベット、および数字のみを含
める必要があることを意味します。文字列全体と一致させるには、開始文字として^または終了文字

として$を常に指定してください。

空白のままの場合、カスタム属性値は検証されません。
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長さ

長 254 文字を使用できます。

Password

• パスワードの値は暗号化されて保存され、入力中はマスクされます。

パスワードカスタム属性値の制約：

正規表現

正規表現の制約が指定されている場合、パスワードが一致する必要があります。文字列全体と一致さ
せるには、開始文字として^または終了文字として$を常に指定してください。

小長

必要な文字の 小数。

大長

必要な文字の 大数。

IPv4 アドレス。

• 値は有効な IPv4 アドレスである必要があります。

ホスト名

• 値は有効なホスト名である必要があります。

ホスト名カスタム属性値の制約：

長さ

長 254 文字を使用できます。

許可される文字

• ピリオド（.）を含めることはできません。

• アルファベット、数字、ハイフン（-）、アンダースコア（_）を含めることができます。

• 先頭をハイフン（-）またはアンダースコア（_）にすることはできません。

FQDN

• 値は有効な完全修飾ドメイン名である必要があります。

FQDN カスタム属性値の制約：

許可される文字

• 少なくとも 1 つのピリオド（.）を含める必要があります。

• アルファベット、数字、ハイフン（-）、アンダースコア（_）を含めることができます。

• 先頭をハイフン（-）またはアンダースコア（_）にすることはできません。

長さ

長 254 文字を使用できます。

番号

• 値には、整数または 10 進数を使用できます。

番号カスタム属性の制約：

小

使用できる 小値

アーティファクト 17



大

使用できる 大値

増分

値を増加または減少していく数。増分オプションまたは減算オプションを次の画面で利用できます。

• 展開プランの作成

• 展開プランの編集

• 展開プランのコピー

• Create Server Profile
• サーバープロファイルの編集

単位

該当の数字に対応する単位

オプション

• カスタム属性値をユーザー指定の値に制限します。

• 次の画面にはメニューが表示されます。ユーザーはこのメニューを使用してオプションのリストから
値を選択できます。

◦ 展開プランの作成

◦ 展開プランの編集

◦ 展開プランのコピー

◦ Create Server Profile
◦ サーバープロファイルの編集

NIC

• プランスクリプトには、ネットワークインターフェイスコントローラー（NIC）属性を含めることがで
きます。NIC 属性は複雑なカスタム属性であり、インターフェイス構成パラメーターを含んでいます。

プランスクリプトでインターフェイス構成パラメーターを使用しない場合、サーバープロファイルは
パラメーターを要求しません。

NIC 属性は<attribute>.<parameter>の形式に従います。

• カスタム属性名に.が含まれる場合、タイプは NIC に自動的に設定され、その後、タイプを変更するこ

とはできません。.より前の部分の名前はカスタム属性の名前とみなされます。

• NIC 属性は、単一属性名の下、OS ビルドプランおよび展開プラン内でグループ化され、NIC タイプに
なります。

• プランスクリプト内のカスタム属性のすべてのルールが NIC 属性に適用されます。NIC 属性には、次
のインターフェイス構成パラメーターを含めることができます。

◦ ipaddress
◦ domain
◦ dns1
◦ dns2
◦ dns3
◦ mac
◦ netmask
◦ gateway
◦ vlanid
◦ dhcp
◦ networkuri
◦ ipv4disable
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特定の NIC 属性では、IPv4 構成を静的、DHCP、またはネットワーク構成の無効化に設定できます。

静的

IPv4 構成の詳細は、サーバープロファイルの作成時に選択された接続（自動的またはユーザーによる
指定）から設定されます。

DHCP

IPv4 構成の詳細は DHCP サーバーから設定されます。

ネットワーク構成の無効化

NIC は構成されません

NIC カスタム属性の制約：

デフォルト値

NIC 属性はデフォルト値を持つことができません。値は、IP プールから自動的に設定するか（HPE
OneView のサーバープロファイルで自動モードが有効になっている場合）、ユーザーが指定できます。

カスタム属性のルール
• カスタム属性は、タイプが展開のプランスクリプトでのみ指定できます。

• OS ビルドプランのカスタム属性のタイプは、デフォルトでは文字列に設定されています。

• 複数のカスタム属性を指定する場合、プランスクリプトで指定されている 初のデフォルト値が、OS
ビルドプランのデフォルト値として見なされます。

• 同じカスタム属性がプランスクリプトによって異なる値を持つ場合、デフォルト値を含む 初のプラ
ンスクリプトからデフォルト値が指定されます。

• 次のような場合には、OS ビルドプランまたは展開プランのカスタム属性のデフォルト値は更新されま
せん。

◦ すでにデフォルト値を含む OS ビルドプランが使用しているプランスクリプトで、カスタム属性の
デフォルト値を編集した場合。

◦ すでにデフォルト値を含む展開プランが使用している OS ビルドプランで、カスタム属性のデフォ
ルト値を編集した場合。

• カスタム属性名にはスペースまたは特殊文字は使用できません。数字、アンダースコア（_）、および
ダッシュは使用できます。

• カスタム属性値には特殊文字とスペースを使用でき、カスタム属性値を単一引用符または二重引用符
で囲む必要があります。

• カスタム属性のデフォルト値はブランクのままにすることができます。

• カスタム属性値に@が含まれている場合、@ではなく@@を使用します。例えば email@@domain.com
などです。

• カスタム属性値内で他のカスタム属性を参照することはできず、プレーンテキストと見なされます。

アーティファクトの使用のベストプラクティス
イメージストリーマーのアーティファクトを使用するためのベストプラクティスについては、https://
github.com/HewlettPackard の HPE Image Streamer Foundation Artifacts の Best practices for Image
Streamer Artifacts を参照してください。

既存のアーティファクトをテンプレートとして使用

Hewlett Packard Enterprise は、OS ビルドプランを含むアーティファクトバンドルを提供しています。既
存の OS ビルドプランは、そのまま使用することも、テンプレートとして使用することもできます。
Hewlett Packard Enterprise 提供のアーティファクトについて詳しくは、https://github.com/
HewlettPackard にあるイメージストリーマーのアーティファクトに関するドキュメントを参照してくだ
さい。Hewlett Packard Enterprise 提供のアーティファクトは読み取り専用です。ただし、コピーを作成

カスタム属性のルール 19

HTTPS://GITHUB.COM/HEWLETTPACKARD/
HTTPS://GITHUB.COM/HEWLETTPACKARD/
HTTPS://GITHUB.COM/HEWLETTPACKARD/
HTTPS://GITHUB.COM/HEWLETTPACKARD/


して編集することはできます。アーティファクトをコピーし、変更を可能にする方法について詳しくは、
HPE Synergy イメージストリーマーオンラインヘルプを参照してください。

Hewlett Packard Enterprise の命名規則の使用

Hewlett Packard Enterprise では、イメージストリーマーアプライアンスとともに提供されるアーティフ
ァクトに対して以下の命名規則を使用しています。

組織 - OSとバージョン - アクションモディファイヤー

組織

名前の競合を回避するため、Hewlett Packard Enterprise が提供するアーティファクト名の冒頭には組織
名が付きます。そのため、Hewlett Packard Enterprise が提供していないアーティファクトには、HPEを

使用しないでください。

OSとバージョン

組織名の後には、オペレーティングシステム名とバージョンが続きます。OS とバージョンの詳細情報に
加え、階層化されたアプリケーションソフトウェアに関する情報も含めることもできます。通常、このフ
ァイル命名規則はゴールデンイメージの命名に便利です。

アクション

ファイル名のオペレーティングシステムとバージョンの詳細の後には、アーティファクトが実行するアク
ションが続きます。通常、このファイル命名規則は、プランスクリプトの命名に便利です。

モディファイヤー

モディファイヤーには、アーティファクトを説明する他の情報を含めることができます。通常、ファイル
命名規則のモディファイヤーはプランスクリプトの命名に便利です。

詳しくは、http://www.software.hpe.com と、https://github.com/HewlettPackard にある HPE Image
Streamer Foundation Artifacts を参照してください。
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展開

展開について
サーバー展開とは、サーバーにオペレーティングシステムをインストールし、使用できるよう構成するプ
ロセスのことです。通常のサーバー展開ツールは、サービス OS と呼ばれるメモリ上のオペレーティング
システムを使用し、ターゲットサーバーで実行されます。一般的に、サービス OS は、ターゲットサーバ
ー上に展開されるオペレーティングシステムと一致します。展開ツールがサービス OS を起動し、サービ
ス OS がストレージレイアウトの設定、オペレーティングシステムソフトウェアのインストール、オペレ
ーティングシステムの構成を行います。構成が完了するとサーバーが再起動し、展開されたオペレーティ
ングシステムが実行されます。

イメージストリーマーを使用した展開

イメージストリーマーを使用した展開では、まずゴールデンイメージをブロックごとにコピーし、OS ボ
リュームを作成します。このコピーは、OS のボリュームサイズに関係なく、5 秒以内に作成されます。
OS ボリュームが作成されると、隔離された環境でプランスクリプトが実行され、ターゲットサーバー用

に OS ボリュームがカスタマイズされます。カスタム属性は、プランスクリプトの実行中にプランスクリ
プトの値に置き換えられます。

注記:

隔離された環境は展開されたオペレーティングシステムに無関係であるため、カスタマイズは困難
です。そのため、複雑さを軽減する戦略や、各コンピュートモジュールをカスタマイズする方法を
検討することが重要です。パーティションレイアウトや展開の構成をシンプルにすると、各サーバ
ーのカスタマイズの複雑さを軽減できます。

展開グループ
展開グループとは、HPE Synergy コンポーザードメイン内のイメージストリーマーアプライアンスのグル
ープです。HPE Synergy コンポーザードメインには、一度に 1 つの展開グループのみ作成できます。

展開アプライアンス
展開アプライアンスとは、CIM スロットに挿入される単独のイメージストリーマーアプライアンスです。
展開アプライアンスのペアにはアクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスがあり、高可用性
を実現しています。

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンス画面では、アプライアンスペア
の全体的なヘルスステータスや、アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの場所と詳細の
表示、サポートダンプの作成、イメージストリーマーアプライアンスのアップデートや再起動、シャット
ダウン操作を実行できます。
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高度な管理仮想マシン

高度な管理仮想マシン（AMVM）の概念
高度な管理仮想マシン（AMVM）は、主にイメージストリーマーのアーティファクトや、プランスクリプ
トおよび OS ビルドスクリプトの関連カスタム属性の妥当性確認に使用されます。

AMVM を使用するには、次のユーザーの役割のいずれかの権限が必要です。

• インフラストラクチャ管理者

• サーバー管理者

• ソフトウェア管理者

AMVM はデバッグ環境を提供します。この環境により、管理者が次の操作を実行できます。

• プランスクリプトと OS ビルドプラン内に存在するアーティファクトとカスタム属性を検証します。

• コンピュートブレードを起動する前に使用中の OS ボリュームにアクセスします。

管理者は、AMVM を使用してアーティファクトを作成またはインポートすることもできます。

AMVM の機能
AMVM は次の機能を備えています。

• イメージストリーマーアプライアンス内の不正なゴールデンイメージによって起動に失敗した場合
に、コンピュートモジュールをトラブルシューティングする機能。

• コンピュートモジュールを起動する前に OS ボリュームにアクセスし、OS ボリュームの内容を検証す
る機能。

AMVM のライフサイクル
AMVM は、HPE OneView での論理エンクロージャーの作成時に作成されます。AMVM は、論理エンクロ
ージャーが存在する限り使用できます。

AMVM での作業

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスを使用した AMVM 作成ステ
ータスの表示

手順

1. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスのアクティビティページに移動します。

2. イメージストリーマーのアップデートタスクの展開アイコンをクリックします。

3. イメージストリーマーのアップデートタスクの説明内の AMVM 作成ステータスおよび AMVM 作成ス
テータスを確認します。
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図 3: イメージストリーマーのアップデートタスク

REST API を使用した AMVM の操作

REST API を使用した AMVM の操作の前提条件

RESTクライアントまたは cURLコマンドを使用し、REST API を使用して AMVM 操作を実行できます。

手順

1. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンスページにある、展開アプラ
イアンスの managementipv4addressをメモします。

図 4: 展開アプライアンスページから managementipv4addressを取得

仮想マシンの IPv4 アドレスの取得

始める前に

REST API を使用した AMVM の操作の前提条件に記載されている前提条件を確認します。
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手順

1. GET https://{ip}/rest/appliance/i3s/amvm
{ip}ではなく、展開アプライアンスの managementipv4addressを指定します。

API レスポンスには、仮想マシンの managementipv4addressが含まれます。

仮想マシンの起動またはシャットダウン

始める前に

REST API を使用した AMVM の操作の前提条件に記載されている前提条件を確認します。

手順

1. PUT https://{ip}/rest/appliance/i3s/amvm
{ip}ではなく、展開アプライアンスの managementipv4addressを指定します。

actionパラメーターを指定し、仮想マシンを起動またはシャットダウンします。actionパラメータ

ーの値は以下のとおりです。

• start - 仮想マシンを起動します。

• destroy - 仮想マシンをシャットダウンします。

API レスポンスには、次のパラメーターが含まれています。

• Status - API コールの成功または失敗に関する情報が含まれます。

• Reason - API コールが失敗した場合にエラー情報を示します。

AMVM を使用した OS ボリュームのマウントとアンマウント
の前提条件

手順

1. HPE OneView ユーザーインターフェイスのサーバープロファイルページに記載されている、iSCSI イ
ニシエーター名をメモします。
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図 5: サーバープロファイルページの iSCSI イニシエーター名

2. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンスページに記載されている、
展開アプライアンスのストレージ IPv4 アドレスをメモします。

図 6: 展開アプライアンスページのストレージ IPv4 アドレス

3. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの OS ボリュームに記載されている、OS ボリュー
ム名をメモします。
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図 7: OS ボリュームページの OS ボリューム名

AMVM に接続して OS ボリュームをマウントする

始める前に

• 小ユーザー権限：ソフトウェア管理者

• AMVM を使用した OS ボリュームのマウントとアンマウントのための前提条件に詳述する前提条件を
完了します。

手順

1. 仮想マシンを起動します。仮想マシンの起動について詳しくは、仮想マシンの起動またはシャットダ
ウンを参照してください。

2. SSH接続を使用し、仮想マシンの managementipv4addressを使用して仮想マシンにログインしま

す。

a. 初回ログイン時にパスワードを変更します。

3. /etc/imagestreamer/amvm/の iqnchange.shスクリプトを実行し、OS ボリュームに割り当てら

れたコンピュートモジュールに一致するよう、仮想マシンの iSCSI イニシエーターを変更します。

iSCSI イニシエーター名を指定します。
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図 8: iqnchange.shスクリプトの実行

4. rebootコマンドを使用して仮想マシンをリブートします。

5. 仮想マシンに接続し、/etc/imagestreamer/amvm/にある mountscript.shスクリプトを実行し、

OS ボリュームをマウントします。

OS ボリューム名とストレージの IPv4 アドレスを指定します。

図 9: mountscript.shスクリプトの実行

6. /root/osvolumeにある OS ボリュームの内容を確認します。
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図 10: マウントされている OS ボリュームの内容の確認

OS ボリュームのアンマウント

始める前に

• 小ユーザー権限：ソフトウェア管理者

• AMVM を使用した OS ボリュームのマウントとアンマウントのための前提条件に詳述する前提条件を
完了します。

手順

1. /etc/imagestreamer/amvmにある umountscript.sh を実行します。

OS ボリューム名とストレージの IPv4 アドレスを指定します。

OS ボリュームをアンマウントすると、iSCSI セッションからログアウトされます。
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機能

ステートレスな操作
イメージストリーマーアプライアンスでは、HPE Synergy コンピュートモジュールでのオペレーティング
システムの展開をステートレスに行えます。ステートレスな状態を実現するため、コンピュートモジュー
ルのソフトウェア状態と OS ボリュームの展開状態は個別に維持されます。ソフトウェアの状態にはフ
ァームウェア構成、ネットワーク接続、ブート設定、および iLO 構成が含まれます。ソフトウェアの状態
は、HPE OneView で使用できるサーバープロファイルに格納されます。展開された OS ボリュームには、
ゴールデンイメージ（起動可能なオペレーティングシステム、アプリケーション、および I/O ドライバー
のバージョンの組み合わせ）と特性（ホスト名、IP 構成など）が含まれます。展開された OS ボリューム
は、イメージストリーマー OS ボリュームに格納されます。サーバーには、アプリケーションデータのス
トレージはありません。これらのコンピュートモジュールは、イメージストリーマーアプライアンスに格
納された OS ボリュームから起動します。こうしたステートレスなサーバー操作により、オペレーティン
グシステムの迅速な展開が可能になります。

注記:

永続的なローカルストレージを使用する場合は、イメージストリーマーアプライアンスはステート
レスなコンピュートモジュールを提供することができません。ステートレスな方法では、スワップ
領域など一時的なローカルストレージを使用できます。

高可用性
イメージストリーマーアプライアンスは、ペアで動作して高可用性を実現します。さらに、1 つの HPE
Synergy コンポーザードメインに複数ペアのアプライアンスを作成することで、アプライアンスの拡張性
を強化します。プライマリアプライアンスペアのアクティブおよびスタンバイの両方のアプライアンス
に障害が発生した場合、セカンダリアプライアンスが新しいプライマリアプライアンスペアとして指定さ
れます。

アプライアンスのストレージが、アクティブ/アクティブクラスターを構成します。このモードにより、ア
クティブアプライアンスに障害が発生したときでも OS ボリュームへのサービス提供が継続して行われ
ます。

イメージストリーマーアプライアンスペアでは、アーティファクト管理と OS 展開機能がアクティブ/スタ
ンバイ管理クラスターによって実行され、OS ボリュームストレージがアクティブ/アクティブストレージ
クラスターによって提供されます。

関連概念

イメージストリーマーアプライアンス用語(7 ページ)

OS ボリュームの高可用性

イメージストリーマーアプライアンスは仮想ストレージアプライアンスを使用して、コンピュートモジュ
ールのアクティブ/アクティブストレージクラスターを提供します。アクティブ/アクティブクラスターで
は、OS ボリュームの冗長データパスが形成され、OS ボリュームの高可用性が実現します。イメージス
トリーマーアプライアンスは、クラスター内のいずれかのストレージノードを利用できない場合にアラー
トを使用してユーザーに通知します。

アプライアンスの高可用性およびアーティファクト管理

HPE Synergy コンポーザードメインには複数のイメージストリーマーアプライアンスペアを含めること
ができます。イメージストリーマーアプライアンスペアは 1 つの論理エンクロージャーに機能を提供し、
1 つの論理エンクロージャーは 大で 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つことがで
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きます。イメージストリーマーアプライアンスペアの 1 つをプライマリアプライアンスとして指定し、他
のすべてのアプライアンスペアをセカンダリアプライアンスとして指定します。

イメージストリーマーアプライアンスは、アクティブ/スタンバイアプライアンスペアとして動作し、アプ
ライアンスの高可用性と、ユーザーインターフェイスによるアーティファクト管理を実現します。アクテ
ィブアプライアンスが失敗した場合、アプライアンスペア内のスタンバイアプライアンスは、ユーザーイ
ンターフェイスとアーティファクト管理を 3 分以内に引き継ぐことができます。プライマリアプライア
ンスのアクティブおよびスタンバイの両方のアプライアンスが失敗した場合、利用可能なセカンダリアプ
ライアンスの 1 つを新しいプライマリアプライアンスとして指定する必要があります。アプライアンス
ペア内のアクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの詳細を表示するには、イメージストリ
ーマーのユーザーインターフェイスで展開アプライアンスページに移動します。

イメージストリーマーアプライアンスは、アプライアンスが高可用性でない場合にアラートを使用してユ
ーザーに通知します。
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図 11: 3 フレームセットアップでの高可用性
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1～6

コンピュートモジュールのラック

7～8

インターコネクト

図は、3 フレームセットアップにおけるイメージストリーマーの高可用性の例を示しています。

2 つのイメージストリーマーアプライアンスを使用する 3 フレームセットアップの概要を次に示します。

• 高可用性を確保するには 2 つのイメージストリーマーアプライアンスが必要です。

• イメージストリーマーアプライアンスのペアには少なくとも 3 つのフレームが必要です。

• HPE OneView とイメージストリーマーが共存するフレーム 2 では、アプライアンスを任意の CIM ス
ロットに区別なく配置できます。

• イメージストリーマーアプライアンスのペアごとにインターコネクトのペアが存在する必要がありま
す。

• 各インターコネクトの位置は対称的でなければなりません。例の図では、フレーム 2 とフレーム 3 の
ラック 3 とラック 6 にインターコネクトがそれぞれ存在します。

キャプチャー

イメージストリーマーアプライアンスを使用したキャプチャー

イメージストリーマーアプライアンスのキャプチャー機能を使用すると、コンピュートモジュール上のオ
ペレーティングシステムの既存のインスタンスをキャプチャーできます。イメージストリーマーのリソ
ース管理インターフェイスは、インストールされたオペレーティングシステムからゴールデンイメージを
作成する前に、すべてのサーバー固有情報を削除します。このプロセスは一般化とも呼ばれます。ゴール
デンイメージを初めて作成する場合は、オペレーティングシステムのインストール用として空のイメージ
ストリーマー OS ボリュームが必要です。Hewlett Packard Enterprise では、空のボリュームを作成する
ために、イメージストリーマーアプライアンスのストレージに特別な展開プランを提供しています。

イメージストリーマーを使用したバックアップとリストア

バックアップ

イメージストリーマーのバックアップでは、2 つの要素をバックアップします。

アーティファクトのバックアップ

イメージストリーマーのすべてのアーティファクトは、展開グループ > アクション > バックアップバ
ンドルの作成を使用してバックアップできます。バックアップバンドルには、バックアップの時点で、
イメージストリーマーアプライアンスで利用可能なすべてのアーティファクトが含まれます。

構成データのバックアップ

構成データには、イメージストリーマーアプライアンスペアのアクティブアプライアンスとスタンバ
イアプライアンスに関する情報、IP アドレス、プライマリアプライアンスとセカンダリアプライアン
スの詳細が含まれます。構成情報は HPE OneView にあり、HPE OneView バックアップの一部として
バックアップされます。HPE OneView のバックアップを作成するには、HPE OneView メインメニュ
ーで設定 > バックアップの作成の順に選択します。HPE OneView バックアップの作成方法について
詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。

Hewlett Packard Enterprise では、アーティファクトや構成情報に重要な変更を加えた場合にバックアッ
プを作成することをお勧めしています。HPE OneView バックアップおよびイメージストリーマーバック
アップを作成すると、構成とアーティファクトの情報が確実に保持されます。
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復元とリカバリ

以下のような状況の場合は、イメージストリーマーアプライアンスの復元またはリカバリを検討する必要
があります。

アーティファクトのリストア

後のバックアップバンドルを作成したインスタンスまでアーティファクトをリストアするには、展開グ
ループ > アクション > バックアップバンドルからのリストアオプションを使用します。

バックアップバンドルからリストアすると、バックアップバンドルおよびイメージストリーマーアプライ
アンス内のアーティファクトのステータスに基づき、以下のアクションが実行されます。

アーティファクトのステータス イメージストリーマーのリストア操作によって実
行されるアクション

バックアップバンドルとイメージストリーマーア
プライアンスに同じアーティファクトがあり、イメ
ージストリーマーアプライアンス内のアーティフ
ァクトがバックアップ後に変更されていない。

リストア操作ではアクションは実行されません。

バックアップバンドルとイメージストリーマーア
プライアンスに同じアーティファクトがあり、イメ
ージストリーマーアプライアンス内のアーティフ
ァクトがバックアップ後に変更されている。

リストア操作により、バックアップバンドルのアー
ティファクトがイメージストリーマーアプライア
ンスに復元されます。

アーティファクトがバックアップバンドルにしか
なく、イメージストリーマーアプライアンスにはな
い。

リストア操作により、バックアップバンドルのアー
ティファクトがイメージストリーマーアプライア
ンスに復元されます。

アーティファクトがイメージストリーマーにしか
なく、バックアップバンドルにはない。

リストア操作により、イメージストリーマーにしか
ないアーティファクトが削除されます。

アーティファクトバンドルのインポート操作は、バックアップバンドルからのリストア操作とは異なるの
で注意してください。

アーティファクトバンドルには、アーティファクトバンドルの作成時に指定したアーティファクトしか含
まれません。バックアップバンドルには、バックアップバンドル作成時にアプライアンス内にあったすべ
てのアーティファクトが含まれます。

アーティファクトバンドルのインポート操作を実行するときに、アーティファクトバンドルとイメージス
トリーマーアプライアンスに同じアーティファクトがある場合、そのアーティファクトは別の名前でイメ
ージストリーマーアプライアンスにインポートされます。インポートされたアーティファクト名には、区
別できるように連番が付加されます。

ただし、バックアップバンドルからのリストア操作の実行中に、バックアップバンドルとイメージストリ
ーマーアプライアンスにあるアーティファクトをリストアできるかどうかは、そのアーティファクトがバ
ックアップ後に変更されたかどうかによります。

通常、アーティファクトバンドルのインポート操作では、別のソース（別のイメージストリーマー構成や
Hewlett Packard Enterprise 提供のサンプルアーティファクトなど）のアーティファクトをイメージスト
リーマーアプライアンスにインポートする必要があります。

イメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアに障害が発生し、セカンダリアプライ
アンスペアが使用可能な場合のリカバリ

このリカバリオプションは、複数のイメージストリーマーのアプライアンスペアを持つ、マルチエンクロ
ージャー構成でのみ使用できます。このオプションは、現在のプライマリアプライアンスが動作を停止し
たか撤去され、リカバリの方法がない場合にのみ使用する必要があります。

イメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアに障害が発生したか撤去されたが、エンクロージ
ャー内でセカンダリアプライアンスペアを利用できる場合は、HPE OneView ユーザーインターフェイス
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を使用してイメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアを変更できます。イメージストリー
マーのプライマリアプライアンスペアを変更する方法について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library の HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。

イメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアに障害が発生し、セカンダリアプライ
アンスペアがない場合のリカバリ

このリカバリオプションは、以下のものがある場合に使用できます。

• 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つ、シングルエンクロージャー構成

• 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つ、マルチエンクロージャー構成

プライマリアプライアンスペアに障害が発生し、セカンダリアプライアンスペアがない場合には、一連の
タスクを実行してリカバリを行う必要があります。

1. HPE OneView メインメニューからサーバープロファイル画面を開き、利用可能なサーバープロファ
イルのリストとその値をメモします。

2. プライマリイメージストリーマーアプライアンスペアが属する論理エンクロージャーのサーバープ
ロファイルを削除します。

3. HPE OneView メインメニューから論理エンクロージャー画面を開きます。

4. プライマリイメージストリーマーアプライアンスが属する論理エンクロージャーを削除します。

5. CIM スロットからイメージストリーマーアプライアンスを取り外します。

6. HPE OneView メインメニューから OS 展開サーバー画面を開き、OS 展開サーバーを削除します。

7. CIM スロットに新しいイメージストリーマーアプライアンスを挿入します。

8. HPE OneView メインメニューから OS 展開サーバー画面を開き、新しい OS 展開サーバーを作成し
ます。

9. HPE OneView メインメニューから OS 展開サーバー画面を開き、イメージストリーマー UI リンクを
クリックして、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスを開きます。

10. イメージストリーマーのメインメニューから展開グループ > アクション > バックアップバンドルか
らのリストアを選択し、リストア操作を実行します。

11. HPE OneView メインメニューから論理エンクロージャー > 論理エンクロージャーの作成を選択し、
論理エンクロージャーを作成します。

12. HPE OneView メインメニューからサーバープロファイル > サーバープロファイルの作成を選択し、
サーバープロファイルを作成します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスおよびイメージストリーマーのユーザーインターフェイスを使
用してシーケンス内の各タスクを実行する方法について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library の HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプおよび HPE Synergy イメージストリー
マー 3.0 オンラインヘルプを参照してください。

イメージストリーマーでの HPE OneView の復元の影響

イメージストリーマーを管理する HPE OneView インスタンスで復元操作が実行されると、イメージスト
リーマーは復元後の妥当性確認を実行し、その状態と構成を HPE OneView の復元後の状態と照らし合わ
せます。リカバリプロセスは以下の順序で行われます。

1. ユーザーがイメージストリーマーを管理する HPE OneView インスタンスで復元操作を実行します。

2. イメージストリーマーは、HPE OneView の復元後の状態に対して妥当性確認を行い、その状態と構成
を更新します。

3. 次の場合は警告が通知されます。

イメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアに障害が発生し、セカンダリアプライアンスペアがな
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• HPE OneView の OS 展開サーバーの構成とイメージストリーマーの構成との間に不一致がある場
合。構成に不一致があるまま続行するか、修正アクションを実行して構成の不一致を解決するかを
選択できます。

• HPE OneView の論理エンクロージャーの構成とイメージストリーマーの構成との間に不一致があ
る場合。構成に不一致があるまま続行するか、修正アクションを実行して構成の不一致を解決する
かを選択できます。

• HPE OneView サーバープロファイルの OS の展開と、イメージストリーマー内の OS ボリューム
との間に不一致がある場合。復元操作の後、HPE OneView に対応するサーバープロファイルのな
い孤立した OS ボリュームを、イメージストリーマーから削除することができます。

4. 展開プランは、HPE OneView の復元操作が完了した後に、HPE OneView とイメージストリーマーの
間で自動的に同期されます。
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Maintenance Console

Maintenance Console について
図「Maintenance Console のメインメニューの例」に示すように、Maintenance Console では、アプライ
アンスの特定の管理コマンドを利用できます。

Maintenance Console は、メンテナンス IP アドレスが構成されている場合、前面パネルコンソールまた
は SSH セッションから、常に使用可能です。

HPE Synergy コンポーザーまたはイメージストリーマーを使用できない場合、Maintenance Console は、
アプライアンスの問題のトラブルシューティングのための重要なツールです。Maintenance Console は、
メンテナンス IP アドレスが構成されている場合、前面パネルコンソールまたは SSH セッションから、常
に使用可能です。

「Maintenance Console へのアクセス」を参照してください。

多くの Maintenance Console 画面では、左上にローカルアプライアンスが場所（エンクロージャー識別子
およびアプライアンスベイ番号）またはホスト名で示されます。

図 12: Maintenance Console のメインメニューの例

Maintenance Console には、アプライアンスの状態に関するアイコンおよびメッセージが表示されます。
以下のいずれかの状態が示されます。

• 正常な動作

• アプライアンスはオフライン

• アプライアンスは更新中

• アプライアンスはクラスター内の他のアプライアンスと同期中

• アプライアンスは起動中、シャットダウン中、再起動中、または一時的に使用不可
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• アプライアンスはバックアップファイルからリストア中

• アプライアンスは工場出荷時デフォルト設定にリセット中

コマンド

メインメニューの本体には、次の操作に使用できるコマンドが含まれます。

• アプライアンスの詳細を表示する。

• ローカルアプライアンスを再起動する。

• アプライアンスをシャットダウンする。

• アプライアンスを工場出荷時設定へリセットする。

• Maintenance Console のパスワードをリセットする。

• サービスコンソールを起動する。このコンソールは、認定テクニカルサポート担当者が問題の診断や
修正に使用できます。

• 展開ネットワーク接続用 MGMT ポートを構成する。

• 管理ネットワーク接続用 MGMT ポートを構成する。

• Maintenance Console からログアウトする。

コンソール（モニター、キーボード、およびマウス）を削除する前にログアウトしたことを確認しま
す。そうしないと、Maintenance Console は、次回コンソールを接続し、Enter キーを押すと、Shut
down のようなコマンドを実行する準備ができている状態のままになってしまいます。

注記:

Maintenance Console で表示されるコマンドは、アプライアンスの現在の状態と Maintenance
Console のアクセス方法によって異なります。

詳細情報

• 「Maintenance Console へのアクセス」

• 「Maintenance Console へのログイン」

• 「Maintenance Console を使用した管理者パスワードのリセット」

• 「Maintenance Console を使用してアプライアンスを工場出荷時設定にリセット」

Maintenance Console へのアクセス
アプライアンスコンソールまたは SSH 接続を介して Maintenance Console にアクセスします。

注記:

認証情報を求めるプロンプトが表示されたら、ローカルインフラストラクチャ管理者の認証情報を
使用します。Maintenance Console から管理者パスワードをリセットできます。

• SSH 接続から Maintenance Console へのアクセス

• HPE Synergy フレームリンクモジュールから Maintenance Console へのアクセス

• ノートブックまたはラップトップを通じた Maintenance Console へのアクセス

SSH 接続から Maintenance Console へのアクセス

注記:

SSH 接続を通じて Maintenance Console へアクセスする場合、これらのツールの使用をお勧めしま
す。

• PuTTY
• MTPuTTY
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手順

1. 推奨されるツールのいずれかをローカルコンピューターで実行します。

2. アプライアンスにアクセスするには、その完全修飾ドメイン名または IP アドレスを指定します。

3. ログインプロンプトでユーザー名 maintenanceを入力します。

4. Maintenance Console にログインします。

HPE Synergy フレームリンクモジュールから Maintenance Console へのアク
セス

手順

1. 次の場所にあるモニターポートおよび USB ポートに、キーボード、ビデオ、およびマウスを接続しま
す。

• フレームの前面パネル（左側の図）

• フレームの背面にある HPE Synergy フレームリンクモジュール（右側の図）

接続すると、HPE Synergy フレームリンクモジュールの GUI が表示されます。

2. 画面の右上にあるモニターアイコンをクリックします。

3. アプライアンスのサブメニューから HPE Synergy コンポーザーのいずれかを選択します。

空白のテキストウィンドウが開きます。

4. Enter を押します。

5. ログインプロンプトでユーザー名 maintenanceを入力します。

6. Maintenance Console にログインを参照します。

ノートブックまたはラップトップを通じた Maintenance Console へのアクセス

始める前に

• フレームに物理的にアクセスできること

• ノートブックコンピューターのイーサーネットポートを DHCP 用に構成して、自動ネゴシエーション
を有効にしている

• 1 本の CAT5 ケーブル

手順

1. CAT5 ケーブルをノートブックコンピューター上のイーサーネットポートに接続します。

2. CAT5 ケーブルをフレームの前面および前面パネルモジュールのノートブックポートに接続します（図
を参照）。
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3. ノートブックコンピューターで、VNC クライアントアプリケーションを起動して HPE Synergy コンソ
ールに接続します。

VNC クライアントによってメッセージが表示されたら、接続に使用する HPE Synergy フレームの IP
アドレス（ポート 5900 を含む）、192.168.10.1 を入力します。

4. HPE Synergy コンソールが、VNC クライアント接続で使用できるようになりました。

Maintenance Console へのログイン
Maintenance Console にアクセスすると、ログイン画面または Maintenance Console のメインメニューの
いずれかが表示されます。

手順

1. アプライアンスコンソールからアクセスすると、Maintenance Console のメインメニューがすぐに表
示されます。

初のコマンドを入力すると、そのコマンドが実行する前に、ログイン画面が表示されます。

Reset password と Launch service console の 2 つは例外であり、チャレンジ/レスポンス認証が必
要です。。

2. SSH 経由のアクセスでは、すぐにログイン画面が表示されます。

3. このアプライアンスのローカルインフラストラクチャ管理者アカウントのユーザー名とパスワードを
入力します。

注記:

認証ディレクトリサービスによって認証されたインフラストラクチャ管理者アカウントを使用
してログインすることはできません。

Maintenance Console のログインの有効期間は 1 時間です。非アクティブ状態で 1 時間経過すると、
パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状態で 24 時間経過すると、Maintenance
Console のセッションが閉じます。

Maintenance Console のパスワードについて
Maintenance Console には、初期パスワードがありません。設定の方法については、Maintenance
Console のパスワードをリセットを参照してください。

Maintenance Console のパスワードは、以下の 小要件を満たす必要があります。

• 14 文字の長さ

• 1 文字以上の大文字英字

• 1 文字以上の小文字英字
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• 1 文字以上の数字

• 1 文字以上の特殊文字

バックアップ操作では、Maintenance Console のパスワードはバックアップされません。Maintenance
Console のパスワードを他の方法で記憶または取得できるようにしてください。

重要:

Maintenance Console のパスワードのリセットは、アプライアンスを元の工場出荷時設定にリセッ
トすることによってのみ可能で、パスワードが無い状態になります。

アプライアンスクラスターについての留意事項

• アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスは、異なる Maintenance Console のパスワー
ドにすることができます。

• アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの間では、Maintenance Console パスワード
は同期されません。

Maintenance Console について

Maintenance Console のパスワードをリセット

工場出荷時リセット操作について

工場出荷時リセット操作について
工場出荷時設定へのリセットでは、アプライアンスを元の工場出荷時設定に復元しますが、インストール
されているファームウェアのバージョンは変更されません。

注意:

この操作を行う前に、 近のバックアップファイルがあることを確認してください。

工場出荷時リセット操作の実行中は、ネットワーク設定を保存するよう選択しないでください。常に工場
出荷時設定に完全にリセットするよう選択します。

工場出荷時設定へのリセット操作は Maintenance Console からのみ実行できます。

次の理由のいずれかの場合、工場出荷時設定へのリセットを使用します。

• ハードウェアに移行することができるようにアプライアンスを撤去する。

アプライアンスを撤去する場合は、ネットワーク設定およびログを保存せずに、工場出荷時設定への
リセットを実行します。Synergy アプライアンスが高可用性でない場合に、HPE OneView へのアクセ
スを回復するためには、前面パネル表示モジュールからフレームリンクモジュールをリセットする必
要があります。フレームリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセット操作により、実行中のワー
クロードが中断されます。

• アプライアンスを再利用するために既知の状態に戻す（たとえば、バックアップファイルからアプラ
イアンスを復元する場合）。

バックアップファイルからアプライアンスを復元したり、改めて新規構成を適用する場合は、ネット
ワーク設定とログを保持したことを確認します。

アプライアンスが高可用性である（Maintenance Console で詳細の表示コマンドがアクティブおよびスタ
ンバイ操作の状態と表示されている）場合、工場出荷時設定へのリセット操作は失敗します。

まず HPE OneView GUI を使用して、アプライアンスクラスターからスタンバイアプライアンスを削除し
ます。

Maintenance Console のメインメニュー画面の詳細
ローカルアプライアンスへの参照は、対話中の Maintenance Console を実行しているアプライアンスを示
します。
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画面の各部 説明

タイトル イメージストリーマーの Maintenance Console を識別します。

アプライアンス識
別子

アプライアンスクラスターについて、このテキストは、そのエンクロージャーとア
プライアンスのベイ番号で、ローカルアプライアンスを識別します。

このテキストは、そのホスト名でスタンドアロンアプライアンスを識別します。

タイトルの直下にあります。

アイコン アプライアンスの全般的な状態を示します。アイコンはコンソール画面の右上に配
置されています。

状態テキスト アイコンが表す状態について詳しく説明するため、さらに 1～3 行のテキストが表示
されます。以下は、状態の例です。

バックアップからのリストア

起動

アクティブ

スタンバイ/同調中

通知バナー アプライアンスまたはアプライアンスクラスターに関する状況を通知または警告し
ます。

通知バナーの幅は、Maintenance Console の幅になります。

未解決の通知がない場合には、通知バナーは表示されません。

コマンド アプライアンスの状態に適した使用可能なコマンドを示します。以下が含まれま
す。

View details
Restart
Shut down
Reset password
Support dump
Factory reset
Launch service console

関連項目

• Maintenance Console について

• SSH 接続から Maintenance Console へのアクセス

• Maintenance Console へのログイン

• アプライアンスの詳細の表示

• Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成する

• Maintenance Console を使用した管理者パスワードのリセット

Maintenance Console の詳細画面の詳細
View details コマンドでは、この画面が表示されます。

ローカルアプライアンスへの参照は、対話中の Maintenance Console を実行しているアプライアンスを示
します。
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ピアアプライアンスは、アプライアンスクラスターでは、その役割に関わらず、他のアプライアンスを指
します。

画面の各部 説明

タイトル イメージストリーマーの Maintenance Console を識別します。

アプライアンス識
別子

アプライアンスクラスターについて、このテキストは、そのエンクロージャーとア
プライアンスのベイ番号で、ローカルアプライアンスを識別します。

このテキストは、そのホスト名でスタンドアロンアプライアンスを識別します。

タイトルの直下にあります。

アイコン アプライアンスの全般的な状態を右上に示します。

状態テキスト アイコンの状態について詳しく説明するため、さらに 1～3 行のテキストが表示され
ます。状態テキストの例は、次のとおりです。

バックアップからのリストア

起動

アクティブ

スタンバイ/同調中

通知バナー アプライアンスまたはアプライアンスクラスターに関する状況を通知または警告し
ます。

通知バナーの幅は、Maintenance Console の幅になります。

未解決の通知がない場合には、通知バナーは表示されません。

ホスト名 アプライアンスのホスト名を表示します。

IP アドレス アプライアンスの IP アドレスを表示します。

モデル イメージストリーマーが動作しているアプライアンスのモデル番号。

ファームウェア イメージストリーマーアプライアンスで動作しているファームウェアのバージョン
番号、およびファームウェアが 後に更新された日時。

Maintenance Console でのアプライアンスの状態
Maintenance Console では、アプライアンスの状態に関するアイコンとメッセージが右上隅に表示されま
す。状態は、特に高可用性アプライアンスのクラスターでは状況による場合があり、アクションが必要な
場合もあります。
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状態 状況 アクション

アクティブ ローカルアプライアンスはアプライ
アンスクラスターのアクティブなア
プライアンスであり、正常に動作し
ています。

アクティブ

ディスクに障害が発生

アプライアンスクラスターではあり
ません。

認定テクニカルサポートに問い合わ
せて障害が発生したディスクを交換
します

アクティブなアプライアンスのディ
スクに障害が発生しました。

スタンバイのアプライアンスでは、
制御を 1 つのアプライアンスと想定
しています。

認定テクニカルサポートに問い合わ
せて障害が発生したディスクを交換
します

スタンバイのアプライアンスのディ
スクに障害が発生しました。

アクティブなアプライアンスは、1 つ
のアプライアンスとしての動作を続
けます。

認定テクニカルサポートに問い合わ
せて障害が発生したディスクを交換
します

アクティブ

スタンバイの同調中

ローカルアプライアンスは正常に動
作しています。

ピアアプライアンスが同調されてい
ます。同調が完了する前に障害が発
生した場合、アクティブにできませ
ん。

アクティブ

スタンバイに到達不能

同調されていない変更

ローカルアプライアンスは正常に動
作しているが、ピアアプライアンス
に到達できません。

障害が発生した場合、ピアアプライ
アンスはアクティブなアプライアン
スになることはできません。

詳細と解決策については、アクティ
ビティ画面にリストされているアラ
ートを参照してください。

スタンバイ ローカルアプライアンスはアプライ
アンスクラスター内のスタンバイの
アプライアンスであり、正常に動作
しています。

スタンバイ

ディスクに障害が発生

ローカルアプライアンス上のディス
クに障害が発生しました。

ローカルアプライアンスは、アプラ
イアンスクラスター内のスタンバイ
のアプライアンスとして使用できな
くなりました。

認定テクニカルサポートに問い合わ
せて障害が発生したディスクを交換
します

表は続く
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状態 状況 アクション

ピアアプライアンス上のディスクに
障害が発生しました。

ローカルアプライアンスは現在のス
タンバイのアプライアンスですが、
自動的にアクティブ化されます。

認定テクニカルサポートに問い合わ
せて障害が発生したディスクを交換
します

スタンバイ

同調中

ローカルアプライアンスがスタンバ
イのアプライアンスであり、同調さ
れています。

同調が完了する前に障害が発生した
場合、アクティブにできません。

オフライン

手動のアクションが必要

ピアアプライアンスが実行されてい
ないことを確認できないため、ロー
カルアプライアンスを自動的にアク
ティブ化できません。

この問題の解決方法について詳しく
は、HPE OneView（HPE Synergy
用）ユーザーガイドのトラブルシュ
ーティングを参照してください。

オフライン

復旧不能エラー

復旧不能エラーによりアプライアン
スに障害が発生しました。

この問題の解決方法について詳しく
は、HPE OneView（HPE Synergy
用）ユーザーガイドの Oops アプライ
アンスステータス画面のセクション
を参照してください。

オフライン

使用不能（不完全なデー
タ）

アプライアンスデータの完全なコピ
ーがないため、ローカルアプライア
ンスをアクティブ化できません。

この問題の解決方法について詳しく
は HPE OneView ユーザーガイドの
トラブルシューティングを参照して
ください。

リセット中 アプライアンスは工場出荷時のデフ
ォルト設定にリセット中です。

アプライアンスクラスターでは、こ
の操作はスタンバイアプライアンス
がアクティブなアプライアンスにな
る前に発生します。

再起動中 アプライアンスは再起動中で、まも
なく利用可能になります。

バックアップからのリス
トア

復元が完了した後、アプライアンス
が再起動されます。

起動中 ローカルアプライアンスは起動中
で、まもなく利用可能になります。

起動中

障害からの復旧

ピアアプライアンスに障害が発生
し、ローカルアプライアンスがアク
ティブになっています。

この問題の解決方法について詳しく
は、HPE OneView（HPE Synergy
用）ユーザーガイドのトラブルシュ
ーティングを参照してください。

表は続く
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状態 状況 アクション

シャットダウン中 ローカルアプライアンスがシャット
ダウンします。

一時的に利用不可 ローカルアプライアンスは移行中
で、状態は変更されます。

更新中 ローカルアプライアンスは、ソフト
ウェアのアップデート中です。

アプライアンスの詳細の表示
この手順を使用し、状態、ホスト名、IP アドレス、モデル、ファームウェア、およびアプライアンスクラ
スターの場合はピアアプライアンスの状態などのアプライアンスの詳細を表示することができます。詳
しくは、Maintenance Console の詳細画面の詳細を参照してください。

手順

1. Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

2. View details を選択します。

Maintenance Console の詳細画面が表示されます。

Maintenance Console のパスワードをリセット
前提条件

• パスワード要件を満たす新しいパスワードを作成します。

• 現在の Maintenance Console のパスワードを忘れた場合、アプライアンスの工場出荷時リセットを実
行してください。

手順

1. コンソールにアクセスします。

2. ログインのプロンプトで、ユーザー名である maintenanceとパスワード（設定している場合）を使

用してログインします。

3. Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

4. Reset maintenance console password を選択します。

5. 現在のパスワードと、新しいパスワードを 2 回入力します。1 回は確認のためです。

6. OK を選択します。

Maintenance Console を使用した管理者パスワードのリセッ
ト

ローカル管理者パスワードをなくしたり、忘れてしまった場合は、次の手順を使用してパスワードをリセ
ットします。

この操作により、認定サポート担当者に連絡する際に使用する一意のリクエストコードが提供されます。
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重要:

リクエストコードは、Maintenance Console のパスワードのリセット画面を使用している間のみ有
効です。メインメニューに戻ったり、Maintenance Console セッションを終了したりした場合に、
リクエストコードは無効になります。新しいリクエストコードを取得するには、再度この手順をや
り直す必要があります。

お客様の認定サポート担当者への連絡が必要となります。担当者は情報の検証後に認証コード（レ
スポンスコードとも呼ばれます）を送信します。

1 時間内に認証コードを入力する必要があります。入力しないと、このコードは無効になります。

注記:

• SSH を介して Maintenance Console にアクセスした場合には、この機能は使用できません。別
のローカルインフラストラクチャ管理者のパスワードがわかっている場合、ユーザーインターフ
ェイス（UI）を使用して管理者パスワードをリセットします。

• この操作は、アプライアンス上のローカル管理者アカウントのパスワードをリセットします。デ
ィレクトリサービスによって認証された管理者アカウントには適用されません。

アプライアンスクラスターでは、この操作によって、両方のアプライアンスで管理者アカウント
のパスワードがリセットされます。

• この操作によって、ローカル管理者アカウントにシングルユースパスワードを設定できます。

次にこのアカウントで UI にログインするときは、このシングルユースパスワードを使用します。
新しいパスワードを設定するように求めるプロンプトが表示されます。

手順

1. Maintenance Console へのアクセス

2. Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

3. Reset password を選択します。

Maintenance Console にリクエストコードが表示されます。

4. 認定サポート担当者に電話して、担当者に以下の情報を提供します。

• パスワードのリセットを要求する人の名前。

• アプライアンスを所有する会社の名前。

• Maintenance Console からのリクエストコード。

認定サポート担当者は、情報を検証してから、ファイル上の認定されたメールアドレスにメッセージ
を送信します。このメッセージには、認証コードが含まれます。認証コードでもある ISO イメージが
メッセージに添付されます。

5. レスポンスフィールドに認証コードを入力します。

6. シングルユースの管理者パスワードを決定します。

7. プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力および再入力します。

8. OK を選択して、シングルユースパスワードを設定します。

9. ログアウトしてから、新しいパスワードでこのアカウントにログインして確認します。

Maintenance Console を使用したアプライアンスの再起動
この手順では、アプライアンスをシャットダウンして再起動するための Maintenance Console の使用方法
について説明します。

この操作は、アプライアンスクラスターのローカルアプライアンスのみに影響します。

ローカルアプライアンスが、アプライアンスクラスターのアクティブアプライアンスである場合、ローカ
ルアプライアンスを再起動すると実行中のサービスを停止します。ピアアプライアンスがこれらのサー
ビスを再起動するまでは、高可用性が一時的に停止されます。
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前提条件

• すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。

手順

1. Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

2. Restart を選択します。

3. アプライアンスを再起動することを確認します。

4. 再起動を観察して、確認します。

Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成す
る

この手順では、Maintenance Console を使用してローカルアプライアンス（Maintenance Console が実行
中のアプライアンス）からサポートダンプファイルを作成し、それを USB ドライブに保存する方法につ
いて説明します。

ローカルアプライアンスが、アプライアンスクラスターのアクティブアプライアンスであり、スタンバイ
アプライアンスが到達可能である場合は、サポートダンプには両方のクラスターメンバーのデータが含ま
れます。それ以外の場合は、サポートダンプのデータは、ローカルアプライアンスについてのみ作成され
ます。

注意:

サポートダンプファイルを作成すると、アプライアンス上に存在するすべてのバックアップファイ
ルが上書きされます。可能であれば、安全な保管のために外部の場所にバックアップファイルをコ
ピーしていない場合は、サポートダンプを作成しないようにします。ユーザーインターフェイスを
使用し、バックアップファイルをダウンロードします。

サポートダンプファイルはデフォルトで暗号化されます。

前提条件

• 必要な 小権限：インフラストラクチャ管理者

• NTFS または FAT32 ファイルシステム形式でフォーマットされたパーティションが 1 つだけある
USB 2.0 または 3.0 デバイスドライブを使用してください。必要に応じて、コンピューターを使用して
USB ドライブをフォーマットしてください。

USB ドライブには、サポートダンプファイルを保存するために十分な空き容量（通常、1～4 GB）が
必要です。

手順

1. USB ドライブが、ローカルアプライアンスの USB ポートにインストールされていることを確認しま
す。

重要:

操作が完了し、Maintenance Console が USB ドライブを取り外しても安全であることを示すま
では、USB ドライブを取り外さないでください。

2. Maintenance Console のメインメニューにアクセスするには、アプライアンスコンソールを使用しま
す。

3. Support dump を選択します。

4. 新しい一連のコマンドが表示されます。

5. 次のいずれかを実行します。

46  Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成する



a. 新しいサポートダンプを作成し、USB ドライブにコピーするには、Create support dump を選択
します。

b. サポートダンプをアプライアンスから USB ドライブにコピーするには、Download existing
support dump を選択します。

6. サポートダンプファイルがコピーされるまで待ちます。サポートダンプが正常に完了し、USB ドライ
ブを取り外しても安全であることを示すメッセージが画面に表示されます。

Maintenance Console を使用して工場出荷時設定へのリセッ
トを実行

前提条件

• すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。

• すべてのユーザーファイルをバックアップします。

• Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成する(46 ページ)

手順

1. Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

2. メインメニューで Factory reset を選択します。

常に工場出荷時設定に完全にリセットするようにします。

3. 後続のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。

a. Y を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。

注意:

このオプションは、ネットワーク設定とログを消去します。このオプションは、アプライアン
スを撤去するのに使用します。

b. N を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。

4. 後続のダイアログボックスで、工場出荷時設定へのリセットを実行することを確定します。

5. 次のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。

a. Y を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。

b. N を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。

6. 動作を観察して、確認します。

展開ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成
この手順は、3 つ以上のエンクロージャーのセットアップに適用されます。

手順

1. Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

2. Configure MGMT port for deployment network connectivity を選択します。

3. 確認のためのメッセージが表示されます。OK を選択して続行します。
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図 13: 展開ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成

管理ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成
この手順は、3 つ以上のエンクロージャーのセットアップに適用されます。

手順

1. Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

2. Configure MGMT port for management network connectivity を選択します。

3. 確認のためのメッセージが表示されます。OK を選択して続行します。

図 14: 管理ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成

単一エンクロージャーセットアップ用の MGMT ポートの再利
用

単一エンクロージャーセットアップで展開ネットワーク接続または管理ネットワーク接続用の MGMT ポ
ートを構成するには、HPE Synergy インターコネクトモジュールの HPE Virtual Connect SE 40Gb F8
Module へのケーブル接続を切断します。
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アプライアンスの手動によるアクティブ化
アクティブ化オプションは、新しいアクティブアプライアンスを手動で指定するためにユーザー操作が必
要な場合に、Maintenance Console のメインメニューで使用できます。ユーザー操作は、イメージストリ
ーマーアプライアンスペアのアクティブおよびスタンバイアプライアンス間の通信が切断され、アクティ
ブアプライアンスの有無をスタンバイアプライアンスが確認できない場合に必要となります。

図 15: Maintenance Console のメインメニューのアクティブ化オプション
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イメージストリーマーのイメージの再構築

イメージストリーマーのイメージを再構築するための USB フ
ラッシュドライブの準備

始める前に

• Linux または Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行する、インターネットに接続されて
いるコンピューターが必要です。

• 4 GB 以上のメモリの USB フラッシュドライブが必要です。

手順

1. コンピューターの USB ポートに USB フラッシュドライブを挿入します。

2. 不要なすべてのパーティションを削除し、十分なディスク容量を確保します。

3. 次の手順を実行し、USB フラッシュドライブを FAT32または W95 FAT32タイプの単一のプライマリ

パーティションとしてフォーマットします。

a. Linux オペレーティングシステムでは、/sbin/fdisk /dev/sd<x>コマンドを使用します。

<x>は USB ポートの数値表現です。

b. Windows オペレーティングシステムでは、USB パーティションを右クリックし、フォーマットを
選択します。

c. USB フラッシュドライブにカスタムラベルを指定します。わかりやすくするために、ラベルの一部
として日付を使用することをお勧めします。

注記:

EMBEDDEDをラベルとして指定することはできません。

d. 要求された場合は、以下のパラメーターを指定します。

• 容量 — 大値

• アロケーションユニットサイズ — 4096 バイト

• 初と 後のブロック — デフォルト値

USB フラッシュドライブをフォーマットする手順について詳しくは、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。

e. HPE Synergy コンポーザーのダウンロード Web サイトから圧縮されたイメージをダウンロード
します。

f. 圧縮されたイメージを抽出します。

g. 抽出した内容を USB フラッシュドライブにコピーします。ファイルの名前は変更しないでくださ
い。

イメージストリーマーのイメージを再構築するための USB フラッシュドライブ
の準備に関する推奨事項

• 将来の使用に備えて、あらかじめロードされた USB フラッシュドライブを保存することができます。

• アプライアンスのファームウェアのアップデート直後に USB フラッシュドライブを準備することを
おすすめします。これにより、イメージストリーマー OS 展開サーバーの現在のバージョンと一致す
る USB フラッシュドライブを持つことができます。イメージストリーマー OS 展開サーバーの複数
のバージョンが存在する環境では、イメージストリーマー OS 展開サーバーのバージョンごとに異な
る USB フラッシュドライブを準備できます。
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あらかじめロードされている USB ドライブを使用したイメー
ジストリーマーアプライアンスのイメージ再構築

始める前に

• あらかじめロードされている USB フラッシュドライブ あらかじめロードされている USB フラッシ
ュドライブを準備する方法については、イメージストリーマーのイメージを再構築するための USB フ
ラッシュドライブの準備(50 ページ)を参照してください。

• イメージストリーマーアプライアンスのフロントパネルへのアクセスが必要です。

手順

1. イメージを再構築する必要のあるアプライアンスの USB ポートに、あらかじめロードされている USB
フラッシュドライブを挿入します。

1

アプライアンスの USB ポート

図 16: あらかじめロードされている USB ドライブをアプライアンスに挿入する

2. イメージの再構築と再起動操作を監視するための HPE Synergy コンソールを取り付けます。コンソ
ールを取り付けるには、次の手順を実行します。

a. ディスプレイポートと USB ポートを使用して、キーボード、モニター、およびマウスを接続しま
す。コンポーネントが接続されると、HPE Synergy コンソール画面が表示されます。

b. 画面の右上にあるモニターアイコンをクリックします。

c. Appliances サブメニューから HPE イメージストリーマーを選択します。

d. 表示されたコンソールウィンドウで、Enter キーを押します。

3. イメージストリーマーアプライアンスのフロントパネルの Power/Reset ボタンを見つけます。
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図 17: ボタンとインジケーターパネル

1

Power/Reset ボタン内のピンホール

2

Power/Reset ボタン

3

Active LED インジケーター

4. アプリケータを使用して、Power/Reset ボタン内のピンホールを 10 秒以上押したままにします。
Power/Reset ボタンを一瞬だけ押すと、アプライアンスが再起動しますが、アプライアンスのイメー
ジは再構築されません。

5. Active LED が点滅したらすぐにピンホールを離します。5～10 秒の間隔で点滅する Active LED は、
イメージの再構築プロセスが開始され進行中であることを示します。HPE Synergy コンソールを接続
している場合、再構築プロセス中にその進行状況を確認できます。

イメージの再構築プロセスの確認
イメージの再構築後、アプライアンスが再起動し、あらかじめロードされている USB フラッシュドライ
ブ上のバージョンと一致するようにファームウェアがアップデートされ、イメージストリーマーが開始し
ます。イメージの再構築プロセスは、イメージの再構築を完了するまでに約 2 時間かかります。イメージ
の再構築プロセスが完了すると、コンソールディスプレイにイメージストリーマーのログイン画面が表示
されます。

手順

1. 設定画面のアプライアンスパネルでファームウェアバージョンを確認するか、Maintenance Console
で詳細の表示コマンドを使用してファームウェアバージョンを確認してください。
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セキュリティ

前提条件
イメージストリーマーアプライアンスでは、以下のセキュリティ条件が満たされていることを前提として
います。

• イメージストリーマーアプライアンスが安全な HPE OneView 管理対象環境で動作しており、安全な管
理ネットワークに接続されている。

• 管理者は、信頼できるソースからゴールデンイメージを取得している。

• アプライアンスでパーソナライゼーションまたは一般化用に使用されるスクリプトには、マルウェア
が含まれていない。

• ゴールデンイメージが、イメージストリーマーの OS 展開サーバーに常駐している。ただし、OS 展開
サーバーはゴールデンイメージの機密データの作成や管理は行いません。

認証
HPE OneView は安全な通信チャネルを使用して、イメージストリーマーアプライアンスと通信します。
HPE OneView は、OS 展開サーバーの作成時にアプライアンスの認証設定を構成します。構成後、HPE
OneView はアプライアンスにアクセスするための認証情報を保持します。ユーザーがイメージストリー
マーの操作を実行すると、HPE OneView はシングルサインオン認証トークンを使用してユーザーを認証
します。

役割と権限
HPE OneView は、イメージストリーマーのユーザーに権限を提供します。HPE OneView では、イメージ
ストリーマーのアーティファクトを管理する権限をユーザーに与える役割を、ソフトウェア管理者に付与
しています。ユーザーの役割と権限の表では、さまざまなユーザーの役割と、アーティファクトおよび展
開プロセスに対する権限レベルを示します。

表 2: ユーザーの役割と権限

役割 アーティファクト 展開

ソフトウェア管理者 すべての権限 表示のみ

サーバー管理者 表示のみ すべての権限

インフラストラクチャ管理者 すべての権限 すべての権限

バックアップ管理者 表示のみ アクセス不可

ネットワーク管理者 表示のみ アクセス不可

ストレージ管理者 表示のみ アクセス不可

通信
次の表に、さまざまな種類のデータトラフィックを保護するセキュリティメカニズムを示します。
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表 3: セキュリティメカニズム

トラフィック セキュリティメカニズム

イメージストリーマーの管理のための REST API
コール

HTTPS

ブレードサーバーを起動するための iSCSI コマン
ド

IQN 認証

アプライアンスの検出
イメージストリーマーアプライアンスは、LLDP を使用して識別されます。エンクロージャーの管理イン
ターフェイスは、LLDP メッセージを使用してイメージストリーマーアプライアンスの固有情報を確認し、
HPE OneView はその固有情報をエンクロージャー管理インターフェイスから読み取ります。

データ保護
HPE OneView は、イメージストリーマーのアーティファクトを未許可アクセスから保護します。イメー
ジストリーマーの OS 展開サーバーは、悪意あるスクリプトからアプライアンスを保護する環境内で、プ
ランスクリプトを実行します。

iSCSI プロトコルにはイニシエーターとターゲット IQN に基づくアクセス制御メカニズムがあり、iSCSI
ストレージボリュームへの未許可アクセスを制限します。OS ボリュームは、アプライアンス内部の SAN
テクノロジーによってサポートされます。SAN データストレージは暗号化されていません。

パスワードの保存

イメージストリーマーの OS 展開サーバーは、OS ボリュームを管理するためのパスワードをランダムに
生成し、暗号化ストレージに保存します。管理者の認証情報は、イメージストリーマーアプライアンスで
はなく HPE OneView で保存および管理されます。

ネットワークセキュリティ
イメージストリーマーアプライアンスは、iSCSI、オペレーティングシステムの管理ネットワーク、オペ
レーティングシステムの高可用性機能、RAID ストレージメカニズムなどのセキュリティ保護されたチャ
ネルを使用し、さまざまなタイプのデータを保護します。ネットワークトラフィックは、セキュリティメ
カニズムの表に記載されているセキュリティメカニズムでさらに保護されています。

監査ログ
イメージストリーマーアプライアンスは、監査ログを使用してイベントを記録します。次のようなイベン
トが記録されます。

• アプライアンスの起動

• アプライアンスのシャットダウン

• アプライアンスでのリソースの作成、変更、削除

• ステートレスサーバーの展開または再展開

• 設定の変更

• 権限または認証の問題

展開グループ画面のアクションメニューで、監査ログをダウンロードできます。
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準拠
イメージストリーマーの OS 展開サーバーは、コード署名などの HPE セキュリティポリシーに準拠して
おり、マルウェアおよびバックドアから保護されています。

展開とメンテナンス
次の要因により、アプライアンスとその基礎となるオペレーティングシステムがセキュリティ保護されて
います。

• イメージストリーマーは、ソフトウェアアップデート時に無停止のソフトウェアアップデートメカニ
ズムを提供しています。

• イメージストリーマーは、ストレージボリュームに影響しない無停止のバックアップおよびリストア
メカニズムを提供します。バックアップファイルの形式は、Hewlett Packard Enterprise 独自の形式で
す。Hewlett Packard Enterprise では、追加のセキュリティ対策としてバックアップファイルを暗号化
し、機密データを保護することをお勧めしています。

• イメージストリーマーは、メンテナンスアクティビティの前にアプライアンスのデータを消去する工
場出荷時設定へのリセットメカニズムを提供しています。

既知の問題
イメージストリーマーによって使用されるプロトコルには、既知のセキュリティ問題があります。ただ
し、HPE OneView およびイメージストリーマーアプライアンス環境に関する前提条件と、アプライアン
スに組み込まれたセキュリティ対策を考慮すると、これらのセキュリティ問題にはあまりリスクはありま
せん。

• アプライアンスのストレージボリュームで使用される iSCSI プロトコルはクリアテキストプロトコル
で、強力なセキュリティメカニズムではない IQN および CHAP 認証に依存しています。

• 高可用性と RAID の通信はクリアテキストです。
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イメージストリーマーのトラブルシューティン
グ

トラブルシューティングの基本的な手法
イメージストリーマー OS 展開サーバーには、問題の解決に役立つさまざまなトラブルシューティングの
メカニズムがあります。画面とアクティビティログを調べることで、アクティビティと発生したエラーの
履歴を取得できます。

• アクティビティの詳細には、操作や発生した可能性のある問題に関する追加情報が表示されます。ア
クティビティの詳細を表示するには、メインメニューからアクティビティを選択します。

• 展開の失敗は、スクリプトの問題に関連している可能性があります。スクリプトの実行エラーを確認
するには、展開とキャプチャーのアクティビティの詳細を確認します。アクティビティの説明で使用
できるダウンロードリンクを使用して、展開およびキャプチャーのログをダウンロードできます。

• イメージストリーマー展開アプライアンスページで気が付いたアラートを参照してください。イメー
ジストリーマーのダッシュボードを表示して、さまざまなリソースのステータスを取得することもで
きます。

• HPE OneView で気付いたアラートを参照して、イメージストリーマーでの問題を把握できます。

• 問題をトラブルシューティングできない場合は、サポートダンプを作成して、デバッグに必要なログ
などの情報を収集します。その後、サポートダンプファイルを分析のために認定サポート担当者と共
有できます。サポートダンプを作成する方法については、HPE Synergy イメージストリーマーのオン
ラインヘルプを参照してください。

アクティブ/スタンバイイメージストリーマーアプライアンス
ペアが高可用性ではない

症状

アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスが高可用性ではない。

原因

アクティブ/スタンバイアプライアンスペアのアプライアンスのいずれかが動作していない。

アクション

手順

1. アプライアンスの通常使用を再開する前に、手動アクティブ時に発生したすべてのアラートの推奨に
従ってください。ピアアクティブアプライアンスが操作可能で到達可能なエンクロージャー内にある
ことを確認することにより、高可用性保護を復元します。詳細な診断情報については、Maintenance
Console を使用してください。

コンピュートモジュール設定への変更がイメージストリーマー
に反映されない

症状

再起動後にコンピュートモジュール設定への変更が反映されない。
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原因

インターコネクトからコンピュートモジュールへのダウンリンクが切れている。

アクション

手順

1. インターコネクトからコンピュートモジュールへのダウンリンクが動作していることを確認してくだ
さい。

イメージストリーマーからの OS ボリュームを使用できないた
め、コンピュートモジュールが PXE ブートモードで待機する

症状

ダウンタイムの後、コンピュートモジュールが電源オンになるが PXE ブートで待機する。

原因

ダウンタイムの後にエンクロージャーの電源を入れると、コンピュートモジュールはすぐに電源オンにな
るが、イメージストリーマーアプライアンスが OS ボリュームを使用できるようになるまで時間がかか
る。OS ボリュームを使用できるようになるのが遅れるため、iLO がブートシーケンスに OS ボリューム
を追加しない。このような OS ボリュームの使用の遅れにより、コンピュートモジュールが PXE ブート
モードで待機することになる。

アクション

手順

1. 以下の手順のいずれかを使用して、イメージストリーマーアプライアンスが使用可能かどうかを特定
します。

a. HPE OneView のユーザーインターフェイスのサーバープロファイルページに移動します。サーバ
ープロファイルページに、OS ボリュームを非可用性に関するアラートが表示されます。アラート
がクリアされるまで待ちます。

b. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンスページにイメージストリ
ーマーアプライアンスの詳細が表示されるかどうかを確認します。

c. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの OS ボリュームページに移動します。OS ボ
リュームページに、OS ボリュームの可用性に関するアラートが表示されます。アラートがクリア
されるまで待ちます。

d. ブートシーケンス中に Unable to read storage system detailsというアラートが表示さ

れるかどうかを確認します。アラートがクリアされるまで待ちます。

2. HPE OneView のユーザーインターフェイスを使用して、コンピュートモジュールを再起動します。

IP アドレスの競合のため、OS 展開サーバー（イメージストリ
ーマー）の作成が失敗する

症状

IP アドレスの競合のため、HPE OneView の OS 展開サーバーの作成が失敗する。

原因

選択した IP アドレスがすでに使用されている。
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アクション

手順

1. 正しい IP アドレス範囲が指定されていて、利用可能な十分な数の IP アドレスがあることを確認しま
す。

2. IP アドレスの可用性を確認した後、障害が発生した OS 展開サーバーを削除し、新しい OS 展開サー
バーを作成します。

新しい OS 展開サーバーを作成する前に、イメージストリーマーアプライアンスを CIM スロットに再
挿入する必要があります。

論理エンクロージャーの作成後すぐに OS ボリュームを作成し
ようとすると失敗する

症状

次の場合に OS ボリュームの作成が失敗する。

• 論理エンクロージャーの作成前に追加されたゴールデンイメージがある OS ボリュームを作成しよう
とした。

および

• 論理エンクロージャーの作成後すぐにこの操作を試みた。

原因

ゴールデンイメージが展開されない。

アクション

手順

• 15～20 分後に OS ボリュームの作成を再試行してください。

イメージストリーマーのアクティブアプライアンスをイメージ
ストリーマーのスタンバイアプライアンスとペアにできない

症状

アクティブアプライアンスがスタンドアロンで稼働していて、スタンバイとのペアリングを定期的に試み
ている。

解決方法 1

原因

アクティブまたはスタンバイアプライアンスのファームウェアバージョンが古い。
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アクション

手順

1. 新のファームウェアバージョンが含まれている該当のアクティブまたはスタンバイアプライアンス
の USB ポートに、USB ドライブを挿入してください。アプライアンスのリセットボタンを 10 秒以上
押したままにして、古いファームウェアバージョンを置き換えてください。

解決方法 2

原因

アクティブ/スタンバイペアに互換性がない可能性がある、またはエンクロージャーの通信に問題がある。

アクション

手順

1. 再試行が失敗し、アクティブ/スタンバイアプライアンスの非互換性やエンクロージャー通信の問題を
示すアラートがない場合は、スタンバイアプライアンスを手動で取り外して再挿入してください。ペ
ア作成の問題が解消されない場合は、アプライアンスのユーザーインターフェイスのアクションメニ
ューからアクティブアプライアンスを再起動してください。

リセットのためにイメージストリーマーアプライアンスを使用
できない

症状

イメージストリーマーアプライアンスを使用できない。

原因

アクティブアプライアンスがリセットされた。

アクション

手順

1. 高可用性保護が 15 分以内に自動的に復元されない場合は、アクティブアプライアンス上の管理コンソ
ールに接続して詳細に診断してください。

HPE OneView とイメージストリーマー間の通信の問題のため
に OS 展開サーバーの作成が失敗する

症状

HPE OneView とイメージストリーマー間の通信の問題のために OS 展開サーバーの作成が失敗する。
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原因

この問題は以下の場合に発生します。

• イメージストリーマーアプライアンスと HPE OneView 間の通信が機能していない。

アクション

手順

1. Maintenance Console を使用して工場出荷時設定へのリセットを実行してください。

2. イメージストリーマーアプライアンスを再挿入してください。

3. エンクロージャーを更新してください。

4. OS 展開サーバーの作成ページにアプライアンスが表示されているかどうかを確認してください。

単一エンクロージャーのセットアップでイメージストリーマー
アプライアンスが管理ネットワーク接続を失う。

症状

単一エンクロージャーのセットアップでイメージストリーマーアプライアンスが管理ネットワーク接続
を失う。

原因

管理ポートがリンクネットワークに切り替わる。

アクション

手順

1. 単一エンクロージャーセットアップ用の MGMT ポートの再利用を参照してください。

イメージストリーマーの AMVM を使用できない

症状

AMVM を使用できない。

解決方法 1

原因

論理エンクロージャーの作成時に AMVM が作成されない。

アクション

手順

1. イメージストリーマーのアクティビティページで、イメージストリーマーのアップデートタスクの説
明に表示されているステータスメッセージを確認してください。

2. AMVMの作成に失敗しましたというエラーメッセージがイメージストリーマーのアップデートタスク

の説明に表示されている場合は、論理エンクロージャーを再作成して AMVM を作成してください。
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解決方法 2

原因

仮想マシンをホストするアクティブアプライアンスが失敗する。

アクション

手順

1. 新しいアクティブアプライアンスで、仮想マシンを起動するための REST コールを再発行してくださ
い。

イメージストリーマープライマリアプライアンスが応答しない

症状

現在のプライマリアプライアンスが応答しないため、管理インターフェイスを表示できない。

イメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにした後、2 時間以上待ってからプライマリ展開アプ
ライアンスの変更を試みてください。これにより、スケジュールされたバックアップ操作のための時間が
確保され、 新のバックアップを使用してアプライアンスを復元できます。

原因

現在のプライマリアプライアンスが機能していない、または使用停止されている。

アクション

手順

1. HPE OneView で OS 展開サーバーに対するアラートがあるかどうかを確認してください。

2. イメージストリーマーアプライアンスを使用して構成されたセカンダリ論理エンクロージャーを使用
できない場合は、次の手順を実行してください。

a. OS 展開サーバーを削除して再作成します。OS 展開サーバーを削除して再作成する方法について
詳しくは、HPE Synergy 向け HPE OneView オンラインヘルプを参照してください。

3. イメージストリーマーアプライアンスを使用して構成されたセカンダリ論理エンクロージャーを使用
できる場合は、次の手順を実行してください。

a. HPE OneView ユーザーインターフェイスで OS 展開サーバーの編集画面に移動して、展開アプラ
イアンスドロップダウンメニューからアプライアンスを選択します。

b. 展開アプライアンスの変更確認ダイアログで、はい、展開アプライアンスを変更しますをクリック
し、 近選択した展開アプライアンスを 新のバックアップで復元し、プライマリ展開アプライア
ンスの変更に進みます。

イメージストリーマーの復元操作が突然停止する

症状

イメージストリーマーの復元操作が突然停止する。

解決方法 1

原因

バックアップバンドル内のアーティファクトがアプライアンスにすでに存在する。
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アクション

手順

1. イメージストリーマーアプライアンス内の既存のアーティファクトを削除し、復元操作を再試行して
ください。

解決方法 2

原因

バックアップバンドル内のアーティファクトのいずれかが、ゴールデンイメージのない展開プランであ
る。

アクション

手順

1. ゴールデンイメージのない展開プランを使用しないでください。ゴールデンイメージのない展開プラ
ンは OS 展開で使用できません。

イメージストリーマーを使用した OS 展開が失敗する

症状

イメージストリーマーを使用した OS 展開が失敗する。

原因

次のいずれかまたはすべての理由により、OS 展開で使用する展開プランが無効である。

• 展開で使用するプランスクリプトが無効であり、エラーを含んでいる。

• サーバープロファイル内のコンピュートモジュール用に作成された接続が有効ではない。

アクション

手順

• 展開で使用するプランスクリプトが有効であることを確認してください。

• サーバープロファイル内のコンピュートモジュール用に作成された接続が有効であることを確認して
ください。

• イメージストリーマーユーザーインターフェイスのアクティビティページから展開ログをダウンロー
ドして、エラーがないかどうかを確認してください。

イメージストリーマースタンバイアプライアンスの機能の問題

症状

スタンバイアプライアンスが使用できない、またはアクティブ化できない。

解決方法 1

原因

アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスとの間の同期が進行中である。
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アクション

手順

1. 対応は不要です。アクティブアプライアンス上で実行された変更がスタンバイアプライアンスに同期
されるまで待ってください。

解決方法 2

原因

スタンバイアプライアンスが存在するアプライアンスベイが機能していない。

アクション

手順

1. スタンバイアプライアンスを、その他のスタンバイアプライアンスの構成と似ている、同一インター
コネクトリンクトポロジ内の別のエンクロージャーに移動してください。

解決方法 3

原因

スタンバイアプライアンスが故障している。

アクション

手順

1. スタンバイアプライアンスを交換してください。

HPE OneView からイメージストリーマーアプライアンスにア
クセスできない

症状

HPE OneView からイメージストリーマーアプライアンスにアクセスできない。

解決方法 1

原因

イメージストリーマー管理ネットワークが HPE OneView ユーザーインターフェイスの設定と一致して
いない。

アクション

手順

1. HPE OneView ユーザーインターフェイスのネットワーク設定が変更されていないことを確認してく
ださい。

解決方法 2

原因

イメージストリーマーアプライアンスがフェイルオーバーまたは再起動中である。
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アクション

手順

1. プライマリアプライアンスがアクティブになるのを待ってください。プライマリアプライアンスがア
クティブになるまで約 15~20 分かかる場合があります。

または

アクション

手順

1. イメージストリーマーアプライアンスを使用して構成されたセカンダリ論理エンクロージャーが存在
する場合は、HPE OneView の OS 展開サーバーページからプライマリアプライアンスを変更してくだ
さい。

スタンバイイメージストリーマーアプライアンスについてのサ
ポートダンプを含めることができない

症状

アクティブアプライアンスからの情報のみのサポートダンプが作成される。

原因

サポートダンプはアクティブアプライアンスに対してのみ作成されます。

アクション

手順

1. スタンバイアプライアンスの Maintenance Console を使用して、スタンバイアプライアンスのサポー
トダンプを作成してください。

複数エンクロージャーのセットアップでリモートエンクロージ
ャーのイメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにで
きない

症状

複数エンクロージャーのセットアップでリモートエンクロージャーのイメージストリーマーアプライア
ンスの電源をオンにしようとすると、HPE OneView のエンクロージャー画面に次のエラーメッセージが
表示される。
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図18: リモートエンクロージャーのイメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにしたときのエラーメッセージ

アクション

手順

• イメージストリーマーアプライアンスの電源を手動でオンにしてください。

リモートエンクロージャーで使用できるイメージストリーマーアプライアンスの電源を、HPE
OneView を使用してオンにすることはできません。
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HPE Synergy のドキュメントおよびトラブル
シューティングの資料

HPE Synergy のドキュメント
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）はタスクベー
スのレポジトリです。 インストール手順、ユーザーガイド、メンテナンスとサービスガイド、ベストプラ
クティス、およびその他のリソースへのリンクが含まれています。この Web サイトを使用して、次のよ
うな 新のドキュメントを入手してください。

• HPE Synergy テクノロジーについての学習

• HPE Synergy のインストールおよびケーブル接続

• HPE Synergy コンポーネントの更新

• HPE Synergy の使用および管理

• HPE Synergy のトラブルシューティング

HPE Synergy 構成および互換性ガイド

HPE Synergy 構成および互換性ガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy 管理とファブリックアーキテクチ
ャーの概要、詳細なハードウェアコンポーネントの識別および構成、およびケーブルの接続例が示されて
います。

HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。リソース機能、プランニングタスク、ク
イックスタートタスクの構成、グラフィカルユーザーインターフェイスのナビゲーションツール、および
HPE OneView のサポートと参照情報が示されています。

HPE OneView Global Dashboard
HPE OneView Global Dashboard は、HPE OneView によって複数のプラットフォームとデータセンター
サイト間で管理される、ヘルス、アラート処理、およびキーリソースの統合ビューを提供します。HPE
OneView Global Dashboard ユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE OneView Global Dashboard のインストー
ル、構成、ナビゲーション、およびトラブルシューティングについて説明します。

HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド

HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。このユーザーガイドでは、イメージスト
リーマーを使用した OS 展開プロセス、イメージストリーマーの機能、およびイメージストリーマーアー
ティファクトの目的とライフサイクルについて説明します。また、認証、権限、およびイメージストリー
マーのトラブルシューティングに関する情報も含まれます。

HPE Synergy イメージストリーマー GitHub
HPE Synergy イメージストリーマー GitHub レポジトリ（github.com/HewlettPackard）には、サンプル
アーティファクトと、サンプルアーティファクトの使用法に関するドキュメントが含まれます。また、イ
メージストリーマーを使用して実行できる展開手順について説明するテクニカルホワイトペーパーも含
まれます。
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HPE Synergy Software Overview Guide
HPE Synergy Software Overview Guide は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy をサポートするさまざまなソフト
ウェアおよび構成ユーティリティの概要と詳細な参考資料について説明します。 このガイドは、タスクベ
ースであり、かつ以下について利用可能な、サポートされるすべてのソフトウェアおよび構成ユーティリ
ティに関するドキュメントとリソースについて説明しています。

• HPE Synergy のセットアップと構成

• OS の展開

• ファームウェアの更新

• トラブルシューティング

• リモートサポート（HPE 通報サービス）

HPE Synergy ファームウェアとドライバー更新のためのベストプラクティス

HPE Synergy ファームウェアとドライバー更新のためのベストプラクティスは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE
OneView が提供する HPE Synergy コンポーザーを介してファームウェアおよびドライバーを更新するた
めの推奨のベストプラクティスに関する情報が記載されています。

HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックス

HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE OneView のソフトウェアお
よびファームウェアの 新の要件、サポートされるハードウェア、および構成の上限を維持します。

HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックス

HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックスは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy イメージストリー
マーのソフトウェアおよびファームウェアの 新の要件、サポートされるハードウェア、および構成の上
限を維持します。

HPE Synergy 用語集

Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）内の HPE
Synergy 用語集では、HPE Synergy に関連する一般的な用語を定義します。

HPE Synergy のトラブルシューティング資料
HPE Synergy トラブルシューティング資料は、HPE OneView 内および Hewlett Packard Enterprise
Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。

HPE OneView でのトラブルシューティング

HPE OneView グラフィカルユーザーインターフェイスには、HPE OneView 内のトラブルシューティング
のための、アラート通知およびオプションが含まれています。UI は、リソースのステータスとメッセージ
の潜在的な問題の解決を示す色の付いたアイコンを含む、HPE Synergy コンポーネントの複数のビューを
示します。

検出されたすべての HPE Synergy ハードウェアのステータスをすばやく表示するには、エンクロージャ
ービューおよびマップビューも使用できます。
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HPE Synergy Troubleshooting Guide
HPE Synergy Troubleshooting Guide は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェア
コンポーネントの両方に対し、一般的な問題の解決のための情報、障害の分離と識別のための手順、問題
の解決、および保守を提供します。

HPE Error Message Guide for HPE Synergy
HPE Error Message Guide for HPE Synergy は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェア
コンポーネントの両方で受け取った特定のエラーメッセージに関連する、一般的な問題を解決するための
情報を提供します。

HPE OneView および HPE OneView REST API スクリプティングヘルプ

HPE OneView ヘルプ、HPE OneView REST API スクリプティングヘルプ、および HPE OneView API リ
ファレンスは、HPE OneView ユーザーインターフェイス内で利用できる、アクセスが容易な組み込みの
オンラインヘルプです。これらのヘルプファイルには、HPE Synergy 内の一般的な問題、および問題のト
ラブルシューティング手順と例への「詳細情報」リンクが含まれています。

ヘルプファイルは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）から入手できます。

HPE Synergy QuickSpecs
HPE Synergy には、システムの仕様のほか、個々の製品およびコンポーネントの仕様があります。仕様の
完全な情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/qs）から
入手できる HPE Synergy および個々の HPE Synergy 製品の QuickSpecs を参照してください。
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Web サイト

全般的な Web サイト

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

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise Worldwide の連絡先

http://www.hpe.com/assistance
サブスクリプションサービス/サポートのアラート

http://www.hpe.com/support/e-updates
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot
カスタマーセルフリペア

http://www.hpe.com/support/selfrepair

製品固有の Web サイト

HPE Synergy のドキュメント

http://www.hpe.com/info/synergy-docs

HPE イメージストリーマー Github

http://www.github.com/HewlettPackard/
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク

セスします。

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
• お客様への権利付与を確認および更新して、契約および保証をプロファイルにリンクするには、次に

示す 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。

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
スするときに製品の権利付与情報が必要になる場合があります。関連する権利付与情報を使って
HPE パスポートをセットアップしておく必要があります。
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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（英語）

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を確認するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターで入手できるサーバ
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ます。

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
HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
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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。
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