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摘要

このガイドでは、HPE OneView の機能、インターフェイス、リソースモデルの設計、およびセキュアな作業環境に
ついて説明します。 また、事前のプランニングに関する注意事項、HPE OneView アプライアンス UI または REST
API を使用して、データセンターのインフラストラクチャの構成、管理、監視、トラブルシューティングを行う方法
について説明します。 また、State-change Message Bus（SCMB）に関する情報も含まれています。 データセン
ターのハードウェアとソフトウェアをライフサイクル全体にわたって管理するインフラストラクチャ管理者、ネット

ワーク管理者、およびサーバー管理者、およびデータセンターのハードウェアとソフトウェアを監視し、トラブル

シューティングを行うバックアップ管理者およびオペレーション担当者を想定しています。
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パート I HPE OneView について
この部では、HPE OneView と、そのデータセンターリソース用のモデルについて説明し、本書とア
プライアンスのオンラインヘルプで使用している用語と概念を示します。
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1 HPE OneView について
HPE OneView は、Converged Infrastructure 環境用に設計された統合プラットフォームであ
り、アプライアンスとしてパッケージ化されています。HPE OneView により、物理インフラ
ストラクチャのライフサイクル全体を管理する Software Defined アプローチを実現します。
HPE OneView についての詳細は、導入から開始するか、次のリストからトピックを選択しま
す。

• 「HPE OneView ライセンス」(23 ページ)

• 「c7000 エンクロージャーでのサーバーハードウェアの管理、監視、または移行」(24 ペー
ジ)

• 「プロビジョニング機能」(24 ページ)

• 「ファームウェアと構成変更の管理機能」(30 ページ)

• 「環境の監視と問題への対応」(31 ページ)

• 「バックアップ機能とリストア機能」(34 ページ)

• 「セキュリティ機能」(35 ページ)

• 「高可用性機能」(35 ページ)

• 「グラフィカルインターフェイスとプログラムインターフェイス」(36 ページ)

• 「他の管理ソフトウェアとの統合 」(37 ページ)

• 「オープンな統合」(39 ページ)

• 「ネットワーキング機能」(39 ページ)

• 「HPE Smart Update ツールの機能」(40 ページ)

1.1 Converged Infrastructure 管理を実現する HPE OneView
連携性、生産性、および信頼性を高めるよう最適化された HPE OneView は、サーバー、ネッ
トワーク、ソフトウェア、電源、冷却、ストレージなど、エンタープライズ IT の複雑な側面
を容易かつ一元的に管理できるライフサイクル管理を提供することを目的として設計されてい
ます。

グラフィカルユーザーインターフェイスまたは REST（REpresentational State Transfer）API
を使用して、物理および論理サーバー、ネットワーク、およびストレージリソースを簡単に監
視、構成、および管理できます。

HPE OneView は、Converged Infrastructure を管理し、ベアメタルサーバーの展開、ベアメタ
ルからのハイパーバイザークラスターの展開、継続的なハードウェアメンテナンスの実施、ア
ラートと機能停止への対応などの主なシナリオをサポートすることを目的として設計されてい
ます。 また、仮想化、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、混在コンピューティング
環境をサポートするのに必要な、物理的なインフラストラクチャに対応するように設計されて
います。
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HPE OneView は、仮想アプライアンスとして、ハイパーバイザーホストに展開する準備ので
きた事前構成済みの仮想マシンとして提供されます。

HPE OneView は、物理および論理リソースのライフサイクル全体 — メンテナンスの初期構成
から進行中の監視まで — に焦点を当てたリソース重視のスケーラブルなソリューションです。

• 物理リソースとは、サーバーハードウェア、インターコネクト、トップオブラックスイッ
チ、エンクロージャー、ストレージシステムおよびラックなど、触れることができるオブ
ジェクトです。

• 論理リソースとは、物理リソースに適用した際に、ご使用のデータ センター全体で共通の
構造を提供するテンプレートやグループなどの仮想オブジェクトです。 たとえば、サー
バープロファイルテンプレート、論理インターコネクトグループ、エンクロージャーグ
ループ、サーバープロファイル、およびボリュームテンプレートは論理リソースです。

ソフトウェア定義の柔軟性 — 専門技術者が、効率的で一貫性のある展開
を実現するための構成を設計

HPE OneView には、グループやサーバープロファイルなどの複数のソフトウェア定義のリソー
スが用意されているため、ネットワーキング、ストレージ、ハードウェア構成、オペレーティ
ングシステムのビルドと構成を含む、さまざまな分野の専門技術者からベストプラクティスを
得ることができます。 専門技術者にサーバープロファイル、ネットワーキンググループ、リ
ソースを定義してもらうことで、サイロ間の接続が途切れないようにすることができます。
RBAC（役割ベースのアクセス制御）と共に、技術担当者が確立したグループ、設定、および
サーバープロファイルを使用することで、システム管理者は、すべてのサーバーインストール
への技術担当者の関与を要求することなく、数百ものサーバーのプロビジョニングと管理を行
うことができます。

HPE OneView は、複雑で相互依存的なデータセンターのプロビジョニングと管理を 1 つの簡
素化された統一インターフェイスに統合します。 以下の設定が可能です。

• データセンターのプロビジョニング (24 ページ)

• ファームウェアと構成の変更の管理とメンテナンス (30 ページ)

• データセンターの監視と問題への対応 (31 ページ)
このソリューションでは、以下のような基幹となるエンタープライズ管理機能も提供します。

• 高可用性機能 (35 ページ)
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• セキュリティ機能 (35 ページ)

• グラフィカルインターフェイスとプログラムインターフェイス (36 ページ)

• リモートサポート (33 ページ)
HPE OneView では、サーバーとエンクロージャーのネットワーキングリソースを管理し、エ
ンクロージャーからストレージへの接続をサポートし、データセンターの電力と冷却の管理に
役立つ情報を提供します。

• サーバーは、サーバープロファイルおよびサーバープロファイルのテンプレートを使用し
て表され、管理されます。

• ネットワーキングは、データセンターのサーバーをプロビジョニングおよび管理するうえ
で欠かせない要素です。

• 管理ソフトウェアは、HPE OneView と統合されシームレスに動作します。

• 環境管理 — 電力、冷却、スペースプランニングなど — では、HPE OneView によって管
理されない機器を含む、データセンター全体のすべての機器を考慮する必要があります。
HPE OneView では、データセンターの電力と冷却の情報が 1 つのインターフェイスビュー
に統合されています。

• ストレージのプロビジョニングで自動ゾーニングが使用できます。 ストレージデバイス
は、ファイバーチャネルファブリックアタッチ （SAN スイッチ）接続、Fibre Channel
over Ethernet （FCoE）ファブリックアタッチ （SAN スイッチ）接続、またはファイバー
チャネルダイレクトアタッチ（フラット SAN）接続を使用して、エンクロージャーに接続
します。

1.2 HPE OneView ライセンス
HPE OneView では、以下のライセンスタイプがサポートされています。
• サーバーハードウェアを管理するための HPE OneView Advanced ライセンス

• サーバーハードウェアを監視するための HPE OneView Standard ライセンス
HPE OneView Standard ライセンスでは、HPE BladeSystem と HPE ProLiant BL および DL
サーバーの監視、インベントリ管理、およびレポートが提供されます。 HPE OneView Advanced
ライセンスでは、サポートされているすべての HPE OneView 機能が提供されます。 次の表
に、各ライセンスタイプで使用可能な機能の概要を示します。

HPE OneView AdvancedHPE OneView Standard機能

√パートナーの統合

√ソフトウェア定義のインフラストラクチャ（プロファイ
ル、グループ、セット、その他）

√ストレージのプロビジョニングと SAN ゾーニング

√Virtual Connect の高度な管理

√ファームウェア管理

√電力管理（3D ビジュアル化）

√OS プロビジョニング

√リモート管理（HPE iLO Advanced）

√√マップビュー

√√スマート検索、アクティビティ表示、およびダッシュボー
ド

√√ヘルス監視
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HPE OneView AdvancedHPE OneView Standard機能

√√インベントリ

√√レポート機能

√√REST API アクセス

√√リモートサポート

3 年間の 24 時間年中無休の
サポート（付属）

1 年間の 1 日 9 時間週 5
日のサポート（オプショ

ン）

テクニカルサポートとソフトウェアアップデート

詳細情報

「c7000 エンクロージャーでのサーバーハードウェアの管理、監視、または移行」(24 ページ)
「ライセンスについて」(187 ページ)

1.3 c7000 エンクロージャーでのサーバーハードウェアの管理、監視、
または移行

エンクロージャーおよびラックマウント型サーバーなどのサーバーハードウェアは、次のいず
れかの方法で HPE OneView に追加できます。
管理 管理対象サーバーを HPE OneView のエンクロージャーまたはラックサーバーに追

加すると、構成の適用、サーバープロファイルの展開、動作ステータスの監視、統
計情報の収集、およびユーザーに対する特定の状態の通知を行うことができます。
詳しくは、「管理対象の c7000 エンクロージャーについて」(228 ページ)および
「サーバーハードウェアの管理」(163 ページ)を参照してください。 サーバーハー
ドウェアの管理には、HPE OneView Advanced ライセンスが必要です。

監視対象 監視対象サーバーを HPE OneView のエンクロージャーまたはラックサーバーに追
加する場合は、その監視対象サーバーのインベントリおよびハードウェアステータ
スのみを監視できます。 詳しくは、「監視対象の c7000 エンクロージャーについ
て」(229 ページ)を参照してください。 サーバーハードウェアの監視では、HPE
OneView Standard と呼ばれる無料ライセンスを使用します。

移行対象 Virtual Connect Manager（VCM）および Virtual Connect Enterprise Manager
（VCEM）のエンクロージャーは、構成情報とともに HPE OneView に移行できる
ので、HPE OneView で管理できます。 管理対象エンクロージャーには、HPE
OneView Advanced ライセンスが必要です。 移行について詳しくは、「その他の管
理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について 」(230 ペー
ジ)を参照してください。

詳細情報

「HPE OneView ライセンス」(23 ページ)

1.4 プロビジョニング機能
HPE OneView アプライアンスをインストールし、初期構成タスクを実行した後で、既存のハー
ドウェアをすばやく管理対象にし、ハードウェアの準備をしてデータセンターに展開すること
ができます。

ハードウェアをプロビジョニングし、リソースを管理対象にするには、次の機能があります。

• リソーステンプレート、グループ、およびセット (25 ページ)

• サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレート (27 ページ)

• ハードウェアを管理対象にするプロセスの簡素化 (28 ページ)

• オペレーティングシステムの展開 (28 ページ)
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• ストレージのプロビジョニングと管理 (29 ページ)

1.4.1 リソーステンプレート、グループ、およびセット
HPE OneView のテンプレートを使用した方法では、以下のことができます。

• 特定の環境向けにサーバーおよびネットワーク構成を定義するには、技術担当者を使用し
ます。

• 展開するサーバーごとに専門技術者が対応しなくても、数百台のサーバーを迅速かつ一貫
性のある方法でプロビジョニングできます。

• データセンター全体に構成変更を簡単に配布できます。

リソーステンプレートとグループ

次のリソースは、さまざまな作業負荷要件を満たすために技術担当者が定義するテンプレート
です。 これらのテンプレートは、迅速かつ一貫性のある構成を実現するために物理リソースに
繰り返し適用できます。

説明
テンプレートまたはグ
ループ

エンクロージャーの一貫した構成を定義するテンプレートです。 エンクロージャーグ
ループは、様々なインターコネクトの配置およびそれらインターコネクトに適用され
る論理インターコネクトグループを指定します。

エンクロージャーグループは、物理エンクロージャーに適用されると、HPE OneView
は、作業を実行可能な論理エンクロージャーを作成します。 同じエンクロージャーグ
ループは、構成が同じ論理エンクロージャーを多数作成するために多数の物理エンク
ロージャーに適用できます。

エンクロージャーグルー
プ

物理インターコネクトまたはインターコネクトのセットに適切なネットワーク構成を
定義するテンプレートです。 論理インターコネクトグループは、エンクロージャーグ
ループを定義するときに使われ、そのエンクロージャーグループのネットワークテン
プレートを表します。

エンクロージャーグループを物理エンクロージャーまたは HPE OneView に適用した
場合、HPE OneView は以下のことを実行します：

• 論理エンクロージャーが作成されます

• そのエンクロージャーグループ内の論理インターコネクトグループを使用して、そ
のエンクロージャーの物理インターコネクトを論理インターコネクトに構成しま
す。

論理インターコネクトグ
ループ

論理スイッチを形成するための、物理スイッチの組み合わせを定義するテンプレート
です。 論理スイッチは、最大 2 台の物理トップオブラックスイッチの集約です。
論理スイッチグループから構築されると、論理スイッチは、その論理スイッチグルー
プに引き続き関連付けられます。 論理スイッチグループおよびその関連付けられた論
理スイッチ間の整合性の変化は監視され、HPE OneView の関連付けられた論理スイッ
チ画面に表示されます。

論理スイッチグループ

サーバープロファイルの特性を定義するテンプレートです。 サーバープロファイルテ
ンプレートを複数のサーバーに適用し、構成が同じサーバーを作成できます。 サー
バープロファイルは、どのようなサーバープロファイルテンプレートにも適合するよ
うに、アップデートできます。

サーバープロファイルテ
ンプレート

ストレージボリュームの標準構成を定義するテンプレートです。ボリュームテンプレート
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論理リソース

次の論理リソースは、ご使用の環境で必要に応じて動作するように構成されている、ソフト
ウェア定義の物理リソースを表します。 これらのリソースは、実際にワークロードを実行しま
す。

説明リソース

論理エンクロージャーは、テンプレートとして機能するエンクロージャーグループを使用
して 1 つのエンクロージャーの論理ビューを表します。 デフォルトでは、c7000 エンク
ロージャーを追加でき、エンクロージャーグループと論理インターコネクトグループが作
成されます。 または、エンクロージャーを追加する前に、複数の論理インターコネクトグ
ループおよび 1 つのエンクロージャーグループを作成できます。
論理エンクロージャーは、c7000 エンクロージャーを追加するときに自動的に作成されま
す。

論理エンクロー
ジャー

論理インターコネクトは、単一のエンクロージャー内の一連の物理インターコネクトの構
成を含む単一の管理エンティティです。 論理インターコネクトは、使用可能なネットワー
ク、アップリンクセット、内部ネットワーク、および物理インターコネクトのスタッキン
グリンクを表します。

論理インターコネク
ト

論理スイッチは、単一スタッキングドメイン内で構成される最大で 2 つの物理トップオブ
ラックスイッチ（c7000 エンクロージャー外部）で構成できます。

論理スイッチ

サーバープロファイルは、必要な機能を実行するためにフルに構成されている物理サーバー
を表します。 サーバープロファイルは、サーバーのワークロードで必要なすべてのスト
レージ、ネットワー キング、ファームウェア、およびサーバー設定を指定します。 サー
バープロファイルは、HPE OneView の他のすべての論理リソース上に構築されます。

サーバープロファイ
ル

ボリュームは、ストレージシステム上のストレージプールからプロビジョニングされた論
理ストレージ領域を表します。

ボリューム

特定の環境に合わせた構成の定義

グループとテンプレートを使用すると、仮想ホスト、Microsoft Exchange 環境、外部または内
部 Web サーバー、企業データベースサーバーなど、構築する環境に固有の構成を定義できま
す。

たとえば複数の外部 Web サーバーを構築する場合は、以下のように実行します。
1. ネットワーキングの専門技術者は、論理インターコネクトグループ、アップリンクセッ
ト、ネットワーク、およびネットワークセットを作成し、データセンターネットワーク
と、アプライアンスによって管理されるインターコネクトの間のすべての接続ポリシーを
定義できます。

2. サーバーの専門技術者は、エンクロージャーグループを作成し、エンクロージャーを追加
し、サーバープロファイルテンプレートを作成して、外部 Web サーバーに必要なすべて
の設定を定義できます。

3. サーバーの管理者は、この種類のサーバーを展開する必要があるときにいつでもサーバー
プロファイルテンプレートを使用できます。

設計と展開の柔軟性

HPE OneView は、グループ、テンプレート、およびセットの作成に柔軟に対応します。 たと
えば、論理インターコネクトグループは以下の方法で作成できます。

• エンクロージャーを管理対象のアプライアンスに追加する前に、インターコネクトの構成
方法を指定した論理インターコネクトグループ（複数も可）、およびエンクロージャーの
構成方法を指定したエンクロージャーグループを作成できます。 エンクロージャーを追加
すると、作成済みのエンクロージャーグループを指定できます。

• エンクロージャーを管理対象のアプライアンスに追加し、アプライアンスがエンクロー
ジャー内のインターコネクトハードウェアを検出して追加したら、アプライアンスが作成
するデフォルトの論理インターコネクトグループを使用または変更できます。
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• 論理インターコネクトグループを作成する HPE OneView に、Virtual Connect ドメインを
移行できます。

• 論理インターコネクトグループを新規作成するには、既存の論理インターコネクトグルー
プをコピーします。

グループ、テンプレート、およびセットにより、アプライアンス内に構成変更を簡単に配布で
きます。

詳細情報

「HPE OneView について」(21 ページ)
「リソースモデルについて」 (43 ページ)

1.4.2 サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレート
サーバープロファイルは、以下を含む 1 つの場所でのサーバー構成の主要要素をキャプチャー
します。

• ファームウェア更新の選択とスケジューリング

• BIOS 設定

• ローカル RAID 構成

• ネットワーク接続

• ブート順序構成

• ローカルストレージおよび SAN ストレージ

• 固有 ID
プロファイルを単一のサーバーに直接適用したり、サーバープロファイルテンプレートに設定
を保存できます。

独自のベストプラクティス構成をサーバープロファイルテンプレートに保存してから、その
サーバープロファイルテンプレートを使用して、サーバープロファイルを展開します。 サー
バープロファイルは、サーバーが到着する前に技術担当者がサーバーの構成を指定することを
可能にします。 サーバーハードウェアを設置すると、管理者は、迅速に新しいサーバーを管理
下に置くことができます。

たとえば、特定のサーバーに割り当てられておらず、すべての構成要素 —BIOS 設定、ネット
ワーク接続、ブート順序など — が指定されているテンプレートからサーバープロファイルを
展開して、特定の種類のサーバーハードウェア用として使用できます。 サーバーをエンクロー
ジャーベイに設置する前に、以下のいずれかの操作を実行できます。

• サーバーが最終的に存在するエンクロージャー内の空のベイに、サーバープロファイルを
作成時に割り当てます。

• 未割り当てのプロファイルを作成し、ハードウェアが到着したらそれを割り当てます。

エンクロージャーベイのハードウェアに割り当て済みのサーバープロファイルを移動できま
す。 サーバープロファイルテンプレートを使用して、複数のサーバーにサーバープロファイル
をコピーできます。

サーバープロファイルの動作は制御することができます。 たとえば、サーバープロファイルを
空のベイに割り当てることができ、適切なサーバーがそのベイに挿入されるとサーバープロ
ファイルが自動的にサーバーハードウェアに適用されます。 サーバープロファイルを特定の
サーバーに関連付けると、別のサーバーが誤ってベイに設置された場合に、プロファイルが適
用されることを防ぐことができます。

詳細情報

「サーバープロファイルについて」(173 ページ)
「サーバープロファイルテンプレートについて」(184 ページ)
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「HPE OneView について」(21 ページ)

1.4.3 ハードウェアを管理対象にするプロセスの簡素化
HPE OneView では、エンクロージャー、インターコネクト、およびサーバーハードウェアを
管理対象にするプロセスが簡素化されています。

例：

• エンクロージャーを追加すると、アプライアンスはエンクロージャーに設置されたすべて
のハードウェアを自動的に検出して、管理対象にします。 たとえば、アプライアンスは以
下のような操作を実行します。

◦ エンクロージャーの Onboard Administrator、Virtual Connect のインターコネクトモ
ジュール、およびサーバーの iLO ファームウェアを必要な最小バージョンにアップ
デートします。

◦ Virtual Connect の各インターコネクトモジュールを構成して、既存の VC 構成を削除
します。 既存の VC 設定を維持するには、エンクロージャーを移行します。

◦ Onboard Administrator を構成します。これには、ネットワークタイムプロトコル
（NTP）の構成と UI にアクセスするためのシングルサインオン（SSO）認証の構成
が含まれます。

◦ 各サーバーの iLO を構成します。これには、UI にアクセスするための SSO 認証の構
成が含まれます。

◦ 監視対象のハードウェアを構成します。これには、Simple Network Management
Protocol（SNMP）トラップの構成が含まれます。

• VCM 管理のエンクロージャーを移行する場合、アプライアンスは、エンクロージャーを
インポートする前に自動的に構成情報（ハードウェア、Virtual Connect ドメイン、ネット
ワーク、およびサーバープロファイルを含む）を検証します。 移行中、構成情報は HPE
OneView に移動されます。

• HPE インテリジェントパワーディストリビューションユニット（iPDU）電源デバイスを
追加すると、アプライアンスは接続されたデバイスを自動的に検出して表示するため、そ
のデバイスを管理対象にすることができます。

詳細情報

「管理対象の c7000 エンクロージャーについて」(228 ページ)
「HPE OneView について」(21 ページ)

1.4.4 オペレーティングシステムの展開
サーバープロファイルとエンクロージャーグループを使用すると、オペレーティングシステム
を展開するためにベアメタルサーバーを準備する作業が簡単になります。

たとえば、次のような展開ツールとサーバープロファイルを組み合わせて使用できます。

• HPE Insight Control サーバープロビジョニング ― オペレーティングシステムをサーバー
にインストールする

• HPE OneView for VMware vCenter Auto Deploy ― ベアメタルからハイパーバイザーを展
開し、ハイパーバイザーを既存のクラスターに自動的に追加する

詳細情報

HPE OneView について (21 ページ)
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1.4.5 ストレージのプロビジョニングと管理
HPE OneView は、自動化されたポリシーベースのサポートされているストレージリソースの
プロビジョニングを提供します。 新規または既存のストレージインフラストラクチャを管理で
きるように完全にサーバープロファイルと統合されます。 HPE OneView では、ストレージシ
ステムおよびストレージプールを表示および管理できます。 既存のボリュームを追加したり新
しいボリュームを作成したりして、同じ構成で複数のボリュームをプロビジョニングするため
のボリュームテンプレートを作成することができます。

スイッチファブリック、ダイレクトアタッチ、および vSAN SAN トポロジがサポートされて
います。

ストレージシステムとストレージプールは、ネットワークに関連付けられたボリュームの後に
アプライアンスに追加されます。 これでボリュームをサーバープロファイルに関連付けること
ができます。

また、SAN Manager を追加して、アプライアンスが管理対象の SAN を使用できるようにする
ことができます。 管理対象の SAN は、接続の自動ゾーニングと自動検出を有効にするため
に、アプライアンス上のファイバーチャネルまたは Fibre Channel over Ethernet ネットワーク
に関連付けることができます。

サポートされているストレージの自動機能

自動ストレージプロビジョニング 
サポートされたストレージシステムと既存のストレージプールをインポートすると、HPE
OneView はボリュームを迅速に作成できます。
自動 SAN ゾーニング 
HPE OneView はサーバープロファイルのボリューム接続を介して自動的に SAN ゾーニングを
管理します。

サーバープロファイルを介したストレージの統合 
プライベートボリュームを新規作成し、サーバープロファイルにボリューム添付ファイルを追
加することで、サーバーハードウェアがアクセスできるようにします。

サーバープロファイルにボリューム添付ファイルを追加することで、既存のプライベートまた
は共有ボリュームにサーバーハードウェアがアクセスできるようにします。

HPE OneView はサーバープロファイルと SAN の間の接続ステータスを追跡します。
ボリューム管理 
HPE OneView を使用してボリュームのライフサイクル全体を管理します。 HPE OneView を
使用して既存のボリュームの追加、新しいボリュームの作成、ボリュームの拡張、およびボ
リュームの取り外しまたは削除を行うことができます。

ボリュームのスナップショットを作成したり、スナップショットからボリュームを作成した
り、HPE OneView を使用してボリュームをスナップショットにリストアしたりすることもで
きます。

ゾーニングのポリシー 
HPE OneView では、管理対象の SAN のゾーニングのポリシーを設定することができます。 1
つのイニシエーターまたはすべてのターゲット、1つのイニシエーターまたは1つのストレージ
システム、あるいは1つのイニシエーターまたは1つのターゲットを選択できます。

ゾーンの名前指定とエイリアス 
HPE OneView は、ユーザーがゾーン名を完全に制御できるようにするためにルールベースの
ゾーンの名前指定を使用します。 ゾーンの名前指定を使用して、HPE OneView で自動ゾーニ
ングプロセス中に使用される現在の命名構造を組み込むことができます。

HPE OneView では、イニシエーター、ターゲット、およびターゲットのグループのエイリア
スを作成でき、HPE OneView はこれらの WWPN の代わりにこのエイリアスを表示します。
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詳細情報

『HPE OneView サポートマトリックス』
「ストレージシステムについて」(272 ページ)
「SAN Manager について」(275 ページ)

1.5 ファームウェアと構成変更の管理機能
1.5.1 簡単なファームウェア管理

HPE OneView では、迅速かつ信頼性の高い方法でアプライアンス全体のファームウェアを簡
単に管理できます。

リソースを管理対象のアプライアンスに追加すると、互換性を確保しながらシームレスに運用
するために、アプライアンスは、リソースのファームウェアをアプライアンスで管理するため
に必要な最小バージョンに自動的にアップデートします。

注記: 監視対象リソースのファームウェアは、HPE OneView の管理対象外です。

Service Pack for ProLiant（SPP）とも呼ばれるファームウェアバンドルは、ファームウェア、
ドライバー、およびユーティリティを含むテスト済みのアップデートパッケージです。 ファー
ムウェアバンドルを使用すると、管理対象サーバーブレードおよびインフラストラクチャ（エ
ンクロージャーとインターコネクト）のファームウェアをアップデートできます。

アプライアンス上のファームウェアレポジトリにより、SPP ファームウェアバンドルをアップ
ロードし、ベストプラクティスに従ってそれを環境に展開できます。 たとえば、以下の操作を
実行できます。

• ファームウェアレポジトリに保存されているファームウェアバンドルのバージョンと内容
を表示できます。

• サーバーハードウェアから、サポートされるハードウェアにインストールされているファー
ムウェアのバージョンを表示します。

• サーバープロファイルなどの管理対象リソース、またはリソースのグループ（論理イン
ターコネクトグループのすべてのインターコネクトなど）に対して、ファームウェアの
ベースライン — ファームウェアバージョンの望ましい状態 — を設定できます。

• 管理対象リソースがファームウェアのベースラインに適合していない場合は、それを検出
できます。

• ファームウェアの互換性に関する問題を特定できます。

• エンクロージャー全体のファームウェアをアップデートできます。

• 各リソース、または論理インターコネクトのようなリソースグループのファームウェアを
アップデートできます。

1

• OS ドライバーとファームウェアをアップデート

• リポジトリからファームウェアバンドルを削除

Hewlett Packard Enterprise では、主要な SPP リリースの間にコンポーネントのホットフィッ
クスをリリースすることがあります。 Hewlett Packard Enterprise は、ホットフィックスがアッ
プロードされて使用可能であることを通知し、そのホットフィックスが適用される SPP の詳
細情報を提供します。 HPE OneView でホットフィックスを適用する場合は、さまざまな方法
を使用できます。

1. エンクロージャーグループにはファームウェアのベースラインが含まれていません。そのため、エンクロージャー
ファームウェアのアップデートは、論理エンクロージャー構成を通して管理されます。
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1.5.2 簡単な構成変更の管理
テンプレートおよびグループにより、アプライアンス全体に構成変更を簡単に配布できます。
たとえば、以下のような特長があります。

• 複数の複雑な変更をグループに対して加えることで、間違いを減らすことができます。 そ
の後、グループの各メンバーに対して 1 回の操作で構成をアップデートし、グループの構
成を一致させることができます。

• アプライアンスは、デバイスが現在のテンプレートまたはグループの基準に適合していな
いことを検出すると、それを通知します。 デバイスの構成をアップデートする場合は、
ユーザーが制御します。

• 論理インターコネクト設定は、論理エンクロージャー内のすべてのインターコネクトが互
換性のあるファームウェアを持っていることを確認するために、物理インターコネクトの
ファームウェアを管理します。

1.6 環境の監視と問題への対応
1 つのユーザーインターフェイス
監視には、リソースをプロビジョニングするときと同じインターフェイスを使用します。 その
他のツールやインターフェイスを習得する必要はありません。

分離された管理ネットワーク

アプライアンスのアーキテクチャーは、管理トラフィックを本番環境ネットワークから分離し
て、ソリューション全体の信頼性と安全性を高めるように設計されています。 たとえば、万一
アプライアンスが停止した場合でも、データセンターのリソースは動作し続けます。

ヘルスと使用率を監視するための自動構成

リソースをアプライアンスに追加すると、リソースはヘルス、アクティビティ、アラート、お
よび使用率の監視対象として自動的に構成されます。 追加の構成や検出手順を実行することな
く、すぐにリソースを監視できます。

帯域外で行われるエージェントレスでの管理

HPE ProLiant Gen8（またはそれ以降の）サーバーのヘルスと使用率の監視と管理は、すべて
エージェントレスかつ帯域外で行われるため、セキュリティと信頼性が向上します。 これらの
サーバーの管理には次のような特長があります。

• 監視またはアップデートを行うエージェントはありません。

• アプライアンスには、ホストオペレーティングシステムで開いている SNMP ポートは必
要ありません。

• アプライアンスは、ホスト上のオペレーティングシステムと対話しないため、サーバーア
プリケーションが使用できるようにホスト上のメモリとプロセッサーリソースを解放しま
す。また、ホストオペレーティングシステムがインストールされていないサーバーを監視
できます。

REST API とメッセージバスを使用した他のプラットフォームからの管理
REST API と State-Change Message Bus（SCMB）または Metric Streaming Message Bus
（MSMB）を使用すると、他の管理プラットフォームからも HPE OneView 環境を監視できま
す。 For more information about message buses, see 「サブスクライバーにデータを送信する
ためのメッセージバスの使用」 (345 ページ)
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環境の監視と問題への対応

環境を監視したり問題に対応したりするために、以下のような機能が用意されています。

• データセンターの容量とヘルス情報の概要ビューが表示される[ダッシュボード]画
面 (335 ページ)

• すべてのシステムタスクとアラートを表示してフィルター処理できる[アクティビティ]画
面 (329 ページ)

• データセンターの環境管理 (32 ページ)

• リソース使用率の監視 (32 ページ)

• アクティビティとヘルスの管理 (33 ページ)

• ハードウェアとファームウェアのインベントリ情報 (33 ページ)

詳細情報

http://www.hpe.com/info/oneview/docs で『HPE iLO 4 with AMS traps supported for alerting
in HPE OneView』を確認

1.6.1 データセンターの環境管理
HPE OneView には、データセンターの環境管理のために次の重要な領域が統合されています。

• 温度データの 3D によるビジュアル化

• 電力供給インフラストラクチャの表示

• アセットの物理的な位置の 3D 表示

説明機能

データセンターの 3D による温度マッピングにより、データセンター全体の温度状態を
表示できます。 アプライアンスは、データセンターの各ラックに設置された管理対象
リソースから温度データを収集し、そのデータをグラフィカルに表示するため、ラック
内の高温の場所を簡単に特定できます。

温度データのビジュアル
化

HPE OneView は、データセンターのハードウェアのプロセッサー利用率および電力と
温度の履歴を収集し、報告します。 アプライアンスでは、電力を監視し、電力供給エ
ラーを自動的に検出して報告します。また、HPE ProLiant Gen8（またはそれ以降の）
サーバーと HPE BladeSystem エンクロージャーの正確な所要電力情報も提供するた
め、ラックと電力使用量のプランニングに使用できます。

電力情報検出機能により、データセンターの電力供給トポロジを自動的に検出してビ
ジュアル化できます。 HPE iPDU を使用すると、アプライアンスはラックの電力トポ
ロジを自動的にマップできます。 アプライアンスは、リダンダンシがないなどの配線
エラーを検出し、新しいサーバーが設置されたときに電気機器インベントリを自動的に
アップデートします。 また、アプライアンスではコンセント単位の電源制御もサポー
トしており、各 iPDU コンセントの電源をリモートで再投入できます。
電力情報検出機能をサポートしていないデバイスの電力要件と電力トポロジは手動で定
義できます。

電力供給インフラストラ
クチャの表示

位置情報検出機能により、アプライアンスで、HPE インテリジェントシリーズラック
内の HPE ProLiant Gen8（またはそれ以降の）サーバーの正確な位置が 3D で自動的に
表示されるため、作業時間の短縮、運用コストの削減、インベントリとアセットの管理
に関連する人的ミスの排除を実現できます。

位置情報検出機能をサポートしていないラックとデバイスの位置は手動で定義できま
す。

アセットの物理的な位置

1.6.2 リソース使用率の監視
HPE OneView は、管理対象のすべてのサーバーの CPU 利用率情報を定期的に収集して維持し
ます。 また、HPE OneView では、送信、受信、エラーカウンターなど、ネットワーキングの
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ポートレベルの統計情報も収集します。 HPE OneView を使用すると、UI にこのデータをすべ
て表示したり、REST API からデータを使用できるようにしたりできます。

1.6.3 アクティビティとヘルスの管理
HPE OneView には、簡素化されたアクティビティの監視と管理機能が備わっています。 アプ
ライアンスでは、すべての管理対象リソースからのアラートおよび通知が自動的に登録される
ため、アプライアンスに追加されたリソースは、すぐに監視および管理できます。 アプライア
ンスは、問題を通知するときに、可能な場合は問題の修正方法を提案します。

UI と REST API を使用すると、以下の操作を実行できます。

• 説明またはソース別にすべてのアクティビティ（アラートとタスク）を表示したり、複数
のフィルター条件を使用してアクティビティをフィルター処理できます。

• アラートを特定のユーザーに割り当てることができます。

• 管理者のメモをアクティビティに添付できます。これにより、データセンターの管理者
は、メールなどの外部ツールを使わずにアプライアンスから共同で作業できます。

• 特定のリソースの UI 画面から、またはそのリソースに REST API を使用して、そのリソー
スのアラートを表示できます。

• 管理対象リソースからの SNMP トラップをエンタープライズ監視コンソールまたは集中
型 SNMP トラップコレクターに自動的に転送できます。

詳細情報

http://www.hpe.com/info/oneview/docs で『HPE iLO 4 with AMS traps supported for alerting
in HPE OneView』を確認

1.6.4 ハードウェアとファームウェアのインベントリ情報
HPE OneView は、管理対象のリソースに関するハードウェアとファームウェアの詳しいイン
ベントリ情報を提供します。 UI と REST API を使用して以下のデータにアクセスできます。

• サーバー、エンクロージャー、インターコネクトなどの管理対象ハードウェアの概要ビュー
と詳細ビュー。

• サーバー、エンクロージャーなどの管理対象ハードウェアの概要。

• ファームウェアバンドルの内容の概要ビューと詳細ビュー。

• サーバーとエンクロージャーのコンポーネントのファームウェアのインベントリ。

UI のスマート検索機能を使用して、インベントリの特定のアイテムを検索できます。
ご使用のインベントリの監視およびご使用の環境の監視に役立てるためにレポートを使用でき
ます。 インベントリレポートでは、サーバーまたはエンクロージャーに関する情報（モデル、
シリアル番号、製品番号など）が提供されます。 その他のレポートでは、環境全体のステータ
スを示す図が提供されます。

1.6.5 リモートサポート
HPE OneView は、サーバーおよびエンクロージャーにハードウェア障害が発生した場合に自
動にケースを作成できるよう登録パートナーにリモートサポートを提供し、プロアクティブケ
ア を有効にします。 いったん有効にすると、将来追加されるすべての対象デバイスについて
のリモートサポートが自動的に有効になります。

Hewlett Packard Enterprise は、お客様と連絡を取り合い、保証またはサポート契約対象のデ
バイスを対象に、交換用部品の出荷やエンジニアの派遣を行います。

リモートサポートは、収集される構成データに基づく推奨事項を含む、Proactive Scan レポー
ト、Firmware/Software Analysis レポートなど、プロアクティブケアサービスを有効にします。
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詳細情報

「リモートサポートについて」(338 ページ)

1.7 バックアップ機能とリストア機能
HPE OneView は、ファイルにアプライアンスをバックアップ、およびバックアップファイル
からアプライアンスを復元するサービスを提供します。 バックアップを自動的に実行し、リ
モートに保存するスケジュールを設定できます。

アプライアンスとそのデータベース専用の 1 つのバックアップファイル
バックアップファイルは専用で、構成設定と管理データが保存されます。— アプライアンスと
そのデータベース用にそれぞれ個別のバックアップファイルを作成する必要はありません。

Hewlett Packard Enterprise は、アプライアンスを保護するために VM スナップショットを使
用することを推奨しません。 同期エラーが発生し、予測不能な望ましくない動作の原因となる
場合があります。

柔軟なスケジュール設定とバックアップ操作のオープンなインターフェイ
ス

アプライアンスがオンラインのときにバックアップファイルを作成できます。 また、REST
API を使用して以下の操作を実行できます。

• アプライアンスの外からバックアッププロセスをスケジュール設定できます。

• サイトポリシーに従ってバックアップファイルを収集できます。

• エンタープライズ用のバックアップおよびリストア製品と統合できます。

• バックアップとリストアのスクリプトを利用できます。

バックアップファイルは、バックアップファイルを作成した時点のアプライアンスの構成と管
理データのスナップショットです。 Hewlett Packard Enterprise では、定期的に（できれば 1
日 1 回）、および管理対象の環境でハードウェアまたはソフトウェアの構成を変更した後に、
バックアップを作成することをお勧めしています。

バックアップファイル作成専用ユーザーの役割

HPE OneView には、アプライアンスをバックアップするための専用のユーザーの役割（バッ
クアップ管理者）が用意されています。このユーザーの役割では、他のリソースビューにアク
セスできますが、そのリソースに対して操作（つまり、他のタスク）を実行することはできま
せん。

致命的な障害からの復旧

アプライアンスをバックアップファイルからリストアすることで、致命的な障害から復旧でき
ます。

アプライアンスをバックアップファイルからリストアすると、ユーザー名とパスワード、監査
ログ、使用可能なネットワークなど、アプライアンス上のすべての管理データとほとんどの構
成設定が、バックアップファイルに保存されているデータと設定に置き換えられます。

管理対象環境の状態は、バックアップファイルを作成した時点の環境の状態とは異なる可能性
があります。 リストア操作の実行中、アプライアンスは、バックアップファイル内のデータと
管理対象環境の現在の状態を照合します。 リストア操作の終了後、アプライアンスは、自動的
に解決できない不一致についてアラートで報告します。

詳細情報

「アプライアンスのバックアップ」 (297 ページ)
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1.8 セキュリティ機能
Comprehensive Applications Threat Analysis（CATA）は、Hewlett Packard Enterprise の強力
なセキュリティ品質評価ツールで、潜在的なセキュリティ上の不具合の数を大幅に減らすこと
を目的としています。 HPE OneView アプライアンスの設計では、CATA の基本技術を採用し、
CATA による検査が実施されています。 データセンター管理用のセキュアなプラットフォーム
を実現するために、アプライアンスには以下のような機能が備わっています。

• データと管理対象環境の分離。これは、Denial of Service 攻撃による乗っ取りを回避する
ために不可欠です。 たとえばアプライアンスは、分離された管理 LAN で完全に動作する
ように設計されています。実務 LAN へのアクセスは必要ありません。 アプライアンスが
停止した場合でも、管理対象デバイスはオンラインのままです。

• 役割ベースのアクセス制御（RBAC）。これにより管理者は、特定のリソースに対するユー
ザーの任務に基づいて、ユーザーの認証と承認をすばやく設定できます。 また、RBAC を
使用すると UI に表示される内容が簡素化されます。

◦ ユーザーは、そのユーザーに許可されているリソースのみを表示できます。 たとえ
ば、アプライアンスでは、ネットワーク管理者の役割を持つユーザーに適合しない画
面（[サーバープロファイル]画面や [サーバーハードウェア]画面）は表示しません。

◦ ユーザーは、自分に許可されているリソースに対してのみ、操作を開始できます。 た
とえば、ネットワーク管理者の役割を持つユーザーは、ネットワークリソースに対し
てのみ操作を開始でき、サーバー管理者の役割を持つユーザーは、サーバーリソース
に対してのみ操作を開始できます。

◦ インフラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーは、すべての画面と操作に対する
フルアクセス権を持っています。

• ユーザーが作成した iLO または Onboard Administrator の認証情報を保存しない、iLO お
よび Onboard Administrator へのシングルサインオン。

• すべてのユーザー操作の監査ログ。

• Microsoft Active Directory などのオプションのディレクトリサービスを使用した認証と承
認のサポート。

• Transport Layer Security（TLS）による認証での証明書の使用。

• 特定のポート上のトラフィックを許可し、使用されていないすべてのポートをブロックす
るファイアウォール。

• ホストオペレーティングシステムのユーザーからのアクセスを制限する UI。

• データのダウンロード。デフォルトで暗号化されるサポートダンプファイル、専用バック
アップファイル、監査ログ、および証明書に制限されます。

• バックアップが実行される曜日と時刻、および自動的にバックアップファイルを格納する
リモートの SSH または SFTP サーバーを指定する機能を設定することができる、自動化
されたリモートバックアップ機能です。

詳細情報

「アプライアンスのセキュリティ機能について」 (67 ページ)

1.9 高可用性機能
HPE OneView は、ハイパーバイザーホストに展開する準備のできた事前構成済みの仮想アプ
ライアンスとして提供されます。 ハイパーバイザーソフトウェアでは、高可用性機能と復旧機
能が仮想マシンに提供されます。この機能により、仮想マシンはクラスター内の別のホストで
再起動したり、管理対象リソースを中断させることなく管理を再開できます。
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1.10 グラフィカルインターフェイスとプログラムインターフェイス
HPE OneView は、1 つの一貫したリソースモデルを使用するために開発されました。そのモ
デルは、高速で最新の技術と拡張性を備えた HTML5 ユーザーインターフェイスと、モバイル
でのセキュアなアクセスおよび他の管理ソフトウェアとのオープンな統合を実現できる業界標
準の REST API に具体化されています。

効率と使いやすさを考慮して設計されたユーザーインターフェイス

UI は、ユーザーの作業に合わせて設計されており、以下のような強力で使いやすいツールを備
えています。

説明機能

データセンター内のリソースの全般的なヘルスと容量をグラフィカルに表示します。
[ダッシュボード]から、注意を要する領域をすぐに確認できます。

[ダッシュボード]画面

各リソースから利用できる [マップ]ビューを使用すると、構成を調べたり、データセ
ンター内の論理リソースと物理リソースの関係を把握できます。

[マップビュー]

各画面のバナーにはスマート検索機能があります。これにより、リソース名の特定の
インスタンス、シリアル番号、WWN、IP アドレス、MAC アドレスなどリソース固有
の情報を検索できます。

[スマート検索] ボックス

各リソースから利用可能な [ラベル]ビューでは、リソースをグループに編成すること
ができます。 たとえば、主に金融チームが使用するサーバーを識別したり、アジア/太
平洋地域の部門に割り当てられているストレージシステムを識別できます。

[ラベル]ビュー

操作またはアクションの範囲の制限に使用できるリソースのグループです。 リソース
は、カテゴリ別に分類されます。 これらのカテゴリのすべてのリソースを、エンク
ロージャー、サーバーハードウェア、ネットワーク、ネットワーク セット、インター
コネクト、スイッチ、論理スイッチ、論理スイッチグループ、論理インターコネクト、
および論理インターコネクトグループを含むスコープに追加、または削除することが
できます。

[スコープ]ビュー

[アクティビティ]フィードでは、タスク、アラート、管理者のメモを 1 つのビューに
配置することで、環境のヘルスを独自の視点から把握できます。 [アクティビティ]
フィードでは、ユーザーアクティビティとシステムヘルスの相互の関連付けが簡素化
されているため、問題を適時に解決できます。

[アクティビティ]フィード

この画面により、表示と管理が許可されているリソースに集中できます。 リソースグ
ループ画面では、複数のリソースを 1 つのリソースとして管理できるようにすること
で、拡張性を強化しています。

リソース固有の管理画面

UI では、間違いを防いだり訂正したりできるように、画面上にヒントやコツが表示されます。
また、タスクに関する詳細情報へのリンクも表示されます。 各画面の一番上には、ヘルプシス
テム全体にアクセスできるヘルプアイコンがあります。

REST API による自動化と統合
HPE OneView のリソース指向のアーキテクチャーでは、統一された REST インターフェイス
が提供されています。

REST API の特長は以下のとおりです。

• 他の管理プラットフォームとのオープンな統合を実現するための業界標準のインターフェ
イスを提供します。

• いつでも、どこからでもアクセスできるように設計されています。各リソースには 1 つの
Uniform Resource Identifier（URI）があり、物理デバイスまたは論理構造を表します。

• 任意のスクリプト言語またはプログラミング言語を使用して、UI から実行できるすべての
操作を自動化できます。

• 高い拡張性を実現するように設計されています。
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詳細情報

「グラフィカルユーザーインターフェイスの操作」(83 ページ)
「ドキュメントとヘルプへのアクセス」 (113 ページ)
『HPE OneView REST API スクリプティングヘルプ』

1.11 他の管理ソフトウェアとの統合
この項に記載されている統合管理ソフトウェアを使用するには、HPE OneView Advanced ラ
イセンスを購入する必要があります。 詳しくは、「ライセンスについて」(187 ページ)を参照
してください。

HPE BladeSystem c7000 エンクロージャーの Onboard Administrator
HPE OneView は Onboard Administrator とシームレスに通信して、BladeSystem c7000 エン
クロージャーを包括的に管理します。 Onboard Administrator の権限は、HPE OneView ユー
ザーアカウントに割り当てられている役割によって決まります。

HPE Integrated Lights-Out
HPE OneView は iLO マネジメントプロセッサーとシームレスに通信して、サーバーハードウェ
アを包括的に管理します。 HPE OneView は、HPE OneView サーバープロファイルで指定さ
れた設定に従って iLO を自動的に構成します。 HPE OneView は、iLO のグラフィカルリモー
トコンソールへのシームレスなアクセスを構成するため、HPE OneView の UI で 1 回クリック
するだけで iLO のリモートコンソールを起動できます。 ご使用の iLO 権限は、HPE OneView
アプライアンスアカウントに割り当てられている役割によって決まります。

HPE Insight Control
HPE OneView Advanced の完全なライセンスには、欠くことのできないインフラストラクチャ
管理を提供する HPE Insight Control を使用する権利が含まれています。 Insight Control は、
ProLiant ML/DL/SL および BladeSystem サーバー用に 1 つの簡素な管理コンソールを使用して
IT インフラストラクチャの展開、移行、監視、および最適化を容易にすることで、時間と費用
を節約できます。 HPE OneView を使用するか、または HPE Insight Control の対応するライセ
ンスを使用して、デバイスを管理できます。 同じサーバーで 2 つのライセンスを購入する必
要はありません。 ただし、HPE OneView と Insight Control のライセンスを使用して、同じ
サーバーを同時に管理することはできません。 例外は Insight Control サーバープロビジョニン
グです。 これは、HPE OneView と同時に使用して同じサーバーを管理できます。
HPE Insight Control は、HPE OneView ダウンロードまたはメディアに含まれませんが、資格
またはフルフィルメントプロセス中に提供された HPE Insight Control ライセンスキーを使用し
てhttp://www.hpe.com/servers/software/insightupdates からダウンロードできます。

HPE Insight Control サーバープロビジョニング
HPE OneView Advanced には、Insight Control サーバープロビジョニング、マルチサーバーの
機能、物理 OS プロビジョニングおよびサーバー構成を使用する権利が含まれています。 Insight
Control サーバープロビジョニングソフトウェアは、HPE OneView メディアには含まれていま
せんが、http://www.hpe.com/servers/software/insightupdates からダウンロードできます。

HPE OneView for Microsoft System Center
HPE OneView Advanced には HPE OneView for Microsoft System Center を使用する権利が含
まれています。 HPE OneView for Microsoft System Center は、HPE の管理エコシステムと
Microsoft System Center を完全に統合し、HPE のサーバー、ネットワーク、およびストレー
ジの予防的な監視、リモート管理、プロビジョニングなどの機能を提供します。 HPE OneView
for Microsoft System Center は、http://www.hpe.com/products/ovsc （英語）からダウンロー
ドできます。
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HPE OneView for VMware vCenter
HPE OneView Advanced には、HPE OneView for VMware vCenter、HPE OneView for VMware
vCenter/vRealize Operations、および HPE OneView for VMware vCenter Log Insight を使用す
る権利が含まれています。 HPE OneView for VMware は HPE 管理エコシステムを完全に統合
し、予防的な監視、深いトラブルシューティング、リモート管理、および HPE サーバー、ネッ
トワーキング、およびストレージのプロビジョニングなどの機能を提供します。 HPE OneView
の VMware へのインテグレーションは、http://www.hpe.com/products/ovvcenter （英語）
からダウンロードできます。

1.11.1 管理ソフトウェアのその他の警告
HPE Systems Insight Manager（SIM）や他社製の管理ソフトウェアなどの外部マネージャーを
使用して、HPE OneView の管理下にあるハードウェアを管理しないでください。 別の外部マ
ネージャーを使用すると、エラーや予期しない動作の原因となる可能性があります。 たとえ
ば、iLO にはトラップの送信先が最大で 3 つあり、その内の 1 つが HPE OneView、2 つが外
部マネージャーです。 外部マネージャーがトラップの宛先を追加で定義する場合、iLO はト
ラップの既存の宛先のいずれかを削除します。 iLO が削除したトラップの宛先が HPE OneView
の場合、HPE OneView は SNMP トラップを受信しなくなり、サーバーのヘルスおよびライフ
サイクルのアラートは表示されません。

注記: サードパーティ製のツールは警告を提供しないため、これらのツールによるサーバー
の設定変更を行う場合に注意してください。

HPE OneView によって管理されているリソースを ROM ベースセットアップユーティリティ
（RBSU） のような他の HPE 管理ツールで変更しようとすると、警告メッセージが表示され
ます。

• SUM を使用してサーバーのファームウェアを変更する場合、そのサーバーのサーバープ
ロファイルと関連付けられたファームウェアのベースラインが手動で管理に設定されてい
ないと、SUM により警告が表示されます。
HPE OneViewはサーバーを管理しており、ProLiantバージョンxのサービスパック用に
構成されています。 SUMを直接使用して別のバージョンに更新することはできません。

• HPE OneView が iLO を管理している場合、iLO ログイン画面に警告が表示されます。

図 1 iLO 警告

• Intelligent Provisioning の BIOS や iLO の変更を試みると、警告が表示されます。

詳細情報

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6605ENW.pdf
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1.12 オープンな統合
一貫性のある 1 つのリソースモデル、REST API、State-Change Message Bus（SCMB）、お
よび Metric Streaming Message Bus（MSMB）により、スクリプティングを使用して HPE
OneView を他のエンタープライズアプリケーションと統合し、ユーザーのニーズに対応した
り、次のようなタスクを実行したりできます。

• 標準ワークフローとトラブルシューティング手順の自動化

• コンテンツ管理データベース（CMDB）などの他のソフトウェアとの統合の自動化

• サービスデスクへの接続

• リソースの監視、データの収集、システムのマッピングとモデル化

• ニーズに適した形式でのデータのエクスポート

• カスタムデータベース、データウェアハウス、サードパーティのビジネスインテリジェン
スツールの接続

• 社内のユーザーのカスタマイズの統合

SCMB は、非同期メッセージングを使用して、管理対象の論理リソースと物理リソースの両方
に対する変更をサブスクライバーに通知するインターフェイスです。 たとえば、新しいサー
バーハードウェアが管理対象環境に追加されたとき、または物理リソースのヘルスステータス
が変化したときに通知を受信するように、アプリケーションをプログラミングできます。REST
API を使用してアプライアンスのステータスを常にポーリングする必要はありません。

詳細情報

『HPE OneView REST API スクリプティングヘルプ』
「サブスクライバーにデータを送信するためのメッセージバスの使用」 (345 ページ)

1.13 ネットワーキング機能
• サポートされるネットワーク

• 論理インターコネクト

• 論理インターコネクトグループ

• ネットワークセット

• スイッチ

• 論理スイッチ

• 論理スイッチグループ

HPE OneView には複数のネットワーキング機能があり、サーバーブレードのネットワーキン
グリソースのプロビジョニングを効率化したり、ファームウェアのアップデートなどの Virtual
Connect インターコネクトモジュールに対する構成変更を管理したりできます。

サポートされるネットワーク

エンクロージャー内の Virtual Connect インターコネクトモジュールでは、以下の種類のデー
タセンターネットワークをサポートしています。

• データネットワークの場合はイーサーネット（タグ付き、タグなし、またはトンネルネッ
トワークを含む）

• ストレージネットワークの場合はファイバーチャネル。サポートされる 3PAR ストレージ
システムへのファイバーチャネルファブリックアタッチ（SAN スイッチ）とファイバー
チャネルダイレクトアタッチ（フラット SAN）を含みます。
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• 専用の Ethernet VLAN を介してストレージトラフィックが伝送される、ストレージネット
ワーク用のFibre Channel over Ethernet（FCoE）。

論理インターコネクト

論理インターコネクトとは、物理インターコネクトと次のようなリンクのセットです。

• アップリンクセットによってマップされた、データセンターネットワークへのアップリン
ク

• サーバーへのダウンリンク

• 内部ネットワーク

• スタッキングリンク（相互に接続）

詳細情報

「HPE OneView について」(21 ページ)
Migrating a Virtual Connect configuration to HPE OneView（英語）

1.14 HPE Smart Update ツールの機能
HPE Smart Update Tools（SUT） は、管理者がオンラインでファームウェアおよびドライバー
を更新できるようにする HPE oneview のオペレーティングシステムユーティリティです。 SUT
は、HPE OneView に新しい要求に対するポーリングを 5 分間隔で行い、これらの要求を処理
し、HPE OneView ステータスを提供します。 HPE OneView は、[サーバープロファイル]ペー
ジの [ファームウェア]セクションに進行状況を投稿します。 SUT は、正しい順序でアップデー
トをインストールし、アップデートの開始前にすべての依存関係に適合していることを確認し
ます。 適合しない依存関係がある場合、SUT はインストールを防ぎ、依存関係が原因でイン
ストールを続行できないことを HPE OneView 管理者に通知します。
主な機能：

• ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアのアップデートの組み合わせ

• SUT から受信したステータスに基づいた、HPE OneView ダッシュボードのコンプライア
ンスレポート

• アクティベーションに必要な再起動回数を最小限に抑えることによる、アップタイムの最
大化

• メンテナンス期間中に 1 回の再起動でファームウェアとドライバーの両方のアップデート
を有効化できるように、実際のメンテナンス期間以外の時間にファームウェアのステージ
ングと開発のタスクを実行する機能

• 複数のユーザーのロール：

サーバープロファイルでファームウェアオプションを使用して望ましい状態を定義す
る HPE OneView インフラストラクチャ管理者

◦

◦ SUT を使用して、サーバー上のファームウェアおよびソフトウェアを更新する SUT
の管理者

• 手動による制御と、さまざまなレベルの自動化：

要求に応じたアップデートまたは手動によるアップデート◦
◦ 半自動（ステージングが自動、またはステージングとインストールが自動）

◦ 完全な自動アップデート

注記: SUT が正しく機能するには、HPE iLO 2.30 以降が必要です。 HPE OneView
がサーバーのファームウェアを管理している場合、SUT を進めるために HPE OneView
が iLO ファームウェアを自動的に更新します。
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詳細情報

「HPE Insight Control サーバープロビジョニングと連動した HPE Smart Update ツールのイン
ストール」(483 ページ)
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2 リソースモデルについて
HPE OneView では、複雑さを軽減し、データセンターの管理を簡素化するリソースモデルを
採用しています。 このモデルにより、テンプレート、グループ、セットを含む論理リソースが
提供されます。この論理リソースを物理リソースに適用すると、データセンター全体で共通の
構造を使用できます。

UI は、特定の操作を使用して物理リソースと仮想リソースを区別します。 例：
• 論理リソースは作成、削除、またはコピーできます（物理リソースでは不可）。

• 物理リソースは追加または削除できます。

ネットワークリソース

• ネットワーク (55 ページ)

• ネットワークセット (55 ページ)

ストレージリソース

• ストレージシステム (62 ページ)

• ストレージプール (61 ページ)

• ボリューム (65 ページ)

• ボリュームテンプレート (65 ページ)

• SAN Manager (57 ページ)

• SAN (57 ページ)

アプライアンスリソース

• アプライアンス (44 ページ)

• ドメイン (47 ページ)

データセンターの電力と冷却の管理リソース

• データセンター (46 ページ)

• ラック (56 ページ)

• 電力供給デバイス (56 ページ)

• 非管理デバイス (63 ページ)

詳細情報

• すべてのリソースの一覧については、オンラインヘルプの
『HPE OneView REST API リファレンス』を参照してくださ
い。

• この HPE OneView の使用方法の詳細については、このガイド
の他の章およびオンラインヘルプを参照してください。

概要

• リソースモデルの概要図 (44 ページ)

サーバーリソース

• サーバープロファイルテンプレート (61 ページ)

• サーバープロファイル (60 ページ)

• 接続 (45 ページ)

• 接続テンプレート (46 ページ)

• サーバーハードウェア (58 ページ)

• サーバーハードウェアタイプ (59 ページ)

ネットワークプロビジョニングリソース

• エンクロージャーグループ (48 ページ)

• エンクロージャータイプ (49 ページ)

• エンクロージャー (47 ページ)

• インターコネクトタイプ (50 ページ)

• インターコネクト (49 ページ)

• 論理エンクロージャー (51 ページ)

• 論理インターコネクトグループ (53 ページ)

• 論理インターコネクト (51 ページ)

• 論理スイッチ (54 ページ)

• 論理スイッチグループ (54 ページ)

• スイッチ (63 ページ)

• アップリンクセット (64 ページ)
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2.1 リソースモデルの概要図
次の図は、最もよく使用されるリソースの一部とそのリソース間の関係を示しています。

図 2 リソースモデルの概要図
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UI と REST API はリソース別に構成されています。 UI と REST API のドキュメントもリソー
ス別に構成されています。

すべてのリソースの一覧は、オンラインヘルプの『HPE OneView REST API リファレンス』
に含まれています。

以降の項では、図 2 リソースモデルの概要図 (44 ページ) のリソースについて説明します。

詳細情報

リソースモデルについて (43 ページ)

2.2 アプライアンス
アプライアンスリソースでは、HPE OneView で管理されるリソースとは別に、HPE OneView
アプライアンスに固有の構成の詳細を定義します。

他のリソースとの関係

アプライアンスリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられます。

• 正確に 1 つのドメイン

• 概要図 (44 ページ) のその他のリソースのゼロ個以上のインスタンス
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UI 画面と REST API リソース
複数の REST API リソースが、アプライアンスとアプライアンスの設定に関係しています。 オ
ンラインヘルプの『HPE OneView REST API リファレンス』で、次のカテゴリに含まれるリ
ソースを参照してください。

REST API リソースUI 画面

• アプライアンスの時刻、ロケール、およびタイムゾーンの設定

appliance/configuration/timeconfig/locales

appliance/configuration/time-locale

• アプライアンスの装置での読み込みコミュニティ文字列

appliance/device-read-community-string

• アプライアンスを工場出荷時設定にリセット

アプライアンス

• アプライアンスのファームウェアのアップグレードまたはパッチ

appliance/firmware

• アプライアンスのコンポーネントのヘルス

appliance/health-status

• アプライアンスのネットワーク情報の設定と取得

appliance/network-interfaces

• アプライアンスのシャットダウンまたは再起動

appliance/shutdown

• アプライアンスからサポートダンプの生成とダウンロード

appliance/support-dumps

• マネジメントアプライアンスのトラップの宛先

appliance/trap-destinations

[設定]

• エンドユーザーライセンス契約書（EULA） と関連データのステータス
appliance/eula

[OneView ライセンス]

詳細情報

アプライアンスの管理 (311 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.3 接続
接続は、サーバーとネットワークまたはネットワークセット間の接続を論理的に表したもので
す。 接続はサーバープロファイルで構成できます。 接続では、以下の項目を指定します。

• サーバーを接続するネットワークまたはネットワークセット

• 指定したネットワークまたはネットワークセットのデフォルト構成に対して行う構成の上
書き（優先帯域幅の変更など）

• ブート順序
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他のリソースとの関係

接続リソースは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連付けられます。

• 正確に 1 つのサーバープロファイルリソース。

• 正確に 1 つの接続テンプレートリソース。

• 正確に 1 つのネットワークまたはネットワークセットリソース。 接続に使用できるリソー
スは、サーバーハードウェアが設置されているエンクロージャーの論理インターコネクト
の構成によって異なります。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

connections およびserver-profiles[サーバープロファイル]

詳細情報

サーバープロファイルについて (173 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.4 接続テンプレート
接続テンプレートでは、ネットワークまたはネットワークセットのデフォルトの構成特性（優
先帯域幅、最大帯域幅など）を定義します。 ネットワークまたはネットワークセットを作成し
たときに、HPE OneView によってそのネットワークまたはネットワークセットのデフォルト
接続テンプレートが作成されます。

他のリソースとの関係

接続テンプレートリソースは、ゼロ個以上の接続リソースに関連付けられます。 接続リソース
は、ある種類のネットワークまたはネットワークセットの適切な接続テンプレートに関連付け
られます。

UI 画面と REST API リソース

注意事項REST API リソースUI 画面

UI では接続テンプレートを表示または参照し
ません。ただし、ネットワークまたはネット
ワークセットを選択したときに接続に関して
表示されるデフォルト値は、接続テンプレー
トによって決まります。

connection-templatesなし

詳細情報

リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.5 データセンター
この HPE OneView のデータセンターとは、サーバー、エンクロージャー、デバイスなどの IT
機器が格納されたラックが設置されている、物理的に連続した領域を表します。 データセン
ターを作成して、コンピュータールームの一部を記述することで、環境および電力と温度の要
件の概要を示します。 多くの場合、データセンターリソースは、データセンター全体のサブ
セットで、HPE OneView が管理しない機器を含めることができます。 非管理デバイスを含
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む、データセンターの機器の物理的なレイアウトを表すことで、監視の詳細情報を使用して、
スペースプランニングを行ったり、電力と冷却の要件を決定できます。

HPE oneview では以下の操作を実行できます。

• 色分けされたデータセンターのレイアウトの 3D モデルを表示して、温度が非常に高い領
域または非常に低い領域を特定できます。

• 温度の履歴データを表示できます。

• 現場で修理点検を行う場合に特定のデバイスを簡単に見つけることができます。

他のリソースとの関係

データセンターリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられます。

• ゼロ個以上のラック

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

datacenters[データセンター]

詳細情報

データセンターの管理 (266 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.6 ドメイン
ドメインリソースは、アプライアンスの管理ドメインを表します。 アプライアンスによって管
理されるすべての物理および論理リソースは、1 つの管理ドメインに含まれます。

他のリソースとの関係

ドメインリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられます。

• 正確に 1 つのアプライアンス

• 概要図 (44 ページ) のその他のリソースのゼロ個以上のインスタンス

UI 画面と REST API リソース

注意事項REST API リソースUI 画面

UI ではドメインを表示または参照しません。ただし、ドメインリ
ソースは、アプライアンスに追加できるネットワークの総数な
ど、制限に関する情報を提供します。 domains REST API を使
用して、ドメインに関する情報を取得できます。

ドメインなし

詳細情報

リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.7 エンクロージャー
エンクロージャーは、サーバー、ネットワーク、およびストレージのビルディングブロックを
サポートするデバイスベイを搭載した物理的な構造物です。 これらのビルディングブロック
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は、エンクロージャーの共通電源、冷却機構、および管理インフラストラクチャを共有しま
す。

エンクロージャーは、インターコネクトダウンリンクと設置されたサーバーの間にハードウェ
ア接続を提供します。 エンクロージャーインターコネクトは、データセンターネットワークへ
の物理的なアップリンクを提供します。

管理対象のエンクロージャーを追加すると、HPE OneView は、設置されたサーバー、設置さ
れたインターコネクトを含む、エンクロージャーに格納されたすべてのコンポーネントを検出
して追加します。

他のリソースとの関係

エンクロージャーリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連付けられ
ます。

• 1 つの論理エンクロージャー

• 正確に 1 つのエンクロージャーグループ

• ゼロ個以上の物理インターコネクト

• 1 つ以上の論理インターコネクトと 1 つ以上の論理インターコネクトグループ（エンク
ロージャーとエンクロージャーグループおよびインターコネクトとの関連付けを使用）

• ゼロ個または 1 つのラックリソース

• ゼロ個以上の電力供給デバイス

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

エンクロージャー[エンクロージャー]

詳細情報

エンクロージャーの管理 (227 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.8 エンクロージャーグループ
エンクロージャーグループは、論理エンクロージャーに一貫性のある構成を定義するテンプ
レートです。 エンクロージャーグループのネットワーク接続は、エンクロージャーグループに
関連付けられた論理インターコネクトグループによって定義されます。

エンクロージャーグループを使用して、多数のエンクロージャーを迅速に追加し、同じ論理エ
ンクロージャーに構成できます。

他のリソースとの関係

エンクロージャーグループリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連
付けられます。

• ゼロ個以上の論理エンクロージャー

• ゼロ個以上のサーバープロファイル

• ゼロ個以上の論理インターコネクトグループ
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UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

enclosure-groups[エンクロージャーグループ]

詳細情報

エンクロージャーグループの管理 (246 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.9 エンクロージャータイプ
エンクロージャータイプには、HPE BladeSystem c7000 エンクロージャーなど、特定の Hewlett
Packard Enterprise エンクロージャーハードウェアモデルの特性を定義します。

他のリソースとの関係

エンクロージャータイプリソースは、ゼロ個以上のエンクロージャーに関連付けられます。

UI 画面と REST API リソース

注意事項REST API リソースUI 画面

UI ではエンクロージャータイプを参
照しませんが、エンクロージャータイ
プは、エンクロージャーの追加時に
HPE OneView によって使用されま
す。 enclosures REST リソースに
は、enclosureType 属性がありま
す。

なしなし

詳細情報

リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.10 インターコネクト
インターコネクトは、エンクロージャー内のハードウェアとデータセンターのイーサーネット
LAN およびファイバーチャネル SAN の間で通信できるようにする物理リソースです。 サポー
トされるインターコネクトには、 Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24 ポートモジュールなど
があります。 サポートされるインターコネクトのリストについては、『HPE OneView サポー
トマトリックス』を参照してください。

インターコネクトには以下のタイプのポートがあります。

説明ポートタイプ

アップリンクは、インターコネクトをデータセンターネットワークに接続する物理ポートで
す。 たとえば、Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24 ポートモジュールの X2 ポートはアップ
リンクです。

アップリンク

ダウンリンクは、エンクロージャーミッドプレーンを介してインターコネクトをサーバーハー
ドウェアに接続する物理ポートです。

ダウンリンク

スタッキングリンクは、インターコネクトを結合して、サーバーからデータセンターネット
ワークへのイーサーネットトラフィックに冗長パスを提供する内部または外部の物理ポートで
す。 スタッキングリンクは、関連する論理インターコネクトグループの構成に基づいていま
す。

スタッキングリン
ク
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リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

他のリソースとの関係

インターコネクトリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連付けられ
ます。

• 正確に 1 つのエンクロージャー

• ゼロ個または 1 つの論理インターコネクト、およびその論理インターコネクトを含む 1 つ
以上の論理インターコネクトグループ

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

interconnects、interconnect-types、および
logical-interconnects

[インターコネクト]

詳細情報

エンクロージャーのインターコネクトハードウェアの管理 (203 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.11 インターコネクトタイプ
インターコネクトタイプリソースには、以下のようなインターコネクトのモデルの特性を定義
します。

• ダウンリンク機能とダウンリンクポートの数

• アップリンクポート機能とアップリンクポートの数

• サポートされるファームウェアバージョン

他のリソースとの関係

インターコネクトタイプリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連付
けられます。

• ゼロ個以上のインターコネクト

UI 画面と REST API リソース

注意事項REST API リソースUI 画面

UI では、インターコネクトタイプリ
ソースを具体的に表示または参照しま
せん。ただし、その情報は、ユーザー
が [インターコネクト]画面を使用して
インターコネクトを追加または管理す
るときに HPE OneView によって使用
されます。

interconnect-types[インターコネクト]

詳細情報

リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)
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2.12 論理エンクロージャー
論理エンクロージャーは、テンプレートとして機能するエンクロージャーグループを使用して
1 つのエンクロージャーの論理ビューを表します。 論理エンクロージャー内の目的の構成がエ
ンクロージャー上の実際の構成と一致しない場合、論理エンクロージャーは不整合になりま
す。

論理エンクロージャーは、c7000 エンクロージャーを追加するときに自動的に作成されます。

他のリソースとの関係

論理エンクロージャーリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けら
れます。

• 1 つのエンクロージャー、およびそのエンクロージャーを含む 1 つのエンクロージャーグ
ループ

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

logical-enclosures[論理エンクロージャー]

詳細情報

論理エンクロージャーの管理 (247 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.13 論理インターコネクト
複数の物理インターコネクトの単一のエンティティである論理インターコ
ネクト

論理インターコネクトは、エンクロージャー内の一連のインターコネクトの構成を含む単一の
管理エンティティです。 この構成には次のものが含まれます。

• エンクロージャーがデータセンターネットワークに接続するために必要なインターコネク
ト。

• データセンターネットワークを物理アップリンクポートにマップするアップリンクセッ
ト。 アップリンクセットが定義されていない場合、論理インターコネクトはデータセン
ターネットワークに接続できず、論理インターコネクトのダウンリンクに接続されている
サーバーはデータセンターネットワークに接続できません。

• エンクロージャーミッドプレーンを介してエンクロージャー内のサーバーに接続するダウ
ンリンクポート。 論理インターコネクトには、すべてのメンバーインターコネクトのすべ
ての物理ダウンリンクが含まれます。 インターコネクトはダウンリンクによって物理サー
バーに接続されます。 ネットワークの共通セットへのアクセスを共有するダウンリンクの
セットは、論理ダウンリンクと呼ばれます。

• 内部ネットワーク。トラフィックをアップリンクから送出せずにサーバー間通信を行うた
めに使用します。

• エンクロージャー内部の接続を介して、またはインターコネクトのフェイスプレートポー
ト間の外部ケーブルを介してインターコネクトを結合するスタッキングリンク（使用する
場合）。

• すべてのメンバーインターコネクトで使用するファームウェアバージョンを指定する、
ファームウェアのベースライン。 物理インターコネクトのファームウェアのベースライン
は、論理インターコネクトによって管理されます。
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ネットワーク管理者によるサーバーベイからネットワークへの複数パスの
構成

ネットワーク管理者は、次の条件を満たす論理インターコネクトを作成することで、エンク
ロージャーの各サーバーベイがイーサーネットデータセンターネットワークへの独立パスを 2
つ使用できるようにします。

• 論理インターコネクトには少なくとも 2 つのインターコネクトがあり、それらはスタッキ
ングリンクによって結合されるか、異なる論理インターコネクトグループで 2 つのイン
ターコネクトが定義されます。

• 論理インターコネクトに、2 つ以上の物理インターコネクトからネットワークへのアップ
リンクを含むアップリンクセットが 1 つ以上ある。

HPE OneView は、ネットワークへのパスが 1 つしかない（冗長パスがない）、またはネット
ワークへのパスがまったくない構成または状態を検出し、報告します。

サーバー管理者のインターコネクト構成に関する詳細把握は不要

論理インターコネクトは単一のエンティティとして管理されるため、サーバー管理者は、イン
ターコネクト構成の詳細に関与しません。 たとえば、ネットワーク管理者が、エンクロージャー
の各サーバーベイから各イーサーネットデータセンターネットワークへの冗長アクセスを確保
するように論理インターコネクトを構成する場合、サーバー管理者は、ネットワークへの 2 つ
の接続、またはそのネットワークを含むネットワークセットへの 2 つの接続をサーバープロ
ファイルに含める必要があるだけです。

他のリソースとの関係

論理インターコネクトリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けら
れます。

• ゼロ個以上のインターコネクト。 論理インターコネクトを使用できるようにするには、1
つ以上のインターコネクトを追加する必要があります。 インターコネクトがゼロ個の場
合、エンクロージャーとその内容には、データセンターネットワークへのアップリンクが
ありません。

• エンクロージャーグループに関連付けられた 1 つ以上の論理インターコネクトグループ。
論理インターコネクトの初期構成を定義します。

• ゼロ個以上のアップリンクセット。アップリンクセットは、ゼロ個以上のアップリンク
ポートとゼロ個以上のネットワークを関連付けます。

• ゼロまたは 1 つの論理エンクロージャー

UI 画面と REST API リソース

注意事項REST API リソースUI 画面

logical-downlinks REST API を使用
して、ネットワークの共通セットとダウン
リンクに使用できる機能の情報を取得しま
す。

logical-interconnects および
logical-downlinks

[論理インターコネクト]

詳細情報

論理インターコネクトおよび論理インターコネクトグループの管理 (205 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)
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2.14 論理インターコネクトグループ
論理インターコネクトグループは、論理インターコネクトを形成するため一緒に構成されてい
るインターコネクトの物理および論理構成を定義するテンプレートです。 この構成には、次の
内容が含まれます。

• インターコネクトタイプ、インターコネクト構成、およびインターコネクトダウンリンク
機能

• スタッキングリンクに使用されるインターコネクトポート

• アップリンクポートをイーサーネットまたはファイバーチャネルネットワークにマップす
るアップリンクセット

• アップリンクセットおよび内部ネットワークに基づく使用可能なネットワーク

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• 論理インターコネクトグループ（複数可）は、各エンクロージャーではなく、エンクロー
ジャーグループに関連付けられます。

• 論理インターコネクトグループは、エンクロージャーの追加操作時に自動的に作成した
り、エンクロージャーの追加操作とは関係なく作成したりできます。

既存のエンクロージャーグループを指定せずにエンクロージャーを追加した場合、HPE
OneView は、そのエンクロージャーの物理インターコネクトに基づいて、エンクロージャー
グループと 1 つの論理インターコネクトグループを作成します。 そのエンクロージャー
グループと論理インターコネクトグループは後で編集できます。

エンクロージャーごとに複数の論理インターコネクトグループを使用する場合、エンク
ロージャーを追加する前に論理インターコネクトグループを作成するか、または論理イン
ターコネクトグループを編集して、論理インターコネクトグループからインターコネクト
を削除して別の論理インターコネクトグループに追加します。

• 論理インターコネクトグループで定義されたアップリンクセットでは、エンクロージャー
グループの論理インターコネクトごとに、アップリンクセットの初期構成を定義します。
既存の論理インターコネクトグループのアップリンクセットを変更すると、次のようにな
ります。

◦ 構成の変更後に追加したエンクロージャーのみが、新しいアップリンクセットの構成
で構成されます。

◦ 既存の論理インターコネクトは、論理インターコネクトグループと一致していないと
報告されます。 新しい構成でその既存の論理インターコネクトをアップデートするよ
うに要求できます。

論理インターコネクトを作成し、論理インターコネクトグループに関連付けると、その論理イ
ンターコネクトはそのグループに継続的に関連付けられます。また、その構成がグループと異
なる場合は論理インターコネクトから報告されます。 その論理インターコネクトの構成は、グ
ループに一致するように変更できます。

他のリソースとの関係

論理インターコネクトグループリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに
関連付けられます。

• ゼロ個以上の論理インターコネクト

• ゼロ個以上のエンクロージャーグループ

論理インターコネクトグループで定義されているアップリンクセットによって、そのグループ
の各論理インターコネクトのアップリンクセットの初期構成が指定されます。
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UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

logical-interconnect-groups[論理インターコネクトグループ]

詳細情報

論理インターコネクトおよび論理インターコネクトグループの管理 (205 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.15 論理スイッチ
論理スイッチは、管理対象または監視対象のいずれかの論理スイッチとして HPE OneView に
追加されます。 論理スイッチは、単一スタッキングドメイン内で構成される最大で 2 つの物
理トップオブラックスイッチ（c7000 エンクロージャー外部）で構成できます。
接続は、1 つの論理インターコネクトあたりの論理スイッチを 1 つに制限します。 論理イン
ターコネクト内のインターコネクトを複数の論理スイッチに接続することはできません。

論理スイッチは、論理スイッチグループ構成に基づきます。 論理スイッチがグループと一致し
ません状態（論理スイッチまたは論理スイッチグループのいずれかの変更による）に遷移した
場合、整合性のある状態に戻るには論理スイッチグループに基づいて論理スイッチ構成を更新
します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

logical-switches[論理スイッチ]

詳細情報

論理スイッチの管理 (280 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.16 論理スイッチグループ
論理スイッチグループは、論理スイッチを作成するためテンプレートです。 論理スイッチは、
最大 2 台の物理トップオブラックスイッチの集約です。
論理スイッチグループから構築されると、論理スイッチは、その論理スイッチグループに引き
続き関連付けられます。 論理スイッチグループおよびその関連付けられた論理スイッチ間の整
合性の変化は監視され、HPE OneView の関連付けられた論理スイッチ画面に表示されます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

logical-switch-groups[論理スイッチグループ]

詳細情報

論理スイッチグループの管理 (283 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)
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2.17 ネットワーク
ネットワークは、データセンター内のファイバーチャネル、Ethernet、または Fibre Channel
over Ethernet（FCoE）のネットワークを表します。

他のリソースとの関係

ネットワークリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられます。

• ゼロ個以上の接続

• 論理インターコネクトごとにゼロ個または 1 つのアップリンクセット

• タグ付きイーサーネットネットワークの場合、ゼロ個以上のネットワークセット

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

fc-networks、ethernet-networks、または
fcoe-networks

[ネットワーク]

詳細情報

ネットワークおよびネットワークリソースの管理 (195 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.18 ネットワークセット
ネットワークセットは、1 つの名前で識別される、タグ付きイーサーネットネットワークのグ
ループを表します。 ネットワークセットを使用すると、サーバープロファイル構成およびサー
バープロファイルテンプレートが簡素化されます。 サーバープロファイルの接続でネットワー
クセットを指定すると、その任意のメンバーネットワークにアクセスできます。 また、ネット
ワークセットにネットワークを追加または削除した場合、そのネットワークセットを指定して
いるサーバープロファイルはその変更の影響を受けません。 ネットワークセットの一般的な用
途の 1 つは、vSwitch への複数の VLAN で構成されるトランクです。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• ネットワークセットには、ゼロ個以上のタグ付きイーサーネットネットワークを含めるこ
とができます。

• タグ付きイーサーネットネットワークは、ゼロ個以上のネットワークセットのメンバーに
なることができます。

• サーバープロファイルの接続には、ネットワークまたはネットワークセットを指定できま
す。

• ネットワークセットは、アップリンクセットのメンバーになることができません。

その他の構成ルールも適用されます。

他のリソースとの関係

ネットワークセットリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられ
ます。

• ゼロ個以上の接続、およびその接続を使用するゼロ個以上のサーバープロファイル

• ゼロ個以上のイーサーネットネットワーク
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UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

network-sets[ネットワークセット]

詳細情報

ネットワークセットについて (196 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.19 電力供給デバイス
電力供給デバイスは、データセンターの引き込み口からラックコンポーネントまで電力を供給
する物理リソースです。 配電デバイスオブジェクトを作成して、ラック内の 1 つまたは複数
のコンポーネント用の電源を記述します。 電力供給デバイスには、給電線、ブレーカーパネ
ル、分岐回路、PDU、コンセントバー、コンセント、UPS デバイスなどがあります。
電力供給デバイスのすべてのリストについては、[電力供給デバイス]画面の詳細なオンライン
ヘルプを参照してください。

他のリソースとの関係

電力供給デバイスは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられます。

• ゼロ個以上のラック

• ゼロ個以上の非管理デバイス

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

power-devices[電力供給デバイス]

詳細情報

電力の管理 (265 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.20 ラック
ラックは、データセンターのエンクロージャー、サーバー、電力供給デバイス、非管理デバイ
スなどの IT 機器を含む物理的な構造物です。 ラックに格納された機器の物理的な位置、サイ
ズ、温度制限を記述することで、データセンターのスペースと電力のプランニングを行った
り、電力分析機能を実行できます。

他のリソースとの関係

ラックリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられます。

• ゼロ個または 1 つのデータセンター

• ゼロ個以上のエンクロージャー

• ゼロ個以上のサーバーハードウェアのインスタンス（HPE ProLiant DL サーバー対象）

• ゼロ個以上の非管理デバイス

• ゼロ個以上の電力供給デバイス
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UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

ラック[ラック]

詳細情報

電力の管理 (265 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.21 SAN Manager
[SAN Manager] を使用すると、SAN を管理するシステムを HPE OneView の管理下に置くこ
とができます。 HPE OneView に SAN Manager を追加すると、そのマネージャーが管理する
SAN は、サーバープロファイルに接続できる HPE OneView ネットワークに関連付けることが
できるようになります。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• SAN Manager は HPE OneView リソースに直接には関連付けられていません。 それらが
管理する SAN（管理対象 SAN と呼ばれます）は、HPE OneView ネットワークに関連付
けてサーバープロファイルで構成できます。

他のリソースとの関係

SAN Manager リソースは、リソースモデルの概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けら
れます。

• SAN Manager 上の管理対象 SAN は、1 つの HPE OneViewネットワークに関連付けるこ
とができます。このネットワークは、1 つのサーバープロファイルに関連付けることがで
きます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

device-managers[SAN Manager]

詳細情報

SAN Manager (274 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.22 SAN
[SAN] は、SAN 管理者により検出され、HPE OneView ネットワークに関連付けられている場
合は管理対象になります。 SAN のボリュームのサーバープロファイル添付ファイルは、サー
バー、SAN のゾーニング、およびストレージシステムを自動的に構成し、サーバーによるボ
リュームへのアクセスを有効にします。

[SAN] は、その SAN が属する SAN Manager が追加されたときに、HPE OneView で使用でき
るようになります。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• SAN は、その SAN が存在する SAN Manager に関連付けられます。
• SAN は、1 つ以上のファイバーチャネル（FC）または Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）ネットワークに関連付けできます。
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他のリソースとの関係

SAN のリソースは、リソースモデルの概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられま
す。

• SAN Manager 上の管理対象 SAN は、1 つのファイバーチャネル（FC）または Fibre
Channel over Ethernet（FCoE）ネットワークに関連付けることができます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

fc-sans[SAN]

詳細情報

SAN (276 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.23 サーバーハードウェア
サーバーハードウェアは、エンクロージャーに設置された物理 HPE ProLiant BL460c Gen8
サーバーブレード、物理 HPE ProLiant DL380p ラックマウント型サーバーなどのサーバーハー
ドウェアのインスタンスを表します。

サポートされるサーバーハードウェアについて詳しくは、『HPE OneView サポートマトリッ
クス』を参照してください。

他のリソースとの関係

サーバーハードウェアリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連付け
られます。

• ゼロ個または 1 つのサーバープロファイル。 サーバーにサーバープロファイルが割り当
てられていない場合、ファームウェアの管理やデータセンターネットワークへの接続な
ど、サーバープロファイルリソースを必要とする操作を実行できません。 ただし、以下の
操作は実行できます。

◦ 管理対象サーバーハードウェアを HPE OneView に追加する（HPE OneView がサー
バーファームウェアを管理するために必要な最小バージョンに自動的にアップデート
する操作を含む）。

注記: HPE OneView で必要な最小ファームウェアバージョン未満で監視対象サー
バーを追加しようとすると失敗します。ファームウェアは、Smart Update Manager
を使用するなど、HP OneView の外部でアップデートする必要があります。

◦ インベントリデータを表示する。

◦ サーバーの電源をオンまたはオフにする。

◦ iLO のリモートコンソールを起動する。

◦ 電力、冷却、および使用率を監視する。

◦ ヘルスおよびアラートを監視する。

• 正確に 1 つのサーバーハードウェアタイプです。

• サーバーハードウェアがサーバーブレードの場合、エンクロージャーの正確に 1 つのデバ
イスベイ。 この関連付けは、フルハイトサーバーブレードにも適用されます。このサー
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バーブレードは 2 つのデバイスベイを使用しますが、上部のベイにのみ関連付けられま
す。

• サーバーハードウェアがラックマウント型サーバーの場合、ゼロ個または 1 つのラックリ
ソースとゼロ個以上の電力供給デバイス。

UI 画面と REST API リソース

注意事項REST API リソースUI 画面

サーバーの電源オフまたは電源オン、
サーバーのリセット、HPE iLO のリ
モートコンソールの起動などの操作を
実行する場合は、サーバープロファイ
ルリソースではなく、サーバーハード
ウェアリソースを使用します。 iLO の
リモートコンソールは、UI から起動
できます。 REST API には iLO のリ
モートコンソールを起動するための
API がありません。

server-hardware[サーバーハードウェア]

詳細情報

サーバーハードウェアの管理 (163 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.24 サーバーハードウェアタイプ
サーバーハードウェアタイプでは、サーバーハードウェアの物理的な構成に関する詳細を収集
し、そのタイプのサーバーハードウェアに割り当てられたサーバープロファイルに使用できる
設定を定義します。 たとえば、HPE ProLiant BL460c Gen8 サーバーブレードのサーバーハー
ドウェアタイプには、そのサーバーブレードハードウェア構成のデフォルトの BIOS 設定一式
が含まれます。

エンクロージャーを HPE OneView に追加すると、HPE OneView はエンクロージャーに設置
されているサーバーを検出し、検出した固有のサーバー構成ごとに 1 つのサーバーハードウェ
アタイプを作成します。 固有のラックマウント型サーバーモデルを追加すると、HPE OneView
はそのサーバー構成用の新しいサーバーハードウェアタイプを作成します。

他のリソースとの関係

サーバーハードウェアタイプは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連付けら
れます。

• ゼロ個以上のサーバープロファイル

• ゼロ個以上のサーバープロファイルテンプレート

• そのサーバーハードウェアタイプによって定義されたタイプのゼロ個以上のサーバー

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

server-hardware-types[サーバーハードウェアタイプ ]

詳細情報

サーバーハードウェアタイプについて (168 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)
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2.25 サーバープロファイル
サーバープロファイルは、サーバー構成の主要要素を 1 つの場所に集めているため、ベストプ
ラクティスに従って Converged Infrastructure ハードウェアをすばやくかつ一貫性のある方法
でプロビジョニングできます。

サーバープロファイルには、サーバーハードウェアに関する以下の構成情報を指定できます。

• 基本的なサーバー識別情報

• ファームウェアバージョン

• イーサーネットネットワーク、イーサーネットネットワークセット、FCoE ネットワーク、
よびファイバーチャネルネットワークへの接続

• ローカルストレージ

• SAN ストレージ

• ブート設定

• BIOS 設定

• 物理または仮想 Universally Unique Identifier（UUID）、メディアアクセス制御（MAC）
アドレス、および World Wide Name（WWN）アドレス

他のリソースとの関係

サーバープロファイルは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連付けられます。

• ゼロ個または 1 つのサーバープロファイルテンプレート。

• ゼロ個以上の接続リソース。 接続リソースを使用して、サーバーからネットワークまたは
ネットワークセットへの接続を指定できます。 接続をまったく指定しなかった場合、サー
バーはデータセンターネットワークに接続できません。 サーバープロファイル接続に使用
できるネットワークとネットワークセットは、サーバーハードウェアが設置されているエ
ンクロージャーの論理インターコネクトの構成によって異なります。

• ゼロまたは 1 つのサーバーハードウェアリソース。

• 正確に 1 つのサーバーハードウェアタイプリソース。

• 正確に 1 つのエンクロージャーグループリソース。
サーバープロファイルを移植できるようにするため、サーバープロファイルは、エンク
ロージャーリソースではなく、エンクロージャーグループリソースに関連付けられます。
エンクロージャーグループのエンクロージャーは完全に同じように構成されるため、その
サーバーハードウェアがエンクロージャーグループのどのエンクロージャーとベイに格納
されているかに関係なく、適切なサーバーハードウェアにサーバープロファイルを割り当
てることができます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

server-profiles[サーバープロファイル]

詳細情報

サーバープロファイルの管理 (172 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)
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2.26 サーバープロファイルテンプレート
サーバープロファイルテンプレートは、HPE OneView 内のサーバープロファイルの監視、フ
ラグ、および更新に役立ちます。

サーバープロファイルテンプレートでは、以下の構成のソースを定義します。

• ファームウェアバージョン

• イーサーネットネットワーク、イーサーネットネットワークセット、およびファイバー
チャネルネットワークへの接続

• ローカルストレージ

• SAN ストレージ

• ブート設定

• BIOS 設定

• プロファイルアフィニティ

他のリソースとの関係

サーバープロファイルテンプレートは、リソース概要図 (44 ページ) の以下のリソースに関連
付けられます。

• ゼロ個以上のサーバープロファイルリソース。

• ゼロ個以上の接続リソース。

• 正確に 1 つのサーバーハードウェアタイプリソース。

• 正確に 1 つのエンクロージャーグループリソース。
サーバープロファイルを移植できるようにするため、サーバープロファイルは、エンク
ロージャーリソースではなく、エンクロージャーグループリソースに関連付けられます。
エンクロージャーグループのエンクロージャーは完全に同じように構成されるため、その
サーバーハードウェアがエンクロージャーグループのどのエンクロージャーとベイに格納
されているかに関係なく、適切なサーバーハードウェアにサーバープロファイルを割り当
てることができます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

server-profile-templates[サーバープロファイルテンプレート]

詳細情報

サーバープロファイルテンプレートの管理 (184 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.27 ストレージプール
ストレージプールは、ストレージシステム上に存在し、ボリュームを含んでいます。 ストレー
ジプールは、そのシステムの管理ソフトウェアを使用してストレージシステム上で作成されま
す。 ストレージプールを HPE OneView に追加した後は、既存のボリュームを追加または新し
いボリュームを作成できます。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• ストレージプールは 1 つのストレージシステムにのみ存在します。
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• ストレージプールは、ゼロ個以上のボリュームを含むことができます。

• ストレージプールは、ゼロ個以上のボリュームテンプレートに関連付けることができま
す。

他のリソースとの関係

ストレージプールリソースは、リソースモデルの概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付
けられます。

• 1 つのストレージシステムと、それを介してゼロ個以上のボリューム、ボリュームは、ゼ
ロ個以上のサーバープロファイルに接続することができます

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

storage-pools[ストレージプール]

詳細情報

ストレージプール (272 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.28 ストレージシステム
サポートされるストレージシステムをストレージプールおよびボリュームを管理する HPE
OneView に接続できます。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• ストレージシステムは、ゼロ個以上のストレージプールを持つことができます。

• ストレージシステムは、各ストレージプールにゼロ個以上のボリュームを持つことができ
ます。

他のリソースとの関係

ストレージシステムリソースは、リソースモデルの概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連
付けられます。

• ゼロ個以上のストレージプール、およびそれらのストレージプールを介してゼロ個以上の
ボリューム

• ゼロ個以上のボリュームを介してゼロ個以上のサーバープロファイル

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

storage-systems[ストレージシステム]

詳細情報

ストレージシステム (271 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)
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2.29 スイッチ
スイッチは、統一されたコンバージドファブリックをイーサーネット経由で LAN および SAN
のトラフィックに提供します。 この統合によって、ネットワークの統合と、インフラストラク
チャとケーブル接続の活用を実現できるので、必要なアダプターおよびケーブルの数を減ら
し、冗長スイッチを取り除くことができます。

エンクロージャー、サーバーブレード、および Cisco Fabric Extender for HP BladeSystem モ
ジュール、Cisco Nexus トップオブラックスイッチなどのサードパーティ製デバイスの構成
は、サーバーブレードの管理、およびアクセス層にリダンダンシがある各サーバーからの帯域
幅の高い需要に対してスケーラビリティを提供します。

HPE OneView は、スイッチと関連するインターコネクトの最小限の監視（電力と状態のみ）
を提供します。 サポートされるデバイスの完全なリストについては、『HPE OneView サポー
トマトリックス』を参照してください。

他のリソースとの関係

Cisco Nexus トップオブラックスイッチは、リソース概要図 (44 ページ) に示すように、イン
ターコネクト、具体的にはエンクロージャー内の Cisco Fabric Extender for BladeSystem モ
ジュールに関連付けられます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

スイッチ[スイッチ]

詳細情報

スイッチの管理 (279 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.30 非管理デバイス
非管理デバイスは、ラックに設置されている物理リソース、または電力を消費する物理リソー
スですが、HPE OneView によって現在管理されていない物理リソースです。 一部の非管理デ
バイスは、HPE OneView が管理できないサポート対象外のデバイスです。
Intelligent Power Discovery（IPD）接続を使用してインテリジェントパワーディストリビュー
ションユニット（iPDU）に接続されているすべてのデバイスは、非管理デバイスとして HPE
OneView に追加されます。
KVM スイッチ、ルーター、ラック収納型モニターとキーボードなど、IPD をサポートしてい
ないその他のデバイスは、非管理デバイスのリストに自動的に追加されません。 このようなデ
バイスを HPE OneView に追加するには、手動で追加して、名前、ラック位置、所要電力を記
述できます。

他のリソースとの関係

非管理デバイスリソースは、リソース概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられます。

• ゼロ個以上のラック

• ゼロ個以上の電力供給デバイス
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UI 画面と REST API リソース

注意事項REST API リソースUI 画面

非管理デバイスのプロパティは、UI または REST
API を使用して表示、追加、または編集できます。
非管理デバイスを削除するには、REST API を使用
する必要があります。

unmanaged-devices[非管理デバイス]

詳細情報

非管理デバイスについて (168 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.31 アップリンクセット
アップリンクセットは、データセンターネットワークをインターコネクトのアップリンクポー
トに割り当てます。 アップリンクは、アップリンクセットが属する論理インターコネクトのメ
ンバーである物理インターコネクトからのアップリンクである必要があります。 アップリンク
セットは、論理インターコネクトの一部です。 各論理インターコネクトには、次の制限があり
ます。

• アップリンクセットには、ネットワークセットを含めることができません。

• ネットワークは、論理インターコネクトグループあたり 1 つのアップリンクセットのメン
バーになれます。

• アップリンクセットには、1 つのファイバーチャネルネットワークを含めることができま
す。

• アップリンクセットには、複数のイーサーネットネットワークを含めることができます。

• アップリンクセットには 1 つまたは複数の FCoE ネットワークを含めることができます
が、アップリンクは 1 つの FCoE 対応インターコネクト内に含める必要があります。

• 内部ネットワークでは、論理インターコネクト内のサーバー間接続が許可されます。 内部
ネットワークは、既存のネットワークを内部ネットワークに追加するが、アップリンク
セットとの関連付けは行わないことで、作成されます。 内部ネットワークをアップリンク
セットに追加すると、そのネットワークは自動的に内部ネットワークから削除されます。

他のリソースとの関係

アップリンクセットは、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループの一部で
す。

論理インターコネクトグループに定義されたアップリンクセットによって、そのグループに属
する論理インターコネクトで使用するアップリンクセットの構成を指定します。 論理インター
コネクトのアップリンクセットが、論理インターコネクトグループのアップリンクセットと一
致しない場合、HPE OneView は、論理インターコネクトがそのグループと一致していないこ
とを報告します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

uplink-sets[論理インターコネクト]または [論理インターコネクト
グループ]

詳細情報

アップリンクセットについて (207 ページ)
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論理インターコネクトおよび論理インターコネクトグループの管理 (205 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.32 ボリューム
ボリュームとは、ストレージプールから割り当てられている仮想ディスクです。 サーバープロ
ファイルは、ボリュームに対するサーバーの接続を定義できます。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• ボリュームは、ただ 1 つのストレージシステム上に存在するただ 1 つのストレージプール
に存在します。

• ボリュームはゼロ、1 つ、または多数のサーバープロファイルに接続することができます。

他のリソースとの関係

ボリュームリソースは、リソースモデルの概要図 (44 ページ) の次のリソースに関連付けられ
ます。

• 1 つのストレージプール、およびそれを介して 1 つのストレージシステム

• ボリューム接続を介してゼロ、1 つ、または多数のサーバープロファイル

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

storage-volumes[ボリューム]

詳細情報

ボリューム (273 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)

2.33 ボリュームテンプレート
ボリュームテンプレートは、それから作成されるボリュームの設定を定義します。 ボリューム
テンプレートを使用して、同一の構成の複数のボリュームを作成します。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

• ボリュームテンプレートは、1 つのストレージプールに関連付けることができます。

他のリソースとの関係

ボリュームテンプレートリソースは、リソースモデルの概要図 (44 ページ) の次のリソースに
関連付けられます。

• 1 つのストレージプール、これには、ゼロ、1 つ、または多数のボリュームテンプレート
を関連付けることができます

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

storage-volume-templates[ボリュームテンプレート]
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詳細情報

ボリュームテンプレート (274 ページ)
リソースモデルの概要図 (44 ページ)
リソースモデルについて (43 ページ)
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3 アプライアンスのセキュリティ機能について
従来の環境で使用されているほとんどのセキュリティポリシーや取り組みは仮想化環境にも適
用可能です。 ただし、仮想化環境では、それらのポリシーに変更や追加が必要になることがあ
ります。

現在、GUI、REST API、およびメッセージバスアクセスでサポートされているのは Transport
Layer Security（TLS）プロトコルだけです。 ドキュメント内での「SSL」への参照はすべて、
「TLS」プロトコルを意味するものと理解してください。

3.1アプライアンスの保護
CATA（Comprehensive Applications Threat Analysis）は、潜在的なセキュリティ欠陥の数を
大幅に削減するために設計された強力なセキュリティ品質評価ツールです。 アプライアンスの
設計では、CATA の基本技術を採用し、CATA による検査が実施されています。
次の要因により、アプライアンスとそのオペレーティングシステムのセキュリティが確保（強
化）されています。

• オペレーティングシステムのベストプラクティスのセキュリティガイドラインに従ってい
ます。

アプライアンスのオペレーティングシステムでは、機能を提供するために必要なサービス
だけを実行することで、その脆弱性を最小限に抑えます。 アプライアンスのオペレーティ
ングシステムでは、内部で強制的にアクセス制御を実施します。

◦ アプライアンスは、特定のポート上のトラフィックを許可し、使用されていないすべ
てのポートをブロックするファイアウォールを維持します。 使用するネットワーク
ポートのリストについては、「HPE OneView で必要なポート」 (78 ページ) を参照し
てください。

◦ アプライアンスの主要なサービスは、必要な権限によってのみ実行されます。特権
ユーザーでは実行されません。

◦ オペレーティングシステムのブートローダーはパスワードで保護されています。 アプ
ライアンスは、シングルユーザーモードで起動しようとするユーザーによって侵害さ
れる可能性はありません。

• アプライアンスは、分離された管理 LAN で完全に動作するように設計されています。 実
務 LAN にアクセスする必要はありません。

• アプライアンスでは、初回ログイン時にパスワードの変更を要求します。 デフォルトのパ
スワードを再び使用することはできません。

• アプライアンスでは、自己署名証明書と認証機関発行の証明書をサポートしています。

アプライアンスは最初に、自己署名証明書を使用して構成されます。 インフラストラク
チャ管理者で証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信したらその証明書をアプライ
アンスにアップロードできます。 これにより、アプライアンスへの HTTPS 接続の完全性
と信頼性を確保できます。

• すべてのブラウザー操作と REST API 呼び出しでは、HTTPS が使用されます。 弱い Secure
Sockets Layer（SSL）暗号はすべて無効になります。

• アプライアンスではセキュアなアップデートをサポートしています。 Hewlett Packard
Enterprise では、すべてのアップデートにデジタル署名して、完全性と信頼性を確保しま
す。

• バックアップファイルとトランザクションログは暗号化されます。

• サポートダンプはデフォルトで暗号化されますが、インフラストラクチャ管理者は暗号化
しないことを選択することもできます。 別の役割を持つユーザーが作成する場合はサポー
トダンプは自動的に暗号化されます。
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• オペレーティングシステムレベルのユーザーは、アプライアンスへのアクセスを許可され
ません。

• Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスソフトウェアコンポーネントに対する
脅威についてセキュリティ速報を入念に確認し、必要に応じてソフトウェアアップデート
を発行します。

3.2 セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス
次の表には、物理環境と仮想環境両方に対して Hewlett Packard Enterprise が推奨するセキュ
リティのベストプラクティスの一部が記されています。 セキュリティポリシーや実装方法は多
岐にわたるため、すべてを網羅した決定版となるリストを提供するのが難しい状況です。

ベストプラクティス項目

• ローカルアカウントの数を制限する。 Microsoft Active Directory や OpenLDAP などのエン
タープライズディレクトリソリューションとアプライアンスを統合します。

アカウント

• 可能な場合、信頼できる認証機関（CA）によって署名された証明書を使用します。
HPE OneView は証明書を使用して認証し、信頼関係を確立します。 証明書を使用する最も
一般的な例が、Web ブラウザーから Web サーバーへの接続を確立するときです。 マシンレ
ベルの認証は、SSL を使用して、HTTPS プロトコルの一部として実行されます。 証明書
は、通信チャネルの設定時にデバイスを認証する場合にも使用できます。

アプライアンスでは、自己署名証明書と CA 発行の証明書をサポートしています。
アプライアンスは最初、Web サーバー、およびメッセージブローカーソフトウェアの自己署
名証明書で構成されています。

セキュリティニーズを調べ（つまり、リスク評価を実行し）、信頼できる CA が署名した証
明書の使用を検討することをお勧めします。 セキュリティを最高レベルに高めるため、信頼
できる認証機関が署名した証明書を使用することをお勧めします。

◦ 理想的には、企業の既存の CA を使用し、その信頼済み証明書をインポートしてくださ
い。 信頼済みルート CA 証明書は、システムに接続するユーザーのブラウザーと、証明
書の検証を実行する必要があるデバイスにインストールする必要があります。

◦ 企業独自の認証機関がない場合は、外部 CA を使用することを検討してください。 信頼
済み証明書を提供するサードパーティ企業は多数あります。 外部 CA を使用して、特定
のデバイスおよびシステム用に生成された証明書を取得し、これらの信頼済み証明書を、
使用するコンポーネントにインポートする必要があります。

インフラストラクチャ管理者で証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信したらその証
明書をアプライアンス Web サーバーにアップロードできます。 これにより、アプライアン
スへの HTTPS 接続の完全性と信頼性を確保できます。 データベースおよびメッセージブ
ローカー用に証明書をアップロードすることもできます。

詳しくは、「認証機関の使用」(75 ページ)を参照してください。

証明書
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ベストプラクティス項目

• Hewlett Packard Enterprise は、プライベート管理 LAN を作成した場合、VLAN またはファ
イアウォール技術（またはその両方）を使用して実務 LAN から別にしておくことを推奨し
ます。

◦ 管理 LAN
Onboard Administrator、iLO、および iPDU を含むすべての管理プロセッサーデバイスを
HPE OneView アプライアンスおよび管理 LAN に接続します。
管理 LAN アクセスは、インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、およびサー
バー管理者という認定担当者のみに認めます。

◦ 実務 LAN
管理対象デバイスのすべての NIC を実務 LAN に接続します。

• 管理システム（アプライアンス、iLO、Onboard Administrator など）をインターネットに直
接接続しないでください。

インバウンドのインターネットアクセスが必要な場合は、ファイアウォールによる保護を提
供する、企業の仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してください。 アウトバウン
ドのインターネットアクセス（たとえば、リモートサポート用）には、セキュアな Web プ
ロキシを使用してください。

ネットワーク

• アプライアンスは、その管理環境で不要なサービスを削除または無効にするように事前構成
されています。 ホストシステム、管理システム、ネットワークデバイス（使用されていない
ネットワークポートを含む）を構成するときは、常にサービスを最小限に抑えて、環境を攻
撃できる方法の数を大幅に減らします。

不要なサービス

• アプライアンスのローカルアカウントの場合、パスワードポリシーに従ってパスワードを定
期的に変更する。

• 次の種類の文字のうち、少なくとも 3 種類の文字がパスワードに含まれるようにする。

◦ 数字
◦ 小文字の英字
◦ 大文字の英字
◦ 特殊文字

パスワード

• タスクを実行するために必要なアクセスに従ってロールを明確に定義し、ユーザーに割り当
てます。

インフラストラクチャ管理者のロールは、最高度のアクセス用に予約しておく必要がありま
す。

役割

• Information Technology Infrastructure Library（ITIL）で定義されているプラクティスや
手順などを使用することを検討します。 詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.itil-officialsite.com/home/home.aspx

サービス管理
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ベストプラクティス項目

• ソフトウェアとファームウェアのアップデートが利用可能かどうかを確認し、定期的に環境
内のすべてのコンポーネントのアップデートをインストールするプロセスを確立します。

アップデート

• 仮想環境での管理者の役割と任務の変化について管理者に周知徹底する。

• アプライアンスコンソールへのアクセスを、許可されたユーザーに制限する。 詳しくは、
「コンソールアクセスの制限」 (80 ページ) を参照してください。

• 環境で侵入検知システム（IDS）ソリューションを使用している場合、そのソリューション
が仮想スイッチでネットワークトラフィックを認識できるようにする。

• ハイパーバイザーでプロミスキャスモードをオフにして、VLAN 上のトラフィックを暗号化
し、VLAN トラフィックのスニッフィングへの影響を小さくする。

注記: ほとんどの場合、プロミスキャスモードがハイパーバイザーで無効になっていると、
このモードは仮想マシン（VM）ゲストで使用できません。 VM ゲストは、プロミスキャス
モードを有効にできますが、機能しません。

• 信頼のゾーン、たとえば、実務マシンから分離した非武装地帯（DMZ）を維持する。

• ファイバーチャネルデバイスで適切なアクセス制御を確保する。

• ストレージホストと計算ホストの両方で LUN マスキングを使用する。

• 検出によってでなく、ホスト構成で LUN を定義するようにする。

• 可能な場合、ポートの Worldwide Name（WWN）に基づいてハードゾーニング（ファブリッ
ク全体の通信を制限する）を使用する。

• スイッチポートレベルでの WWN による通信を強制する。

仮想環境

3.3 ログインセッションの作成
ブラウザーまたは他のクライアント（たとえば REST API を使用）経由でアプライアンスにロ
グインすると、ログインセッションが作成されます。 アプライアンスにその他の要求を行うと
きには、セッション ID を使用します。この ID は、認証済みユーザーであることを示すため、
保護する必要があります。

セッションは、ログアウトするかセッションがタイムアウトする（たとえば、セッションが、
セッションアイドルタイムアウト値よりも長い時間アイドル状態の場合）まで、有効なままで
す。

3.4アプライアンスアクセスの認証
アプライアンスにアクセスするには、ユーザー名とパスワードを使用した認証が必要です。
ユーザーアカウントは、アプライアンスまたはエンタープライズディレクトリで構成します。
認証を含むすべてのアクセス（ブラウザーと REST API）は、SSL 経由で行われ、ネットワー
クへの転送時に認証情報が保護されます。

3.5 許可されたユーザーのアクセスの制御
アプライアンスへのアクセスは、認証済みユーザーがアプライアンスで実行できる操作を記述
する役割によって制御されます。 各ユーザーに 1 つ以上の役割を関連付ける必要があります。

3.5.1 ユーザーアカウントと役割の指定
アプライアンスでは、ユーザーのログインアカウントに役割を割り当てる必要があります。こ
の役割によって、ユーザーが実行する権限のある操作が決まります。

各役割とこれらの役割で可能になる機能については、「ユーザーの役割について」(286 ページ)
を参照してください。

ユーザーアカウントを追加、削除、および編集する方法については、オンラインヘルプを参照
してください。
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3.5.2 iLO および OA の SSO が可能な役割のマッピング
アプライアンスでは、ユーザーが作成した iLO または OA（オンボード管理者）の認証情報を
保存していなくても、iLO および OA への SSO（シングルサインオン）が可能です。 次の表
には、アプライアンス、iLO、および OA 間での役割のマッピングが示されています。

SSO が可能な OA の役割SSO が可能な iLO の役割アプライアンスの役割

管理者管理者インフラストラクチャ管理者

管理者管理者サーバー管理者

ユーザーユーザーネットワーク管理者

ユーザーユーザー読み取りのみ

なしなしバックアップ管理者

ユーザーユーザーストレージ管理者

アプライアンスの役割

「ユーザーの役割について」(286 ページ)を参照してください。

iLO の役割

• administrator 権限で、サーバーのリセット、リモートコンソール、およびログインタスク
に対するすべての管理権の割り当てが可能です。

• ユーザー権限には、IP アドレス、DNS 名、または時間に基づくアクセス制限があります。

OA の役割

• 管理者権限で、エンクロージャーでのすべてのユーザーアカウントの作成や編集が可能で
す。

• operator 権限で、情報へのフルアクセスと、アクセスが許可されているベイの制御が可能
です。

注記: SSO は、許可されたベイを構成できません。

• ユーザー権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。

3.5.3 アプライアンスの操作と ILO、OA、および iPDU とのマッピング
アプライアンスは、iLO、OA、および iPDU で構成を実行します。 次の表には、アプライアン
スがこれらのデバイスとどのようにやり取りするかがまとめられています。

ファイアウォールについて詳しくは、「HPE OneView で必要なポート」(78 ページ)を参照し
てください。

iPDUOAiLO説明プロトコルまたは
操作

構成使用構成使用構成使用

✓✓NTP を構成するNTP

✓✓✓✓✓✓情報を収集するよう
に SNMP を有効に
して構成する

SNMP
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iPDUOAiLO説明プロトコルまたは
操作

構成使用構成使用構成使用

✓✓✓✓✓✓アプライアンスに送
信される SNMP ト
ラップを有効にして
構成する

SNMP トラップ

✓✓✓情報を収集する（具
体的なプロトコルは
異なるが、すべて
SSL を使用）

HTTPS
（RIBCL/SOAP/JSON）
1

✓UI から iLO リモー
トコンソールへのリ
ンク

リモートコンソー
ル

使用されないSSH

使用されないTelnet

✓✓一般的なシステム情
報を収集する

XML 応答

✓✓✓✓UI アクセス用の
SSO 証明書を有効
にして構成する。 認
められている権限に
ついては、「iLO お
よび OA の SSO が
可能な役割のマッピ
ング」(71 ページ)を
参照してください。

SSO

✓✓✓✓管理者レベルのユー
ザーアカウント（お
よびランダムに生成
されたパスワード）
を使用してシステム
を構成および管理す
る

アプライアンスの
ユーザーアカウン
ト
（_HPOneViewAdmin）

1 SSL は、ネットワーク上のトラフィックを暗号化しますが、リモートシステムの証明書は認証しません。

3.6 認証情報の保護
ローカルユーザーアカウントのパスワードは、ソルト付きハッシュを使用して保存されます。
つまり、ランダム文字列と結合され、その結合された値がハッシュとして保存されます。 ハッ
シュは、文字列を一意の値にマップする一方向アルゴリズムであるため、元の文字列をハッ
シュから取得することはできません。

パスワードはブラウザーでマスクされます。 ネットワーク上のアプライアンスとブラウザー間
でパスワードを送信する場合、パスワードは SSL によって保護されます。
ローカルユーザーアカウントのパスワードは、8 文字以上で、1 つ以上の大文字を含んでいる
必要があります。 アプライアンスは、その他のパスワード複雑化ルールを適用しません。 パ
スワードの強度と有効期限は、サイトのセキュリティポリシーで指定します（「セキュアなア
プライアンスを維持するためのベストプラクティス」 (68 ページ) を参照してください）。 外
部の認証ディレクトリサービス（別名、エンタープライズディレクトリ）とアプライアンスを
統合した場合は、ディレクトリサービスによってパスワードの強度と有効期限が適用されま
す。
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3.7 監査ログについて
監査ログには、アプライアンスで実行された操作の記録が格納されます。その記録は、個人の
説明責任に使用できます。

監査ログのダウンロードには、インフラストラクチャ管理者権限が必要です。

UI からの監査ログのダウンロードについては、「監査ログのダウンロード」(320 ページ)を参
照してください。

監査ログは、大きくなりすぎるのを防ぐために定期的にロールオーバーされるため、監査ログ
を監視してください。 長期の監査履歴を維持するには、監査ログを定期的にダウンロードしま
す。

各ユーザーには、セッションごとに一意のログ ID があるため、監査ログでユーザーの操作を
追跡できます。 一部の操作はアプライアンスによって実行されるため、ログ ID がない場合が
あります。

以下に、監査エントリーの詳細を示します。

説明トークン

イベントの日時日付/時刻

内部コンポーネントの一意の識別子内部コンポーネン
ト ID

組織 ID。 内部使用のために予約済み予約済み

ユーザーのログインドメイン名ユーザードメイン

ユーザー名ユーザー名/ID

メッセージに関連付けられたユーザーセッション IDセッション ID

メッセージに関連付けられたタスクリソースの URIタスク ID

クライアント（ブラウザー）の IP アドレスによって、要求を開始したクライアントマシンを
特定します。

クライアントホス
ト/IP

操作の結果。以下のいずれかの値になります。

• SUCCESS

• FAILURE

• SOME_FAILURES

• CANCELED

• KILLED

結果

操作の説明。以下のいずれかの値になります。

•••• CANCELEDUNSETUPLISTADD

• •••MODIFY LOGINDEPLOYENABLE

•• ••DISABLEDELETE LOGOUTSTART

••• •DONESAVEACCESS DOWNLOAD_START

••• KILLEDSETUPRUN

操作
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説明トークン

イベントの深刻度の説明。以下のいずれかの値になります。深刻度の降順に並んでいます。

• INFO

• NOTICE

• WARNING

• ERROR

• ALERT

• CRITICAL

深刻度

REST API カテゴリについては、オンラインヘルプの『HPE OneView REST API リファレン
ス』を参照してください。

リソースカテゴリ

タスクに関連付けられたリソースの URI/名前リソース URI/名前

監査ログに表示される出力メッセージメッセージ

メンテナンスコンソールエントリー  
監査ログには、以下のメンテナンスコンソールイベントのエントリーが含まれています。

• ログインが必要ないエントリー

• 成功したログイン

• 失敗したログイン

• 失敗したチャレンジ-レスポンス認証試行

• 試行したアプライアンスの再起動

• 試行したアプライアンスのシャットダウン

• 管理者パスワードのリセットの試行

• サービスコンソールの起動と終了

3.8 監査ログのポリシーの選択
監査ログをダウンロードおよび確認するポリシーを選択します。

監査ログには、アプライアンスで実行された操作の記録が格納されます。その記録は、個人の
説明責任に使用できます。 監査ログが大きくなると、古い情報から削除されます。 長期の監
査履歴を保持するには、監査ログを定期的にダウンロードして保存する必要があります。

監査ログについて詳しくは、「監査ログについて」 (73 ページ) を参照してください。

3.9 SSL 経由のアプライアンスアクセス
アプライアンスへのすべてのアクセスは、HTTP over SSL（HTTPS）を経由し、ネットワーク
上でデータが暗号化されるため、データの完全性を確保できます。 サポートされている暗号ス
イートのリストは、オンラインヘルプの「アプライアンスをセキュリティで保護するためのア
ルゴリズム」を参照してください。

3.10 ブラウザーからの証明書の管理
証明書を使用して、SSL 経由でアプライアンスを認証します。 証明書には公開キーが含まれ、
アプライアンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応するプライベートキーを管理しま
す。

注記: この項では、ブラウザーの観点からの証明書の管理について説明します。 ブラウザー
以外のクライアント（cURL など）で証明書を使用する方法については、そのクライアントの
ドキュメントを参照してください。
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証明書には、アプライアンスの名前も含まれます。SSL クライアントはこの名前を使用してア
プライアンスを識別します。

証明書には次のボックスがあります。

• [共通名 (CN)]
この名前は必須です。 デフォルトでは、アプライアンスの完全修飾ホスト名が入力されて
います。

• [代替名]
この名前はオプションですが、ブラウザーによる名前不一致警告を最小限に抑えるために
複数の名前（IP アドレスを含む）がサポートされているため、入力することをお勧めしま
す。

デフォルトでは、完全修飾ホスト名（DNS を使用している場合）、短いホスト名、およ
びアプライアンスの IP アドレスが入力されています。

注記: [代替名]に入力する場合は、そのうちの 1 つの名前を [共通名 (CN)] の名前と同じ
にする必要があります。

これらの名前は、手動で自己署名証明書または証明書署名要求を作成するときに変更できま
す。

3.10.1 自己署名証明書
アプライアンスによって生成されるデフォルトの証明書は自己署名されたもので、信頼された
認証機関が発行したものではありません。

デフォルトで、ブラウザーは、自己署名証明書に関する事前の知識を持っていないため、自己
署名証明書を信頼しません。 ブラウザーに警告ダイアログボックスが表示されるため、自己署
名証明書を受け入れる前にその内容を確認できます。

3.10.2 認証機関の使用
証明書の信頼の管理を簡素化するためには、信頼された CA（認証機関）を使用します。CA
は、インポートする証明書を発行します。 ブラウザーが CA を信頼するように構成されている
場合は、その CA によって署名された証明書も信頼されます。 CA は、内部機関（組織で運
営、管理）でも外部機関（第三者によって運営、管理）でもかまいません。

CA によって署名された証明書をインポートし、自己署名証明書の代わりに使用することがで
きます。 全体的なステップは次のとおりです。
1. CSR（証明書署名要求）を生成します。
2. CSR をコピーし、CA に指示されたとおり CA に送信します。
3. CA によって、要求者の認証が行われます。
4. CA の規定のとおり、CA から要求者に証明書が送信されます。
5. 証明書をインポートします。

CSR を生成して証明書をインポートする方法については、UI のヘルプを参照してください。

3.10.3 証明書の署名リクエストの作成
アプライアンスは、SSL 経由の認証用の証明書を使用します。 証明書には公開キーが含まれ、
アプライアンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応するプライベートキーを管理しま
す。

認証機関（CA）とは、その CA を信頼している他のユーザーがホストも信頼できるようにする
証明書を発行する、信頼できる機関です。 基本的に、CA はホストを保証します。
自己署名証明書の作成については、「自己署名証明書の作成」 (76 ページ) を参照してくださ
い。
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前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

• CA が必要としている、要求のための情報を収集します。

• CA のチャレンジパスワードを取得します。
証明書署名リクエストの作成

1. メインメニューから [設定]を選択します。
2. [アクション]→[証明書要求の作成]を選択します。
3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. [OK] をクリックします。
5. ダイアログボックスから証明書要求データをコピーし、CA に送信します。 証明書要求
データの送信方法と送信先は CA によって指定されます。

6. [OK] をクリックします。
次の手順：CA から証明書を受信したら、証明書をインポートします。 証明書のインポートを
参照してください。

1. 証明書署名リクエストを CA に送信します。 CA は、要求の送信方法および送信先を指定
します。

2. CA が申請者を認証します。
3. 証明書をインポートします。

3.10.4 自己署名証明書の作成
アプライアンスは、SSL 経由の認証用の証明書を使用します。 証明書には公開キーが含まれ、
アプライアンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応するプライベートキーを管理しま
す。

自己署名証明書は、ホストが自ら保証することを示します。場合によっては、これで十分なこ
ともあります。 デフォルトでは、ブラウザーは自己署名証明書を信頼せず、警告を表示しま
す。

これに代わるよりセキュアな方法が、第三者の認証機関によって発行された証明書です。 これ
らの証明書については、「証明書の署名リクエストの作成」 (75 ページ) を参照してください。
前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

自己署名証明書の作成

1. メインメニューから [設定]を選択します。
2. [セキュリティ]をクリックします。
3. [アクション]→[自己署名の証明書の作成]を選択します。
4. 画面で要求されるデータを入力します。

5. 必要に応じてオプションの情報を入力します。

6. [OK] をクリックします。
7. 証明書が作成されたことを確認します。 証明書の情報は、画面に表示されます。

3.10.5 証明書のインポート
証明書署名リクエストを CA に送信し、証明書を受信した後、これをインポートする必要があ
ります。

前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

• 他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確認します。
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証明書のインポート

1. メインメニューから [設定]を選択します。
2. [セキュリティ]をクリックします。
3. [アクション]→[証明書のインポート]を選択します。
4. 証明書のテキストをコピーし、表示されるボックスに貼り付けます。

5. [OK] をクリックします。
6. アプライアンスの Web サーバーが再起動し、再接続したら、アプライアンスにログイン
します。

3.10.6 証明書の設定の表示
前提条件 

• 必要な最小権限： インフラストラクチャ管理者、バックアップ管理者、読み取りのみ
証明書の設定の表示

1. メインメニューから [設定]画面に移動します。
2. [セキュリティ]→[証明書]の順に選択します。

3.10.7 自己署名証明書のダウンロードとインポート
自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする利点は、ブラウザーの警告を回避できる
ことです。

セキュアな環境では、自己署名証明書のダウンロードとインポートは適切ではありません。た
だし、その証明書を検証済みで、特定のアプライアンスを確認済みで信頼している場合を除き
ます。

それよりもセキュリティが低い環境では、アプライアンスの証明書の発行元を確認して信頼し
ている場合に証明書をダウンロードおよびインポートできる場合があります。 ただし、この操
作はお勧めしません。

Microsoft Internet Explorer および Google Chrome では、共通の証明書ストアを共有していま
す。 Internet Explorer でダウンロードした証明書は、Google Chrome と Internet Explorer を使
用してインポートできます。 同様に、Google Chrome でダウンロードした証明書は両方のブ
ラウザーを使用してインポートできます。 Mozilla Firefox では独自の証明書ストアを使用して
いるため、そのブラウザーのみでダウンロードおよびインポートする必要があります。

自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする手順はブラウザーによって異なります。

Microsoft Internet Explorer での自己署名証明書のダウンロード
1. [証明書のエラー]領域をクリックします。
2. [証明書の表示]をクリックします。
3. [詳細]タブをクリックします。
4. 証明書を確認します。

5. [ファイルにコピー...]を選択します。
6. 証明書のエクスポートウィザードを使用して、証明書を Base-64 encoded X.509 ファイル
として保存します。

Microsoft Internet Explorer での自己署名証明書のインポート
1. [ツール]→[インターネットオプション]の順に選択します。
2. [コンテンツ]タブをクリックします。
3. [証明書]をクリックします。
4. [インポート]をクリックします。
5. 証明書のインポートウィザードを使用します。

a. 証明書ストアの入力を求められたら、[証明書をすべて次のストアに配置する] をク
リックします。
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b. [信頼されたルート証明機関]を選択します。

3.10.8 証明書の確認
ブラウザーを使用して証明書を表示することで、証明書の信頼性を確認できます。

アプライアンスにログインし、[設定]→[セキュリティ]の順に選択して、証明書を表示します。
比較のために以下の属性をメモします。

• フィンガープリント（特に重要）

• 名前

• シリアル番号

• 有効な日付

アプライアンスの外からブラウザーで表示したときに、ブラウザーによって表示される証明書
とこの情報を比較します。

3.11 ブラウザー以外のクライアント
アプライアンスでは、多数の REST API をサポートしています。 ブラウザーだけでなく、どの
クライアントでも REST API に対して要求を発行できます。 呼び出し元は、認証情報の機密性
に関して、次のような適切なセキュリティ対策を実施する必要があります。

• データ要求に使用するセッショントークン

• HTTPS を使用し、回線上で認証情報の暗号化を介して応答する

3.11.1 パスワード
cURL のようなクライアントでは、パスワードが通常のテキストとして表示および保存される
可能性があります。

許可されていないユーザーによって次の操作が行われないように注意する必要があります。

• 表示されたパスワードを見る

• セッション識別子を表示する

• 保存されたデータにアクセスする

3.11.2 SSL 接続
クライアントは、ネットワーク上で SSL を使用して機密データを保護することを保証するた
めに、プロトコルとして HTTPS を指定する必要があります。 クライアントが HTTP を指定し
ても、SSL が確実に使用されるように HTTPS にリダイレクトされます。
クライアントが要求するアプライアンス証明書によって、SSL 接続を成功させることができま
す。 証明書を取得する便利な方法は、アプライアンスを指し示すブラウザーを使用することで
す。ブラウザーを使用した証明書の取得について詳しくは、「ブラウザーからの証明書の管
理」 (74 ページ)  を参照してください。

3.12 HPE OneView で必要なポート
HPE OneView では、サーバー、エンクロージャー、およびインターコネクトを管理するため
に特定のポートをアプライアンスで利用できる必要があります。
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表 1 HPE OneView で必要なポート

説明使用プロトコルポート番号

SSH と SFTP に使用します。 SSH は、VC Ethernet および
FlexFabric インターコネクトモジュールと通信するために
必要です。 SFTP は、ファームウェアのアップグレードお
よびサポートダンプなどのアクションに必要です。

インバウンドと
アウトバウンド

TCP22

HTTP インターフェイスに使用します。 通常、このポート
はポート 443 にリダイレクトされます。このポートは、iLO
に必要なアクセスを提供します。

インバウンドTCP80

HPE OneView は、NTP サーバーとして機能します。iLO お
よび Onboard Administrator にアクセス権限が必要です。

インバウンドUDP123

NTP クライアントとして使用され、アプライアンスの時刻
を同期します。

アウトバウンドUDP123

iLO を介してサーバーからステータスデータを取得する
SNMP GET 呼び出しをサポートします。 iPDU にも使用し
ます。

アウトバウンドUDP161

iLO、オンボード管理者、および iPDU デバイスからの SNMP
トラップのサポートに使用します。 このポートは、VC イ
ンターコネクトの監視とトラップ転送にも使用します。

インバウンドUDP162

ユーザーインターフェイスと API への HTTPS インターフェ
イスに使用します。

インバウンドTCP443

iLO とオンボード管理者へのセキュアな SSL アクセスに使
用します。 Redfish、RIBCL、SOAP、および iPDU 通信に
使用します。

アウトバウンドTCP443

代替 SNMP トラップポートとして使用します。インバウンドUDP2162

外部スクリプトまたはアプリケーションが State-Change
Message Bus（SCMB）に接続したり、SCMB からのメッ
セージを監視したりできるようにします。

インバウンドTCP5671

HPE OneView から iLO への仮想メディアアクセスのために
使用されます。

アウトバウンドTCP17988

リモートコンソールへのブラウザーアクセスを提供します。ブラウザーから
iLO

TCP17990

3.13アプライアンスコンソールへのアクセスの制御
ハイパーバイザー管理ソフトウェアを使用して、アプライアンスへのアクセスを制限します。
これにより、未認可のユーザーがパスワードリセットおよびサービスアクセス機能にアクセス
できなくなります。 「コンソールアクセスの制限」 (80 ページ) を参照してください。
一般的に、コンソールにアクセスする場合の正当な使用理由は、次のとおりです。

• ネットワーク構成に関する問題のトラブルシューティング

• アプライアンスの管理者パスワードのリセット

• 現場での認定サポート担当者によるサービスアクセスの許可

仮想アプライアンスコンソールはグラフィカルコンソールに表示され、パスワードのリセット
と Hewlett Packard Enterprise サービスのアクセスでは非グラフィカルコンソールを使用しま
す。

コンソール間の切り替え（VMware vSphere および Microsoft Hyper-V）
1. 仮想アプライアンスコンソールを開きます。

2. [Ctrl]＋[Alt] キーを押したままにします。
3. スペースバーを押して離します（VMware vSphere のみ）。
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4. 非グラフィカルコンソールを選択するには [F1] キーを押して離し、グラフィカルコンソー
ルを選択するには [F2] キーを押して離します。

コンソール間の切り替え（KVM）
1. Virtual Machine Manager を起動します。
2. メニューバーで、非グラフィカルコンソールの場合は、[送信キー]→[Ctrl]+[Alt]+[F1] を選
択し、グラフィカルコンソールの場合は[送信キー]→[Ctrl]+[Alt]+[F2] を選択します。

3.13.1 認定サービスアクセスの有効化または無効化
アプライアンスを最初に起動したときに、現場での認定サポート担当者によるアクセスを有効
または無効にすることを選択できます。 デフォルトでは、現場の認定サポート担当者は、アプ
ライアンスコンソールを介してシステムにアクセスし、報告を受けた問題を診断できます。

サポートアクセスは root レベルのシェルです。これにより、現場の認定サポート担当者は、ア
プライアンス上の問題をデバッグしたり、パスワードリセット用のチャレンジ/レスポンス方式
に似た方法を使用してワンタイムパスワードを取得したりできます。

インフラストラクチャ管理者は、アプライアンスの初期構成後はいつでも、以下の手順で UI
からサービスアクセスを有効化または無効化できます。

前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

承認済みのサービスアクセスの有効化と無効化

1. メインメニューから [設定]を選択します。
2. [セキュリティ]パネルで [編集]アイコンをクリックします。

[セキュリティの編集]ウィンドウが開きます。
3. [サービスコンソールアクセス]の適切な設定を選択します。

• コンソールへのアクセスを禁止する場合は、[無効]を選択します。
• コンソールへのアクセスを許可する場合は、[有効]を選択します。

4. [OK] をクリックします。
また、/rest/appliance/settings REST API を使用してサービスアクセスを有効または
無効にできます。

注記: アクセスを有効にすることをお勧めします。 無効にすると、認定サポート担当者がア
プライアンスにアクセスして問題を修正できない可能性があります。

3.13.2 コンソールアクセスの制限
ハイパーバイザー自体の安全な管理方法によって、仮想アプライアンスへのコンソールアクセ
スを制限できます。

VMware vSphere の場合、この情報は、次の VMware の Web サイトから入手できます。
http://www.vmware.com/jp
特に、vSphere の Console Interaction（コンソール操作）権限と、VMware の役割と権限を管
理するためのベストプラクティスに関するトピックを検索して参照してください。

Microsoft Hyper-V の場合は、役割ベースのアクセスを通じてコンソールへのアクセスを制限し
ます。 詳しくは、Microsoft の Web サイトを参照してください。
http://www.microsoft.com
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3.14アプライアンスからダウンロードできるファイル
次のデータファイルをアプライアンスからダウンロードできます。

• サポートダンプ

デフォルトでは、サポートダンプ内のデータはすべて暗号化され、認定サポート担当者だ
けがアクセスできます。

• バックアップファイル

バックアップファイル内のデータはすべて独自の形式で格納されています。 組織のセキュ
リティポリシーに従ってファイルを暗号化することをお勧めします。

• 監査ログ

セッション ID はログに記録されません。対応するログ ID だけがログに記録されます。 パ
スワードやその他の機密データはログに記録されません。

3.14 アプライアンスからダウンロードできるファイル 81



82



4 グラフィカルユーザーインターフェイスの操作
4.1 グラフィカルユーザーインターフェイスについて

UI 画面でよく使用する領域、アイコン、およびコントロールの名称については、画像の後に記
載されている番号付きの説明を参照してください。

図 3 画面の配置

6 セッションコントロール：アプライアン
スに現在ログインしているユーザーと各

1 HPE OneView のメインメニュー：リソー
スに移動するときの基本メニュー。 ア

ログインセッションの継続時間を追跡しイコンをクリックするか領域内の任意の
ます。 また、ユーザーの認証情報によっ場所をクリックしてメニューを展開しま

す。 ては、一部のユーザーアカウント情報を
編集できます。2 [ビュー]セレクター：リソースに関して

表示される情報を制御できるため、目的
の情報だけに集中できます。

7 ヘルプコントロール：UI と REST API の
ヘルプ、EULA と書面による申し込み、
HPE OneView オンラインユーザーフォー3 [マップ] ビューアイコン：選択したリソー

スと他のリソースの関係をグラフィカル ラム にアクセスできるサイドバーを展開
または非表示にします。に表示します。 この関係を表示するに

8 [アクティビティ]サイドバー：現在のリ
ソースに対する最近のアラートとタスク

は、 アイコンを選択するか、ビューセ
レクターで [マップ]ビューを選択しま
す。 アクティビティを表示します。 [アクティ

ビティコントロール] アイコンを使用して4 [アクション]メニュー：現在のリソース
に対して実行できる操作を表示します。 このサイドバーを開きます（または閉じ

ます）。この操作には、リソースインスタンスの
9 [詳細]ウィンドウ：選択されたリソースイ

ンスタンスに関して取得されたすべての
追加、作成、削除、編集などがありま
す。 操作を実行するのに適切な権限が

情報を表示します。 特定のリソースインユーザーにない場合、その操作は [アク
ション]メニューに表示されません。 スタンスに関する詳細を表示するには、

マスターウィンドウでその名前をクリッ
クします。

5 アクティビティコントロール：現在のロ
グインセッションおよびブラウザーウィ
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ンドウのアプライアンス、リソース、ま
たはユーザーの最近のアクティビティが

10 [マスター]ウィンドウ：アプライアンスに
構成されているすべてのリソースインス

表示されるサイドバーを展開または非表
示にします。

タンスを一覧表示します。 ステータスア
イコンによって、リソースの全般的なヘ
ルスが示される場合があります。

図 3 (83 ページ)に示す画面コンポーネントに加えて、各 UI 画面には、注意が必要なイベント
やアクティビティを通知する通知領域があります。

一部の画面には、マスターウィンドウに表示される情報の種類を制御できる[フィルター] サイ
ドバーも表示されます。

4.2 [アクティビティ] サイドバー
4.2.1 [アクティビティ] サイドバーについて

[アクティビティ]サイドバーには、現在のセッション中に開始されたタスクが表示されます。
最新のタスクが最初に表示されます。

タスクの通知により、開始されたタスクに関する情報（進行中、エラー、完了メッセージな
ど）が提供されます。

[アクティビティ]画面とは異なり、[アクティビティ]サイドバーには最近のアクティビティしか
表示されません。 それに対して [アクティビティ]画面にはすべてのアクティビティが表示さ
れ、アクティビティの一覧表示、ソート、フィルター処理を実行できます。 詳しくは、「[ア
クティビティ] について」 (329 ページ) を参照してください。
アクティビティをクリックすると、その詳細が表示されます。

4.2.2 [アクティビティ] サイドバーの詳細
[アクティビティ]サイドバーには、現在のログインセッション中に生成されたタスクのアクティ
ビティが表示されます。

説明コンポーネント

ログインセッション中に生成された最近のタスクのアクティビティを表示します。

[アクティビティ]サイドバーが閉じられている場合、まだ表示されていないアラートまたは
タスク通知の数がアクティビティアイコンの横に表示されます。

[ ]

アラートまたはタスクと、影響を受けるリソースを示します。

ヘルスステータスアイコンは、アクティビティに関連付けられているリソースの現在のス
テータスを示しています。

[アクティビティ]

4.2.3 [アクティビティ] サイドバーの展開または折り畳み
前提条件 

• 必要な最小権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、インフラストラクチャ管理者、
バックアップ管理者、読み取りのみ

アクティビティのフィルターのサイドバーの展開または折り畳み

1. 右向きのピンアイコン（ ）を使用して、[アクティビティフィルターサイドバー]を展開
します。

左向きのピンアイコン（ ）を使用して、[アクティビティフィルターサイドバー]を折り
畳みます。

2. アクティビティを選択すると、その詳細が表示されます。

次の手順：アクティビティの絞り込み
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4.3 監査トラッキング
変更トラッキングは、追加アクションなどの、アクションダイアログボックス内で行った変更

の履歴を提供します。 変更を表示するには、ダイアログの左下隅にある をクリックします。

図 4 監査トラッキングの展開ビュー

4.4 バナーとメインメニュー
メインメニューは、リソースおよびリソースに対して実行できる操作に移動するための主要手
段です。

メインメニューを展開するには、バナーのメインメニュー領域をクリックします。

図 5 バナー

メインメニューからリソースにアクセスできます。各リソース画面には [アクション]メニュー
があります。

• リソースを表示することがユーザーに許可されていない場合、そのリソースはメインメ
ニューに表示されません。

• 操作を実行するのに適切な権限がユーザーにない場合、その操作は [アクション]メニュー
に表示されません。
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図 6 展開したメインメニュー

4.5 ブラウザー
ブラウザーの使用の概要については、以下のトピックを参照してください。

• 「セキュアな環境を実現するためのブラウザーのベストプラクティス」(86 ページ)

• 「よく使用するブラウザーの機能と設定」(87 ページ)

• 「ブラウザーの要件」(87 ページ)

• 「米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウザーの設定」(87 ページ)

4.5.1 セキュアな環境を実現するためのブラウザーのベストプラクティス

説明ベストプラクティス

『HPE OneView サポートマトリックス』を参照して、使用するブラウザーとブラウ
ザーバージョンがサポートされていること、適切なブラウザープラグインと設定が構
成されていることを確認します。

サポートされるブラウザー
を使用する

ブラウザーでは、cookie に認証済みユーザーのセッション ID が保存されます。 cookie
はブラウザーを閉じるときに削除されますが、セッションはログアウトするまでアプ
ライアンスで有効です。 ログアウトにより、アプライアンス上のセッションが確実
に無効になります。

注記: ブラウザーを閉じると、開いていたセッションは 24 時間以内に無効になり
ます。

ブラウザーを終了する前に
アプライアンスからログア
ウトする

アプライアンスにログインしているときは、メールやインスタントメッセージに記載
されているリンクなど、アプライアンスの UI の外部にあるサイトに対するリンクを
クリックしないようにします。 アプライアンス UI の外部のコンテンツには、悪意の
あるコードが含まれている可能性があります。

アプライアンスの UI の外
部にあるサイトとリンクし
ない

アプライアンスにログインしているときは、同じブラウザーインスタンス（たとえ
ば、同じブラウザーの別のタブ）を使用して他のサイトにアクセスしないでくださ
い。

たとえば、アプライアンス UI には Firefox を使用し、アプライアンス以外の閲覧に
は Chrome を使用するなど、個別の閲覧環境を確保します。

アプライアンスの外部にあ
るサイトには、別のブラウ
ザーでアクセスする
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4.5.2 よく使用するブラウザーの機能と設定

説明機能

最適なパフォーマンスを得るための最小画面サイズは、デスクトップモニターの場合
は 1280×1024 ピクセル、ラップトップディスプレイの場合は 1280×800 ピクセルで
す。 サポートされる最小画面サイズは、1024×768 ピクセルです。

画面解像度

サポートされる言語は、米国英語、日本語、簡体字中国語です。言語

ブラウザーウィンドウはいつでも閉じることができます。 ログインしている間にウィ
ンドウを閉じると、24 時間後にセッションが無効になります。

ウィンドウを閉じる

画像内のテキストを除き、ほとんどのテキストを選択してコピーできます。 テキス
トをテキスト入力ボックスに貼り付けることができます。

コピーおよび貼り付け

[Ctrl]+[F] キーを押して、現在の画面でテキストを検索します。画面での検索

ブラウザーの [戻る]ボタンを右クリックすると、アクティブなタブの履歴が表示され
ます。 この機能を使用すると、現在の画面にアクセスするまでの経路を確認できま
す。

ローカル履歴

ブラウザーの [戻る]ボタンと [進む]ボタンを使用して、UI を移動できます。

注記: ポップアップダイアログボックスは画面と見なされません。 ポップアップダ
イアログボックスが表示されているときに [戻る]ボタンをクリックすると、前の画面
に戻ります。

[進む]ボタンをクリックしてポップアップダイアログボックスに移動すると、ポップ
アップダイアログボックスへのリンクを含んだ画面が表示されます。

[アクション]メニューから直接アクセスする画面は例外です。 この画面でブラウザー
の移動ボタンを使用すると、画面で行った変更を保存していない場合、その変更内容
は失われます。

[戻る] ボタンと [進む] ボタ
ン

よく使用する画面のブックマークを作成できます。 このリンクをメールで他のユー
ザーに送信できます。ただし、そのユーザーはログインする必要があり、その画面に
対して適切な権限を持っている必要があります。

ブックマーク

アプライアンスでリソースまたは画面へのハイパーリンクを右クリックすると、リン
クが新しいタブまたはウィンドウで表示されます。

注記: 編集画面でリンクを右クリックした場合、もう 1 つの画面で行う操作によっ
て、最初の画面のフォームは自動的に更新されません。

新しいタブまたはウィンド
ウでの画面の表示

画面で情報を追加し、保存していない状態でブラウザーの [更新]ボタンをクリックし
て画面を更新すると、その情報は失われます。

ブラウザーの更新

拡大機能または縮小機能を使用して、テキストのサイズを大きくしたり小さくしたり
できます。

拡大/縮小

4.5.3 ブラウザーの要件
アプライアンスには、使用に影響する可能性のある特定のブラウザーの要件があります。 次の
ブラウザーがサポートされています。

• Microsoft Internet Explorer：バージョン 10 およびバージョン 11

• Mozilla Firefox：ESR バージョン 17、Personal エディション（最新バージョン）

• Google Chrome（最新バージョン）

4.5.4 米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウザーの設定
米国（US）単位とメートル単位のどちらの単位で表示するかを構成するには、ブラウザーの
言語設定の地域部分を変更します。
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メートル単位は、米国地域を除くすべての地域で使用されます。 米国慣用単位を表示する場合
は、地域コードとして米国を指定します。 メートル単位を表示する場合は、その他の任意の地
域コードを指定します。

表 2 米国単位系またはメートル単位系の設定

手順ブラウザー

1. Google メニューアイコンをクリックします。
2. [設定]→[詳細設定を表示...]の順に選択します。
3. [言語]まで下方向にスクロールして、[言語と入力の設定...]をクリックしま
す。

4. [追加]をクリックして、使用する言語を選択します。
5. ブラウザーを再起動して変更を適用します。

[Google Chrome]

ブラウザーロケールと地域ロケールは、Windows の設定から取得されます。
1. [ツール]+[インターネットオプション]+[全般（タブ）]+[言語]→[言語の優先
順位]の順に選択します。

2. 言語タグを指定します。 [言語の優先順位]ダイアログボックスの [追加]ボタ
ンをクリックし、[ユーザー定義]ボックスに言語タグを入力します。

3. [OK] をクリックします。
4. ブラウザーを再起動して変更を適用します。

[Microsoft Internet Explorer]

ブラウザーロケールと地域ロケールは、現在実行している Firefox のバージョ
ンから取得されます。

1. [ツール]→[オプション]→[コンテンツ]→[言語]→[言語設定]の順に選択しま
す。

2. 優先言語を選択して、[OK] をクリックします。
3. ブラウザーを再起動して変更を適用します。

[Mozilla Firefox]

4.6 ボタンの機能
UI ボタンには、画面とダイアログボックスのどちらに表示された場合でも、同じ機能がありま
す。

表 3 標準の UI ボタン

説明ボタン

データセンター環境から管理または監視用のアイテムを追加します。

• [追加]をクリックすると、1 つのアイテムが追加され、画面またはダイアログボッ
クスが閉じられます。

• [追加 +] をクリックすると、同じダイアログボックス内に別のアイテムを追加でき
ます。

[追加]と [追加 +]

アプライアンスによって使用される論理的構造物（サーバープロファイル、論理イン
ターコネクトテンプレート、ネットワークセットなど）を作成します。

• [作成]をクリックすると、1 つのアイテムが作成され、画面またはダイアログボッ
クスが閉じられます。

• [追加 +] をクリックすると、同じセッション中に別のアイテムを作成できます。

[作成]と [作成 +]

画面またはダイアログボックスを閉じて、前の画面に戻ります。[閉じる]

画面またはダイアログボックス上の保存されていない変更を破棄して、画面またはダ
イアログボックスを閉じます。

[キャンセル]

入力内容を確定および保存して、画面またはダイアログボックスを閉じます。[OK]
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4.7 [フィルター] サイドバー
一部のリソース画面には、詳細ウィンドウに表示される情報の量と種類を制御できる [フィル
ター]サイドバーがあります。

図 7 [フィルター] サイドバー

1 ピンコントロール：クリックすると、[フィルター]サイドバーと [フィルター]バナーバー
を切り替えます。 フィルターバナーが表示されると、画面全体にわたって、リソースのタ
イトルの下にフィルターの見出しが表示されます。 バナーバー表示の場合、フィルターの
名前をクリックしてフィルターオプションにアクセスします。

2 フィルター条件を使用すると、マスターウィンドウに表示されるリソースの情報を限定で
きます。

4.8 [ヘルプ] サイドバー

バナーの をクリックすると、[ヘルプ] サイドバーが開きます。 [ヘルプ] サイドバーには、ヘ
ルプシステム、製品で使用されているオープンソースコード、パートナープログラム、初期構
成手順、使用許諾契約、書面による申し込み、およびオンラインユーザーフォーラムのハイ
パーリンクがあります。
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図 8 [ヘルプ] サイドバー

1 現在の画面に関するコンテキスト依存のヘルプを新しいブラウザーウィンドウまたはタブ
に表示します。

2 ヘルプコンテンツの最初のページを新しいブラウザーウィンドウに表示します。UI ヘルプ
の全体の目次に移動できます。

3 REST API リファレンスコンテンツの最初のページを新しいブラウザーウィンドウに表示
します。REST API リファレンスの全体の目次に移動できます。

4 コンポーザブル・インフラストラクチャパートナープログラムの Web サイトを新しいブ
ラウザーウィンドウに表示します。

5 はじめてのセットアップヘルプを新しいブラウザーウィンドウに表示します。これによ
り、初期構成のタスクを最後まで実行して、データセンターのリソースをアプライアンス
に認識させて管理対象にします。

6 エンドユーザーライセンス契約（EULA）を表示します。
7 HPE OneView で使用しているオープンソース製品について記載された、書面による申し
込みを表示します。

8 新しいブラウザーウィンドウに、オンラインユーザーフォーラム を表示します。このフォー
ラムでは、HPE OneView を使った経験を共有したり、質問や回答を投稿したりできます。

4.9 アプライアンスのステータスの画面
ステータスの画面には、特定の条件と状況に応じて、修正操作またはトラブルシューティング
のヒントやコツに関する推奨事項が表示されます。 この画面が表示された場合は、以下のト
ピックを参照して詳細を確認してください。

4.9.1 開始中
アプライアンスが起動中または再起動中です。

最初は回転する進行中アイコンが表示され、やがて進行状況バーが表示されます。 アプライア
ンスの Web アプリケーションがアクティブになるにつれ、進行状況バーが進行します。 完了
すると、ログイン画面が表示されます。
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4.9.2 Oops
アプライアンスで重大なエラーが発生し、そのエラーから復旧できませんでした。

アプライアンスを再起動するとエラーが解決される場合があります。

エラーメッセージには、サポートダンプファイルを作成して、認定されたサポート担当者に問
い合わせるように勧める通知が表示されます。

4.9.3 アプライアンスのアップデート
アプライアンスのアップデートが進行中です。

アプライアンスは、更新されると再起動され、ログイン画面が表示されます。 この再起動に
よって、管理下にあるシステムの操作が中断されることはありません。

4.9.4 テンポラリ利用不可
アプライアンスがオフラインか、応答していません。

この画面は、アプライアンスのシャットダウン後にも表示されます。

4.9.5 リセット中
アプライアンスは現在、元の工場出荷時設定にリセット中です。

工場出荷時設定へのリセット操作では、アプライアンスのネットワーク設定の保持または破棄
を選択できます。 設定を破壊した場合は、再度ネットワーク設定を行う必要があります。
リセット操作が完了したら、アプライアンスにログインできるように、ブラウザーウィンドウ
で使用する IP アドレスを指定する必要があります。 以下のいずれかの操作を実行して、アプ
ライアンスを構成します。

• バックアップファイルからアプライアンスをリストアする。 「バックアップファイルから
のアプライアンスのリストア」 (306 ページ) を参照してください。

• アプライアンスを手動で構成する。 「HPE OneView 内のリソースの初期構成」 (133 ペー
ジ) を参照してください。

詳細情報

「工場出荷時リセット操作について」(488 ページ)

4.9.6 [待機中]
アプライアンスは現在、リソースを待機しています。

• 再起動中に使用可能になる場合。

リソースが使用可能になると、[開始中]ステータス画面が表示されます。

• アップデート中に使用可能になる場合

リソースが使用可能になると、[アップデート中]ステータス画面が表示されます。

• シャットダウン中に静止する場合。

[テンポラリ利用不可]ステータス画面が表示されます。

アプライアンスでエラーが発生した可能性もあります。 その場合は、[Oops] ステータス画面
が表示されます。

4.10 アイコンの説明
は、リソースおよびアクティビティの現在のステータスを表示するユーザーコントロールとし
て、アイコンを使用します。

• 「ステータスと深刻度のアイコン」(92 ページ)
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• 「ユーザー制御アイコン」(92 ページ)

• 「情報アイコン」(93 ページ)

4.10.1 ステータスと深刻度のアイコン

タスクアクティビティリソース小さいアイ
コン

大きいアイ
コン

失敗/中断クリティカルクリティカル

警告警告警告

成功情報OK

キャンセル無効

不明

[進行中] 回転アイコンは、変更を適用中であるかタスクを実行中であることを示しま
す。 このアイコンは、いずれかのリソース状態と組み合わせて表示されることがあり
ます。 例：

4.10.2 ユーザー制御アイコン

操作名前アイコン

メニューを展開してすべてのオプションを表示します。メニュー展
開

詳細情報があるタイトルを示します。 タイトルをクリックすると、ビューが変化して
詳細が表示されます。

詳細表示

折り畳まれているリスト項目を展開します。展開

展開されたリスト項目を折り畳みます。折り畳む

編集が可能になります。編集

現在のエントリーを削除します。削除

[検索]ボックスに入力したテキストを検索します。 これは特に、名前でリソースのタ
イプや特定のリソースを見つける場合に役立ちます。

検索
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操作名前アイコン

左側のピンは、[フィルター]サイドバーを展開または折り畳みます。
右側のピンは、[アクティビティ]サイドバーまたは [ヘルプ]サイドバーを展開または折
り畳みます。

ピンで固定

アイテムを昇順と降順のどちらで表示するのかを決定します。ソート

4.10.3 情報アイコン

説明名前アイコン

現在のリソースと他のリソースの関係をグラフィカルに表示します。マップ

ユーザーとアプライアンスが開始したタスクおよびアラートの最近の履歴を表示しま
す。

アクティビ
ティコント
ロール

ログイン名と現在のセッションの存続時間が表示されます。 アプライアンスからログ
アウトするために使用できるリンクも表示されます。

フルネーム、パスワード、および連絡先情報を変更するには、ログイン名の横にある
編集アイコンをクリックします。

セッション
コントロー
ル

• このアイコンがダイアログボックスの上部にある場合は、これをクリックして、そ
のトピックに関するコンテキスト依存のヘルプを別のウィンドウまたはタブに表示
できます。

• バナーにあるこのアイコンは、[ヘルプ]サイドバーを展開または折り畳みます。こ
のサイドバーでは、ヘルプドキュメントを参照したり、現在表示されている画面に
関するヘルプを確認したりできます。 [ヘルプ] サイドバーには次の項目が用意され
ています。

◦ 現在の画面のコンテキスト依存ヘルプにアクセスできる [このページのヘルプ]ハ
イパーリンク。

◦ ヘルプシステム全体にアクセスできる [ヘルプを参照]ハイパーリンク。

◦ EULA と書面による申込みを表示するために使用できるリンク。

◦ [HPE OneView フォーラム]へのリンク。お客様とパートナーが、HPE OneView
の使用に関する経験を共有したり、質問を投稿したりできるオンラインフォー
ラムです。 コミュニティのメンバーも Hewlett Packard Enterprise の担当者も、
質問に答えて支援を提供することができます。

ヘルプコン
トロール

4.11 [ラベル] 画面の詳細
[ラベル]ビューでは、リソースのラベルを表示することができます。 ラベルを使用して、リ
ソースをグループに編成できます。 たとえば、主に金融チームが使用するサーバーを識別した
り、アジア/太平洋地域の部門に割り当てられているストレージシステムを識別できます。 す
べてのリソースタイプにわたって、または特定のリソース内でラベルをフィルター処理および
検索できます。

4.12 [マップ] ビュー 画面の詳細
[マップ]ビュー を使用すると、構成を調べたり、データセンター内の論理リソースと物理リ
ソースの関係を把握したりできます。   このビューでは、各イーサーネットネットワーク、ファ
イバーチャネルネットワーク、および FCoE ネットワークからエンクロージャー、ラック、最
上位の物理データセンターまでのリソースを簡単に確認できます。
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[マップ]ビューは、大規模な環境でも高度なインタラクティブ性と使いやすさを実現できるよ
うに設計されています。 
リソースの関係図を開くには、以下のいずれかを実行します。

• ビューセレクターから [マップ]を選択します。
• アイコンを選択します。

リソースに関する問題のトラブルシューティングを行うときに、リソースのコンテキストが役
に立つ可能性があります。 [マップ]ビューを見て、そのリソースと関係のある別のものにも、
問題が発生しているかどうかを確認できます。

ステータスアイコンによって、リソースの全般的なヘルスが示され、エラーを追跡できるク
イックパスが提供されます。

図 9 [マップ] ビューのサンプル

選択したリソースが [マップ]ビューの中央に配置されます。 そのリソースの上にあるリソース
はすべて上位リソースで、下にあるリソースはすべて下位リソースです。

ボックス間を結ぶ線は、エンクロージャー内のサーバーなど、直接的な関係を示しています。
ポインターを使用して、任意のリソースにカーソルを合わせると、他のリソースとの直接的な
関係が表示されます。 論理インターコネクトグループ、サーバープロファイルなどの他のアイ
テムは、リソースと間接的に関連付けられている可能性があります。

関係図に表示されている任意のリソースをクリックすると、そのリソース固有の [マップ]ビュー
が開きます。

4.13 通知領域
リソース UI 画面の通知領域は、アクティビティ（アラートまたはタスク）がリソースに影響
していて、注意が必要な可能性がある場合に表示されます。

94 グラフィカルユーザーインターフェイスの操作



デフォルトでは、1 行分の情報が通知領域に表示されます。 黄色のボックスの任意の場所をク
リックすると、通知領域が展開され、アクティビティに関連する詳細情報が表示されます。 も
う一度クリックすると、通知領域が折り畳まれます。

図 10 通知領域

1

2

1 折り畳まれた通知領域（デフォルト）。 [すべて]を選択すると、リソースに関連するすべ
てのアクティビティが表示されます。

2 展開された通知領域。注意が必要なクリティカルアラートまたは警告アラートに対する解
決策が表示されます。利用できる場合は、[詳細]へのリンクも示されます。

4.14 アプライアンスからのログアウト
1. バナーのセッションコントロールアイコンをクリックします。

2. [ログアウト]を選択します。

4.15 ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成
ラベルによってリソースを特定できるので、リソースをグループに編成することができます。
リソースにラベルを付けると、リソースをラベルで検索してすばやく表示できます。

前提条件 

• 必要な権限：リソースの編集権限
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リソースへの新しいラベルの追加

1. メインメニューから、リソースを選択して、ラベルを付けるリソースインスタンスを選択
します。

2. ビューセレクターから [ラベル]を選択します。
3. アイコンを選択します。

4. 以下のガイドラインに従ってラベル名を作成します。

• ラベルでは大文字と小文字の区別はありませんが、入力したとおりに表示されます。

• ラベルは、最大 80 文字の英数字でなければなりません。 ラベルには、スペースを含
めることができます。

5. [追加]をクリックします。
新しいラベルが表示されます。

6. [OK] をクリックして、ラベルをこのリソースに追加します。
リソースへの既存のラベルの追加

1. メインメニューから、リソースカテゴリを選択して、ラベルを付けるリソースインスタン
スを選択します。

2. ビューセレクターから [ラベル]を選択します。
3. アイコンを選択します。

4. すべてのラベルを検索するか、特定のラベルを検索するかを決定します。

• このリソースタイプのすべてのラベルを検索する場合は、 をクリックします。 リス
トをスクロールして、目的のラベルを見つけます。

• 特定のラベルを検索する場合は、[名前]ボックスの既存のラベル名またはその名前の
一部を入力して、 をクリックします。

5. 既存のラベルを選択して、[追加]をクリックします。
6. [OK] をクリックして、ラベルをリソースに追加します。
リソースからのラベルの削除

1. メインメニューから、リソースを選択して、ラベルを削除するリソースインスタンスを選
択します。

2. ビューセレクターから [ラベル]を選択します。
3. アイコンを選択します。

4. このリソースから削除するラベルの 削除アイコン をクリックします。

5. [OK] をクリックして、ラベルをリソースから削除します。
ラベルによるリソースの検索

1. [検索]ボックス内をクリックし、labels:を入力して、その後にラベル名を続けます。

ヒント: 完全な単語または名前を検索条件として入力します。 単語または名前の一部を
入力すると、期待した結果が返されない可能性があります。

スペースを含むラベルを検索するには、ラベル名を引用符で囲んで入力します。 たとえ
ば、labels:”Asia Pacific Division” などです。
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2. リソースタイプの特定のラベルを検索するか、すべてのリソースタイプにわたってラベル
を検索するかを決定します。

• 特定のリソースタイプのラベルを検索するには、以下の操作を実行します。

リソースタイプの [スコープ]を選択します。a.
b. [Enter] を押します。
そのラベルを共有しているリソースが表示されます。

• すべてのリソースタイプにわたってラベルを検索するには、以下の操作を実行しま
す。

a. [スコープ]で [すべて]を選択します。

a. [Enter] を押します。
検索結果のページに、すべてのリソースタイプの上位の一致項目が表示されま
す。

b. 結果のページでリソースインスタンス（ハイパーリンク）をクリックして、その
リソースに移動します。

リソースの [概要]ビューが表示されます。

4.15.1 ラベル別のリソースの表示
ほとんどの画面では、リソースのラベルに基づいてリソースインスタンスの表示を絞り込むこ
とができます。

デフォルトのフィルターは [すべてのラベル]で、すべてのリソースインスタンスが表示されま
す。

特定のラベルに基づいて表示を絞り込むには、[ラベル]メニューからラベルを選択します。 そ
のラベルを持つすべてのリソースインスタンスが表示されます。

選択したラベルフィルターをクリアするには、[すべてのラベル]を選択します。

注記: リソースの最大 100 のラベルが表示されます。 探しているラベルが表示されない場合
は、オンラインヘルプの「ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成」を参照して
ください。

ラベルを使用したリソースのフィルタリング

4.16 複数のリソースに対する操作の実行
一部の操作では、一度に 1 つのリソースに対して操作を実行するのではなく、複数のリソース
を選択することができます。 たとえば、1 つの操作で多数のサーバーブレードの電源をオンに
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できます。 リソースインスタンスに対する各アクションは、[アクティビティ]画面に個別に記
録されます。

特定のリソースインスタンスに対して操作を実行できない場合、そのリソースは操作から除外
されています。 たとえば、すでに電源がオンになっているサーバーの電源をオンにしようとし
ても、その操作はそのサーバーに対して実行されません。 操作の「[アクティビティ] サイド
バー」(84 ページ)を開くと結果が表示されます。次の例では、1 つのサーバーの電源がオンに
なり、2 つが除外されたことが示されています。

いずれかのリソースが操作から除外されると、クリティカルまたは警告アイコンが表示されま
す。 電源がオンのサーバーのサーバープロファイルの削除など、操作が可能でない場合、リ
ソースは除外されています。 複数のリソースが除外される場合は、単一のリソースを選択し、
操作を再び実行してリソースが除外された理由を確認してください。

マスターウィンドウで複数のリソースを選択するには、以下のキーの組み合わせを使用しま
す。

• 連続する範囲のオブジェクトを選択するには、範囲の先頭にあるリソースを選択して、
[Shift] キーを押したまま範囲の最後を選択します。

• 個々のオブジェクトを選択するには、[Ctrl] キーを押したまま、各オブジェクトをポイン
トして選択します。

前に選択したオブジェクトの選択を解除するには、[Ctrl] キーを使用します。

4.17 ヘルプトピックの検索
1. 任意の画面で、バナーの アイコンをクリックすると、[ヘルプ] サイドバーが開きます。
2. [ヘルプ]サイドバーで、[このページのヘルプ]を選択します。
コンテキストにあったヘルプが別のブラウザーウィンドウに表示されます。

3. ヘルプが表示された新しいブラウザーウィンドウの左側のナビゲーションウィンドウの上
部で、[目次]リンクと [索引]リンクの横にある [検索]をクリックします。

図 11 UI ヘルプの検索ボックス

4. 検索語を [検索]ボックスに入力します。
5. [Enter] キーを押すか [トピックの一覧]をクリックして、検索プロセスを開始します。
検索結果には、検索語が出現する項へのリンクが表示されます。

6. 検索結果の中から探している情報に最も一致する項のタイトルを見つけ、リンクをクリッ
クして内容を表示します。 検索語の各インスタンスは黄色で強調表示されるため、簡単に
識別できます。
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詳細情報

「ヘルプの検索機能と制限事項」(99 ページ)

4.17.1 ヘルプの検索機能と制限事項

機能

大文字と小文字の区別 デフォルトでは、検索は大文字と小文字を区別しません。 [大
文字と小文字を区別] チェックボックスを有効にすることで、
入力した語句と大文字と小文字が一致する検索をすることがで
きます。

語句の完全一致 語句全体またはハイフンを含む語句を検索できます。

語句検索では、二重引用符（“）で囲まれた検索テキストを入
力することで、完全に一致する文または語句を含むドキュメン
トを検索できます。

語句検索の検索テキストには特殊文字を含めないでください。

ワイルドカード文字 ワイルドカード機能を使用することで、検索単語内の個々の文
字または連続する文字を置換できます。

単一文字を置換するときは疑問符（?）を使用します。

いくつか（またはゼロ個）の文字を表現するときは、アスタリ
スク（*）を使用します。

キーボードで貼り付けた文字 検索キーワードを入力するときに、別のウィンドウからその
キーワードをコピーし、テキストボックスで右クリックしてか
ら、貼り付けを選択すると便利な場合があります。

ブール演算子 キーワードをブール演算子で結合することで、より関連性の高
い結果を検索できます。

ブール AND にはスペース文字を使用します。
ブール OR にはOR またはor を使用します。
NOT にはハイフン文字（-）を使用します。

自動補完 入力しているものを監視し、最初の数文字を入力した後に候補
語句のリストを表示します。 これらの候補語句のいずれかが入
力しようとしたものと一致する場合は、リストから選択できま
す。

強調表示 検索されたキーワードまたは語句を結果ドキュメント内で強調
表示します。

あいまい検索 スペルチェッカーと同様に、スペルが間違っている検索テキス
トを訂正しようとし、訂正後のテキストを提案します。

近接検索 10 単語までの距離の間に 2 つ以上の単語が出現するドキュメ
ントを探します。

近接検索演算子はNEAR およびFBY（「followed by」の意味）
です。 これらの演算子は大文字または小文字で入力できます。

同義語検索 キーワードの同義語へのリンクを提案します。

制限事項

特殊文字 特殊文字は単語検索で許可されません。

著作権記号などの特殊文字が含まれるトピックまたは索引エントリーは返し
ません。
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バックスラッシュ文字（\）は語句内で許可されません。

ハイフン ハイフンが含まれるトピックまたは索引エントリーは返しません。

ありふれた単語 a、an、the などのありふれた単語は返しません。
イニシャル L.P.などのイニシャルが含まれるトピックまたは索引エントリーは返しま

せん。

ブール検索 ブール演算子名は英語で入力する必要があります。

AND および OR ブール演算子は検索テキスト内で結合できません。
NOT 演算子は検索文字列の末尾にある必要があります。

近接検索 近接演算子は英語で入力する必要があります。

詳細情報

「ヘルプトピックの検索」(98 ページ)

4.18 リソースの検索
各画面のバナーにはスマート検索機能があります。これにより、リソース名の特定のインスタ
ンス、シリアル番号、WWN（World Wide Names）、IP アドレス、MAC アドレスなどリソー
ス固有の情報を検索できます。

通常、リソースのマスターウィンドウに表示される情報は、どれでも検索できます。

スマート検索によりリソースを簡単に見つけることができ、目的の一連のデバイスの目録を作
成したり、それらのデバイスを操作したりできます。

特定のエンクロージャーに格納されているすべてのリソースを探している場合もあれば、特定
の MAC を使用している 1 台のサーバーを見つける必要がある場合もあります。 スマート検索
では、探している情報がすぐに見つかります。

デフォルトの検索動作では、現在表示しているリソースに範囲が限定されます。 ただし、検索
範囲をすべてのリソースに拡大するには、すべてを検索する [すべて]オプションを選択する必
要があります。このオプションでは、すべてのリソースが検索されます。

すべてのリソースの検索現在のリソースの検索

1. [スマート検索]ボックスをクリックします。

2. [すべて]を選択します。

3. 検索するテキストを入力し、[Enter] キーを押します。

1. [スマート検索]ボックスをクリックします。

2. 検索するテキストを入力し、[Enter] キーを押しま
す。

検索結果は、UI の現在の場所に範囲が限定されま
す。

一部のリソースには、現在のリソースとすべてのリソースのどちらかを選択するオプションが
ありません。この場合はデフォルトですべてが検索されます。

入力し始めると、パターンマッチングと以前に入力された検索条件に基づいて検索候補が表示
されます。

• 検索候補（その選択内容を含む画面に表示されたデータ）を選択するか、[Enter] をクリッ
クします。
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• 検索語がリソースの場合、マスターウィンドウ内のリソースのリストは、検索の入力に一
致するようにフィルタリングされます。

ヒント: 
• 完全な単語または名前を検索条件として入力します。 単語または名前の一部を入力する
と、期待した結果が返されない可能性があります。

• 複数の単語を検索語として入力した場合、入力したすべての単語に一致する項目が結果に
表示されます。

• 検索語にスペースがある場合は、検索語を二重引用符（”）で囲みます。

タイプ別に並べられた検索結果に探している項目が見つかった場合、その項目を選択して移動
します。

注記: [スマート検索]機能では、ヘルプシステムは検索されません。 UI と REST API のヘル
プで検索を実行する方法については、「ヘルプトピックの検索」(98 ページ)を参照してくださ
い。

[スマート検索]ボックスには、最新のフィルターの選択項目が表示されます。

表 4 プロパティを使った高度な検索とフィルター処理

検索結果高度なフィルター構文の例

モデル名：

モデル番号とモデル名に一致するすべてのハードウェア。model:"BladeSystem c7000 Enclosure G2"

model:"ProLiant BL460c Gen8"

model:"VC 8Gb 20-Port FC Module"

名前またはアドレス：

enclosure10 という名前のエンクロージャー。name:enclosure10

192.0.2.0, PDU 1 という名前の電力供給デバイス。name:"192.0.2.0, PDU 1"

IP アドレスが192.0.2 で始まる物理マシンのリスト。name:"192.0.2"

ホスト名がmysystem である物理マシンのリスト。name:"mysystem"

ヘルスステータス：

クリティカル状態のすべてのリソース。

その他のヘルスステータスの値については、「アクティ
ビティのステータス」(333 ページ)を参照してください。

status:Critical

関連付けられているリソース：

すべてのネットワークAssociated resource category:Networks

ユーザーの役割：

ネットワーク管理者の役割が割り当てられたすべてのユー
ザー（名前順）。

その他の役割の値については、「ユーザーの役割につい
て」(286 ページ)を参照してください。

roles:"network administrator"

所有者：

インフラストラクチャ管理者によって所有されているす
べてのリソースおよびメッセージ。

owner:Administrator

日付：
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表 4 プロパティを使った高度な検索とフィルター処理 (続き)

検索結果高度なフィルター構文の例

最後の 7 日以内に作成されている。created:<7d

プロパティを組み合わせて結果を絞り込む：

2 つの同じオブジェクトを分離するスペース文字は、
論理 OR として動作します。

すべての ProLiant BL460c Gen8 および ProLiant BL460c
Gen9 ハードウェア。

model:"ProLiant BL460c
Gen8"model:"ProLiant BL460c Gen9"

クリティカルまたは警告状態のすべてのリソース。status:Critical status:Warning

2 つの異なるオブジェクトを分離するスペース文字は、
AND として動作します。

管理者によって所有され、ファームウェアに関連するす
べてのアクティビティ。

owner:Administrator firmware

NTP に関連するすべてのクリティカルなメッセージ。NTP status:critical

ステータスが不明で、ロックされた状態で、管理者によっ
て所有されているすべてのメッセージ。

status:unknown state:locked
owner:Administrator

AND および OR 操作の組み合わせ
OR 演算子は類似したオブジェクトを指定するために役
立ちます。

AND 演算子は類似していないオブジェクトを組み合わ
せるのに役立ちます。

クリティカルまたは警告ステータスを持つすべてのメッ
セージ。

status:critical OR status:disabled

ステータスがクリティカルまたは警告のいずれかで、リ
ソースhost.example.com に関連するすべてのメッセー
ジ。

name:host.example.com status:Critical
status:Warning

ネットワークまたはネットワークセットのいずれかのリ
ソースカテゴリに関連するすべてのメッセージ。

associatedresourcecategory:network OR
associatedresourcecategory:Network sets

電力デバイスのリソースカテゴリのすべてのクリティカ
ルや警告メッセージ。

associatedresourcecategory:power-devices
AND status:warning OR status:critical

NOT 操作

ProLiant BL465c G7 モデルに適用されるものを除く、ス
テータスが警告のすべてのメッセージ

注記: NOT はクエリで 1 回のみ使用できます。 以降の
NOT 演算子はテキストとして扱われます。

status:Warning NOT model:"ProLiant BL465c
G7"

4.18.1 スマート検索ボックスをクリアします。
スマート検索ボックスではフィルターオプションが保持されます。 以下の手順に従って、検索
パラメーターを入力する前にボックスをクリアします。

スマート検索ボックスのクリア

1. メインメニューから [アクティビティ]画面に移動します。
2. [[アクティビティ] 見出し]または [[アクティビティ] フィルターサイドバー]で [リセット]
をクリックします。
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4.19 ヘルスステータスを基準としたリソースの表示
ほとんどの画面で、リソースインスタンスのビューをヘルスステータスに基づいてフィルター
処理できます。これは、トラブルシューティングやメンテナンスに便利な機能です。

デフォルトのフィルターは [すべてのステータス]です。この場合、ヘルスステータスに関係な
く、すべてのリソースメンバーが表示されます。

特定のヘルスステータスに基づいてビューをフィルター処理するには、[ステータス]メニュー
から目的のヘルスステータスを選択します。

ヘルスステータスアイコンとその意味について詳しくは、「アイコンの説明」(91 ページ)を参
照してください。

図 12 ヘルスステータスを基準としたリソースインスタンスのフィルター処理

4.19.1 ヘルスステータスビューのリセット

1 デフォルトのビュー [すべてのステータス]に戻るには、[リセット]リンクをクリックしま
す。
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5 REST API とその他のプログラムインターフェイスの
使用

Representational State Transfer（REST）は、HTTP POST、GET、PUT、DELETE を使用して
リソース上で実行される基本的な Create、Read、Update、Delete（作成、読み取り、更新、
削除（CRUD））操作を使用する Web サービスです。 REST の概念の詳細については、http://
ja.wikipedia.org/wiki/REST を参照してください。
アプライアンスのリソース指向のアーキテクチャーでは、統一された REST インターフェイス
が提供されています。 各リソースには 1 つの Uniform Resource Identifier（URI）があり、物
理デバイスまたは論理的構造物を表します。 REST API を使用してリソースを操作できます。

5.1 リソースの操作
RESTful API はステートレスです。 リソースマネージャーは、報告されるリソースの状態をリ
ソースの説明として保持します。 クライアントはアプリケーションの状態を保持します。クラ
イアントはリソースをローカルで操作する可能性がありますが、PUT またはPOST が実行され
るまで、リソースマネージャーが把握しているリソースは変更されません。

説明HTTP 動詞操作

新しいリソースを作成します。 同期POST は、新しく作成したリ
ソースを返します。 非同期POST は、Location ヘッダーの
TaskResource URI を返します。 この URI は、POST 操作の進行
状況を追跡します。

POST リソース URI（ペイ
ロード ＝ リソースデータ）

作成

要求されたリソースの表現を返します。GET リソース URI読み取り

既存のリソースを更新します。PUT リソース URI（ペイロー
ド ＝ 更新データ）

更新

リソースの一部を更新します。 たとえば、リソースの 1 つのフィー
ルドのみを更新する必要がある場合です。

PATCH リソース URI（ペイ
ロード ＝ 更新データ）

指定されたリソースを削除します。DELETE リソース URI削除

5.2 リターンコード

説明
リターンコー
ド

操作は正常に実行されました。2xx

クライアント側のエラーで、エラーメッセージが返されました。4xx

アプライアンスのエラーで、エラーメッセージが返されました。5xx

注記: エラーが発生した場合、リターンコード 4xx または 5xx によって示され、
ErrorMessage が返されます。 予期したリソースモデルは返されません。

5.3 URI 形式
すべての URI はリソースを示します。 クライアントは URI を作成または変更する必要はあり
ません。 リソースの URI は静的で、https://{appl}/rest/resource
category/resource ID という形式を使用します。
https://{appl} アプライアンスアドレス

/rest URI の種類
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/resource category リソースのカテゴリ（たとえば、
server-profiles）

/resource instance ID 特定のリソースインスタンス ID（オ
プション）

5.4 リソースモデルの形式
リソースでは、REST API を使ったデータ交換で JavaScript Object Notation（JSON）をサポー
トしています。 REST API 操作で特に指定されない限り、デフォルトは JSON です。

5.5 REST API を使用したアプライアンスへのログイン
login-sessions REST API を使用してアプライアンスにログインすると、セッション ID が
返されます。 Auth ヘッダー内で、以降のすべての REST API 操作でセッション ID を使用し
ます。 セッション ID は 24 時間有効です。

ログアウトログイン

操作

DELETE

API
/rest/login-sessions

要求ヘッダー

auth:{YourSessionID}

『REST API Request Headers』
要求本体

なし

応答

204 No Content

操作

POST

API
/rest/login-sessions

要求ヘッダー

『REST API Request Headers』
要求本体

{"userName":"YourUserName","password":"YourPassword"}

注記: これは、アプライアンスにローカルでログイン
する例です。 ディレクトリサービスを使用している場
合、authnHost 属性とauthLoginDomain 属性を追加
する必要があります。

応答

セッション ID を含むLoginSessionIdDTO

5.6 REST API のバージョンと下位互換性
REST API 操作を実行するときには、X-API-Version ヘッダーが必要です。 このバージョン
ヘッダーは、アプライアンスで現在実行しているソフトウェアの REST API バージョンに対応
します。 正しい REST API バージョンを確認するには、/rest/version を実行します。 こ
のGET 操作にはX-API-Version ヘッダーは必要ありません。 環境内で複数のアプライアン
スを実行している場合、各アプライアンスに必要な REST API バージョンを確認する必要があ
ります。

注記: X-API-Version ヘッダーが要求に含まれていない場合、API はデフォルトのバージョ
ン 1 に設定されます。 HPE OneView ではほとんどの API には 3 つ以上のバージョンがあるた
め、X-API-Version ヘッダーを含まない API を起動すると、API のバージョンが検出され
ず、HTTP 404 エラーが発生する可能性があります。

HPE OneView 3.0 REST API スクリプティングのヘルプに記載されている要求は、300 の
versionNumber に対応しています。 API バージョン 200 を指定する要求は、常に、ここに
記載されている動作を提供します。 今後の API の変更はそれ以降のバージョン番号を導入し
ます。
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サポートされる REST API のバージョン
HPE OneView の今回のリリースでは、HPE OneView の以前のリリースでサポートされていた
REST API バージョン 3（最小）のサポートに加えて、新しい REST API バージョン 300 をサ
ポートしています。

古い REST API バージョン用の HPE OneView REST API ドキュメントは、
www.hpe.com/info/oneview/docs からオンラインで入手できます。サポートされている最新バー
ジョンの REST API 用のドキュメントは、オンラインで入手できるほか、このリリースのオン
ラインヘルプに含まれています。

下位互換性

次のリストでは、HPE OneView の新しいバージョンにアップグレードするときに、既存のス
クリプトを維持する方法、新しい機能の利点を活用する方法、および HPE OneView REST API
ドキュメントの現在と以前のバージョンを検索する方法について説明します。

• スクリプトが壊れないようにする

特定の API バージョン用に作成された既存のスクリプトが壊れないようにするには、その
特定の REST API の同じX-API-Version の値を使用します。 これにより、PUT および
POST の操作中に同じデータのセットが送信され、応答本体で返されます。

注記: 特定のリソース属性で返される可能性がある列挙された値のセットは、リリース
からリリースへ拡張する場合があります（API バージョンからは独立）。 クライアント
は、予期しない任意の値を無視する必要があります。

下位互換性を維持するために、列挙された値のセットは減りません。また、これらの値の
意味は、特定の API バージョンについては変更されません。

注記: インデックスまたは SCMB は、要求のX-API-Version ヘッダーで何が送信され
たかに関係なく、常にリソースデータの最新バージョンを返します（このヘッダーはイン
デックス DTO モデルを制御しますが、その中に格納されたデータを制御しません）。 リ
ソースのデータの特定のバージョンを取得するには、目的のX-API-Version ヘッダーを
持つリソースの URI でGET を実行します。

• 新しい機能の使用

新しい機能を利用するにはX-API-Version の新しい値に移行する必要があります。
X-API-Version 値がスクリプト内でグローバルに設定されている場合、新しい
X-API-Version への移行が複数の REST API に影響する可能性があります。 変更され
た REST API のリストを表示するには、『HPE OneView リリースノート』を参照してく
ださい。

新しい機能を使用する必要がない場合は、以前のX-API-Version を使用し、既存のスク
リプトに影響しないようにできます。 下位互換性はリリース間で保証されず、古い機能は
非推奨になるため、新しいX-API-Version に移行することをお勧めします。
REST API の現在のバージョンは、アプライアンス上に含まれている『HPE OneView REST
API リファレンス』で説明します。 以前のバージョンの REST API リファレンスを表示す
るには www.hpe.com/info/oneview/docs を参照してください。

5.7 非同期操作と同期操作
同期操作では、REST API 操作の完了後に応答が返されます。 たとえば、POST
/rest/server-profiles を実行すると、新しく作成したサーバープロファイルが応答本体
で返されます。 アプライアンスのバックアップなどの非同期操作では、タスクの URI が Location
応答ヘッダーで返されます。 タスクの URI を使用して、操作の現在のステータスを取得した
り、タスクが完了した後で、関連付けられたリソースを取得したりすることができます。

• これはすべての非同期 API に共通の動作です。
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• 動作は API によって異なるため、現在のステータスを取得するのに他の動作に依存しない
でください（返される応答本体の内容など）。

特定の各 API の動作については、『API リファレンス』を参照してください。

• 同じ API バージョンであっても、将来変更される可能性があるため、その他の動作の実行
には依存しないでください。

例 1 アプライアンスのバックアップの非同期 REST コールから返される応答ヘッダーの例

HTTP/1.1 202 Accepted

Date: Tue, 26 Jan 2016 23:19:14 GMT

Server: Apache

Location:
https://<hostname>/rest/tasks/39CE80C4-EF2C-4717-90EA-EF166E83B49F

Content-Length: 0

cache-control: no-cache

5.8 タスクリソース
非同期 REST API 操作を実行すると、HTTP ステータス202 Accepted が返され、
TaskResource リソースモデルの URI が応答のLocation ヘッダーで返されます。
TaskResource モデルの URI に対してGET を実行すると、非同期操作のステータスをポーリ
ングできます。 TaskResource モデルのassociatedResource 属性には、タスクの影響を
受けるリソースの名前と URI が含まれています。

アプライアンスのバックアップを作成する例

1. アプライアンスのバックアップを作成します。
/rest/backups

TaskResource の URI が応答のLocation ヘッダーで返されます。

2. 手順 1 で返されたTaskResource URI を使用して、バックアップのステータスをポーリングします。
/rest/tasks/{id}

3. タスクが完了状態に到達したら、TaskResource のassociatedResource URI を使用して、バックアップ
ファイルをダウンロードします。

GET {associatedResource URI}

5.9 エラー処理
REST API 操作中にエラーが発生した場合、4xx（クライアント側）または 5xx（アプライア
ンス）エラーがエラーメッセージ（ErrorMessage リソースモデル）とともに返されます。
エラーメッセージには説明が含まれており、エラーを訂正するための推奨操作が示される場合
があります。

RESTAPIPOST 操作が正常に実行された場合、新しく作成したリソース（同期）または Location
ヘッダーでTaskResource URI（非同期）が返されます。

5.10 ETag を使った同時実行制御
クライアントは ETag を使用して、リソースモデルのバージョンを確認します。 これにより、
現行以外のリソースモデルのバージョンをクライアントが変更（PUT）するのを防ぎます。 た
とえば、クライアントがサーバープロファイルにGET を実行し、応答ヘッダーで ETag を受信
し、サーバープロファイルを変更してからリソースモデルを更新（PUT）する場合、PUT 要求
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ヘッダーの ETag は、リソースモデルの ETag と一致する必要があります。 ETag が一致しな
い場合、クライアントのPUT 要求は完了せず、412 PRECONDITION FAILED エラーが返され
ます。

5.11 REST API 共通パラメーターを使ったリソースのクエリとページ
分割

リソースのクエリ

一連の共通パラメーターを使用して、GET 操作から返される結果をソート、フィルター処理な
どでカスタマイズできます。 各 REST API 仕様には、使用できる共通パラメーター一式が記載
されています。

リソースの集合に対するクエリの実行時のページ分割

複数のリソースを取得するGET 操作を実行すると（つまり、/rest/server-profiles など
の集合 URI 上でのGET）、リソースは、リソースの配列を含む集合オブジェクトで、返される
リソースのセットについての情報とともに返されます。 クエリが大量のリソースを返すとき
は、パフォーマンスを向上するために、このリソースの集合は、ページに自動的に切り捨てら
れる可能性があります。 集合の属性（下記参照）は、リソースのフルセットが返されたかどう
か、または追加のクエリが、追加のページの取得に必要かどうかを判断するために必要な情報
を提供します。

たとえば、集合オブジェクトには、次のページと前のページの URI が含まれています。 これ
らの URI は、追加のページが使用できるかどうかを示し、これらの URI に対してGET 操作を
実行することで取得できます。 これは、nextPageUri 属性が空/ヌルで戻るまでその属性に
対してGET を繰り返すことで、クエリのすべてのリソースが確実に取得されるようにする単純
なモデルです（下記の例：特定の集合クエリですべてのリソースを返すを参照してください）。

start とcount のクエリパラメーターを使用して、リソースの特定のページのクエリを実行
することもできます。 これらのパラメーターは、それぞれ、返される最初のリソースのイン
デックスとページで返すリソースの数を示します。

注記: 集合の複数のページに対するクエリは、ステートレスで、クエリの実行時に開始イン
デックスとその開始点から返されるリソースの数に単に基づきます。 たとえば、サーバープロ
ファイルリソースの集合からの特定の次ページ URI を使用してGET 操作を実行した後に任意の
サーバープロファイルを追加または削除し、GET を再び実行した場合、同じ次ページ URI を使
用して返されるページには同じリソースのセットが含まれていないことがあります。

また、特定の start および count パラメーターを使用して返される特定のリソースのセットは、
要求で送信されるfilter、query およびsort パラメーターに強く依存しているため、追加
のページに対するすべての要求で、常に同じ filter、query、および sort パラメーターを渡すこ
とが重要です。 nextPageUri とprevPageUri 属性は、現在の要求からのfilter、query、
およびsort パラメーターを使用して事前に設定されます。

集合 URI（たとえば、/rest/server-profile）に対して実行されたすべての GET 操作で
返される属性： 
total 要求された集合で使用可能なリソースの合計数（すべての

フィルターを含むように考慮）。 返された数であるとは限
りません。

count （メンバーの属性で）返されるリソースの実際の数。

start （メンバーの属性で）返される最初の項目の 0 から始まる
インデックス。

members 現在の結果セットで返されるリソースの配列。

nextPageUri 結果セットの次のページのクエリに使用できる URI（現在
のクエリで指定されている同じcount を使用）。
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prevPageUri 結果セットの前のページのクエリに使用できる URI（現在
のクエリで指定されている同じcount を使用）。

注記: ヌルまたは空のnextPageUri またはprevPageUri
属性は、クエリで最後のページまたは最初のページ（それ
ぞれ）に達していることを示しています。 これにより、ク
エリ内のリソースのフルセットを取得するためにスクリプ
トはnull になるまでnextPageUri で繰り返すことがで
きます。

例：特定の集合クエリですべてのリソースを返す 
クエリに返されるリソースの数がcount パラメーターで指定された数と一致しない可能性があ
ります。 クライアントは必ず、返された結果をチェックして、フルの結果セットが返されたか
どうかを確認する必要があります。 クエリで一部のリソースが返されない 2 つの理由は、次
のとおりです。

• クエリの最後のページに到達した（返すリソースが多く残っていない）。 これは、
prevPageUri がnull 値で返されることによっても示されます。

• パフォーマンスの理由により、サービスは、返された結果セットを自動的に切り捨てる可
能性があります。この場合、リソースのフルセットを取得するために（適切な start と
count パラメーターのセットを使用して）追加のGET 要求が必要です。

特定の集合のすべてのリソースを確実に取得するための最も簡単な方法は、返された
nextPageUri を使用して値がnull になるまでGET 要求を繰り返し常に実行することです。
任意のフィルター/クエリとソート順に基づく疑似コードの次の例を参照してください。

currentCollection = doGet("/rest/server-hardware");
allResources = currentCollection.members;
While (currentCollection.nextPageUri) {
currentCollection = doGet(currentCollection.nextPageUri);
allResources.Append(currentCollection.members);
}

5.12 State Change Message Bus
State-Change Message Bus（SCMB）は、非同期メッセージングを使用して、管理対象のリ
ソース（論理リソースと物理リソースの両方）に対する変更をサブスクライバーに通知するイ
ンターフェイスです。 たとえば、新しいサーバーハードウェアが管理対象環境に追加されたと
き、または物理リソースのヘルスステータスが変化したときに通知を受信するように、アプリ
ケーションをプログラミングできます。REST API を使用してアプライアンスのステータスを
常にポーリングする必要はありません。 アプライアンス環境での変更に関する非同期メッセー
ジを受信する方法については、「サブスクライバーにデータを送信するためのメッセージバス
の使用」(345 ページ)を参照してください。

5.13 Metric Streaming Message Bus
Metric Streaming Message Bus（MSMB）は、非同期メッセージングを使用して管理対象リ
ソースの最新の評価基準についてサブスクライバーに通知するインターフェイスです。 REST
API を使用して受信する間隔および評価基準を構成できます。 詳細は、「サブスクライバーに
データを送信するためのメッセージバスの使用」(345 ページ)を参照してください。

5.14 分析とトラブルシューティング
REST API を使用して、リモートシステムログおよび iLO から取得されるデータを収集し、強
力なトラブルシューティングおよび分析ツールでそのデータを利用できるようにできます。
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5.14.1 HPE Operations Analytics と HPE OneView の統合
Operations Analytics と HPE OneView の統合により、IT 担当者は、HPE OneView を使用して
管理するデバイスのトラブルシューティング、分析、および容量プランニングに関する情報が
得られます。 HPE OneView の REST API を使用して、ログ、評価基準、アラート、およびイ
ンベントリからデータを収集して Operations Analytics にインポートし、グラフィカルに表示
できます。

Operations Analytics のようなリアルタイムのトラブルシューティングアプリケーションでは、
リアルタイムに近い間隔で HPE OneView のリソース、関係、評価基準、アラート、およびロ
グにアクセスする必要があります。 次に、このデータを使用して進展中の問題を特定し、事前
に障害を予測することによってインフラストラクチャのダウンタイムを回避します。

Operations Analytics に関する技術情報については、HPE Operations Analytics のマニュアル
を参照してください。

5.15 Web ブラウザーの開発者向けツール
Web ブラウザーで開発者向け/デバッグツールを使用して、UI と同じように REST API 操作を
表示できます。 UI では、すべての操作に REST API を使用するため、UI で実行できる操作
は、REST API 操作を使用して実行できます。

5.16 PowerShell および Python コードサンプルライブラリ
Windows PowerShell および Python ライブラリは、Git 準拠の Web サイトからダウンロード
して、REST API スクリプティングに使用できます。 ライブラリは、現在、MIT Open Source
ライセンスの下にあり、ユーザー独自の目的で、ソースコードを変更できます。 各ライブラリ
は、ご意見、問題、およびその他のディスカッションを Hewlett Packard Enterprise に送信す
るための方法を提供します。

Git バージョンコントロールについて: 
レポジトリのレイアウトと全体的なワークフローはごく標準的で単純なワークフローを使用し
ており、マスターのブランチは、常にツリートランクの最上部です。 Hewlett Packard Enterprise
では、特定のリリースに関する問題を解決する目的でのみ、各リリースのタグ付けとリリース
の分岐をしています。

Git の使用について詳しくは、http://git-scm.com/book を参照してください。

注記: REST API スクリプティングまたは HPE OneView についてご質問がある場合は、ユー
ザーコミュニティフォーラム（http://www.hpe.com/info/oneviewcommunity-ja ）で質問を
投稿してください。

PowerShell ライブラリ
PowerShell ライブラリは、GitHub で提供されており、https://github.com/HewlettPackard/
POSH-HPOneView から入手できます。 サイトに登録し、プロジェクトを監視するには、
Microsoft または GitHub の有効なアカウントが必要です。 リリースまたはソースコードのダウ
ンロードでは、認証は必要ありません。

使いやすいように、ライブラリが更新された場合、新しいインストーラーが提供されます。

ブラウザーまたは GIT Windows クライアントを使用して、ソースコードおよびサンプルをダ
ウンロードすることができます。 Windows クライアントをダウンロードするには http://
windows.github.com/ を参照してください。
GitHub サイトは、問題や機能要求を送信する問題トラッカーを提供します。

Python ライブラリ
Python ライブラリは、GitHub の Web サイトで提供されており、https://github.com/
HewlettPackard/python-hpOneView から入手できます。
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開発ディスカッションを受信するには、https://groups.google.com/forum/#!forum/
hp-oneview-python でパブリックメーリングリストにサインアップします。
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6 ドキュメントとヘルプへのアクセス
この章では、アプライアンスからヘルプにアクセスする方法、公開されているオンライン情報
ライブラリにアクセスする方法、および REST API ヘルプと参考資料の場所について説明しま
す。

6.1 オンラインヘルプ — 必要なときに概念とタスクに関する情報を入
手する

オンラインヘルプには UI と REST API の両方について記述されており、以下の内容が含まれ
ています。

• アプライアンスとその機能の概要

• リソースと UI 画面の説明

• データセンターを管理対象にするためのクイックスタート手順

• UI を使用してタスクを実行するための段階的な手順

• REST API スクリプティングを使用してタスクを実行する方法

• 『HPE OneView REST API リファレンス』

• State-Change Message Bus（SCMB）を使用して、状態変更メッセージをサブスクライ
ブする方法

REST API ヘルプの設計
REST API ヘルプは次のように設計されています。

• 各リソースは、個別の章で説明しています。

• 各 REST API スクリプティングの章では、タスクを完了するために呼び出す必要がある
REST API 呼び出しを明記しています。

• 各 REST API 呼び出しは、『HPE OneView REST API リファレンス』にリンクしていま
す。そのマニュアルには、属性、パラメーター、リソースモデルのスキーマ、JavaScript
Object Notation（JSON）の例など、API に関する詳細が記載されています。

UI ヘルプの設計
UI のオンラインヘルプは、各リソースを個別の章で説明するように設計されています。 各ヘ
ルプの章の最初には、次の場所に移動するためのナビゲーションボックスがあります。

• UI を使用して実行できるタスク

• リソースの概念に関する情報を提供する [About] セクション
• データ入力や意思決定に役立つ画面コンポーネントの定義が記載された、各画面の詳細に
関する項

• 問題発生時のトラブルシューティング情報

• REST API スクリプティングを使用してタスクを実行する場合、関連する REST API のヘ
ルプへのリンク

6.2 オンラインヘルプの補足を目的としたユーザーガイド
このユーザーガイドには、次の情報が記載されています。

• 概念に関する情報と UI または REST API を使用して実行できるタスクの説明。 オンライ
ンヘルプで説明されている段階的な手順については重複して説明しません。ただし、オン
ラインヘルプを使用できないときに必要になる可能性がある情報を除きます。
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• REST API を使用する手順の場合、REST API のリストは示しますが、完全な構文と使用
方法に関する情報は、オンラインヘルプの『HPE OneView REST API リファレンス』に
記載されています。

• 構成の決定、アプライアンスをインストールする前に実行する必要があるタスク、管理対
象デバイスの追加、構成の変更などのプランニング情報

• UI または REST API を使用して複数のリソースの構成が必要な可能性がある特定のタスク
について、段階的な手順の概要を示すクイックスタート

6.3 HPE OneView のドキュメントの場所
ユーザーガイドおよびその他のマニュアル

HPE OneView ユーザーガイドやその他のマニュアルは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library で入手できます。 その他の情報リソースについては、「Web サイト」(448
ページ)を参照してください。

オンラインヘルプ

アプライアンスのヘルプを参照するには、 をクリックして、[ヘルプ] サイドバーを開きま
す。 サイドバーのリンクから、新しいブラウザーウィンドウまたはタブにヘルプを開くことが
できます。

• [このページのヘルプ]：現在の画面のヘルプが表示されます。
• [ヘルプを参照]：ヘルプシステムのトップ画面が表示されます。ここから、参照したいヘ
ルプを選択できます。

• [REST API ヘルプの参照]：API スクリプティングに関するヘルプと参考情報が表示され
ます。

• 画面またはダイアログボックスの をクリックすると、そのダイアログボックスのコンテ
キスト依存のヘルプが表示されます。

注記: HPE OneView ドキュメントに関するフィードバックを送信するに
は、docsfeedback@hpe.com にメールを送信します。

6.4 アプライアンス以外の場所での UI ヘルプおよび REST API ヘルプ
の参照の有効化

アプライアンス以外の場所にある HPE OneView ヘルプシステムは、REST API スクリプトを
作成する開発者や、アプライアンスにログインせずにローカルでヘルプにアクセスすることを
望むユーザーにとって便利です。

注記: 『API リファレンス』（http://www.hpe.com/info/oneview/docs）を参照することもで
きます。

HTML UI ヘルプと HTML REST ヘルプのダウンロード
1. Enterprise Information Library を参照してください。

http://www.hpe.com/info/oneview/docs
2. 『HPE OneView オンラインヘルプおよび API リファレンス（ダウンロード）』の zip を
選択し、自分のコンピューター、または Web サーバー上のローカルディレクトリに保存
します。

3. 任意のユーティリティを使用して、.zip ファイルの内容を抽出します。
4. コンテンツディレクトリに移動します。

5. index.html ファイルをダブルクリックして HPE OneView ヘルプシステムを開きます。
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パート II プランニングタスク
この部の章では、データセンターの構成プランニングタスクについて説明します。このタスクは、
アプライアンスをインストールする前または構成を変更する前に完了することをお勧めします。 こ
のプランニングタスクを実行すると、アプライアンスの機能を最大限に活用し、管理者による監視
と管理が簡単になるデータセンターの構成を作成できます。
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7 データセンターリソースのプランニング
アプライアンスのインストールの前提条件を満たすように環境を整えるタスクに加えて、デー
タセンターリソースを追加する前に完了することをお勧めするプランニングタスクがありま
す。 このプランニングタスクを実行すると、アプライアンスの機能を最大限に活用し、管理者
による監視と管理が簡単になるデータセンターの構成を作成できます。

7.1 データセンターの数
アプライアンスデータセンターリソースは、IT 機器を含むラックが配置されている物理的に連
続した領域を表します。 アプライアンスでデータセンターを作成して研究室またはコンピュー
タールームの一部を記述することで、有用なグループ分けを行って環境および電力と温度の要
件の概要を示します。

データセンターを使用して、環境の物理トポロジと電源システムを記述する作業は省略可能で
す。 複数のデータセンターを作成する場合は、他のリソースの名前にデータセンターの情報を
追加して、アプライアンスの検索機能を使用してデータセンター別に結果をフィルター処理で
きるようにすることを検討してください。

7.1.1 サーバーハードウェアの管理、監視、または移行
HPE OneView にエンクロージャーを追加して管理または監視するかどうか、または Virtual
Connect エンクロージャーを移行するかどうかを指定します。
管理 管理対象サーバーを HPE OneView のエンクロージャーまたはラックサーバーに追加す

ると、構成の適用、サーバープロファイルの展開、動作ステータスの監視、統計情報の
収集、およびユーザーに対する特定の状態の通知を行うことができます。 詳しくは、
「管理対象の c7000 エンクロージャーについて」(228 ページ)および「サーバーハード
ウェアの管理」(163 ページ)を参照してください。 サーバーハードウェアの管理には、
HPE OneView Advanced ライセンスが必要です。 詳しくは、「ライセンスについて」
(187 ページ)を参照してください。

監視 監視対象サーバーを HPE OneView のエンクロージャーまたはラックサーバーに追加す
る場合は、その監視対象サーバーのインベントリおよびハードウェアステータスだけを
監視できます。 詳しくは、「監視対象の c7000 エンクロージャーについて」(229 ペー
ジ)および「監視対象サーバーハードウェアについて」(167 ページ)を参照してください。
サーバーハードウェアの監視では、HPE OneView Standard と呼ばれる無料ライセンス
を使用します。 詳しくは、「ライセンスについて」(187 ページ)を参照してください。

移行 Virtual Connect Manager（VCM）にエンクロージャーがある場合は、構成情報とともに
HPE OneView に移行できるので、HPE OneView で管理できます。 管理対象エンクロー
ジャーには、HPE OneView Advanced ライセンスが必要です。 詳しくは、「ライセン
スについて」(187 ページ)を参照してください。 移行について詳しくは、「その他の管
理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について 」(230 ページ)
を参照してください。

7.2 セキュリティのプランニング
アプライアンスのセキュリティ機能の詳細とアプライアンスの保護の概要については、「アプ
ライアンスのセキュリティ機能について」 (67 ページ) を参照してください。

7.3 データセンターのネットワークスイッチの準備
Virtual Connect インターコネクトモジュールに接続するデータセンターのネットワークスイッ
チのスイッチポートは、「データセンターのスイッチポートの要件」 (201 ページ) に記載され
ているとおりに構成する必要があります。「アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ
構成について」(215 ページ)に記載されているとおり、ネットワークトラフィックについても検
討してください。
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7.4 デュアルスタック実装のプランニング
ネットワーク管理システムでは、同じネットワークインフラストラクチャで IPv4 または
IPv4/IPv6 の通信プロトコルを使用することができます。 デフォルトのプロトコルは IPv4 で
す。 IPv4 プロトコルと IPv6 プロトコルでインターコネクトを管理すると、IPv4 のプライマリ
アドレスで接続に失敗した場合に、ネットワークアドレスの冗長性が確保されます。

アプライアンスが IPv6 管理ネットワーク上でインターコネクトを使用して通信するには、
IPv4/IPv6 デュアル通信スタック構成が必要です。
エンクロージャー用のデュアルスタックプロトコルを設定するには、Onboard Administrator を
使用して IPv6 および IPv6 アドレスタイプを有効にします。

注記: SNMP アクセスおよび SNMP トラップ先は、IPv4 および IPv6 アドレスをサポートし
ます。

7.5 リソース名のプランニング
各画面のバナーには、スマート検索機能があります。これにより、リソース名のインスタン
ス、シリアル番号、WWN、IP アドレス、MAC アドレスなどリソース固有の情報を検索できま
す。 通常、リソースに表示されるすべての情報を検索できます。
ネットワーク、ネットワークセット、エンクロージャー、エンクロージャーグループ、論理イ
ンターコネクトグループ、およびアップリンクセットの標準命名規則を定義すると、それらの
リソースを簡単に識別して、UI で効率的に検索またはフィルター処理できます。
リソース名を選択するときは以下の点を考慮してください。

• 名前の変更の必要性を最小限に抑え、ネットワーク関連のリソースを簡単に識別できるよ
うに、次の情報を含む名前を付けることを検討します。

◦ リソースの目的。 例：
本番環境ネットワークリソースの場合はprod
開発ネットワークリソースの場合はdev

◦ タグ付きネットワークの場合は VLAN ID

注記: 複数のタグ付きネットワークを同時に作成している場合（複数のネットワー
クを一括で作成している場合）、ネットワークの名前、アンダースコア（_）、VLAN
ID が自動的に追加されます。 たとえば、Dev_101 のようになります。

◦ エンクロージャーの左側または右側を使用するリソースを区別するための識別子。
例：

left とright
A とB
1 と2

◦ 推奨される命名規則に従ってネットワークに名前を付けた例を以下に示します。

dev_1105_A
prod_1102_1
test_1111_left

◦ サーバープロファイルで複数のネットワーク接続を使用する場合は、1 つのプロファ
イル接続で使用されるネットワークをすべて含むネットワークセットを作成します。
次のような名前を付けます。

dev_nset_A
prodnset_1
testns_left
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◦ アップリンクセットの名前を変更すると、リソースが一時的にオフラインになる可能
性があります（「リソースの機能停止が必要または結果として機能停止する構成変
更」 (123 ページ) を参照してください）。 名前の変更の必要性を最小限に抑え、アッ
プリンクセットを簡単に識別できるように、次のような名前を付けます。

devUS_A
prodUS_1
testUS_left

• アプライアンスでは、サーバーハードウェアなどのリソースの物理的な位置（データセン
ター名）に基づくフィルター処理をサポートしていません。 データセンター名でフィル
ター処理できるようにするには、リソース名にデータセンター名を含む命名規則を選択し
ます。

• アプライアンスでは、リソースのモデル別のフィルター処理をサポートしています。その
ため、サーバーハードウェアの名前にモデル番号を入れなくても、サーバーハードウェア
を検索できます。

• アプライアンスには、多数のリソースに対してデフォルトの名前が用意されています。 た
とえば、次のような名前が用意されています。

◦ エンクロージャーにはEncln という名前が割り当てられます。n は、エンクロージャー
が追加されるたびに 1 つずつ増える数字です。

◦ enclosure_name-LI は、論理インターコネクトのデフォルトの名前です。
enclosure_name はエンクロージャーの名前です。

◦ Datacenter 1 は、アプライアンスを初期化するときにデータセンターに割り当て
られる名前です。

◦ サーバーハードウェアタイプには、BL460c Gen8 1 など、サーバーモデルに基づい
て名前が割り当てられます。 あるサーバーハードウェアタイプを標準として選択した
場合、Standard という単語や他の識別子を追加するようにサーバーハードウェアタ
イプの名前を変更すると、管理者は選択する必要がある適切なサーバーハードウェア
タイプをすばやく特定できます。

• リソースに略語を使用して短い名前を作成できます。 以下に例を示します。

標準的な略語リソース名

Enclエンクロージャー

EG、Groupエンクロージャーグループ

LI論理インターコネクト

LIG論理インターコネクトグループ

USアップリンクセット

アプライアンスの検索機能について詳しくは、「リソースの検索」 (100 ページ) を参照してく
ださい。

7.6 アプライアンス構成のプランニング
これらのトピックでは、アプライアンス構成について説明します。

7.6.1 アプライアンスの VM とホストの要件
HPE OneView は、以下のサポートされるハイパーバイザーホスト上で動作する仮想アプライ
アンスです。
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表 5 サポートされるハイパーバイザーおよびバージョン

バージョンハイパーバイザー

• 5.5

• 5.5 Update 1

• 5.5 Update 2

• 5.5 Update 3

• 6.0

• 6.0 Update 1

• 6.0 Update 2

VMware vSphere ESXi

Hyper-V は、Hyper-V 役割がインストールされている次の Microsoft
Windows プラットフォームでサポートされています。

• Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2

• Windows Hyper-V Server 2012

• Windows Hyper-V Server 2012 R2

Microsoft Hyper-V

アプライアンス仮想マシン（VM）の要件が次のように変更されました。

• ProLiant G7– クラスまたはそれ以降の CPU。

• 2–GHz 以上の仮想 CPU4 個。

• 16GB のメモリ

• シックプロビジョニングされた 160 GB のディスク容量。
ファームウェアレポジトリのサイズをデフォルトの 12GB から 100GB に増やすために仮
想ディスクを手動で拡張することができます（最小で 275GB の総ディスク領域が必要）。
ベストプラクティスは、アプライアンスのインストール中に仮想ディスクを拡張すること
です。 手順については、インストールおよびアップグレードの説明を参照してください。

• 管理 LAN への接続。 Hewlett Packard Enterprise は、管理用とデータ用のネットワークを
分離することを強くお勧めします。

• ハイパーバイザーホストが、以下の最小システム要件を満たしている。

『Minimum system requirements for installing ESXi/ESX (1003661)』 、VMware
Knowledge Base

◦

◦ 『Review Prerequisites for Installation』 （Hyper-V Server 2012、Hyper-V Server
2012 R2）、Microsoft TechNet

◦ 『Hyper-V をインストールして仮想マシンを作成する』 （Windows Server 2012）、
Microsoft Windows Server

• BIOS 設定で、電源管理オプションを以下のように構成します。

HP パワーレギュレーターをスタティックハイパフォーマンスモードに設定する。◦
◦ 電力プロファイルを最大パフォーマンスに設定する。

• ネットワークタイムプロトコル（NTP）を適切に構成する。
仮想アプライアンスの正常な動作には、正確な時間ソースが必要です。 ネットワークタイ
ムプロトコル（NTP）を使用する仮想アプライアンスの正確な時間を確保するための 2 つ
のオプションがあります。
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ハイパーバイザー上の NTP
ハイパーバイザーホストが NTP を使用するように構成し、時刻ソースとしてハイパーバ
イザーホストを使用するように HPE OneView を構成します。

HPE OneView の NTP
HPE OneView が 3 つ以上の NTP サーバーを使用するように構成します。

注記: ハイパーバイザーホストが最低限必要なリソース（予約または共有）を予約するよう
に構成する必要があります。 ハイパーバイザーホスト上のリソースの予約に関する説明は、以
下のリンクを参照してください。

• メモリおよびプロセッサーの構成（日本語） （Microsoft Windows Server （英語））
• CPU リソースの割り当て（英語） と メモリリソースの割り当て（英語） （VMware

vSphere ESX と vCenter Server Documentation Center （英語））

7.6.2 高可用性のプランニング
HPE OneView を高可用性（HA）構成で使用するには、ハイパーバイザーのドキュメントを参
照し、特定の要件を確認してください。

VMware vSphere ESXi http://www.vmware.com/jp/products/vsphere/
features/high-availability.html

Microsoft Hyper-V http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/
cc753787.aspx

7.6.3 データ用と管理用の個別のネットワーク
管理用とデータ用に個別のネットワークを使用することをお勧めします。 詳しくは、「セキュ
アなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス」(68 ページ)を参照してください。
『HPE OneView サポートマトリックス』を参照してください。

7.6.4 タイムクロックと NTP
仮想アプライアンスをインストールするホストで NTP を使用することをお勧めします。 ホス
トで NTP を使用しない場合は、仮想アプライアンスで直接 NTP を構成することをお勧めしま
す。 ホストと仮想アプライアンスの両方で NTP を構成しないでください。 また、VM ホスト
のクロックを正しい時刻に設定する必要があります。

7.6.5 IP アドレス
使用している IP アドレスの種類とアプライアンスに割り当てる方法（手動または Dynamic
Host Configuration Protocol（DHCP）サーバーによる割り当て）を指定する必要があります。
アプライアンスは、アプライアンス IP アドレスを IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスで構成
することをサポートしています。 アプライアンスは、IPv6 のみの構成をサポートしていませ
ん。IPv4 のみの構成またはデュアルモード（IPv4 および IPv6 の両方）の構成を使用できま
す。 詳しくは、「デュアルスタック実装のプランニング」(118 ページ)を参照してください。

VM アプライアンス
VM アプライアンスでは、IP アドレスを 2 つの方法で割り当てることができます。ユーザーが
手動で（静的 IP）、または Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）によって割り当て
る方法です。 DHCP 予約を使用しない場合、DHCP はアプライアンス IP アドレスの割り当て
をサポートしません。
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8 構成変更のプランニング
この章では、リソースが一時的にオフラインになる可能性がある構成変更、または複数のリ
ソースへの変更操作が必要になる可能性がある構成変更について説明します。

8.1 リソースの機能停止が必要または結果として機能停止する構成変更
アプライアンス

アプライアンスをオフラインにしても、管理対象リソースは影響を受けません。リソースはア
プライアンスがオフラインの間も動作し続けます。

アプライアンスのクラスターでは、HPE OneView はスタンバイのアクティブ化操作によって
一時的にオフラインになります。 スタンバイアプライアンスがアクティブアプライアンスにな
ると、HPE OneView の動作が再開されます。
アプライアンスのアップデートをインストールすると、アプライアンスが再起動してオフライ
ンになります。

エンクロージャー

Onboard Administrator（OA）は、エンクロージャーのファームウェア更新中に、自動的にオ
フラインになります。

インターコネクトと論理インターコネクト

• アップリンクセットに含まれるネットワークへのサーバープロファイル接続は、そのアッ
プリンクセットを削除するとオフラインになります。

• アップリンクセットに含まれるネットワークへのサーバープロファイル接続は、次のどち
らかの方法を使用してアップリンクセットの名前を変更するときに数秒間中断される可能
性があります。

◦ 論理インターコネクトに含まれるアップリンクセットの名前を変更する。

◦ 論理インターコネクトグループに含まれるアップリンクセットの名前を変更し、論理
インターコネクトグループから論理インターコネクトをアップデートする。

• 次の操作を実行するとインターコネクトがオフラインになります。

論理インターコネクトのファームウェアをアップデートまたはアクティブ化する。
ファームウェアのステージング時にインターコネクトをオフラインにする必要はあり
ません。

◦

◦ エンクロージャーのファームウェアをアップデートし、エンクロージャー、論理イン
ターコネクト、およびサーバープロファイルをアップデートするオプションを選択す
る。

• ステージング済みでアクティブ化されていないファームウェアがインターコネクトにある
場合、そのインターコネクトを次に再起動したときにファームウェアがアクティブ化さ
れ、インターコネクトがオフラインになります。

• 次の方法を使用してファームウェアをアップデートすることで、スタッキングモードが
Enclosure、スタッキングヘルスがRedundantly Connected である論理インターコネ
クトに接続しているサーバーのネットワーク接続が切断されないようにすることができま
す。

1. 論理インターコネクトのファームウェアをステージングします。

2. 偶数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアク
ティブ化します。
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3. ファームウェアアップデートが完了し、インターコネクトがConfigured 状態になる
まで待機します。

4. 奇数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアク
ティブ化します。

ネットワーク

• 1 つ以上のサーバープロファイルによって使用されているネットワークを削除しようとす
ると、アプライアンスはそのネットワークが使用中であることを通知します。 使用中の
ネットワークを削除すると、そのネットワークを（ネットワークセットの一部としてでは
なく）明示的に指定したサーバープロファイル接続がオフラインになります。

削除したネットワークと同じ名前のネットワークを追加した場合、そのネットワークを
（ネットワークセットの一部としてではなく）明示的に指定した接続はアップデートされ
ません。各サーバープロファイル接続を編集して、追加したネットワークを指定するよう
に再構成する必要があります。 サーバープロファイルを編集して接続を編集する必要があ
るため、サーバーの電源をオフにする必要があります。

• ネットワークセットのメンバーであるネットワークを削除しようとすると、アプライアン
スはそのネットワークが 1 つ以上のネットワークセットに割り当てられていることを通知
します。 そのネットワークを削除した後に、そのネットワークセットにそれ以外のネット
ワークが存在する場合、削除したネットワークへのサーバープロファイル接続はオフライ
ンになりますが、ネットワークセット内の他のネットワークへの接続には影響しません。

ネットワークセットへのサーバープロファイル接続はオンラインのままで、そのネット
ワークセットにネットワーク（たとえば、削除したネットワークと同じ名前のネットワー
ク）を追加できます。

ネットワークセット

• 1 つ以上のサーバープロファイルによって使用されているネットワークセットを削除しよ
うとすると、アプライアンスはそのネットワークセットが使用中であることを通知しま
す。 使用中のネットワークセットを削除すると、そのネットワークセットへのサーバープ
ロファイル接続がオフラインになります。

• 削除したネットワークセットと同じ名前のネットワークセットを追加した場合、そのネッ
トワークセットを指定した接続はアップデートされません。各サーバープロファイル接続
を編集して、追加したネットワークセットを指定するように再構成する必要があります。
サーバープロファイルを編集して接続を編集する必要があるため、サーバーの電源をオフ
にする必要があります。

• ネットワークセットへの接続を指定したサーバープロファイルは、そのネットワークセッ
トに含まれるネットワークが削除されたときに影響を受ける可能性があります。 「ネット
ワーク」を参照してください。

サーバープロファイルとサーバーハードウェア

• サーバープロファイルを編集する前に、サーバープロファイルが割り当てられているサー
バーハードウェアの電源を切らなければならない可能性があります。 サーバーハードウェ
アの電源を切らずに実行できる編集のリストについては、「サーバープロファイルの編集
について」(174 ページ)を参照してください。

• ファームウェアのアップデートでは、サーバープロファイルを編集してファームウェアの
ベースラインを変更する必要があります。 サーバープロファイルに対する他の編集作業と
同様に、サーバープロファイルを編集する前にそのサーバープロファイルが割り当てられ
ているサーバーハードウェアの電源をオフにする必要があります。
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• サーバープロファイルとサーバーハードウェアは、ネットワークとネットワークセットへ
の変更の影響を受ける可能性があります。 詳しくは、「ネットワーク」および「ネット
ワークセット」を参照してください。

• サーバープロファイルとサーバーハードウェアは、アップリンクセット名の変更の影響を
受ける可能性があります。 詳しくは、「インターコネクトと論理インターコネクト」を参
照してください。

8.2 複数のリソースへの変更が必要になる可能性がある構成変更
• 「ネットワークの追加」(125 ページ)

• 「エンクロージャーの追加」(125 ページ)

8.2.1 ネットワークの追加
ネットワークをアプライアンスに追加すると、次のリソースに対して構成変更を行わなければ
ならない可能性があります。

• [ネットワーク]。 ネットワークを追加します。

• [ネットワークセット]。 （オプション）追加するネットワークがイーサーネットネット
ワークの場合、そのネットワークをネットワークセットに追加するか、そのネットワーク
を含むネットワークセットを作成することをお勧めします。

• [論理インターコネクト]と [論理インターコネクトグループ]。 論理インターコネクトに接
続されたサーバーがネットワークにアクセスするには、その論理インターコネクトに、そ
のネットワークへの接続を含むアップリンクセットが必要です。

◦ 複数の論理インターコネクトをアップデートしなければならない可能性があります。

◦ 論理インターコネクトグループに対して構成変更を行った後に、グループから各論理
インターコネクトをアップデートできます。

◦ 構成変更で、アップリンクセットの削除またはアップリンクセット名の変更を行う場
合は、サーバープロファイルのネットワーク接続に影響する可能性があります。 「リ
ソースの機能停止が必要または結果として機能停止する構成変更」 (123 ページ) を参
照してください。

• [サーバープロファイル]。 このネットワークを含むネットワークセットへの接続がサー
バープロファイルにない場合は、ネットワークへの接続を追加する必要があります。

ネットワークを追加するときに実行するタスクの概要については、を参照してください。

8.2.2エンクロージャーの追加
アプライアンスで管理するエンクロージャーを追加すると、次のリソースに対して構成変更を
行わなければならない可能性があります。

• [エンクロージャー]。 管理対象のエンクロージャーを追加します。

• [エンクロージャーグループ]。 管理対象の各エンクロージャーはエンクロージャーグルー
プのメンバーである必要があります。 既存のエンクロージャーグループを選択しない場合
は、エンクロージャーの追加時にエンクロージャーグループを作成する必要があります。

• [論理エンクロージャー]。 論理エンクロージャーでは、一緒にリンクされているエンク
ロージャーの構成を維持します。 論理エンクロージャーは、ファームウェアアップデート
や OA スクリプティングに使用します。また、エンクロージャーグループから行われた変
更とエンクロージャーを一致させるために使用します。

• [論理インターコネクト]と [論理インターコネクトグループ]。 論理インターコネクトと論
理インターコネクトグループには、管理対象エンクロージャーのネットワーク接続を定義
します。 エンクロージャーグループには、論理インターコネクトグループを指定する必要
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があります。 エンクロージャーグループを作成するときに既存の論理インターコネクトグ
ループを指定しない場合は、論理インターコネクトグループを作成する必要があります。
論理インターコネクトに接続されたサーバーがネットワークにアクセスするには、作成す
る論理インターコネクトグループに、そのネットワークへの接続を含むアップリンクセッ
トが必要です。

• [サーバープロファイル]。 エンクロージャーの追加時に、管理対象エンクロージャーの
サーバーブレードにサーバープロファイルを追加して割り当てある必要はありません。た
だし、管理対象エンクロージャーのサーバーブレードを使用するには、サーバープロファ
イルをそのブレードに割り当てる必要があります。 ネットワークにアクセスするには、そ
のネットワークへの接続またはそのネットワークを含んだネットワークセットへの接続を
サーバープロファイルに追加する必要があります。

管理対象エンクロージャーを追加して、そのサーバーブレードをデータセンターネットワーク
に接続するときに実行するタスクの概要については、「クイックスタート：1 つの論理インター
コネクトグループを持つ c7000 エンクロージャーの追加と、そのサーバーブレードのネット
ワークへの接続」 (143 ページ) を参照してください。
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9 VCM から HPE OneView へのエンクロージャーの移行
のプランニング

VCM 管理エンクロージャーから HPE OneView 管理エンクロージャーへの移行のプランニン
グは、移行プロセスの重要な部分です。 Virtual Connect Manager（VCM）から移行されるも
のと HPE OneView の要件を理解すると、円滑で容易な移行の確保に役立ちます。 この章は、
移行の要件と予期すべき事柄を理解するのに役立ちます。 たとえば、移行されないものの部分
的なリストが「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)に記載されています。
自動化された移行プロセスでは、ハードウェアや Virtual Connect（VC）ドメイン、ネットワー
ク、サーバープロファイルなどのエンクロージャーの構成情報がインポートされます。ただ
し、いくつかの例外があります。 サーバープロファイル接続時の MAC および WWN 設定が保
持され、HPE OneView でユーザー定義として指定されます。 移行後に新たに割り当てられた
すべてのアドレスは、HPE OneView ID プールから割り当てられます。 詳しくは、オンライン
ヘルプの「ID プールについて」を参照してください。
移行を計画する場合、Virtual Connect は大文字と小文字を区別し、HPE OneView は区別しな
い点に注意してください。 たとえば、Virtual Connect では、「Profile1」は「profile1」とも
「PROFILE1」とも異なります。 HPE OneView では、「Profile1」は「profile1」とも
「PROFILE1」とも同じです。 名前の競合を防ぐために、移行する前に一部のコンポーネント
の名前を変更しなければならない場合があります。

9.1 移行のタイミングおよびタイプ
移行をいつ実行するかを決定するにあたり、稼働中またはオフラインでの移行のどちらを実行
するかを決定します。 オフラインの場合、移行を実行するために必要なダウン時間を検討して
ください。 稼働中の場合、移行を実行するために必要なハードウェアとソフトウェアのインフ
ラストラクチャを検討してください。

移行する構成の規模は、プロセスタイムに影響します。 大規模で複雑な構成では、小規模な構
成より処理に時間がかかります。

9.2 移行プロセスについて
VCM によって管理されるエンクロージャーは、HPE OneView に移行して HPE OneView で管
理できます。 この移行は、HPE OneView UI または REST API を使用して行うことができま
す。 基本プロセスは、以下の手順で構成されます。 このプロセスを調べて、発生する可能性
のある問題の種類を確認し、ご使用の環境で行う必要のある変更を判別して移行を正常に実行
できるようにします。 詳しくは、「c7000 エンクロージャーを移行する前に」(234 ページ)を
参照してください。

重要: VCM コマンドラインからshow config -includepoolinfo を実行します。 VCM
構成（Virtual Connect（VC）ドメインおよびshow config -includepoolinfo の出力）を
バックアップします。 このバックアップは、VCM に戻って管理する必要がある場合に使用し
ます。 リストアが必要な場合、ラベルに記載された VC インターコネクトの工場出荷時のデ
フォルト認証情報が必要です。

show config -includepoolinfo の出力を使うと、エンクロージャーを HPE OneView に
移行した後で、VC ドメインの特定の詳細を確認できます。 詳しくは、『Virtual Connect ユー
ザーガイド』（http://www.hpe.com/info/virtualconnect/docs ）を参照してください。

移行を実行するための前提条件

• 必要な権限：HPE OneView インフラストラクチャ管理者、Onboard Administrator（OA）、
および VCM ドメイン管理者。

• OA と VCM の認証情報、およびエンクロージャーの OA の IP アドレス。
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• VCEM 管理エンクロージャーの場合：VCEM Web インターフェイスまたは HP PowerShell
モジュールを使用してVirtual Connect ドメインをドメイングループから削除するための
VCEM の認証情報。

• VCM 構成をバックアップして保護します（show config -includepoolinfo からの
出力を含む）。

• 『HPE OneView サポートマトリックス』を参照して、エンクロージャーにサポートされ
ているサーバー、インターコネクトモジュール、メザニンカードが含まれていることを確
認します。

• 前提条件と準備が適切であるかどうかについて、「c7000 エンクロージャーを HPE OneView
に取り込むための前提条件」(240 ページ)を確認します。

• 移行前にサーバープロファイルを割り当てるか、移行後にサーバープロファイルを再作成
します（該当する場合）。

• Virtual Connect ドメインの OA および iLO とのネットワーク接続を確認します。

• エンクロージャー内にすべてのインターコネクトモジュールが存在しており、電源が入っ
ていることを確認します。
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移行タスク

互換性および移行のプロセスの開始

1. オフラインまたは稼働中の移行のどちらを実行するかを決定します。
2. エンクロージャーの移行にHPE OneView GUI を使用するかHPE OneView REST API を使用するかを決めま
す。

3. OA および VCM の認証情報と、エンクロージャーの OA の IP アドレスを提供します。
HPE OneView は、HPE OneView と VCM 管理エンクロージャーとの互換性をチェックし、移行の互換性に関す
る問題レポートを生成します。 レポートには、警告および移行をブロックする問題が表示されます。

互換性レポートにある問題の解決

4. 互換性レポートにある問題を上から下へ確認して解決します。 最初に示されている問題を解決することで、レ
ポートの後のほうに示されている問題を解決できることがあります。

• VCM または HPE OneView 内で構成を変更することで、互換性レポートに示されているすべての移行ブロッ
クエラーを解決します。 発生する可能性のあるいくつかの移行をブロックする問題のリストについては、
「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)を参照してください。

• 処置を実行する必要があるかどうかを判断するために、互換性レポートにある警告を評価します。

特に指定がない限り、警告は HPE OneView に移行されない機能を示します。 続行する前に、検出された機
能が操作にとってクリティカルではないことを確認します。 発生する可能性のあるいくつかの警告のリス
トについては、「警告の問題」(130 ページ)を参照してください。

5. 問題を解決するには、VCM 内で機能を無効にするか、VCM 内で構成を変更するか、場合によっては、HPE
OneView の論理インターコネクトグループを変更する必要があることもあります。

VCM について詳しくは、http://www.hpe.com/info/virtualconnect/docs（英語） にある『HPE Virtual Connect
for c-Class BladeSystem ユーザーガイド』または『HPE Virtual Connect Manager コマンドラインインターフェイ
ス for c-Class BladeSystem ユーザーガイド』を参照してください。

移行

6. 稼働中の移行では、すべてのブロックの問題と解決するべき警告を解決した後に、最終的な互換性テストを実
行します。

オフラインの移行では、すべての移行をブロックする問題（サーバーの電源投入を除く）および解決したい警
告を解決した後、サーバーの電源を切り、最終的な互換性テストを実行します。

7. 移行をブロックするすべての問題が解決されたことが最終レポートに示されたら、以下を行ないます。
a. 各確認事項を読み込む（詳細情報リンクを含む）。
b. 各確認事項をクリックして理解し、影響を受け入れます。
c. 移行手順を進めます。

注記: VCM から HPE OneView に最大 4 つの単一のエンクロージャードメインを同時に移行するオプショ
ンがあります。

移行後のタスク

1. オフラインの移行を正常に完了したあと、サーバーの電源をオンにします。
2. オプション：移行前にサーバープロファイルがサーバーハードウェアに割り当てられていない場合、HPE

OneView でサーバープロファイルを再作成します。 詳しくは、「サーバープロファイルの確認事項」(238 ペー
ジ)を参照してください。

3. 以下のベストプラクティスを実行します。
a. HPE OneView で新しい構成をバックアップします。
b. ネットワークおよびストレージの接続をテストします。
c. いずれかの確認事項（SR-IOV 仮想機能構成など）に、操作に影響する変更が示されている場合は、再起動
を計画します。

注記: インサービス移行時に、一部の変更は、移行後に最初にサーバーを再起動するまで有効になりませ
ん。

移行した後、エンクロージャーは VCM で使用できません。
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9.2.1 警告の問題
次の部分的なリストの Virtual Connect の機能は、HPE OneView でサポートされません。 これ
らの機能は警告の問題とみなされ、互換性レポートに表示されます。 これらの警告があっても
移行は続行できますが、警告を調べて、その機能がご使用の環境にとって重要かどうか判断し
てください。 ある機能がご使用の環境で必要であり、ご使用のエンクロージャーに ProLiant
G6 以降のサーバーブレードが含まれている場合は、エンクロージャーの監視を考慮すること
ができます。 「監視対象の c7000 エンクロージャーについて」(229 ページ)を参照してくださ
い。

注記: 未割り当てのプロファイルは移行されません。 それらのプロファイルは、移行時に
VCM から削除されます。 移行前にプロファイルを割り当てるか、エンクロージャーを HPE
OneView に追加したらshow config -includepoolinfo の出力を使用して、プロファイ
ルを再作成してください。

潜在的な警告

• 未割り当てのサーバープロファイ
ル

• ユーザーの役割の構成

• VCM SNMP トラップと Ethernet
および FC SNMP アクセス設定の
不整合

• Network Access Group

• RADIUS/TACACS+

• sFlow トラフィックの監視

• SMIS が有効でない

• カスタムモジュールホスト名

• プロファイル内での USE-BIOS
接続の混在

• モジュール固有の DNS 名

注記: 一般に、環境に必要でない機能が警告として示される場合、続行しても機能は HPE
OneView に移行されません。
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パート III 構成のクイックスタート
この部のクイックスタートでは、ハードウェアインフラストラクチャの主要コンポーネントをすば
やくアプライアンスの管理対象にするために必要となる、基本的なリソース構成タスクについて説
明します。 その他のリソース構成タスクと継続的な管理タスクについては、パート 4 を参照してく
ださい。
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10 クイックスタート：HPE OneView の初期構成
HPE OneView 内のリソースの初期構成は、日常のメンテナンスの一環としてリソースを構成
する場合と変わりません。

HPE OneView は、リソースとデバイスを作成、追加、編集する順序に柔軟に対応できるよう
に設計されていますが、初期構成の場合、または環境に大幅な追加や変更を加える場合は、次
のワークフローを使用することをお勧めします。

REST API を使用してアプライアンスを構成し、環境を初めて管理下に置くには、ヘルプサイ
ドバーから利用できる REST API ヘルプを参照してください。

10.1 HPE OneView 内のリソースの初期構成
10.1.1 前提条件

• HPE OneView をインストールしていること。 詳しくは、『HPE OneView インストール
ガイド』を参照してください。

• アプライアンスネットワークを構成していること。

• 管理者としてログインしていること。

10.1.2 HPE OneView 内のリソースの構成
1. アプライアンスにユーザーを追加します。

特定の権限と、ローカル認証またはディレクトリベースの認証を持つユーザーアカウント
を作成します。

• 全面的に許可されたローカルユーザー（インフラストラクチャ管理者）の追加

• 特殊なアクセスを持つローカルユーザーの追加

• 組織のディレクトリのメンバーシップによって認証され、全面的に許可されたユー
ザーの追加

• 役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクトリのメンバーシップによって認証
されるユーザーの追加

ローカルまたはディレクトリベースの認証を使用する定義済みまたは特殊な権限を割
り当てられたユーザーアカウントを作成します。

詳しくは、[ユーザーおよびグループ]のオンラインヘルプを参照してください。

2. アプライアンスのファームウェアレポジトリにファームウェアバンドルを追加します。

アプライアンスへ最新のファームウェアバンドルを追加します。

詳細は [ファームウェアバンドル]のオンラインヘルプを参照してください。
3. ネットワークを作成します。

データ用に Ethernet ネットワークを作成し、ストレージ用に Fibre Channel over Ethernet
ネットワークを作成します。

詳細は [ネットワーク]のオンラインヘルプを参照してください。
4. ネットワークセットを作成します。

ネットワークセットを作成してイーサーネットネットワークをグループにまとめ、管理を
簡素化します。

詳細は [ネットワークセット]のオンラインヘルプを参照してください。
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5. 1 個以上の論理インターコネクトグループを作成します。
1 個以上の論理インターコネクトグループを作成して、ネットワークとインターコネクト
アップリンクポート間の接続を定義します。

詳しくは、[論理インターコネクトグループ]のオンラインヘルプを参照してください。
6. エンクロージャーグループを作成する。

エンクロージャーグループを作成して、一貫性のある構成を定義および維持し、エンク
ロージャー内のインターコネクトやサーバーハードウェアなどのデバイスを検出および管
理できるようにします。

詳細は [エンクロージャーグループ]のオンラインヘルプを参照してください。
7. アプライアンスにエンクロージャーを追加します。

アプライアンスにエンクロージャーを追加して、その内容を管理したり、ファームウェア
アップデートを適用したりします。

詳細は [エンクロージャー]のオンラインヘルプを参照してください。
8. オプション：アプライアンスにスイッチを追加します。

ラックの一番上のスイッチをアプライアンスに追加するために論理スイッチグループを作
成して、統一されたコンバージドファブリックを 10Gb イーサーネット経由で LAN およ
び SAN のトラフィックに提供します。
詳細は [スイッチ]のオンラインヘルプを参照してください。

9. オプション：ストレージシステムとストレージプールを追加します。

アプライアンスにストレージシステムを追加してから、アプライアンスにストレージプー
ルを追加します。

詳しくは、[ストレージシステム]のオンラインヘルプおよび [ストレージプール]のオンラ
インヘルプを参照してください。

10. オプション：ボリュームを作成します。
ストレージプールにボリュームを作成します。 ボリュームテンプレートを作成することに
より、ボリュームを作成することもできます。

ストレージシステムからアプライアンスに既存のボリュームを追加することができます。

詳しくは、[ボリューム]のオンラインヘルプおよび [ボリュームテンプレート]のオンライ
ンヘルプを参照してください。

11. オプション：SAN ストレージを管理するアプライアンスに SAN Manager を追加します。
SAN Manager を追加して、その SAN Manager が管理する SAN にアクセスします。
詳しくは、[SAN Manager] のオンラインヘルプを参照してください。

12. オプション：SAN とネットワークを関連付けます。
HPE OneView 内のネットワークと SAN を関連付けます。
詳しくは、[SAN Manager] のオンラインヘルプを参照してください。

13. サーバープロファイルを作成して、サーバーハードウェアに適用します。
サーバープロファイルを作成および適用して、サーバーハードウェアの共通構成を定義し
ます。

詳細は [サーバープロファイル]のオンラインヘルプを参照してください。
14. オプション：サーバープロファイルに SAN ボリュームを接続します。
サーバープロファイルに SAN ボリュームを接続します。
詳細は [サーバープロファイル]のオンラインヘルプを参照してください。
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15. バックアップファイルにアプライアンス構成を保存します。
万一アプライアンスを現在の構成にリストアする必要が生じた場合に備えて、アプライア
ンスの初期構成設定とデータベースをバックアップファイルに保存します。

アプライアンスバックアップファイルの作成と保存について詳しくは、[設定]のオンライ
ンヘルプを参照してください。

10.2 HPE OneView 内の物理寸法と電源システムの定義
ネットワーキングハードウェアが存在している空間の物理サイズを定義し、エンクロージャー、
電力供給デバイス、サーバーハードウェア、およびその他のデバイスを HPE OneView 内の
ラックに配置することにより、データセンター内のデバイスの正確な図と物理接続をアプライ
アンスに提供します。 アプライアンスは、以下の強力な監視機能と管理機能を提供できるよう
になります。

• [データセンター]画面には、IT 環境の 3D モデルが生成され、プランニングや整理に使用
できます。

• [データセンター]画面には、電力と温度のデータが表示されるので、電力消費率を分析す
ることができます。 アプライアンスでは、ラックとそのコンポーネントのピーク温度を報
告し、冷却の潜在的な問題を識別してアラートを通知します。

• [電力供給デバイス]画面から提供されるデータを使って、電力消費率と消費電力上限を分
析できます。

1. 電源デバイスを追加します。

電力デバイスを定義し、電力接続も定義します。

詳しくは、[電力供給デバイス]のオンラインヘルプを参照してください。
2. ラックを追加してラックレイアウトを構成します。

ラックを追加し、エンクロージャー、電力供給デバイスなどのラックデバイスのレイアウ
トを構成します。

詳細は [ラック]のオンラインヘルプを参照してください。
3. データセンターを作成してデータセンターにラックを配置します。

データセンターの物理トポロジと冷却特性および電力特性を定義します。これにより、3D
のビジュアル化と温度の監視が可能になります。

詳細は [データセンター]のオンラインヘルプを参照してください。

10.2 HPE OneView 内の物理寸法と電源システムの定義 135



136



11 ネットワーク、エンクロージャー、およびストレージ
のクイックスタート

11.1 クイックスタート：ネットワークの追加と、既存のサーバーとの
関連付け

このクイックスタートでは、ネットワークをアプライアンスに追加して、追加したネットワー
クに既存のサーバーからアクセスできるようにする方法を説明します。

前提条件 

• 必要な権限：ネットワークを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはネット
ワーク管理者

• 必要な権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合、インフラストラクチャ管理者
またはサーバー管理者

• エンクロージャーとサーバーハードウェアがアプライアンスに追加されていること

• Virtual Connect インターコネクトに接続するデータセンターのすべてのスイッチポート
が、「データセンターのスイッチポートの要件」 (201 ページ) に記載されているとおりに
構成されていること。

11.1.1 ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け
ネットワークをアプライアンスに追加すると、次のリソースに対して構成変更を行わなければ
ならない可能性があります。

注記: 同じ VLAN ID で 2 つのネットワークを作成しなくても、アクティブ/アクティブ構成
を作成することができます。 詳しくは、「クイックスタート：1 つまたは複数の論理インター
コネクトグループに対するアクティブ/アクティブネットワーク構成の追加」(139 ページ)を参
照してください。

説明タスクリソース

• ネットワークを追加するときに、リソースをオフラインにする必
要はありません。

• ネットワークについて詳しくは、「ネットワークおよびネットワー
クリソースの管理」 (195 ページ) 、[ネットワーク]画面のオンライ
ンヘルプ、またはネットワークおよびネットワークセットの REST
API スクリプティングに関するヘルプを参照してください。

1. ネットワークを追加しま
す。

[ネットワー
ク]

• ネットワークを既存のアップリンクセットに追加するか、ネット
ワーク用のアップリンクセットを作成できます。

• アップリンクセットの構成を変更するときに、リソースをオフラ
インにする必要はありません。

• 論理インターコネクトグループに対して行った構成変更は、メン
バー論理インターコネクトに自動的にはプロパゲートされません。
ただし、論理インターコネクトグループを変更することで、各論
理インターコネクトを 1 回の操作でアップデートできます。

• 詳細は、「インターコネクト、論理インターコネクト、および論
理インターコネクトグループの管理」 (203 ページ) 、[論理インター
コネクトグループ]画面のオンラインヘルプ、論理インターコネク
トの REST API スクリプティングのヘルプ、およびuplink-sets
リソースの REST API を参照してください。

2. ネットワークをアップリ
ンクセットまたは内部
ネットワークに追加しま
す。

[論理イン
ターコネクト
グループ]
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説明タスクリソース

• アップリンクセットの構成を変更するときに、リソースをオフラ
インにする必要はありません。

• 論理インターコネクトグループに対して行った構成変更は、メン
バー論理インターコネクトに自動的にはプロパゲートされません。
論理インターコネクトグループに対して行った変更を使用して論
理インターコネクトをアップデートするには、次のいずれかの操
作を実行します。

◦ [論理インターコネクト]→[アクション]→[グループからアップ
デート]を選択します。

◦ REST API を使用して、論理インターコネクトグループを再適
用します。

ネットワークを追加するときに、論理インターコネクトをそのグ
ループからアップデートする場合、リソースをオフラインにする
必要はありません。

• 論理インターコネクトグループを変更せずに、論理インターコネ
クトを変更することもできます。 この場合、論理インターコネク
トに含まれるアップリンクセットにネットワークを追加します。
ただし、アプライアンスは、その論理インターコネクトをグルー
プと一致していない論理インターコネクトとして分類します。

• 詳しくは、「インターコネクト、論理インターコネクト、および
論理インターコネクトグループの管理」 (203 ページ) 、[論理イン
ターコネクト]画面のオンラインヘルプ、または論理インターコネ
クトの REST API スクリプティングに関するヘルプを参照してく
ださい。

3. 以下のいずれかを実行し
ます。

• ネットワークをアップ
リンクセットまたは内
部ネットワークに追加
します。

• 論理インターコネクト
グループ内の論理イン
ターコネクトをアップ
デートします。

[論理イン
ターコネク
ト]（1 つ以
上）

• イーサーネットネットワークだけに当てはまります。

• ネットワークをネットワークセットに追加するときに、リソース
をオフラインにする必要はありません。 ネットワークセットへの
接続を持つサーバープロファイルをアップデートする必要はあり
ません。

• ネットワークセットについて詳しくは、「ネットワークおよびネッ
トワークリソースの管理」 (195 ページ) 、[ネットワークセット]画
面のオンラインヘルプ、またはネットワークとネットワークセッ
トの REST API スクリプティングに関するヘルプを参照してくだ
さい。

4. （オプション）ネット
ワークをネットワーク
セットに追加します。

[ネットワー
クセット]

• サーバーをネットワークに接続するには、そのサーバーハードウェ
アのサーバープロファイルに、ネットワークまたはそのネットワー
クを含むネットワークセットへの接続が含まれている必要があり
ます。

• ネットワークをネットワークセットに追加すると、そのネットワー
クセットへの接続が定義されているサーバープロファイルは、追
加したネットワークに自動的にアクセスできるようになります。
これらのサーバープロファイルを編集する必要はありません。

• ネットワークをネットワークセットに追加しない場合、そのネッ
トワークに接続するサーバープロファイルに、そのネットワーク
への接続を追加する必要があります。 サーバープロファイルに接
続を追加する前に、サーバーハードウェアの電源をオフにします。

• サーバープロファイルについて詳しくは、「サーバーハードウェ
ア、サーバープロファイル、およびサーバープロファイルテンプ
レートの管理」 (163 ページ) 、[サーバープロファイル]画面のオン
ラインヘルプ、またはサーバープロファイルの REST API スクリ
プティングに関するヘルプを参照してください。

5. サーバープロファイルを
編集する前にサーバーの
電源をオフにします。

6. サーバープロファイルを
編集して、ネットワーク
への接続を追加します。

7. サーバープロファイルを
適用した後にサーバーの
電源をオンにします。

[サーバープ
ロファイル]
と [サーバー
ハードウェ
ア]
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11.2 クイックスタート：1 つまたは複数の論理インターコネクトグルー
プに対するアクティブ/アクティブネットワーク構成の追加

このクイックスタートでは、エンクロージャーのアクティブ/アクティブ構成を追加する方法に
ついて説明します。

前提条件 

• 必要な権限：ネットワークを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはネット
ワーク管理者

• 必要な権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合、インフラストラクチャ管理者
またはサーバー管理者

• 2 つ以上のサポートされる Virtual Connect インターコネクト。Hewlett Packard Enterprise
Information Library の該当するサポートまたは互換性マトリックスに記載されています。

• エンクロージャーとサーバーブレードがすでにアプライアンスに追加されていること

• 「アクティブ/アクティブ構成の要件」(216 ページ)に説明されている推奨命名規則に従う
こと

11.2 クイックスタート：1 つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティブネットワーク
構成の追加
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11.2.1 1 つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アク
ティブネットワーク構成の追加

アプライアンス内でアクティブ/アクティブ構成として設定したい各 Virtual Connect インター
コネクトモジュールで、次のように構成を変更します。

説明タスクリソース

[ネットワーク]画面で、次の操作を実行します。
• [名前]で、「アクティブ/アクティブ構成の要件」(216
ページ)に従ってネットワークに名前を割り当てます。

• [タイプ]で、イーサーネットを選択します。

• [VLAN ID] で、両方のネットワークに同じ ID を指定
します。

• [Smart リンク]が選択されていることを確認します。

• ネットワークについて詳しくは、「ネットワークお
よびネットワークリソースの管理」 (195 ページ) 、
[ネットワーク]画面のオンラインヘルプ、またはネッ
トワークおよびネットワークセットの REST API ス
クリプティングに関するヘルプを参照してください。

1. ネットワークを追加します。
• 1 つの論理インターコネクトグルー
プを持つエンクロージャーグルー
プの場合：

a. 同じ VLAN ID を使用して、接続
する VLAN ごとに 1 組のイー
サーネットネットワーク（最初
のインターコネクトモジュール
用と 2 番目のインターコネクト
モジュール用）を追加します。

たとえば、VLAN ID 101 では、
Dev101_A とDev101_B を作成
します。

• 複数の論理インターコネクトグルー
プ構成の場合：

a. 両方の論理インターコネクトグ
ループで使用される Ethernet
ネットワークを追加します。

[ネットワー
ク]

• ネットワークを既存のアップリンクセットに追加す
るか、ネットワーク用に新しいアップリンクセット
を作成できます。

• アップリンクセット内のアップリンクは、単一のイ
ンターコネクトに制限する必要があります。

• 同じアップリンクセット内で重複した VLAN ID を使
用することはできません。

• 詳細は、「インターコネクト、論理インターコネク
ト、および論理インターコネクトグループの管理」
(203 ページ) 、[論理インターコネクト]画面のオンラ
インヘルプ、論理インターコネクトグループの REST
API スクリプティングのヘルプ、およびuplink-sets
リソースの REST API を参照してください。

注記: [論理インターコネクトグループ]画面でアップリ
ンクセットの名前を変更し、[論理インターコネクト]画
面で[アクション]→[グループからアップデート]を選択
すると、接続が一時的に中断されます。

2. アップリンクセットを作成します。
• 1 つの論理インターコネクトグルー
プを持つエンクロージャーグルー
プの場合：

a. ネットワークをインターコネク
トモジュールのアップリンク
ポートに関連付ける 1 つのペア
のアップリンクセットを作成し
ます。

b. 最初のインターコネクトモ
ジュール上にポートを持つアッ
プリンクセットに、ネットワー
クセットを 1 つ割り当てます。
2 番目のインターコネクトモ
ジュール上にポートを持つアッ
プリンクセットに、別のネット
ワークセットを割り当てます。

たとえば、アップリンクポート
X5 は両方のセットに定義されて
います（ベイ 1 のUplinkSet_A
とベイ 2 のUplinkSet_B）。
Dev101_A はUplinkSet_A に
割り当てられ、Dev101_B は
UplinkSet_B に割り当てられ
ます。

• 複数の論理インターコネクトグルー
プ構成の場合：

a. 最初の論理インターコネクトグ
ループにアップリンクセットを
作成し、同じネットワークを使
用して 2 番目の論理インターコ
ネクトグループにアップリンク
セットを作成します。

[論理イン
ターコネクト
グループ]と
[論理イン
ターコネク
ト]
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説明タスクリソース

• ネットワークをネットワークセットに追加するとき
に、リソースをオフラインにする必要はありません。
ネットワークセットへの接続を持つサーバープロファ
イルをアップデートする必要はありません。

• 同じネットワークセット内で重複する VLAN ID は許
可されません。

• 各ネットワークセットには複数のネットワークが必
要です。

• ネットワークセットについて詳しくは、「ネットワー
クおよびネットワークリソースの管理」 (195 ページ)
、[ネットワークセット]画面のオンラインヘルプ、ま
たはネットワークとネットワークセットの REST API
スクリプティングに関するヘルプを参照してくださ
い。

3. （オプション）1 組以上のネットワー
クセットを追加します。 各セット同
じサーバープロファイル接続で使用す
るネットワークのみを含める必要があ
ります。

たとえば、開発Dev_A ネットワーク
にはネットワークセットDevSet_A を
作成し、開発Dev_B ネットワークに
はネットワークセットDevSet_B を作
成します。

[ネットワー
クセット]

• サーバープロファイルに接続を追加する場合は、そ
の接続用に構成されたネットワークが含まれるアッ
プリンクセットを持つモジュールに接続された、物
理ポートを選択します。 [自動]を選択しないでくださ
い。

• サーバープロファイルについて詳しくは、「サーバー
ハードウェア、サーバープロファイル、およびサー
バープロファイルテンプレートの管理」 (163 ページ)
、[サーバープロファイル]画面のオンラインヘルプ、
またはサーバープロファイルの REST API スクリプ
ティングに関するヘルプを参照してください。

4. サーバープロファイルを編集する前に
サーバーの電源をオフにします。

5. サーバープロファイルを編集して、2
つの接続を追加します。 一方のモ
ジュール上のネットワークまたはネッ
トワークセットに 1 つのポート、もう
一方のモジュール上のネットワークま
たはネットワークセットに別のポート
を割り当てます。

アップリンクセット内のアップリンク
ポートに関連付けられたネットワーク
が、ダウンリンクポート内のプロファ
イル接続に割り当てられたネットワー
クと一致していることを確認してくだ
さい。

たとえば、Connection1 は
DevSet_A の LOM1:1-a、
Connection2 はDevSet_B の
LOM1:1-b に一致している必要があり
ます。

6. サーバーの電源をオンにします。

[サーバープ
ロファイル]
と [サーバー
ハードウェ
ア]

11.3 クイックスタート：アクティブ/スタンバイからアクティブ/アク
ティブ構成への移行

このクイックスタートでは、エンクロージャーの構成を、アクティブ/スタンバイ構成からアク
ティブ/アクティブ構成に移行する方法について説明します。
前提条件 

• 必要な権限：ネットワークを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはネット
ワーク管理者

• 必要な権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合、インフラストラクチャ管理者
またはサーバー管理者

• 2 つ以上のサポートされる Virtual Connect インターコネクト。Hewlett Packard Enterprise
Information Library の該当するサポートまたは互換性マトリックスに記載されています。

• エンクロージャーとサーバーブレードがすでにアプライアンスに追加されていること

• 「アクティブ/アクティブ構成の要件」(216 ページ)に説明されている推奨命名規則に従う
こと
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11.3.1 アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行
単一の論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーグループの場合、アクティブ/ス
タンバイ構成からアクティブ/アクティブ構成に移行するときに、以下のリソースに構成の変更
を加えます。

説明タスクリソース

詳しくは、「インターコネクト、論理インターコネクト、
および論理インターコネクトグループの管理」 (203 ページ)
、[論理インターコネクトグループ]画面のオンラインヘル
プ、または論理インターコネクトグループの REST API ス
クリプティングに関するヘルプを参照してください。

1. アクティブ/アクティブに変換する
アップリンクセット（複数可）を検
索します。

2. そのアップリンクセット内のすべて
のネットワークを記録しておきま
す。

[論理イン
ターコネクト
グループ]

[ネットワーク]画面で、次の操作を実行します。
• [VLAN ID] に、手順 3 で名前を変更した各ネットワー
クの外部 VLAN ID（すべて同じ）を指定します。

• [Smart リンク]が選択されていることを確認します。

• ネットワークについて詳しくは、「ネットワークおよび
ネットワークリソースの管理」 (195 ページ) 、[ネット
ワーク]画面のオンラインヘルプ、またはネットワーク
およびネットワークセットの REST API スクリプティ
ングに関するヘルプを参照してください。

3. 「アクティブ/アクティブ構成の要
件」(216 ページ)の説明に従って、
ネットワーク名に<side> を追加し
て、ネットワーク名を変更します
（例：Dev_100_A）。

4. 手順 3 で名前を変更したネットワー
ク（例：Dev_100_B）ごとに、同
じ外部 VLAN ID を使用してイーサー
ネットネットワークを作成します。

[ネットワー
ク]

• ネットワークをネットワークセットに追加するときに、
リソースをオフラインにする必要はありません。 ネッ
トワークセットへの接続を持つサーバープロファイルを
アップデートする必要はありません。

• 同じネットワークセット内で重複する VLAN ID は許可
されません。

• ネットワークセットについて詳しくは、「ネットワーク
およびネットワークリソースの管理」 (195 ページ) 、
[ネットワークセット]画面のオンラインヘルプ、または
ネットワークとネットワークセットの REST API スク
リプティングに関するヘルプを参照してください。

5. （オプション）手順 4 で作成した
ネットワーク用のネットワークセッ
トを追加します。

[ネットワー
クセット]
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説明タスクリソース

ポートのステータス（アクティブまたはスタンバイ）を確
認するには、[論理インターコネクト]画面にアクセスし、
[アップリンクセット]ビュー内の各ポートのステータスを
確認します。

• 元のアップリンクセットからスタンバイアップリンクを
削除して、新しいアップリンクセットに追加することを
お勧めします。 この方法なら、接続損失を防げます。
[論理インターコネクトグループ]画面でアップリンク
セットの名前を変更し、[論理インターコネクト]画面で
[アクション]→[グループからアップデート]を選択する
と、接続が一時的に中断されます。

• 詳細は、「インターコネクト、論理インターコネクト、
および論理インターコネクトグループの管理」 (203 ペー
ジ) 、[論理インターコネクト]画面のオンラインヘルプ、
論理インターコネクトの REST API スクリプティング
のヘルプ、およびuplink-sets リソースの REST API
を参照してください。

6. すべての論理インターコネクトで、
同じモジュール上にアクティブおよ
びスタンバイアップリンクポートが
あるかどうかを確認します。

• スタンバイアップリンクが同じ
モジュール上にある場合は、手
順 7 に進みます。

• スタンバイアップリンクが別の
モジュール上にある場合は、強
制的にフェイルオーバーを行い、
すべてのスタンバイリンクが同
じモジュール上に存在するよう
にします。 手順 7 に進みます。

7. アクティブ/スタンバイアップリン
クセットを編集し、スタンバイアッ
プリンクを削除します。

8. 手順 7 で削除したスタンバイアップ
リンク用に、2 番目のアップリンク
セットを作成します。

9. 手順 4 で作成したネットワークを新
しいアップリンクセットに追加しま
す。 たとえば、UplinkSet_B には
すべてのDev_B ネットワークが含
まれます。

10. [アクション]→[グループからアップ
デート]を選択します。 アクティブ
なアップリンクによりトラフィック
が維持されるため、ダウンタイムは
発生しません。

[論理イン
ターコネクト
グループ]と
[論理イン
ターコネク
ト]

• 元のスタンバイアップリンク用のポートに関連付けられ
ているサーバープロファイルの接続をすべて変更しま
す。 手順 4 または 5 で作成した新しいネットワークま
たはネットワークセットをポートに割り当てます。

• サーバープロファイルについて詳しくは、「サーバー
ハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバー
プロファイルテンプレートの管理」 (163 ページ) 、[サー
バープロファイル]画面のオンラインヘルプ、またはサー
バープロファイルの REST API スクリプティングに関
するヘルプを参照してください。

11.サーバープロファイルを編集する前
にサーバーの電源をオフにします。

12.サーバープロファイルを編集して、
新しいネットワークまたはネット
ワークセットの接続を追加します。

13.サーバーの電源をオンにします。

[サーバープ
ロファイル]
と [サーバー
ハードウェ
ア]

• 詳細は、「インターコネクト、論理インターコネクト、
および論理インターコネクトグループの管理」 (203 ペー
ジ) 、[論理インターコネクト]画面のオンラインヘルプ、
論理インターコネクトの REST API スクリプティング
のヘルプ、およびuplink-sets リソースの REST API
を参照してください。

14.論理インターコネクトグループを編
集し、<side> を追加して元のアッ
プリンクセットの名前を変更します
（例：UplinkSet_A）。詳細は
「アクティブ/アクティブ構成の要
件」(216 ページ)を参照してくださ
い。

アップリンクセット名以外は変更し
ないでください。

15. [アクション]→[グループからアップ
デート]を選択します。

[論理イン
ターコネクト
グループ]と
[論理イン
ターコネク
ト]

11.4 クイックスタート：1 つの論理インターコネクトグループを持つ
c7000 エンクロージャーの追加と、そのサーバーブレードのネットワー
クへの接続

このクイックスタートでは、Virtual Connect インターコネクトを使用してエンクロージャーを
既存のアプライアンスに追加し、既存のデータセンターネットワークにサーバーブレードがア
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クセスできるようにするプロセスを説明します。 このクイックスタートのシナリオは、エンク
ロージャー（フルスタック）構成あたり 1 つの論理インターコネクトグループを対象にしてい
ます。 エンクロージャー構成あたり複数の論理インターコネクトグループのクイックスタート
については、『HPE OneView ユーザーガイド』の「複数の論理インターコネクトグループに
ついて」を参照してください。

エンクロージャーを追加し、そのサーバーブレードがデータセンターネットワークに接続でき
るようにするための手順は、既存のエンクロージャーグループを使用するのか、それともエン
クロージャーグループ、論理インターコネクトとそのアップリンクセットを構成してネット
ワーク接続を定義する必要があるのかによって異なります。

エンクロージャーに格納されたサーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するに
は、複数のリソースが構成されていることを確認する必要があります。 全リソースのリストと
そのリソースが必要な理由については、「チェックリスト：サーバーのデータセンターネット
ワークへの接続」 (241 ページ) を参照してください。
論理インターコネクトグループ、そのアップリンクセット、および関連するエンクロージャー
グループは、さまざまな方法で作成できます。

• エンクロージャーを HPE OneView に追加する前に作成できます。

• エンクロージャーの追加操作中に作成できます。 エンクロージャーの追加操作中に、HPE
OneView は、エンクロージャーに設置されたインターコネクトを検出し、エンクロージャー
に格納されたハードウェアに基づいてグループを作成します。 グループの構成を完了して
から、エンクロージャーの追加操作を完了します。

11.4.1 シナリオ 1：既存のエンクロージャーグループへの管理対象の c7000 エン
クロージャーの追加

管理対象エンクロージャーを HPE OneView によって追加する最短の方法は、既存のエンク
ロージャーグループを指定する方法です。 エンクロージャーを既存のエンクロージャーグルー
プに追加すると、そのエンクロージャーは、ネットワーク接続などがグループ内の他のエンク
ロージャーと同様に構成されます。 このシナリオでは、エンクロージャー用の 1 つの論理イ
ンターコネクトグループを作成します。 エンクロージャー用の複数の論理インターコネクトグ
ループを作成するには、『HPE OneView ユーザーガイド』の「複数の論理インターコネクト
グループについて」を参照してください。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• エンクロージャーインターコネクトのハードウェア構成は、エンクロージャーグループに
関連付けられた論理インターコネクトグループによって要求される構成と一致しているこ
と。

• 論理インターコネクトグループのアップリンクセットに、アクセスする必要があるネット
ワークへの接続が含まれていること。

• Virtual Connect（VC）インターコネクトモジュールに接続するデータセンターのすべての
スイッチポートが、「データセンターのスイッチポートの要件」 (201 ページ) に記載され
ているとおりに構成されていること。

• ネットワークとネットワークセットがある場合は、HPE OneView に追加されていること。
ネットワークまたはネットワークセットを追加する方法については、「クイックスター
ト：ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け」 (137 ページ) または「ネット
ワークおよびネットワークリソースの管理」 (195 ページ) を参照してください。

• エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「c7000
エンクロージャーを HPE OneView に取り込むための前提条件」(240 ページ)を参照してく
ださい。

• サーバーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「サーバーハー
ドウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件」(166 ページ)を参照してください。
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プロセス

説明タスクリソース

• [管理対象としてエンクロージャーを追加]を選択します。

• 既存のエンクロージャーグループを指定します。

• ファームウェアベースラインと HPE OneView Advanced ライセンス
オプションを選択します。

• エンクロージャーについて詳しくは、「エンクロージャー、エンク
ロージャーグループ、および論理エンクロージャーの管理」 (227 ペー
ジ) 、[エンクロージャー]画面のオンラインヘルプ、またはエンクロー
ジャーの REST API スクリプティングに関するヘルプを参照してくだ
さい。

1. エンクロージャーを
追加します。

[エンクロー
ジャー]

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、サー
バーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要があります。ま
た、ネットワークまたはそのネットワークを含むネットワークセットへ
の接続がそのサーバープロファイルに含まれている必要があります。

• 既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェアの構成
方法と一致する場合は、そのサーバープロファイルをコピーしてサー
バーハードウェアに割り当てることができます。

• 一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを含むネッ
トワークセットへの 1 つ以上の接続を含むサーバープロファイルを作
成するかコピーして、変更する必要があります。

• サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他にも多く
の構成情報が含まれます。 サーバープロファイルについて詳しくは、
「サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープ
ロファイルテンプレートの管理」 (163 ページ) 、[サーバープロファイ
ル]画面のオンラインヘルプ、またはサーバープロファイルの REST
API スクリプティングに関するヘルプを参照してください。

2. 以下のいずれかを実
行します。

• 手動で、または
サーバープロファ
イルテンプレート
からサーバープロ
ファイルを作成
し、サーバーハー
ドウェアに割り当
てます。

• サーバープロファ
イルをコピーして
サーバーハード
ウェアに割り当て
から、必要に応じ
て変更します。

3. サーバーハードウェ
アの電源をオンにし
ます。

[サーバープロ
ファイル]

11.4.2 シナリオ 2：管理対象の c7000 エンクロージャーを追加する前のネット
ワーク接続の定義

このシナリオでは、管理対象エンクロージャーを追加する前に、論理インターコネクトグルー
プ（そのアップリンクセットを含む）とエンクロージャーグループを構成します。 この構成を
定義した後は、エンクロージャーを既存のエンクロージャーグループに追加するプロセスと同
じです。 このシナリオでは、エンクロージャー用の 1 つの論理インターコネクトグループを
作成します。 エンクロージャー用の複数の論理インターコネクトグループを作成するには、
『HPE OneView ユーザーガイド』の「複数の論理インターコネクトグループについて」を参
照してください。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• エンクロージャーインターコネクトのハードウェア構成は、作成する論理インターコネク
トグループによって要求される構成と一致していること。

• Virtual Connect（VC）インターコネクトモジュールに接続するデータセンターのすべての
スイッチポートが、「データセンターのスイッチポートの要件」 (201 ページ) に記載され
ているとおりに構成されていること。

• ネットワークとネットワークセットがある場合は、HPE OneView に追加されていること。
ネットワークまたはネットワークセットを追加する方法については、「クイックスター
ト：ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け」 (137 ページ) または「ネット
ワークおよびネットワークリソースの管理」 (195 ページ) を参照してください。
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• エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「c7000
エンクロージャーを HPE OneView に取り込むための前提条件」(240 ページ)を参照してく
ださい。

• サーバーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「サーバーハー
ドウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件」(166 ページ)を参照してください。

プロセス

説明タスクリソース

• アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの作成の一環
として追加します。 追加する 1 つ以上のアップリンクセットに、ア
クセスするデータセンターネットワークへのアップリンクポートが含
まれていることを確認します。

• 論理インターコネクトグループについて詳しくは、「インターコネク
ト、論理インターコネクト、および論理インターコネクトグループの
管理」 (203 ページ) 、[論理インターコネクトグループ]画面のオンラ
インヘルプ、または論理インターコネクトグループの REST API スク
リプティングに関するヘルプを参照してください。

1. 少なくとも 1 つの論
理インターコネクト
グループを作成しま
す。

[論理インター
コネクトグ
ループ]

• 最初に論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーグルー
プを作成することも、論理インターコネクトグループを指定しないエ
ンクロージャーグループを作成してから後で論理インターコネクトグ
ループを追加することもできます。

• エンクロージャーグループについて詳しくは、「エンクロージャー、
エンクロージャーグループ、および論理エンクロージャーの管理」
(227 ページ) 、[エンクロージャーグループ]画面のオンラインヘルプ、
またはエンクロージャーグループの REST API スクリプティングに関
するヘルプを参照してください。

2. エンクロージャーグ
ループを作成しま
す。

[エンクロー
ジャーグルー
プ]
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説明タスクリソース

• [管理対象としてエンクロージャーを追加]を選択します。

• 作成したエンクロージャーグループを指定します。

• ファームウェアベースラインと HPE OneView Advanced ライセンス
オプションを選択します。

• エンクロージャーについて詳しくは、「エンクロージャー、エンク
ロージャーグループ、および論理エンクロージャーの管理」 (227 ペー
ジ) 、[エンクロージャー]画面のオンラインヘルプ、またはエンクロー
ジャーの REST API スクリプティングに関するヘルプを参照してくだ
さい。

3. エンクロージャーを
追加します。

[エンクロー
ジャー]

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、サー
バーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要があります。ま
た、ネットワークまたはそのネットワークを含むネットワークセットへ
の接続がそのサーバープロファイルに含まれている必要があります。

• 既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェアの構成
方法と一致する場合は、そのサーバープロファイルをコピーしてサー
バーハードウェアに割り当てることができます。

• 一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを含むネッ
トワークセットへの 1 つ以上の接続を含むサーバープロファイルを作
成するかコピーして、変更する必要があります。

• サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他にも多く
の構成情報が含まれます。 サーバープロファイルについて詳しくは、
「サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープ
ロファイルテンプレートの管理」 (163 ページ) 、[サーバープロファイ
ル]画面のオンラインヘルプ、またはサーバープロファイルの REST
API スクリプティングに関するヘルプを参照してください。

4. 以下のいずれかを実
行します。

• 手動で、または
サーバープロファ
イルテンプレート
からサーバープロ
ファイルを作成
し、サーバーハー
ドウェアに割り当
てます。

• サーバープロファ
イルをコピーして
サーバーハード
ウェアに割り当て
てから、必要に応
じてサーバープロ
ファイルを編集し
ます。

5. サーバーハードウェ
アの電源をオンにし
ます。

[サーバープロ
ファイル]と
[サーバーハー
ドウェア]

11.4.3 シナリオ 3：管理対象エンクロージャーを追加するときのネットワーク接
続の定義

このシナリオでは、エンクロージャーの追加操作中に、論理インターコネクトグループ（その
アップリンクセットを含む）とエンクロージャーグループを構成します。 HPE OneView は、
エンクロージャーに設置されたインターコネクトを検出し、エンクロージャーに格納された
ハードウェアに基づいて論理インターコネクトグループとエンクロージャーグループを作成す
るようにユーザーに指示します。 このシナリオでは、エンクロージャー用の 1 つの論理イン
ターコネクトグループを作成します。 エンクロージャー用の複数の論理インターコネクトグ
ループを作成するには、『HPE OneView ユーザーガイド』の「複数の論理インターコネクト
グループについて」を参照してください。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• Virtual Connect（VC）インターコネクトモジュールに接続するデータセンターのすべての
スイッチポートが、「データセンターのスイッチポートの要件」 (201 ページ) に記載され
ているとおりに構成されていること。

• ネットワークとネットワークセットがある場合は、HPE OneView に追加されていること。
ネットワークまたはネットワークセットを追加する方法については、「クイックスター
ト：ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け」 (137 ページ) または「ネット
ワークおよびネットワークリソースの管理」 (195 ページ) を参照してください。

11.4 クイックスタート：1 つの論理インターコネクトグループを持つ c7000 エンクロージャーの追加と、そのサーバー
ブレードのネットワークへの接続
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• エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「c7000
エンクロージャーを HPE OneView に取り込むための前提条件」(240 ページ)を参照してく
ださい。

• サーバーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「サーバーハー
ドウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件」(166 ページ)を参照してください。
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プロセス

説明タスクリソース

• [管理対象としてエンクロージャーを追加]を選択します。

• [新しいエンクロージャーグループの作成]を選択します。

• エンクロージャーグループ名を選択します。

• ファームウェアベースラインと HPE OneView Advanced ライセンス
オプションを選択します。

• エンクロージャーについて詳しくは、「エンクロージャー、エンク
ロージャーグループ、および論理エンクロージャーの管理」 (227 ペー
ジ) 、[エンクロージャー]画面のオンラインヘルプ、またはエンクロー
ジャーの REST API スクリプティングに関するヘルプを参照してくだ
さい。

1. エンクロージャーを
追加します。

[エンクロー
ジャー]

• エンクロージャーの追加操作の実行中に、[論理インターコネクトグ
ループの作成]を選択します。 [追加]をクリックすると、HPE OneView
によってエンクロージャーのインターコネクトが検出され、デフォル
トの論理インターコネクトグループが作成されて、その論理インター
コネクトグループの編集画面が開きます。

• デフォルトの論理インターコネクトグループの名前は、入力したエン
クロージャーグループ名の後にinterconnect group が追加された
ものです。 たとえば、エンクロージャーグループ名に
DirectAttachGroup を指定した場合、デフォルトの論理インター
コネクトグループ名はDirectAttachGroup interconnect group
になります。

• アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの編集の一環
として追加します。 追加する 1 つ以上のアップリンクセットに、ア
クセスするデータセンターネットワークへのアップリンクポートが含
まれていることを確認します。

• 論理インターコネクトグループについて詳しくは、「インターコネク
ト、論理インターコネクト、および論理インターコネクトグループの
管理」 (203 ページ) 、[論理インターコネクトグループ]画面のオンラ
インヘルプ、または論理インターコネクトグループの REST API スク
リプティングに関するヘルプを参照してください。

2. [論理インターコネク
トグループの作成]を
選択します。

3. デフォルトの論理イ
ンターコネクトグ
ループを編集しま
す。

[論理インター
コネクトグ
ループ]

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、サー
バーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要があります。ま
た、ネットワークまたはそのネットワークを含むネットワークセットへ
の接続がそのサーバープロファイルに含まれている必要があります。

• 既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェアの構成
方法と一致する場合は、そのサーバープロファイルをコピーしてサー
バーハードウェアに割り当てることができます。

• 一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを含むネッ
トワークセットへの 1 つ以上の接続を含むサーバープロファイルを作
成するかコピーして、変更する必要があります。

• サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他にも多く
の構成情報が含まれます。 サーバープロファイルについて詳しくは、
「サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープ
ロファイルテンプレートの管理」 (163 ページ) 、[サーバープロファイ
ル]画面のオンラインヘルプ、またはサーバープロファイルの REST
API スクリプティングに関するヘルプを参照してください。

4. 以下のいずれかを実
行します。

• 手動で、または
サーバープロファ
イルテンプレート
からサーバープロ
ファイルを作成
し、サーバーハー
ドウェアに割り当
てます。

• サーバープロファ
イルをコピーして
サーバーハード
ウェアに割り当て
てから、必要に応
じてサーバープロ
ファイルを編集し
ます。

5. サーバーハードウェ
アの電源をオンにし
ます。

[サーバープロ
ファイル]と
[サーバーハー
ドウェア]

11.4 クイックスタート：1 つの論理インターコネクトグループを持つ c7000 エンクロージャーの追加と、そのサーバー
ブレードのネットワークへの接続
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11.5 クイックスタート：複数の論理インターコネクトグループを持つ
c7000 エンクロージャーの追加と、そのサーバーハードウェアのネット
ワークへの接続

このクイックスタートでは、複数の論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーを
追加して、既存のデータセンターネットワークにサーバーハードウェアがアクセスできるよう
にするプロセスを説明します。 複数の論理インターコネクトグループを構成する利点について
は、「エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループについて」(211 ペー
ジ)を参照してください。
スタッキングされていないエンクロージャーをセットアップするには、エンクロージャーを追
加する前に、各インターコネクトが個別の論理インターコネクトグループに属している複数の
論理インターコネクトグループを構成します（そして、後で論理インターコネクトを定義しま
す）。 2 つ以上のインターコネクトが論理インターコネクトグループに関連付けられている、
部分的にスタックされたエンクロージャーを設定することもできます。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• 論理インターコネクトグループで選択されたインターコネクトは、エンクロージャー内に
搭載されるインターコネクトに一致している必要があります。

• Virtual Connect（VC）インターコネクトに接続するデータセンターのすべてのスイッチ
ポートが、「データセンターのスイッチポートの要件」 (201 ページ) に記載されていると
おりに構成されていること。

• エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「c7000
エンクロージャーを HPE OneView に取り込むための前提条件」(240 ページ)を参照してく
ださい。

• サーバーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「サーバーハー
ドウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件」(166 ページ)を参照してください。

複数の論理インターコネクトグループを持つ c7000 エンクロージャーの追
加と、そのサーバーハードウェアのネットワークへの接続

説明タスクリソース

• ネットワークを追加するときに、リソースをオフラインにする必要は
ありません。

• ネットワークについて詳しくは、「ネットワークおよびネットワーク
リソースの管理」 (195 ページ)  を参照してください。

1. ネットワークを追加
します。

2. （オプション）ネッ
トワークをセットに
追加します。

[ネットワー
ク]および
[ネットワーク
セット]

• 2 つ以上の論理インターコネクトを持つ論理インターコネクトグルー
プを作成できます。

• アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの作成の一環
として追加します。 追加する 1 つ以上のアップリンクセットに、ア
クセスするデータセンターネットワークへのアップリンクポートが含
まれていることを確認します。

• 論理インターコネクトグループは、エンクロージャーが追加されたと
きに論理インターコネクトを作成します。

• 論理インターコネクトグループについて詳しくは、「インターコネク
ト、論理インターコネクト、および論理インターコネクトグループの
管理」 (203 ページ) 、[論理インターコネクトグループ]画面のオンラ
インヘルプ、または論理インターコネクトグループの REST API スク
リプティングに関するヘルプを参照してください。

3. 別のグループで必要
なインターコネクト
ごとに論理インター
コネクトグループを
作成します。

[論理インター
コネクトグ
ループ]
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説明タスクリソース

• エンクロージャーグループに作成した論理インターコネクトグループ
を含めます。

• エンクロージャーグループについて詳しくは、「エンクロージャー、
エンクロージャーグループ、および論理エンクロージャーの管理」
(227 ページ) 、[エンクロージャーグループ]画面のオンラインヘルプ、
またはエンクロージャーグループの REST API スクリプティングに関
するヘルプを参照してください。

4. エンクロージャーグ
ループを作成しま
す。

[エンクロー
ジャーグルー
プ]

• [管理対象としてエンクロージャーを追加]を選択します。

• 作成したエンクロージャーグループを指定します。

• ファームウェアベースラインとライセンスオプションを選択します。

• エンクロージャーについて詳しくは、「エンクロージャー、エンク
ロージャーグループ、および論理エンクロージャーの管理」 (227 ペー
ジ) 、[エンクロージャー]画面のオンラインヘルプ、またはエンクロー
ジャーの REST API スクリプティングに関するヘルプを参照してくだ
さい。

5. エンクロージャーを
追加します。

[エンクロー
ジャー]

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、サー
バーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要があります。ま
た、ネットワークまたはそのネットワークを含むネットワークセットへ
の接続がそのサーバープロファイルに含まれている必要があります。

• 既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェアの構成
方法と一致する場合は、そのサーバープロファイルをコピーしてサー
バーハードウェアに割り当てることができます。

• 一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを含むネッ
トワークセットへの 1 つ以上の接続を含むサーバープロファイルを作
成するかコピーして、変更する必要があります。

• サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他にも多く
の構成情報が含まれます。 サーバープロファイルについて詳しくは、
「サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープ
ロファイルテンプレートの管理」 (163 ページ) 、[サーバープロファイ
ル]画面のオンラインヘルプ、またはサーバープロファイルの REST
API スクリプティングに関するヘルプを参照してください。

6. 以下のいずれかを実
行します。

• 手動で、または
サーバープロファ
イルテンプレート
からサーバープロ
ファイルを作成
し、サーバーハー
ドウェアに割り当
てます。

• サーバープロファ
イルをコピーして
サーバーハード
ウェアに割り当て
てから、必要に応
じてサーバープロ
ファイルを編集し
ます。

7. サーバーハードウェ
アの電源をオンにし
ます。

[サーバープロ
ファイル]と
[サーバーハー
ドウェア]

11.6 クイックスタート：管理対象 HPE ProLiant DL ラックマウント型
サーバーの追加

このクイックスタートでは、管理対象のラックマウント型サーバーを追加するプロセスについ
て説明します。

アプライアンスでサポートされる機能は、サーバーモデルによって異なります。 HPE ProLiant
DL サーバーでサポートされる機能については、「サーバーハードウェア管理機能」 (164 ペー
ジ) を参照してください。
前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• サーバーが、電気が流れている電源に接続されていること。

• サーバーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「サーバーハー
ドウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件」(166 ページ)を参照してください。
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11.6.1 管理対象 HPE ProLiant DL ラックマウント型サーバーの追加

説明タスクリソース

• サーバーを追加するときは、次の情報を指定する必要が
あります。

◦ [管理対象]を指定します。

◦ iLO の IP アドレスまたはホスト名。

◦ 管理者権限を持つ iLO アカウントのユーザー名とパ
スワード。

◦ サーバーハードウェアで使用するライセンスタイプ。
サーバーハードウェアについて詳しくは、「サーバー
ハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバー
プロファイルテンプレートの管理」 (163 ページ) 、[サー
バーハードウェア]画面のオンラインヘルプ、またはサー
バーハードウェアの REST API スクリプティングに関
するヘルプを参照してください。

• このサーバー構成がアプライアンス内のほかのサーバー
と異なる場合、アプライアンスは自動的にこのモデルの
サーバーハードウェアタイプを追加します。

• これはラックマウント型サーバーであるため、以下の点
に注意してください。

◦ アプライアンスを使用して、このサーバーのために
ネットワークをプロビジョニングすることはできま
せん。

◦ アプライアンスでサポートされる機能は、サーバー
モデルによって異なります。 HPE ProLiant DL サー
バーでサポートされる機能については、「サーバー
ハードウェア管理機能」 (164 ページ) を参照してく
ださい。

1. [サーバーハードウェア]画
面、または
server-hardware リソー
スの REST API を使用して、
サーバーを追加します。

2. サーバーの電源をオンにしま
す。

[サーバーハード
ウェア]

11.7 クイックスタート：HPE 3PAR ストレージシステムにダイレクト
アタッチする c7000 エンクロージャーおよびサーバーブレードの構成

このクイックスタートでは、エンクロージャーを追加および構成して、そのエンクロージャー
のサーバーが、Virtual Connect FlexFabric インターコネクトを使用してエンクロージャーに直
接接続された（フラット SAN）HPE 3PAR ストレージシステムに接続できるようにするプロ
セスについて説明します。

前提条件 

• 必要な権限：ネットワークを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはネット
ワーク管理者

• 必要な権限：エンクロージャーとサーバープロファイルを追加する場合、インフラストラ
クチャ管理者またはサーバー管理者。

• HPE 3PAR ストレージシステムが設置および構成され、使用するエンクロージャーにケー
ブルが接続されていること。

• エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「c7000
エンクロージャーを HPE OneView に取り込むための前提条件」(240 ページ)を参照してく
ださい。

• サーバーを追加する前に実行する必要のある前提条件と準備については、「サーバーハー
ドウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件」(166 ページ)を参照してください。
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11.7.1 HPE 3PAR ストレージシステムにダイレクトアタッチする c7000 エンク
ロージャーおよびサーバーブレードの構成

説明タスクリソース

• [ネットワーク]画面からネットワークを追加する場合は、以下の操作
を実行します。

◦ [タイプ]では、[ファイバーチャネル] を選択します。

◦ [ファブリックタイプ]では、直接接続を選択します。

• ネットワークについて詳しくは、「ネットワークおよびネットワーク
リソースの管理」 (195 ページ) 、[ネットワーク]画面のオンラインヘ
ルプ、またはネットワークおよびネットワークセットの REST API ス
クリプティングに関するヘルプを参照してください。

1. ファイバーチャネル
ダイレクトアタッチ
ネットワークを追加
します。

[ネットワー
ク]

• ダイレクトアタッチファイバーチャネルネットワークに接続する論理
インターコネクトグループとほかの論理インターコネクトグループを
区別できるように、論理インターコネクトグループの名前を選択しま
す。

• アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの作成の一環
として追加します。 アップリンクセットが、HPE 3PAR ストレージ
サーバーに物理的に接続されているエンクロージャーのアップリンク
ポートを使用していることを確認します。

• 論理インターコネクトグループについて詳しくは、「インターコネク
ト、論理インターコネクト、および論理インターコネクトグループの
管理」 (203 ページ) 、[論理インターコネクトグループ]画面のオンラ
インヘルプ、または論理インターコネクトグループの REST API スク
リプティングに関するヘルプを参照してください。

2. ダイレクトアタッチ
ネットワーク接続の
アップリンクセット
を定義する論理イン
ターコネクトグルー
プを作成します。

[論理インター
コネクトグ
ループ]

• ダイレクトアタッチファイバーチャネル接続を使用するエンクロー
ジャーとファブリックアタッチファイバーチャネル接続を使用するエ
ンクロージャーを区別できるように、名前を選択します。

3. エンクロージャーグ
ループを作成しま
す。

[エンクロー
ジャーグルー
プ]

11.7 クイックスタート：HPE 3PAR ストレージシステムにダイレクトアタッチする c7000 エンクロージャーおよびサー
バーブレードの構成
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説明タスクリソース

• [管理対象としてエンクロージャーを追加]を選択します。

• 前の手順で追加したエンクロージャーグループを選択します。

• ファームウェアベースラインと HPE OneView Advanced ライセンス
オプションを選択します。

• エンクロージャーについて詳しくは、「エンクロージャー、エンク
ロージャーグループ、および論理エンクロージャーの管理」 (227 ペー
ジ) 、[エンクロージャー]画面のオンラインヘルプ、またはエンクロー
ジャーの REST API スクリプティングに関するヘルプを参照してくだ
さい。

4. エンクロージャーを
追加します。

[エンクロー
ジャー]

• サーバーブレードを HPE 3PAR ストレージシステムに接続するには、
サーバーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要がありま
す。また、ストレージシステムに接続するダイレクトアタッチファイ
バーチャネルネットワークへの 1 つ以上の接続がそのサーバープロ
ファイルに含まれている必要があります。

• たとえば、追加したネットワークがDirect A およびDirect B で
ある場合は、サーバープロファイルにDirect A ネットワークへの接
続が 1 つとDirect B ネットワークへの接続が 1 つあることを確認
します。

• 他の構成設定に加えて、サーバープロファイルで SAN ストレージを
有効にします。 プロファイルを作成するときに、ストレージシステ
ムを追加し、ストレージボリュームを追加してから、ボリュームに接
続する必要があります。

サーバープロファイルについて詳しくは、「サーバーハードウェア、
サーバープロファイル、およびサーバープロファイルテンプレートの
管理」 (163 ページ) 、[サーバープロファイル]画面のオンラインヘル
プ、またはサーバープロファイルの REST API スクリプティングに関
するヘルプを参照してください。

5. 以下のいずれかを実
行します。

• サーバープロファ
イルを作成して
サーバーハード
ウェアに割り当て
ます。

• サーバープロファ
イルをコピーし、
必要に応じて編集
してから、サー
バーハードウェア
に割り当てます。

6. HPE 3PAR ストレー
ジシステムを構成し
たら、サーバーハー
ドウェアの電源をオ
ンにします。

[サーバープロ
ファイル]

11.8 クイックスタート：HPE OneView で管理するための HPE 5900 の
構成

HPE 5900 を SAN Manager としてアプライアンスに追加するには、本書で説明するようにス
イッチを構成する必要があります。 以下の手順では、HPE 5900 を HPE OneView に追加でき
るように、スイッチソフトウェアを使用して HP 5900 を構成する方法について説明します。
関連項目：

• UI ヘルプ の SAN Managers の章

• REST API スクリプトヘルプ の SAN Managers の章
サポートされている SAN Manager について詳しくは、『HPE OneView サポートマトリック
ス』 を参照してください。

注記: カスケードスイッチ環境では、すべてのゾーンおよびゾーンエイリアスの操作は、HPE
OneView で SAN Manager（デバイスマネージャー）として追加される 1 つのスイッチから実
行してください。 ファブリック内の他のスイッチを介して作成されるゾーンおよびゾーンエイ
リアスは、HPE OneView に表示されません。
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表 6 SSH の有効化と SSH ユーザーの作成

構成✓

HPE 5900 で SSH を有効にし、HPE 5900 ソフトウェアを使用して HPE 5900 で SSH ユーザー（この例で
は、名前はa5900、パスワードはsanlab1）を作成します。

1. system-view
2. public-key local create rsa

3. public-key local create dsa

4. ssh server enable

5. user-interface vty 10 15

6. authentication-mode scheme

7. quit
8. local-user a5900 class manage

9. password simple sanlab1

10. service-type ssh

11. authorization-attribute user-role network-admin

12. quit
13. ssh user a5900 service-type stelnet authentication-type password

表 7 SNMPv3 ユーザーの作成

構成✓

5900 には、ViewDefault という名前の定義済みのビューがあります。 このビューでは、iso の MIB にはア
クセスできますが、snmpUsmMIB、snmpVasmMIB、snmpModules.18 の MIB にはアクセスできません。 以
下の手順では、デフォルトの読み取りパーミッションで SNMP v3 ユーザーを割り当てる方法を示します。

デフォルトの読み取りパーミッションでの SNMPv3 ユーザーの作成
ユーザーにデフォルトのアクセスレベルを与えたい場合は、この手順を使用します。

1. 次のコマンドを実行して、HPE 5900 でsystem-view に入ります。
system-view

2. グループ（この例ではDefaultGroup という名前）を作成し、Readview パーミッションをViewDefault
に設定します。

snmp-agent group v3 DefaultGroup privacy read-view ViewDefault

3. SNMPv3 ユーザー（この例では、名前はdefaultUser、MD5 認証パスワードはauthPass123、AES-128
プライバシーパスワードはprivPass123）を作成し、手順 1 で作成したグループに追加します。
snmp-agent usm-user v3 defaultUser DefaultGroup simple authentication-mode md5
authPass123 privacy-mode aes128 privPass123

4. 変更を保存します。
save

注記: HPE OneView は、以下のプライバシープロトコルをサポートしています。

• AES-128

• DES-56

11.9 クイックスタート：SAN Manager として追加して HPE OneView
で管理するための Cisco スイッチの構成

Cisco スイッチを SAN Manager としてアプライアンスに追加するには、本書で説明するよう
にスイッチを構成する必要があります。 以下の手順では、Cisco SAN Manager を HPE OneView
に追加できるように、スイッチソフトウェアを使用して Cisco SAN Manager を構成する方法
について説明します。

関連項目：

• UI ヘルプ の SAN Managers の章
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• REST API スクリプトヘルプ の SAN Managers の章
サポートされている SAN Manager について詳しくは、『HPE OneView サポートマトリック
ス』 を参照してください。

注記: カスケードスイッチ環境では、すべてのゾーンおよびゾーンエイリアスの操作は、HPE
OneView で SAN Manager（デバイスマネージャー）として追加される 1 つのスイッチから実
行してください。 ファブリック内の他のスイッチを介して作成されるゾーンおよびゾーンエイ
リアスは、HPE OneView に表示されません。

表 8 書き込み権限を持つ SNMPv3 ユーザーの作成

構成✓

1. コマンドを使用して構成モードにします。
config t

2. 必要な認証とプライバシーを持つユーザーを作成します。
snmp-server user < ユーザー名 > auth < 認証モード（SHA または MD5）> < 認証パスワード > priv < プラ
イバシープロトコル（AES128、DES）> < プライバシーパスワード > < グループ/役割名 >
例 1：SHA および AES128 での AUTHPRIV ユーザーの作成と、network-admin グループへの追加
(switch)#snmp-server user AuthPrivUser auth sha authString123 priv aes-128 privString123 network-admin
例 2：MD5 および DES での AUTHPRIV ユーザーの作成と、network-admin グループへの追加
(switch)#snmp-server user AuthPrivUser auth md5 authString123 priv privString123 network-admin

3. オプション：ユーザーの役割を作成するには、次のコマンドを使用します。
role name < 役割名 >
rule 1 permit read-write
例 3：MD5 での AUTHNOPRIV ユーザーの作成と、新しい役割/グループへの追加
(switch)#role name newRole
(switch)#rule 1 permit read-write
(switch)#snmp-server user AuthUser auth md5 authString123 newRole

注記: 
• Cisco は、AUTHPRIV および AUTHNOPRIV ユーザーのみをサポートしています。 SNMP ユーザーは、
スイッチに存在する network-admin グループ/役割に追加できます。または、役割を作成して、その役割
に SNMP ユーザーを割り当てることができます。

• HPE OneView は、以下の認証プロトコルをサポートしています。

◦ SHA

◦ MD5

• HPE OneView は、以下のプライバシープロトコルをサポートしています。

◦ AES-128

◦ DES-56

11.10クイックスタート：サーバーハードウェアの MAC アドレスバイ
ンディングを FCoE サーバープロファイル用に構成します。

サーバープロファイルのボリューム添付ファイルをサーバーハードウェアに表示できるように
SAN を構成するためには、各サーバーハードウェアのバインディング構成を行う必要がありま
す。

11.10.1 前提条件
• FCoE を使用してサーバーハードウェアにボリュームを接続するとします。
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• サーバープロファイルに 1 つ以上の FCoE 接続を構成しました。

11.10.2 サーバーハードウェアの MAC アドレスバインディングを FCoE サーバー
プロファイル用に構成します。

1. メインメニューから [サーバープロファイル]を選択します。
2. マスターペインで、サーバーハードウェアを FCoE 接続に指定しているサーバープロファ
イルを選択します。

3. [ビュー]セレクターで、[接続]を選択します。
4. VFC インターフェイスにバインドする接続ごとに、エキスパンダーをクリックして接続の
詳細を表示してください。 接続の MAC アドレスをメモします。

5. SSH を使用して、vSAN の VFC インターフェイスにサーバーハードウェアの MAC アド
レスをバインドします。 vSAN の VFC インターフェイスにサーバーハードウェアの MAC
アドレスをバインドする詳細については、 『HP Virtual connect FCOE Cookbook』から
「マルチホップ FCoE 環境で FCoE ボリュームの追加」を参照してください。

11.10 クイックスタート：サーバーハードウェアの MAC アドレスバインディングを FCoE サーバープロファイル用に構
成します。
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パート IV 構成と管理
この部の各章では、アプライアンスと管理対象のリソースの構成および管理タスクについて説明し
ます。
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12 ベストプラクティス
HPE OneView では以下のベストプラクティスをお勧めします。

• 「VM アプライアンスを管理するためのベストプラクティス」(312 ページ)

• 「セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス」(68 ページ)

• 「アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス」(299 ページ)

• 「アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス」(305 ページ)

• 「VCM から HPE OneView にエンクロージャーを移行するためのベストプラクティス」
(239 ページ)

• 「ファームウェアを管理するためのベストプラクティス」(257 ページ)

• 「アプライアンスの UI を使用してヘルスを監視するためのベストプラクティス」(326 ペー
ジ)
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13 サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およ
びサーバープロファイルテンプレートの管理

アプライアンスによるサーバーの管理には、アプライアンス上のいくつかの異なるリソースの
操作が含まれます。

• サーバープロファイルは、サーバー構成全体を 1 つの場所に集めたものです。これによ
り、新しいサーバープロファイルをまったく同じように複製したり、サーバープロファイ
ルを変更してデータセンター環境に変更を反映したりできます。

• サーバープロファイルを使用してサーバーハードウェアを管理できます。

• サーバープロファイルテンプレートは、サーバープロファイルの構成を保存するメカニズ
ムを提供します。 サーバープロファイルの構成要素すべてがサーバープロファイルテンプ
レート内に存在します。

• サーバーハードウェアのインスタンスは、HPE ProLiant BL460c Gen8 サーバーブレード
などの物理サーバーであり、エンクロージャーまたは HPE ProLiant DL380p ラックマウ
ント型サーバーに設置されます。

• サーバーハードウェアタイプによって、特定のサーバーモデルおよびハードウェアオプ
ションセット（メザニンカードなど）の特性が定義されます。

• サーバープロファイルに関連付けられた接続によって、サーバーがデータセンターネット
ワークに接続されます。

サーバープロファイルによってほとんどのサーバー管理機能が提供されますが、サーバーハー
ドウェアとサーバープロファイルは互いに独立しています。

• サーバーハードウェアのインスタンスである物理サーバーには、サーバープロファイルが
割り当てられている場合も、割り当てられていない場合もあります。

• サーバープロファイルは、サーバーハードウェアの 1 つのインスタンスに割り当てられる
場合と、どのサーバーハードウェアにも割り当てられない場合があります。

アプライアンス内の完全なサーバーとは、サーバーハードウェアと、そのサーバーハードウェ
アに割り当てられたサーバープロファイルを組み合わせたものです。

ラックマウント型サーバーを設置するときは、サーバーハードウェアリソースを使用して物理
サーバーをアプライアンスに追加する必要があります。 エンクロージャーを追加するか、既存
のエンクロージャーにサーバーブレードを設置すると、サーバーブレードは自動的にアプライ
アンスに追加されます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

server-profiles およびconnections[サーバープロファイル]

server-profile-templates[サーバープロファイルテンプレー
ト]

server-hardware[サーバーハードウェア]

server-hardware-types[サーバーハードウェアタイプ]

13.1 サーバーハードウェアの管理
サーバーハードウェアは、エンクロージャーに設置された物理的なサーバーブレード、物理的
なラックマウント型サーバーなどのサーバーハードウェアのインスタンスを表します。 サー
バーハードウェアタイプでは、サーバーハードウェアの物理的な構成に関する詳細を収集し、
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そのタイプのサーバーハードウェアに割り当てられたサーバープロファイルに使用できる設定
を定義します。

13.1.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

13.1.2 サーバーハードウェアのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• サーバーハードウェアに関する情報を取得する。

• サーバーの電源をオンおよびオフにする。

• サーバーをリセットする。

• サーバーハードウェアのリモートサポートデータの収集。

• iLO リモートコンソールを起動してサーバーをリモート管理する。

• ラックマウント型サーバーを追加または編集する。

• サーバーを既存のエンクロージャーに追加する。

• 現在別のアプライアンスによって管理されているサーバーを要求する。

• サーバーを管理から削除する。

• 既存のエンクロージャーからサーバーを取り外す。

• アプライアンスとサーバーハードウェアの間の接続を更新する。

• アクティビティを表示する。

13.1.3 サーバーハードウェア管理機能
アプライアンスは、管理対象として追加された場合のサーバーハードウェアで以下の機能をサ
ポートします。

サポートされるサーバーハードウェア機能

HPE ProLiant DL
Gen8 および HPE
ProLiant DL Gen9

HPE ProLiant
BL と WS Gen8
および HPE
ProLiant BL と
WS Gen9

HPE ProLiant
BL G71

✓✓✓サーバーの電源のオン/オフ

✓✓✓インベントリデータの表示

✓✓✓電源、冷却、および使用率の監視
2

✓✓SNMP エージェ
ントを手動でイ
ンストールおよ
び構成した場合

注記: SNMP
エージェントは
ESXi では使用で
きません

ヘルスおよびアラートの監視

✓✓✓iLO のリモートコンソールの起動
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サポートされるサーバーハードウェア機能

HPE ProLiant DL
Gen8 および HPE
ProLiant DL Gen9

HPE ProLiant
BL と WS Gen8
および HPE
ProLiant BL と
WS Gen9

HPE ProLiant
BL G71

✓✓✓ILO Web インターフェイスへの SSO（シングルサイン
オン）

✓✓✓アプライアンスに追加するときの、ファームウェアのサ
ポートされる最小バージョンへの自動アップグレード
（iLO）

✓✓✓ラックのビジュアル化および編集

✓✓✓サーバーハードウェアタイプの自動検出

サーバープロファイル機能

✓
3

✓BIOS 設定

✓✓ファームウェア

✓✓ネットワークへの接続

✓
3

✓✓ブート順序
4

✓
6

✓ローカルストレージ
5

✓✓SAN ストレージ
1
アプライアンスは、ダブルワイド、倍密度の一部の ProLiant G7 サーバーブレードモデルに関して、サポート対象
外というステータスを報告することがあります。これは、アプライアンスがそのモデルを管理できないことを意味

します。
2
すべてのサーバーが電源、冷却、および使用率の監視をサポートしているわけではありません。

3 HPE ProLiant DL580 Gen8 はサポートされていません。
4 2014 年 8 月 27 日またはそれ以前の BL Gen9 サーバー ROM の制限のため、ブートモードが UEFI または UEFI 最
適化に設定されている場合、プライマリブートデバイスを設定することはできません。  ブート順序の管理を選択す
ると、対応するプロファイルにこの状況を示す警告が表示されます。

5
内蔵アレイコントローラーでのみサポートされます。M.2 ドライブは、特定の構成でサポートされます。 詳細は
『HPE OneView サポートマトリックス』を参照してください。

6
ローカルストレージは、HPE ProLiant DL Gen9 サーバーハードウェアの選択モデルをサポートします。 ローカル
ストレージをサポートしているモデルの一覧については、 『HPE OneView サポートマトリックス』を参照してく
ださい。

13.1.4 サーバーハードウェア監視機能
サーバーハードウェアを監視するときに、アプライアンスは以下の機能をサポートします。

監視対象サーバーハードウェア機能

HPE ProLiant XL
Gen9

注記: Apollo
シャーシが検出され
ません。

HPE ProLiant BL
と DL Gen8 および
Gen9

HPE ProLiant BL お
よび DL G7

HPE ProLiant BL お
よび DL G6（iLO 2
搭載）

✓✓✓✓サーバーの電源のオン/オフ

✓✓✓電源、冷却、および使用率
の監視

1
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監視対象サーバーハードウェア機能

HPE ProLiant XL
Gen9

注記: Apollo
シャーシが検出され
ません。

HPE ProLiant BL
と DL Gen8 および
Gen9

HPE ProLiant BL お
よび DL G7

HPE ProLiant BL お
よび DL G6（iLO 2
搭載）

✓✓SNMP エージェント
を手動でインストー
ルおよび構成した場

合

注記: SNMP エー
ジェントは ESXi 5.x
および 6.x では使用
できません。

SNMP エージェント
を手動でインストー
ルおよび構成した場

合

注記: SNMP エー
ジェントは ESXi 5.x
および 6.x では使用
できません。

ヘルスおよびアラートの監
視

✓✓✓iLO のリモートコンソール
の起動

✓リモートサポート（HPE 通
報サービス）

✓✓✓ILO Web インターフェイス
への SSO（シングルサイン
オン）

✓✓
2

サーバーハードウェアタイ
プの自動検出

1
すべてのサーバーが電源、冷却、および使用率の監視をサポートしているわけではありません。

2 ProLiant DL G7 サーバーには、サーバーハードウェアタイプの検出はありません。

13.1.5 サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件

サーバーハードウェアのモデル

サーバーハードウェアは、『HPE OneView サポートマトリックス』に記載されている、サポー
ト対象のモデルであること。

サーバーハードウェアが、電気が流れている電源に接続されていること。

サーバーハードウェアには、HPE OneView で管理される有効なシリアル番号と製品 ID がなけ
ればなりません。

iLO ファームウェア
iLO（Integrated Lights-Out）ファームウェアのバージョンが、『HPE OneView サポートマト
リックス』に記載されている最小要件を満たしていること。

IP アドレス
IPv4 構成であること。
ラックサーバーハードウェアの iLO には、IP アドレスが必要です。

ローカルユーザーアカウント

ローカルユーザーアカウントを許可するように iLO が構成されていること。

13.1.6 サーバーハードウェアについて
サーバーのハードウェアリソースとは、HPE OneView で管理または監視されているサーバー
インスタンスのことです。
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管理対象のサーバーハードウェアリソースについては、それにサーバープロファイルを割り当
てることで構成を適用できます。

サーバーを HPE OneView に追加するにはさまざまな方法があります。
管理対象 HPE OneView はサーバーを管理して、構成の適用、サーバープロファイルの割り

当て、動作ステータスの監視、統計情報の収集、およびユーザーに対する特定の状
態の通知を行えるようにします。 管理対象のエンクロージャー内にあるサーバーブ
レードは、管理対象として自動的に追加されます。 管理対象サーバーには、HPE
OneView Advanced または HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスが必要で
す。

監視対象 HPE OneView はハードウェアのインベントリおよびハードウェアステータスだけ
を監視します。 サーバーは、HPE OneView の外部で管理できます。 監視対象のエ
ンクロージャー内にあるサーバーブレードは、監視対象として追加されます。 監視
対象サーバーは HPE OneView Standard と呼ばれる無料ライセンスを使用します。

13.1.6.1 アプライアンスがサポートされていないハードウェアを処理する方法
サポートされていないハードウェアは、アプライアンスが管理できないデバイスです。 サポー
トされていないデバイスは、サポートされていないデバイスはすべてアプライアンスによって
管理されていないという点で、管理されていないデバイスに似ています。 違いは、管理されて
いないデバイスは、適切な操作を実行するか正しく構成すれば、アプライアンスの管理下に置
くことができるという点です。 サポートされていないハードウェアは、アプライアンスで管理
することはできません。

アプライアンスは、サポートされていないハードウェアを検出し、インベントリ目的でデバイ
スから取得したモデル名その他の基本的な情報を表示します。 アプライアンスは、サポートさ
れていないデバイスがエンクロージャーおよびラックの中で占める物理的な空間も示します。

アプライアンスは、デバイスが占める空間を示すために、管理されていないデバイスを表すの
と同じ方法でサポートされていないハードウェアを表します。

サポートされていないハードウェアで使用可能な操作は、[削除]です。

13.1.6.2 監視対象サーバーハードウェアについて
ハードウェアのインベントリおよび監視を行うために、ラックサーバーまたはサーバーブレー
ドを追加できます。 これは、すでに展開されたサーバーがある場合に役立ちます。
監視機能によって、電源、冷却、ハードウェアの状態、および使用状況を監視できます。 サー
バーの電源投入および切断、iLO リモートコンソール、およびインベントリの確認が可能です。
また、電子メール通知、SNMP トラップの転送、およびオプションの 1 年 9x5 のサポートも
可能です。

監視機能は、iLO 2、iLO 3、または iLO 4 搭載のすべての G6 以降の ProLiant サーバーで使用
できます。 サーバーを HPE OneView によって監視していても、エンクロージャー、サーバー
プロファイル、および Virtual Connect インフラストラクチャを VCM または VCEM を通して
管理できます。 HPE OneView で監視対象サーバーハードウェア用のサーバープロファイルを
管理することはできません。

サーバーハードウェアを監視する利点は、HPE OneView Standard と呼ばれる無料ライセンス
で、インベントリおよび監視の基本的な機能を実行できることです。

OneView では、sysLog をリモートターゲットに送信するようサーバーの iLO を構成できま
す。 sysLog 操作の実行方法について詳しくは、/rest/serverhardware で PATCH 操作の『HPE
OneView REST API リファレンス』ドキュメントを参照してください。
監視対象となるサーバーブレードを追加するには、「c7000 エンクロージャーの追加とその
ハードウェアの監視」(241 ページ)を参照してください。
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13.1.6.3 サポートされていないサーバーハードウェアについて
アプライアンスは、サポートされていないサーバーハードウェアを管理できません。 ただし、
サポートされていないサーバーハードウェアをエンクロージャーまたはラック内に配置するこ
とは可能です。 サポートされていないサーバーハードウェアをアプライアンスに追加する場
合、プランニングおよびインベントリの目的で、エンクロージャーまたはラック内のそのハー
ドウェアが占有する物理スペースを確認できます。

アプライアンスは、iLO または OA からサポートされていないサーバーハードウェアに関する
基本情報を取得し、表示します。

アプライアンスは、サポートされていないサーバーハードウェアを検出すると、そのハード
ウェアをUnsupported 状態にします。 サポートされていないハードウェアに対して削除操作
を実行し、アプライアンスから削除することができます。

注記: サポートされていない DL サーバーは、インテリジェントな iPDU 経由でのみ追加でき
ます。

13.1.6.4 非管理デバイスについて
非管理デバイスは、サーバー、エンクロージャー、KVM（キーボード、ビデオ、およびマウ
ス）スイッチ、ラック内モニター/キーボード、ルーターなどのデバイスであり、ラック内の空
間を占めたり、電力を消費したりしますが、アプライアンスによって管理されてはいません。

非管理デバイスは、電力情報検出機能の接続を使用してインテリジェントパワーディストリ
ビューションユニット（iPDU）に接続されているデバイスを表すために自動的に作成されま
す。 BladeSystem エンクロージャーおよび ProLiant DL シリーズサーバーは、それぞれマス
ターウィンドウの [エンクロージャー]および [サーバーハードウェア]に非管理または
unsupported 状態で表示されます。 これらは、管理されていないエンクロージャーおよび
サーバーとして表されるため、[非管理デバイス]リソースリストには含まれません。
非管理デバイスを作成するときに、デバイスの名前、モデルの説明、U スロット内の高さ、お
よび最大電力要件を指定します。 これらの値は、電力および冷却容量の分析で使用され、生成
されるアラートで電力および冷却の潜在的な問題を識別できるようにします。

非管理デバイスとの通信がないため、対処するべき問題がアプライアンスで生成されたアラー
トによって識別されない限り、ステータスはdisabled になります。
電力構成の目的で、非管理デバイスには 2 つの電源接続があり、冗長電源をサポートするもの
と想定されます。 これらは、電源 1 および 2 として識別されます。 非管理デバイスが冗長電
源をサポートしていない場合は、電源 1 にのみ接続してから、デバイスに対して冗長電源が欠
如していることに関するアラートを消去します。

電力情報検出機能の接続で検出されないデバイスについては、追跡、インベントリ、および電
力管理の目的で、それらのデバイスを手動でアプライアンスに追加できます。

13.1.7 サーバーハードウェアタイプのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• サーバーハードウェアタイプの名前または説明を編集する。

• サーバーハードウェアタイプを削除する。

13.1.8 サーバーハードウェアタイプについて
サーバーハードウェアタイプは、サーバーハードウェアの物理的な構成と、そのタイプのサー
バーハードウェアに割り当てられるサーバープロファイルで使用可能な設定を定義します。 た
とえば、HPE ProLiant BL460c Gen8 サーバーブレードのサーバーハードウェアタイプには、
BIOS 設定とそのモデルのデフォルト値の完全なリストが含まれます。
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アプライアンスは、検出したサーバーハードウェアに従ってサーバーハードウェアタイプを作
成します。 サーバーハードウェアタイプは、サーバープロファイルを作成して使用可能な設定
を表示する場合に使用します。

13.1.9 HPE OneView による管理の結果として、iLO はどう変わるか
サーバーハードウェアがアプライアンスによって管理されていると、以下の構成変更がサー
バー上の iLO に行われます。

• 管理アカウント（_HPOneViewadmin）が作成され、iLO の [概要]および [ユーザー管理]
画面に表示できます。

• SNMP が有効になり、アプライアンスが SNMP トラップ送信先として追加されます。

注記: OS に管理エージェントをインストールし、[設定]画面に表示される同じ SNMP
読み取りコミュニティ文字列を使用して SNMP サービスを構成するまで、ProLiant G6 ま
たは ProLiant G7 iLO 3 サーバーハードウェアでヘルス監視は有効になりません。

• NTP が有効になり、アプライアンスがサーバーハードウェアの NTP タイムソースになり
ます。

• アプライアンス証明書がインストールされ、シングルサインオン操作が有効になります。

• 管理対象サーバーの場合、iLO ファームウェアが、『HPE OneView サポートマトリック
ス』に記載されている最小バージョンにアップデートされます。

• iLO タイムゾーンが、iLO のドキュメントで推奨されているAtlantic/Reykjavik に設
定されます。

タイムゾーンの設定によって、iLO が UTC 時間を調整してローカル時間を取得する方法、
およびデイライトセービングタイム（サマータイム）に合わせて調整する方法が決まりま
す。 iLO イベントログおよび IML のエントリーで正しいローカル時間を表示するには、
サーバーが配置されているタイムゾーンを指定する必要があります。

SNTP サーバーから提供される時間を調整せずに iLO で使用する場合は、UTC 時間対する
調整を適用しないタイムゾーンを使用するように iLO を構成します。 また、そのタイム
ゾーンには、デイライトセービングタイム（サマータイム）調整を適用しないでくださ
い。

この要件に合うタイムゾーンはいくつかあります。 1 つの例は、Atlantic/Reykjavik
タイムゾーンです。 このタイムゾーンは、グリニッジ子午線の東でもなく西でもなく、春
または秋に時間が変わりません。

詳細情報

「レガシサーバーのヘルス監視の有効化」(171 ページ)
「SNMP 設定について」(219 ページ)

13.1.10 サーバーをリモートで管理する iLO コンソールの起動
iLO リモートコンソールは、iLO ライセンスを持つサーバーでのみ使用できます。 コンソール
を使用すると、リモートでサーバーに接続し、次のことを行うことができます。

• 物理サーバーの画面にアクセスし、オペレーティングシステム（Windows または Linux）
をインストールまたは使用する

• サーバーの電源をオン、オフ、またはリセットする

• リモートクライアントから CD/DVD インストールメディアをマウントして、OS のインス
トールを可能にする

iLO の Web ユーザーインターフェイスからは、以下の iLO にアクセスできます。
• 電力監視
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• 電源オンと電源オフ

• リモートコンソール

• ヘルスデータ

• アカウントの作成

• セキュリティ

• その他の iLO 管理タスク
[サーバーハードウェア]画面または [サーバープロファイル]画面から、iLO リモートコンソー
ルを起動します。 iLO リモートコンソールを起動するために必要な手順は、クライアントのオ
ペレーティングシステム（Windows または Linux）と、ご使用のブラウザー（Internet Explorer、
Chrome、または Firefox）によって異なります。
前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

サーバーをリモートで管理するための iLO コンソールの起動
1. メインメニューから、次のいずれかを選択します。

• [サーバーハードウェア]。次に、サーバーを選択します。
• [サーバープロファイル]。次に、サーバープロファイルを選択します。

2. [アクション]→[コンソールの起動]の順に選択します。
• Internet Explorer、Chrome、または Firefox 搭載の Windows クライアント

iLO コンソールは、コンソールが初めて起動されたときに各クライアントコンピュー
ターにインストールされる Windows バイナリアプリケーションです。 最初のインス
トールが完了したら、[インストール完了 — コンソールの起動]ボタンをクリックし、
リモートコンソールを起動します。 コンソールのインストール後は、[アクション]メ
ニューから直接コンソールを起動できます。

注記: アプリケーションのインストールにより、HPE OneView から最高のユーザー
エクスペリエンスが得られます。

最初の [コンソールの起動]操作によって、インストールを促すメッセージが表示さ
れ、インストーラーの起動が試みられます。 インストール時に表示されるダイアログ
ボックスの数は、ブラウザーによって異なります。

◦ Internet Explorer で、プロンプトが表示されたら [実行]をクリックします。
[コンソールの起動]操作を試みて、インストール中にエラーが発生しなかったに
もかかわらず、コンソールが表示されない場合は、「リモートコンソールの再イ
ンストール」(394 ページ)の説明どおりに、Shift キーを押したまま[操作]→[コン
ソールの起動]を選択して、リモートコンソールを再インストールします。

◦ Chrome では、[ソフトウェアのインストール]をクリックすると、ブラウザーの
左下隅に、ダウンロードされた HPE iLO 統合リモートコンソールのインストー
ラーファイルが表示されます。 このファイル名をクリックし、インストールを開
始します。

[コンソールの起動]操作を試みて、インストール中にエラーが発生しなかったに
もかかわらず、コンソールが表示されない場合は、「リモートコンソールの再イ
ンストール」(394 ページ)の説明どおりに、Shift キーを押したまま[操作]→[コン
ソールの起動]を選択して、リモートコンソールを再インストールします。
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◦ Firefox では、Firefox が最初にインストーラーを開こうとしたときに [ファイルを
保存]ボタンをクリックし、次に、[ダウンロード]ダイアログが表示されたらイン
ストーラーファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。

[コンソールの起動]操作を試みて、インストール中に通知を受け取る場合は、「リ
モートコンソールの再インストール」(394 ページ)の説明どおりに、Shift キーを
押したまま[操作]→[コンソールの起動]を選択して、リモートコンソールを再イン
ストールします。

• Java プラグインを使用する Windows クライアント
Internet Explorer を実行していない場合は、代わりに [ソフトウェアのインストール]
ダイアログの [起動]リンクをクリックして、iLO Java プラグインコンソールを起動で
きます。 これは、Windows ワークステーションを使用していて、ソフトウェアのイ
ンストールを許可されていない場合にあてはまります。 Internet Explorer では、[ソフ
トウェアのインストール]ダイアログボックスが表示されないため、Java コンソール
を起動できません。

注記: Java プラグインコンソールによってポップアップウィンドウが表示されま
す。 ブラウザーのポップアップブロッカーは無効にすることをお勧めします。

• 任意のブラウザーを使用する Linux クライアント
Linux クライアントは、iLO に対して直接シングルサインオン認証を行って、Java プ
ラグインコンソールを起動します。 このコンソールを使用するには、クライアントに
JRE がインストールされている必要があります。それ以外の場合には、インストール
するように促されます。 インストール時に表示されるダイアログの数は、ブラウザー
によって異なります。

13.1.11 レガシサーバーのヘルス監視の有効化
ネットワーク管理システムは、SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用して、
ネットワークに接続されているデバイスを監視します。 アプライアンスは、SNMP を使用し
て管理対象デバイスから情報を取得します。 デバイスは、SNMP を使用して非同期通知（ト
ラップと呼ばれます）をアプライアンスに送信します。

管理対象デバイスの SNMP データへのアクセスを確認するときに認証情報として機能する読
み取りコミュニティ名を指定します。 アプライアンスは、読み取りコミュニティ名をエンク
ロージャー（エンクロージャーの OA 経由）およびサーバー（サーバーの iLO 管理プロセッ
サー経由）に送信します。 一部の古いデバイスでは、手動のホスト OS 構成が必要です。

HPE ProLiant サーバーブレードの SNMP OS ホストエージェントのインストール
アプライアンスで HPE ProLiant G6 および HPE ProLiant G7 サーバーブレードのヘルスを監
視するには、サーバーおよび iLO 3 の SNMP 設定を構成する必要があります。
1. ホストのオペレーティングシステムをサーバーにインストールします。

2. SNMP サブシステムをサーバーにインストールします。
3. アプライアンスのコミュニティ名およびトラップ宛先を使用するようにホストの SNMP
を構成します。

4. 最新の SPP を使用して、Hewlett Packard Enterprise マネジメントエージェントセットお
よび関連ドライバーをインストールします。 SNMP コミュニティ名およびトラップ宛先
を求められます。

13.1 サーバーハードウェアの管理 171



5. Hewlett Packard Enterprise マネジメントエージェントセットおよび関連ドライバーをイ
ンストールして実行した後で、HPE ProLiant G6 および HPE ProLiant G7 サーバーブレー
ドをアプライアンスに追加します。

G7 サーバーブレードの追加後にエージェントおよびドライバーをインストールした場合
は、ユーザーインターフェイスまたは REST API から G7 サーバーブレードを更新する必
要があることがあります。

注記: アプライアンスの読み取りコミュニティ名を変更した場合は、新しい読み取りコミュ
ニティ名を使用するように HPE ProLiant G6 および HPE ProLiant G7 サーバーブレードのす
べての SNMP OS ホストエージェントを構成し直す必要があります。 アプライアンスは、こ
のアップデートをホスト OS にプロパゲートすることはできません。

13.2 サーバープロファイルの管理
サーバーは、サーバープロファイルを使用して表され、管理されます。 サーバープロファイル
は、ファームウェアレベル、BIOS 設定、ネットワーク接続、ブート順序の構成、iLO の設定、
一意の ID などのサーバー構成の主要要素を 1 つの場所に集めます。

13.2.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

13.2.2 サーバープロファイルのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下のタスクに関す
る情報が提供されます。

• サーバープロファイルに関する情報を取得する。

• サーバープロファイルに SAN ボリュームを追加する。

• 接続されている SAN ボリュームから起動する。

• サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートを作成して、適用する。

• サーバープロファイルをコピー、編集、または削除する。

• サーバープロファイルを使用して、ファームウェアバンドルをインストールする。

• サーバープロファイルに接続を追加して、サーバーをデータセンターネットワークに接続
する。

• サーバーのローカルストレージを管理する。

• 新規または既存の SAN ボリュームをサーバープロファイルに接続することで、SAN スト
レージを管理する。

• サーバーのブート設定を管理する。

• サーバーの BIOS 設定を管理する。

• サーバーハードウェアの仮想 ID または物理を管理する。

• 既存のサーバープロファイルを移行する。

• サーバープロファイルを別のサーバーに移動する。

• サーバープロファイルを割り当てるサーバーハードウェアの電源をオンまたはオフにす
る。

• サーバープロファイルを作成するときに、識別子とアドレスを指定する。

• サーバープロファイルを使用してファームウェアをアップデートする。

• サーバープロファイルテンプレートからプロファイル構成をアップデートする。
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• アクティビティを表示する。

13.2.3 サーバープロファイルについて
• 「ベストプラクティス構成の取得」(173 ページ)

• 「サーバープロファイルの編集について」(174 ページ)

• 「サーバープロファイルの移動について」(175 ページ)

• 「サーバープロファイルの移行について」(175 ページ)

• 「取り外し/交換動作を制御するためのサーバープロファイルの操作」(176 ページ)

• 「空のデバイスベイへのサーバープロファイルの割り当てについて」(177 ページ)

• 「サーバープロファイル接続について」(177 ページ)

• 「サーバープロファイル接続とサーバーハードウェアタイプの変更について」(177 ページ)

• 「サーバープロファイルとローカルストレージについて」(178 ページ)

• 「サーバープロファイルへの SAN ボリュームの接続について」(180 ページ)

13.2.3.1 ベストプラクティス構成の取得
データセンターの設定後、サーバープロファイルを作成することにより、数百台のサーバーを
1 台のサーバーと同じくらい簡単にプロビジョニングすることができます。 サーバープロファ
イルは、サーバーインスタンスの構成です。 サーバープロファイルおよびサーバープロファイ
ルテンプレートは、サーバー構成全体を 1 つの場所に集めたものです。これにより、新しい
サーバープロファイルを複製したり、サーバープロファイルを変更してデータセンターに変更
を反映したりできます。

サーバープロファイルには、以下の情報が含まれます。

• 基本的なサーバー識別情報

• イーサーネットネットワーク、ネットワークセット、ファイバーチャネル、および FCoE
ネットワークの接続設定

• ファームウェアバージョン

• ローカルストレージ設定

• SAN ストレージ設定

• ブート設定

• BIOS 設定
サーバープロファイルを作成するとき、プロファイルを適用するサーバーハードウェアを指定
できます。 サーバーハードウェアがまだ取り付けられていない場合、サーバーハードウェアを
未割り当てのままにします。 通常、サーバープロファイルテンプレートにはベストプラクティ
スの構成をキャプチャーします。その後、個々のサーバープロファイルを作成します。 仮想マ
シン（VM）テンプレートの場合と同じく、プロファイルを使用することで、エンクロージャー
内のサーバーハードウェアタイプのプロビジョニングベースラインを作成できます。

サーバープロファイルを作成する際には、そのプロファイルが特定のハードウェア用か未割り
当てかによって、サーバーブレードのサーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグルー
プの情報が指定されます。 サーバーハードウェアには、プロファイルを 1 つだけ割り当てる
ことができます。

デフォルトでは、サーバープロファイルはサーバーのブート動作を制御します。 サーバーハー
ドウェアタイプは、サーバープロファイルで選択できるオプションを指定します。 該当する場
合は、ブートモードと PXE ブートポリシーを選択できます。 サーバーハードウェアが起動を
試みる順序を指定するオプションもあります。  HPE ProLiant Gen9 サーバーでは、ブートプ
ロセスを構成する際に、レガシー BIOS と UEFI の両方がサポートされますが、HPE ProLiant
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Gen8 では、レガシー BIOS モードサーバーのみがサポートされます。 UEFI について詳しく
は、Unified Extensible Firmware Interface Forum で「UEFI FAQs 」を参照してください。
アプライアンスを通じて BIOS 設定を管理するために、すべての設定、変更したものだけ、ま
たはデフォルト値と異なるものだけ、のいずれかの表示オプションを選択できます。 表示され
る BIOS 設定は、サポートされているサーバーのハードウェアに依存します。
サーバープロファイルのセクションをサーバーハードウェアに適用する処理は、逐次プロセス
です。 画面には、現在適用中のセクションに続いて、正常に適用されたセクションが表示され
ます。 エラーが発生し、サーバープロファイルを再適用する必要がある場合は、未構成のセク
ションと未適用のセクションだけが再適用されます。 たとえば、ファームウェアのアップデー
トは正常に完了したが、その後の BIOS の適用操作に失敗した場合、プロファイルの再適用時
にファームウェアは適用されません。 これにより、時間のかかる不要なアップデートを防ぐこ
とができます。

ベストプラクティス：一度に 1 つのエンクロージャーでサーバープロファイル管理タスクを実行します。 
パフォーマンスを最適にするには、1 つのエンクロージャーでサーバーハードウェアのサーバープロファイルを作
成、削除、編集、コピー、または移動した後に、別のエンクロージャーでサーバープロファイルを管理します。

13.2.3.2 サーバープロファイルの編集について
サーバープロファイルを編集して、プロファイルに関連付けられた設定を変更することができ
ます。 サーバープロファイルは、作成後いつでも編集できます。 エラー条件が発生している
サーバープロファイルを編集して、修正することもできます。

サーバープロファイルを編集すると、サーバーの状態が変化します。 アプライアンスは変更を
分析し、サーバーをアップデートするための操作を決定します。 たとえば、ファームウェア
ベースラインはそのままで BIOS だけを変更した場合、ファームウェアはアップデートされま
せん。 要求された変更だけが適用されます。

注記: アプライアンス以外のツールを使用してサーバーの設定やステータスを変更した場合、
変更は検出されず、管理もできません。 これらの変更は、次回プロファイルが編集されるとき
に上書きされます。

サーバープロファイルを編集するときは、次の点を考慮します。

• プロファイルの編集は、非同期操作です。 名前と説明の変更は有効にすぐに反映されます
が、その他の変更は反映されるのに時間がかかる場合があります。 プロファイルがサー
バープロファイルテンプレートに関連付けられている場合、変更によってプロファイルが
そのテンプレートに適合しなくなる可能性があります。 詳しくは、「サーバープロファイ
ルの整合性の検証について」(181 ページ)を参照してください。

• プロファイル名は一意である必要があります。

• ローカルストレージが構成されているサーバープロファイルの割り当てを解除すると、論
理ドライブのコンテンツが失われる可能性があります。 論理ドライブを保存するには、
ディスクドライブを物理的に削除するか、論理ドライブのコンテンツのコピーを作成し
て、プロファイルを後で再割り当てできるようにします。

• BIOS 設定は、サーバープロファイルを使用して管理され、サーバープロファイルを適用
すると、サーバーの設定が上書きされます。

• プロファイル接続を削除して再作成しない限り、以下の仮想識別子と物理識別子を切り替
えることはできません。

◦ シリアル番号/UUID

◦ MAC アドレス

◦ WWN
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サーバープロファイル設定によっては、編集する際に、サーバーハードウェアの電源をオフに
する必要があります。その他のサーバープロファイル設定では、サーバーハードウェアの電源
はオンのままでかまいません。 次の設定は、サーバーハードウェアの電源をオンにしたまま編
集できます。

• プロファイル名

• プロファイルの説明

• プロファイルアフィニティ

• 既存の接続の要求された帯域幅

• 接続がブート可能な場合を除く、既存の接続のネットワークとネットワークセット

注記: イーサーネットネットワーク（またはネットワークセット）とファイバーチャネ
ルネットワーク間の既存の接続は変更できません。

ファイバーチャネルネットワークは、同じインターコネクト上の別のファイバーチャネル
ネットワークにのみ変更できます。

• ストレージボリュームの作成、接続、および編集。

注記: サーバーがストレージパスを使用して起動するように構成されている場合は、そ
のパスを無効にすることはできません。

• ファームウェアと OS ドライバー（Smart Update ツールを使用します）

• ファームウェアのみ（Smart Update ツールを使用します）
以前の変更の適用が失敗した場合、障害の原因が SAN ストレージのみにあった場合を除き、
サーバーハードウェアの電源が入っている間はプロファイルを変更できません。

13.2.3.3 サーバープロファイルの移動について
サーバーハードウェアを取り外して類似のものと交換するといった場合に、サーバープロファ
イルを別のサーバーハードウェアに移動することができます。 移動操作では、サーバープロ
ファイル全体を再構築するのではなく、ハードウェアの複製先をすばやく変更することができ
ます。

新しいサーバーハードウェアに直接サーバープロファイルを移動できない場合は、未割り当て
に変更できます。 こうすることで、サーバーに割り当てられていないサーバープロファイルを
保持することができます。

重要: サーバーブレードプロファイルを別のエンクロージャーに移動する際、このプロファ
イルがダイレクトアタッチストレージデバイスから起動するように構成されている場合は、プ
ロファイルのブート接続を手動でアップデートし、ターゲットのエンクロージャーに直接接続
されたストレージデバイスで使用する WWPN を指定する必要があります。
各エンクロージャーはダイレクトアタッチストレージデバイスの異なるポートに接続するた
め、そのストレージデバイスの WWPN はエンクロージャーごとに異なります。 デバイスの正
しい WWPN および LUN を指定しないと、サーバーはブートターゲットから正常にブートしま
せん。

重要: サーバープロファイルを別のサーバーに移動するにあたって、プロファイルが内部ロー
カルストレージを管理している場合、データを保存するには、元のサーバーの物理ディスク
を、手動で新しいサーバーに移動する必要があります。

13.2.3.4 サーバープロファイルの移行について
既存のサーバープロファイルは、ハードウェアをアップグレードまたは環境に追加すると、新
しいハードウェアに割り当てることができます。 たとえば、サーバーハードウェアをアップグ
レードするとサーバーハードウェアタイプを変更でき、結果として、割り当てられたサーバー
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プロファイルは新しいハードウェアの構成と一致しなくなる可能性があります。 このような場
合は、既存のサーバープロファイルを編集してサーバーハードウェアタイプを更新できるた
め、複雑になることがあるサーバープロファイルを最初から再作成する必要はありません。

既存のサーバープロファイルを編集し、サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーのグ
ループを変更する機能により、次のようなタスクを実行できます。

• メザニンカードをサーバーに追加、またはサーバーから削除します。

• 1 つのエンクロージャーから、異なる構成を持つ別のエンクロージャーにサーバーハード
ウェアを移動します。

• サーバープロファイルを別のアダプター、異なる世代のハードウェア、および異なるハー
ドウェアモデルを持つサーバーに移動します。

• 別のサーバーやエンクロージャーの構成にワークロードを移動します。

既存のサーバープロファイルで、[サーバーハードウェアタイプ]または [エンクロージャーグ
ループ]の設定の隣の [変更]リンクをクリックして、これらの値を変更します。
サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループを変更すると、サーバープロ
ファイル内のその他の設定が影響を受けることがあります。 以下の属性のほとんどについて
は、選択されたサーバーハードウェアのタイプやエンクロージャーグループが既存の設定をサ
ポートしている限り、設定は変更されないままです。 選択されたサーバーハードウェアのタイ
プまたはエンクロージャーグループをサポートしない設定は削除されます。 例外を以下に示し
ます。

アフィニティ サポートされている場合は変更されないままです。サポートされていな
い場合は削除されます（新しい構成がラック型サーバーである場合）。

ファームウェア サポートされている場合は変更されないままです。サポートされていな
い場合は削除されます。

接続 サポートされている場合はほとんどの設定が変更されないままですが、
ポートは自動に設定されます。 サポートされていない設定は削除されま
す。

ローカルストレージ サポートされている場合は変更されないままです。サポートされていな
い場合は削除されます。

SAN ストレージ サポートされている場合、設定は変更されないままです。サポートされ
ていない場合はストレージパスが削除されるか、すべての SAN 構成が
削除されます（新しい構成がラック型サーバーである場合）。

ブート設定 設定は常に新しい構成をサポートするように調整されます。

BIOS サポートされている場合は変更されないままです。プロファイルが別の
サーバーモデルに移行される場合は削除されます。

13.2.3.5 取り外し/交換動作を制御するためのサーバープロファイルの操作
サーバープロファイルでは、[アフィニティ]制御を使用して、サーバーブレードの取り外し/交
換動作を設定します。 サーバーブレードにサーバープロファイルを適用し、デバイスベイから
サーバーを取り外す場合は、空のベイにサーバーブレードを挿入するときにサーバープロファ

176 サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープロファイルテンプレートの管理



イルを再び適用するかどうか、[アフィニティ]設定で制御します。 ラックマウント型サーバー
のサーバープロファイルには、アフィニティはありません。

説明アフィニティ値

（空の）デバイスベイに割り当てるサーバープロファイルは、挿入されたサーバーブレー
ドのサーバーハードウェアタイプがサーバープロファイルで指定されたサーバーハード
ウェアのタイプと一致する場合、ベイに挿入するサーバーブレードに適用されます。

デフォルトのアフィニティ値はデバイスベイです。

[デバイスベイ]

別のサーバーをベイに挿入すると、（空の）デバイスベイに割り当てられているサーバー
プロファイルは適用されません。 シリアル番号と挿入されたサーバーブレードのサー
バーハードウェアのタイプはサーバープロファイルの値と一致する必要があります。 以
下の条件のいずれかが満たされていれば、サーバープロファイルとサーバーのハードウェ
アとの間でアフィニティを確立できます。

• サーバープロファイルはデバイスベイのサーバーハードウェアに割り当てられていま
す。

• サーバープロファイルは、空のデバイスベイに割り当てられており、続いて一致する
サーバーハードウェアタイプのサーバーブレードをベイに挿入します。

サーバープロファイルの編集によって、そのサーバーのハードウェアのアフィニティが
リセットされます。 取り付け済みのデバイスベイにサーバープロファイルを割り当てる
場合、ベイのサーバーハードウェアがプロファイルに関連付けられます。 サーバープロ
ファイルが割り当てられていない、または空のデバイスベイに割り当てられている場合、
現在の関連付けはすべてクリアされます。

[デバイスベイ + サー
バーハードウェア]

13.2.3.6 空のデバイスベイへのサーバープロファイルの割り当てについて
サーバーブレードは空のベイに割り当てることができます。 サーバーをベイに挿入すると、次
の条件を満たしている場合、サーバープロファイルがサーバーハードウェアに自動的に適用さ
れます。

• エンクロージャーのベイが別のサーバープロファイルによって割り当てられたものでない
こと（たとえば、フルハイトサーバーハードウェアタイプのプロファイルがベイ 1 に割り
当てられている場合、ベイ 9 にプロファイルを割り当てることはできません）。 これは、
プロファイルが割り当てられたときにチェックされます。

• ハードウェアのサーバーハードウェアのタイプは、サーバープロファイルで指定された
サーバーハードウェアタイプに一致します。

サーバープロファイルを作成するとき、アフィニティ値として [デバイスベイ]または [デバイ
スベイ + サーバーハードウェア]を選択します。 空のベイに対してアフィニティ値 [デバイスベ
イ + サーバーハードウェア]を選択した場合、一致するサーバーハードウェアタイプがベイに
挿入されると、UUID が設定されます。

13.2.3.7 サーバープロファイル接続について
プロファイルでサポートされる接続の最大数は、プロファイルに関連付けられているサーバー
ハードウェアタイプとエンクロージャーグループによって定義される仮想ポートの合計数に
よって決まります。 仮想ポート数の合計は、FlexFabric アダプターごとの仮想ポート数にサー
バーハードウェアタイプによって定義される FlexFabric アダプターの数を乗算することによっ
て決定されます。 接続の最大数は、50 または仮想ポートの合計数（未割り当ての接続の場合
はプラス 2）のうち大きい方です。

13.2.3.8 サーバープロファイル接続とサーバーハードウェアタイプの変更について
展開された接続でサーバープロファイルのサーバーハードウェアタイプを変更する場合、新し
いサーバーハードウェアタイプでは、現在展開されたすべての接続の自動ポート割り当てが可
能になるようにするための十分なポートが定義される必要があります。 新しいサーバーハード
ウェアタイプに十分なポート容量がない場合、自動ポート割り当てはサーバーに適用されたと
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きに失敗し、結果としてプロファイル編集操作が失敗します。 この状態を回避するには、以下
のいずれか 1 つを実行します。

• 残りの数を自動的に割り当てることができるように、接続を削除します。

• 接続を編集し、ポートの割り当てをなしに設定して、これらの接続が展開されないように
します。

13.2.3.9 サーバープロファイルとローカルストレージについて
サーバープロファイルを使用して、サーバーハードウェア上のローカルストレージを管理する
ことができます。

• 「論理ドライブと一意の識別子」(178 ページ)

• 「RAID レベルとコントローラーについて」(178 ページ)

• 「RAID レベルと物理ドライブの数」(179 ページ)

• 「ローカルストレージおよび統合ストレージコントローラーについて」(179 ページ)

注記: HPE OneView では、ドライブを指定するサーバープロファイルが削除または割り当て
解除されるときに物理ドライブからデータが消去されません。 データにアクセスできる可能性
があるため、データにアクセスできないようにしたい場合はサーバープロファイルまたはロー
カルストレージ構成を削除する前に、すべての機密データを消去してください。

13.2.3.9.1 論理ドライブと一意の識別子

サーバープロファイルに新しい論理ドライブを構成する、またはサーバーハードウェアから既
存の論理ドライブをインポートすると、サーバープロファイルの適用時に各論理ドライブの一
意の識別子がサーバープロファイル構成に格納されます。

後続のサーバープロファイル適用操作で、割り当て済みのサーバーハードウェアの物理ドライ
ブ上に、識別子があるかどうかがチェックされます。 識別子がない場合、適用操作は失敗しま
す。これは、サーバープロファイルが新しいサーバーハードウェアに再び割り当てられた場
合、物理ドライブが正しく挿入されていることを確認するためです。

HPE OneView は、次のいずれかの条件が存在する場合、サーバープロファイル適用操作で現
在の識別子を消去します。

• [内部ストレージを再初期化]が選択されている。
• [論理ドライブ]がサーバープロファイルから削除されている。
• ストレージコントローラーが [手動で管理]に設定されている。

13.2.3.9.2 RAID レベルとコントローラーについて

RAID を使用して論理ドライブまたは HBA を定義して、ドライブを直接コントローラーに提示
することができます。 コントローラーがサポートできる RAID レベルは、各コントローラーの
仕様で定義されます。 各コントローラーの仕様をチェックして、コントローラーでサポートさ
れる RAID レベルを確認する必要があります。 サポートされる RAID レベルは、サーバーハー
ドウェアのタイプと物理サーバーの構成によって異なります。 選択した RAID レベルに十分な
物理ドライブがあることを確認してください。

注記: 一部のコントローラーでは RAID 50 と RAID 60 がサポートされますが、それらは HPE
OneView でサポートされていません。 RAID 50 または RAID 60 を使用するには、HPE OneView
でコントローラーを [手動で管理]に設定します。

詳細情報

「RAID レベルと物理ドライブの数」(179 ページ)

178 サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープロファイルテンプレートの管理



13.2.3.9.3 RAID レベルと物理ドライブの数

特定のサーバーハードウェアによってサポートされるドライブ数については、『HPE OneView
サポートマトリックス』を参照してください。

[RAID 0] 最低 1 ドライブ、1 ドライブずつ増。
[RAID 1] 2 ドライブが必要。
[RAID 10] 4 ドライブが必要。2 ドライブずつ増。
[RAID 1 ADM] 3 ドライブが必要。
[RAID 5] 最低 3 ドライブ。1 ドライブずつ増。
[RAID 6] 最低 4 ドライブ。1 ドライブずつ増。

13.2.3.9.4 ローカルストレージおよび統合ストレージコントローラーについて

• サーバーハードウェアにサーバープロファイルを適用する際にローカルストレージをイン
ポートしない限り、HPE OneView は統合ストレージコントローラー内の既存のローカル
ストレージ構成を認識しません。

• インポートのオプションでは、データ損失がないことは保証されません。 たとえば、サー
バーが現在 HBA モードにある場合、サーバーをインポートするには RAID モードに変更
する必要があり、コントローラーモードでの変更によってデータ損失が生じることがあり
ます。

• 論理ドライブを作成し、サーバーハードウェアに適用すると、その論理ドライブは変更で
きなくなります。

サーバープロファイルの削除または割り当て解除では、サーバーハードウェアからローカルス
トレージデータは直接削除されませんが、ローカルストレージ構成への変更を含むサーバープ
ロファイルが将来サーバーハードウェアに適用された場合、データが失われる可能性がありま
す。 次の表では、プロファイルまたはハードウェアの変更を加える際に、データを保持する方
法を説明します。
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表 9 サーバーハードウェア/サーバープロファイルへの変更と統合ローカルストレージデータ
の保持

結果手順サーバーハードウェアでの変更

• アプライアンスは、保存された一
意の識別子を検証することにより、
物理ドライブが正常に挿入されて
いることを確認します。

物理ドライブを新しいサー
バーハードウェアに移動

1. 現在のサーバーハードウェアから
サーバープロファイルを割り当て
解除します。

2. サーバーハードウェアからローカ
ルストレージドライブを物理的に
取り外します。

3. 新しいサーバーハードウェアに
ローカルドライブを挿入します。

4. 新しいサーバーハードウェアに
サーバープロファイルを適用する
場合に [内部ストレージを再初期
化]を選択しないでください。

サーバープロファイルを 1 つのサー
バーハードウェアから別のサーバー
ハードウェアに移動

• 一意の識別子が保持されます。

• 既存の論理ドライブとデータがイ
ンポートされます。

A.既存のドライブとデータを
インポートする

1. 現在のサーバープロファイルを削
除または割り当て解除します。

2. 新しいサーバープロファイルを適
用する場合は、[既存の論理ドラ
イブのインポート]を選択します。

ローカルストレージが構成されてい
るサーバーハードウェアにサーバー
プロファイルを割り当てる

• 新しい論理ドライブが新しい一意
の識別子で作成されます。

• バックアップデータが新しい論理
ドライブにコピーされます。

B.データのバックアップを作
成してコピーする

1. データのバックアップを作成しま
す。

2. サーバープロファイルを削除また
は割り当て解除します。

3. 新しいサーバープロファイルを適
用する場合は、[内部ストレージ
を再初期化]を選択します。

4. サーバーハードウェアの新しい論
理ドライブにバックアップデータ
をコピーします。

13.2.3.10 サーバープロファイルへの SAN ボリュームの接続について
ボリュームは、ボリュームの接続によってサーバープロファイルに関連付けられます。 ボリュー
ムをサーバープロファイルに接続すると、そのサーバープロファイルに割り当てられている
サーバーハードウェアに、ストレージシステム上のストレージスペースへのアクセス権が付与
されます。

サーバープロファイルを作成または編集すると、既存のボリュームを接続したり、接続する新
しいボリュームを動的に作成したりできます。

新しく作成したボリュームには、プロファイルから削除されたり、プロファイルが削除された
りしても存在するように、永続的としてマークすることができます。 恒久的としてマークしな
い場合、サーバープロファイルを削除すると恒久的でないボリュームは削除されます。

ボリュームに接続するためのプロパティは、サーバープロファイルを介して構成できます。 た
とえば、サーバーから SAN ストレージまでのストレージパスを有効および無効にすることが
できます。
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ストレージターゲット

サーバープロファイルでは、ボリューム接続用のストレージターゲットポートを自動的に割り
当てたり、使用可能なポートを手動で割り当てたりすることができます。 自動的に割り当てら
れるターゲットポートは、同じポートグループに属します。 手動で割り当てるターゲットポー
トは、同じポートグループまたは別のポートグループに所属できます。 HPE OneView にスト
レージシステムを追加するときに、ポートグループが作成されます。

手動ターゲットの選択は、ファブリック接続パスに対してのみサポートされており、ダイレク
トアタッチパスに対してはサポートされていません。

既存の HPE 3PAR ボリューム

3PAR StoreServ ストレージシステムでは、ホスト表示 VLUN は特定のホストのみでボリュー
ムの表示を許可し、一致セット VLUN は特定のポート上の特定のホストのみでボリュームの表
示を許可します。

既存の 3PAR ボリュームをプロファイルに追加するときに、HPE OneView の host sees 構成
を再利用するには、3PAR アレイ上に構成されているとおりに、正確な LUN 値を入力する必
要があります。

HPE OneView では、手動 LUN オプションを使用して、ボリュームの追加ダイアログで正確な
LUN 値を追加します。 ボリューム用にエンドツーエンド接続を再利用するには、手動で次の
ように指定します。

• LUN 値（3PAR ストレージシステム上の LUN に一致する）

• ターゲットポート

また、3PAR ボリュームを host sees として接続（エクスポート）するには、そのボリューム
へのすべてのストレージパスを一緒に有効または無効にする必要があります。 一部のパスが無
効になっているときに、一部のパスを有効にすることはできません。 詳しくは、HPE Storage
Information Library http://www.hpe.com/info/storage/docs から『HPE 3PAR StoreServ Storage
コンセプトガイド』をダウンロードしてください。

13.2.3.11 サーバープロファイルの整合性の検証について
整合性のチェックとは、サーバープロファイルがその親のサーバープロファイルテンプレート
の構成と一致していることを確認するためにそのサーバープロファイルを検証することです。
アプライアンスは、サーバープロファイルとサーバープロファイルテンプレートの両方を監視
し、両者を比較して、以下の項目の整合が取れているかどうかを確認します。

整合性確認
プロファイルセク
ション

• サーバーハードウェアタイプ

• エンクロージャーグループ

• アフィニティ

注記: サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループの不整合は手作業で修正
する必要があります。つまり、プロファイルを編集し、ハードウェアタイプとエンクロー
ジャーグループをテンプレートに一致するように変更する必要があります。

全般

ファームウェアがサーバープロファイルテンプレートによって管理されない場合、ファー
ムウェアのサーバープロファイル構成の整合性は検証されません。 管理される場合、次の
構成の整合性が検証されます。

• ファームウェアベースライン

• インストール方法

注記: 強制的にインストールされたファームウェアは、ファームウェアのベースラインが
不整合である場合にのみ比較されます。 不整合でない場合、強制的にインストールされた
ファームウェアの整合性はチェックされません。

ファームウェア
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整合性確認
プロファイルセク
ション

余分な接続または足りない接続が存在するかどうかを特定するために、接続が比較されま
す。 似ている接続である場合、以下の属性の違いがチェックされます。

• ポート

• ネットワーク

• リクエストされた帯域幅

• 接続ブート設定

注記: ポート ID がNone のサーバープロファイル内の余分な接続は、不整合とは見なさ
れません。

接続

ローカルストレージがサーバープロファイルテンプレートによって管理されない場合、ロー
カルストレージサーバーのプロファイル構成の整合性は検証されません。 管理される場
合、次の構成の整合性が検証されます。

• コントローラーモード

• 論理ドライブ

注記: ローカルストレージでの不整合は、テンプレートからのアップデートによって自動
的に修正されることはありません。 これらは、手動で修正する必要があります。

ローカルストレージ

SAN ストレージがサーバープロファイルテンプレートによって管理されない場合、SAN ス
トレージサーバーのプロファイル構成の整合性は検証されません。 管理される場合、共有
タイプがプライベートのボリュームでは、プロファイルはサーバープロファイルテンプレー
トで定義された同じ番号のプライベートボリュームを同じストレージプールから要求し、
それにより、その LUN 番号の整合性が維持されます。 プライベートボリューム、そのス
トレージプール、または LUN 番号に相違があると、不整合としてフラグが付けられます。
共有タイプが共有のボリュームの場合、互換性を維持するために、LUN 番号とストレージ
パスが一致するサーバープロファイルテンプレートに関連付けられているすべての共有ボ
リュームに、プロファイルを接続する必要があります。 整合性状態にすることなく、追加
の共有ボリュームを接続できます。

プロファイルで指定されたホスト OS タイプは、適合性を維持するために、サーバープロ
ファイルテンプレートに一致している必要があります。

注記: サーバープロファイル内に余分なアタッチメントがあっても、不整合の原因にはな
りません。

SAN ストレージ

ブート設定がサーバープロファイルテンプレートによって管理されない場合、ブート設定
用のサーバープロファイル構成の整合性は検証されません。 管理される場合、すべての構
成がサーバープロファイルテンプレートに一致している必要があります。

ブート設定

BIOS 設定がサーバープロファイルテンプレートによって管理されない場合、BIOS サー
バーのプロファイル構成の整合性は検証されません。 管理される場合、すべての構成が
サーバープロファイルテンプレートに一致している必要があります。

BIOS 設定

「未使用の FlexNIC を非表示にする」設定は、サーバープロファイルテンプレートに一致
している必要があります。

アドバンスト

構成が一致する場合は、サーバープロファイルのConsistency state フィールドがConsistent
に設定され、適合していると見なされます。

不整合が見られる場合、サーバープロファイルのアラートが発行され、整合性状態フィールド
がテンプレートと一致しませんに設定されます。

13.2.4 どのようなときにサーバープロファイルを使用するか
サーバープロファイルでは、次のようなことができます。

• サーバーハードウェアの構成を、実際のサーバーハードウェアと切り離して管理できま
す。

• サーバーハードウェアを修理または交換した場合、サーバーハードウェアに構成を簡単に
再適用できます。
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• サーバーハードウェアを取り付ける前にサーバー構成を定義できます。

• サーバー構成の大部分を 1 カ所に取り込んで、サーバー構成を大幅に簡素化して迅速化で
きます。

ハードウェアの環境に応じて、以下の設定の一部またはすべてを構成できます。

• ファームウェア（オプション）：

SPP（Service Pack for ProLiant）のバージョンと、サーバーの電源をオンにしている
間にファームウェアとドライバーをインストールするインストール方法を指定します
（アップデートは管理ネットワークにわたって適用されます）。

◦

◦ サーバーの電源がオンかオフかに関わらず、ドライバーなしでファームウェアをイン
ストールするよう指定します（ファームウェアをインストールするためにサーバー
ハードウェアの電源がオンになります）。

◦ Gen8 および DL サーバーでサポートされます。

• BIOS 設定（オプション）：

選択したサーバーハードウェアで適用する BIOS 設定を指定します。◦
◦ Gen8 および DL サーバーでサポートされます。

• ブート順序（オプション）：

選択したサーバーハードウェアで適用する BIOS ブート順序または UEFI ブート順序
を指定します。

◦

◦ G7、Gen8、および DL サーバーでサポートされます。

• ローカルストレージ構成（オプション）：

論理ボリュームを作成するために特定の RAID レベルで制御される内蔵 Smart アレイ
に直接接続されるディスクドライブを構成します。

◦

◦ サーバーハードウェアによってサポートされるディスクドライバーの数に応じて、複
数の論理ボリュームを構成します。

◦ Gen8 および DL サーバー用のローカルストレージ構成を指定します。

• 接続（Virtual Connect で必要）：

どのイーサーネットネットワークおよびファイバーチャネル SAN にサーバーハード
ウェアがアクセス可能かについて説明します。

◦

◦ ブート構成オプションを説明します。

◦ Virtual Connect によって MAC と WWN の仮想化が可能になります。その結果、ネッ
トワークに提示された MAC と WWN は、基礎となるハードウェアコンポーネントが
変わっても、一定のままです。

• ストレージアタッチメント（Virtual Connect が必要です）：

どの StoreServ ボリュームにサーバーがアクセスできるかを説明し、新しい StoreServ
ボリュームの作成をサポートします。StoreServ ボリュームのアクセスには、ファイ
バーチャネルまたは FCoE を使用します。

◦

◦ StoreServ ボリュームについて説明してサーバーハードウェアに対するボリュームの
提示を自動化して、ゾーニングを手動で構成しなくてもよいようにします。
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詳細情報

『HPE OneView サポートマトリックス』
「どのようなときにサーバープロファイルテンプレートを使用するか」(185 ページ)

13.3 サーバープロファイルテンプレートの管理
サーバープロファイルテンプレートは、サーバープロファイルを作成するときに、構造的なリ
ファレンスとして機能します。 サーバープロファイルの構成要素すべてがサーバープロファイ
ルテンプレート内に存在します。 このテンプレートタイプは、ファームウェア、接続、ローカ
ルストレージ、SAN ストレージ、ブート、BIOS、プロファイルアフィニティの構成に関する
集中型のソースを定義し、未使用の FlexNIC を非表示にするかどうかを定義します。

13.3.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

13.3.2 サーバープロファイルテンプレートのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• サーバープロファイルテンプレートを作成する。

• サーバープロファイルテンプレートをコピー、編集、または削除する。

• サーバープロファイルテンプレートからプロファイル構成をアップデートする。

• サーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデート。

13.3.3 サーバープロファイルテンプレートについて
サーバープロファイルテンプレートは、サーバープロファイルの構成を保存するメカニズムを
提供します。 通常、サーバープロファイルテンプレートにはベストプラクティスの構成をキャ
プチャーします。その後、サーバープロファイルを作成して展開します。

13.3.3.1 サーバープロファイルテンプレートの作成について
サーバープロファイルのすべての設定の構成を格納する 1 つ以上のテンプレートを作成するこ
とができます。 サーバープロファイルテンプレートを作成するときに、サーバーハードウェア
タイプと、エンクロージャーグループを指定できます。 テンプレートを作成した後は、サー
バーハードウェアタイプと、エンクロージャーグループを変更できません。 同じテンプレート
から生成されたすべてのプロファイルは、サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグ
ループが同じになります。

接続は常にポートにマッピングされます。つまり、保存されたサーバープロファイルテンプ
レートには、Port=Auto である接続はありません。 Port=None である接続は構成できませ
ん。

既存のプライベートボリュームを追加することはできません。 サーバープロファイルテンプ
レートの作成について詳しくは、[サーバープロファイルテンプレート] 画面の詳細のオンライ
ンヘルプを参照してください。

13.3.3.2 サーバープロファイルテンプレートの編集について
サーバープロファイルテンプレートを編集して、そのテンプレートに関連付けられた設定を変
更することができます。 サーバープロファイルテンプレートは、作成後いつでも編集できま
す。 エラー状態が発生しているサーバープロファイルテンプレートを編集して、修正すること
もできます。

サーバープロファイルテンプレートを編集する際、アプライアンスは変更を分析し、テンプ
レートの構成を更新します。 次に、テンプレートから作成されたすべてのサーバープロファイ
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ルの適合性が評価され、変更の影響を受けるプロファイルの数を示した通知が送信されます。
プロファイルは、非適合としてマークされます。 サーバープロファイルで [テンプレートから
アップデート]オプションを使用すると、テンプレートからのすべての変更を確定できます。

注記: ネットワークおよびネットワーク帯域幅のようなオンラインで変更ができる場合を除
き、サーバーハードウェアはテンプレートからアップデートするために電源を切る必要があり
ます。

サーバープロファイルテンプレートを編集するときは、次の点を考慮します。

• サーバープロファイルテンプレート名は一意でなければなりません。

• 次のものの仮想 ID と物理 ID の切り替えはできません。

シリアル番号/UUID◦
◦ MAC アドレス

◦ WWN

13.3.4 どのようなときにサーバープロファイルテンプレートを使用するか
サーバープロファイルテンプレートでは、次のようなことができます。

• サーバーハードウェアの構成を、実際のサーバーハードウェアと切り離して管理できま
す。

• サーバーハードウェアを修理または交換した場合、サーバーハードウェアに構成を簡単に
再適用できます。

• サーバーの構成を、サーバーハードウェアの設置の前に定義できます。

• サーバー構成の大部分を 1 カ所に取り込んで、サーバー構成を大幅に簡素化して迅速化で
きます。

ハードウェアの環境に応じて、サーバープロファイル設定の一部またはすべてを構成できま
す。

サーバープロファイルテンプレートが便利なのは以下の点です。

• 数多くのサーバープロファイルを同じ構成で管理できます。

• 新しいサーバープロファイルをテンプレートから簡単に生成できます。

• 複数のサーバーの構成変更を一度に制御できます。 HPE OneView は、テンプレートが参
照されているすべてのサーバープロファイルでコンプライアンスを調べます。

• [テンプレートからアップデート]アクションを使用してコンプライアンスの問題を自動的
に解決します。 サーバープロファイル構成は、サーバープロファイルテンプレートに合わ
せて調整されます。

詳細情報

『HPE OneView サポートマトリックス』

13.4 詳細情報
• 「リソースモデルについて」 (43 ページ)

• 「エンクロージャーについて 」 (228 ページ)

• 「ライセンスの管理」 (187 ページ)

• 「サーバーハードウェアのトラブルシューティング」 (425 ページ)

• 「サーバープロファイルのトラブルシューティング」 (428 ページ)
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14 ライセンスの管理
ライセンスは、[設定]画面から、または REST API を使用して管理します。

14.1 UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

licenses[設定]

14.2 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

14.3 ライセンスのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• アプライアンスのライセンスプールへライセンスキーを追加する。

• エンクロージャーの追加の一部としてライセンスポリシーを指定する。

• ラックマウント型サーバーの追加の一部としてライセンスタイプを指定する。

• ライセンスグラフでライセンスステータス情報を表示する。

• 特定のライセンスタイプを割り当てられているサーバーハードウェアのリストを表示す
る。

14.4 ライセンスについて
このトピックでは、ライセンスのタイプ、ライセンスを購入する方法、ライセンスが配布され
る方法、および使用可能なライセンス数を確認する方法について説明します。

• 「ライセンスタイプ」(187 ページ)

• 「ライセンスの購入または取得」(192 ページ)

• 「ライセンスの提供」(192 ページ)

• 「ライセンスキーの形式」(192 ページ)

• 「ライセンスおよび利用率の統計」(192 ページ)

• 「ライセンスのシナリオ」(193 ページ)

• 「ライセンスレポート」(194 ページ)

14.4.1 ライセンスタイプ

14.4.1.1 サーバーハードウェアのライセンス
次の種類のライセンスを、HPE OneView でのハードウェアの管理または監視に使用できます。

管理対象ハードウェアライセンス

次の HPE OneView Advanced ライセンスは以下に示すサポートを提供し、さらに他の製品と
の統合を可能にします。 詳しくは、「他の管理ソフトウェアとの統合 」(37 ページ)を参照し
てください。
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HPE OneView Advanced HPE OneView Advanced ライセンス
と iLO Advanced ライセンスの両方を
提供します。

このライセンスは、HPE OneView を
使用して管理するサーバーハードウェ
アおよびエンクロージャーを対象とし
ています。 詳しくは、「ライセンスの
購入または取得」(192 ページ)を参照し
てください。

HPE OneView Advanced w/o iLO HPE OneView Advanced ライセンス
のみを提供します。

このライセンスは、HPE OneView を
使用して管理するサーバーハードウェ
アを対象としています。 このライセン
スは、すでにライセンスを付与されて
いる iLO があるサーバーハードウェ
ア、または iLO ライセンスを必要とし
ないサーバーのためのものです。 詳し
くは、「ライセンスの購入または取
得」(192 ページ)を参照してください。
HPE OneView Advanced w/o iLO ライ
センスは、アプライアンス上のすべて
のサーバーハードウェア機能をサポー
トしますが、次の例外があります。

• iLO Advanced ライセンスのない
サーバーハードウェアには、利用
率のデータは表示されません。

• iLO Advanced ライセンスのない
ラックマウント型サーバーは、リ
モートコンソールにアクセスでき
ません。

実例については、「ライセンスのシナリオ」(193 ページ)を参照してください。

監視対象ハードウェアライセンス

HPE OneView Standard すべての監視対象サーバーハードウェアに対応
した HPE OneView Standard ライセンスを提供
します。

このライセンスは自動的に選択されます。

• 監視対象エンクロージャーを追加するとき
にエンクロージャーに対して

• 監視対象サーバーを追加するときにサー
バーに対して

• 管理対象エンクロージャーを追加するとき
にすべての ProLiant G6 サーバーブレード
または G7 BL680c サーバーブレードに対
して

HPE OneView は、HPE OneView Standard ラ
イセンスで動作するハードウェアは管理しませ
ん。 詳しくは、「監視対象の c7000 エンクロー
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ジャーについて」(229 ページ)を参照してくださ
い。

エンクロージャーまたはラックマウント型サーバーをアプライアンスに追加するときは、これ
らのライセンスのいずれかを指定する必要があります。 実例については、「ライセンスのシナ
リオ」(193 ページ)を参照してください。

詳細情報

「サーバーハードウェアを管理するための HPE OneView Advanced ライセンスについて」(189
ページ)
「サーバーハードウェアを監視するための HPE OneView Standard ライセンスについて」(191
ページ)

14.4.1.2 他のライセンス

14.4.1.2.1 インターコネクトのライセンス

HPE OneView B22HP FEX 管理のライセンス

HPE OneView B22HP FEX 管理のライセンスでは、エンクロージャーの Cisco ファブリックエ
クステンダーインターコネクトに接続されている場合に、Cisco Nexus 5k および 6k ToR ス
イッチ環境を継続して監視することができます。 このライセンスでは、イーサーネットおよび
FCoE サーバープロファイル接続を Cisco ファブリックエクステンダーのダウンリンク ポート
にプロビジョニングし、VLAN を割り当てることができます。

注記: 現在、HPE OneView B22HP FEX 管理のライセンスは HPE OneView には適用されま
せん。 ライセンス数を追跡するには、キーを取得し、HPE OneView ライセンスプールにキー
を追加します。 ライセンスは、プールから自動的に割り当てられません。

詳細情報

「ライセンスの購入または取得」(192 ページ)

14.4.1.2.2 EULA

アプライアンスには、はじめてアプライアンスを使用する前に同意する必要がある EULA（エ
ンドユーザーライセンス契約）があります。 EULA は、[ヘルプ] サイドバーから表示できま
す。

14.4.2 サーバーハードウェアを管理するための HPE OneView Advanced ライセ
ンスについて

このトピックでは、サーバーブレードおよびラックマウント型サーバーを含むサーバーハード
ウェアのライセンスに関する情報を提供します。 この項は、HPE OneView Advanced および
HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスにのみ適用されます。
アプライアンスはサーバーベースのライセンスを使用しますが、サーバーブレードおよびラッ
クマウント型サーバーは別の方法で管理されます。 サーバーブレードのライセンスはエンク
ロージャーレベルで管理され、ラックマウント型サーバーのライセンスはサーバーレベルで管
理されます。 エンクロージャーを追加するときは、エンクロージャー内のすべてのサーバーブ
レードのライセンスポリシーを指定します。 ラックマウント型サーバーを追加するときは、そ
のサーバーのライセンスタイプを指定します。 ポリシーもタイプも、HPE OneView Advanced
またはHPE OneView Advanced w/o iLO の 2 つのライセンスのいずれかを指します。
HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスは、アプライアンス上のすべてのサーバー
ハードウェア機能をサポートしますが、次の例外があります。

• iLO Advanced ライセンスのないサーバーハードウェアには、利用状況のデータは表示さ
れません。

14.4 ライセンスについて 189



• iLO Advanced ライセンスのないラックマウント型サーバーは、リモートコンソールにア
クセスできません。

注記: アプライアンスは、内蔵（統合）ライセンスが存在する管理対象サーバーハードウェ
アにそのライセンスを適用します。

14.4.2.1 エンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンス
エンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンスポリシーは、エンクロージャー内のす
べてのサーバーのライセンスを処理するのに効率的な方法です。

エンクロージャーをアプライアンスに追加するときに、サーバーハードウェアのライセンスポ
リシーを選択する必要があります。 これにより、エンクロージャー内のすべてのサーバーハー
ドウェアのライセンスポリシーが設定されます。 エンクロージャーを取り外して追加し直さな
い限り、エンクロージャーのポリシーを変更することはできません。

アプライアンスがエンクロージャーのライセンスを処理する方法について詳しくは、「ライセ
ンスについて」(187 ページ)を参照してください。

注記: 管理対象サーバーブレードに内蔵のライセンスは、エンクロージャーのライセンスポ
リシーを上書きします。 内蔵ライセンスのある管理対象サーバーブレードを追加した場合、ア
プライアンスは、エンクロージャーのライセンスポリシーに関係なく内蔵ライセンスをその
サーバーに割り当てます。 監視対象サーバーハードウェア上の内蔵ライセンスは無視されま
す。

エンクロージャーのライセンスポリシーの動作

管理対象エンクロージャーをアプライアンスに追加するときに、次の操作が行われるか、行う
必要があります。

• HPE OneView Advanced またはHPE OneView Advanced w/o iLO のライセンスポリ
シーを選択する必要があります。

• OA（Onboard Administrator）に内蔵のライセンスは、アプライアンスのライセンスプー
ルに追加されます。

• サーバーブレードに内蔵ライセンスがない場合、アプライアンスはプールのライセンスを
割り当てようとします。

• ポリシーを満たす十分なライセンスがない場合は、問題を扱う方法を指示する通知が表示
されます。

• エンクロージャーをアプライアンスに追加した後でエンクロージャーにサーバーブレード
を追加した場合、サーバーハードウェアはエンクロージャーのライセンスポリシーを使用
します。

• 内蔵 OA ライセンスが内蔵ライセンスを含むエンクロージャー内のサーバーブレードに適
用されるという保証はありません。

• サーバー iLO に内蔵のライセンスは、自動的にアプライアンスに追加され、ライセンスが
内蔵されているサーバーハードウェアに適用されます。

• サーバーハードウェアに既存の永久 iLO Advanced ライセンスがある場合、アプライアン
スは、選択したライセンスタイプに関係なくHPE OneView Advanced w/o iLO ライセ
ンスを割り当てます。

• エンクロージャーのサーバーハードウェアライセンスポリシーを変更するには、エンク
ロージャーを管理から削除してから、新しいライセンスポリシーを使って追加し直す必要
があります。

• サーバーハードウェアをアプライアンスに追加するときに、HPE OneView Advanced ラ
イセンスの一部である iLO Advanced ライセンスがサーバーハードウェアの iLO に適用さ
れます。
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• サーバーブレードに iLO ライセンスがなく、選択されている使用可能なライセンスタイプ
が十分ない場合、アプライアンスはデモ iLO ライセンスをサーバーブレードに適用しよう
とします。

14.4.2.2 ラックマウント型サーバーのライセンスについて
ラックマウント型サーバーのライセンスは、サーバーレベルで管理されます。

ラックマウント型サーバーをアプライアンスに追加するときは、ライセンスタイプを選択する
必要があります。 ラックマウント型サーバーのライセンスタイプは、ラックマウント型サー
バーを取り外して追加し直さない限り変更できません。

注記: 内蔵のライセンスは、選択したライセンスタイプより優先されます。 内蔵ライセンス
のある管理対象ラックマウント型サーバーを追加した場合、アプライアンスは、選択したライ
センスタイプに関係なく、内蔵ライセンスをそのラックマウント型サーバーに割り当てます。

ラックマウント型サーバーに iLO ライセンスがない場合、リモートコンソールサポートは有効
になりません。

ラックマウント型サーバーのライセンスの動作

管理対象ラックマウント型サーバーをアプライアンスに追加するときに、次の操作が行われる
か、行う必要があります。

• HPE OneView Advanced またはHPE OneView Advanced w/o iLO のライセンスタイ
プを選択する必要があります。

• ラックマウント型サーバーの iLO に内蔵のライセンスは、自動的にアプライアンスに追加
され、ラックマウント型サーバーに適用されます。

• サーバーハードウェアに既存の永久 iLO Advanced ライセンスがある場合、アプライアン
スは、選択したライセンスタイプに関係なくHPE OneView Advanced w/o iLO ライセ
ンスを割り当てます。

• ラックマウント型サーバーに内蔵ライセンスがない場合、アプライアンスはライセンス
プールのライセンスを割り当てようとします。

• 使用できる十分なライセンスがない場合は、問題を扱う方法を指示する通知が表示されま
す。

• ラックマウント型サーバーを追加すると、HPE OneView Advanced ライセンスの一部で
ある iLO Advanced ライセンスが iLO に適用されます。

• 内蔵ライセンスのないラックマウント型サーバーのライセンスタイプを変更するには、
ラックマウント型サーバーを管理から削除してから新しいライセンスタイプを使って追加
し直す必要があります。

14.4.3 サーバーハードウェアを監視するための HPE OneView Standard ライセン
スについて

HPE OneView Standard ライセンスは、監視対象サーバーおよびエンクロージャーにのみ適用
され、管理対象サーバーには適用できません。 HPE OneView Standard ライセンスは、監視対
象のエンクロージャーまたはサーバーハードウェアを追加すると自動的に適用されます。

HPE OneView Standard（ライセンス）は、ProLiant G6 サーバーブレードまたは G7 BL680c
サーバーブレードが含まれる管理対象エンクロージャーを追加すると自動的に適用されます。
これらのサーバーは、監視対象状態で追加されます。

詳しくは、「ライセンスのシナリオ」(193 ページ)を参照してください。
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14.4.4 ライセンスの購入または取得
工場で統合された（内蔵型の）ソフトウェアおよびハードウェアを購入するのがライセンスの
観点から最善です。ライセンスがハードウェア上で提供され、HPE OneView がハードウェア
の検出時にライセンスを自動的にライセンスプールに登録するためです。

非統合型のライセンスを購入した場合は、Hewlett Packard Enterprise ライセンスポータル
（「My HPE Licensing 」（英語））を使用して、ライセンスを使用開始および登録する必要
があります。 ライセンスの登録後に、ライセンスキーをアプライアンスに追加します。 実例
については、「ライセンスのシナリオ」(193 ページ)を参照してください。

詳細情報

「ライセンスタイプ」(187 ページ)

14.4.5 ライセンスの提供
サーバーハードウェアのライセンス

ライセンスの提供は、ライセンスの購入方法によって異なります。 HPE OneView Advanced
および HPE OneView Advanced w/o iLO のライセンス提供方法は、次のとおりです。

• サーバーハードウェアの iLO に内蔵（ハードウェアと統合されたソフトウェアを購入）

• エンクロージャーの OA に内蔵（16 台のサーバー用のエンクロージャーバンドルライセ
ンス）

• スタンドアロンで非統合（ハードウェアとは別に購入）

詳細情報

「サーバーハードウェアを管理するための HPE OneView Advanced ライセンスについて」(189
ページ)

14.4.6 ライセンスキーの形式
HPE OneView Advanced および HPE OneView Advanced w/o iLO の場合、サポートされてい
るキーの形式は次のとおりです。

< 暗号化されたキー文字列 >"< 注釈 >"_ < オプションの暗号化されたキー文字列 >
暗号化されたキー文字列は、スペースで区切られた一連の文字と数字のブロックである必要が
あります。 注釈には、Hewlett Packard Enterprise の受注オーダー番号、製品番号、製品の説
明、および EON（Entitlement Order Number、オーダー番号）を表すスペース区切りフィール
ドが含まれます。 iLO Advanced ライセンスキーの文字列（存在する場合）では、
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx の形式を使用し、先頭にアンダースコア（_）が付きま
す。 HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスには、iLO Advanced ライセンスキーの
文字列は含まれません。

HPE OneView Advanced キーの例：
ABKE C9MA T9PY 8HX2 V7B5 HWWB Y9JL KMPL K6ND 7D5U UVQW JH2E ADU6 H78V
ENXG TXBA KFVS D5GM ELX7 DK2K HKK9 DXLD QRUF YQUE BMUF AQF2 M756 9GVQ
QZWD LY9B V9ZF BG2B JKTG 2VCB LK4U R4UR V886 3C9X MQT3 G3AD LVKK 5LRG E2U7
GHA3"Order1 Number2 HPE OneView_Example_License
EON3"_35T9X-ZQR9V-716S8-TD48P-JLBTW

14.4.7 ライセンスおよび利用率の統計
アプライアンスは、監視対象サーバーおよびエンクロージャーを含め、iLO Advanced ライセ
ンスのあるサーバーハードウェアの利用状況統計を収集して報告します。 利用率統計は、iLO
Advanced ライセンスのないサーバーハードウェアでは利用できません。
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14.4.8 ライセンスのシナリオ
アプライアンスがライセンス割り当てを処理する方法は、以下の事柄によって異なります。

• エンクロージャーまたはサーバーハードウェアに内蔵ライセンスがあるかどうか

• エンクロージャーまたはサーバーハードウェアを追加するときに選択したライセンスタイ
プ

• アプライアンスのライセンスプールに使用可能なライセンスがあるかどうか（内蔵ライセ
ンスのないサーバーハードウェアの場合）

次の表で、アプライアンスでさまざまなユーザー操作のライセンスを扱う方法について説明し
ます。

表 10 ライセンスのシナリオ

注意事項結果ライセンスポリシーま
たはライセンスタイプ

ユーザー操作

エンクロージャーの内蔵ライ
センスはプールに配置される
ため、これらのライセンスは
アプライアンスによって管理
されるすべてのサーバーに適
用できます。

内蔵の OA ライセンスがアプライア
ンスのプールに追加され、ライセン
スが付与されていないサーバーハー
ドウェアに適用されます。

内蔵ライセンスは、選
択したエンクロー
ジャーライセンスポリ
シーより優先されま
す。

内蔵のHPE
OneView
Advanced または
HPE OneView
Advanced w/o
iLO ライセンスの
ある管理対象エン
クロージャーを追
加する。

内蔵ライセンスが、それらのライセ
ンスが存在するサーバーハードウェ
アに割り当てられます。

内蔵ライセンスは、選
択したライセンスタイ
プに関係なくサーバー
ハードウェアに適用さ
れます。

内蔵のHPE
OneView
Advanced または
HPE OneView
Advanced w/o
iLO ライセンスの
ある管理対象サー
バーハードウェア
を追加する。

プールに使用可能なHPE OneView
Advanced w/o iLO ライセンスが
ある

アプライアンスは、ライセンスを
サーバーハードウェアに割り当てま
す。

プールに使用可能なHPE OneView
Advanced w/o iLO ライセンスが
ない

アプライアンスは、ポリシーを満た
す十分なライセンスがないという警
告を発行します。

サーバーハードウェア
には、ライセンスポリ
シーまたはライセンス
タイプに関係なくHPE
OneView Advanced
w/o iLO ライセンスが
割り当てられます。

既存の永久 iLO
Advanced ライセン
スのある管理対象
サーバーハード
ウェアを追加す
る。

60 日間の試用期間の経過後、
管理対象サーバーハードウェ
アの数に対して十分なライセ
ンスがない場合は、メッセー
ジで通知されます。

プールに使用可能なライセンスがあ
る

アプライアンスは、ライセンスを
サーバーハードウェアに割り当てま
す。

プールに使用可能なライセンスがな
い

アプライアンスは、ポリシーを満た
す十分なライセンスがないという警
告を発行します。

任意内蔵ライセンスが
ない管理対象エン
クロージャーまた
はサーバーハード
ウェアを追加す
る。
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表 10 ライセンスのシナリオ (続き)

注意事項結果ライセンスポリシーま
たはライセンスタイプ

ユーザー操作

G6 サーバーにはHPE OneView
Standard ライセンスが割り当てら
れ、他のサーバーには指定されたHPE
OneView Advanced またはHPE
OneView Advanced w/o iLO ラ
イセンスが割り当てられます。

任意ProLiant G6 または
Proliant BL680 G7
サーバーを搭載し
た管理対象エンク
ロージャーを追加
する。

HPE OneView Standard ライセン
ス

このライセンスは、ハードウェアを
監視するエンクロージャーを追加す
るときに、アプライアンスによって
自動的に割り当てられます。 監視対
象サーバーハードウェア上の内蔵ラ
イセンスは無視されます。

エンクロージャー内の
すべてのサーバーハー
ドウェアには、HPE
OneView Standard ラ
イセンスが割り当てら
れます。

ハードウェアを監
視するエンクロー
ジャーの追加

ライセンスは、サーバーハードウェ
アから割り当て解除されます。

HPE OneView
Standard

監視対象エンク
ロージャーの削除

サーバーハードウェアを追加
し直した場合は、同じライセ
ンスが割り当てられます。

ライセンスが割り当てられて
いるサーバーハードウェアを
取り外すと、ライセンスグラ
フに表示されるライセンス付
与済みサーバーの数が、現在
管理されているサーバーの数
より大きくなることがありま
す。これは、ライセンスがま
だサーバーハードウェアに割
り当てられているものとして
カウントされているためで
す。

ライセンスは、サーバーハードウェ
アに割り当てられたままになりま
す。

HPE OneView
Advanced

（サーバーハードウェ
アに適用されます）。

管理対象サーバー
ハードウェアを取
り外す。

ライセンスは、サーバーハードウェ
アから割り当て解除されます。

HPE OneView
Advanced w/o iLO ま
たはHPE OneView
Advanced（ライセンス
はまだサーバーに適用
されません）。

管理対象サーバー
ハードウェアを取
り外す。

14.4.9 ライセンスレポート
基本的なライセンスレポートは、環境内の管理対象サーバーハードウェアに十分なライセンス
がアプライアンスにあるかどうかを示します。

[設定]画面の [ライセンス]ビューで、次の内容を表示できます。
• 使用可能なライセンスの数

• ライセンスを付与されているサーバーの数

• コンプライアンス（すべてのサーバーハードウェアに対するライセンス付与）に必要なラ
イセンスの数

14.5 詳細情報
• 「ライセンスのトラブルシューティング」(416 ページ)
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15 ネットワークおよびネットワークリソースの管理
この章では、アプライアンスによって管理されるエンクロージャーおよびサーバーブレードの
ネットワークとネットワークリソースの構成および管理について説明します。

注記: この章で説明するネットワーク機能は、エンクロージャーおよびサーバーブレードの
みに当てはまります。 アプライアンスは、エンクロージャー外のラックマウント型サーバーま
たはネットワーク機器のネットワーク機能およびハードウェアを監視または管理しません。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

connection-templates、ethernet-networks、fc-networks、およ
びfcoe-networks

[ネットワーク]

network-sets[ネットワークセット]

15.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

15.2 ネットワークのタスク
ファイバーチャネル、Ethernet、および FCoE ネットワークは、UI の [ネットワーク]画面か
ら、または REST API を使用して管理できます。

15.2.1 ファイバーチャネルネットワークのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• ファイバーチャネル SAN を追加および削除する。

• ファイバーチャネル SAN の構成を編集する。

• ネットワークと管理対象 SAN を関連付ける。

15.2.2 Ethernet ネットワークのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• ネットワークを追加、編集（ネットワーク構成を変更）、および削除する。

• タグなしまたはトンネルネットワークを追加する。

• ネットワークセットを追加、編集、および削除する。

15.2.3 FCoE ネットワークのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• ネットワークを追加、編集（ネットワーク構成を変更）、および削除する。
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15.3 ネットワークについて
エンクロージャー内の HPE Virtual Connect インターコネクトでは、以下の種類のデータセン
ターネットワークをサポートしています。

• ストレージネットワークの場合はファイバーチャネル（ファブリックアタッチ（SAN）
ファイバーチャネル（FC）接続とダイレクトアタッチ（フラット SAN）ファイバーチャ
ネル接続の両方を含む）

• データネットワークの場合はイーサーネット（タグ付き、タグなし、またはトンネルネッ
トワークを含む）

• 専用の Ethernet VLAN を介してストレージトラフィックが伝送される、ストレージネット
ワーク用のFibre Channel over Ethernet（FCoE）。

重要: このセクションで説明するネットワーク機能は、エンクロージャーおよびサーバーの
みに当てはまります。 アプライアンスは、エンクロージャー外のラックマウント型サーバーま
たはネットワーク機器のネットワーク機能およびハードウェアを監視または管理しません。

ネットワークの作成について

ネットワークを作成する前に、ネットワークの最大値を認識してください。 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。
サーバープロファイルで接続を作成する前に、以下の操作を実行する必要があります。

• 少なくとも 1 つのネットワークの作成

• ネットワークを論理インターコネクトグループに追加

• ネットワークを内部ネットワークまたはアップリンクセットに割り当て

エンクロージャーを追加する前に、ネットワークを作成できます。これを事前プロビジョニン
グと呼びます。

ネットワークのプロビジョニングについて

イーサーネットネットワークは、ネットワークがアップリンクセットまたは論理インターコネ
クトの内部ネットワークに関連付けられている場合、インターコネクトにプロビジョニングさ
れます。

FC または FCoE ネットワークは、ネットワークがアップリンクセットまたは論理インターコ
ネクトに関連付けられている場合、インターコネクトにプロビジョニングされます。

イーサーネットおよび FCoE ネットワークをサーバープロファイル接続で展開するには、論理
インターコネクトにプロビジョニングし、論理インターコネクトグループと整合させる必要が
あります。

15.4 ネットワークセットについて
ネットワークセットは、名前付きのグループを形成してサーバープロファイルの作成を簡素化
するタグ付きイーサーネットネットワークの集合です。 ネットワークセットは、サーバープロ
ファイルの接続ごとに複数のネットワークにアクセスする必要のある仮想環境で役立ちます。
接続のダウンリンクポート上のすべてのネットワークを使用できるようにするには、サーバー
プロファイル接続でネットワークセットを使用してください。 ネットワークセットは、サー
バーのイーサーネット接続がネットワークセットに関連付けられている場合に、パケットを
サーバーに配信する方法を定義します。 ネットワークセットを使用すると、VLAN トランクを
定義してサーバー接続に関連付けることもできます。

サーバープロファイルで 1 つのネットワークを接続に割り当てる代わりに、ネットワークセッ
トをその接続に割り当てることができます。

• ネットワークセットを使用すると、ネットワーク環境の変更を複数のサーバーにすばやく
展開できます。 たとえば、16 台のサーバーがネットワークセットに接続されているとし
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ます。 新しいネットワークを 16 台のサーバーすべてに追加するには、各サーバーに個別
に追加する代わりにネットワークセットに追加するだけです。

• 本番環境ネットワークのためのネットワークセットと開発用ネットワークのためのネット
ワークセットを作成できます。

• 複数のネットワークを含むトランクとしてネットワークセットを作成することで、vSwitch
を使用して複数の VLAN にアクセスするハイパーバイザーを構成できます。

ネットワークセットの前提条件

• ネットワークセット内のすべてのネットワークはイーサーネットネットワークで、一意の
外部 VLAN ID を割り当てられている必要があります。 タグなしネットワークとトンネル
ネットワークは単一ネットワークであり、ネットワークセットを使用しません。

• ネットワークセット内のすべてのネットワークは、同じアプライアンスで構成する必要が
あります。

• ネットワークは、複数のネットワークセットのメンバーになることができます。

• ネットワークセット内のすべてのネットワークを、論理インターコネクトへの接続を持つ
サーバープロファイルで使用されるように、論理インターコネクトグループ（とその論理
インターコネクト）内のアップリンクセットまたは内部ネットワークに追加する必要があ
ります。

• ネットワークセットは、空のまま（ネットワークが含まれていない状態で）使用したり、
論理インターコネクトグループと論理インターコネクトで構成した 1 つまたは複数のネッ
トワークを含めたりできます。 空のネットワークセットを使用すると、メンバーのネット
ワークを作成する前に構成内にネットワークセットを作成したり、代わりのネットワーク
を追加する前にメンバーのネットワークをすべて削除したりできます。 ただし、サーバー
プロファイルで空のネットワークセットに対して接続を追加すると、サーバーはその接続
を使ってデータセンターネットワークに接続できません。

ネットワークセットの作成、編集、および削除

• ネットワークセットを作成または変更するときに、タグなしパケットのネットワークを指
定できます。 タグなしネットワークを指定しないと、タグなしパケットは、このネット
ワークセットに関連付けられたプロファイル接続で拒否されます。

• サーバートラフィックには、ネットワークセットのいずれかのイーサーネットネットワー
クの VLAN ID を使用してタグを付ける必要があります。 タグなしサーバートラフィック
は、タグなしネットワークに送信されるか（タグなしネットワークが定義されている場
合）、拒否されます（タグなしネットワークが定義されていない場合）。

• タグなしネットワークでは、サーバーとインターコネクトの間で、タグ付きのトラフィッ
クとタグなしトラフィックを同時に送信できます。

ネットワークセットを作成または変更するときに、そのネットワークセットへの接続の最
大帯域幅と優先帯域幅を定義します。 サーバープロファイルでは、優先帯域幅は上書きで
きますが、最大帯域幅は上書きできません。

• ネットワークが削除されると、そのネットワークが属していたすべてのネットワークセッ
トからも自動的に削除されます。

• ネットワークセットを削除しても、そのネットワークセットに属するネットワークは影響
を受けません。 ただし、そのネットワークセットとの接続があるサーバーは影響を受けま
す。サーバーの接続が、個々のネットワークとの接続ではなく、ネットワークセットとの
接続として定義されているためです。 そのネットワークセットを使用できなくなるため、
その接続を介するサーバーとの間のネットワークトラフィックは停止します。 ネットワー
クセットを削除すると、そのネットワークセットを指定しているサーバープロファイル接
続は未接続になります。
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• ネットワークセットでネットワークを削除する場合、使用中のすべてのネットワークが
ネットワークセットから削除されると、このネットワークセットを使用している割り当て
済みのすべてのプロファイルがエラーとなり、サーバープロファイル接続の接続を失いま
す。 接続を失わないようにするには、ネットワークセット内に少なくとも 1 つのネット
ワークを残すか、ネットワークセットをすべてのサーバープロファイルから分離します。

15.5 ファイバーチャネルネットワークについて
ファイバーチャネルネットワークを使用して、ストレージシステムに接続できます。

• 「ファイバーチャネルネットワークのタイプ」(198 ページ)

• 「ファブリックアタッチファイバーチャネルネットワーク」(199 ページ)

• 「ダイレクトアタッチファイバーチャネルネットワーク」(199 ページ)

15.5.1 ファイバーチャネルネットワークのタイプ
エンクロージャー内の Virtual Connect インターコネクトは、ストレージシステムへの接続時
に、次に示す種類のファイバーチャネルネットワークをサポートします。

• ファブリックアタッチネットワーク — エンクロージャーのインターコネクトは、データ
センターの SAN ファブリックスイッチに接続します。

• ダイレクトアタッチネットワーク — フラット SAN とも呼ばれます。エンクロージャーの
インターコネクトは、サポートされているストレージシステムに直接接続します。

ファイバーチャネルネットワークのタイプを変更することはできませんが、HPE OneView で
ネットワークを削除してから別のタイプとして追加できます。

論理インターコネクトは、ダイレクトアタッチストレージとファブリックアタッチストレージ
を同時に使用するように定義できます。

図 13 ダイレクトアタッチおよびファブリックアタッチファイバーチャネルネットワーク
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15.5.2 ファブリックアタッチファイバーチャネルネットワーク
通常、SAN インフラストラクチャでは、NPIV（N-Port ID Virtualization）テクノロジーを実装
するいくつかの SAN スイッチを含むファイバーチャネルスイッチソリューションを使用しま
す。 NPIV は、N ポートと F ポートを使用してファイバーチャネル SAN ファブリックを構築
します。 NPIV を使用すると、1 つの F_Port を介して複数の N_Port からスイッチに接続でき
るため、サーバーで 1 つの物理ポートを他のサーバーと共有できますが、アクセスできるのは
SAN 上の関連付けられたストレージのみです。
ファブリックアタッチファイバーチャネルネットワークを構成するときは、エンクロージャー
のインターコネクトからストレージ SAN へのアップリンク用に選択するポートが、NPIV
（N_Port ID Virtualization）をサポートしている必要があります。
Virtual Connect ファイバーチャネルモジュールを使用して、ストレージに接続できます。 ア
プライアンスは、エンクロージャーのベイ 3～8 で、最大 6 台の Virtual Connect ファイバー
チャネルモジュールを管理します。 Virtual Connect ファイバーチャネルモジュールは、ベイ
1 および 2 ではサポートされません。

15.5.3 ダイレクトアタッチファイバーチャネルネットワーク
フラット SAN ソリューションとも呼ばれるダイレクトアタッチファイバーチャネルソリュー
ションでは、エンクロージャーのインターコネクトからファイバーチャネル SAN スイッチに
接続する必要がありません。 つまり、エンクロージャーのインターコネクトを 3PAR ストレー
ジシステムに直接接続できます。 ダイレクトアタッチファイバーチャネルソリューションは、
FlexFabric インターコネクトを使用する 3PAR ストレージソリューションで使用可能です。
ダイレクトアタッチファイバーチャネルネットワークに接続しているサーバーは、そのネット
ワーク用に定義されたアップリンクポートに接続されているすべてのデバイスにアクセスでき
ます。 FlexFabric モジュールからストレージシステムへの複数の接続がある場合、各サーバー
は、3PAR ストレージシステムへの接続数と同じ数の、ストレージ LUN（論理ユニット番号）
へのパスにアクセスできます。

ダイレクトアタッチファイバーチャネルネットワークの場合、エンクロージャーのインターコ
ネクトはサーバーログインをアップリンクポートに分散しません。 サーバーのログイン分散
は、ダイレクトアタッチファイバーチャネルネットワークには適用されません。

重要: 自動化されたストレージプロビジョニングを使用しない場合は、サーバープロファイ
ルを移動するときにブート接続を手動でアップデートする必要があります。 サーバープロファ
イルを別のエンクロージャーに移動し、ダイレクトアタッチストレージシステムからブートす
るようにプロファイルを構成する場合は、プロファイルのブート接続を手動でアップデート
し、エンクロージャーに直接接続されたストレージシステムで使用する WWPN（World Wide
Port Name）を指定する必要があります。
各エンクロージャーはダイレクトアタッチストレージシステムの異なるポートに接続するた
め、そのストレージシステムの WWPN はエンクロージャーごとに異なります。 ストレージシ
ステムの正しい WWPN および LUN を指定しないと、サーバーはブートターゲットから正常に
ブートしません。

15.6 イーサーネットネットワークについて
イーサーネットネットワークはデータネットワークとして使用します。 次のタイプのイーサー
ネットネットワークを作成できます。

• タグ付き

• タグ無し

• トンネル
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15.6.1 タグ付きイーサーネットネットワークについて
タグ付きネットワークは、仮想 LAN（VLAN）を使用し、複数のネットワークで同じ物理接続
を使用できるようにします。 物理アップリンクを共有することにより、同じアップリンクセッ
トを使用する複数のサーバーからのトラフィックストリームを分離できます。

エンクロージャーのインターコネクトに接続されたタグ付きイーサーネットネットワークに
は、VLAN ID が必要です。

• 同じ VLAN ID を使用する複数のイーサーネット ネットワークを追加することができま
す。 アクティブ/アクティブ構成を使用する論理インターコネクトにはこの機能が必要で
す。

• アプライアンス内の各ネットワークの名前は、一意でなければなりません。

タグ付きイーサーネットネットワークおよびネットワークセット

複数のタグ付きイーサーネットネットワークを、ネットワークセットと呼ばれる名前付きのグ
ループに割り当てることができます。 後でサーバープロファイルに接続を追加するときに、こ
のネットワークセットを選択すると、その単一の接続に対して複数のネットワークを選択可能
にできます。 ネットワークセットに加えられた変更は、ネットワークセットを使用するすべて
のサーバープロファイルに適用されます。

15.6.2 タグなしイーサーネットネットワークについて
タグなしネットワークは、VLAN タグが付いていない単一の専用ネットワークであり、VLAN
タグのないトラフィックのパスに使用されます。 任意のタグなしパケットが削除されます。
転送は、MAC アドレスによって行われます。 ユーザーは、iSCSI ストレージトラフィック用
のタグなしネットワークの構成や、VLAN を構成しないネットワークの設定を行えます。

15.6.3 トンネルイーサーネットネットワークについて
トンネルネットワークは、専用のアップリンクポートセットを持つ単一の専用ネットワーク
で、VLAN タグを変更しないで VLAN グループを通過させるために使用します。 トンネルネッ
トワークは、現在の論理インターコネクトあたり 1000 ネットワーク、ダウンリンクポートあ
たり 162 ネットワークの設定を拡張したい場合や、リソースおよび QoS を制御したい場合に
使用できます。 トンネルネットワークの VLAN 数は、最大 4094 個です。

15.6.4 Smart リンクについて
Smart リンクにより、インターコネクトアップリンクポートでネットワーク接続が失われてい
ることを、サーバーソフトウェアで検出して対応することができます。 Smart リンクが有効
になっている場合、アップリンクセット内のすべてのアップリンクポートがデータセンタース
イッチへの接続を失ったときに、Virtual Connect インターコネクトは、ネットワークに関連す
るすべてのサーバー接続でイーサネットリンクを削除します。 Smart リンクにより、オペレー
ティングシステムは障害を検出し、トラフィックを代替パスに移動させます。

Smart リンクが設計どおりに動作するように、有効な DCC（Device Control Channel）互換の
NIC ファームウェアおよびドライバーをサーバーブレードにインストールする必要がありま
す。

Smart リンクは、特定のサーバーのネットワークチーミング（ボンディング）ポリシーを使用
する際に役立つことがあります。 Smart リンクは、アクティブ/アクティブ構成、水平スタッ
キング構成、およびプライマリスライス構成について有効にする必要があります。

15.7 Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワークについて
FCoE ネットワークは、イーサーネットおよびファイバーチャネルの両方のテクノロジーが組
み合わされたものであり、専用のイーサーネット VLAN を介してストレージトラフィックが伝
送されるときに使用されます。 タグ付きイーサーネットネットワークと同様に、FCoE ネット
ワークは、複数のネットワークが同じ物理接続を使用するのを許可するために VLAN を使用し
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ます。 単一インターコネクトに割り当てることができる FCoE ネットワークの数、および単
一論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループについては、『HPE OneView
サポートマトリックス』を参照してください。 FC トラフィックと同様、FCoE トラフィック
ではスタッキングリンクはクロスしません。

FCoE ネットワークでは、以下により費用が下がります。
• ケーブルの統合

• SAN ファブリックスイッチの数の削減

• アダプターおよびインターコネクトの統合

FCoE ネットワークの要件
• VLAN ID が割り当て済み（2～4094）

• イーサーネットアップリンクセット

• アップリンクポートは FCoE 対応であり、単一の FCoE 対応インターコネクトモジュール
から派生します。

FCoE のサポートは、次の表に示すように、インターコネクトモジュールの Virtual Connect
ファームウェアのバージョンによって異なります。

サポートされるインターコネクトサポートされている機能

Virtual Connect
のファームウェ
アバージョン

• Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24 ポートモジュール

• HPE BladeSystem c-Class Virtual Connect Flex-10/10D
モジュール

アップリンクセット内の単一の
FCoE ネットワーク

4.10

• Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24 ポートモジュール

• HPE BladeSystem c-Class Virtual Connect Flex-10/10D
モジュール

• Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 モジュール、ポート
X1~X8

• アップリンクセット内に最大
32 の FCoE ネットワーク

• インターコネクトごとに最大
32 の FCoE ネットワーク（イ
ンターコネクトのアップリンク
セット全体で計算）

• FIP スヌーピング

4.20 以降

• Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24 ポートモジュール

• HPE BladeSystem c-Class Virtual Connect Flex-10/10D
モジュール

• Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 モジュール、ポート
X1~X8 および QSFP ポート

• アップリンクセット内に最大
32 の FCoE ネットワーク

• インターコネクトごとに最大
32 の FCoE ネットワーク（イ
ンターコネクトのアップリンク
セット全体で計算）

• FIP スヌーピング

4.30 以降

15.8 データセンターのスイッチポートの要件
アップリンクセットでネットワークをネイティブとして指定することで、受信ネットワークト
ラフィックをタグなしとして受信するようにそのアップリンクセットを構成できますが、アッ
プリンクセットから送信されるトラフィックには常に VLAN タグが設定されます（タグなし
アップリンクセットを除く）。

Virtual Connect インターコネクトに接続するデータセンターネットワークスイッチのスイッチ
ポートでは、次のものを構成する必要があります。

• スパニングツリーエッジ（Virtual Connect インターコネクトは、スイッチではなくアクセ
スデバイスとしてスイッチに表示されるため）。
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• スイッチポートに接続するアップリンクセット内の VLAN ID をサポートする VLAN トラ
ンクポート（タグ付き）。

たとえば、本番環境ネットワークprod 1101～prod 1104 を含むアップリンクセット
prodUS を、エンクロージャー 1 のベイ 1 およびベイ 2 にあるインターコネクトの X2
ポートを使用するように構成する場合、それらの X2 ポートに接続するデータセンタース
イッチポートは、VLAN ID の 1101、1102、1103、および 1104 をサポートするように構
成する必要があります。

• アップリンクセットの複数のアップリンクが同じ論理インターコネクトを同じデータセン
タースイッチに接続する場合、同じ LAG（Link Aggregation Group）の LACP（Link
Aggregation Control Protocol）に対してデータセンタースイッチポートを構成して、アッ
プリンクセットのすべてのアップリンクを確実にアクティブにする必要があります。

制御メッセージの頻度を設定：short（1 秒ごと、3 秒のタイムアウト）または long（30
秒ごと、90 秒のタイムアウト）。

ネットワークトラフィックのタイプと、アクティブ/スタンバイ構成またはアクティブ/アクティ
ブ構成を作成するかどうかも検討します。

15.9 詳細情報
• 「リソースモデルについて」 (43 ページ)

• 「インターコネクト、論理インターコネクト、および論理インターコネクトグループの管
理」 (203 ページ)

• 「ネットワークのトラブルシューティング」 (424 ページ)
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16 インターコネクト、論理インターコネクト、および論
理インターコネクトグループの管理

論理インターコネクトグループは論理インターコネクトを作成するための方法として機能し、
1 つのエンクロージャー内の物理インターコネクトのセットで使用可能なネットワーク、アッ
プリンクセット、スタッキングリンク、およびインターコネクト設定を表します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

インターコネクト[インターコネクト]

logical-interconnects[論理インターコネクト]

logical-interconnect-groups[論理インターコネクトグループ]

16.1 エンクロージャーのインターコネクトハードウェアの管理
エンクロージャーを追加すると、そのエンクロージャー内のインターコネクトも管理ドメイン
に追加され、エンクロージャーがドメインの一部である限りインターコネクトもそのドメイン
に属します。 エンクロージャーのインターコネクトハードウェアは、UI の [インターコネクト]
画面から、または REST API を使用して管理できます。

16.1.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

16.1.2 インターコネクトのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 物理インターコネクトを追加または交換する。

• ポートのカウンターをクリアする。

• アップリンクポートまたはダウンリンクポートを有効または無効にする。

• インターコネクト構成を再適用する。

• ループおよび Pause Flood 保護をリセットする。

• アップリンクポートおよびダウンリンクポートのデータ転送の統計を表示する。

16.1.3 インターコネクトについて
インターコネクトを使用すると、エンクロージャーのサーバーハードウェアとデータセンター
ネットワークの間の通信が可能になります。

16.1.3.1 管理対象および監視対象のインターコネクトについて
インターコネクトは、インターコネクトを含むエンクロージャーがアプライアンスに追加され
ると自動的に追加されます。

管理対象 HPE OneView はインターコネクトを管理し、構成の適用、統計の収
集、および特定状態のユーザーへの通知を可能にします。

監視対象 HPE OneView はハードウェアのインベントリおよびハードウェアス
テータスだけを監視します。 監視対象のインターコネクトは、ファー
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ムウェアのベースラインや論理インターコネクトには関連付けられて
いません。

デフォルトでは、新しく追加したインターコネクトのファームウェアは未設定の状態です。

管理対象インターコネクト

管理対象インターコネクトはエンクロージャーの不可欠な部分であり、各管理対象インターコ
ネクトは論理インターコネクトのメンバーになります。 各論理インターコネクトは論理イン
ターコネクトグループに関連付けられており、論理インターコネクトグループはエンクロー
ジャーグループに関連付けられています。 論理インターコネクトについて詳しくは、「論理イ
ンターコネクトについて」 (206 ページ) を参照してください。 エンクロージャーおよびエンク
ロージャーグループとインターコネクト、論理インターコネクト、および論理インターコネク
トグループとの関係については、を参照してください。

管理対象インターコネクトのファームウェアは、Service Pack for ProLiant（SPP）を使用して
アップデートできます。

16.1.3.2 非管理対象および非サポートのインターコネクトについて

非管理対象インターコネクト

論理インターコネクトグループを含むエンクロージャーグループをエンクロージャーに割り当
てるときに、そのエンクロージャーに設置されたインターコネクトが論理インターコネクトグ
ループと一致しない場合、各インターコネクトの状態は非管理と報告されます。 インターコネ
クトを管理するには、エンクロージャー内の物理インターコネクトの構成が論理インターコネ
クトグループと一致する必要があります。

非サポートのインターコネクト

サポートされていないハードウェアは、アプライアンスが管理できないハードウェアです。

c7000 については、アプライアンスが予期していない（論理インターコネクトグループに定義
されていない）、または管理できないインターコネクトを検出した場合、アプライアンスはこ
れをインベントリ状態に置き、そのリソースを作成しますが、これを管理対象にはしません。
場所が論理インターコネクトグループ内の定義に対応していない場合、インターコネクトに
critical のヘルスステータスを割り当て、アラートを表示してインターコネクトをアプライ
アンスが管理できるモデルと交換するという解決策を示します。 アプライアンスには、Onboard
Administrator（OA）から取得した、サポートされていないインターコネクトのモデル名が表示
されます。

16.1.3.3 FIP スヌーピング
専用イーサーネットケーブルを介してファイバーチャネル（FC）ストレージデータを伝送する
には、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）を使用します。 FCoE Initialization Protocol（FIP）
は、FCoE ネットワークの FC 検出とログインプロセスを処理します。 FIP は FCoE を処理で
きるイーサーネットスイッチである Fibre Channel Forwarder（FCF）を使用します。 FCF は、
イーサーネットポートを持つファイバーチャネルスイッチに似ています。

FIP は、イーサーネットネットワークをスキャンするために FCoE が使用するイーサーネット
MAC アドレスを提供します。 FIP は、ファイバーチャネルネットワークで必要なファイバー
チャネル ID（FC ID）をイーサーネットネットワークから取得します。
FIP スヌーピングは、接続の監視、検査、トラブルシューティングに使用できる統計データを
提供します。

FIP スヌーピングをサポートするインターコネクトの一覧については、Hewlett Packard
Enterprise Information Library で適切なサポートマトリックスまたは互換性マトリックスを
参照してください。

詳細情報

オンラインヘルプの「追加のアップリンクポートの詳細」
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オンラインヘルプの「追加のダウンリンクポートの詳細」

16.1.3.4 アプライアンスとの接続および同期
アプライアンスは、インターコネクトのヘルスステータスを分析し、インターコネクトまたは
ポートのステータスに変化があるとアラートを発行します。 アプライアンスは、アプライアン
スが管理するインターコネクトに指定された構成を保守管理します。

アプライアンスは、インターコネクトの接続ステータスも追跡します。 アプライアンスがイン
ターコネクトとの接続を失った場合は、接続がリストアされるまでアラートが表示されます。
アプライアンスは、接続の問題を解決してアラートを解除しようとします。 それができない場
合は、ユーザーが問題を解決し、インターコネクトを手動で更新してアプライアンスと同期さ
せる必要があります。

アプライアンスとインターコネクトとの接続は、[インターコネクト]画面から手動で更新でき
ます。  詳細については、[インターコネクト]画面のオンラインヘルプを参照してください。

16.1.4 詳細情報
• 「インターコネクト」(49 ページ)

• 「ネットワーキング機能」(39 ページ)

• 「インターコネクトのトラブルシューティング」(413 ページ)

16.2 論理インターコネクトおよび論理インターコネクトグループの管
理

論理インターコネクトは、1 つのエンクロージャー内の物理インターコネクトのセットで使用
可能なネットワーク、アップリンクセット、およびスタッキングリンクを表します。 [論理イ
ンターコネクト]画面には、エンクロージャー内の論理インターコネクト構成のグラフィカルな
ビューが表示されます。 この画面または REST API を使用して、論理インターコネクトのアッ
プリンクセットを管理します。

エンクロージャーを追加すると、論理インターコネクトが自動的に作成されます。 論理イン
ターコネクトグループは、テンプレートとして機能し、グループのすべての論理インターコネ
クト構成の一貫性を確保します。

16.2.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

16.2.2 論理インターコネクトのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• アップリンクセットを追加、編集、または削除する。

• 以下のようなイーサーネット設定を変更する。

高速 MAC キャッシュフェイルオーバー。◦
◦ MAC 更新インターバル。

◦ IGMP（Internet Group Management Protocol）スヌーピングとアイドルタイムアウト
間隔。

◦ ループ保護。

◦ Flood 保護の中止。
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◦ リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）タギングの有効化または無効化

◦ 拡張 type-length-value（TLV）設定の有効化または無効化

• ネットワークトラフィックを監視するポートを構成する。

• 内部ネットワークの編集

• 物理ポートを有効にしたり無効にしたりする。

• 論理インターコネクト経由でインターコネクトのファームウェアをアップデートする。

• Simple Network Management Protocol（SNMP）アクセスおよびトラップ送信先を管理す
る。

• LACP タイマーを介して制御メッセージの頻度を管理する。

• 論理インターコネクト構成をその物理インターコネクトに再適用する。

• ファイバーチャネルネットワークのアップリンクフェイルオーバー用のログインを再分散
する。

• 論理インターコネクトグループの論理インターコネクト構成をアップデートする。

• MAC アドレステーブルを表示およびダウンロードする。

• 論理インターコネクトの Quality of Service（QoS）設定の定義

16.2.3 論理インターコネクトグループのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 論理インターコネクトグループの作成

• 論理インターコネクトグループの編集

• 論理インターコネクトグループの削除

• 論理インターコネクトグループのコピー

• リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）タギングの有効化または無効化

• 拡張 type-length-value（TLV）設定の有効化または無効化

• 論理インターコネクトに適用する Quality of Service（QoS） 設定を定義

16.2.4 論理インターコネクトについて
論理インターコネクトは、1 つのエンクロージャー内のインターコネクトのセットの構成を含
む単一の管理エンティティで、以下のものが含まれます。

• アップリンクセット。データセンターネットワークに接続します。

• 物理アップリンクポートへのネットワークのマッピング。論理インターコネクトのアップ
リンクセットによって定義されます。

• 内部ネットワーク。トラフィックをアップリンクから送出せずにサーバー間通信を行うた
めに使用します。

• ダウンリンクポート。エンクロージャーミッドプレーンを介してエンクロージャー内の
サーバーに接続します。

• インターコネクト間の接続。スタッキングリンクと呼ばれます。 スタッキングリンクは、
内部ケーブル（エンクロージャー経由）の場合もあれば、インターコネクトの外部ポート
間の外部ケーブルの場合もあります。

206 インターコネクト、論理インターコネクト、および論理インターコネクトグループの管理



論理インターコネクトにプロビジョニングできるネットワークの最大数については、Hewlett
Packard Enterprise Information Library の該当するサポートマトリックスや互換性マトリッ
クスを参照してください。

サーバー管理者にとって、論理インターコネクトは、インターコネクトアップリンクを介して
使用できるネットワーク、および物理サーバーのインターフェイスを介したインターコネクト
ダウンリンク機能を表します。 ネットワーク管理者にとって、論理インターコネクトは、イー
サーネットスタッキング構成、集約レイヤーの接続性、スタッキングトポロジ、ネットワーク
の到達性、統計、およびトラブルシューティングツールを表します。

16.2.4.1 アップリンクセットについて
アップリンクセットは、単一の専用ネットワークまたはネットワークのグループと、エンク
ロージャー内のインターコネクトのセットの物理ポートを定義します。 アップリンクセットを
使用すると、インターコネクトをデータセンターネットワークに接続できます。 アップリンク
セットでは、一貫した VLAN ネットワークセットを使用して、複数のポートでポート集約（1
つの外部インターコネクトに接続された複数のポート）とリンクフェイルオーバーをサポート
できます。

• タグ付きのイーサーネットネットワークの場合、アップリンクセットを使用して、同じ
ケーブルで複数のネットワークを運用するインターコネクトアップリンクを識別できま
す。

• タグなしまたはトンネルイーサーネットネットワークの場合、アップリンクセットは、単
一のネットワーク専用であるインターコネクトアップリンクを識別します。

• ファイバーチャネルネットワークの場合、アップリンクセットに追加できるネットワーク
は 1 つです。 ファイバーチャネルでは、仮想ネットワークまたは VLAN は許可されませ
ん。

• Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワークの場合、アップリンクセットを使用し
て、同じイーサーネットケーブルセットで複数のファイバーチャネルネットワークとタグ
付きのイーサーネットネットワークを運用できます。

• Cisco FEX モジュールごとに 1 つのアップリンクセットが許可されます。
アップリンクセットは、論理インターコネクトの一部です。 論理インターコネクトのアップリ
ンクセットの初期構成は、論理インターコネクトグループのアップリンクセットの構成によっ
て決まりますが、特定の論理インターコネクトのアップリンクセットは変更（上書き）可能で
す。

論理インターコネクトグループのアップリンクセットに加えた変更は、既存の論理インターコ
ネクトに自動的にはプロパゲートされません。 たとえば、論理インターコネクトグループアッ
プリンクセットに新しく追加した VLAN を既存の論理インターコネクトにプロパゲートするに
は、論理インターコネクトグループから各論理インターコネクト構成を個別にアップデートす
る必要があります。

各論理インターコネクトには、次の制限があります。

• ゼロ個以上のアップリンクセットを定義できます。 サポートされるアップリンクセットの
最大数および 1 つのアップリンクセットでサポートされるネットワークタイプの最大数に
ついては、『HPE OneView サポートマトリックス』でネットワークに関する制限を参照
してください。

アップリンクセットを定義しないと、エンクロージャー内のサーバーはデータセンター
ネットワークに接続できません。

• ネットワークは、論理インターコネクトグループあたり 1 つのアップリンクセットのメン
バーにしかなれません。

• ファイバーチャネルネットワークまたは FCoE ネットワークを含むアップリンクセットで
は、1 つのインターコネクトからのアップリンクだけを使用できます。

16.2 論理インターコネクトおよび論理インターコネクトグループの管理 207

http://www.hpe.com/info/oneview/docs
http://www.hpe.com/info/oneview/docs
http://www.hpe.com/info/oneview/docs


• アップリンクセットには、1 つ以上のタグ付きイーサーネットネットワークを含めること
ができます。 タグなしまたはトンネルネットワークのアップリンクセットには、その 1
つのタグなしまたはトンネルネットワークのみを含めることができます。

• アップリンクセットには 1 つまたは複数の FCoE ネットワークを含めることができます
が、アップリンクは 1 つの FCoE 対応インターコネクト内に含める必要があります。
「Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワークについて」(200 ページ)のファーム
ウェア要件を参照してください。

• 論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクト内では、すべての VLAN ID
がアップリンクセットおよび内部ネットワーク全体で一意でなければなりません。

• 内部ネットワークでは、論理インターコネクト内のサーバー間接続が許可されます。 内部
ネットワークは、既存のネットワークを内部のネットワークセットに追加することで作成
されます。 内部ネットワークはアップリンクセットに追加でき、それにより自動的に内部
ネットワークセットから削除されます。

Cisco FEX モジュールは、内部ネットワークをサポートしていません。

• アップリンクセットのイーサーネットネットワークは、個別に指定する必要があり、ネッ
トワークセットを選択することによって指定することはできません。 アップリンクセット
でのネットワークセットの使用は、以下の理由によりサポートされていません。

◦ ネットワーキング構成は、ネットワーク管理者の役割を持つユーザーが管理するよう
に意図されています。 サーバー管理者の役割を持つユーザーはネットワークセットを
作成および編集できるため、ネットワークセットをアップリンクセットのメンバーに
することを許可すると、ネットワーク管理者の知らないうちにサーバー管理者がアッ
プリンクポートへのネットワークのマッピングを変更してしまう可能性があります。

◦ ネットワークは複数のネットワークセットのメンバーになることができるため、ネッ
トワークセットをアップリンクセットのメンバーにすることを許可すると、特にネッ
トワークセット構成が時間とともに変化する場合、1 つのネットワークが複数のアッ
プリンクセットのメンバーにならないようにすることが困難になります。

16.2.4.2 内部ネットワークについて
内部ネットワークはアップリンクポートがないネットワークであり、論理インターコネクト内
のサーバー間通信に使用します。 内部ネットワーク経由で相互に通信するサーバーは、トラ
フィックをアップリンクから送出せずに通信を行います。

内部ネットワークのメンバーになれるのは、タグ付き、タグなし、およびトンネルイーサー
ネットネットワークだけです。

論理エンクロージャーの外部のネットワーク接続が必要な場合、ネットワークはアップリンク
に関連付けられたアップリンクセット内になければなりません。

注記: ネットワークが論理インターコネクトグループおよび関連する論理インターコネクト
のアップリンクセットまたは内部ネットワークに追加されるまで、そのネットワークをプロ
ファイル接続で使用することはできません。

内部ネットワークの追加および削除

それぞれの論理インターコネクトグループおよび論理インターコネクトには、最初は空の内部
ネットワークリストがあります。 論理インターコネクトグループと論理インターコネクトの両
方の内部ネットワークリストにネットワークを追加すると、論理インターコネクト内のイン
ターコネクトのダウンリンクにマッピングできるサーバープロファイル接続でそのネットワー
クを使用できます。
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重要: 複数の論理インターコネクトの内部ネットワークリストでネットワークが重複してい
ると、エンクロージャー内のサーバーが通信できないことがあります。 このため、すべての内
部ネットワークをエンクロージャー内の 1 つの論理インターコネクトに定義することをお勧め
します。

内部ネットワークは、[論理インターコネクト]または [論理インターコネクトグループ]画面か
ら追加または削除できます。 論理インターコネクトグループで作成された内部ネットワーク構
成は、関連する論理インターコネクトによって継承されます。 論理インターコネクトに親の論
理インターコネクトグループとの整合性を持たせるには、[アクション]→[グループからアップ
デート]を選択します。
内部ネットワークリストのネットワークは、アップリンクセットで使用可能なネットワークと
して表示されます。 それらのネットワークは、アップリンクセットに追加されると内部ネット
ワークから自動的に削除されます。

論理インターコネクト内のアップリンクセットからイーサーネットネットワークを削除する
と、そのネットワークは自動的に内部ネットワークに移動するため、ネットワークを使用する
サーバープロファイル接続ではネットワーク接続は失われません。 ただし、論理インターコネ
クトグループ内のアップリンクセットからイーサーネットネットワークを削除する場合、ネッ
トワークは内部ネットワークに自動的に移動しません。 内部ネットワークを使用する場合、論
理インターコネクトグループを編集し、そのネットワークを内部ネットワークに追加します。

16.2.4.3 スタッキングリンクとスタッキングヘルスについて

スタッキングリンク

スタッキングリンクはイーサーネットネットワークだけに適用されます。 スタッキングリンク
を介してすべてのインターコネクトを相互に接続できるので、インターコネクトのダウンリン
クに接続されているサーバーからのイーサーネットトラフィックは、そのインターコネクトを
介して、またはそのインターコネクトから別のインターコネクトへのスタッキングリンクを介
してデータセンターのネットワークに到達できます。 エンクロージャーを追加する場合、エン
クロージャー内にすべてのインターコネクトを含む 1 つの論理インターコネクトを持つ 1 つの
論理インターコネクトグループを作成します。 これで、フルスタックのエンクロージャーが作
成されます。

スタッキングされていないエンクロージャーをセットアップするには、エンクロージャーを追
加する前に、各インターコネクトが個別の論理インターコネクトグループに属している複数の
論理インターコネクトグループを構成します（そして、後で論理インターコネクトを分離しま
す）。 2 つ以上のインターコネクトが論理インターコネクトグループ内に存在する、部分的に
スタックされたエンクロージャーを設定することもできます。 詳しくは、「エンクロージャー
グループの複数の論理インターコネクトグループについて」(211 ページ)を参照してください。

スタッキングヘルス

アプライアンスは、エンクロージャー内のインターコネクト間の接続のトポロジを検出し、
サーバーとデータセンターネットワーク間のパスの冗長性を判別します。 アプライアンスは、
冗長性の情報を論理インターコネクトのスタッキングヘルスとして報告します。以下のいずれ
かになります。

冗長接続 論理インターコネクト内のインターコネクトのペアの間には 2 つ以上の独立し
たパスがあり、論理インターコネクト内のインターコネクトのダウンリンク
ポートと論理インターコネクト内のほかのポート（アップリンクまたはダウン
リンク）の間には 2 つ以上の独立したパスがあります。

接続済み 論理インターコネクト内のインターコネクトのペアの間には 1 つのパスがあ
り、論理インターコネクト内のインターコネクトのダウンリンクポートと論理
インターコネクト内のほかのポート（アップリンクまたはダウンリンク）の間
には 1 つのパスがあります。
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接続解除済み 1 つ以上のインターコネクトが、論理インターコネクト内のほかのメンバーイ
ンターコネクトに接続されていません。

該当なし インターコネクトがスタッキングをサポートしていないか、論理インターコネ
クトにあるインターコネクトが 1 つです。

16.2.4.4 論理インターコネクトの作成または削除

エンクロージャーの論理インターコネクトの作成

論理インターコネクトは、エンクロージャーを追加するときに自動的に追加されます。 c7000
エンクロージャーを追加するときに、以下の操作が行われます。

• 定義済みのエンクロージャーグループに基づいて、論理エンクロージャーが作成されま
す。

• アプライアンスは、物理インターコネクトとそのスタッキングリンクを検出します（存在
する場合）。

• アプライアンスは、エンクロージャーグループで定義されている論理インターコネクトグ
ループごとに、1 つの論理インターコネクトを自動的に作成します。

注記: 作成される論理インターコネクトの数は、エンクロージャーグループを定義した
方法によって異なります。 オンラインヘルプで「論理インターコネクトグループの編集」
を参照してください。

• アプライアンスは、次の命名規則を使用して、論理インターコネクトに自動的に名前を付
けます。

logical_enclosure_name-logical_interconnect_group_name

• 論理インターコネクトのデータは、[論理インターコネクト]画面に表示されます。
論理インターコネクトを追加または変更するには、オンラインヘルプで「論理インターコネク
トグループの編集」の詳細を参照してください。

論理インターコネクトの削除

論理インターコネクトを削除するには、エンクロージャーグループから論理インターコネクト
グループを削除して、論理エンクロージャー上のグループからアップデートを実行する必要が
あります。 これにより、論理インターコネクトは論理エンクロージャーから削除されます。

16.2.5 論理インターコネクトグループについて
• 「論理インターコネクトグループのグラフィカルインターフェイスについて」(211 ページ)

• 「エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループについて」(211 ペー
ジ)

• 「論理インターコネクトグループのコピーについて」(212 ページ)

• 「論理インターコネクトグループのアップリンクセットについて」(212 ページ)

• 「リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）タギングについて」(212 ページ)

• 「拡張 type-length-value（TLV）構造について」(213 ページ)
1 つ以上の論理インターコネクトグループは、エンクロージャーグループと関連付けられてお
り、そのエンクロージャーグループを使用するすべてのエンクロージャーの論理インターコネ
クト構成を定義するために使用します。 論理インターコネクトグループの構成には、I/O ベイ
の占有率、アップリンクセット、アップリンクセットと内部ネットワークに基づいた使用可能
なネットワーク、およびダウンリンクが含まれます。
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論理インターコネクトグループを削除するには、エンクロージャーグループまたは論理イン
ターコネクトによる論理インターコネクトグループへの参照をすべて削除する必要がありま
す。

16.2.5.1 論理インターコネクトグループのグラフィカルインターフェイスについて

図 14 論理インターコネクトグループの画面の配置

5 [アップリンクポート]：割り
当てられているアップリン

3 [アップリンクセットの追
加]：クリックすると、論理

1 [編集アイコン]：クリック
すると、構成の変更として
アップリンクセットまたは クポートとそのステータスインターコネクトグループ
内部ネットワークなど、関 です。 ポートにカーソルをにアップリンクセットを追

加します。連するオブジェクトを編集
できます。

重ねると、追加のポート情
報を表示します。4 [アップリンクセット接

続]：アップリンクセットの2 6[削除アイコン]：クリック
すると、アップリンク セッ

[エンクロージャーのベイ番
号]：エンクロージャーのイ構成を関連するネットワー

トなどの関連するオブジェ ンターコネクトベイを識別
します。

クおよびアップリンク ポー
トとともにグラフィカルにクトを構成から削除しま

す。 表示します。 アップリンク
セットまたはアップリンク
ポートにカーソルを重ねる
と、構成の接続を強調表示
します。

16.2.5.2 エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループについて
1 つのエンクロージャーグループに複数の論理インターコネクトグループを関連付けることが
できます。

エンクロージャーグループで複数の論理インターコネクトグループを使用する利点は、次のと
おりです。

• イーサーネットネットワーク間でのエアギャップ分離によって、ネットワークトラフィッ
クの分離が可能

• インターコネクト間でスタッキングケーブルが不要なため、データセンタートラフィック
のアップリンクポートを開放

• アクティブ/アクティブ構成でネットワーク数が倍増。 詳しくは、「アクティブ/アクティ
ブとアクティブ/スタンバイ構成について」(215 ページ)を参照してください。
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論理インターコネクトグループの要件

• 水平方向に隣接したベイのインターコネクトは、同じインターコネクトタイプまたは空の
ベイを含む必要がある

16.2.5.2.1 論理インターコネクトグループを作成する場合

デフォルトでは、エンクロージャーを追加する前に論理インターコネクトグループを作成せず
にエンクロージャーを追加する場合、エンクロージャー内のすべてのインターコネクトを含む
1 つの論理グループが自動的に作成されます。 エンクロージャー内に複数の論理インターコネ
クトを作成したい場合：

• 各論理インターコネクトに必要なインターコネクトを使用して論理インターコネクトグ
ループを作成します。

• 論理インターコネクトグループをエンクロージャーグループに追加します

• エンクロージャーグループを使用するエンクロージャーを追加します。

16.2.5.3 論理インターコネクトグループのコピーについて
論理インターコネクトグループの作成を効率化するために、既存の論理インターコネクトグ
ループをコピーできます。

論理インターコネクトグループをコピーすると、すべての設定、アップリンクセット、および
ネットワークが新しいグループにコピーされます。 新しいグループはエンクロージャーグルー
プまたは論理インターコネクトに自動的に関連付けられません。 インターコネクトグループの
論理をコピーした後は、論理インターコネクトグループを編集、またはエンクロージャーグ
ループに関連付けることができます。

たとえば、既存の論理インターコネクトグループと同じ設定で、異なる内部ネットワークを持
つ新しいグループを作成するとします。 既存の論理インターコネクトグループをコピーし、新
しい論理インターコネクトグループを編集して内部ネットワークを変更します。

詳細情報

オンラインヘルプで「論理インターコネクトグループのコピー」を参照してください。

16.2.5.4 論理インターコネクトグループのアップリンクセットについて
論理インターコネクトグループのアップリンクセットの部分には、エンクロージャーグループ
の論理インターコネクトごとに、アップリンクセットの初期構成を定義します。 既存の論理イ
ンターコネクトグループのアップリンクセットを変更すると、構成の変更後に追加されたエン
クロージャーのみが新しいアップリンクセット構成を使用して構成されます。 論理インターコ
ネクトグループのアップリンクセットを変更すると、それに関連付けられている論理エンク
ロージャーと論理インターコネクトが、論理インターコネクトグループと不整合になります。
グループからアップデートを選択して、論理エンクロージャーと論理インターコネクトを論理
インターコネクトグループに行われた変更に適合するようにします。

16.2.5.5 リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）タギングについて
リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）情報は、イーサーネットフレームの形式で、一定の
間隔でデバイスによって送信されます。 各フレームには、1 つの LLDP データユニット
（LLDPDU）が含まれています。 各 LLDPDU は、タイプ-長さ-値（TLV）構造のシーケンスで
す。

タグなし LLDP フレーム

デフォルトでは、Virtual Connect インターコネクトは、タグなし LLDP フレームを使用してそ
の ID をアドバタイズし、そのリンクパートナーについて学習します。 LLDP は、Virtual Connect
インターコネクトの管理 IP アドレスをアップリンク、ダウンリンク、およびスタッキングリ
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ンクポートにアドバタイズします。 LLDP フレームは、論理インターコネクト内のスタッキン
グリンクの識別も行います。

IPv4 アドレス（および有効になっている場合は IPv6 アドレス）が LLDP 管理アドレス TLV と
して使用されます。

タグ付き LLDP フレーム

LLDP は、ダウンリンクポートでタグ付き LLDP フレームを使用して、ハイパーバイザー内の
仮想スイッチとの通信に使用することもできます。 タグ付きフレームには、構成済みの FlexNIC
のサブポートを識別する VLAN ID が含まれています。 この情報は、ネットワークトポロジの
作成に使用されます。

LLDP タギングは、HPE OneView UI または REST API を使用して有効または無効にすること
ができます。

詳細情報

オンラインヘルプの「インターコネクトの設定」を参照してください。
オンラインヘルプの「LLDP タグ機能の有効または無効化」または REST API スクリプティン
グに関するヘルプ
「論理インターコネクトグループについて」(210 ページ)
「論理インターコネクトについて」(206 ページ)

16.2.5.6 拡張 type-length-value（TLV）構造について
拡張 TLV は、インターコネクト間のリンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）情報交換の一部
です。 拡張 TLV は、インターコネクトから送信される LLDP フレームのChassis ID TLV
に含まれるものを決定します。

拡張 TLV は、HPE OneView UI または REST API から有効または無効にできます。
有効 Chassis ID TLV はエンクロージャー名とシリアル番号をほかのインターコネクトに

通知します

無効 Chassis ID TLV はスイッチ MAC アドレスを含みます

16.2.5.6.1 拡張 TLV の値

拡張 TLV を有効にする形式

• システム名（<hostname><serial number>BAY:<bay_number>）

• シャーシ ID（ENC:<enclosure_name>:SERIAL NO:<enclosure_serial_number>）

• 部品説明（<op_speed>/<connector_type>）

拡張 TLV を無効にする形式

• システム名（<hostname>）

• シャーシ ID（<switch_mac_address>）

• 部品説明（IF-MIB::ifDescr value）、例：HPE VC FlexFabric 10Gb/24–Port
Module 4.10 X1

詳細情報

オンラインヘルプの「拡張 type-length-value（TLV）設定の有効または無効化」または REST
API スクリプティングに関するヘルプ
「論理インターコネクトグループについて」(210 ページ)
「論理インターコネクトについて」(206 ページ)

16.2 論理インターコネクトおよび論理インターコネクトグループの管理 213



16.2.6 論理インターコネクトとのファームウェアの関連付けについて
論理エンクロージャー内のすべてのコンポーネントは、同じバージョンのファームウェアバー
ジョンを実行するか、相互に互換性のあるファームウェアバージョンを実行する必要がありま
す。 1 つの Service Pack for ProLiant（SPP）を選択し、エンクロージャー内のすべてのコン
ポーネントに適用して、ファームウェアの互換性がないことによるダウンタイムの危険性を最
小限に抑えることができます。 論理インターコネクトに SPP を適用し、関連するすべてのメ
ンバーインターコネクトを同じファームウェアベースラインにすることもできます。 この操作
では、デフォルトで、異なるファームウェアバージョンを実行しているメンバーインターコネ
クトのファームウェアだけをアップデートし、同じファームウェアバージョンを実行している
インターコネクトは無視します。

論理インターコネクトに関連付けられたファームウェアバージョンは、エンクロージャーが追
加されてファームウェアベースライン用の SPP が選択されたときに自動的に更新されます。
OA および iLO のファームウェアもアップデートされます。 サーバープロファイルが新しいエ
ンクロージャー内にまだ定義または適用されていない限り、ネットワークの中断は発生しませ
ん。

ただし、エンクロージャーの追加中に手動で管理が選択された場合、インターコネクト用の
ベースラインは未設定になります。 以降のファームウェアアップデートがエンクロージャーの
みに適用された場合、ベースラインは HPE OneView で未設定のままです。 論理インターコネ
クトファームウェアのアップデートにベースラインを設定できるのは、[エンクロージャー]画
面を使用してエンクロージャーを追加した場合か、ファームウェアを [論理エンクロージャー]
画面からアップデートしてエンクロージャー+論理インターコネクト+サーバープロファイルを
選択した場合のいずれかです。 論理インターコネクトのベースラインが設定されていない場
合、エンクロージャーのファームウェアを手動で管理する必要があります。

16.2.6.1 論理インターコネクトのファームウェアのアップデートについて
ファームウェアのアクティブ化オプションを使用すると、ネットワークの可用性を維持し、人
為的なエラーによる機能停止の可能性を削減できます。 またその後のアクティブ化のために
ファームウェアのステージングオプションがあります。 個々のインターコネクトまたはすべて
のインターコネクト上で、ステージジングされたファームウェアをアクティブ化できます。

論理インターコネクトに基づいてファームウェアをアップデートする場合は、次のオプション
があります。

説明オプション

選択したファームウェアをインターコネクトのセカンダリフラッシュメモリにステージン
グ（アップロード）してから、ファームウェアをベースラインとして使用開始します。
この操作が完了すると、すべてのメンバーインターコネクトが同じファームウェアのベー
スラインを実行し、相互に対応します。

このオプションおよび並列アクティブ化は、アクティブ化が完了するまでサーバーとの間
の接続に影響しますが、最も短時間でファームウェアをアップデートします。 パラレル
アクティベーションについて詳しくは、「ファームウェアのアクティブ化オプションにつ
いて」(215 ページ)を参照してください。

[ファームウェアのアッ
プデート（ステージン
グ + アクティブ化）]

選択したファームウェアをインターコネクトのセカンダリフラッシュメモリにステージン
グ（アップロード）しますが、ファームウェアの使用を開始しません。 後でファームウェ
アの使用を開始できます。

このオプションを使用すると、ファームウェアの使用を開始する順序を手動で設定するこ
とができるので、サービスの中断を最小限に抑えるのに適した方法です。

[後のアクティブ化用に
ファームウェアをス
テージング]

選択したステージング済みのファームウェアの使用を開始します。[ ファームウェアのア
クティブ化]

論理インターコネクトに基づいてファームウェアをアップデートする場合、1 つ以上のインター
コネクトでターゲットのファームウェアバージョンをすでに実行していると、HPE OneView
はそのインターコネクトをファームウェアのアップデートから除外します。
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16.2.6.1.1 ファームウェアのアクティブ化オプションについて

イーサーネットおよびファイバーチャネルのインターコネクトモジュール上のファームウェア
をアクティブ化する場合、次のオプションがあります。

説明オプション

左側にある奇数番号のインターコネクトモジュール（1、3、5、7）をアクティブ化した
後に、右側にある偶数番号のモジュール（2、4、6、8）をアクティブ化します。

[奇数/偶数]

一番大きい番号のベイから順番に、一度に 1 つずつインターコネクトモジュールをアク
ティブ化します。 これは最も混乱を招かない方法です。

[シリアル]

同時にすべてのインターコネクトモジュールをアクティブ化します。 これは最も混乱を
招く方法であり、ネットワークおよびストレージの接続が機能停止する可能性がありま
す。

[パラレル]

16.2.7 アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成について
どちらの Virtual Connect ネットワーク構成（アクティブ/アクティブまたはアクティブ/スタン
バイ）を使用するかを判断するときには、エンクロージャーがサポートする必要のあるネット
ワークトラフィックのタイプを考慮します。 例：

• エンクロージャー内に、大量のサーバー間のトラフィック（east/west）がありますか。

• エンクロージャー内のトラフィックフローは、主にインバウンドおよびアウトバウンド
（north/south）ですか。

ネットワークトラフィックパターンを考慮することにより、接続した帯域幅を最大化し、エン
クロージャーから出て行くサーバー間のトラフィックを最小化できます。

同じエンクロージャー内のシステム間のネットワークトラフィックの場合は（east/west）、ア
クティブ/スタンバイ構成を使用します。 この構成は、エンクロージャーから出て行くサーバー
間の通信を最小またはゼロにします。

エンクロージャーのインバウンドおよびアウトバウンドのネットワークトラフィックの場合は
（north/south）、アクティブ/アクティブ構成を使用します。

16.2.7.1 アクティブ/スタンバイ構成について
アクティブ/スタンバイ構成とは、同じ Virtual Connect ネットワークに接続する 2 つの NIC
ポートがエンクロージャー内のサーバーに装備されているイーサーネットネットワーク構成で
す。 単一のアップリンクセットに、両方のインターコネクトのアップリンクが含まれます。
一方のインターコネクトのアップリンクがアクティブになります。もう一方のインターコネク
トのアップリンクはスタンバイになっており、ネットワークまたはインターコネクトの障害時
に使用できます。 サーバー間の通信は、インターコネクトモジュールから出て行きません。
外部通信には、エンクロージャー内のすべてのサーバーは、どの NIC がアクティブにトラフィッ
クを受け渡しているかに関係なく、アクティブなアップリンクを使用します。

アクティブ/スタンバイ構成の場合：

• 提供する帯域幅が予測可能です。

• トップオブラックスイッチ（ToR）の帯域幅をオーバーサブスクライブしません。
アクティブ/スタンバイ構成には、以下の要件があります。

• 定義する外部 VLAN ID ごとに少なくとも 1 つのイーサーネットネットワークと 1 つのアッ
プリンクセット

16.2.7.2 アクティブ/アクティブ構成について
アクティブ/アクティブ構成は、複数のインターコネクトモジュール上で同じ VLAN のトラ
フィックをアクティブにできるイーサーネットネットワーク構成です。 エンクロージャー内の
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全サーバー上の NIC は、隣接する Virtual Connect モジュールに接続されています。 すべての
アップリンクがアクティブでネットワークトラフィックを送信できます。

アクティブ/アクティブ構成の場合：

• すべてのアップリンクポートを完全に使用できます（スタンバイモードのアップリンク
ポート以外）。

• スタッキングが使用されている場合、内部スタッキングリンクをクロスさせずに、NIC
ポートに接続したインターコネクトモジュールからすべてのトラフィックを送出できま
す。

• 冗長性を維持しながら、使用可能な帯域幅が 2 倍になります（Smart リンクと組み合わせ
た場合）。

アップリンクセットに関連付けられたネットワークは、インターコネクトモジュール用のサー
バープロファイル接続に含まれている必要があります。 たとえば、Net_101_A がアップリン
クセット US_A（ベイ 1 のインターコネクトモジュールからのポートがある）に含まれている
場合、Net_101_A は、ベイ 1 のインターコネクトモジュールに接続されたダウンリンクポー
トに関連付けられる必要があります（たとえば、LOM1:1-a）。
エンクロージャー内のアクティブ/アクティブ構成をセットアップする場合は、1 つの論理イン
ターコネクトグループを設定するか、エンクロージャー構成ごとに複数の論理インターコネク
トグループを設定するかを決定します。 詳しくは、「エンクロージャーグループの複数の論理
インターコネクトグループについて」(211 ページ)を参照してください。

• 単一の論理インターコネクトグループの構成には、エンクロージャー内にスタッキングリ
ンクがある 2 つ以上のイーサーネットインターコネクトモジュールを含めます。 すべて
のインターコネクトは、単一の論理インターコネクトグループ内の 1 つの論理インターコ
ネクトに定義されます。 アクティブ/アクティブ構成をセットアップする場合、すべての
ネットワークが両方のインターコネクトで利用可能であり、次にスタッキングリンクを使
用してこれらのインターコネクトに接続されているすべてのサーバーで利用可能です。
ネットワークは、接続対象の各 VLAN にペアで作成されます。

• 複数の論理インターコネクトグループの構成で、各インターコネクトを個別の論理イン
ターコネクトグループ内に定義し、次に個別の論理インターコネクトを定義する場合、イ
ンターコネクトはスタッキングされません。 両方の論理インターコネクトグループで同じ
ネットワークを使用できるため、2 倍の利用可能なネットワークを使用してアクティブ/ア
クティブ構成を作成できます。

16.2.7.2.1 アクティブ/アクティブ構成の要件

アクティブ/アクティブ構成には、OS と NIC のチーミングの適切な構成が必要です。 アクティ
ブ/アクティブ構成では、以下の要件を満たす 2 つの Virtual Connect モジュールとリソースも
必要です。 単一の論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーグループのアクティ
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ブ/アクティブ構成の例は、「単一の論理インターコネクトグループのアクティブ/アクティブ
構成の例」(218 ページ)を参照してください。

ベストプラクティス要件リソース

単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、命名規則<purpose>_<VLAN
ID>_<side> を使用して、ペアとなっている
ネットワークのネットワーク名を指定します。
ここで、

• <purpose> は、たとえばdev、mgmt、また
はprod にすることができます。

• <side> には、A かB、1 か2、right か
left などを指定できます。

単一の論理インターコネクトグループ構成の
場合は、接続する各 VLAN にネットワークの
ペアを作成します。

• 最初のインターコネクトモジュールに少な
くとも 1 つのネットワーク

• 同じ VLAN ID を使用する 2 番目のインター
コネクトモジュールに別のネットワーク

• 両方のネットワーク上に選択した [Smart
リンク]

複数の論理インターコネクトグループ構成の
場合は、両方の論理インターコネクトグルー
プに同じネットワークを使用できます。

[ネットワーク]

単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、命名規則<uplink set name>_<side>
を使用して、アップリンクセットに名前を割り
当てます。ここで、

• <side> には、A かB、1 か2、right か
left などを指定できます。

単一の論理インターコネクトグループ構成の
場合は、1 組のアップリンクセットを作成し
て、ネットワークとインターコネクトモジュー
ル上のアップリンクポートを関連付けます。

• 最初のインターコネクトモジュールのアッ
プリンクでアップリンクセットに適用され
ている 1 つのネットワークセット。

• 2 番目のインターコネクトモジュールの
アップリンクでアップリンクセットに適用
されているもう 1 つのネットワーク。

• 各アップリンクセットのアップリンクポー
トは、1 つのインターコネクトに制限され
ます。

複数の論理インターコネクトグループ構成の
場合は、最初のインターコネクトモジュール
にアップリンクセットを作成し、同じネット
ワークを使用して 2 番目のインターコネクト
モジュールにアップリンクセットを作成しま
す。

[アップリンク
セット]

単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、命名規則<purpose>_<side> を使用し
て、ネットワークセット名を指定します。ここ
で、

• <purpose> は、たとえばdev、mgmt、また
はprod にすることができます。

• <side> には、A かB、1 か2、right か
left などを指定できます。

1 つ以上のペアのネットワークセット。 それ
ぞれのセットには、同じサーバープロファイ
ル接続で使用するように意図されたネットワー
クだけを含めてください。

たとえば、Net_101_A がアップリンクセット
US_A（ベイ 1 のインターコネクトモジュー
ルからのポートがある）に含まれている場合、
Net_101_A は、ベイ 1 のインターコネクトモ
ジュールに接続されたダウンリンクポートに
関連付けられる必要があります（たとえば、
LOM1:1-a）

[ネットワーク
セット]

ネットワークまたはネットワークセットをマッ
ピングする物理ポート。 アップリンクセット
のアップリンクと同じインターコネクトモ
ジュール上のダウンリンクポートに、プロファ
イル接続をマッピングします。 これにより、
アップリンクセットのアップリンクポートに
関連付けられたネットワークが、ダウンリン
クポートのプロファイル接続に割り当てられ
たネットワークに一致するようになります。

[サーバープロ
ファイル]
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16.2.7.2.2 単一の論理インターコネクトグループのアクティブ/アクティブ構成の例

ToRスイッチ

物理サーバー1

NICチーム

ポート1 ポート2

IOベイ1
ネットワークvNet 101A
-内部VLAN 3
-外部VLAN 101

アップリンクセットU1

X1 X2

d1

SL1

SL2
IOベイ2

ネットワークvNet 101B
-内部VLAN 5
-外部VLAN 101

アップリンクセットU2

d1

SL1

SL2

X1 X2

VLAN 101

16.2.8 ループ保護について
ループ保護機能を使用すると、ダウンリンクポート（Flex-10 論理ポートまたは物理ポート）
でのループを検出できます。 この機能は、DCC（Device Control Channel）プロトコルが
Flex-10 ポートで動作しているときに適用されます。
HPE OneView ネットワークループ保護は、次の 2 つの方法を使用してループを検出します。
1. インターコネクトは、ループ検出フレームを論理インターコネクトに定期的に挿入し、
ループバックされた検出フレームのダウンリンクポートを分析します。 この検出フレーム
がダウンリンクポートで見つかった場合、サーバーはループ状態です。

2. インターコネクトは、アップストリームスイッチでの影響を防ぐために、Cisco や ProCurve
などの他のスイッチで使用される一般的なループ検出フレームを確認し、インターセプト
します。

[論理インターコネクト]画面でネットワークループ保護が有効になっていて、ループ検出フレー
ムがダウンリンクポートで受信された場合は、管理操作が行われるまで、ダウンリンクポート
はすぐに無効になります。 管理アクションでは、ループ状態の解決と、ループ保護エラー状態
のクリアを行います。 サーバーのloop detected ステータスをクリアするには、サーバーを
編集し、loop detected 状態のサーバーに対応した接続からすべてのネットワークを割り当
て解除します。

SNMP エージェントは、ループ状態が検出またはクリアされたときのトラップ生成をサポート
しています。

[インターコネクト]画面で、[アクション]メニューからループ保護をリセットすることができま
す。

16.2.9 Pause Flood 保護について
イーサーネットスイッチインターフェイスは、休止フレームベースのフロー制御メカニズムを
使用して、データフローを制御します。 休止フレームがフロー制御対応インターフェイスで受
信された場合、休止フレームで指定された休止期間の間、送信操作は停止されます。 このイン
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ターフェイスに宛てられた他のすべてのフレームはキューに入れられます。 前の休止タイマー
が切れる前に、別の休止フレームを受信した場合、休止タイマーは新しい休止期間値に更新さ
れます。 休止フレームの一定のストリームが長時間にわたって受信された場合、そのインター
フェイスの送信キューは、すべてのキューイングリソースがなくなるまで増大し続けます。 こ
の状態は、その他のインターフェイス上のスイッチ操作に大きく影響します。 さらに、プロト
コルフレームを送信できないため、スイッチでのすべてのプロトコルの動作が影響を受けま
す。 ポート休止フレームと優先順位ベースの休止フレームの両方が、同じリソース枯渇状態を
引き起こす場合があります。

Virtual Connect インターコネクトは、サーバーダウンリンクポートで Pause Flood 状態を分析
し、ポートを無効にすることによって保護アクションを行う機能を提供します。 Virtual Connect
4.31 以降は、アップリンクおよびスタッキングリンクでの Pause Flood の監視およびレポー
トも行います。 デフォルトのポーリング間隔は 10 秒であり、ユーザーが構成することはでき
ません。 SNMP エージェントは、休止フラッド状態が検出またはクリアされたときのトラッ
プ生成をサポートしています。

16.2.10 SNMP 設定について
ネットワーク管理システムは、Simple Network Management Protocol（SNMP）を使用して、
ネットワークに接続されたデバイスの管理上の注意を要する状態を監視します。 [論理インター
コネクトグループ]および [論理インターコネクト]画面で設定を構成することで、サードパー
ティ製の SNMP マネージャーを使用してインターコネクトのネットワークステータス情報を
監視できます（読み取り専用）。

SNMP マネージャーは通常多数のデバイスを管理し、各デバイスには多数のオブジェクトを設
定できます。 このマネージャーを使用してすべてのデバイスのすべてのオブジェクトから情報
を取得するのは、実用的ではありません。 代わりに、イベントトラップと呼ばれるメッセージ
を送信することで、管理対象デバイスの各 SNMP エージェントが要求しなくてもマネージャー
に通知されます。

HPE OneView では、SNMP マネージャーの機能を制御して、インターコネクトからの値を読
み取ることができます。 キャプチャーする SNMP トラップのタイプをフィルター処理してか
ら、SNMP マネージャーにトラップの転送先を指定できます。 デフォルトでは、SNMP は有
効になっており、トラップの転送先は設定されていません。

論理インターコネクトは、作成時に、その論理インターコネクトグループから SNMP 設定を
継承します。 論理インターコネクトレベルで SNMP 設定をカスタマイズするには、[論理イン
ターコネクト]画面または REST API を使用します。

16.2.11 Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8 インターコネクトモジュールについ
て

HPE BladeSystem c-Class 用の Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8 モジュールには、独自の
機能がいくつか搭載されています。 詳しくは、http://www.hpe.com/info/qs （英語）にある
『HPE Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8 Module for HPE BladeSystem c-Class Installation
Instructions』を参照してください。

エンクロージャーの要件

注意: 過熱しないように：
• エンクロージャー内に 10 個のファンを必ず取り付けてください。

• 1 つのエンクロージャー内に 6 個を超える Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8 モジュー
ルを挿入しないでください。
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16.2.12 ネットワークトラフィックの Quality of Service について
Quality of Service（QoS）は、データ転送の十分なサービスレベルを保証するためにネットワー
クが満たす必要があるサービス要件のセットです。 QoS の目的は、ネットワークトラフィッ
クの保証付き供給システムです。

QoS 機能では、管理者は、ネットワークトラフィックの異なる優先順位でトラフィックキュー
を構成したり、入力トラフィックをカテゴリ別にし、優先順位を付けたり、出力トラフィック
で優先順位設定を調整したりできます。 管理者は、これらの設定を使用して、重要なトラフィッ
クが最も優先順位が高く処理され、あまり重要ではないトラフィックは低い優先順位で処理さ
れることを保証できます。 ネットワークトラフィックはカテゴリ別にされてから、分類されま
す。 分類された後は、トラフィックの優先順位が付けられて送信のスケジュールが設定されま
す。

エンドツーエンドの QoS では、途中のすべてのホップが、分類およびトラフィック管理の同
じ QoS ポリシーで構成されなければなりません。 トラフィックの優先順位付けは、エンドツー
エンド QoS ポリシーで 2 つの点があるために発生します。
• インターコネクトでは、パケットは関連するキュー帯域幅に基づいて出力されます。 帯域
幅が広いほど、キューに関連付けられているトラフィックの優先順位が高くなります。

• 802.1p で定義された、Egress 側での dot1p のリマークによるプライオリティ指定によっ
て、ネットワークの次のホップで優先順位を付けるのに役立ちます。 キューの出力トラ
フィックが dot1p 値にリマークされており、その dot1p がより高い帯域幅を持つ次のホッ
プでキューにマッピングされている場合、これらのパケットはエンドツーエンドのネット
ワークでより高い優先順位として扱われます。

QoS 構成は、論理インターコネクトグループで定義され、論理インターコネクトに適用されま
す。 QoS 統計情報はインターコネクト別に収集されます。
QoS 構成は、c7000 エンクロージャー上の VC Ethernet と VC FlexFabric インターコネクト上
でのみ適用されます。

QoS 構成と論理インターコネクトの整合性状態
UI は、インターコネクト上に適用されている現在アクティブな QoS 構成のみを表示します。
さらに、2 つの非アクティブな QoS 構成（[カスタム（FCoE ロスレス付き）]と [カスタム
（FCoE ロスレスなし）]の構成タイプ）が保存されています。 これらは、関連付けられた論
理インターコネクトおよび論理インターコネクトグループ上に以前適用された、対応する構成
タイプの最新の既知の QoS 構成です。
論理インターコネクトとそれに関連付けられている論理インターコネクトグループの整合性を
確認する際に、非アクティブな QoS 構成の適合性も確認されます（非アクティブな QoS 構成
は UI に表示されません）。 アクティブな QoS 構成が、論理インターコネクトと関連付けられ
た論理インターコネクトグループとの間で完全に同じ場合でも、内部的に保存されている非ア
クティブの QoS 構成内に不整合があるため、論理インターコネクトの整合性のステータスは
不整合として表示される場合があります。 グループからアップデートを実行して、論理イン
ターコネクトグループと論理インターコネクトを整合性のとれた状態にしてください。

16.2.13 アップリンクセットの追加
各アップリンクセットには、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループの間
で一意の名前を指定し、少なくとも 1 つのネットワークを含める必要があります。 アップリ
ンクセットについて詳しくは、「論理インターコネクトについて」(206 ページ)を参照してくだ
さい。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者
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アップリンクセットの追加

1. メインメニューから、[論理インターコネクト]を選択し、編集する論理インターコネクト
を選択します。

2. [アクション]→[編集]の順に選択します。
3. [アップリンクセットの追加]ボタンをクリックします。
4. 画面で要求されるデータを入力します。 詳しくは、オンラインヘルプの [論理インターコ
ネクト] 画面の詳細に記載の「アップリンクセットの追加または編集」を参照してくださ
い。

5. [ネットワークの追加]をクリックし、アップリンクセットに割り当てるネットワークを選
択します。

6. [追加]をクリックするか、[追加 +] をクリックして別のネットワークを追加します。
7. [アップリンクポートの追加]をクリックし、アップリンクポートを選択します。
8. [追加]をクリックするか、[追加 +] をクリックして別のポートを追加します。
9. 入力している情報が正しいことを確認し、[作成]をクリックします。
10. [OK] をクリックします。
11. 詳細ウィンドウで、アップリンクセットが作成されたことを確認します。

16.2.14 エンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデー
ト

論理インターコネクトファームウェアをアップデートするには、次のオプションのいずれかを
選択します。

• ファームウェアのアップデート（ステージング + アクティブ化）

• 後のアクティブ化用にファームウェアをステージング

• ファームウェアのアクティブ化

注記: 論理インターコネクトファームウェアの更新中に、その論理インターコネクトの論理
エンクロージャーからファームウェアのアップデートを開始しないでください。

HPE Virtual Connect ファイバーチャネルインターコネクトの場合は、オンラインヘルプの
「HPE Virtual Connect ファイバーチャネルインターコネクト用のインターコネクトのファー
ムウェアの更新」を参照してください。

16.2.14.1 論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのステージングおよびア
クティブ化

ファームウェアをアップロードし、アクティブ化のためにステージングするには、以下の手順
を実行します。 すでにステージングされたファームウェアをアクティブにするには、オンライ
ンヘルプの「論理インターコネクトファームウェアのアクティブ化」を参照してください。

前提条件 

• 必要な権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者

• イーサーネットを使用するように構成済みの 2 つのインターコネクトが追加されている少
なくとも 1 つのエンクロージャー、および少なくとも 1 つの論理インターコネクト

• 少なくとも 1 つまたは複数のサポートされるアプライアンスにアップロードされた SPP
論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのステージングおよびアクティブ
化

1. メインメニューから、[論理インターコネクト]を選択します。
2. マスターウィンドウから、論理インターコネクトを選択し、以下のいずれかの操作を実行
します。

• [アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
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• [ファームウェア]パネルから [ファームウェアのアップデート]を選択します。
3. [アップデート操作]から、[ファームウェアのアップデート（ステージング + アクティブ
化）]を選択します。

4. [ファームウェアベースライン]から、インストールするファームウェアバンドルを選択し
ます。

5. オプション：[強制インストール]を選択して、メンバーがすでにアップデート済みファー
ムウェアを所有しているかどうかに関係なく、すべてのメンバーインターコネクトおよび
ドライバーエンクロージャーのファームウェアをアップデートします。

SPP に含まれるバージョンより古いファームウェアバージョンをインストールする場合
は、[強制インストール]オプションを選択して、ファームウェアをダウングレードする必
要があります。 ご使用の環境で最新のファームウェアが問題を引き起こすことがわかって
いる場合、古いバージョンのファームウェアをインストールする必要がある場合がありま
す。

6. ファームウェアのアクティブ化方法と、ファームウェアをアクティブ化するインターコネ
クトの遅延を選択します。

7. [OK] をクリックします。
8. [ファームウェア]ビューの下の [論理インターコネクト]ページで、論理インターコネクト
に関連付けられたファームウェアのバージョンとその関連付けられたインターコネクトを
確認します。

注記: ファームウェアがすでに選択したファームウェアのベースラインにあれば、ファー
ムウェアはアップデートされず、アップデートの必要がないことを示すメッセージが [ア
クティビティ] 画面に表示されます。

16.2.14.2 論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアを後のアクティブ化用に
ステージング

ファームウェアをアップロードし、後のアクティブ化のためにステージングするには、以下の
手順を実行します。 すでにステージングされたファームウェアをアクティブにするには、オン
ラインヘルプの「論理インターコネクトファームウェアのアクティブ化」を参照してくださ
い。

前提条件 

• 必要な権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者

• イーサーネットを使用するように構成済みの 2 つのインターコネクトが追加されている少
なくとも 1 つのエンクロージャー、および少なくとも 1 つの論理インターコネクト

• 少なくとも 1 つまたは複数のサポートされるアプライアンスにアップロードされた SPP
論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアを後のアクティブ化用にステージ
ング

1. メインメニューから、[論理インターコネクト]を選択します。
2. マスターウィンドウから、論理インターコネクトを選択し、以下のいずれかの操作を実行
します。

• [アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
• [ファームウェア]ウィンドウから [ファームウェアのアップデート]を選択します。

3. [アップデート操作]から、[後のアクティブ化用にファームウェアをステージング]を選択し
ます。

4. [ファームウェアベースライン]から、インストールするファームウェアバンドルを選択し
ます。
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5. オプション：[強制インストール]を選択して、メンバーがすでにアップデート済みファー
ムウェアを所有しているかどうかに関係なく、すべてのメンバーインターコネクトのファー
ムウェアをアップデートします。

SPP に含まれるバージョンより古いファームウェアバージョンをインストールする場合
は、[強制インストール]オプションを選択する必要があります。 ご使用の環境で最新の
ファームウェアが問題を引き起こすことがわかっている場合、古いバージョンのファーム
ウェアをインストールする必要がある場合があります。

6. [OK] をクリックします。
7. [ファームウェア]ビューの下の [論理インターコネクト]ページで、論理インターコネクト
に関連付けられたファームウェアのバージョンとその関連付けられたインターコネクトを
確認します。

注記: ファームウェアがすでに選択したファームウェアのベースラインにあれば、ファー
ムウェアはアップデートされず、アップデートの必要がないことを示すメッセージが [ア
クティビティ] 画面に表示されます。

16.2.14.3 論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのアクティブ化
後のアクティブ化用にステージングする際、ファームウェアはインターコネクトのセカンダリ
フラッシュメモリに書き込まれ（アップロードされ）ますが、アクティブ化はされません。 こ
のファームウェアを新しいファームウェアのベースラインにするには、ステージングされた
ファームウェアをアクティブ化する必要があります。 1 つまたは複数のインターコネクト上で
ファームウェアのステージングに失敗すると、ファームウェアのアップデート操作は自動的に
終了します。

現在のファームウェアベースラインとインストールまたはステージングされたファームウェア
のバージョンの両方が [論理インターコネクト]画面に表示されます。
前提条件 

• 必要な権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者

• イーサーネットを使用するように構成済みの 2 つのインターコネクトが追加されている少
なくとも 1 つのエンクロージャー、および少なくとも 1 つの論理インターコネクト

• 以前にステージングされたファームウェア

論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのアクティブ化

1. メインメニューから、[論理インターコネクト]を選択し、そのファームウェアを管理する
論理インターコネクトを選択します。

2. [アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
3. [アップデート操作]で [ファームウェアのアクティブ化]を選択します。
4. ファームウェアのアクティブ化方法と、ファームウェアをアクティブ化するインターコネ
クトの遅延を選択します。

注記: 奇数/偶数またはシリアルのアクティブ化では、イーサーネットモジュールが最初
にアップデートされ、次にファイバーチャネルモジュールがアップデートされます。 すべ
てのイーサーネットモジュールがアクティブ化されるまで、ファイバーチャネルモジュー
ルは開始されません。

5. [OK] をクリックします。
6. アクティビティ画面をチェックして、ファームウェアのアップデート操作が完了したかど
うかを確認します。

7. ファームウェアがアクティブ化された後に、ファームウェアバージョンがインストールさ
れたことを確認するには、[ファームウェア]ビューを選択し、インストールされたバージョ
ン番号とベースラインのバージョン番号を比較します。
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16.2.15 論理インターコネクトグループからの論理インターコネクト構成のアッ
プデート

整合性確認とは、論理インターコネクトが親の論理インターコネクトグループの構成と一致し
ていることを確認するために、論理インターコネクトを検証することです。 アプライアンス
は、論理インターコネクトと論理インターコネクトグループの両方を監視し、両者を比較し
て、以下の項目が一致していることを確認します。

整合性確認項目

以下の論理インターコネクト設定に、論理インターコネクトグループで定義さ
れた期待される構成との相違がありますか?

• 高速 MAC キャッシュフェイルオーバーの有効化

• MAC 更新インターバル

• IGMP スヌーピングの有効化

• IGMP アイドルタイムアウトインターバル

• ループ保護

• Pause Flood 保護

イーサーネットインターコネク
トの設定

ポートの割り当てまたはネットワークの関連付けに、論理インターコネクトグ
ループで定義された構成との相違がありますか? アップリンクセットを追加し
ましたか?

アップリンクセット

サーバー間通信のネットワーク割り当てに、論理インターコネクトグループで
定義された構成との相違がありますか?

内部ネットワーク

論理インターコネクトグループは編集されていますか?インターコネクトマップ

ネットワークサービスの要件はされていますか?Quality of Service（QoS）設定

両方の構成が一致する場合は、論理インターコネクトの [整合性状態]フィールドが整合性に設
定され、適合していると見なされます。

不整合が見られる場合、論理インターコネクトのアラートが発行され、[整合性状態]フィール
ドがグループと一致しませんに設定されます。

論理インターコネクトグループの論理インターコネクト構成のアップデート

不整合（グループと一致しません）の論理インターコネクト構成を、論理インターコネクトグ
ループと整合性がある（整合）状態に戻すには、論理インターコネクトグループの設定を適用
し直す必要があります。

注記: 論理エンクロージャー内で [グループからアップデート]を選択することもできます。
これは、不整合の論理インターコネクトによって論理エンクロージャーが不整合になるためで
す。

1. [論理インターコネクト]画面から、[アクション]→[グループからアップデート]の順に選択
します。

注記: [グループからアップデート]オプションは、論理インターコネクトグループと論理
インターコネクトがすでに適合している（[整合性状態]フィールドが整合性に設定されて
いる）場合は使用できません。

整合性のアラートが自動的に消去され、設定が論理インターコネクトグループと一致しま
す。
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注記: アラートを編集して、または手動で消去して、論理インターコネクトを適合させ
ることはできません。通常、[アクション]→[グループからアップデート]の順に選択する必
要があります。

アラートのクリアは、論理インターコネクトリソースのヘルスステータスに影響します
（ヘルスは、クリアされない最も重大なアラートの状態に等しくなります）。 論理イン
ターコネクトに一貫性がなくても、ダッシュボードで正常（緑）のステータスをレポート
するようにしたい場合、これは、有効な使用例です。

2. 確認ボックスをチェックし、すべての影響を理解したことを確認します。

3. [はい、アップデートします]をクリックして確認します。
4. アクティビティが成功したことを確認するには、「通知領域」(94 ページ)で、アクティビ
ティのステータスが緑色になっているかどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってくださ
い。

16.2.16 論理インターコネクトグループの作成
デフォルトでは、エンクロージャーを追加する場合、エンクロージャー内のすべてのインター
コネクトを含む 1 つの論理グループが自動的に作成されます。 論理インターコネクトを複数
作成する場合、最初に各論理インターコネクト内で必要とするインターコネクトで論理イン
ターコネクトグループを作成します。 詳しくは、「エンクロージャーグループの複数の論理イ
ンターコネクトグループについて」(211 ページ)および「論理インターコネクトグループを作成
する場合」(212 ページ)を参照してください。
既存の論理インターコネクトグループをテンプレートとして使用する場合、新規作成するので
はなく論理インターコネクトグループをコピーします。

前提条件 

• 必要な権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者

論理インターコネクトグループの作成

1. メインメニューで、[論理インターコネクトグループ]を選択し、以下のいずれかの操作を
実行します。

• [アクション]→[作成]の順に選択します。
• [+ 論理インターコネクトグループの作成]をクリックします。

2. 論理インターコネクトグループの名前を入力します。

3. 各ベイの使用可能なインターコネクトのリストから選択します。 詳しくは、論理インター
コネクトグループの要件を参照してください。

4. グラフィカルビューで、内部ネットワークエリアの [編集]アイコンをクリックします。
5. [ネットワークの追加]をクリックして、選択可能なネットワークから選択します。
6. 内部ネットワークの追加が完了したら、[OK] をクリックします。
7. [アップリンクセットの追加]をクリックします。
8. 作成する各アップリンクセットの画面で要求されるデータを入力します。 詳しくは、「アッ
プリンクセットの追加」(220 ページ)を参照してください。

9. [作成]をクリックして終了するか、[作成 +] をクリックして追加のアップリンクセットを
作成します。

10. オプション：必要に応じて、下へスクロールして、インターコネクト設定に変更を加えま
す。

インターコネクトグループから作成された論理インターコネクトは、これらの設定を継承
します。 詳しくは、オンラインヘルプの [インターコネクト設定] 画面の詳細を参照して
ください。
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11. オプション：SNMP 設定に変更を加えます。
インターコネクトグループから作成された論理インターコネクトは、これらの設定を継承
します。 詳しくは、オンラインヘルプの [SNMP] 画面の詳細を参照してください。

12. オプション：Quality of Service（QoS）設定に任意の変更を行います。
13. [作成]をクリックして終了するか、[作成 +] をクリックして追加の論理インターコネクト
グループを作成します。

14. 論理インターコネクトグループが作成されたことを確認するには、そのグループを詳細
ウィンドウで見つけます。

15. オプション：編集する論理インターコネクトグループを選択し、[アクション]→[編集]の順
に選択して、必要に応じて利用状況のサンプル設定に変更を加えます。

この設定は、[インターコネクト]画面に表示される利用状況グラフのデータ収集に使用さ
れます。 詳しくは、[利用状況サンプリング] 画面の詳細を参照してください。

16. [OK] をクリックして変更を適用します。
17. 変更内容を確認するには、[全般]ビューで見つけます。

詳細情報

「論理インターコネクトグループについて」(210 ページ)

16.2.17 詳細情報
• 「論理インターコネクトグループ」(53 ページ)

• 「論理インターコネクト」(51 ページ)

• 「アップリンクセット」(64 ページ)

• 「論理インターコネクトのトラブルシューティング」(421 ページ)
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17 エンクロージャー、エンクロージャーグループ、およ
び論理エンクロージャーの管理

エンクロージャーは、モジュラーサーバーハードウェア、インターコネクト、およびストレー
ジのコンポーネントのサポートに必要な電力、冷却、および I/O のインフラストラクチャを統
合します。

エンクロージャーグループには、そのすべてのメンバーエンクロージャーの標準構成を指定し
ます。 エンクロージャーグループを使用すると、管理者は、一貫性があり予測可能な方法で、
複数のエンクロージャーを数秒でプロビジョニングできます。

論理エンクロージャーは、テンプレートとして機能するエンクロージャーグループを使用して
1 つのエンクロージャーの論理ビューを表します。 論理エンクロージャー内の目的の構成がエ
ンクロージャー上の実際の構成と一致しない場合、論理エンクロージャーは不整合になりま
す。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

enclosures[エンクロージャー]

enclosure-groups[エンクロージャーグループ]

logical-enclsoures[論理エンクロージャー]

17.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

17.2 エンクロージャーの管理
17.2.1 エンクロージャーのタスク

HPE OneView のオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• c7000 エンクロージャーを追加して、その内容を管理する。

• c7000 エンクロージャーを追加して、そのハードウェアを監視する。

• 管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェアおよびその他のコンポーネントの追
加

• 現在別のアプライアンスによって管理されている c7000 エンクロージャーを要求する。

• エンクロージャーのリモートサポートデータの収集

• エンクロージャーを編集します。

• 別の管理システムによって現在監視されている、監視対象の c7000 エンクロージャーを強
制的に追加する。

• 削除操作に失敗した場合に c7000 エンクロージャーを強制的に削除する。

• VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーを移行する。

• 監視対象の c7000 エンクロージャーを管理対象ステータスに移動する。

• エンクロージャーの構成を再適用します。

• エンクロージャーを更新して、再度エンクロージャーと HPE OneView の同期を取る。
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• HPE OneView から c7000 エンクロージャーを削除する。

• 既存のエンクロージャーからサーバーおよびその他のコンポーネントを取り外します。

• アクティビティ（アラートおよびタスク）を表示する。

17.2.2 エンクロージャーについて
エンクロージャーは、コンピュート、ネットワーキング、およびストレージのビルディングブ
ロックをサポートするデバイスベイを搭載した物理的な構造物です。 これらのビルディングブ
ロックは、エンクロージャーの共通電源、冷却機構、および管理インフラストラクチャを共有
します。

エンクロージャーについては、次のトピックを参照してください。

• 「c7000 エンクロージャーについて」(228 ページ)

• 「管理対象の c7000 エンクロージャーについて」(228 ページ)

• 「監視対象の c7000 エンクロージャーについて」(229 ページ)

• 「その他の管理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について 」
(230 ページ)

• 「非管理 c7000 エンクロージャーとサポートされていない c7000 エンクロージャーにつ
いて」(239 ページ)

17.2.2.1 c7000 エンクロージャーについて
c7000 エンクロージャーは、管理対象（移行対象を含む）または監視対象のいずれかのエンク
ロージャーとして HPE OneView に追加されます。
管理対象 HPE OneView はエンクロージャーを管理して、構成の適用、サーバープロファイ

ルの展開、動作ステータスの監視、統計情報の収集、およびユーザーに対する特定
の状態の通知を行えるようにします。 管理対象エンクロージャーには、HPE OneView
Advanced または HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスが必要です。 「ライ
センスタイプ」(187 ページ)を参照してください。

監視対象 HPE OneView はハードウェアのインベントリおよびハードウェアステータスだけ
を監視します。 監視対象エンクロージャーの場合、サーバープロファイルの管理は
HPE OneView 内で許可されていません。 監視対象エンクロージャーは、無償の
HPE OneView Standard ライセンスを使用します。 「ライセンスタイプ」(187 ペー
ジ)を参照してください。

移行対象 HPE OneView はエンクロージャーを Virtual Connect Manager（VCM）から移行し
て、そのコンテンツを HPE OneView で管理できるようにします。 エンクロージャー
を移行すると、構成が HPE OneView によってサポートされている場合は、HPE
OneView で既存の構成が取得され、再作成されます。

17.2.2.2 管理対象の c7000 エンクロージャーについて
管理対象となるエンクロージャーの追加により、構成の適用、サーバープロファイルの展開、
動作ステータスの監視、統計情報の収集、およびユーザーに対する特定の状態の通知を行うこ
とができます。 管理対象エンクロージャーを HPE OneView に追加するにはさまざまな方法が
あります。

• 環境内で新しい（別のシステムで管理されていない）エンクロージャーを追加します。 既
存の構成設定は消去され、HPE OneView には取り込まれません。 詳しくは、「管理対象
になるエンクロージャーを追加する前に」(229 ページ)を参照してください。

• Virtual Connect Manager（VCM）で管理されているエンクロージャーを移行します。この
場合は、既存の構成を HPE OneView に取り込んで再作成されます。 詳しくは、「その他
の管理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について 」(230 ペー
ジ)を参照してください。
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注記: 強制的に別の管理システムからエンクロージャーを追加することができます。 ただ
し、その場合、現在管理されているすべての現在の構成設定が削除されます。この構成設定は
HPE OneView にはインポートされません。

管理対象となるエンクロージャーの追加または移行には、HPE OneView Advanced または HPE
OneView Advanced w/o iLO ライセンスが必要です。 「ライセンスタイプ」(187 ページ)を参照
してください。

ProLiant G6 および ProLiant G7 BL680c サーバーブレード

ProLiant G6 サーバーブレードまたは ProLiant BL680c サーバーブレードが含まれる、管理対
象となるエンクロージャーを追加する場合は、以下が発生します。

• これらのサーバーブレードは、HPE OneView に監視対象状態で追加されます。 「監視対
象の c7000 エンクロージャーについて」(229 ページ)を参照してください。

• 管理対象エンクロージャー内にある場合でも、HPE OneView Standard ライセンスがこれ
らのサーバーにのみ自動的に適用されます。 「ライセンスタイプ」(187 ページ)を参照し
てください。

• これらのサーバーのファームウェアは、エンクロージャーの追加中にアップデートされま
せん。 サーバーのファームウェアは、エンクロージャーを追加した後で手動で（HPE
OneView の外部で）アップデートする必要があります。

17.2.2.2.1 管理対象になるエンクロージャーを追加する前に

管理対象になるエンクロージャーを追加する前に、以下の点を検討してください。

• エンクロージャーのすべてのインターコネクト用に 1 つの論理インターコネクトを作成し
ますか? それとも複数の論理インターコネクトを作成しますか? 詳しくは、「エンクロー
ジャーグループの複数の論理インターコネクトグループについて」(211 ページ)を参照して
ください。

• 新しいエンクロージャーグループを作成しますか? それとも既存のエンクロージャーグルー
プを使用しますか?

◦ 既存のエンクロージャーグループでは、新しいエンクロージャーにそのグループの構
成が適用されます。 エンクロージャーのインターコネクトが、エンクロージャーグ
ループに関連付けられた論理インターコネクトグループに従って自動的に構成されま
す。

複数論理インターコネクト構成の場合は、複数の論理インターコネクトグループを含
む既存のエンクロージャーグループを選択します。

◦ 新しいエンクロージャーグループでは、追加するエンクロージャーに基づいて構成が
作成されます。 この場合、エンクロージャーのすべてのインターコネクト用に 1 つ
の論理インターコネクトが自動的に作成されます。

• 新しいエンクロージャーグループを作成する場合は、グループの一意の名前を入力しま
す。 新しい論理インターコネクトグループを作成しますか? それとも既存の論理インター
コネクトグループを使用しますか?

◦ 既存の論理インターコネクトグループでは、インターコネクトにそのグループの構成
が適用されます。

◦ 新しい論理インターコネクトグループでは、エンクロージャーで検出されたインター
コネクトに基づいて構成が作成されます。

17.2.2.3 監視対象の c7000 エンクロージャーについて
c7000 エンクロージャーをインベントリに追加し、ハードウェアを監視できます。 これは、す
でに展開されているエンクロージャーが存在し、これらのエンクロージャーを HPE OneView
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に移行できない場合に役に立ちます。 G6 以降の ProLiant サーバーブレードを備えたエンク
ロージャーは、管理することはできませんが、監視することができます。

c7000 エンクロージャー内のハードウェアの監視は、HPE OneView Standard と呼ばれる無料
ライセンスで実行できます。 詳しくは、「ライセンスタイプ」(187 ページ)を参照してくださ
い。

注記: エンクロージャーのいずれかの部分のファームウェアがサポートされている最小要件
を満たさない場合、エンクロージャーが非管理対象状態に追加されます。 この問題を解決する
には、HPE OneView の外部でファームウェアを手動で更新し、エンクロージャーを更新しま
す。

監視のために c7000 エンクロージャーを追加するには、オンラインヘルプの「エンクロージャー
の追加とそのハードウェアの監視」を参照してください。

監視対象から管理対象への c7000 エンクロージャーの移行

エンクロージャーを HPE OneView 内で監視対象にした後で、監視対象から管理対象に変更す
る場合は、HPE OneView からエンクロージャーを削除して移行するか、または管理対象のエ
ンクロージャーとしてそのエンクロージャーを再度追加して、適切なライセンスを取得する必
要があります。 移行では構成の設定は保持されますが、追加では構成は移行されません。

17.2.2.4 その他の管理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について
VCM（Virtual Connect Manager）または VCEM（Virtual Connect Enterprise Manager）によっ
て管理されるエンクロージャーは、HPE OneView に移行できます。 移行では、ハードウェ
ア、Virtual Connect ドメイン、ネットワーク、サーバープロファイル（プロファイル接続の
MAC アドレスおよび WWN を含む）を含め、エンクロージャーの構成情報が再作成されます。
VCM によって管理される単一のエンクロージャードメインは、UI または REST API を使用し
て、HPE OneView に最大 4 つまで同時に移行できます。
VCEM 管理エンクロージャーは、VCEM の GUI または PowerShell モジュールを使用して HPE
OneView への移行準備ができます。 詳しくは、「VCEM エンクロージャーの HPE OneView
への移行の準備」(245 ページ)を参照してください。

注記: HPE OneView では、移行または管理のために G6 サーバーブレードをサポートしてい
ません。 G6 サーバーブレードを G7 以降のブレードと交換することができます。またはエン
クロージャーを監視することができます。 「監視対象の c7000 エンクロージャーについて」
(229 ページ)を参照してください。

移行対象となるエンクロージャーを追加する場合、エンクロージャーグループを指定するか、
または新しいエンクロージャーグループを作成できます。 「管理対象の c7000 エンクロー
ジャーについて」(228 ページ)を参照してください。

詳細情報

「オフラインまたはインサービスの移行について」(230 ページ)
「部分的にスタックされたドメインの移行について」(231 ページ)
「移行されない VCM 設定について」(234 ページ)
「c7000 エンクロージャーを移行する前に」(234 ページ)
「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)
「移行のタイミングおよびタイプ」(127 ページ)
「VCM から HPE OneView にエンクロージャーを移行するためのベストプラクティス」(239
ページ)

17.2.2.4.1 オフラインまたはインサービスの移行について

エンクロージャーは、オフラインまたはインサービスで HPE OneView に移行できます。
オフライン 移行する前にサーバーの電源はオフになる
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利点：移行時間がより早くなり、部分的にスタックされたドメインがサポート
される

インサービス 移行中にサーバーの電源はオンのまま

利点：サーバー接続のダウンタイムが最小になる

どちらのタイプの移行でも、以下が必要です。

• 互換性レポートに示されているすべてのブロックの問題が解決していること

• インサービス移行の追加の確認事項を含むすべての確認事項を理解し、受け入れること
（たとえば、BIOS およびSR-IOV）

さらに、インサービス移行では以下が必要です。

• デュアルリング構成または左/右垂直スタッキングリンク構成の完全にスタックされたエン
クロージャー。 推奨されるスタッキング接続については、『HPE Virtual Connect for
c-Class BladeSystem セットアップ/インストレーションガイド』を参照してください。

注記: インサービスの移行中に行った変更は、移行後に最初にサーバーを再起動するまで有
効になりません。 いずれかの確認事項（SR-IOV 仮想機能構成など）に、操作に影響する変更
が示されている場合は、再起動を計画します。

追加のインサービスの移行条件を満たすことができない場合は、オフラインの移行をお勧めし
ます。

詳細情報

「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)

17.2.2.4.2 部分的にスタックされたドメインの移行について

Virtual Connect Manager では、3 つのタイプのイーサネットスタッキング構成がサポートされ
ており、HPE OneView に移行することができます。
フル すべてのイーサネットインターコネクトは、他のすべてのイーサネット

インターコネクトのパスを持っています。 フルスタッキングはデフォル
トモードです。

この構成では、すべてのイーサネットおよびファイバーチャネルイン
ターコネクトが 1 つの論理インターコネクトグループとして HPE
OneView に移行されます。 この構成は、インサービスでもオフライン
でも移行できます。 図 15 「Virtual Connect Manager から HPE OneView
へのフルスタッキング移行」を参照してください。

プライマリスライス スタッキングが発生するのは、ドメイン内のプライマリおよびスタンバ
イイーサネットインターコネクト間のみです。

この構成では、プライマリおよびセカンダリインターコネクトが 1 つの
論理インターコネクトグループ内に構成されて、HPE OneView に移行
されます。 他のすべてのイーサネットインターコネクトは、論理イン
ターコネクトグループあたり 1 つのイーサネットインターコネクトで、
独自の論理インターコネクトグループ内に構成されます。 ファイバー
チャネルインターコネクトは、個別の論理インターコネクトグループ内
に構成されます。 この構成はオフラインで移行する必要があります。
図 16 「Virtual Connect Manager から HPE OneView へのプライマリス
ライススタッキング移行」を参照してください。

水平 スタッキングは水平イーサネットインターコネクトの各ペア間で発生し
ます。
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この構成では、横に隣接したすべてのインターコネクトが 1 つの論理イ
ンターコネクトグループ内に構成されて、HPE OneView に移行されま
す。 横に隣接したインターコネクトが存在しない場合は、移行時に、対
応する論理インターコネクトグループに 1 つのイーサネットインターコ
ネクトのみが含まれます。 この構成はオフラインで移行する必要があり
ます。 ファイバーチャネルインターコネクトは、個別の論理インターコ
ネクトグループ内に構成されます。 図 17 「Virtual Connect Manager か
ら HPE OneView への水平スタッキング移行」を参照してください。

図 15 Virtual Connect Manager から HPE OneView へのフルスタッキング移行
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図 16 Virtual Connect Manager から HPE OneView へのプライマリスライススタッキング移
行
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図 17 Virtual Connect Manager から HPE OneView への水平スタッキング移行
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スタッキングを示す

VCM 管理対象エンクロージャーを新規または既存のエンクロージャーグループに移行します。
• 新規エンクロージャーグループ — 論理インターコネクトグループは、Virtual Connect の
スタッキング構成に基づいて作成されます。 ネットワークおよびアップリンクセットは、
新しく作成された論理インターコネクトグループにコピーされます。

水平またはプライマリスライスの場合、以下のようになります。

◦ イーサネットネットワークは、イーサネットインターコネクトを含むすべての論理イ
ンターコネクトグループにコピーされます。 アップリンクセットは、すべての論理イ
ンターコネクトグループにコピーされます。 アップリンクセットポートは、それらの
ポートを含む論理インターコネクトグループ内に作成されたアップリンクセットのみ
にコピーされます。

QoS などのすべてのイーサネット設定は、新しく構成されたイーサネット論理イン
ターコネクトグループに移行されます。

◦ FCoE ネットワークは、関連付けられたアップリンクセットポートを含む論理インター
コネクトグループ内に作成されたアップリンクセットに追加されます。

◦ Virtual Connect ファブリックは、ファブリックのアップリンクポートを含む論理イン
ターコネクトグループ内に、ファイバーチャネルアップリンクセットとしてコピーさ
れます。 関連付けられたファイバーチャネルネットワークも作成されます。

◦ SNMP 構成は、ファイバーチャネル論理インターコネクトグループを含む、すべての
論理インターコネクトグループに移行されます。

• 既存のエンクロージャーグループ — 既存の HPE OneView 論理インターコネクトグルー
プは、Virtual Connect 構成の既存のベイおよびインターコネクトタイプに一致する必要が
あります。 そうしないと、互換性エラーが発生して、移行がブロックされます。
たとえば、VCM 管理対象エンクロージャーがプライマリスライスであり、ベイ 1、2、3、
および 4 が HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24 ポートモジュールで実装される場合、
HPE OneView に、4 つすべてのベイについて同じインターコネクトタイプ（HPE Virtual
Connect FlexFabric 10 Gb/24 ポートモジュール）で定義された論理インターコネクトグ
ループと一致するエンクロージャーグループがないと、エラーが発生します。 さらに、ベ
イ 1 および 2 は 1 つの論理インターコネクトグループに一緒に構成し、ベイ 3 および 4
は、2 つの別々の論理インターコネクトグループに構成しなければなりません （図 16
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「Virtual Connect Manager から HPE OneView へのプライマリスライススタッキング移
行」を参照）。

アップリンクセット、イーサネット設定、SNMP 構成などの、論理インターコネクトグ
ループに適用される属性も一致しなければならず、一致しないとエラーが発生することが
あります。

詳細情報

「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)

17.2.2.4.3 移行されない VCM 設定について

以下の VCM 設定は、HPE OneView に移行されません。

• 証明書、ユーザーアカウント、LDAP、RADIUS、TACACS+、セッションタイムアウト、
ユーザーの役割の構成などのユーザーアカウント固有の情報。

• ポート監視構成。 移行後、各論理インターコネクトで別個にポート監視を構成できます。
詳しくは、オンラインヘルプの「ネットワークトラフィックを監視するポートを構成す
る」を参照してください。

• MAC、WWN、およびシリアル番号のアドレスプールは VCM で定義されています。 HPE
OneView は、割り当てられたプロファイルの一部である MAC、WWN、およびシリアル
番号を移行します。

注記: 移行後に HPE OneView に新たに割り当てられたすべてのアドレスは、HPE
OneView アドレスプールから割り当てられます。 管理者は手動で HPE OneView のカス
タム範囲を定義して、VCM で定義されたものと一致させ、その範囲からの割り当てを続
行することができます。

17.2.2.4.4 c7000 エンクロージャーを移行する前に

移行プロセスを開始する前に、移行の計画を立てます。 『HPE OneView ユーザーガイド』の
「VCM から HPE OneView へのエンクロージャーの移行のプランニング」を参照して、VCM
の構成のバックアップなど、特定の要件が満たされていることを確認してください。

移行プロセスを次の図で説明します。 詳しくは、「VCM で現在管理されている c7000 エンク
ロージャーの移行」(242 ページ)を参照してください。

図 18 移行プロセス
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ご使用の構成の移行の準備に関するヒントについては、「VCM から HPE OneView へのエン
クロージャーの移行のプランニング」(127 ページ)を参照してください。

自動化機能

互換性の問題を解決し、移行を実行すると、HPE OneView によって構成情報が検証され、以
下の機能が自動的に実行されます。

• ネットワークとネットワークセットを作成する。

• 論理インターコネクトグループを作成するか、既存のグループを使用する。

• エンクロージャーグループを作成するか、既存のグループを使用する。

• サーバーに割り当てられていないが、サーバーハードウェアタイプに関連付けられている
サーバープロファイルを作成する。 新しく作成した HPE OneView サーバープロファイル
には、対応する VCM のサーバープロファイルで使用されているのと同じ MAC および
WWN が保持されます。

• エンクロージャーをインポートし、インターコネクトやサーバーなどの物理リソースを追
加します。

• サーバープロファイルを割り当てます。

• インサービス移行では、移行時にインターコネクトが順番に再構成され、VCM 構成が HPE
OneView 構成で上書きされます。 冗長構成では、HPE OneView はインターコネクトの接
続が失われたことを検出し、代替パスにトラフィックを転送します。

移行が終了すると、Virtual Connect ドメインが VCM で使用できなくなります。
エンクロージャーを移行するには、オンラインヘルプの「VCM で現在管理されているエンク
ロージャーの移行」を参照してください。

17.2.2.4.4.1 c7000 の移行およびファームウェアについて

エンクロージャーを移行する前に、ファームウェアが必要最小レベルであることを確認しま
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。 エンクロー
ジャーを移行すると、ファームウェアのベースラインは自動的に手動で管理に設定されます。
VCM 内のファームウェアの設定が HPE OneView に移行されます。
HPE OneView は、エンクロージャーの移行プロセス中にファームウェアの更新を許可しませ
ん。

エンクロージャーを HPE OneView に移行した後は、ファームウェアを更新できます。 詳しく
は、UI ヘルプ内のファームウェアのベストプラクティスおよびエンクロージャーのファーム
ウェアのアップデートを参照してください。

17.2.2.4.5 移行時のブロックの問題について

次の部分的なリストの Virtual Connect の機能は、HPE OneView でサポートされていないため
に移行をブロックする問題と見なされます。 移行をブロックする問題により、Virtual Connect
ドメインと、そのドメインが移行される HPE OneView の論理インターコネクトグループとの
間で設定が競合する可能性もあります。 HPE OneView は、これらの機能をチェックし、これ
らの問題が検出されると移行をブロックします。 問題を解決するには、Virtual Connect 内で
機能を無効にするか、Virtual Connect 内で構成を変更するか、場合によっては、HPE OneView
の論理インターコネクトグループを変更する必要があることもあります。

ある機能がご使用の環境で必要であり、ご使用のエンクロージャーに ProLiant G6 以降のサー
バーブレードが含まれている場合は、エンクロージャーの監視を考慮することができます。
「監視対象の c7000 エンクロージャーについて」(229 ページ)を参照してください。
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注記: VCEM 管理エンクロージャーは、HPE OneView に移行できます。 詳しくは、「その
他の管理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について 」(230 ページ)
を参照してください。

移行をブロックする問題

••• SNMP v3IGMP マルチキャストフィル
ターおよびフィルターセット

高度な SR-IOV1

• •自動展開 ストレージ管理認証情報
• VC ドメイン内に定義される

1000 を超えるネットワーク• •c3000 エンクロージャー、ProLiant
G1～G6 サーバーブレード、
Integrity ブレード、およびストレー
ジサーバーブレード

未割り当てのイーサネット、iSCSI、
または FCoE ネットワーク接続2

• 複数のエンクロージャーがス
タックされたドメイン • サポートされていないファイバー

チャネル速度
2

• 部分的にスタックされたドメイ
ン。

2
• イーサネット、iSCSI、および

FCoE 接続速度タイプが無効 • VCEM の複数の FC イニシエーター

• 代替ネットワーク VLAN にマッ
プされたサーバー VLAN

• Federal Information Processing
Standard（連邦情報処理標準）
（FIPS 140–2）

1
インサービス移行で自動設定と非自動設定が混在するために発生するブロックの問題。 ただし、オフライン移行の
場合は、設定はデフォルトに設定されます（仮想機能がすべての物理機能に均等に分散される）。

2
インサービス移行のみのブロックの問題。

注記: 一般に、ご使用の環境で必要のない機能については、VCM で機能を無効にするとエン
クロージャーを移行できます。

17.2.2.4.5.1 移行時に割り当てられていない VCM サーバープロファイル接続について

割り当てられていない VCM サーバープロファイル接続は、指定されたネットワークまたはファ
ブリックを持たない接続です。 VCM 内の接続には 5 つのタイプがあります。

• イーサネット — 同じサーバープロファイル接続に割り当てられている 1 つ以上のイーサ
ネットネットワーク。

• FCoE — アップリンクセットに関連付けられた FCoE ネットワーク。 イーサネットおよ
び FCoE ネットワークは、同じアップリンクセットを共有できます。

• FCoE FC SAN — SAN ファブリックに割り当てられている FCoE 接続。 これらの接続に
は、SAN ファブリックの一部になっているアップリンクポートへの 1 つ以上のネイティ
ブファイバーチャネル接続があります。 アダプターの FlexFabric 物理機能 2 を利用しま
す。

• ネイティブファイバーチャネル — ファイバーチャネルインターコネクトへのネイティブ
ファイバーチャネルアダプター接続。

• iSCSI — アップリンクセットに関連付けられている iSCSI、イーサネットネットワーク、
または共有解除された iSCSI ネットワーク。 イーサネットおよび iSCSI ネットワークは、
同じアップリンクセットを共有できます。

HPE OneView は、割り当てられていないサーバープロファイル接続をサポートしていないた
め、接続は移行されず、移行されたサーバープロファイル用に再作成することもできません。
ネイティブファイバーチャネル接続の場合、互換性レポートに警告として問題が表示されま
す。 他のすべての接続の場合、インサービス移行用の互換性レポートにブロックの問題が表示
されます。

接続が移行されない場合、未割当のサーバープロファイル接続を解決する方法は、接続が未割
当である理由と、OS 構成の影響によって異なります。

詳細情報

「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)
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「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)

17.2.2.4.6 移行の確認事項について

VCM 移行のブロックまたは警告の問題とは見なされないいくつかの問題は、確認事項として
表示されます。 一部の確認事項は、互換性レポートの警告に関するものです。 どちらの場合
も、移行を開始する前に確認して、その指示に従う必要があります。 すべてのブロックの問題
が解決し、最終的な互換性レポートが生成されると、確認事項が UI に表示されます。 REST
API では、確認事項はacknowledgements 属性で返されます。
特定の確認事項については、以下を参照してください。

• 「VCM 構成のバックアップの確認事項」(237 ページ)

• 「リソース変更の確認事項」(237 ページ)

• 「インサービス移行の冗長ハードウェアおよびソフトウェア構成の確認事項」(237 ページ)

• 「インサービス移行の BIOS 確認事項」(238 ページ)

• 「インサービス移行の SR-IOV 確認事項」(238 ページ)

• 「サーバープロファイルの確認事項」(238 ページ)

17.2.2.4.6.1 VCM 構成のバックアップの確認事項

VCM 構成のバックアップ（show config -includepoolinfo からの出力を含む）が取得
されていることと、エンクロージャーの移行が失敗した場合に使用できる場所に保護されてい
ることを確認します。 バックアップが使用されるのは、VCM 構成を Virtual Connect Manager
の制御に戻す必要がある場合です。 VCM 構成のバックアップは、VCM Web UI または VCMCLI
を使用して作成できます。

詳細情報

http://www.hpe.com/info/virtualconnect/docs にある『Virtual Connect User Guide』
「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)

17.2.2.4.6.2 リソース変更の確認事項

HPE OneView は移行中でも完全に動作しますが、移行が完了するまでは HPE OneView のリ
ソースを変更しないでください。

重要: HPE OneView のリソースを変更すると、移行が失敗する可能性があり、エンクロー
ジャーが未構成のままになって、復旧してからでないと動作可能になりません。 移行が完了す
るのは、HPE OneView の [アクティビティ] 画面内のタスクに、移行が完了しましたと表示さ
れる場合です。

たとえば、移行に含まれるエンクロージャーのネットワーク、ネットワークセット、論理エン
クロージャー、論理インターコネクトグループ、またはサーバープロファイルは編集しないで
ください。 移行プロセス中に、サーバーの電源、アプライアンスの再起動、ファームウェアの
更新などの他のメンテナンス操作を行わないでください。

詳細情報

「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)

17.2.2.4.6.3 インサービス移行の冗長ハードウェアおよびソフトウェア構成の確認事項

HPE OneView のインサービス移行中に、アプリケーションやサービスへの影響を最小限に抑
えるには、冗長ハードウェアおよびソフトウェア構成が必要です。 完全にスタックされたエン
クロージャーを、デュアルリング構成または左/右垂直スタッキングリンク構成で構成する必要
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があります。 推奨されるスタッキング接続については、『HPE Virtual Connect for c-Class
BladeSystem セットアップ/インストレーションガイド』を参照してください。
移行時にはインターコネクトが順番に再構成され、VCM 構成が HPE OneView 構成で上書き
されます。 最大で、移行中の任意の時点に単一インターコネクトのストレージが中断され、移
行中の任意の時点に、偶数または奇数の番号が付けられたベイのネットワークトラフィックが
中断されます。

冗長ネットワークおよびストレージ接続を構成し、ネットワークインターフェイスボンディン
グや MPIO ドライバーなどのフェイルオーバーを提供して、ネットワークおよびストレージの
トラフィックがペアのモジュールの 1 つに継続して渡されるようにし、もう一方のモジュール
が再構成されるようにします。 論理インターコネクトファームウェアの更新と同様に、サー
バーのオペレーティングシステムは、インターコネクトモジュールの接続が失われていること
を検出し、代替パスにトラフィックを転送します。

詳細情報

「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)

17.2.2.4.6.4 インサービス移行の BIOS 確認事項

Virtual Connect Manager では、管理者はプロファイル接続の特定のブート設定（PXE や SAN
ブートなど）を構成する一方で、同じプロファイル内の他の接続にデフォルトのUSE-BIOS 設
定を適用したままにすることができます。 インサービス移行後、サーバーは構成されている
ブート設定を元に起動を続行します。 ただし、インサービス移行後に初めてサーバーが再起動
するとき、USE BIOS に構成されているプロファイルの接続は、HPE OneView の規則に合わ
せてnot bootable に変換されます。

詳細情報

「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)

17.2.2.4.6.5 インサービス移行の SR-IOV 確認事項

VCM では、管理者はサーバープロファイルで FlexNIC 全体に SR-IOV（Single Root I/O
Virtualization）仮想機能の分散を指定できます。 HPE OneView は、サーバープロファイル内
ですべての FlexNIC に均等に仮想機能を分散します。 Virtual Connect ドメイン内の SR-IOV
接続設定がdefault である場合、VCM はすべての SR-IOV 仮想機能をポートの 3 番目の
FlexNIC に割り当てます。 VCM から HPE OneView に移行する場合、この再分散が実行され
るのは、HPE OneView への移行後に最初にサーバーを再起動するときです。 再分散により、
サーバーは PCI デバイスを再列挙することになり、新たなデバイスの順序付けが原因で、サー
バーネットワークトラフィックを中断することになります。 必要な場合は、ホスト OS 内のハ
イパーバイザーおよびゲスト仮想マシンのネットワーク構成を確認して修正し、ネットワーク
接続が中断されないようにします。

詳細情報

「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)

17.2.2.4.6.6 サーバープロファイルの確認事項

サーバーハードウェアに割り当てられていない Virtual Connect サーバープロファイルは、HPE
OneView に移行されません。 これらのサーバープロファイルを移行するには、以下の手順に
従ってください。

• サーバープロファイルをサーバーハードウェアに割り当てます（可能な場合）。

• 移行後に、HPE OneView にサーバープロファイルを手動で再作成します。 「移行後の作
業の実行」(244 ページ)を参照してください。
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詳細情報

「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)
「移行の確認事項について」(237 ページ)

17.2.2.4.7 VCM から HPE OneView にエンクロージャーを移行するためのベストプラクティス

以下のリストは、VCM から HPE OneView にエンクロージャーを移行をガイドするためのベ
ストプラクティスのヒントです。

• 移行を計画します。

• オフラインまたは稼働中の移行オプションを確認します。

• ブロックの問題を理解します。

• 確認事項を理解します。

• 移行後のサーバーに必要なHPE OneView Advanced ライセンスを取得します。

• VCMCLI スクリプトを使用する場合は、http://hewlettpackard.github.io/POSH-HPOneView
で HPE PowerShell モジュールに移行します。

• 稼働中の移行では、移行後にサーバーを再起動することができ、更新された SR-IOV 設定
を収容するよう調整した後に、メンテナンス期間をスケジュールします。

詳細情報

「その他の管理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について 」(230
ページ)

17.2.2.5 非管理 c7000 エンクロージャーとサポートされていない c7000 エンクロージャーにつ
いて

非管理エンクロージャー

非管理エンクロージャーは、現在 HPE OneView によって管理されていない、または監視され
ていないエンクロージャーです。 非管理デバイスについて詳しくは、「非管理デバイスについ
て」(168 ページ)を参照してください。
最小要件を満たしていないファームウェアは、エンクロージャーが管理されない原因になるこ
とがあります。 エンクロージャーを管理対象にするには、ファームウェアを更新します。

サポートされていないエンクロージャー

サポートされていないエンクロージャーは、HPE OneView で管理することはできません。 た
だし、サポートされていないエンクロージャーをラックに配置することはできます。 サポート
されていないエンクロージャーを HPE OneView に追加する場合、プランニングおよびインベ
ントリの目的で、エンクロージャーがラック内で占有する物理スペースを確認できます。 G6
ProLiant サーバーブレードを備えたエンクロージャーがある場合、サポートされていないエン
クロージャーではなく監視対象としてエンクロージャーを追加することを検討します。 「監視
対象の c7000 エンクロージャーについて」(229 ページ)を参照してください。 ProLiant G7 以降
のサーバーブレードは、HPE OneView で管理することができます。 「管理対象の c7000 エン
クロージャーについて」(228 ページ)を参照してください。
HPE OneView には、モデル名、Onboard Administrator 名、エンクロージャー内の OA の数な
ど、サポートされていないエンクロージャーの基本情報が表示されます。

サポートされていないエンクロージャーの最大電力を指定することができます。これにより、
その電力容量を定義することができ、最大容量に達したときに HPE OneView でアラートを生
成できます。
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17.2.2.6 HPE OneView との接続および同期
HPE OneView は、エンクロージャーの接続ステータスを監視します。 HPE OneView がエン
クロージャーとの接続を失った場合は、接続がリストアされるまで通知が表示されます。 HPE
OneView は接続の問題を解決してアラートを自動的に消去しようとしますが、それができな
かった場合は、ユーザーが問題を解決し、手動でエンクロージャーを更新して同期させる必要
があります。

HPE OneView は、エンクロージャーをハードウェアおよび構成設定の変更とも確実に同期さ
せるようにします。 ただし、HPE OneView の外で（たとえば OA から）エンクロージャーに
加えられた変更の一部は、エンクロージャーで同期されない場合があります。 HPE OneView
との同期が失われたエンクロージャーは、手動による更新が必要になる場合があります。

[エンクロージャー]画面からエンクロージャーを更新することによって、エンクロージャーを
HPE OneView と手動で同期させることができます。 エンクロージャーを更新すると、そのエ
ンクロージャー内のすべてのデバイスが更新されます。 詳細については、[エンクロージャー]
画面のオンラインヘルプを参照してください。

17.2.3 c7000 エンクロージャーを HPE OneView に取り込むための前提条件

要件項目

エンクロージャーは、『HPE OneView サポートマトリックス』に記載されている、サポー
ト対象のモデルであること。

エンクロージャーの電源がオンになっていること。

エンクロージャーの
モデル

エンクロージャーに設置されているサーバーハードウェアが、「サーバーハードウェアをア
プライアンスに取り込むための前提条件」(166 ページ)に記載されている前提条件を満たして
いること。

サーバーハードウェ
ア

エンクロージャーファームウェアが、『HPE OneView サポートマトリックス』に記載され
ているサポート対象の最小ファームウェアバージョン以上であること。

ファームウェア

サーバーを管理するには HPE OneView のライセンスが必要です。 「ライセンスについて」
(187 ページ)を参照してください。

ライセンス

プライマリおよびスタンバイ OA が、ホスト名または IP アドレスを使用して構成されてお
り、HPE OneView からアクセスできる必要があります。
OA を管理下に置く作業の一環として、ローカルユーザーアカウントを追加して、ローカル
ユーザーアカウントを使用できるように OA を構成する必要があります。
エンクロージャーに 2 つの Onboard Administrator がある場合は、両方の OA のファーム
ウェアバージョンが同じであること。

Onboard
Administrator

IPv4 または IPv6 構成であること。IP アドレス

サーバーハードウェアの iLO は、IP アドレスを使用して構成するか、DHCP アドレスを使
用して自動的に構成するか、エンクロージャーベイ IP アドレス指定（EBIPA）を指定した
アドレスを使用して手動で構成すること。 HPE OneView がサーバーハードウェア iLO に接
続できること。

iLO の IP アドレス

インターコネクトは、IP アドレスを使用して構成するか、DHCP アドレスを使用して自動
的に構成するか、EBIPA を指定したアドレスを使用して手動で構成すること。

• HPE Virtual Connect ファイバーチャネルインターコネクトの場合は、オンラインヘルプ
の論理インターコネクトファームウェアのアップデートを参照して、ファームウェアを
アップデートする必要があるかどうかを確認してください。

• HPE Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8 インターコネクトの場合は、「Virtual Connect
FlexFabric–20/40 F8 インターコネクトモジュールについて」(219 ページ)を参照して、エ
ンクロージャーあたりのモジュールの推奨最大数を確認してください。

インターコネクト

HPE OneView とエンクロージャーの間の以下のポートが開かれていること。

• TCP 80、443

• UDP 123、161、162

ポートを開く
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17.2.4 チェックリスト：サーバーのデータセンターネットワークへの接続
サーバーをデータセンターネットワークに接続するために、以下の構成要素が必要です。 サー
バーには、エンクロージャー内の Virtual Connect インターコネクトの位置に対応するスロッ
トにネットワークのメザニンカードが必要です。

必要である理由構成要件

論理インターコネクトグループは、エンクロージャーに設置されたイ
ンターコネクトに使用する標準構成を定義します。 エンクロージャー
の 1 つまたは複数の論理インターコネクトグループを定義するかどう
かを決定します。 「エンクロージャーグループの複数の論理インター
コネクトグループについて」(211 ページ)を参照してください。

論理インターコネクトグループを定義す
る必要がある

アップリンクセットによって、どのデータセンターネットワークがど
の物理アップリンクポートを経由してトラフィックを送信できるかが
決まります。 アップリンクセットによって、この論理インターコネク
トからアクセスできるようになるネットワークが定義され、どのアッ
プリンクポートがどのネットワークからのトラフィックを受け入れる
ことができるかが定義されます。

少なくとも 1 つのアップリンクセット
と、少なくとも 1 つのネットワーク、お
よび 1 つのアップリンクポートを論理イ
ンターコネクトグループに追加する必要
がある

エンクロージャーグループは、そのすべてのメンバーエンクロージャー
の標準構成を指定し、そのメンバー論理インターコネクトグループを
識別します。 エンクロージャーグループは、論理インターコネクトグ
ループを介して、物理エンクロージャーに論理インターコネクト構成
を定義します。

エンクロージャーグループを定義し、1
つ以上の論理インターコネクトグループ
に関連付ける必要がある

論理エンクロージャーは、エンクロージャーのエンクロージャーグルー
プと、関連する論理インターコネクトグループおよび論理インターコ
ネクトを識別します。

エンクロージャーは、論理エンクロー
ジャーに属している必要がある

サーバーハードウェアは、論理インターコネクトに含まれる 1 つ以上
のインターコネクトへの物理的な接続を提供します。

サーバープロファイルをサーバーハード
ウェアに割り当てる必要がある

ハードウェアの構成を把握する必要はありませんが、使用可能なネッ
トワークまたはネットワークセットを選択して、サーバーが使用する
ネットワークを指定する必要があります。

サーバープロファイルには 1 つ以上の接
続が必要であり、その接続にはネット
ワークまたはネットワークセットを指定
する必要がある

17.2.5 c7000 エンクロージャーの追加
エンクロージャーを追加すると、エンクロージャー、サーバーハードウェア、およびインター
コネクトが管理下に置かれます。

c7000 の場合、エンクロージャーを追加するには、その OA 認証情報とともに IP アドレスま
たはホスト名を指定します。

17.2.6 c7000 エンクロージャーの追加とそのハードウェアの監視
エンクロージャーをインベントリに追加し、ハードウェアを監視できます。 監視対象のエンク
ロージャーについて詳しくは、「監視対象の c7000 エンクロージャーについて」(229 ページ)
を参照してください。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

エンクロージャーの追加とハードウェアの監視

1. メインメニューで、[エンクロージャー]を選択し、以下のいずれかの操作を実行します。
• マスターパネルで [エンクロージャーの追加 +] をクリックします。
• [アクション]→[追加]の順に選択します。

2. [監視対象としてエンクロージャーを追加]を選択します。
3. 画面で要求されるデータを入力します。
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4. [追加]または [追加 +] を選択します。
追加するエンクロージャーがさらにある場合は、次のエンクロージャーをすぐに追加する
ことができます。エンクロージャーを追加する最後の操作が完了するのを待ってから次の
操作を開始する必要はありません。

5. マスターウィンドウでエンクロージャーが追加されていることを確認します。

17.2.7 VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行
以下の情報では、Virtual Connect Manager（VCM）によって管理されているエンクロージャー
を UI を介して HPE OneView に移行する方法について説明します。

17.2.7.1 前提条件

• 必要な権限：HPE OneView インフラストラクチャ管理者、Onboard Administrator、およ
び VCM ドメイン管理者。

• OA と VCM の認証情報、およびエンクロージャーの OA の IP アドレス。

• VCEM 管理エンクロージャーの場合：VCEM Web インターフェイスまたは HPE PowerShell
モジュールを使用して Virtual Connect ドメインをドメイングループから削除するための
VCEM の認証情報。 詳しくは、「VCEM エンクロージャーの HPE OneView への移行の
準備」(245 ページ)を参照してください。

• VCM 構成をバックアップして保護します（show config -includepoolinfo からの
出力を含む）。 詳しくは、「VCM 構成のバックアップの確認事項」(237 ページ)を参照し
てください。

• 『HPE OneView サポートマトリックス』を参照して、エンクロージャーにサポートされ
ているサーバー、インターコネクトモジュール、メザニンカードが含まれていることを確
認します。

• 移行前にサーバープロファイルを割り当てるか、移行後にサーバープロファイルを再作成
します（該当する場合）。 詳しくは、「サーバープロファイルの確認事項」(238 ページ)
を参照してください。

• Virtual Connect ドメインの OA および iLO とのネットワーク接続を確認します。

• エンクロージャー内にすべてのインターコネクトモジュールが存在しており、電源が入っ
ていることを確認します。

17.2.7.2 VCM で管理されているエンクロージャーの移行
1. メインメニューで、[エンクロージャー]を選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

• マスターパネルで [エンクロージャーの追加 +] をクリックします。
• [アクション]→[追加]の順に選択します。

2. [Virtual Connect ドメインを移行してエンクロージャーを追加]を選択します。
3. 次の情報を入力します。

• Virtual Connect エンクロージャーの OA IP アドレスまたはホスト名

• OA 認証情報（ユーザー名とパスワード）
4. 画面で要求されるデータを入力します。

注記: 新しいエンクロージャーグループに移行するには、[新しいエンクロージャーグ
ループの作成]を選択します。
既存のエンクロージャーグループに移行するには、エンクロージャーグループのリストか
らいずれかを選択します。
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5. [互換性テスト]をクリックします。
レポートのサマリーが [移行詳細]の下に表示されます。

6. 概要はエラーを示していますか。

a. はい。 [移行レポート]をクリックし、ブロッキング問題を参照して解決します。
b. いいえ。 各確認事項を確認します。
各確認事項をすべて読み込む必要があります（それぞれの確認事項をクリックする
と、該当するリンクが分かります）。 影響を理解した後、各確認事項をクリックして
移行を続行します。

7. これはオフライン移行ですか。

a. はい、移行中のエンクロージャー内のサーバーの電源をオフにします。

b. いいえの場合は、次の手順に進みます。

8. 別のエンクロージャーを移行しますか。

a. はい。 [追加 +] をクリックします。
現在のエンクロージャーの移行が開始されます。 現在のエンクロージャーの HPE
OneView リソース（エンクロージャーグループ、論理インターコネクトグループ、
ネットワーク、ネットワークセット、サーバーハードウェアタイプ、およびサーバー
プロファイル）が作成されると、[エンクロージャーの追加]画面では、次のエンクロー
ジャーの OA IP アドレスを追加することを求められます。

注記: 移行数が最大同時移行数である 4 に達した場合は、4 を下回るまで待機する
ことを示すエラーが表示されます。

b. いいえ。 [追加]をクリックします。
現在のエンクロージャーの移行が開始され、[アクティビティ]画面に移行タスクが表
示されます。

移行が成功すると、移行タスクは完了を表示します。 表示されない場合は、提案された解
決策に従ってください。 詳しくは、「移行に失敗する」(410 ページ)を参照してください。

9. 「移行後の作業の実行」(244 ページ)。

17.2.7.3 REST API を使用した VCM エンクロージャーの移行
1. 移行がすでに進行中であるかどうかを判別します。

GET /rest/migratable-vc-domains

同時に実行される移行の数と、他の操作の進行中に互換性レポートを作成したりエンク
ロージャーを移行したりする機能とともに、互換性レポートの集合が返されます。 続行す
るには、migratabilityState が MigrationValid でなければなりません。

2. エンクロージャーの構成を確認します。

POST /rest/migratable-vc-domains

• エンクロージャーグループについては、次のいずれかを実行します。

エンクロージャーを既存のエンクロージャーグループに移行する場合は、
enclosureGroupUri を使用します。

◦

◦ エンクロージャーを新しいエンクロージャーグループに移行する場合、エンク
ロージャーグループ名はシリアル番号に基づいて自動的に生成されます。

互換性レポートを識別するtasks/{id} が返されます。

注記: GET /rest/tasks/{id}

タスクが完了した後、/rest/migratable-vc-domains/{id} URI が返されます。
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3. 手順 2 で取得した/rest/migratable-vc-domains/{id} URI を使用して互換性レポー
トを実行します。

GET /rest/migratable-vc-domains/{id}

4. レポートにエラーが示されていますか。

a. はいの場合は、互換性エラーを解決します。 すべてのブロックの問題が解決されるま
で手順 3 を繰り返します。

b. いいえの場合は、次の手順に進みます。

5. これはオフライン移行ですか。

a. はいの場合は、移行中のエンクロージャーでサーバーの電源をオフにして、最終的な
互換性レポートを実行します。

b. いいえの場合は、最終的な互換性レポートを実行します。

6. 確認事項に応答し、VC エンクロージャーをインポートします。
PUT /rest/migratable-vc-domains/{id}

各確認事項について、[Migrated] に設定したMigrationState とAcknowledgementKey
を含めます。

現在のエンクロージャーの移行が開始されます。

7. 別のエンクロージャーを移行しますか。

a. はい。 手順 1 に進みます。
b. いいえの場合は、次の手順に進みます。

8. 移行の完了を確認します。

GET /rest/migratable-vc-domains

MigrationSubState が [Completed] と表示されます。 表示されない場合は、提案され
た解決策に従ってください。

9. 「移行後の作業の実行」(244 ページ)。

17.2.7.4 移行後の作業の実行
1. 移行はオフライン移行でしたか。

a. はいの場合は、移行されたエンクロージャーでサーバーの電源を入れます。

b. いいえの場合は、次の手順に進みます。

2. オプション：移行前にサーバープロファイルがサーバーハードウェアに割り当てられてい
ない場合、HPE OneView でサーバープロファイルを再作成します。
a. 移行前に VCMCLI からshow config –ncludepoolinfo で取得した情報を使用し
ます。

b. MAC、WWN、シリアル番号、UUID 情報を「ユーザー指定」として入力して、VCM
サーバープロファイル内に存在していた HPE OneView の同じ値を保持します。

3. 以下のベストプラクティスを実行します。

a. HPE OneView で新しい構成をバックアップします。
b. ネットワークおよびストレージの接続をテストします。

c. いずれかの確認事項（SR-IOV 仮想機能構成など）に、操作に影響する変更が示され
ている場合は、再起動を計画します。

注記: インサービス移行時に、一部の変更は、移行後に最初にサーバーを再起動す
るまで有効になりません。

17.2.7.5 互換性の問題の解決
移行ツールによって VCM 管理のエンクロージャー内の機能およびハードウェアが HPE OneView
と互換性があるかどうかが検出されます。 検出された問題はそれぞれ、ハードウェア、ドメイ
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ン、論理インターコネクトグループ、またはサーバープロファイルなどのカテゴリに分類さ
れ、Virtual Connect ドメインまたは HPE OneView システムのどの部分に影響を受けるかが識
別されます。

互換性の問題の解決

1. 各問題と推奨される解決策を確認します。

注記: オフラインの移行を実行する場合は、サーバーの電源を切る前にまず電源に関連
しない問題をすべて解決して、アプリケーションのダウンタイムを制限します。

a. 処置を実行する必要があるかどうかを判断するために、警告を評価します。

問題がユーザーの構成の使用に影響するという警告が示された場合は、何らかの処置
を実行してください。 それ以外の場合は、警告を無視してかまいません。

b. VCM または HPE OneView 内で構成を変更することで、すべての移行ブロックエラー
を解決します。

問題を解決するには、Virtual Connect 内で機能を無効にするか、Virtual Connect 内で
構成を変更するか、場合によっては、HPE OneView の論理インターコネクトグルー
プを変更する必要があることもあります。

たとえば、アップリンクセットに不一致があり、それらのアップリンクセットの 1 つ
が HPE OneView 内に存在しており、同じ構成の 10 個のエンクロージャーが同じエ
ンクロージャーグループに移行する場合は、HPE OneView でアップリンクセットを
更新します。

2. すべてのブロックの問題が解決されるまで、互換性のテストレポートを再実行します。

3. 移行プロセスを続行します。

詳細情報

「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)
「その他の管理システムによって管理される c7000 エンクロージャーの移行について 」(230
ページ)

17.2.8 VCEM エンクロージャーの HPE OneView への移行の準備
VCEM（Virtual Connect Enterprise Manager）によって管理されるエンクロージャーは、HPE
OneView に移行できます。 エンクロージャーの Virtual Connect ドメインは、移行プロセスを
開始する前に Virtual Connect ドメイングループから削除する必要があります。 Virtual Connect
ドメインを削除するには、次のいずれかのオプションを選択します。

オプション 1：VCEM GUI の使用
1. 最初に、VCEM Web インターフェイスを介して Virtual Connect ドメイングループから

Virtual Connect ドメインを削除します。 VCEM は、ドメイン内のプロファイルに割り当
てられている MAC および WWN を「外部」としてマークします。 これにより、VCEM は
今後それらのアドレスを再使用しません。

エンクロージャーは VCM で管理されます。

注記: VCM 範囲は、VCEM ドメイングループに由来する場合でも、移行されません。
プロファイル接続ごとの個別の MAC/WWN は、HPE OneView 内のユーザー定義 ID とし
て使用されます。 今後割り当てられる新しいアドレスは、HPE OneView のアドレスプー
ルから割り当てられます。

2. 「c7000 エンクロージャーを移行する前に」(234 ページ)に説明されている VCM 移行プロ
セスに従います。

オプション 2：HPE PowerShell モジュールを使用する
HPE PowerShell モジュールを使用して、オプション 1 で説明したプロセスを自動化すること
ができます。
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1. http://hewlettpackard.github.io/POSH-HPOneView/ から HPE PowerShell ライブラリを
ダウンロードします。

2. HPE PowerShell モジュールから、Invoke-HPOVVcmMigration コマンドを実行します。
詳しくは、HPE PowerShell モジュールのドキュメントを参照してください。

3. 「c7000 エンクロージャーを移行する前に」(234 ページ)に説明されている VCM 移行プロ
セスに従います。

17.2.9 c7000 エンクロージャーの管理の効果
エンクロージャーが HPE OneView によって管理されているときは、以下のエンクロージャー
設定が有効です。

• 管理アカウントが作成されます。

• SNMP が有効になり、アプライアンスが SNMP トラップ送信先として追加されます。

• Network Time Protocol（NTP）が有効になり、アプライアンスが NTP タイムソースにな
ります。

• NTP のデフォルトポーリング間隔が 8 時間に設定されます。

• アプライアンス証明書がインストールされ、シングルサインオン操作が有効になります。

• エンクロージャーファームウェア管理が無効になります（監視対象エンクロージャーを除
く）。

• このエンクロージャーの Virtual Connect インターコネクトで Virtual Connect Manager が
無効になります。

• SPP を備えたエンクロージャーを追加する場合、Onboard Administrator（OA）とインター
コネクトのファームウェアが SPP 内のバージョンと一致するよう更新されます。 ベース
ラインは、エンクロージャー内の各論理インターコネクトにも設定され、『HPE OneView
サポート マトリックス』に記載されています（監視対象エンクロージャーを除く）。

17.3 エンクロージャーグループの管理
17.3.1 エンクロージャーグループのタスク

HPE OneView のオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• エンクロージャーグループの作成

• エンクロージャーグループの編集

• エンクロージャーグループの削除

17.3.2 エンクロージャーグループについて
エンクロージャーグループは、論理エンクロージャーに一貫性のある構成を定義するテンプ
レートです。 エンクロージャーグループのネットワーク接続は、エンクロージャーグループに
関連付けられた論理インターコネクトグループによって定義されます。

17.3.2.1 エンクロージャーグループおよび論理インターコネクトグループ

• エンクロージャーグループ内のベイに割り当てられている論理インターコネクトグループ
は、論理インターコネクトグループ内でそのベイを設定する必要があります。

• 論理インターコネクトグループ内の設定済みのベイはすべて、エンクロージャーグループ
に割り当てる必要があります。 たとえば、ベイ 1 および 2 が設定されている論理インター
コネクトグループは、エンクロージャーグループを作成するために、エンクロージャーグ
ループのベイ 1 および 2 に割り当てる必要があります。
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17.3.3 エンクロージャーグループの作成
エンクロージャーグループは、ある論理エンクロージャーを構成するエンクロージャーのため
の整合性のある構成を定義する論理リソースです。 エンクロージャーグループのネットワーク
接続は、エンクロージャーグループに関連付けられた論理インターコネクトグループによって
定義されます。

17.3.3.1 前提条件

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• 1 つ以上の作成済み論理インターコネクトグループ

17.3.3.2 エンクロージャーグループの作成
1. メインメニューで [エンクロージャーグループ]を選択してから、次の操作を実行します。

• [アクション]→[作成]の順に選択します。
• [エンクロージャーグループ]をクリックします。

2. 新しいエンクロージャーグループの一意の名前を指定します。

3. この画面で要求されるデータを入力します。  エントリーのサポートが必要な場合は、オ
ンライン ヘルプの [エンクロージャーグループ画面詳細]を参照してください。

4. オプション。 構成スクリプトを入力します。 エンクロージャーの構成スクリプトを使用
すると、一貫した構成が作成されてエンクロージャーの展開が簡素化され、OA（Onboard
Administrator）がエンクロージャーを手動で構成する必要がなくなります。 詳しくは、オ
ンラインヘルプの「OA 構成スクリプトを使用したエンクロージャーの構成」を参照して
ください。

5. [作成]をクリックしてエンクロージャーグループを作成するか、[作成 +] をクリックして
複数のエンクロージャーグループを作成します。

6. エンクロージャーグループが追加されたことをマスターウィンドウに表示されているかど
うかで確認します。

詳細情報

「エンクロージャーグループについて」(246 ページ)

17.4 論理エンクロージャーの管理
17.4.1 論理エンクロージャーのタスク

アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 論理エンクロージャーの作成

• 論理エンクロージャーの編集

• 論理エンクロージャーの削除

• 論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

• 無効なファームウェアを含む非管理対象エンクロージャーの管理対象化

• エンクロージャーグループからの論理エンクロージャーのアップデート

• 論理エンクロージャー構成の再適用

• OA 構成スクリプトを使用したエンクロージャーの構成

• 論理エンクロージャーのサポートダンプの作成
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17.4.2 論理エンクロージャーについて
論理エンクロージャーは、テンプレートとして機能するエンクロージャーグループを使用して
1 つのエンクロージャーの論理ビューを表します。 論理エンクロージャー内の目的の構成がエ
ンクロージャー上の実際の構成と一致しない場合、論理エンクロージャーは不整合になりま
す。 [論理エンクロージャー]画面を使用して、ファームウェアや構成スクリプトを管理した
り、サポートダンプを作成したり、[エンクロージャーグループ]画面から作成したアップデー
トを論理エンクロージャー内のエンクロージャーに適用したりします。

論理エンクロージャーは、c7000 エンクロージャーを追加するときに自動的に作成されます。

17.4.2.1 整合性のない論理エンクロージャーについて
論理エンクロージャーは、以下の場合に整合性を失うことがあります。

• 論理エンクロージャーまたは論理エンクロージャー構成スクリプトによって参照されるエ
ンクロージャーグループが変更された。 たとえば、論理インターコネクトグループがエン
クロージャーグループに対して追加、変更、または削除された。

• 論理インターコネクトと論理インターコネクトグループに整合性がない。

• 他の論理エンクロージャー構成とエンクロージャーグループに整合性がない。

• 論理インターコネクトグループのエンクロージャーグループのインベントリと比較した場
合に、余分なまたは欠落している論理インターコネクトがある。

詳細情報

オンラインヘルプの「エンクロージャーグループからの論理エンクロージャー構成のアップ
デート」

17.4.2.2 論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデートについて
共有インフラストラクチャ、共有インフラストラクチャとプロファイル、および OA（Onboard
Administrator）のみ（存在する場合）で、論理エンクロージャーからファームウェアをアップ
デートできます。

論理エンクロージャーに関連付けられたエンクロージャーのファームウェアをアップデートす
ると、論理エンクロージャー用に構成されたファームウェアベースラインによって、OA と同
様に、そのエンクロージャーおよびエンクロージャー内の論理インターコネクトそれぞれに
ベースラインが設定されます。

[論理エンクロージャー]画面から、ファームウェアのアップデートを開始できます。 ファーム
ウェアは、次の順序でアップデートされます。

1. Onboard Administrator
2. 論理インターコネクト

3. サーバーハードウェアおよびその関連付けられたサーバープロファイル

詳細情報

オンラインヘルプの「論理エンクロージャーでファームウェアを更新」

17.4.3 論理エンクロージャーの作成
論理エンクロージャーは、エンクロージャーをアプライアンスに追加するときに自動的に作成
されます。

17.4.4 論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート
共有インフラストラクチャ、共有インフラストラクチャとプロファイル、および OA（Onboard
Administrator）のみ（存在する場合）で、論理エンクロージャーからファームウェアをアップ
デートできます。
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注記: 論理エンクロージャーファームウェアの更新中に、その論理エンクロージャーの一部
である論理インターコネクトからファームウェアのアップデートを開始しないでください。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• 1 つまたは複数の SPP がアプライアンスのファームウェアレポジトリに追加されている。

• プロファイルを持たないサーバーの電源をオフにする。

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

1. メインメニューから、[論理エンクロージャー]を選択します。
2. マスターウィンドウで、ファームウェアバンドルをアップデートしたいエンクロージャー
を選択します。

3. [アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
4. 画面で要求されるデータを入力します。 オンラインヘルプで画面の詳細を参照してくださ
い。

5. [OK] をクリックします。
アップデートが進行すると、アップデートの 1 つのコンポーネントに障害が発生した場
合、論理エンクロージャーのアップデートは失敗します。

6. [論理エンクロージャー]画面の詳細ウィンドウに、新しいファームウェアベースラインが
表示されていることを確認します。

詳細情報

「論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデートについて」(248 ページ)

17.4.5 論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの作成
論理エンクロージャーのサポートダンプファイルには、各メンバーの論理インターコネクトの
内容と、アプライアンスのサポートダンプの内容が含まれます。 ファイルのバンドル全体が、
ダウンロードできるように圧縮され、暗号化されます。 統合された論理エンクロージャーのサ
ポートダンプは、論理インターコネクトからのサポートダンプ情報として暗号化され、HPE 専
用の知的財産が含まれています。

注記: [設定：アプライアンス]画面からサポートダンプファイルを作成することにより、暗号
化されていないアプライアンスのサポートダンプの内容を表示できます。

複数の論理エンクロージャーのサポートダンプを作成するように指示された場合は、それぞれ
の論理エンクロージャーの画面に移動してサポートダンプを作成します。 それぞれのサポート
ダンプが完了するまで待ってから、後続のサポートダンプを作成する必要があります。

デフォルトでは、論理エンクロージャーのサポートダンプにはアプライアンスのサポートダン
プが含まれます。 アプライアンスサポートダンプを含まない論理エンクロージャーサポートダ
ンプを作成するように指示された場合は、論理エンクロージャーの REST API を使用する必要
があります。 詳しくは、論理エンクロージャーの REST API スクリプティングオンラインヘル
プを参照してください。

前提条件 

• 論理エンクロージャーのリソース

• どのユーザーの役割もサポートダンプを作成できる

論理エンクロージャーのサポートダンプの作成

1. メインメニューから、[論理エンクロージャー]を選択し、論理エンクロージャーを選択し
ます。

2. [アクション]→[論理エンクロージャーのサポートダンプの作成]の順に選択します。
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3. [作成します]をクリックして確認します。
サポートダンプをバックグラウンドで作成中、他のタスクの実行を続行できます。

4. このタスクが完了すると、ブラウザーのデフォルトのダウンロードフォルダーにサポート
ダンプ zip ファイルがダウンロードされるか、またはファイルをダウンロードする場所を
指定するように求めるプロンプトが表示されます。

論理エンクロージャーのサポートダンプファイル名の形式は、
host_name-LE-name-date-time.sdmp です。

5. 指定したファイルの場所に zip ファイルがあることを確認します。
6. サポートダンプを提供する手順について、認定サポート担当者に問い合わせてください。

詳細情報

「サポートダンプファイルについて」(376 ページ)
「論理エンクロージャーについて」(248 ページ)

17.5 詳細情報
• 「リソースモデルについて」 (43 ページ)

• 「ライセンスの管理」 (187 ページ)
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18 管理対象デバイスのファームウェアの管理
注記: この章では、アプライアンスの管理対象デバイスのファームウェアを管理する方法に
ついて説明します。 アプライアンスのファームウェアのアップデートについては、「アプライ
アンスのアップデート」 (311 ページ) を参照してください。

HPE Service Pack for ProLiant（SPP）とも呼ばれるファームウェアバンドルには、配布可能
ファイルのセット、完全版の ISO ファイル、および HPE ProLiant サーバーファミリとオペレー
ティングシステムごとに分割された 6 つのサブセット ISO が含まれます。 SPP はファーム
ウェアおよびシステムソフトウェアの包括的な集合体で、HP ProLiant のサーバー、コントロー
ラー、ストレージ、サーバーブレード、およびエンクロージャー用のドライバー、エージェン
ト、ユーティリティ、およびファームウェアパッケージを含む単一のソリューションスタック
として、すべてまとめてテストされています。 SPP の各配布可能ファイルには、 Smart Update
Manager（SUM）と、ソフトウェアおよびファームウェアの Smart コンポーネントが含まれ
ています。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

firmware-bundles[ファームウェアバンドル]

18.1 ファームウェアのタスク
HPE OneView のオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加

• カスタム SPP を作成する。

• ファームウェアのダウングレード

• 管理対象デバイスのファームウェアベースラインの確立

• ファームウェアバンドルリポジトリからのファームウェアバンドルの削除

• 管理対象デバイスのファームウェアのアップデート

• ファームウェアバンドルのファームウェアレポジトリを表示して、以下を確認する。

レポジトリのファームウェアバンドルのリスト◦
◦ ファームウェアバンドルの内容

◦ レポジトリで使用可能なストレージ容量

18.2 ファームウェアバンドルについて
追加のツールをダウンロードしてインストールしなくても、アプライアンスで、データセン
ター全体のファームウェア管理を行えます。 アプライアンスに組み込まれているファームウェ
ア管理機能を使用して、ファームウェアのベースラインを定義し、多数のリソース間のファー
ムウェアの更新を実行できます。 アプライアンスにリソースを追加すると、アプライアンスは
自動的にリソースファームウェアを、アプライアンスが管理するために必要な最低のバージョ
ンに、またはベースラインとして定義されるバージョンにアップデートします。 「サポートさ
れていないファームウェアについて」(255 ページ)も参照してください。
ファームウェアバンドルは、Service Pack for ProLiant（SPP）とも呼ばれ、ファームウェアと
システムソフトウェアコンポーネントを包括的に集めたものです。これらはすべて、ドライ
バー、エージェント、ユーティリティ、およびファームウェアパッケージを含む単一のソリュー
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ションスタックとしてまとめてテストされています。 ファームウェアバンドルを使用すると、
HPE ProLiant サーバー、コントローラー、ストレージ、サーバーブレード、およびエンクロー
ジャーのファームウェアをアップデートできます。

アプライアンスのファームウェアを強制的に古いバージョンにダウングレードできますが、イ
ンストール速度が低下することがあり、デバイスが使用不能になる可能性があることに注意し
てください。

ファームウェアレポジトリ

内蔵のファームウェアレポジトリにより、SPP ファームウェアバンドルとホットフィックスを
アプライアンスにアップロードし、ベストプラクティスに従ってそれを環境に展開できます。
レポジトリの SPP のバージョンおよび内容は、[ファームウェアバンドル]画面から表示できま
す。 ファームウェアバンドルを選択すると、リリースの日付、サポートされる言語とオペレー
ティングシステム、およびバンドルコンポーネントが表示されます。 画面には、アプライアン
スにファームウェアバンドルを追加するために使用できるストレージ容量も表示されます。 レ
ポジトリで使用可能な容量より大きいファームウェアバンドルを追加することはできません。

注記: ご使用のハードウェアが利用可能なすべての管理機能を活用するために最新かつ最も
強力なファームウェアバンドルを搭載するには、アプライアンスに最新のファームウェアバン
ドルをダウンロードし、それをファームウェアレポジトリに追加します。

HPE OneView は、Windows および Linux については 128 個の並列サーバーファームウェア
アップデート、ESXi については 10 個の並列サーバーファームウェアアップデートをサポート
します。

SPP のベースラインとしての適用について
SPP は、ベースラインとしてエンクロージャー、インターコネクト、およびサーバープロファ
イルに適用することができ、デバイス間のファームウェアおよびドライバーの目的のバージョ
ンを決定します。 http://www.hpe.com/info/spp からローカルシステムに SPP をダウンロー
ドしたら、アプライアンスのファームウェアバンドルレポジトリにアップロードします。 SPP
の各配布可能ファイルには、Smart Update Manager とファームウェアの Smart コンポーネン
トが含まれています。 エンクロージャー全体のファームウェアの管理は、[エンクロージャー]
画面から開始できます。 論理インターコネクトファームウェアは、[論理インターコネクト]画
面からアップデートすることができます。 [サーバープロファイル]画面から、割り当てられて
いるサーバーハードウェアのファームウェアベースラインを設定できます。 アプライアンス
は、選択したファームウェアのベースラインにより、コンプライアンスに適合しないデバイス
を強調表示して、ファームウェアの互換性に関する問題を特定します。

ファームウェアレポジトリのサイズをデフォルトの 12GB から 100GB に増やすために仮想ディ
スクを手動で拡張することができます（最小で 275GB の総ディスク領域が必要）。 ベストプ
ラクティスは、アプライアンスのインストール中に仮想ディスクを拡張することです。 詳しく
は、『HPE OneView インストールガイド』を参照してください。
ファームウェアバンドルレポジトリから、任意またはすべての SPP を削除できます。 ただし、
少なくとも 1 つの SPP を常に使用可能にしておくことをお勧めします。これは、ファームウェ
アの最小バージョンより古いリソースを監視または管理のためにアプライアンスに追加すると
きに SPP が必要なためです。 ある SPP を削除したい場合は、その SPP を削除する前に、す
べてのリソースを別の SPP に割り当てなおすことをお勧めします。 SPP を割り当てるには、
サーバープロファイルまたはエンクロージャーを編集し、ファームウェアのベースラインフィー
ルドを設定します。

c7000 エンクロージャーの場合、別のツールを使用してファームウェアを管理したい場合は、
手動で管理を選択します。

ホットフィックスのアップロードと使用について

Hewlett Packard Enterprise では主要な SPP リリースの間にコンポーネントのホットフィック
スをリリースすることがあります。 Hewlett Packard Enterprise は、ホットフィックスがアッ
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プロードされて使用可能であることを通知し、そのホットフィックスが適用される SPP の詳
細情報を提供します。 ベースの SPP とホットフィックスを使用して、HPE OneView でカス
タム SPP を作成します。 詳しくは、REST API スクリプトヘルプ の「ホットフィックスの
アップロード」を参照してください。

新しいカスタム SPP を使用して、HPE OneView でさまざまな管理対象リソースのベースライ
ンを設定できます。 あるホットフィックスが、すでにベースライン上にある管理対象リソース
に関連している場合、ホットフィックスだけが適用されます。

注記: ファームウェア更新のターゲットシステムが Linux OS の場合、表示される HPE ProLiant
システムの ROM バージョンは ROM Linux ホットフィックスコンポーネントです。 それ以外
の場合は、SPP バンドル内で更新された最新の ROM バージョンが表示されます。

18.2.1 ファームウェアのアップデートについて
以下の場合を除いて、ファームウェアは、デバイスを追加すると、指定したファームウェア管
理ベースラインに自動的にアップデートされます。

• HPE OneView の外部で管理する必要がある HPE ProLiant G6 サーバーおよび HPE ProLiant
G7 サーバー。

• 論理インターコネクトの一部として別途管理されている Virtual Connect インターコネク
トファームウェア。 オンラインヘルプの「c7000 エンクロージャーの論理インターコネク
ト上にあるファームウェアのアップデート」を参照してください。

注記: エンクロージャーと、OA または iLO ファームウェアを、サポートされている HPE
OneView の最小バージョンより古いバージョンに追加する場合は、エンクロージャーを追加す
るときに、最新の OA または iLO ファームウェアが含まれる SPP を使用してファームウェア
が自動的に更新されます。 ただし、すべての SPP が削除されている場合は、このようなエン
クロージャーをインポートできません。 この状況では、OA と iLO の必要な最小バージョン以
上を提供する SPP を最初にアップロードしてから、エンクロージャーを追加します。

すべてのリソース（OA、iLO、サーバー、または Virtual Connect）は、ファームウェアをアッ
プグレードするときにオフラインになります。 アップグレードは常に、保守の時間帯に実行し
てください。 ファームウェアのアクティブ化時のダウンタイムを最小限に抑えるには、「Virtual
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Connect インターコネクトファームウェアのアップグレード時の可用性の維持」(256 ページ)を
参照してください。

ファームウェアアップデートが必要な場合リソース

OA（オンボード管理者）は、エンクロージャーのファームウェアをアップデートするとき
にオフラインになります。

エンクロージャー

ファームウェアのアップデートでは、サーバープロファイルを編集してファームウェアの
ベースラインを変更する必要があります。 ファームウェアベースラインを変更する前に、
サーバープロファイルが割り当てられているサーバーの電源を切る必要があります。

Smart Update ツールを使用すると、サーバーの電源が入っているときにファームウェア
ベースラインを変更できます。

サーバープロファイ
ル

次の場合に、インターコネクトはオフラインになります。

• 論理インターコネクトのファームウェアをアップデートまたはアクティブ化する。 ファー
ムウェアのステージング時にインターコネクトをオフラインにする必要はありません。

• エンクロージャーのファームウェアをアップデートし、エンクロージャー、論理イン
ターコネクト、およびサーバープロファイルをアップデートするオプションを選択す
る。

ステージング済みでアクティブ化されていないファームウェアがインターコネクトにある
場合、そのインターコネクトを次に再起動したときにファームウェアがアクティブ化され、
インターコネクトがオフラインになります。

以下の方法でファームウェアをアップデートすることによって、スタッキングモードが
enclosure でスタッキングヘルスが冗長接続の論理インターコネクトに接続したサーバーの
ネットワーク接続の損失を防止できます。

1. 論理インターコネクトのファームウェアをステージングします。
2. 偶数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアクティ
ブ化します。

3. ファームウェアアップデートが完了し、インターコネクトが構成済み状態になるまで待
機します。

4. 奇数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアクティ
ブ化します。

インターコネクト

ファームウェアのアップグレードは、割り当てられている役割に基づきます。

• サーバー管理者の役割は、エンクロージャー OA およびサーバーのファームウェアをアッ
プグレードできます。

• ネットワーク管理者の役割は、インターコネクトのファームウェアをアップグレードでき
ます。

• インフラストラクチャ管理者の役割は、すべてのデバイスのファームウェアをアップグ
レードできます。

18.2.1.1 ファームウェアの手動管理について
エンクロージャーおよびサーバープロファイルは手動で管理に設定できます。この場合、ファー
ムウェアは SUM などの外部ツールを使用して管理します。 HPE OneView は、デバイスの
ファームウェアバージョンを報告しますが、ファームウェアをアップデートしようとはしませ
ん。 その場合、SUM は、オペレーティングシステムを介してファームウェアおよびドライバー
を管理できます。

Virtual Connect ファームウェアは常に、HPE OneView を介して管理されます。

SUM を使用したアップデート

SUM は、Virtual Connect インターコネクトの場合を除いて、HPE OneView によって管理され
るデバイスのファームウェアとドライバーの両方をアップデートできます。
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SUM は、http://www.hpe.com/info/SmartUpdate （英語）から無料でダウンロードできます。

説明SUM の動作：

HPE OneView を使用してファームウェアをアップデートした後で、HPE OneView を使用
して適用されたのと同じ SPP ベースラインを使用し、SUM を使って環境内のドライバー
をアップデートします。

ドライバーのインス
トールまたはアップ
デート

SUM を使用してファームウェアをアップデートした後で、影響を受ける HP OneView 内
のデバイスを更新し、新しいファームウェアバージョンを反映させます。 [エンクロー
ジャー]または [サーバーハードウェア]画面から[アクション]→[更新]の順に選択します。

注記: サポートされている最小ファームウェアバージョンより古いデバイスを HPE
OneView で管理している場合、それらのデバイスのダウングレードは推奨されません。 サ
ポートされている最小ファームウェアレベルより下までダウングレードする必要がある場
合は、ダウングレードする前にエンクロージャーを HPE OneView から取り外します。

ファームウェアの
アップデート

SUM を使用してホットフィックスをインストールします。 アップデートを実行した後で、
影響を受ける HPE OneView 内のデバイスを更新し、新しいファームウェアバージョンを
反映させます。 [エンクロージャー]または [サーバーハードウェア]画面から[アクション]→[更
新]の順に選択します。

ホットフィックスの
インストール

18.3 サポートされていないファームウェアについて
リソースを追加して管理下に置くときに、リソースファームウェアを、サポートされる最小レ
ベルにアップデートする必要があります。 アプライアンスは、リソースがアプライアンスに追
加されるときに、ファームウェアを自動的にアップデートしようとします。 アップデートが失
敗した場合は、アラートが生成されます。

注記: デバイスのファームウェアを更新するには、サポートされている SPP をアプライアン
スのファームウェアリポジトリにアップロードする必要があります。 HPE OneView ソフト
ウェアアップデートおよび製品固有のファームウェアのバンドルを入手するには、http://
www.hpe.com/info/hpeoneview/updates （英語）参照してください。

ファームウェアバンドルでサポートされていないファームウェア

サポートされる最小バージョンより古いファームウェアを含むファームウェアバンドルを追加
しようとすると、アラートが生成され、ファームウェアバンドルはアプライアンスのファーム
ウェアレポジトリに追加されません。

エンクロージャーでサポートされていないファームウェア

エンクロージャーを追加すると、アプライアンスでは以下の処理が行われます。

• インターコネクトの論理インターコネクトファームウェアが必要な最小レベルより古い場
合、またはインターコネクトファームウェアのレベルが一致しない場合は、アラートが生
成されます。 [論理インターコネクト]画面または REST API から論理インターコネクト
ファームウェアをアップデートする必要があります。

• 必要最小レベルより古い場合（サポートされている SPP がアプライアンスにインストー
ルされていること）、OA ファームウェアが自動的に更新されます。

• 必要最小レベルより古い場合（サポートされている SPP がアプライアンスにインストー
ルされていること）、iLO ファームウェアが自動的に更新されます。

論理エンクロージャーでサポートされていないファームウェア

論理エンクロージャーを追加すると、アプライアンスは以下のことを行います。

• 1 つまたは複数のコンポーネントの実際のファームウェアバージョンが、必要最小レベル
より古い場合は、アラートを生成します。 ベースラインを指定していなくても、必要最小
レベルより古い場合（サポートされている SPP がアプライアンスにインストールされて
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いること）、SPP および iLO のファームウェアは自動的に更新されます。 [論理エンク
ロージャー]画面または REST API からファームウェアベースラインを選択してください。

サーバープロファイルでサポートされていないファームウェア

関連付けられた iLO ファームウェアがサポートされる最小バージョンより古い場合は、サー
バープロファイルを適用できません。代わりに、[サーバーハードウェア]画面が表示され、iLO
ファームウェアをアップデートするように指示されます。

インターコネクトでサポートされていないファームウェア

サポートされる最小バージョンより古いファームウェアを使用するインターコネクトを追加し
ようとすると、アラートが生成されます。 [論理インターコネクト]画面または REST API から
論理インターコネクトファームウェアをアップデートする必要があります。

[論理インターコネクト]画面の [ファームウェア]パネルに、各インターコネクトのインストー
ル済みのファームウェアのバージョンおよびファームウェアベースラインが表示されます。

18.4 Virtual Connect インターコネクトファームウェアのアップグレー
ド時の可用性の維持

Virtual Connect（VC）インターコネクトはファームウェアアップデートプロセスのアクティ
ベーションステージで再起動するため、これらのモジュールへのサーバー接続が中断されま
す。 冗長ハードウェア構成、ネットワークとアップリンクセットの冗長接続、およびサーバー
自体への NIC チーミングの適切な構成を確保することにより、モジュールファームウェアのア
クティベーションの影響を最小限に抑えることができます。 以下のネットワーク設計の手法を
使用することをお勧めします。 HPE FlexFabric インターコネクトをアップデートする際にも、
アプリケーションの機能停止を回避するために SAN 接続を冗長に構成する必要があります。
ネットワーク接続の設計時に、VC インターコネクトのファームウェアアップデートプロセス
中に中断することなくトラフィックの通過を続行するために、サーバーアプリケーションの機
能に影響を与える可能性のあるすべての依存関係を考慮してください。 ダウンタイムに敏感な
環境でファームウェアをアップデートする前に、次のような冗長設計の要素を確認します。

説明構成

VC インターコネクト間にスタッキングリンクを構成し、任意のサーバーブレードがサー
バーの場所に関係なく論理インターコネクト内の任意のネットワークまたはアップリンク
セットにネットワークによって到達できるようにします。 これは、ファームウェアのアッ
プグレード時の機能停止に耐える個々の VC インターコネクトの機能において主要な役割
を果たします。

スタッキングリンク

ファームウェアを手動でアクティブ化するか、REST API を使用してアクティベーション
のスクリプトを実行し、ネットワークの機能停止を最小限に抑えます。 この場合、モジュー
ルのアクティベーションの順序は、ファームウェアのアップデート中にネットワークやス
トレージの接続が中断または維持される仕組みに関して重要な役割を果たします。 VC イ
ンターコネクトファームウェアのアクティベーションを交互に行うことをお勧めします。

• サーバーのネットワークおよびストレージ接続が水平方向に隣接した VC インターコネ
クト全体に冗長構成されている場合、左側と右側（奇数と偶数）のモジュール間で交互
にアクティベーションを行うことにより、ネットワークおよびストレージ接続の中断を
最小限に抑えることができます。

• サーバーのネットワークおよびストレージ接続が垂直方向に隣接した VC インターコネ
クト全体に冗長構成されている場合、両方のアダプターポートへのサーバーの接続が失
われないようにすると同時に、ネットワークおよびストレージ接続の中断を最小限に抑
えるために、アクティベーションの順序を交互にする必要があります。

ファームウェアのア
クティベーション
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説明構成

A 側および B 側の両方の接続を持つイーサーネットおよびファイバーチャネルネットワー
クを作成し、アップリンクセット内のすべてのアップリンクを常にアクティブな状態にで
きるようにするか、または制御されたフェイルオーバーを提供できるようにします。

A 側および B 側の接
続

NIC チーミングおよび vSwitch 構成を設定し、ネットワーク接続の冗長、高速ネットワー
クパス障害の検出、および冗長パスに対するタイムリーなフェイルオーバーを確保します
（利用可能な場合）。

次のオペレーティングシステムの設定を使用して、より高速なリンク障害の検出とフェイ
ルオーバーの初期化を行うことができます。

• 通常の動作条件で、Smart リンク設定は、対応するサーバーの NIC ポートを無効にし
て、vSwitch、vDS（vNetwork Distributed Switch）、またはチーミングソフトウェアで
個々の NIC ポートの状態を変更します。 これにより、オペレーティングシステムは障
害を検出し、トラフィックを代替パスに移動させます。 Smart リンクが設計どおりに動
作するように、有効な DCC（Device Control Channel）互換の NIC ファームウェアおよ
びドライバーをサーバーブレードにインストールする必要があります。 ただし、ファー
ムウェアアップデートプロセス中に、アクティベーションのために VC インターコネク
トをリセットする場合、インターコネクト管理プロセッサーが再起動されているため、
Smart リンクと DCC プロトコルは、リンクがダウンしたことを示すメッセージを NIC
に送信することはできません。 このため、ファームウェアアップデート操作を実行中、
VMware ESXi Server ネットワーク構成で、[リンク状態のみ]に対して vSwitch または
vDS ネットワークフェイルオーバー検出オプションを構成することによりリンク障害を
検出するのは、NIC およびホスト OS の責任です。

• VSphere 環境では、高可用性（HA）モードをオフにするか、または vSphere HA のタ
イムアウトをデフォルトの 13 秒から 30～60 秒に増やすことをお勧めします。 これら
のオプションが構成されている場合、すべてのゲストオペレーティングシステムは、
アップグレードおよびスタッキングリンクの再収束と最適なネットワークパスの再計算
によって予想されるネットワークの機能停止を免れることができます。

• ネットワークフェイルオーバー検出オプションまたは HA 設定を変更できない環境で
は、ファームウェアアップデートの [後のアクティブ化用にファームウェアをステージ
ング] オプションを使用します。 VC インターコネクトはアップデートされますが、ア
クティブ化されません。 OA によって VC モジュールを再起動するか、UI で[論理イン
ターコネクト]→[アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に移動し、[ファー
ムウェアのアクティブ化]を選択して、ファームウェアを手動でアクティブ化できます。

• 一部のスイッチのスパニングツリーエッジポート機能により、スイッチポートは、スパ
ニングツリーの「リスニング」および「ラーニング」ステージをバイパスし、「フォ
ワーディング」ステージにすばやく移行することができます。 この機能を有効にするこ
とにより、エッジデバイスは、スパニングツリー上で待機する必要なしにネットワーク
上ですばやく通信を開始し、デフォルトのスパニングツリータイマーで 30 秒以上かか
る可能性のあるプロセスのループを防ぐためにポートをブロックする必要があるかどう
かを判定します。 VC インターコネクトはエッジデバイスであるため、この機能によ
り、サーバーの NIC は、さらに 30 秒間待機することなくネットワーク上で即座に通信
を開始し、スパニングツリーアルゴリズムで再計算することができます。

冗長ネットワーク接
続

18.5 ファームウェアを管理するためのベストプラクティス

説明ベストプラクティス

仮想ディスクのサイズを拡張して、ファームウェアのレポジトリを 100GB に
増やします。 『HPE OneView インストールガイド』を参照してください。

SPP レポジトリの仮想ディスク
のサイズを増やす

エンクロージャー内のデバイスに対してファームウェアアップデートプロセス
を開始する前に、以下の手順を実行します。

1. OA で、[エンクロージャー情報]→[エンクロージャー設定]→[エンクロー
ジャー TCP/IP 設定]の順に選択します。

2. [NIC オプション]タブを選択します。
3. NIC 設定を自動ネゴシエートにします。

OA での NIC の設定
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説明ベストプラクティス

最新の SPP をhttp://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlからダウンロードし、ア
プライアンスリポジトリに SPP をアップロードします。
任意のフィルターを適用して、環境固有の SPP をダウンロードします。

注記: SPP の各配布可能ファイルには、HPE Smart Update Manager とファー
ムウェアの Smart コンポーネントが含まれています。

現在の最新の SPP をアップロー
ドします。

[論理エンクロージャー]画面の [ファームウェアのアップデート]オプションを
使用してファームウェアベースラインを設定することをお勧めします。 これに
より、エンクロージャー内のすべてのデバイスが指定した SPP レベルにすぐに
アップデートされます。

エンクロージャー内のすべての
デバイスに同じファームウェア
ベースラインを設定します。

http://www.hpe.com/jp/spp にある SPP カスタマイズダウンロードの Web
ポータルにログインし、環境固有のフィルターを使用してカスタム SPP を作成
します。 サーバーモデルのフィルターまたオペレーティングシステムのフィル
ターを適用して、サイズがさらに小さい SPP を作成します。

ヒント: フィルターを保存しておきます。

カスタム SPP を作成する場合
は、SPP カスタムダウンロード
を使用して作成します。

Hewlett Packard Enterprise は、すべてのファームウェアが適切な順序でインス
トールされるようエンクロージャー内のすべてのデバイスにファームウェアの
ベースラインを設定することをおすすめしていますが、特定のコンポーネント
のファームウェアを更新することもできます。 コンポーネントのファームウェ
アを独立して更新する場合は、OA、論理インターコネクト、サーバープロファ
イルの順にファームウェアをアップグレードします。 ファームウェアが含まれ
ている SPP と同じ SPP からドライバーをインストールすることをお勧めしま
す。

適切な順序でファームウェアを
アップデートします。

Smart Update ツールを使用すると、サーバープロファイルを介してファーム
ウェアおよびドライバーを更新できます。 インストール手順については、
www.hpe.com/info/hpsut/docs （英語）で『Smart Update Tools User Guide』
を参照してください。

SUT モードを [Auto Stage Deploy] に設定します。 メンテナンスウィンドウ
で再起動します。

サーバーの電源がオンで OS が
実行中のときに Smart Update
ツール（SUT）を使用してファー
ムウェアとドライバーをアップ
デート

ファームウェアベースラインが [手動で管理]に設定されていない場合は、管理
対象デバイスで SUM または別の外部ツールを使用してファームウェアをアッ
プデートしないでください。

ファームウェアをアップデート
する前に、管理対象デバイスの
設定を確認します。

HPE OneView ではファームウェアレポジトリをバックアップしません。その
ため、カスタム SPP の作成に使用した SPP の SUM レポジトリ内など、アプ
ライアンス上にないリポジトリに SPP を保存します。

SPP をアプライアンスとは別の
場所に保存します。

少なくとも 1 つの SPP を常に使用可能にしてください。これは、ファームウェ
アの最小バージョンより古いリソースを監視または管理のためにアプライアン
スに追加するときに SPP が必要なためです。 古い SPP を削除したい場合は、
削除する前に、その SPP を使用するすべてのリソースを別の SPP に割り当て
なおします。

古い SPP をファームウェアレポ
ジトリから削除する。

詳細情報

「管理対象デバイスのファームウェアの管理」(251 ページ)

18.6 カスタム SPP の作成
HPE では主要な SPP リリースの間にコンポーネントのホットフィックスをリリースすること
があります。 ベースの SPP とホットフィックスを使用して、HPE OneView でカスタム SPP
を作成します。 管理対象のリソースにホットフィックスを適用するには、ホットフィックスを
使用してカスタマイズした SPP を作成します。
OneView でホットフィックスを適用する場合は、さまざまな方法を使用できます。

• SPP カスタムダウンロードを使用し、ホットフィックスを使用して新しい SPP を作成す
る（Hewlett Packard Enterprise の推奨方法）。
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• SUM で、ホットフィックスを使用して新しい SPP を作成する。

• ホットフィックスをアップロードし、HPE OneView を使用してカスタム SPP を作成す
る。

注記: 作成する任意のカスタム SPP には、iLO、OA、および Virtual Connect ファームウェ
アを含める必要があります。

OA、VC、および iLO のホットフィックスでは、.scexe バージョンのホットフィックスをアッ
プロードするようにしてください。

前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者またはサーバー管理者

• ISO（イメージ）ファイルをマウントできるソフトウェア
オプション 1：SPP カスタムダウンロードを使用して、カスタム SPP を作成する 
SPP カスタムダウンロード機能を使用して、カスタマイズされた SPP を HPE OneView にアッ
プロードすることをお勧めします。 手順とアクセスについて詳しくは、http://www.hpe.com/
jp/spp （日本語）を参照してください。
オプション 2：SUM を使用してカスタム ISO SPP を作成する
1. http://www.hpe.com/jp/spp （英語）から SUM をダウンロードします。
2. SUM ファイルを任意のディレクトリに解凍します。
3. http://www.hpe.com/jp/spp （日本語）からローカルディレクトリに SPP ISO ファイル
をダウンロードします。

4. ご使用のソフトウェアの手順に従って、SPP ISO ファイルをアクセス可能なファイルシス
テムにマウントします。

5. \hpsum ディレクトリの Hpsum.bat をダブルクリックして、SUM を起動します。
6. SUM のメインメニューから、[ベースラインライブラリ]→[ベースラインを追加 +] を選択
します。

ホットフィックスはカスタムベースラインに含まれています。

7. [位置の詳細]で、マウントされた SPP の hpe\swpackages ディレクトリにアクセスしま
す。

8. [追加]をクリックします。 続行する前に、追加操作を完了します。
9. カスタム SPP に含めたいベースラインライブラリに、HPE からダウンロードしたその他
のコンポーネント（アップデート）を追加します。

10. ベースラインライブラリから SPP およびコンポーネントを選択します。
11. [アクション]→[カスタムを作成]の順に選択します。
12. 使用する任意のフィルターを選択します。ただし、次のフィルターは必須です。

• [概要]：[ブート可能な ISO] を選択
• [OS タイプ]：[RHEL 5] および [RHEL 6] を選択

13. [ISO の作成]をクリックして新しいファームウェアバンドルを作成します。
14. アプライアンスのファームウェアレポジトリにファームウェアバンドルを追加します。 詳
しくは、オンラインヘルプを参照してください。

15. [ファームウェアバンドル]画面の詳細ウィンドウにあるファームウェアバンドルの内容で、
アップロードが完了したことを確認します。

オプション 3：ホットフィックスをアップロードし、カスタム SPP を作成する
前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者またはサーバー管理者

• 有効なホットフィックスがリポジトリで 1 つ以上利用できる
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1. メインメニューから、[ファームウェアバンドル]を選択します。
2. [アクション]→[カスタムファームウェアバンドルの作成]の順に選択します。
3. カスタム SPP 名を入力し、ベース SPP を選択します。
4. [ホットフィックスの追加]をクリックして、利用可能なホットフィックスを追加します。
5. [OK] をクリックします。
6. [ファームウェアバンドル]画面の詳細ウィンドウにあるファームウェアバンドルの内容で、
アップロードが完了したことを確認します。

REST API を使用してホットフィックスをアップロードし、カスタム SPP を作成することもで
きます。 詳しくは、REST API スクリプティングヘルプ を参照してください。

注記: ホットフィックスをアップロードしてカスタム SPP を作成する方法は、特に管理対象
リソースにホットフィックスを適用する場合に使用されます。

18.7 管理対象デバイスのファームウェアのアップデート
ファームウェアバンドルを使用すると、管理対象サーバー、ブレードブレード、およびインフ
ラストラクチャ（エンクロージャーおよびインターコネクト）のファームウェアをアップデー
トできます。 サーバープロファイルを使用して、エンクロージャー内のすべてのリソース、
Onboard Administrator ファームウェアのみ、論理インターコネクト内のファームウェア、また
は特定のサーバーのファームウェアのアップデートを選択できます。 エンクロージャー内のす
べてのリソースを更新する場合は、サーバープロファイルに関連付けられていない場合でも、
すべてのサーバーが更新されます。

[論理エンクロージャー]画面から、オンボード管理者のファームウェアの更新を開始できます。
詳しくは、「論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート」(248 ページ)を参照
してください。

また、コンポーネントファームウェアを個々に更新するように選択することもできます。 コン
ポーネントファームウェアの独立したアップデート時のベストプラクティスとして、次の順序
でファームウェアをアップデートします。

1. Onboard Administrator
2. 論理インターコネクト

3. サーバープロファイル

18.7.1 論理エンクロージャーでファームウェアを更新する
前提条件 

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者（エンクロージャーに対
して）

• 1 つまたは複数の SPP がアプライアンスのファームウェアレポジトリに追加されている。
論理エンクロージャーで c7000 エンクロージャーファームウェアを更新する
エンクロージャーを追加する、またはエンクロージャーのファームウェアを更新すると、論理
エンクロージャーのファームウェアベースラインの選択によって、OA と同様に、そのエンク
ロージャーおよびエンクロージャー内の論理インターコネクトそれぞれにベースラインが設定
されます。

1. メインメニューから、[論理エンクロージャー]を選択します。
2. マスターウィンドウで、ファームウェアバンドルをアップデートしたいエンクロージャー
を選択します。

3. [アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
4. [ファームウェアベースライン]から、インストールするファームウェアバンドルを選択し
ます。

手動で管理を選択した場合、デバイス上のファームウェアを管理するためにアプライアン
ス外部のメカニズムを使用しています。
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注記: SPP に含まれるバージョンより古いファームウェアをインストールする場合は、
[強制インストール]オプションを選択して、ファームウェアをダウングレードする必要が
あります。 ご使用の環境で最新のファームウェアが問題を引き起こすことがわかっている
場合、古いバージョンのファームウェアをインストールする必要がある場合があります。

注意: ファームウェアをダウングレードすると、サーバーが使用不能になり、インストー
ル速度が低下する場合があることに注意してください。 たとえば、iLO ファームウェア
が、リッチインフラストラクチャ仕様（RIS）を採用していない以前のバージョンにダウ
ングレードされると、Smart Update ツールと HPE OneView との間の通信が失われます。

5. [ファームウェアのアップデート]から、次のオプションのいずれかを選択します。

アップデートされるデバイスオプション

OA、ファン、および電源装置ファームウェア

注記: ファームウェアのベースラインが論理インターコネ
クトに設定されていない場合は、[ベースライン]に未セット
と表示されます。 論理インターコネクトのベースラインは、
エンクロージャーの追加中または論理インターコネクト
ファームウェアのアップデート中に設定できます。

[エンクロージャー]

サーバープロファイルが関連付けられているサーバーの OA、
すべてのメンバー相互接続、およびサーバーハードウェアの
ファームウェア（iLO を含む）

[エンクロージャー + 論理インターコネクト +
サーバープロファイル]

6. [OK] をクリックします。
• ファームウェアのアップデートは、OA、論理インターコネクト、サーバーハードウェ
アの順に行われます。

• アップデートと同じバージョンのファームウェアを実行しているハードウェアコン
ポーネントは、ファームウェアアップデート操作からスキップされます。

• すべてのメンバーインターコネクトがアップデート可能な場合、論理インターコネク
トのアップデート操作が開始されます。

• サーバープロファイルをアップデートする場合、操作は個々のサーバープロファイル
に以前に割り当てられたすべての SPP ベースラインを上書きします。

7. [論理エンクロージャー]画面の詳細ウィンドウに、新しいファームウェアベースラインが
表示されていることを確認します。

18.7.2 サーバープロファイルによるファームウェアのアップデート
前提条件

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

サーバープロファイルによるファームウェアのアップデート

特定のサーバーのファームウェアをアップデートするには、既存のサーバープロファイルを編
集するか、新しいサーバープロファイルを作成してから SPP のバージョンを指定します。

注記: サーバープロファイル内のファームウェアベースラインは、変更しない限り再適用さ
れません。

1. メインメニューで、[サーバープロファイル]を選択し、次のいずれかの操作を実行します。
• マスターペインで [プロファイルの作成]をクリックします。
• マスターペインでサーバープロファイルを選択し、[アクション]→[編集]を選択しま
す。
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2. [ファームウェアベースライン]に対応するファームウェアバンドルを選択します。
SPP に含まれるバージョンより古いファームウェアをインストールする場合は、[強制イ
ンストール]オプションを選択して、ファームウェアをダウングレードする必要がありま
す。 サーバーにインストールされている最新のファームウェアが問題を引き起こすことが
わかっている場合（リリースノートに記載されています）、古いバージョンのファーム
ウェアのインストールが必要である場合があります。

注意: ファームウェアをダウングレードすると、アプライアンスが使用不能になり、イ
ンストール速度が低下する場合があることに注意してください。 たとえば、iLO ファーム
ウェアが、リッチインフラストラクチャ仕様（RIS）を採用していない以前のバージョン
にダウングレードされると、Smart Update ツールと HPE OneView との間の通信が失われ
ます。

3. 更新を完了するには、次のいずれかを実行します。

• これが新しいプロファイルである場合は、[作成]をクリックしてサーバープロファイ
ルを作成します。

• 既存のプロファイルを編集している場合は、[OK] をクリックしてサーバープロファ
イルを更新します。

4. サーバーの電源を入れて、ファームウェアをアクティブ化します。

a. メインメニューから [サーバーハードウェア]を選択します。
b. サーバーを選択してから、[アクション]→[電源オン]を選択します。

5. [サーバープロファイル]画面の詳細ウィンドウに新しいファームウェアベースラインのリ
ストがあることを確認します。

18.7.3 サーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデート
前提条件

• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

サーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデート

特定のサーバーのファームウェアをアップデートするには、既存のサーバープロファイルテン
プレートを編集するか、新しいサーバープロファイルテンプレートを作成してから SPP のバー
ジョンを指定します。

注記: サーバープロファイルテンプレート内のファームウェアベースラインは、変更しない
限り再適用されません。

1. メインメニューで、[サーバープロファイルテンプレート]を選択し、次のいずれかの操作
を実行します。

• マスターウィンドウで [サーバープロファイルテンプレートを作成してください]をク
リックします。

• マスターウィンドウでサーバープロファイルテンプレートを選択し、[アクション]→[編
集]を選択します。

2. [ファームウェアベースライン]に対応するファームウェアバンドルを選択します。
SPP に含まれるバージョンより古いファームウェアをインストールする場合は、[強制イ
ンストール]オプションを選択して、ファームウェアをダウングレードする必要がありま
す。 サーバーにインストールされている最新のファームウェアがご利用の環境で問題を引
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き起こすことがわかっている場合（リリースノートに記載されている場合があります）、
古いバージョンのファームウェアのインストールが必要である場合があります。

注意: ファームウェアをダウングレードすると、アプライアンスが使用不能になり、イ
ンストール速度が低下する場合があることに注意してください。 たとえば、iLO ファーム
ウェアが、リッチインフラストラクチャ仕様（RIS）を採用していない以前のバージョン
にダウングレードされると、Smart Update ツールと HPE OneView との間の通信が失われ
ます。

3. 更新を完了するには、次のいずれかを実行します。

• これが新しいテンプレートである場合は、[作成]をクリックしてサーバープロファイ
ルテンプレートを作成します。

• 既存のテンプレートを編集している場合は、[OK] をクリックしてサーバープロファ
イルテンプレートを更新します。

4. [サーバープロファイルテンプレート]画面の詳細ウィンドウに新しいファームウェアベー
スラインのリストがあることを確認します。

18.8 詳細情報
• 「ファームウェアバンドルのトラブルシューティング」 (411 ページ)

• 「エンクロージャーについて 」(228 ページ)

• 「論理インターコネクトとのファームウェアの関連付けについて」(214 ページ)

• 「サーバープロファイルについて」(173 ページ)
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19 電力、温度、およびデータセンターの管理
アプライアンスを使用して、IT ハードウェアの電力および温度を管理できます。 ハードウェ
アの温度を管理および監視するには、サーバーハードウェアをラックに追加し、ラック内で
サーバーハードウェアを配置し、1 つまたは複数のデータセンターにラックを追加します。

19.1 電力の管理
電力を管理するには、[電力供給デバイス]画面または REST API を使用して、電力供給デバイ
スをアプライアンスに記述します。 アプライアンスは、HPE Intelligent Power Delivery Device
（iPDU）とその接続を自動的に検出します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

power-devices[電力供給デバイス]

enclosures（電力容量）

server-hardware（電力容量）

19.1.1 役割
• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

19.1.2 電力管理のタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI および REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 電力供給デバイスを追加する。

• 電力接続を追加する。

• 電力供給デバイスをフィルター処理する。

• 最後の 5 分間の iPDU の電力消費量を表示する。

• 最後の 24 時間の iPDU の電力消費量を表示する。

• 電力供給デバイスのプロパティを編集する。

• 電力供給デバイスのロケーターランプの電源をオンまたはオフにする。

• 電力供給デバイスの電源を切断する。

• 電力供給デバイスを取り外す。

• iPDU とアプライアンス間の接続の問題を解決する。

• 現在別の管理システムによって管理されている iPDU を追加する。

• 電力使用率統計を表示する。

• エンクロージャーの電力容量設定をアップデートする（REST API のみ）。

• サーバーハードウェアの電力容量設定をアップデートする（REST API のみ）。

19.1.3 電力供給デバイスについて
電力供給デバイスは、IT ハードウェアに電力を供給します。 データセンターの通常の電力ト
ポロジには、給電線、ブレーカーパネル、分岐回路、配電ユニット（PDU）などの電力供給デ
バイスや、負荷セグメント、コンセントバー、およびこれらのデバイスのアウトレットコン

19.1 電力の管理 265



ポーネントが含まれます。 電力供給デバイスをアプライアンスに追加すると、温度制限、定格
電流、ディレーティング電流を使用して電力を管理できます。

[電力供給デバイス]画面には、次のクラスのデバイスの説明が表示されます。

• インテリジェントパワーディストリビューションユニット（iPDU）。アプライアンスで自
動的に検出および制御できます。

• アプライアンスで検出できないその他の電力供給デバイス。 これらのデバイスは、手動で
アプライアンスに追加することで、追跡、インベントリ、および電力管理に使用できるよ
うになります。

電力供給デバイスをアプライアンスに追加する方法に関係なく、アプライアンスは同じタイプ
の分析（容量、冗長性、および構成）を自動的に生成します。 iPDU の場合、アプライアンス
は、統計データを収集してエラーを報告します。

アプライアンスとの接続および同期

アプライアンスは、iPDU の接続ステータスを監視します。 アプライアンスが iPDU との接続
を失った場合は、接続がリストアされるまでアラートが表示されます。 アプライアンスは接続
の問題を解決してアラートを自動的に消去しようとしますが、それができなかった場合は、
ユーザーが問題を解決し、手動で iPDU を更新してアプライアンスと同期させる必要がありま
す。

また、アプライアンスは、iPDU を監視して、ハードウェアや電力接続に対する変更を同期さ
せます。 ただし、アプライアンスの制御の外で（たとえば、iLO や OA から）デバイスに加え
られた一部の変更は、デバイスとアプライアンス間で同期されない場合があります。 アプライ
アンスとの同期が失われたデバイスは、手動による更新が必要になる場合があります。

注記: iLO または OA を使用してデバイスを変更することはお勧めしません。 デバイスの iLO
またはOA からデバイスを変更すると、デバイスとアプライアンス間で同期されない場合があ
ります。

アプライアンスと iPDU との接続は、[電力供給デバイス]画面から手動で更新できます。 詳細
については、[電力供給デバイス]画面のオンラインヘルプを参照してください。

19.2 データセンターの管理
このアプライアンスのデータセンターとは、サーバー、エンクロージャー、デバイスなどの IT
機器が格納されたラックが設置されている、物理的に連続した領域を表します。 データセン
ターは、コンピュータールームの一部を記述し、有用なグループ分けを提供して、環境および
電力と温度の要件の概要を示します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

datacenters[データセンター]

19.2.1 役割
• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

19.2.2 データセンターのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI および REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• データセンターを追加および編集する。

• データセンターをビジュアル化した表示を操作する。
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• データセンターの温度を監視する。

• データセンターを管理から削除する。

19.2.3 データセンターについて
データセンターは、IT 機器を含むラックが配置されている物理的に連続した領域を表します。
たとえば、IT 機器が 2 つの部屋または別々のフロアにあるとします。 その場合は、それらの
各エリアにデータセンターを作成できます。

データセンター内のサーバー、エンクロージャー、または配電デバイスはそれぞれ所要電力を
報告できますが、データセンターの電力および冷却の要求を全体として把握するのは困難な場
合があります。 アプライアンスを使用すると、サーバー、エンクロージャー、および電力供給
デバイスの電力および冷却の管理を 1 つの管理システムにまとめることができます。
データセンターの [レイアウト]ビューは、最後の 24 時間に記録された最高温度を示すように
色分けされています。

デフォルトのデータセンター：Datacenter 1
はじめてアプライアンスを初期化すると、Datacenter 1 という名前のデータセンターが作
成されます。 このデータセンターは、ラックをビジュアル化するための場所として用意されて
います。 このデータセンターは、実際のデータセンターの値やレイアウトに合わせて名前変更
または編集したり、データセンターのモデルを計画する基礎として利用したり、悪影響を及ぼ
すことなく削除したりできます。

デフォルトのラック配置

ラックを管理対象としてアプライアンスに追加すると、アプライアンスは、そのラックの実際
の位置がわからなくても、すべてのデータセンターにラックを表示します。 配置されていない
ラックを含むデータセンターを表示すると、配置されていないラックが表示されているという
警告が表示されます。 ラックをデータセンターに割り当てると、そのラックはほかのデータセ
ンターには表示されなくなります。

19.3 ラックの管理
ラックでは、温度、電力を管理し、エンクロージャーのレイアウトを記述することができま
す。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

racks[ラック]

19.3.1 役割
• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

19.3.2 ラックのタスク
• ラックを追加、編集、または削除します。

• ラック内のデバイスのレイアウトを変更します。

• ラックの温度制限を設定します。
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19.3.3 ラックについて
ラックは、エンクロージャー、サーバー、電力供給デバイス、非管理デバイスなどの IT 機器
が含まれる物理構造です（非管理デバイスは、ラックのスロットを使用して電力を消費したり
熱を排出したりしますが、アプライアンスでは管理されません）。 ラックとその中の機器は、
アプライアンスに追加することによって管理できます。 ラックをアプライアンスで管理する
と、アプライアンスを容量および電力のプランニングに使用できます。 また、アプライアンス
は、統計データを収集し、管理対象のラックの電力および温度を監視します。

エンクロージャーをアプライアンスに追加すると、自動的にラックが作成され、そのラックに
エンクロージャーが配置されます。 アプライアンスは、管理リンクケーブルで接続されたエン
クロージャーをすべてラックに配置します。 エンクロージャーが追加されると、アプライアン
スによってエンクロージャーがラックの上から下へと配置されます。 エンクロージャーをイン
テリジェントシリーズラックに配置した場合、エンクロージャーのスロットが自動的に検出さ
れます。 他のラックの場合、ラック内のエンクロージャーのレイアウトを正確に記述するに
は、ラックを編集してエンクロージャーを適切なスロットに配置する必要があります。

アプライアンスを使用して、ラック構成および電力供給トポロジを表示および管理できます。
ラックの物理サイズ（幅、高さ、および奥行）、U スロットの数、およびラック内の各機器の
位置を指定できます。 ラックに電力を供給するラック PDU、およびラック内またはいずれか
の側での PDU の物理的な位置を指定できます。 ラック内のデバイスをそれらの PDU に接続
する方法も記述できます。

c7000 エンクロージャーでは、アプライアンスは、Location Discovery Service（位置情報検出
機能）により、ProLiant サーバーラックの高さとラックモデルを自動的に検出し、ラック内ま
たはラック間でデバイスを移動した場合には、デバイスの物理的な位置をアップデートしま
す。

注記: c7000 エンクロージャーでは、HPE インテリジェントシリーズラックを検出した場
合、アプライアンスはインテリジェントラックの Location Discovery Service を使用して自動
的にラックの高さを設定します。 インテリジェントシリーズ以外のラック、または空のラック
の場合、デフォルトのラックの高さは 42U になります。

ラックを管理対象としてアプライアンスに追加した後で、そのラックをデータセンターに追加
して、データセンターのレイアウトをビジュアル化したり、デバイスの電力や冷却のデータを
監視したりできます。

ラックを管理下に置いた後で、冗長化した無停電の電源装置をラック内のデバイスに提供する
電力供給トポロジを構成できます。

ラックの命名

ラック名を指定したり、変更したりする方法は、ラックをどのようにしてアプライアンスに追
加したかによって異なります。

表 11 ラックの命名

名前の変更方法名前の指定方法追加方法

エンクロージャーの OA でからラッ
ク名の変更

エンクロージャーの OA が
定義

c7000 エンクロージャーでは、アプライアン
スがラック内のエンクロージャーを検出した
ときに自動的に追加

ラックの編集ラックのシリアル番号をラッ
ク名として割り当て

c7000 エンクロージャーでは、Location
Discovery Service を搭載する ProLiant サー
バーで自動的に検出

ラックの編集ユーザー定義[ラック]画面で手動で追加

19.4 詳細情報
• 「電力および温度の監視」(339 ページ)
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• 「利用率のグラフとメーターについて」(341 ページ)
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20 ストレージの管理
この章では、ストレージリソースおよびそれらのリソースと関連付けられているタスクについ
て説明します。

• ストレージシステム：HPE 3PAR StoreServ ストレージシステムなど、複数のストレージ
ディスクを含むハードウェア。

• ストレージプール：ストレージシステム内の物理ディスクのグループ。

• ボリューム：サーバープロファイルに接続できる、ストレージプールからプロビジョニン
グされた論理ストレージスペース。

• ボリュームテンプレート：同じ構成で複数のボリュームを作成できます。

• SAN Manager：SAN を管理するハードウェアまたはソフトウェアシステムです。

• SAN：SAN を使用して、ファブリックゾーニングを自動化できます。

図 19 ストレージ管理の概要

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

fc-sans/device-managers

fc-sans/providers

fc-sans/managed-sans

[SAN Manager]

storage-systems[ストレージシステム]

storage-pools[ストレージプール]

storage-volumes[ボリューム]

storage-volume-templates[ボリュームテンプレート]

20.1 ストレージシステム
ストレージシステムは、HPE 3PAR StoreServ ストレージシステムなど、複数のストレージ
ディスクを含むハードウェアです。

20.1.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者
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20.1.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI および REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• ストレージシステムの追加、編集、認証情報の編集、更新、および削除

• ボリュームの追加

20.1.3 ストレージシステムについて
ストレージシステム（またはストレージアレイ）は、論理ディスク（ボリューム）をプロビ
ジョニングしたり、サーバーにマッピングまたはマスキングできるストレージデバイスです。
SAN ストレージシステムをアプライアンスの管理対象にすることで、ボリュームを追加および
作成することができます。 ボリューム接続からサーバープロファイルにボリュームを接続でき
ます。 これにより、サーバープロファイルに割り当てられたサーバーハードウェアは SAN ス
トレージシステムにアクセスできます。

ストレージシステムを追加するときに、ストレージシステム上のドメインを選択する必要があ
ります。 ストレージシステム上のそのドメインからストレージプールを選択して、アプライア
ンスに追加できます。 ストレージプールを追加した後は、ストレージシステムに関連付けられ
ているストレージポートにネットワークを割り当てることができます。

サポートされているストレージシステムのリストについては、『HPE OneView サポートマト
リックス』 を参照してください。

20.1.3.1 HPE 3PAR StoreServ ストレージシステムについて
サポートされる HPE 3PAR StoreServ ストレージシステムをアプライアンスに接続できます。
3PAR ソフトウェアを使用して、アプライアンスの管理対象になるように 3PAR システムを構
成する必要があります。

パートナーポートの状態

同等の 3PAR 状態定義ポート状態

なし正常な状態。フェイルオーバーなし。[なし]

failover_pendingポートはオフラインであり、パートナーポートへのフェ
イルオーバーの最中です。

[フェイルオーバー中]

failed_overポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイ
ルオーバーしました。

[フェイルオーバーしま
した]

active_downポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイ
ルオーバーできません。

[失敗]

failback_pendingポートはオンラインであり、正常な状態に復帰している
最中です。

[復旧中]

activeパートナーポートはフェイルオーバーしました。ポート
はパートナーポートトラフィックです。

[パートナーポートが
フェイルオーバーしま
した]

active_downパートナーポートに障害が発生し、フェイルオーバー操
作が成功しませんでした。

[パートナーが失敗しま
した]

20.2 ストレージプール
ストレージプールは、論理ボリュームに分割することができる、ストレージシステム内の物理
ディスクのグループです。
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20.2.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者

20.2.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI および REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• サーバープールを追加および削除する。

20.2.3 ストレージプールについて
ストレージプールは、ストレージシステム内の物理ストレージリソース（ディスク）の集約で
す。 ストレージシステムには、ストレージポートに関する情報が含まれます。このストレージ
ポートを経由してストレージシステムにアクセスできます。 ストレージプールからボリューム
と呼ばれる論理ストレージスペースをプロビジョニングすることができます。

アプライアンスにストレージシステムを追加する場合は、1 つまたは複数のストレージプール
を選択できます。 ストレージプールは、そのシステムの管理ソフトウェアを使用してストレー
ジシステム上で作成されます。 アプライアンスからストレージプールを作成または削除するこ
とはできません。管理からのみ追加または削除できます。 ストレージプールを追加した後に、
そのストレージプールでボリュームをプロビジョニングできます。

20.3 ボリューム
ボリュームは、ストレージプールでプロビジョニングされる論理ストレージスペースです。 ボ
リュームテンプレートを使用して、同じ構成を持つ複数のボリュームを作成することができま
す。

20.3.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者、ストレージ管理者、またはネットワーク
管理者

20.3.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI および REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• ボリュームの容量の作成、追加、編集、削除、および増加

• ボリュームのスナップショットの作成、スナップショットからのボリュームの作成、およ
びボリュームのスナップショットへの戻し

20.3.3 ボリュームについて
ボリュームは、ストレージシステム上のストレージプールからプロビジョニングされた論理
ディスクを表します。 サーバープロファイルでボリュームアタッチメントを構成することによ
り、1 台以上のサーバーにボリュームを接続できます。 ボリュームアタッチメントは、スト
レージシステム上のボリュームプレゼンテーション（StoreServ ポート選択、ホストおよび
vlun 作成）の他に、サーバーとストレージシステムを接続する SAN 上の SAN ゾーニング（自
動ゾーニングが有効）を管理します。

ボリュームテンプレートを使用して、同じ構成で複数のボリュームを作成できます。

ボリュームの容量は、編集して増やすこと（拡張）ができます。 ボリュームの容量を減らすこ
とはできません。
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20.3.3.1 スナップショットについて
スナップショットとは、既存のボリュームのある時点の仮想コピーです。 スナップショットを
ボリュームのバックアップとして使用でき、そのスナップショットを使用してボリュームを
バックアップにリストアしたり、スナップショットから新しいボリュームを作成できます。

スナップショットとは、スナップショットが作成された時点のボリュームの静的なコピーで
す。 スナップショットをとった後にボリュームで変更があっても、スナップショットには反映
されません。

スナップショットから作成された新しいボリュームはスナップショットと同じサイズになり、
スナップショット内のすべてのデータを含みます。 新しいボリュームには、スナップショット
を作成するために使用したボリュームとの関連性がありません。

ボリュームをスナップショットへリストアすると、スナップショットを作成した時点でボリュー
ムに入っていたデータがリストアされます。 ボリュームのサイズは、スナップショットにリス
トアしたときと同じままになります。 たとえば 50 GiB ボリュームのスナップショットを作成
して、このボリュームが 100 GiB の大きさになった時点でスナップショットにリストアする
と、ボリュームは 100 GiB になり、ボリュームが 50 GiB の時点で作成されたスナップショッ
トのデータを含みます。

ボリュームをスナップショットにリストアすると、スナップショットをとった後に作成または
変更したすべてのデータは失われます。 データの損失を防ぐためにデータをバックアップして
ください。

20.4 ボリュームテンプレート
ボリュームテンプレートを使用すると、同一の構成の複数のボリュームを作成できます。

20.4.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者

20.4.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI および REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• ボリュームテンプレートの追加、編集、および削除

20.4.3 ボリュームテンプレートについて
ボリュームテンプレートとは、標準的な構成を作成することができる論理リソースです。その
標準的な構成を使用して複数のボリュームを作成できます。

20.5 SAN Manager
SAN Manager は、SAN を管理するハードウェアまたはソフトウェアシステムです。 SAN
Manager はサーバープロファイルにボリュームを接続するために必須ではありませんが、SAN
Manager は自動ファブリックゾーニングを有効にします。

20.5.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者

20.5.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• SAN Manager の追加、編集、および削除
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20.5.3 SAN Manager について
SAN Manager とは、SAN の検出および管理に使用される外部エンティティへの接続を表す
HPE OneView 内のリソースです。 外部エンティティには、ベンダー固有の管理ソフトウェア
または物理スイッチが可能です。

SAN は、SAN Manage ベンダーの管理インターフェイス内で、HPE OneView の外部に作成さ
れます。 SAN が作成されると、SAN Manager のリソースを使用して HPE OneView 内で検出
および管理することができます。

複数の SAN Manager を作成すると、2 つの SAN Manager が同じ SAN を検出する可能性があ
るため、その SAN が [SAN] ビューに 2 回表示される原因となります。 HPE OneView ネット
ワークを SAN に関連付ける際、どちらの SAN を関連付けるかにより、その SAN の管理にど
ちらの SAN Manager が使用されるかが決定されます。HPE OneView は複数の SAN Manager
による SAN の管理を許可していないため、もう一方は削除されます（非表示）。
HPE OneView は、さまざまなベンダーの SAN Manager をサポートします。 サポートされて
いる SAN Manager のリストについては、『HPE OneView サポートマトリックス』を参照し
てください。

20.5.3.1 ゾーンセットについて
ゾーンセットは、ゾーンのセットであり、SAN Manager からゾーンセットをアクティブ化す
ることで SAN Manager 上にすべてのゾーンを構成できます。 HPE OneView では、ゾーニン
グまたはエイリアス構成を実行するときに、アクティブゾーンセットを変更します。 ゾーン
セットは、HPE OneView で公開されていません。
アクティブゾーンセット ゾーンセットは現在ファブリックで強制設定されます。

非アクティブゾーンセット SAN 用の非アクティブゾーンセット。 ゾーンセットは、一度に
1 つしかアクティブ化できません。

非アクティブゾーンセットを表す用語SAN Manager

スタンバイゾーンセットHPE

ローカルゾーンセットCisco

ゾーン構成バーコード（BNA）

20.5.3.2 HPE OneView の管理対象としての SAN Manager の構成
SAN Manager のベンダーが提供する管理ソフトウェアを使用して SAN Manager を構成して、
これらを HPE OneView で適切に管理する必要があります。 適切に構成した SAN Manager は
HPE OneView に追加できます。

注意: フルゾーンセットの配布を実行せずに複数のスイッチからゾーン操作を実行すると、
ゾーニングのデータが失われる可能性があります。

注記: スイッチのベンダーは、ファブリックの world wide name（FWWN）またはノード ポー
トの world wide name（PWWN）ゾーンメンバーシップをサポートします。 HPE OneView は
ゾーンメンバーシップに PWWN のみを使用します。

ベストプラクティス：SAN Manager 

• ゾーニングの実行に使用する管理ソフトウェアに関係なく、常に 1 つのスイッチを使用し
てすべてのゾーニング操作を実行します。

• ゾーンの変更を行うときは、常にフルゾーンセット配布のコマンドと設定を使用します。
HPE OneView はこれを SAN Manager 上で、およびデフォルトで SAN Manager が管理に
使用している SAN 上で実行します。
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HPE SAN Manager の構成

• デフォルトの読み取り権限を持つ有効な SNMP v3 ユーザーが必要です。 「クイックス
タート：HPE OneView で管理するための HPE 5900 の構成」(154 ページ)を参照してくだ
さい。

• HPE San は、1 つの HPE OneView アプライアンスによってのみ管理する必要がありま
す。

Cisco SAN Manager の構成

• 書き込み権限を持つ有効な SNMP v3 ユーザーが必要です。 「クイックスタート：SAN
Manager として追加して HPE OneView で管理するための Cisco スイッチの構成」(155
ページ)を参照してください。

• Cisco San は、1 つの HPE OneView アプライアンスによってのみ管理する必要がありま
す。

Brocade Network Advisor（BNA）の SAN Manager の構成

• SMIS を実行する有効なユーザーアカウントが必要です。 詳しくは、ご使用の SAN Manager
のドキュメントを参照してください。

• HPE OneView が SAN ファブリックのトポロジの変更を自動的に参照することを許可する
には、BNA でファブリック変更の追跡を無効にする必要があります。 そうしないと、HPE
OneView が変更を参照するためには、SAN ファブリックのトポロジを変更するたびに
BNA で変更の承諾操作を実行する必要があります。 ファブリック変更の追跡を無効にす
る方法の詳細は、BNA のドキュメントを参照してください。

• BNA ベースの SAN は、1 つ以上の HPE OneView アプライアンスによって管理できます。

20.6 SAN
20.6.1 タスク

アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 管理対象の SAN とネットワークの関連付け

• 管理対象の SAN の自動ゾーニングのオン/オフ

• SAN の編集

• SAN のエンドポイントテーブルのダウンロード

• 予期されないゾーニングレポートの生成

20.6.2 SAN について
SAN とは、サーバーをストレージシステムに接続するファイバーチャネル（FC）または Fibre
Channel over Ethernet（FCoE）のストレージエリアネットワークです。 考えられる SAN の
状態：

検出済み ネットワークに関連付けられていない SAN。 SAN は、SAN Manager が HPE
OneView に追加されると、自動的に検出されます。

管理対象 HPE OneView 内の 1 つまたは複数のネットワークに関連付けられている SAN で
す。 HPE OneView によって自動的にゾーニングできるのは管理対象の SAN だけ
にするように構成できます。

直接接続 SAN 
直接接続アップリンクセットが含まれる論理インターコネクトを使用してエンクロージャーを
構成すると、HPE OneView は、直接接続 SAN（フラット SAN）を自動的に作成します。 HPE
OneView は、< インターコネクト >< アップリンクセット > の形式で直接接続 SAN の名前
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を付けます。 HPE OneView が作成する SAN は、ゾーニングされていないファイバーチャネ
ル（FC）の直接接続 SAN であり、編集できません。

注記: HPE OneView は、直接接続ファイバーチャネルネットワークに接続されているイン
ターコネクトモジュールごとに SAN を作成します。

20.6.2.1 SAN ゾーニングについて

ゾーニングポリシー

SAN ゾーンは、SAN に接続されているデバイス間の通信を有効にします。 SAN ゾーニングポ
リシーは、SAN 上でゾーニングがどのように構成されるかを決定します。 SAN ゾーニングポ
リシーは、ゾーンとゾーニングを自動化するかどうか、およびエイリアスの名前付け形式を定
義します。 HPE OneView では、ボリューム接続を使用してストレージボリュームをサーバー
プロファイルに関連付けるときに作成されるゾーンとエイリアスの名前形式を指定できます。
テキスト文字列とサーバープロファイルオブジェクトを使用してゾーン名とエイリアスの形式
を指定することで、命名規則に準じた、意味のある名前を作成できます。

注記: サーバープロファイルに接続を追加し、そのプロファイルに SAN ストレージボリュー
ムを接続した場合のみ、HPE OneView によってゾーニングが実行されます。 これを実行する
と、HPE OneView は現在ゾーニングが接続を許可しているかどうかを判別します。 現在の
ゾーニングで接続を許可しない場合、HPE OneView は指定されたゾーニングポリシーに基づ
いて必要なゾーニングを作成します。

自動ゾーニング 
サーバープロファイル内のボリューム接続を使用してストレージボリュームをサーバーに接続
すると、HPE OneView は自動ゾーニングを使用して、ゾーニングされた SAN 上でゾーンの作
成、編集、削除を自動的に行うことができます。

対応 ゾーニングを自動化します。 HPE OneView は、SAN のゾーニングポリシーに基づい
て、ゾーンの命名や内容を完全に制御します。 サーバープロファイルへのボリューム
接続用に HPE OneView で新しいゾーンを構成する場合、自動ゾーニングを使用しま
す。 SAN ストレージの属性がサーバープロファイルの変更で定義されていない限り、
既存のゾーンは変更されません。

非対応 ゾーニングは HPE OneView によっては変更されません。 ゾーニングは手動で管理す
る必要があります。

20.7 詳細情報
• 「リソースモデルについて」 (43 ページ)

• 「ストレージのトラブルシューティング」 (434 ページ)
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21 スイッチ、論理スイッチ、および論理スイッチグルー
プの管理

トップオブラック（ToR）スイッチを使用すると、サーバーブレードをデータセンターに追加
するときの、サーバーブレードのネットワーク統合整理と管理が可能になります。

論理スイッチグループは、論理スイッチを構築する際に構造参照として機能します。 論理ス
イッチを使用すると、共通の構成を持つ 1 つまたは複数の物理スイッチを集約できます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

switches[スイッチ]

logical-switches[論理スイッチ]

logical-switch-groups[論理スイッチグループ]

21.1 スイッチの管理
21.1.1 役割

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

21.1.2 スイッチのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• スイッチを更新することで、インターコネクトの関連付けを更新する。

21.1.3 トップオブラックスイッチについて
トップオブラックスイッチは、統一されたコンバージドファブリックをイーサーネット経由で
LAN および SAN のトラフィックに提供します。 この統一によりネットワーク統合整理が可能
になり、必要なアダプター数やケーブル数が減り、冗長スイッチがなくなります。

エンクロージャー、サーバーブレード、および他社製デバイス（トップオブラックスイッチな
ど）による構成は、アクセス層の冗長化により、サーバーブレードの管理と各サーバーからの
帯域幅需要増にも高い適応性を発揮します。 サポートされるデバイスの完全なリストについて
は、『HPE OneView サポートマトリックス』を参照してください。
個々のサーバーブレードとサーバーブレードのラックの両方を展開するモジュラーデータセン
ターでは、ネットワークの統合整理のためのソリューションとして、トップオブラック（ToR）
スイッチの展開モデルを使用できます。 サーバー接続を集約できるように各ラック内にスイッ
チングリソースを配置することで、データセンターの柔軟性を高めることができます。

トップオブラックスイッチとの統合には、以下のような利点があります。

• スケーラブルなサーバーアクセス環境を作りだす分散モジュラーシステム

• 一元的な管理とポリシーの適用

• 運用経費の削減（ケーブル接続数の減少、運転および冷却用消費電力の削減、効果的な帯
域幅の利用）

現時点では、これらのリソースに対する HPE OneView サポートは、環境の監視対象のビュー
を提供することに重点を置いており、インターコネクト用ポートで構成を変更する機能は制限
されています。 ファームウェアアップデートはサポートされません。 HPE OneView は、Cisco
Nexus トップオブラックスイッチがアクセススイッチとして動作し、エンクロージャー内の
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Cisco FEX（Cisco Fabric Extender for BladeSystem）に直接接続されているときに、それらの
ステータスと構成の監視およびコンプライアンス監視をサポートします。 HPE OneView 内
で、トップオブラックスイッチの追加と削除は、論理スイッチグループテンプレートと関連す
る論理スイッチを通して行います。

HPE OneView を使用すると、以下のことができます。

• スイッチと FEX インターコネクトの予想された状態と実際の状態を、対応するコンプラ
イアンス監視によって表現します。

• 物理スイッチの情報を表示します。

• 物理ポートの情報を表示します。

• 統計情報を表示します。

• Cisco Nexus スイッチから、ヘルスイベントとポート状態変更をアラートとして表示しま
す。

• Cisco Nexus スイッチと FEX インターコネクトの[マップ]ビューに移動して、これらのリ
ソース間の関係を表示します。

• ネットワーク可用性を検出して、HPE OneView 内で定義されたネットワークと Cisco
Nexus スイッチ上でプロビジョニングされたネットワークの間の不一致を表示します。

21.2 論理スイッチの管理
21.2.1 役割

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

21.2.2 論理スイッチのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 論理スイッチを作成、編集、更新または削除します。

• 論理スイッチの動作モードを管理対象から監視対象に変更します。

• 論理スイッチを、その関連付けられた論理スイッチグループに適合させます。

21.2.3 論理スイッチについて
論理スイッチは、管理対象または監視対象のいずれかの論理スイッチとして HPE OneView に
追加されます。 論理スイッチは、単一スタッキングドメイン内で構成される最大で 2 つの物
理トップオブラックスイッチ（c7000 エンクロージャー外部）で構成できます。
1 つの論理スイッチに 1 つの論理インターコネクトという接続制限があります。 論理インター
コネクト内のインターコネクトを複数の論理スイッチに接続することはできません。

論理スイッチは、論理スイッチグループ構成に基づきます。 論理スイッチが（論理スイッチま
たは論理スイッチグループのどちらかの変更により）Inconsistent with group 状態へ遷
移した場合、'consistent'状態に戻るため。
論理スイッチへの Cisco Nexus スイッチの割り当てについて 
最大 2 台の Cisco Nexus スイッチで論理スイッチを作成できます。 論理スイッチに 2 台の
Cisco Nexus スイッチがある場合は、仮想ポートチャネル（vPC）環境であることが予想され
ます。 vPC は両方のスイッチ上に構成する必要があり、同じ vPC ドメインに属している必要
があります。 サポートされているスイッチについては、サポート情報用の Hewlett Packard
Enterprise Information Library を参照してください。
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詳細情報

「管理対象論理スイッチ」(281 ページ)
「監視対象論理スイッチ」(282 ページ)
「論理スイッチ構成のガイドライン」(282 ページ)
「論理スイッチグループについて」(283 ページ)

21.2.3.1 管理対象論理スイッチ
HPE OneView 管理用に論理スイッチを追加することで、インターコネクトアップリンクポー
トをスイッチ内部（ダウンリンク）ポートでプロビジョニングするために必要な構成を適用で
きます。 管理対象モードでは、インターコネクト用サーバープロファイル接続を展開したり、
動作ステータスを監視したり、統計情報を収集したり、アップストリームスイッチおよびイン
ターコネクト間固有の状態および非互換性をユーザーに通知したりできます。

論理スイッチを追加すると、HPE OneView インターコネクトアップリンク用に指定された構
成に基づいて、HPE OneView インターコネクトに接続されたポート用の既存の構成が再構成
されます。 外部管理システムでアクティブに管理されるポートは変更されず、HPE OneView
管理に取り込まれません。

HPE OneView の管理のために論理スイッチを [管理]動作モードで追加するとき、各スイッチ
の本日のメッセージ（MOTD）バナーは「This switch is being controlled by
OneView Domain, Appliance ID: {}」で書き換えられます。 このメッセージは、スイッ
チが HPE OneView の特定のインスタンスでアクティブに管理されていることを示します。 論
理スイッチの動作モードが [管理対象]から [モニター]に移行する場合、または論理スイッチを
削除する場合、このメッセージは削除され、デフォルトの本日のメッセージバナーメッセージ
に置き換えられます。

管理対象論理スイッチを追加する前に

論理スイッチを管理対象として追加する前に、論理スイッチに物理的に接続された Fabric
Extender および Virtual Connect インターコネクトについて次の点を考慮してください。
• 作成時に IPv4 Ethernet ネットワークのみがアップリンクセットに割り当てられる場合、
アップリンクセットを論理スイッチ内のアップストリームスイッチに物理的に接続できま
す。

• 作成時に FCoE ネットワークがアップリンクセットに割り当てられる場合、アップリンク
セットが単一ホーム物理接続に制限され、すべてのアップリンクポートを論理スイッチ内
の同じアップストリームスイッチに接続する必要があります。

ポートがさらに FCoE ネットワークとのアップリンクセットに追加される場合、または
アップリンクセット内の既存のポートが 2 番目のアップストリームスイッチに接続される
場合、そのポートは構成に利用できず、アラートが生成されます。 アップリンクセットに
追加される新しいポートが他方のポートとして同じスイッチに接続される場合、そのポー
トはトラフィックを伝送するために利用でき、アラートは生成されません。

アップリンクセットを単一ホーム接続からマルチホーム接続（またはその逆）に変更する
には、アップリンクセット構成を削除してから、適切なネットワーク割り当ておよび物理
構成で再作成する必要があります。

• HPE OneView の管理下にある Virtual Connect インターコネクトが接続されているトップ
オブラックスイッチ内部（ダウンリンク）ポート上で、LLDP が有効になっていることを
確認してください。

詳細情報

「論理スイッチについて」(280 ページ)
「論理スイッチ構成のガイドライン」(282 ページ)
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21.2.3.2 監視対象論理スイッチ
論理スイッチを監視対象として追加すると、HPE OneView が論理スイッチの動作ステータス
を監視したり、統計情報を収集したり、スイッチおよび Fabric Extender または Virtual Connect
インターコネクト間固有の状態および非互換性をユーザーに通知したりできます。 監視対象
モードでは、サーバープロファイル接続の展開が HPE Virtual Connect インターコネクト用に
サポートされますが、Fabric Extender（FEX）インターコネクト用にはサポートされません。

詳細情報

「論理スイッチについて」(280 ページ)

21.2.3.3 論理スイッチ構成のガイドライン

• Virtual Connect インターコネクトが論理スイッチに接続されているとき、アップリンク
セットは複数のインターコネクトにまたがることはできません。 この制限は FEX インター
コネクトに類似しています。 ただし、1 つの Virtual Connect インターコネクトで複数の
アップリンクセットがサポートされています。

• トップオブラックスイッチ内部ポートを有効または無効にすると、FEX インターコネクト
上の関連ポートにもアップデート済みポートステータスが表示されます。

• FEX インターコネクト用に MAC アドレスを取得するときは、管理対象 FEX インターコ
ネクトに関連付けられたエントリーのみが表示されます。

• FCoE ネットワークがデュアルホームとして構成されているアップリンクセットに割り当
てられている場合（無効な構成）、その FCoE ネットワークはスイッチ上でプロビジョニ
ングされません。 この FCoE ネットワークとのサーバープロファイル接続の展開は失敗
します。

• 論理スイッチが 1 つの物理スイッチのみで定義および構成されている場合、この論理ス
イッチに接続されている任意の FEX モジュールに関連付けられたアップリンク セットは、
シングルホームと見なされます。 このため、アップリンクセットが当初 Ethernet ネット
ワークのみで作成された場合でも、アップリンクセットに FCoE ネットワークを追加でき
ます。 この FCoE ネットワークとのサーバープロファイル接続の展開は成功します。

• FEX インターコネクトに接続されたサーバーポート用に作成されたサーバープロファイル
の場合、イーサーネットネットワークは物理機能 a でのみサポートされ、FCoE ネット
ワークはサーバーポートの物理機能 b でのみサポートされます。 両方の物理機能に接続
が定義されている場合、両方のポートに均等にトラフィックが分割されます。

• HPE OneView がスイッチにログインできない場合は、クリティカルアラートが生成され
ます。 スイッチ構成をトリガーする可能性があるスイッチ上のすべてのイベントを防いで
ください。さもなければ、スイッチはConfigError 状態に遷移し、関連付けられた論理
インターコネクトで構成を再適用して復旧する必要があります。

• 論理スイッチの動作モードが [管理対象]の場合に HPE OneView が論理スイッチのメンバー
のスイッチを要求できないときは、スイッチの動作状態は、エラーで付加に遷移します。
この場合、スイッチ上の本日のメッセージ（MOTD）バナーは、スイッチが現在別の HPE
OneView アプライアンスによって要求されることを示し、メッセージとして「This
switch is being controlled by OneView Domain, Appliance ID: {}」が表
示されます。 その HPE OneView アプライアンスから論理スイッチを削除し、再要求の操
作を行うために現在の HPE OneView アプライアンスから更新を実行してください。

• HPE OneView は、論理スイッチに指定されたスイッチ上での FCoE 接続の構成を完全に
は自動化しません。 アップリンクセット内に指定された FCoE ネットワークごとに、HPE
OneView はスイッチ上でそのネットワーク用に VLAN をプロビジョニングするだけです。
ネットワーク管理者は、HPE OneView がプロビジョニングするものに加えて、スイッチ
上で FCoE 接続用の追加構成を手動でプロビジョニングする必要があります。

◦ FEX インターコネクトにサーバープロファイル接続を展開するには、HPE OneView
が仮想ファイバーチャネルインターフェイス（VFC）、FEX ダウンリンクポートへの
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VFC バインディング、およびスイッチ上の VSAN インターフェイス割り当てをプロ
ビジョニングします。

◦ Virtual Connect インターコネクト用のサーバープロファイル接続の展開の場合は、
ネットワーク管理者が仮想ファイバーチャネルインターフェイス（vFC）、サーバー
ポートへの VFC バインディング、および VSAN インターフェイス割り当てバインディ
ングを手動で構成する必要があります。

• Nexus スイッチ拡張モジュールが削除されると、モジュールの電源がオフでない限り、警
告アラートが生成されます。

• HPE OneView は、HPE OneView がプロビジョニングする構成と一致しなくなったとき
に、論理スイッチ内に指定されたスイッチ上で発生する構成変更を検出できます。 警告ア
ラートが生成されます。 管理者は、構成を手動で修正するか、関連付けられた論理イン
ターコネクトで構成を再適用して復旧することができます。

21.3 論理スイッチグループの管理
21.3.1 役割

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

21.3.2 論理スイッチグループのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 論理スイッチグループを作成、編集、または削除します。

21.3.3 論理スイッチグループについて
論理スイッチグループは、論理スイッチを作成するためテンプレートです。 論理スイッチは、
最大 2 台の物理トップオブラックスイッチの集約です。
論理スイッチグループから構築されると、論理スイッチは、その論理スイッチグループに引き
続き関連付けられます。 論理スイッチグループおよびその関連付けられた論理スイッチ間の整
合性の変化は監視され、HPE OneView の関連付けられた論理スイッチ画面に表示されます。

21.4 詳細情報
• 「リソースモデルについて」 (43 ページ)

• 「論理スイッチのトラブルシューティング」 (423 ページ)
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22 ユーザーおよび認証の管理
アプライアンスは、有効なユーザー名とパスワードを使用してログインするようにユーザーに
要求します。セキュリティは、ユーザー認証および役割ベースの承認によって管理されます。
ユーザーアカウントは、ローカルユーザーを使用して認証情報をアプライアンスに保存する
か、ほかの場所にホスティングされている会社または組織のディレクトリ（Microsoft Active
Directory など）に置いて、アプライアンスが定義されたディレクトリサーバーに問い合わせて
ユーザー認証情報を確認することができます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

users、roles、authz、logindomains、
logindomains/global-settings、および
logindomains/grouptorolemapping

[ユーザーおよびグループ]

22.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

22.2 ユーザーとグループを管理するためのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、ユーザーインターフェイスまたは REST API を使用
した以下の操作に関する情報が提供されます。

• ローカル認証を使用するユーザーを追加、編集（ユーザーパスワードの更新を含む）、ま
たは削除する。

• ディレクトリベースの認証を使用するユーザーを追加する。

• ディレクトリベースの認証を使用するグループを追加する。

• ユーザー権限を指定する。

• 管理者パスワードをリセットする。

• 認証ディレクトリサービスを追加する。

• ローカルログインを有効または無効にする。

• 認証ディレクトリサービスの設定を変更する。

• 認証ディレクトリサービスをデフォルトディレクトリとして設定する。

• 認証ディレクトリサービスをアプライアンスから削除する。

22.3 ユーザーアカウントについて
役割ベースのアクセス

アプライアンスには、組織内の責務を区分するデフォルトの役割が用意されています。 ユー
ザーの役割を使用すると、アプライアンスから管理する特定のリソースにアクセスできます。

役割に基づくアクセス制御によって、特定の役割に割り当てられている操作を実行する権限を
割り当てます。 特定の役割をシステムユーザーまたはプロセスに割り当てて、特定のシステム
操作を実行する権限を付与します。 ユーザーは、直接権限を割り当てられるのではなく、役割
を通して権限を取得するだけであるため、適切な役割をユーザーに割り当てることによって
個々のユーザー権限を管理します。 アプライアンスを最初に起動するときのために、フルアク
セス（インフラストラクチャ管理者）権限を持つデフォルトの管理者アカウントが用意されて
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います。 それぞれの役割が実行できる操作について詳しくは、「ユーザーの役割の操作権限」
(287 ページ)を参照してください。

ローカル認証

アプライアンスで管理されているすべてのリソースへのアクセスが許可されているユーザー
（フルアクセスユーザー）を追加するか、職責に基づいたアクセス権を持つユーザー（役割
ベースのスペシャリスト）を追加することができます。 どちらのユーザーの場合も、ユーザー
のログイン情報を、アプライアンスでローカルにホストされている認証ディレクトリと比較す
ることにより、認証情報が確認されます。

アプライアンスのデフォルトの管理者アカウントには、自動的にフルアクセス（インフラスト
ラクチャ管理者の権限）が割り当てられます。

ディレクトリベースの認証

アプライアンスで管理されているすべてのリソースへのアクセスがメンバーシップにより許可
されているユーザー（フルアクセスユーザー）を追加するか、職責に基づいたアクセス権を持
つ、メンバーシップで許可されているユーザー（役割ベースのスペシャリスト）を追加するこ
とができます。 これらの各ユーザーについて、ユーザーログイン情報とエンタープライズディ
レクトリを比較することで、認証が確認されます。

22.4 ユーザーの役割について
ユーザーの役割を使用すると、ユーザーの職責に基づいて、アクセス権および権限をユーザー
に割り当てることができます。 すべての権限をユーザーに割り当てることもできれば、アプラ
イアンスによって管理するリソースを表示、作成、編集、または削除するアクセス権の一部を
割り当てることもできます。

表 12 ユーザーの役割の権限

アクセス権または権限ユーザーのタイプ役割

UI または REST API 経由のアプライアンス管理など、アプライアンスに
よって管理または監視されるリソースを表示、作成、編集、または削除
します。

インフラストラクチャ管理者は、アクティビティ、通知、およびログの
形でアプライアンスによって提供される情報を管理することもできます。

インフラストラクチャ管理者だけが、バックアップファイルからアプラ
イアンスをリストアできます。

[インフラストラク
チャ管理者]

[フル]

管理または監視対象のリソース情報を表示します。

リソースを追加、作成、編集、削除することはできません。

[読み取りのみ][読み取りのみ]

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。

バックアップファイルからアプライアンスをリストアすることはできま
せん。

注記: この役割は、REST API を使用してアプライアンスにログインし、
バックアップの作成およびダウンロードを実行するスクリプトを対象と
しています。この役割を使用すると、バックアップ操作のためにインフ
ラストラクチャ管理者の認証情報を開示しなくても済みます。

この役割を持つユーザーが HPE OneView のユーザーインターフェイスを
使用して対話型のログインセッションを始めることはお勧めしません。

[バックアップ管理
者]

[専用]
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表 12 ユーザーの役割の権限  (続き)

アクセス権または権限ユーザーのタイプ役割

ネットワーク、ネットワークセット、接続、インターコネクト、アップ
リンクセット、およびファームウェアバンドルを表示、作成、編集、ま
たは削除します。

関連するアクティビティ、ログ、および通知を表示します。

ユーザーアカウントは管理できません。

[ネットワーク管理
者]

サーバープロファイルとテンプレート、ネットワークセット、エンクロー
ジャー、およびファームウェアバンドルを表示、作成、編集、または削
除します。

オンボード管理者と物理サーバー、およびハイパーバイザーの登録にア
クセスします。

接続、ネットワーク、ラック、電源、および関連するアクティビティ、
ログ、通知を表示します。

ボリュームを追加しますが、ストレージプールまたはストレージシステ
ムは追加できません。

ユーザーアカウントは管理できません。

[サーバー管理者]

ストレージシステムを表示、追加、編集、または削除します。

ストレージプールを表示、追加、または削除します。

ボリュームを表示、作成、編集、追加、または削除します。

ボリュームテンプレートを表示、作成、編集、または削除します。

SAN Manager を表示、追加、または編集します。
SAN を表示または編集します。

[ストレージ管理者]

22.5 ユーザーの役割の操作権限
次の表に、それぞれのユーザーの役割に関連付けられたユーザーの操作権限の一覧を示しま
す。

Use 権限は、ユーザーが所有していても変更は許可されていないオブジェクトにオブジェクト
を関連付けることができる特殊な権限です。 たとえば、論理インターコネクトグループで、
サーバー管理者の役割が割り当てられたユーザーは、論理インターコネクトグループを定義す
ることは許可されていませんが、エンクロージャーを追加するときにそのグループを使用する
ことはできます。

表 13 ユーザーの役割の操作権限

ユーザーの役割の操作権限

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
カテゴリ

ハードウェア
セットアップ

読み取
りのみ

ストレージ
管理者

バックアップ
管理者

ネットワーク
管理者

サーバー管理
者

インフラスト
ラクチャ管理
者

CRURCRURCRUCRUCRUDアクティビ
ティ

RUDRRUD—RUDRUDRUDアラート

RRRRRRCRUDアプライアン
ス

——R—RRCR監査ログ

RRRCRDRRCRUDバックアップ
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表 13 ユーザーの役割の操作権限 (続き)

ユーザーの役割の操作権限

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
カテゴリ

ハードウェア
セットアップ

読み取
りのみ

ストレージ
管理者

バックアップ
管理者

ネットワーク
管理者

サーバー管理
者

インフラスト
ラクチャ管理
者

——R—CRURRUコミュニティ
文字列

—RRRCRRCRUD接続

—RRRCRUDR、UseCRUD、Use接続テンプ
レート

——————CRUDコンソール
ユーザー

CRUDRRRRCRUDCRUDデータセン
ター

—RR—CRUCRUCRUDデバッグログ

CRUDRRRRCRUDCRUDデバイスベイ

—RRRCRURCRUDドメイン

CRUDRRRRCRUDCRUDエンクロー
ジャー

—RRRRCRUD、UseCRUD、Useエンクロー
ジャーグルー
プ

—RRRCRUDRCRUDイーサーネッ
トネットワー
ク

CRRR—CRUCRUCRUイベント

—RRRCRUDRCRUDファブリック

—RCRUDRRRCRUDFC エイリアス

—RCRUDRRRCRUDFC デバイスマ
ネージャー

—RRRRRRFC エンドポイ
ント

—RRRCRUDRCRUDFC ネットワー
ク

—RRRCRUD、UseRCRUD、UseFCOE ネット
ワーク

—RRRRRRFC ポート

—RRRRRRFC プロバイ
ダー

—RCRUDRRRCRUDFC SAN

—RCRUDRRRCRUDFC SAN サー
ビス

—RRRRRRFC スイッチ

—RRRRRRFC タスク
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表 13 ユーザーの役割の操作権限 (続き)

ユーザーの役割の操作権限

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
カテゴリ

ハードウェア
セットアップ

読み取
りのみ

ストレージ
管理者

バックアップ
管理者

ネットワーク
管理者

サーバー管理
者

インフラスト
ラクチャ管理
者

—RCRUDRRRCRUDFC ゾーン

RRRRCRUDCRUDCRUDファームウェ
アドライバー

CRUDRCRUDRCRUDCRUDCRUDグローバル設
定

—RR———CRUDgrouptorole
マッピング

—RRRCRURCRUDID 範囲の
VMAC（MAC
アドレス）

—RRRRCRUCRUDID 範囲の VSN
（シリアル番
号）

—RRRCRURCRUDID 範囲の
VWWN
（World Wide
Name）

—RRRRRCRUD統合された
ツール

CRUD、UseRRRCRUDCRCRUDインターコネ
クト

CRUDRRRCRUDRR、Useインターコネ
クトタイプ

RRCRUDRCRUDCRUDCRUDラベル

—RRRRCRCRUDライセンス

—RRRRRR論理ダウンリ
ンク

—RRRRU、UseR、UseCRU、Use論理インター
コネクト

—RRRCRUD、UseR、UseCRUD、Use論理インター
コネクトグ
ループ

—RR———CRUDログインドメ
イン

—RURURURURUCRUDログインセッ
ション

—RCRUD、
Use

RR、UseRCRUD、Use管理対象 SAN

——————CRUD、Use移行可能な
VC ドメイン

—RRRCRUD、UseR、UseCRUD、Useネットワーク
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表 13 ユーザーの役割の操作権限 (続き)

ユーザーの役割の操作権限

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
カテゴリ

ハードウェア
セットアップ

読み取
りのみ

ストレージ
管理者

バックアップ
管理者

ネットワーク
管理者

サーバー管理
者

インフラスト
ラクチャ管理
者

—RRRCRUDCRUD1CRUD、Useネットワーク
セット

—RRRCRDCRDCRUD通知

—RR———CRUD組織

——R—RU、Use—RU、Useポート

CRUDRRRRCRUDCRUD電源デバイス

CRUDRRRRCRUDCRUDラック

—RRRRRRレポート

—R————CRUDリストア

—R————CRUD役割

—RCRUD、
Use

RRRCRUD、UseSAN

—RCRUD、
Use

RRRCRUD、UseSAN Manager

CRUD、UseRRRRCRUD、UseCRUD、Useサーバーハー
ドウェア

CRUD、UseRRRRCRUD、UseCRUD、Useサーバーハー
ドウェアタイ
プ

—RRRRCRUDCRUDサーバープロ
ファイル

—RCRUDRRRCRDストレージ
プール

—RCRUDRRRCRUDストレージシ
ステム

—RCRUDRRRCRUDストレージ
ターゲット
ポート

—RCRUDRRCRUDCRUDストレージボ
リューム

—RCRUDRRCRUDCRUDストレージボ
リュームア
タッチメント

—RCRUDRRRCRUDストレージボ
リュームテン
プレート

—RRRCRUDRUCRUD、Useスイッチ

RRRRRRRタスク

—RRRRRRUトラップ転送
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表 13 ユーザーの役割の操作権限 (続き)

ユーザーの役割の操作権限

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
カテゴリ

ハードウェア
セットアップ

読み取
りのみ

ストレージ
管理者

バックアップ
管理者

ネットワーク
管理者

サーバー管理
者

インフラスト
ラクチャ管理
者

CRUDRRRRCRUDCRUD非管理デバイ
ス

—RRRCRUDRCRUDアップリンク
セット

—R————CRUDユーザー

—R————CRUDユーザー初期
設定

1
サーバー管理者は、帯域幅を編集できません。

22.6 認証設定について
セキュリティは、ユーザー認証および役割ベースの承認によって管理されます。 ユーザーアカ
ウントは、ローカルユーザーを使用してユーザー認証情報をアプライアンスに保存するか、ほ
かの場所にホスティングされているディレクトリ（Microsoft Active Directory など）に置いて、
アプライアンスが指定されたディレクトリサーバーに問い合わせてユーザー認証情報を確認す
ることができます。

各ユーザーは、アプライアンスにログインするときに、ユーザー名とパスワードを確認する認
証ディレクトリサービスによって認証されます。 [認証]設定パネルを使用して、アプライアン
スの認証設定を構成します。アプライアンスには、最初のセットアップ時にデフォルト値が設
定されます。

[認証]の設定を表示または変更するには、インフラストラクチャ管理者の権限でログインしま
す。 ほかのユーザーは、これらの設定の変更または表示を許可されていません。
[認証]の設定を表示してアクセスするには、UI を使用して[設定]→[セキュリティ]→[認証]の順
に選択するか、REST API を使用します。

22.7 ディレクトリサービス認証について
外部の認証ディレクトリサービス（エンタープライズディレクトリまたは認証ログインドメイ
ンとも呼ばれる）を使用して、ローカルのログインアカウントを個別に管理する代わりに、
ユーザーのグループにシングルサインオンを提供できます。 グループ内の各ユーザーには、同
じ役割（たとえば、インフラストラクチャ管理者）が割り当てられます。 認証ディレクトリ
サービスには、LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）を使用する企業ディレクトリ
などがあります。

ディレクトリサービスが構成されると、グループ内のどのユーザーもアプライアンスにログイ
ンできます。 ログインウィンドウで、ユーザーは以下の操作を行います。

• 自分のユーザー名を入力します（通常は Common-Name 属性（CN））。
ユーザー名の形式は、ディレクトリの種類によって異なります。

• パスワードを入力する。

• 認証ディレクトリサービスを選択する。

セッションコントロールは、前に認証ディレクトリサービスが付いた名前で（ ）ユーザーを
識別します。 例：
CorpDir\pat
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重要: 
ローカルユーザーとは違い、ユーザーが認証ディレクトリから削除された場合、そのユーザー
のアクティブセッションはユーザーがログアウトするまでアクティブのままです。

ある認証ディレクトリグループのグループー役割割り当て（削除を含む）に変更があったとき
にそのグループのユーザーがログインしていると、現在のアクティブセッションはそのユー
ザーがログアウトするまで影響を受けません。 ローカルユーザーのセッションは、このような
変更が行われたときに終了します。

ユーザーの認証

認証ディレクトリサービスをアプライアンスに追加するときに、位置の条件を指定してアプラ
イアンスがグループを見つけられるようにします。

ディレクトリサーバーの追加

認証ディレクトリサービスを複製して可用性または耐障害性を高める場合は、複製したディレ
クトリサービスを別のディレクトリサービスとして追加します。

ディレクトリサーバーを追加および構成した後で、デフォルトのディレクトリサービスとして
指定できます。

認証ディレクトリサービスとサーバーの追加後

以下の設定が可能です。

• グループを追加する。これはすでにディレクトリサービスで定義されているので、そのす
べてのメンバーがアプライアンスにログインできます。

• ローカルログインのみを許可する。これはデフォルトの設定です。

• ローカルログインと、ディレクトリサービスで認証されるユーザーアカウントのログイン
の両方を許可する。

• ローカルログインを無効にする。これにより、ディレクトリサービスによって認証された
アカウントを持つユーザーのみがログインできるようになります。 ローカルアカウントは
ログインできません。

Microsoft Active Directory ディレクトリサービスを構成する際の留意事項
• 以下は Active Directory 属性と LDAP プロパティのマッピングです。

Active Directory 属性LDAP プロパティ

Common Namecn

UIDuid

ユーザープリンシパル名userPrincipalName

SAM アカウント名sAMAccountName

user name に@ 文字（UPN を示す）も\文字（domain\login を示す）も含まれない場
合、これらのログインは次の順序で試行されます。

1. user name は sAMAccountName として扱われ、directory-name がその前に付加
されます（directory-name\user-name）

2. user name は UID として扱われます。
3. user name は CN として扱われます。
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• ユーザーオブジェクトが [Active Directory ユーザーとコンピューター] Microsoft 管理コ
ンソールで作成される場合、名前はデフォルトで次のように設定されます。

対応する属性とともにここに表示されている、ユーザーの名前の次のコンポーネントを指
定してください。

属性
ユーザー名コン
ポーネント

givenName名

initialイニシャル

sn姓

Full Name というラベルのフィールドは、デフォルトでこの形式に設定され、この文字
列は、cn 属性（共通名）に割り当てられます。
givenName.initials.givenName.initial.sn

[新しいオブジェクト – ユーザー]ダイアログボックスでは、[ユーザーログオン名]も指定
する必要があります。 これは、DNS ドメイン名と組み合わされてuserPrincipalName
になります。

userPrincipalName は、ユーザーがログインに使用できる代替の名前です。 次の形式
で指定します。

LogonName@DNSDomain

例：

JoeUser@exampledomain.example.com

• 最後に、[ユーザーログオン名]を入力するとき、最初の 20 文字は [ユーザーログオン名
（Windows 2000 より前）]フィールドに自動的に入力され、sAMAccountName 属性にな
ります。

• 組み込み Active Directory ユーザーアカウントの CN ログイン（Administrator など）
は受け付けられません。 他のログインフォーマットは、それぞれの属性
（sAMAccountName、userPrincipalName、UID）が正しく設定されている場合は、許容
可能です。

22.8 ユーザーパスワードの管理
インフラストラクチャ管理者権限を持つユーザーは、UI または REST API を使用して、アプラ
イアンスのすべてのローカルユーザーのパスワードを管理できます。 インフラストラクチャ管
理者権限を持っていないユーザーは、自分のパスワードだけを管理できます。

インフラストラクチャ管理者は、[ユーザーおよびグループ]画面または REST API を使用して、
アプライアンスにログインしているすべてのユーザーを表示できます。 任意のユーザーを選択
してから、そのユーザーのパスワードまたは割り当てられている役割を編集します。

ほかのすべてのローカルユーザーは、UI または REST API を使用して自分のパスワードを編集
できます。 UI で、上部のバナーにある [セッション]アイコンをクリックしてから [編集]アイ
コンをクリックして、現在のパスワードまたは連絡先情報を変更します。

22.9 管理者パスワードのリセット
管理者パスワードをなくしたり、忘れてしまった場合は、次の操作を使用してパスワードをリ
セットします。 この操作によって、ローカルの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。

注記: 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。
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アプライアンスコンソールからメンテナンスコンソールにアクセスし、一意のリクエストコー
ドにアクセスして、認定サポート担当者に電話をする必要があります。担当者は情報の検証後
に認証コードを送信します。

前提条件 

• アプライアンスコンソールにアクセスできること。

メンテナンスコンソールを使用した管理者パスワードのリセット

1. 仮想アプライアンスコンソールにアクセスします。

2. メンテナンスコンソール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。
メンテナンスコンソールにリクエストコードが表示されます。

重要: リクエストコードは、メンテナンスコンソールの [Reset Password] 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、メンテナンスコンソールセッショ
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。

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。

• メンテナンスコンソール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、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、レスポンスコードとも呼ばれる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。
Hewlett Packard Enterprise への問い合わせ方法について詳しくは、「Hewlett Packard
Enterpriseサポートへのアクセス」 (447 ページ) を参照してください。

5. レスポンスフィールドに認証コードを入力するには、以下のいずれかを実行します。

重要: 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。

• メンテナンスコンソールに情報を貼り付けることができる場合、電子メールのメッ
セージから認証コードをコピーし、メンテナンスコンソールのレスポンスフィールド
に貼り付けます。

• 以下の操作を実行して、ISO イメージから認証コードを読み取ります。
電子メールメッセージに添付されている ISO イメージを保存します。1.

2. ISO イメージを仮想メディアマウント（仮想 CD-ROM）としてマウントします。
3. メンテナンスコンソールで [Read from ISO] を選択します。
4. メンテナンスコンソールは ISO イメージを読み取り、しばらくすると、自動的に
レスポンスフィールドに認証コードが入力されます。

• 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または再入力します。

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. シングルユースパスワードを使用して、このアカウントで UI にログインします。
10. 表示された画面で、このアカウントの新しいパスワードを設定します。
11. 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。
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関連項目  

• 「Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス」 (447 ページ) 。

• 『HPE OneView ユーザーガイド』の「メンテナンスコンソールについて」(485 ページ)。

22.10 詳細情報
• 「許可されたユーザーのアクセスの制御」 (70 ページ)
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23 アプライアンスのバックアップ
この章では、UI、REST API、または独自に作成した PowerShell スクリプトを使用して、アプ
ライアンスのリソース構成設定および管理データをバックアップファイルに保存する方法につ
いて説明します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

backups[設定]→[アクション]

23.1 役割
インフラストラクチャ管理者およびバックアップ管理者権限を持つユーザーはバックアップ
ファイルを作成およびダウンロードできますが、バックアップファイルからアプライアンスを
リストアできるのはインフラストラクチャ管理者だけです。

バックアップ管理者は、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。 この役割は、特にスクリプトを使
用したバックアップの作成およびダウンロードのために使用されます。 この役割を持つユー
ザーが HPE OneView のユーザーインターフェイスを使用して対話型のログインセッションを
始めることはお勧めしません。

23.2アプライアンスのバックアップについて
HPE OneView には、構成設定および管理データをバックアップファイルに保存する機能が用
意されており、そのバックアップを使用して、致命的な障害が発生した場合に壊れたアプライ
アンスをリストアすることができます。

バックアッププロセスには、バックアップファイルを作成してから、将来の使用に備えてアプ
ライアンスとは別のセキュリティで保護されたセキュアな場所に保存できるように、そのファ
イルをダウンロードすることが含まれます。 自動バックアップ操作のスケジュールを設定し、
バックアップファイルのリモートの場所を指定できます。

バックアップファイルの作成とアーカイブについて詳しくは、「アプライアンスをバックアッ
プするためのベストプラクティス」(299 ページ)を参照してください。
UI からバックアップファイルを作成する手順については、「アプライアンスの手動バックアッ
プ」(299 ページ)を参照してください。 リモートで保存される自動バックアップを構成するに
は、「自動リモートバックアップの構成」(301 ページ)を参照してください。

重要: 万一アプライアンスをリストアする必要がある場合に備えて、定期的に（できれば毎
日）、また、特に次の場合には、アプライアンス構成をバックアップすることをお勧めしま
す。

• ハードウェアの追加後

• アプライアンス構成の変更後

• アプライアンスファームウェアの更新の前後

バックアップファイルが上書きまたは削除されないようにするため、バックアップファイルを
ダウンロードしてアプライアンスとは別の場所に保存してから、次のバックアッププロセスを
実行します。 アプライアンスは、一度に 1 つのバックアップファイルまたは 1 つのサポート
ダンプファイルをアプライアンス上に保存します。 バックアップファイルを作成すると、現在
のバックアップファイルまたはサポートダンプファイルに置き換えられます。 同様に、サポー
トダンプファイルを作成すると、以前のサポートダンプまたはバックアップファイルに置き換
えられます。
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バックアップを開始したときにサポートダンプが進行中の場合、バックアップ操作はサポート
ダンプの操作が完了するまで進行しません。 インフラストラクチャ管理者は、バックアップ操
作が進行中のときにサポートダンプを開始することができ、その場合はバックアップを取り消
してサポートダンプを続行することもできます。

HPE OneView には、アプライアンスをバックアップするための専用のバックアップ管理者ユー
ザーの役割が用意されています。このユーザーの役割では、他のリソースビューにアクセスで
きますが、そのリソースに対して操作（つまり、他のタスク）を実行することはできません。
UI または REST API のどちらかでバックアップファイルを作成できるのは、インフラストラク
チャ管理者かバックアップ管理者だけです。

バックアッププロセスでバックアップされない内容
バックアッププロセスでバックアップされる
内容

• データ以外のファイル：実行環境の一部としてインストールさ
れ、アプライアンスの構成または管理対象環境の構成に固有で
ない静的ファイル

• ログファイル（監査ログファイルを除く）

• アプライアンスのネットワーク構成

• 最初のセットアップの構成ファイル

• ファームウェアバンドル

• HPE OneView で設定されていない、以下のようなすべてのサー
バー設定

◦ ブートおよび BIOS 構成の設定

◦ SAN およびローカルストレージの構成

◦ ネットワーク構成
これらのような設定は、HPE OneView によって検証されるこ
とも保存されることもありません。

• HPE OneView データベース

• システムファイル：

◦ データベース以外のデータ
◦ 監査ログ
◦ ライセンスファイル

バックアップファイルを使用して、以下の操作を行います。

• バックアップファイルの作成元となったアプライアンスをリストアします。

• 別のアプライアンスに設定をリストアします。 たとえば、アプライアンスに障害が発生し
修復できない場合、同じバージョンの仮想マシンイメージから作成したバックアップファ
イルを使用して、交換用アプライアンスに管理構成設定および管理データをリストアでき
ます。

REST API を使用して、以下の操作を行えます。

• アプライアンスの外からバックアッププロセスをスケジュール設定できます。

• サイトポリシーに従ってバックアップファイルを収集できます。

• エンタープライズ用のバックアップおよびリストア製品と統合できます。
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23.3アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス

説明方法

アプライアンスのバックアップには、常に HPE OneView のバックアップ機能を使用します。

注意: ハイパーバイザーで提供される機能またはスナップショットを使用して HPE OneView
アプライアンスをバックアップしないでください。そのようにすると、同期エラーが発生して、
予期しない、また望ましくない動作が発生することがあります。

作成

自動リモートバックアップ機能で定期的に、できれば毎日、アプライアンスの構成をバックアッ
プすることをおすすめします。

また、アプライアンスを手動でバックアップすることもおすすめします。

• ハードウェアの追加後

• アプライアンス構成の変更後

• アプライアンスファームウェアの更新の前後

アプライアンスと同じバージョンのファームウェアでのバックアップファイルが常に必要で
す。 それ以外の場合、復元操作は失敗します。

アプライアンスのバックアップは、アプライアンスが使用中で通常のアクティビティが行われ
ているときに作成できます。 バックアップファイルを作成する前に、タスクが停止するのを待
つ必要はありません。

回数

バックアップファイルの形式は、専用です。

ただし、次のことをお勧めします。

1. バックアップファイルを作成してダウンロードします。
2. バックアップファイルをアプライアンス以外の安全な場所に保存して、機密データを保護し
ます。

Hewlett Packard Enterprise では、エンタープライズバックアップ製品との統合のために、REST
API を提供しています。

アーカイブ

23.4 バックアップポリシーの決定
バックアップファイルは、バックアップファイルを作成した時点のアプライアンス構成と管理
データのスナップショットです。 定期的に（できれば 1 日 1 回）、および管理対象環境でハー
ドウェアまたはソフトウェアの構成を変更した後に、バックアップを作成することをお勧めし
ます。

アプライアンス UI から[設定]→[バックアップ]→[アクション]→[バックアップの作成]を使用す
る方法以外に、スクリプトを作成して実行し、アプライアンスのバックアップファイルを自動
的に作成およびダウンロードする方法もあります。 定期的に対話モードまたはバッチモードで
自動的に実行されるようにバックアップスクリプトをスケジュール設定できます。 スクリプト
を対話形式で実行できるのは、バックアップ管理者またはインフラストラクチャ管理者の権限
を持つユーザーのみです。

Hewlett Packard Enterprise が提供するリモートバックアップ機能でバックアップファイルを
格納することをお勧めします。 初期構成後、指定した日付と時刻で自動的にバックアップが作
成され、SSH または SFTP サーバーのユーザーのフォルダーに送信されます。

23.5アプライアンスの手動バックアップ
バックアップファイルには、アプライアンスの構成設定および管理データが保存されます。 ア
プライアンスをバックアップファイルからリストアすることで、致命的な障害から復旧できま
す。 詳しくは、「アプライアンスのバックアップについて」(297 ページ)を参照してください。

注記: バックアップファイルのサイズおよび作成に要する時間を削減するため、アプライア
ンスにアップロードしたファームウェアバンドルはバックアップファイルに含まれません。
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前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはバックアップ管理者

• アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティスをすべて完了しているこ
と。

アプライアンスの手動バックアップ

1. メインメニューで、[設定]を選択して、次のいずれかの操作を実行します。
• [バックアップ]パネルで [バックアップの作成]をクリックします。
• [設定]画面で [バックアップ]をクリックして、[アクション]→[バックアップの作成]を
選択します。

バックアップファイルの作成中は、進行状況バーが [概要]パネルに表示されます。
バックアップファイルの作成が完了するのを待ちます。

2. 必要に応じて、[バックアップの作成]通知バナーをクリックして詳細とバックアップファ
イルの名前を確認してください。形式は次のようになっています。

appliance-host-name_backup_yyyy-mm-dd_hhmmss.bkp

3. バックアップファイルが正しく作成されたことを確認します。 バックアップファイルの名
前は、現在の日付と時刻を反映するはずです。

4. バックアップファイルが作成されたら、以下のいずれかの方法でアプライアンスからバッ
クアップファイルをダウンロードします。

• [バックアップ]パネルで [バックアップのダウンロード]をクリックします。
• [アクション]→[バックアップのダウンロード]の順に選択します。

5. ダイアログボックスで該当するオプションを選択して、安全な保管のためにバックアップ
ファイルを保存します。

• 指定したリモートバックアップの場所にバックアップファイルを格納するには、
[Transfer backup to remote backup location] を選択します。
リモートバックアップの場所の構成およびその機能の有効化については、「自動リ
モートバックアップの構成」(301 ページ)を参照してください。

• ローカルコンピューター上にバックアップファイルを格納するには、[Download the
backup to my computer] を選択します。

バックアップファイルをアプライアンス上に格納しないでください。

詳細情報

アプライアンスのバックアップについて
「アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス」
自動リモートバックアップの構成
トラブルシューティング：バックアップの作成またはダウンロードに失敗する

23.6 REST API を使用したアプライアンスバックアップファイルの作
成およびダウンロード

バックアップの開始後に、バックアップの進行状況を追跡するために使用するTaskResource
URI が作成されます。 バックアップが完了すると、GET REST API 操作を使用してバックアッ
プファイル名をダウンロードおよび変更できます。 最新のバックアップがアプライアンスに保
存され、新しいバックアップが開始されると置き換えられます。
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前提条件

• 必要な最小セッション ID 権限：バックアップ管理者

REST API を使用した、アプライアンスのバックアップファイルの作成およびダウンロード

1. バックアップファイルを作成します。
POST /rest/backups

2. バックアップファイルをダウンロードします。
GET /rest/backups/archive/{backup URI}

注記: POST 操作の完了後に、TaskResource URI およびバックアップ URI が返されます。
TaskResource URI を使用して、バックアップの進行状況を監視できます。 バックアップファ
イルをダウンロードするとき、または別の操作を実行するときに特定のバックアップを参照す
るときは、バックアップ URI を使用します。

23.7 カスタムスクリプトの作成によるアプライアンスバックアップファ
イルの作成およびダウンロード

アプライアンスのバックアップファイルを作成およびダウンロードするカスタムスクリプトを
記述し、IT ポリシーに基づいたスケジュールで実行されるようにそのスクリプトのスケジュー
ルを設定したい場合は、「サンプルバックアップスクリプト」(451 ページ)のサンプル PowerShell
スクリプトを参照してください。

23.8 自動リモートバックアップの構成
前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者、バックアップ管理者

• リモートコンピューターのユーザーアカウントとそのアカウントの認証情報。

自動リモートバックアップの構成

1. メインメニューから [設定]を選択します。
2. 以下のいずれかを実行します。

• [バックアップ]パネルで、 をクリックします。

• [バックアップ]をクリックして、[アクション]→[バックアップ設定の編集]の順に選択
します。

3. バックアップ設定の編集画面で、必要なデータを入力します。

注記: 選択した内容に従って、一部のフィールドが非表示になるか、表示されます。
自動リモートバックアップをスケジュールする場合は、コロンで区切られた 2 つの数値で
[時刻]に入力します。

4. [OK] をクリックします。
5. 生成および送信されるテストバックアップファイルの進行状況を監視することによって、
構成が成功したことを確認します。

詳細情報

「アプライアンスのバックアップについて」(297 ページ)
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23.9 自動リモートバックアップの無効化
前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

自動リモートバックアップの無効化

1. メインメニューから [設定]を選択します。
2. 以下のいずれかを実行します。

• [バックアップ]パネルで、 をクリックします。

• [バックアップ]をクリックして、[アクション]→[バックアップ設定の編集]の順に選択
します。

3. バックアップ設定の編集画面で、[リモートバックアップの場所の有効化]を選択してチェッ
クマークを削除します。

画面の残りの部分が表示されなくなります。

4. [OK] をクリックします。
自動リモートバックアップを再度有効にするときのために、スケジュールデータは保持さ
れます。

詳細情報

「アプライアンスのバックアップについて」(297 ページ)

23.10 詳細情報
• 「トラブルシューティングの基本的な手法 」 (375 ページ)
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24 バックアップファイルからのアプライアンスのリスト
ア

この章では、UI、REST API、または独自に作成するの PowerShell スクリプトを使用して、破
損したアプライアンスをバックアップファイルからリストアする方法を説明します。 リストア
操作は致命的なエラーから復旧する場合のみ必要であり、他の方法で解決できるマイナーな問
題を修復する場合には必要ありません。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

リストア[設定]→[アクション]

アプライアンスのリストアについて詳しくは、[設定]画面のオンラインヘルプを参照してくだ
さい。

重要: ハイパーバイザーで提供される機能またはスナップショットを使用して HPE OneView
アプライアンスをリストアしないでください。そのようにすると、同期エラーが発生して、予
期しない、また望ましくない動作が発生することがあります。

24.1 役割
インフラストラクチャ管理者またはバックアップ管理者権限を持つユーザーはバックアップ
ファイルを作成およびダウンロードできますが、バックアップファイルからアプライアンスを
リストアできるのはインフラストラクチャ管理者だけです。

24.2アプライアンスのリストアについて
アプライアンスをバックアップファイルからリストアすると、ユーザー名とパスワード、監査
ログなど、すべての管理データとほとんどの構成設定が、バックアップファイルに保存されて
いるデータおよび設定に置き換えられますが、アプライアンス IP アドレス設定は含まれませ
ん。

リストア操作中にはアプライアンスは動作せず、実行には数時間かかる場合があります。リス
トアするリソースおよびデバイスが多くなるほど、リストア操作にかかる時間も長くなりま
す。 リストア操作を開始した後は、取り消したり、元に戻したりすることができません。 リ
ストア操作の進行中、アプライアンスはログイン要求をブロックします。

重要: リストア操作は致命的なエラーから復旧する場合に必要であり、他の方法で解決でき
るマイナーな問題を修復する場合には必要ありません。

したがって、リストア操作の完了後に、同じアプライアンス上に作成されたバックアップファ
イルからアプライアンスをリストアすることができます。また、アプライアンスが故障して修
理できない場合は、別のアプライアンスのバックアップファイルからリストアすることができ
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ます。 この場合、バックアップファイルは、同じバージョンの HPE OneView を実行している
アプライアンスから作成されている必要があります。

説明
リストア操作の実行中のア
クション

リストア操作の実行中、アプライアンスのファームウェアはリソースインベントリ
（エンクロージャー、サーバー、インターコネクト）を検証し、バックアップファイ
ル内のデータと管理対象環境の現在の状態を照合します。 管理対象環境の状態は、
バックアップファイルを作成した時点の環境の状態とは異なる可能性があります。
リストア操作の終了後、アプライアンスは、自動的に解決できない不一致についてア
ラートで報告します。

リソースインベントリを検
証する

復元操作中、アプライアンスは各エンクロージャーを再検出し、特にアプライアンス
がそれらを要求することができ、HPE OneView の特定のインスタンスが、エンク
ロージャーのマネージャーであることを確認するためにその内容を検証します。

その後、アプライアンスは各サーバーを再検出し、バックアップファイルが最後に作
成された後にエンクロージャーに追加されたサーバーの仮想 ID をクリアします。 ア
プライアンスはすべてのラックサーバーも更新し、それらが要求されていることを確
認します。

エンクロージャーを再検出
して内容を検証する

アプライアンスは、プロファイルは割り当てられていなくても仮想 ID が構成されて
いるサーバーハードウェアの仮想 ID をクリアします。 これらのサーバーには、たい
ていの場合、最後のバックアップが行われた後に割り当てられたプロファイルがあり
ます。

「リストア後の作業」(308 ページ)も参照してください。

仮想 ID をクリアする

また、UI を使用してバックアップファイルをアップロードし、そのファイルからアプライアン
スをリストアすることができます。 この目的で REST API を使用することもできます。
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24.3アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス

ベストプラクティス項目

1. 使用しているパスワードをメモします。
アプライアンス上の現在のユーザーアカウントのリストを維持します。

ユーザー名とパスワードは、リストア操作によって、バックアップファイルの作成時に有効
であったものにリセットされます。

2. サポートダンプを作成してください。
サポートダンプを使用して、リストア操作前に発生したエラーを診断します。

3. 既存の監査ログをダウンロードし、保管します。
リストア操作により、バックアップファイルから監査ログがリストアされて、既存のログが
上書きされます。

4. 自動的にスケジュールされたすべてのバックアップを停止します。
HPE OneView で自動バックアップが構成されている場合、アプライアンスの復元後にバッ
クアップを再開します。

5. アップロード要求を発行する予定のアプライアンスからバックアップファイルにアクセスで
きるようにしてください。 バックアップファイルを保管するためにエンタープライズバック
アップ製品を使用している場合は、バックアップ製品によって要求される手順に従ってリス
トア操作の準備をしてください。

警告! ローカルバックアップファイルは復元プロセス中に削除されます。 将来の復元のた
め、バックアップファイルをダウンロードして、アプライアンス以外の安全な場所に保管し
てください。

6. バックアップファイルを作成した後でハードウェアをアプライアンスに追加した場合、その
ハードウェアは復元プロセスの完了時にアプライアンスデータベースに含まれません。 そし
てバックアップファイルからリストアすると、そのハードウェアをアプライアンスに追加し
てから、バックアップファイルの作成時とリストアプロセスの完了時の間に加えられたほか
の構成変更（サーバープロファイルの割り当てなど）を繰り返す必要があります。

はじめる前に

• アプライアンスにログインしたすべてのユーザーがログアウトしていることを確認します。
リストア操作の開始時にログインしていたユーザーは自動的にログアウトされて、進行中
だった作業はすべて失われます。 リストア操作中、すべてのユーザーはログインできなくな
ります。

ユーザーへの通
知

• アプライアンスをリストアするには、最新のバックアップファイルを使用してください。
バックアップファイルには、バックアップファイルが作成された後に行われた変更は含まれ
ません。

• アプライアンスの IP アドレスが、リストア操作後にアプライアンスで使用したい設定であ
ることを確認します。 アプライアンス IP アドレスは、バックアップファイルからは復元さ
れません。

• リストアされるアプライアンスと、バックアップファイルを作成したアプライアンスでファー
ムウェアバージョンが同じであることを確認してください。同じでないとリストア操作は失
敗します。

バックアップをリストアするには、プラットフォームタイプ、ハードウェアモデル、アプラ
イアンスのファームウェアのメジャーおよびマイナー番号が一致している必要があります。
アプライアンスのファームウェアバージョンの形式は次のとおりです。

majornumber.minornumber.revisionnumber-buildnumber

リビジョン番号とビルド番号は一致しなくても構いません。

バックアップファイルがアプライアンス上のファームウェアと互換性がない場合は、アップ
ロードの実行中にエラーが返り、リストア操作は停止します。 ファームウェアをアップデー
トするか、別のバックアップファイルを選択する必要があります。

• 新しいアプライアンスにバックアップを復元する必要があり、古いアプライアンスがまだ機
能している（ハードウェアが故障していない）場合は、古いアプライアンスを削除します。
アプライアンスを削除すると、バックアップファイルが作成されたときに管理していたデバ
イスを管理しなくなります。 複数のアプライアンスが同じデバイスを管理しようと試みる
と、重大なエラーが発生する場合があります。

正しいバック
アップファイル
の使用
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24.4 バックアップファイルからのアプライアンスのリストア
バックアップファイルからアプライアンスをリストアすると、アプライアンス上のすべての管
理データとほとんどの構成設定が置き換えられます。 該当する場合は、解決していないデータ
を再入力するよう指示されます。 詳しくは、「アプライアンスのリストアについて」(303 ペー
ジ)を参照してください。
前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

• アプライアンスをリストアするためのベストプラクティスをすべて完了していること。

重要: 別のアプライアンスで作成されたバックアップファイルを使用して新規または交換用
のアプライアンスをリストアする場合は、次の手順に従います。

1. 新規または交換用のアプライアンスに、HPE OneView をインストールします。 手順につ
いては、『HPE OneView インストールガイド』を参照してください。

2. バックアップファイルが作成されたアプライアンスと同じネットワーク設定を持つ新しい
アプライアンスを構成します。したがって、ネットワークを使用して新しいアプライアン
スにバックアップファイルをアップロードすることができます。

ネットワーク構成設定について詳しくは、アプライアンスの追加または編集の画面のオン
ラインヘルプを参照してください。

新しいアプライアンスのネットワーク構成がバックアップファイルのネットワーク構成と
正確に一致していない場合、ネットワーク構成はバックアップファイル内のネットワーク
証明書の情報と一致しなくなります。 この結果、ブラウザーがアプライアンスに接続でき
なくなり、アプライアンスをリストアできません。

3. 新しいアプライアンスネットワークが構成されている場合は、以下の手順で説明されてい
るリストア操作を続行します。

バックアップファイルからのアプライアンスのリストア

ご使用の環境と方法に適用されるシナリオの手順に従ってください。

• 「シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始」

• 「シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアを後で開始」

シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始

1. [メインメニュー]で、[設定]を選択してから [バックアップ]を選択します。
2. [アクション]→[バックアップからのリストア]を選択します。
ダイアログボックスが表示されます。

3. 画面に表示される通知を読んでから、[ファイルを選択]を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。

• バックアップファイルを、表示されるテキストボックスにドラッグアンドドロップし
ます。

• [一覧]をクリックしてから、アップロードするバックアップファイルを選択します。

注記: すべてのブラウザーまたはブラウザーバージョンに、アプリケーションにファイ
ルをドラッグアンドドロップする機能が備わっているわけではありません。

5. [アップロードおよびリストア]をクリックします。
リストアプロセスが完了するまで待ちます。 ステータスページに進行状況が表示されま
す。

リストアプロセスが完了すると、リストアされたアプライアンスにログインできるログイ
ンページに戻ります。
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6. サーバープロファイル、エンクロージャー、および論理インターコネクトで使用される
ファームウェアバンドルをアップロードします。 これらはバックアップファイルの一部と
しては保存されていません。 各プロファイルのファームウェアベースライン設定を参照し
て、必要なベースラインのファイル名を確認してください。

HPE OneView を使用してカスタム SPP を作成した場合は、CMDLET
Restore-HPOVCustomBaseline を使用して、ベースの SPP とホットフィックスがレ
ポジトリにアップロードされた後にカスタム SPP を再作成します。 詳しくは、https://
github.com/HewlettPackard/POSH-HPOneView/wiki/Restore-HPOVCustomBaseline
を参照してください。

7. アプライアンスにログインして、リストア操作で自動的に解決できない不一致を解決する
ことにより、リストア操作が成功したことを確認します。 「リストア後の作業」(308 ペー
ジ)を参照してください。

シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアを後で開始

1. メインメニューで、[設定]を選択してから [バックアップ]を選択します。
2. [アクション]→[バックアップからのリストア]を選択します。
ダイアログボックスが表示されます。

3. 画面に表示される通知を読んでから、[ファイルを選択]を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。

• バックアップファイルを、表示されるテキストボックスにドラッグアンドドロップし
ます。

• [一覧]をクリックしてから、アップロードするバックアップファイルを選択します。

注記: すべてのブラウザーまたはブラウザーバージョンに、アプリケーションにファイ
ルをドラッグアンドドロップする機能が備わっているわけではありません。

5. [アップロードのみ]をクリックします。
ファイルのアップグレードが完了するまで待ちます。

進行状況バーが表示されます。 ファイルのアップロードが完了すると、ファイル名、作成
日、およびバージョンが表示されます。

6. バックアップファイルからアプライアンスをリストアする準備ができたら、ダイアログ
ボックスに戻り、バックアップファイルが正しく、アップロードされていることを確認し
ます。

7. [ファイルからリストア]を選択します。
8. [リストア]をクリックします。
リストアプロセスが完了するまで待ちます。 ステータスページに進行状況が表示されま
す。

リストアプロセスが完了すると、リストアされたアプライアンスにログインできるログイ
ンページに戻ります。

9. サーバープロファイル、エンクロージャー、および論理インターコネクトで使用される
ファームウェアバンドルをアップロードします。 これらはバックアップファイルの一部と
しては保存されていません。 各プロファイルのファームウェアベースライン設定を参照し
て、必要なベースラインのファイル名を確認してください。 アプライアンスイメージに含
まれているデフォルトのベースライン、Service Pack for ProLiant - Base
Firmware をアップロードする必要はありません。
HPE OneView を使用してカスタム SPP を作成した場合は、CMDLET
Restore-HPOVCustomBaseline を使用して、ベースの SPP とホットフィックスがレ
ポジトリにアップロードされた後にカスタム SPP を再作成します。 詳しくは、https://
github.com/HewlettPackard/POSH-HPOneView/wiki/Restore-HPOVCustomBaseline
を参照してください。
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10. アプライアンスにログインして、リストア操作で自動的に解決できない不一致を解決する
ことにより、リストア操作が成功したことを確認します。 「リストア後の作業」(308 ペー
ジ)を参照してください。

24.5 REST API を使用した、バックアップファイルからのアプライア
ンスのリストア

前提条件

• 最低限必要なセッション ID 権限：インフラストラクチャ管理者

• アプライアンスにバックアップファイルをアップロード済みである。

REST API を使用した、バックアップファイルからのアプライアンスの復元

1. 復元プロセスを開始します。
POST /rest/restores

{restore URI} が返されます。

2. 復元プロセスのステータスをリストします。
GET /rest/restores

24.6 アプライアンスをリストアするカスタムスクリプトの作成
バックアップファイルからアプライアンスをリストアするスクリプトを作成したい場合は、環
境に合わせてカスタマイズできるサンプルの PowerShell スクリプトを「サンプルリストアス
クリプト」(463 ページ)で参照してください。

24.7 リストア後の作業
リストア操作の実行中、アプライアンスは、バックアップファイル内のデータと管理対象環境
の現在の状態を照合します。 バックアップファイルの作成後にサーバーを追加した場合など、
リストア操作が自動的に解決できない不一致がある場合があります。 このようなサーバーの
ネットワーク構成は、リストア後のアプライアンスには分からないことであり、結果として
MAC アドレスと World Wide Name（WWN）が重複する可能性があります。
リストア操作の完了後に、残りのアラートを手動で解決し、これらのサーバーを再度アプライ
アンスに追加して、ID が重複するリスクをなくす必要があります。 また、サーバープロファ
イルが強制的に割り当て解除されている場合や、最初に構成を解除せずにハードウェアを強制
的に取り外した場合は、ハードウェア（サーバー、インターコネクト、およびエンクロー
ジャー）の手動クリーンアップも実行する必要があります。

リストア後のネットワーク上の重複 ID の防止
1. リストア操作の完了後に、選択したバックアップ以降に追加されたエンクロージャーまた
はサーバーハードウェアを再追加します。

注記: 最後のバックアップ以降に追加されたエンクロージャーのうち、リストア後に再
追加しないエンクロージャーの場合は、これらのエンクロージャーで Onboard Administrator
SSH コマンドの clear vcmode を実行することによって、重複 ID を回避します。 この
コマンドを実行することで、エンクロージャー内のサーバーブレードの仮想 MAC と WWN
がクリアされていることを確認します。

2. プロファイルがサーバーハードウェアと一致しないというアラートを表示するサーバープ
ロファイルの場合は、次のようにします。

a. タイプが一致しないというエラーメッセージを表示するすべてのサーバープロファイ
ルを特定します。 これらのサーバープロファイルと、割り当てられているサーバー
ハードウェアのリストを作成します。
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b. サーバーの電源をオフにしてから、すべてのサーバープロファイルの割り当てを個別
に解除します。 [サーバープロファイル]画面から、[アクション]→[編集]を選択し、次
に、サーバーハードウェアのドロップダウンセレクターから [未割当て]を選択しま
す。 OK をクリックします。

c. [アクション]→[編集]をもう一度選択してから、文書化されたすべてのプロファイル
を、文書化されたサーバーハードウェアに再割り当てします。

3. ID の範囲に関するアラートの場合、ネットワーク管理者は、アドレスと識別子の範囲を調
べ、必要に応じてそれらを編集する必要があります。

4. 手順 1 で追加したエンクロージャー内のサーバー用のプロファイルを再作成します。
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25 アプライアンスの管理
25.1 アプライアンスのアップデート

アプライアンスのアップデートは、[設定]画面から、または REST API を使用して管理します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

appliance/firmware[設定]

25.1.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

25.1.2 タスク
アプライアンスをアップデートするには、1 人のユーザーがアプライアンスにアクセスしてア
プライアンスを再起動する必要があります。 これによって管理下にあるデバイスの動作が中断
することはありませんが、アプライアンスは停止します。

アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• より新しいアプライアンスアップデートが使用できるかどうか判断する。 （必要な最小権
限：読み取り専用、ネットワーク管理者、またはインフラストラクチャ管理者）

• アプライアンスをアップデートする。 （必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者）

25.1.3 アプライアンスのアップデートについて
アプライアンスでは、ソフトウェアとファームウェアを組み合わせたものが実行されます。 ア
プライアンスのソフトウェアおよびファームウェアを最新の状態に維持すると、問題が修正さ
れ、パフォーマンスが向上し、アプライアンスに新しい機能が追加されます。 アップデートが
利用可能になっても、アプライアンスから自動的には通知されません。アプライアンスのアッ
プデートファイルがリリースされたかどうかを確認する必要があります。

アプライアンスファームウェアのインストールされているバージョンを表示するには、[設
定]→[アプライアンス]ビューを使用します。
次に、アプライアンスのアップデートファイルの新しいバージョンを Web サイト www.hpe.com/
info/hpeoneview/updates （英語）からダウンロード可能かどうかを確認します。
アプライアンスをアップデートする前に、『HPE OneView リリースノート』を調べて、サポー
トされているアップグレードパス、アップデートで提供される新機能、ベストプラクティス、
制限、トラブルシューティングのヒント、およびアプライアンスのアップデート後の再起動が
必要かどうかを確認してください。

注記: アプライアンスのアップデートファイルをダウンロードすると、アップデートの『HPE
OneView リリースノート』のリンクがダウンロードダイアログボックスに表示されます。 そ
のリンクをクリックして、後で参照できるように情報を読み込んで保存および印刷することを
お勧めします。 ダウンロードが開始されると、再度そのリンクにアクセスすることはできませ
ん。

アプライアンスのアップデートは、[設定]→[アプライアンス]→[アクション]→[アプライアンス
のアップデート]メニューから、または REST API を使用して管理します。 アプライアンスの
アップデートは、アップデートプロセスの間に 1 つのファイルからインストールされます。
そのファイルは、直接アプライアンスにダウンロードするか、別のコンピューターにダウン
ロードしてからアプライアンスに転送することができます。
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アプライアンスのアップデートをインストールすると、アプライアンスが再起動してオフライ
ンになります。 アプライアンスがオフラインになっても、管理対象リソースは影響を受けませ
ん。リソースはアプライアンスがオフラインの間も動作し続けます。

25.1.4 詳細情報
ソフトウェアアップデートの取得について詳しくは、「サポートと他のリソース」 (447 ページ)
を参照してください。

25.2 アプライアンスの可用性の管理
アプライアンスの可用性の管理および保守は、「高可用性のプランニング」 (121 ページ) で説
明されているように可用性が高くなるようにアプライアンスの仮想マシンを構成し、「VM ア
プライアンスを管理するためのベストプラクティス」 (312 ページ) で説明されているようにベ
ストプラクティスに従うことから始まります。

アプライアンスがシャットダウンしても、管理対象のリソースは動作し続けます。 アプライア
ンスが予期しないシャットダウンを処理する方法、および復旧のためにできることについて詳
しくは、次を参照してください。

• 「アプライアンスが予期しないシャットダウンを処理する方法」 (314 ページ)

• 「アプライアンスの再起動時にすること」 (314 ページ)
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API の使用してアプライアンスを
シャットダウンまたは再起動するための情報が提供されます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

appliance/shutdown[設定]

25.2.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

25.2.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• アプライアンスのシャットダウン（必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者）

• アプライアンスを再起動します。 （必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者）

25.2.3 VM アプライアンスを管理するためのベストプラクティス
仮想コンソールから VM アプライアンスを管理するため、次のガイドラインをお勧めします。

VMware vSphere 仮想マシンを管理するためのベストプラクティス
行うこと

• シックプロビジョニングを使用する。 （必須）

• 共有および予約を使用して適切な CPU パフォーマンスを確保する。
行わないこと

• シンプロビジョニングを使用する。

• VMware Tools をアップデートする。 VMware Tools に [Out of Date] または [UnManaged]
と表示されている場合、ツールは正しく動作しています。 ツールは使用可能で動作してい
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るので、これらのステータスメッセージは問題ではありません。 VMware Tools は、HPE
OneView ソフトウェアのアップデートごとにアップデートされます。

• VM スナップショットに戻る（認定サポート担当者から指示された場合のような、特別な
状況でない限り）。

• HPE OneView アプライアンスが NTP を使用するように構成されているときに、vSphere
クライアントの [Synchronize guest time with host] オプションを設定する。 HPE OneView
は、ネットワークの構成時に適切な [Synchronize guest time with host] 設定を自動的に
設定します。 HPE OneView が NTP サーバーを使用するように構成されていると、
[Synchronize guest time with host] オプションは無効になります。 HPE OneView が
NTP サーバーを使用するように構成されていない場合は、ホスト VM クロックに同期して
[Synchronize guest time with host] オプションが有効になります。 その場合は、NTP を
使用するように VM ホストを構成します。

• VM に割り当てられているメモリ容量を削減する。

Microsoft Hyper-V 仮想マシンを管理するためのベストプラクティス
行うこと

• 固定サイズを使用する。

行わないこと

• 統合サービスをアップデートする。

• VM チェックポイントに戻る（認定サポート担当者から指示された場合のような、特別な
状況でない限り）。

• VM に割り当てられているメモリ容量を削減する。

• 動的メモリを有効にします。 https://technet.microsoft.com/en-us/library/
hh831766(v=ws.11).aspx （英語）を参照してください。

25.2.4アプライアンスの UI からのシャットダウン
この手順は、アプライアンスの安全なシャットダウンを UI から実行する場合に使用します。
前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

• すべてのタスクが完了または停止していること、およびほかのすべてのユーザーがログオ
フしていることを確認してください。

アプライアンスの UI からのシャットダウン
1. メインメニューで、[設定]を選択して [アプライアンス]をクリックします。
2. [アクション]→[シャットダウン]を選択します。
すべてのユーザーがログアウトされ、進行中のタスクはキャンセルされることを知らせる
ダイアログボックスが開きます。

3. ダイアログボックスで [シャットダウンします]を選択します。
4. シャットダウンを観察して、確認します。

25.2.5アプライアンスの UI からの再起動
この手順は、アプライアンスの安全なシャットダウンおよび再起動を UI から実行する場合に
使用します。 ログイン画面に戻ります。
前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。
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• すべてのタスクが完了または停止していること、およびほかのすべてのユーザーがログオ
フしていることを確認してください。 そうしないと、アプライアンスを再起動したときに
ユーザーが切断されて、実行中のタスクが中断してしまいます。

アプライアンスの UI からの再起動
1. メインメニューで、[設定]を選択して [アプライアンス]をクリックします。
2. [アクション]→[再起動]を選択します。
ユーザーがログアウトされて実行中のタスクが中断されることを知らせるダイアログボッ
クスが開きます。

3. ダイアログボックスで [再起動します]を選択します。
4. ログイン画面が再度表示されたら、ログインして確認します。

25.2.6 アプライアンスが予期しないシャットダウンを処理する方法
アプライアンスには予期しないシャットダウンから自動的に復旧できるようにする自動バック
アップや高可用性などの機能があり、アプライアンスがオフラインの間も管理対象のリソース
は引き続き動作します。 ただし、アプライアンスの高可用性やバックアップ機能を使用して、
毎日、およびネットワークの追加や削減などの大きな構成変更を加えたときに、アプライアン
スをバックアップすることをお勧めします。

アプライアンスのリカバリ操作

アプライアンスを再起動すると、次の操作が実行されます。

• 進行中だったタスクを検出し、それらのタスクを安全に再開できる場合はそうします。 ア
プライアンスがタスクを完了できない場合は、タスクが中断されたこと、またはほかの何
らかのエラー状態にあることが通知されます。

• 現在の環境とアプライアンスがシャットダウンしたときの環境の間にある相違の検出を試
みてから、検出された変更を使用してデータベースを更新します。

ユーザーがアプライアンスのデータが現在の環境と一致しないと判断する場合は、エンク
ロージャーなどの特定のリソースのデータを更新するようアプライアンスに要求できま
す。

管理対象リソースのファームウェアアップデート時のアプライアンス復旧

管理対象リソースのファームウェアアップデート時にアプライアンスがシャットダウンした場
合は、アプライアンスを再起動すると、失敗したアップデートが検出され、ファームウェア
アップデートのタスクにエラー状態のマークが付きます。 このリソースのファームウェアを
アップデートするには、ファームウェアアップデートタスクを開始し直す必要があります。

アプライアンスの再起動時にすること

オンラインヘルプでは、ユーザーインターフェイスまたは REST API を使用した次の操作に関
する情報が提供されます。

• クリティカルアラートまたは失敗したタスクを確認し、提供される解決策の手順に従う。

• 表示されるリソース情報が正しくない、または一貫していないと思われる場合は、手動で
リソースを更新する。

• サポートダンプを作成する（予期しないクラッシュの場合におすすめします。サポート担
当者が問題のトラブルシューティングを行うのに役立ちます）。

• アプライアンスがシャットダウンしたときにファームウェアアップデートタスクが進行中
だった場合は、リソースのファームウェアをアップデートする。
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25.3 設定の管理
[設定]画面では、アプライアンスの情報が、現在の [スコープ]および [プロキシ]の設定が一目
で分かるようにパネルに分けて表示されています。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

/rest/scopes[設定]→[スコープ]

/rest/proxy[設定]→[プロキシ]

25.3.1 役割
• 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

25.3.2 タスク
オンラインヘルプでは、以下のタスクについて説明します。

• 新しいスコープを作成、削除、および編集。

• スコープへのリソースの割り当て。

• アプライアンスの HTTPS プロキシ設定を構成。

25.3.3 工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット
工場出荷時設定へのリセットにより、アプライアンスは最初の工場出荷時設定にリストアされ
ます。 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。
アプライアンスのネットワーク設定を保持するか消去するかを選べます。

アプライアンスをリセットして、そのアプライアンスを廃棄する（ハードウェアを移行できる
ようにする）か、またはアプライアンスを既知の状態に戻して再利用（例：バックアップファ
イルからアプライアンスをリストアするため）することが必要になる場合があります。

注意: 
• この操作は、HPE OneView 内のログと管理対象デバイスの設定を含むアプライアンスデー
タを消去します。

このアクションは、管理対象デバイスの構成には何ら影響しません。 このため、HPE
OneView がそれらを管理しなくなった場合、デバイスの手動クリーンアップが必要になる
場合があります。

• リセット操作中は、REST API 呼び出しおよび GUI 操作は禁じられています。

前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

• すべてのタスクが完了または停止していること、およびほかのすべてのユーザーがログオ
フしていることを確認してください。

工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット

1. アプライアンスとその管理対象の環境を廃棄する場合、HPE OneView 管理からすべての
ハードウェアを取り外します。たとえば次を実行します。

• すべてのサーバープロファイルを削除または割り当て解除します。

• すべての論理エンクロージャーを削除します。
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• HPE OneView 内で割り当てられているすべてのストレージボリュームを削除します。

• （IP アドレスプールを通じて構成されている）管理対象デバイスをデフォルトの IP
アドレスにリセットします。

2. メインメニューで、[設定]を選択して [アプライアンス]をクリックします。
3. [アクション]→[工場出荷時設定へのリセット]を選択します。
4. オプションで、[アプライアンスのネットワーク設定を保存します]を選択します。
5. [OK] を選択します。
6. アプライアンスを廃棄する場合は、HPE OneView によって管理されるすべてのハードウェ
アが管理対象から外れていることを確認します。

この操作では、進行状況バーが実行中に表示されます。 ログインは自動的に無効となります。
アプライアンスのリセットが数分後に完了したら、ログインして、アプライアンスを最初のと
きのようにセットアップできます。

25.3.4 アプライアンスのプロキシ設定について
[プロキシ]パネルでは、HTTPS プロキシ、クライアント接続のポート番号、および認証でユー
ザー名とパスワードが必要かどうかを設定できます。

25.3.5 スコープについて
スコープは、操作またはアクションの範囲の制限に使用できるリソースのグループを意味しま
す。 たとえば、以下に基づいてスコープを作成できます。

• 組織または部門（マーケティング、研究開発、財務）

• 使用環境（本番環境、開発、テスト）

• 技術（Linux、Windows）
スコープが定義され、リソースがスコープに割り当てられると、次の操作が可能になります。

• ユーザーインターフェイス（UI）で表示されるリソースをスコープに割り当てられている
ものに制限します。

• 以前に定義されたスコープに基づいて、フィルター処理されたメール通知をアラート用に
構成できます。

「スコープが有効なリソースのカテゴリ」(316 ページ)でスコープに追加可能なリソースのカテ
ゴリを示します。 スコープに追加できないリソースのカテゴリがあります。

詳細情報

アラートのメール通知について

25.3.5.1 スコープが有効なリソースのカテゴリ
次のリソースタイプのみスコープに追加または削除できます。

• エンクロージャー

• サーバーハードウェア

• ネットワーク（イーサーネット、FC、および FCoE）

• ネットワークセット

• インターコネクト（SAS リソースを除く）

• 論理インターコネクト（SAS リソースを除く）

• 論理インターコネクトグループ（SAS リソースを除く）

• スイッチ
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• 論理スイッチ

• 論理スイッチグループ

重要: アラートのメール通知では、ここで分類されていないリソースは任意のスコープに含
まれています。 ここで現在分類されていないリソースによって生成されるアラートを除去しな
い 1 つ以上のスコープを指定するメール通知のフィルターが送信されます。
非スコープリソースからのアラートを抑制するには、オンラインヘルプの「メール受信者およ
びフィルターエントリーの編集」で説明されている、関連付けられたリソースカテゴリの使用
が必要です。

25.4 アドレスおよび ID プールの管理
起動時に、MAC アドレスの仮想 ID プール、WWN、およびシリアル番号のデフォルトセット
が提供されます。 追加のアドレスまたは識別子が必要な場合は、自動生成またはカスタムの
ID プールの範囲を追加できます。
ID プールは、UI の [設定]画面から、または REST API を使用して管理できます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

id-pools[設定]

25.4.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

25.4.2 アドレスおよび識別子のタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• アクティブな ID プールとそのプロパティのリストを表示する。

• MAC アドレスの自動生成 ID プール、WWN、またはシリアル番号を追加する。

• MAC アドレスのカスタムの ID プールの範囲、WWN、またはシリアル番号を追加する。

25.4.3 ID プールについて
ID プールとは、ランダムに生成することも、指定することもできる 1 つ以上の範囲の集まり
で、大きなアドレス空間をもたらします。 デフォルトで、アプライアンスを初期化するとき
に、連続した MAC アドレス、WWN、シリアル番号の 3 つの仮想 ID プールが自動的に作成さ
れます。 プールはアドレスおよび ID の範囲で構成されています。 範囲は個別に有効または無
効化、または未使用の範囲を削除することができます。 作成する仮想範囲から物理 ID 範囲が
除外される場合、ID プール範囲は物理 ID と競合しません。
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サポートされる ID プール

説明ID プール

• バイトごとにコロン（:）で区切れられた、16 文字の 12 進数として表され
る 6 バイトの数

• ユニキャストアドレス範囲のみ。マルチキャストビットは設定できない

仮想 MAC アドレス（vMAC）

• バイトごとにコロン（:）で区切れられた、16 文字の 16 進数として表され
る 8 バイトの数

仮想 World Wide Name
（vWWN）

• 10 文字の英数字（大文字）仮想シリアル番号（vSN）

25.4.4 IPv4 サブネットおよびアドレス範囲の追加
iSCSI ネットワークをサポートするために、IPv4 サブネットおよびアドレス範囲を追加できま
す。

前提条件

• 必要な最小権限：ネットワーク管理者、インフラストラクチャ管理者

IPv4 サブネットおよびアドレス範囲の追加
1. メインメニューで [設定]を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

• [アドレスおよび識別子]をクリックして、[アクション]→[編集]の順に選択します。
• [アドレスおよび識別子]パネルにポインターを合わせ、 [編集]アイコンをクリックし
ます。

2. [IPv4 サブネットおよびアドレス範囲の追加]をクリックし、要求されたサブネット情報を
入力します。

3. [アドレス範囲を追加]をクリックし、要求されたアドレス情報を入力します。
4. [追加]または [追加 +] をクリックして、アドレス範囲を追加します。
5. [追加]または [追加 +] をクリックして、サブネットおよびアドレス範囲を追加します。
6. [OK] をクリックして、変更を送信します。
7. [IPv4 サブネットおよびアドレス範囲]パネルに、新しいアドレスの範囲が表示されること
を確認します。

25.5 アプライアンスのセキュリティ機能の管理
アプライアンスのセキュリティ機能については、「アプライアンスのセキュリティ機能につい
て」 (67 ページ) を参照してください。

25.6 アプライアンスへの Hewlett Packard Enterprise サポートアクセス
の有効化または無効化

HPE OneView には、ユーザーが報告した問題に対応するために、現場の認定サポート担当者
が、システムコンソールを通じて、ご使用のシステムにアクセスできる技術機能が含まれてい
ます。 このアクセスは、認定されたサポート担当者にのみ提供される、Hewlett Packard
Enterprise が生成したパスワードによって制御されます。 システムが動作している間は、いつ
でもアクセスを無効にすることができます。
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UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

appliance/settings[設定]

25.6.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

25.6.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、[設定]画面または REST API から Hewlett Packard
Enterprise サポートアクセスを有効または無効にするための情報が提供されます。

25.7 TLS 証明書の管理
Transport Layer Security（TLS）証明書は、アプライアンスの識別情報を証明します。 証明書
は、基礎となる HTTP サーバーでクライアント Web ブラウザーとの安全な（暗号化された）
通信チャネルを確立するために必要です。

証明書は、[設定]画面から、またはアプライアンス設定の REST API を使用して管理します。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

certificates[設定]

25.7.1 役割
• 注のあるタスクを除くすべてのタスクに必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

25.7.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• 自己署名証明書を作成する。

• 証明書署名要求を作成する。

• 証明書をインポートする。

• TLS 証明書の設定を表示する（必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者、バック
アップ管理者、または読み取り専用）。

25.7.3 詳細情報
「アプライアンスのセキュリティ機能について」 (67 ページ) を参照してください。

25.8 Hewlett Packard Enterprise の公開キーの管理
Hewlett Packard Enterprise の公開キーは以下を確認します。

• Hewlett Packard Enterprise によってソフトウェアパッケージ（RPM）およびアップデー
トが作成されたこと。

• コードが署名後に変更されなかったこと。
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25.8.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

25.8.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、[設定]画面から、または REST API を使用してパブ
リックキーを管理し、次の操作を行う方法に関する情報が提供されます。

• Hewlett Packard Enterprise の公開キーを入手およびインストールする。

• Hewlett Packard Enterprise の公開キーを表示する。

25.9 監査ログのダウンロード
監査ログは、セキュリティ管理者がどのようなセキュリティ関連操作が行われたかを把握する
のに役立ちます。 認定サポート担当者が必要とするログファイルその他の情報を収集して、サ
ポート担当者がアプライアンスを診断してトラブルシューティングを行うようにできます。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

audit-logs[設定]

25.9.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

25.9.2 タスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、[設定]画面から、または REST API を使用して監査
ログをダウンロードする方法に関する情報が提供されます。

25.9.3 監査ログのダウンロード
監査ログにより、セキュリティ管理者は、どのようなセキュリティ関連操作が行われたかを知
ることができます。

認定サポート担当者がアプライアンスの診断とトラブルシューティングに使用できるように、
ログファイルその他の情報をダウンロードできます。

前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

監査ログのダウンロード

1. メインメニューから [設定]を選択します。
2. [セキュリティ]をクリックします。
3. [アクション]→[監査ログのダウンロード]を選択します。
4. アプライアンスは監査ログの圧縮ファイルを生成し、ローカルコンピューターにダウン
ロードします。

圧縮ファイルの名前は次の形式になっています。

audit-logs-yyyy_mm_dd-hh_mm_ss

yyyy_mm_dd は日付を示し、hh_mm_ss はファイルが作成された時刻を示します。 監査
ログファイルの名前は画面上に表示されます。

監査ログファイルは、デフォルトのダウンロードフォルダーにダウンロードされます。 ご
使用のブラウザーでデフォルトのダウンロードフォルダーが構成されていない場合は、対
象のファイルを指定するように求められます。
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5. ログが正しいフォルダーにダウンロードされたことを確認します。

25.9.4 詳細情報
• 「監査ログについて」 (73 ページ)

• 「監査ログのポリシーの選択」 (74 ページ)
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パート V 監視
この部の各章では、アプライアンスを使用したデータセンターの監視について説明します。 この部
の情報は、アプライアンスを構成し、データセンターのリソースをアプライアンスに追加した後で
利用します。
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26 データセンターのステータス、ヘルス、およびパ
フォーマンスの監視

この章では、HPE OneView を使用したデータセンターのステータス、ヘルス、およびパフォー
マンスの監視で推奨されているベストプラクティスについて説明します。

26.1 毎日の監視
データセンターの毎日の監視の一部として、アプライアンスが管理するリソースをすばやくス
キャンして、データセンターの全体的なヘルスを評価できることが重要です。 UI の画面をレ
ビューすることで、データセンターの状態や状況をすばやく分析できます。

26.1.1 最初の確認：ダッシュボード
[ダッシュボード]は、表示する権限が与えられているアプライアンスリソースのヘルス情報の
概要を視覚的に提供します。  [ダッシュボード]は、以下のヘルス情報の概要を表示できます。
• サーバープロファイル

• サーバーハードウェア

• エンクロージャー

• 論理インターコネクト

• ストレージプール

• ボリューム

• アプライアンスのアラート

各リソースのステータスはアイコンによって示されます：OK（ ）、警告（ ）、またはク

リティカル（ ）。 UI のリソース画面にリンクして詳細を確認するには、リソースごとに表
示されるステータスアイコンをクリックします。

[ダッシュボード]画面について詳しくは、「[ダッシュボード] 画面の使用」(334 ページ)を参照
してください。

26.1.2 アクティビティ
[アクティビティ]画面には、ヘルスおよびステータスの通知のログが表示されます。 アプライ
アンスは、環境内にあるリソースの現在のアクティビティを確認して、アラートを [アクティ
ビティ]画面、およびレビュー対象の関連するリソース画面に送信します。
[アクティビティ]画面は、同時にまたは非同期で実行されたすべてのタスク、およびユーザー
またはシステムによって開始されたすべてのタスクのデータベースでもあります。 監査ログに
似ていますが、詳細が表示され、UI から簡単にアクセスできます。

26.1.3 使用率のグラフ
特定のリソースの場合、アプライアンスは、CPU、電力、および温度の使用率統計を管理プロ
セッサー（iLO、Onboard Administrator、および iPDU）から収集します。 使用率のグラフを
使用すると、使用可能な容量に関する最近の使用率統計を理解したり、時間の経過に伴う使用
率の傾向を確認したり、時間の経過に伴う使用率の履歴を確認したりできます。 UI の使用率
の領域にカーソルを置くと、ツールヒントが表示されます。

[エンクロージャー]画面 電力消費量（平均、ピーク、および上限）および温度の評価
基準の履歴を表示します。

[サーバーハードウェア]画面 CPU 利用率/CPU 周波数、電力消費量（平均、ピーク、およ
び上限）、および温度の評価基準の履歴を表示します。
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[電力供給デバイス]画面 電力消費量（平均とピーク、および前の 5 分、前の 24 時間）
の評価基準の履歴を表示します。

[ラック]画面 電力消費量（平均、ピーク、および上限）および温度の評価
基準の履歴を表示します。

[インターコネクト]画面 ビット転送速度（送信および受信）のアップリンクポート統
計を表示します。

[ストレージシステム]画面 ストレージ容量をテビバイト（TiB）単位で表示します。
使用率のグラフについて詳しくは、「電力および温度の監視」(339 ページ)を参照してくださ
い。

26.1.4 データセンターの温度の監視
アプライアンスは、データセンター内のデバイスの電力および冷却能力を判定するために使用
できる詳細な監視データを提供します。 データセンターの全体的な冷却が十分であっても、通
気量の不足、過度の熱出力の集中、通路の末端の巻き込み気流といった状況のために、十分に
冷却されない領域が発生する可能性があります。 温度の問題を簡単に識別して、データセン
ターのすべての領域で温度のホットスポットを探すには、[Data Centers] UI 画面にある 3D ビ
ジュアル化機能を使用します。

温度について詳しくは、「電力および温度の監視」(339 ページ)を参照してください。

26.2 データセンターの監視のベストプラクティス
次に示すのは、HPE OneView アプライアンスを使用してデータセンター環境の管理対象コン
ポーネントのヘルスを確保するために推奨されているベストプラクティスです。

26.2.1アプライアンスの UI を使用してヘルスを監視するためのベストプラクティ
ス

環境内のリソースのヘルスを監視するときは、以下のベストプラクティスをおすすめします。

一般的なヘルス監視手順

注記: すべての管理対象サーバーおよび一部の監視対象サーバーに関するヘルスおよびアラー
トを表示できます。 監視対象のサーバーハードウェアについては、『HPE OneView サポート
マトリックス』を参照してください。

関連情報監視手順

「[アクティビティ] について」(329 ページ)
「[ダッシュボード] 画面の使用」(334 ページ)

1. [アクティビティ]画面に移動し、状況に応じて最善のフィルタリ
ングオプションを使用してアクティビティを絞り込みます。

[ダッシュボード]画面から始めて、特定のリソースのアラートを
表示することもできます。

「アイコンの説明」(91 ページ)2. 特定のリソース画面に移動して、そのリソースの特定のアクティ
ビティを表示します。

リソースの画面で、ヘルスステータスアイコンでリソースインス
タンスの状態を確認します。

3. 各リソースインスタンスの警告またはエラーのステータスを調べ
ます。
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関連情報監視手順

4. クリティカルなまたは警告のアラートを展開して説明全体を確認
し、[イベント詳細]をクリックして、アラートの原因になったイ
ベントに関する追加情報を表示します。

5. 推奨されている解決策（ある場合）の手順に従うか、アラートを
調査して問題を修正します。

注記: アラートがアクティブでアクションが必要ない場合、ア
ラートをクリアできます。 アラートがロックされている場合、
アラートをクリアするには原因を修正する必要があります。

ネットワークの現在のヘルスを監視するには、[インターコネクト]および [論理インターコネク
ト]リソースに移動して、最近のアクティビティ、アラートと通知、および現在のヘルスステー
タスを表示します。

26.2.2 SCMB または REST API を使用したヘルスの監視のベストプラクティス
ご使用のデータ センターの環境のコンポーネントのヘルスを確認するには、 State-change
Message Bus（SCMB）を使用して、ヘルスステータスメッセージを受け取ります。 SCMB
は、非同期メッセージングを使用して、管理対象の論理リソースと物理リソースの両方に対す
る変更をサブスクライバーに通知します。 たとえば、管理対象環境に新しいサーバーハード
ウェアが追加された場合や物理リソースのヘルスステータスが変更されたときに通知を受信で
きます。

REST API を使用してヘルスを監視するには、以下を参照してください。

• 全体的なヘルス監視

• サーバーハードウェアのヘルス監視

• ネットワークのヘルス監視

全体的なヘルス監視

注記: すべての管理対象サーバーおよび一部の監視対象サーバーに関するヘルスおよびアラー
トを表示できます。 どのサーバーを監視できるかについては、『HPE OneView サポートマト
リックス』で、監視対象のサーバーハードウェアを確認してください。

監視手順

• 深刻度または日付に基づいてアラートを絞り込み、現在のヘルスの問題を表示します。

GET /rest/alerts?filter="severity='{UNKNOWN, OK, WARNING, CRITICAL}'"&filter="created='{YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ}'"

注記: DISABLED の深刻度はアラートに適用されません。

アラートについて詳しくは、オンラインヘルプの「REST API スクリプティング」を参照してください。

• サーバーハードウェアなどの特定の物理リソースタイプのアラートを取得します。

GET /rest/alerts?filter="physicalResourceType='{physical_server}'"

サーバーハードウェアについて詳しくは、オンラインヘルプの「REST API スクリプティング」を参照してくださ
い。
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監視手順

特定のアラートの原因になった元のイベントを表示します。

1. アラートを選択します。
GET /rest/alerts/

2. アラート ID を使用して特定のアラートを取得します。
GET /rest/alerts/{id}

3. 関連するイベントを取得します。
GET /rest/events/{id}

• 問題を解決します。 推奨されている解決策を使用する（特定のアラートリソースで GET 操作を実行し、
correctiveAction 属性を表示する）か、アラートを調査します。

サーバーハードウェアのヘルス監視

サーバーは、アプライアンスが正常でなくなると警告またはクリティカルのステータスに変わ
ります。 サーバープロファイルが障害の発生したサーバーに適用された場合は、そのサーバー
プロファイルも障害の発生したステータスになります。

監視手順

• アラートの詳細を使用して問題を解決します。 推奨されている解決策が使用できる場合は、まずその解決策を
試します。 場合によっては、解決策について最善の判断をするためにアラートの追加調査が必要になることが
あります。

GET /rest/alerts?filter="physicalResourceType='{physical_servers}'"&filter="severity='{WARNING, CRITICAL}'"

アラートについて詳しくは、オンラインヘルプの「REST API スクリプティング」を参照してください。

• サーバープロファイルがサーバーハードウェアに適切に割り当てられていることを確認します。

サーバープロファイルについて詳しくは、オンラインヘルプの「REST API スクリプティング」を参照してくださ
い。

ネットワークのヘルス監視

アプライアンスのネットワークの現在のヘルスを判定するには、インターコネクトおよび論理
インターコネクトのアラートを表示して、正しい接続を確認します。 アラートを一覧表示する
ときは、アラートでGET 操作を実行して、インターコネクトに関連するアラートに絞り込むこ
とができます。 状態を一覧表示するときは、インターコネクトおよび論理インターコネクトで
GET 操作を実行して、OK 状態に絞り込むことができます。
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監視手順

インターコネクトのアラートを表示します。

1. インターコネクトのアラートを選択します。
GET
/rest/alerts?filter="physicalResourceType='{interconnect}'"&filter="severity='{WARNING,
CRITICAL}'"

2. アラート ID を使用して特定のアラートを取得します。
GET /rest/alerts/{id}

インターコネクトについて詳しくは、オンラインヘルプの REST API の章を参照してください。

スタッキングのヘルスが良好でない論理インターコネクトに絞り込みます。

1. ヘルスが良好でない論理インターコネクトを取得します。
GET /rest/logical-interconnects?filter="stackingHealth='{Unknown, Disconnected}'"

2. インターコネクト ID を使用して、ヘルスが良好でない特定のインターコネクトを表示します。
GET /rest/logical-interconnects/{id}

論理インターコネクトについて詳しくは、オンラインヘルプの REST API の章を参照してください。

• アラートにある情報を使用して問題を解決します。 推奨されている解決策がある場合はそれを使用するか、ア
ラートを調査します。

アラートについて詳しくは、オンラインヘルプの「REST API スクリプティング」を参照してください。

26.3 アクティビティの管理
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• リソースのアクティビティを表示する。

• アクティビティをヘルス、ステータス、または日付でフィルター処理する。

• アラートに所有者を割り当てる。

• アラートにメモを追加する。

• アラートを消去する。

• 消去したアクティビティをアクティブな状態にリストアする。

26.3.1 [アクティビティ] について
[アクティビティ]画面には、アプライアンスのアクティビティとデータセンターで発生してい
るイベントに関するアラートとその他の通知が表示されます。 画面の各領域を絞り込んだり、
ソートしたり、展開表示したりして、情報の表示方法を調整できます。 ただちに注意を要する
イベントが通知で報告されている場合は特に、アクティビティの詳細内のリンクを使って、特
定のリソースに関する追加情報を表示することもできます。

[アクティビティ] 画面のコンポーネント
ここに示した画像は、アクティビティの監視、解決、および管理に使用できる、画面上の重要
な領域を示しています。
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1 デフォルトは [すべて]で、発生したすべてのアラート、タスク、およびイベントが [アク
ティビティ]画面に表示されます。 デフォルトのアクティビティリストをすばやく絞り込
んで注意を要する通知を表示するには、 アイコンをクリックして [すべて]から [注意が
必要]に切り替えます。
表示するアクティビティのタイプを指定するには、[フィルター]メニューバーのフィルター
と日付範囲セレクターを使用します。 フィルターバナーのフィルタリングセレクターの選
択肢を展開表示するには、各フィルタリングセレクターの横にある アイコンをクリック
します。

2 選択した通知の割り当て、クリア、またはリストアを行うには、[アクション]メニューを
使用します。

3 アラートや他の通知を特定のユーザーに割り当てるには、各通知の [オーナー]列内に表示
される名前を選択します。

4 通知が展開表示されたら、[イベント詳細]リンクをクリックして、その通知に関する詳細
を表示します。注意を要するアクティビティに関する具体的な修正アクションが見つかる
ことがあります。

5 指示や他の情報を通知に追加するには、注記ボックスに入力します。

ヒント: 注記ボックスの右下部をクリックしてドラッグすると、見やすくしたり、編集
しやすいように、ボックスを拡張できます。

6
アイコンをクリックすると、通知の表示が展開されて、その通知に関するすべての情報

が表示されます。 アイコンをクリックすると、通知が折り畳まれて 1 行の要約になり
ます。

7 通知で OK（緑色）以外のステータスが報告されている場合は、リンクをクリックして、
その通知を生成したリソースに関する詳細を表示します。

26.3.2 アクティビティのタイプ：アラートおよびタスク

26.3.2.1 アラートについて
アプライアンスは、アラートメッセージを使用して、アプライアンスが管理および監視するリ
ソースの問題を報告します。 リソースは、アラートを生成して、何らかの意味のあるイベント
が発生したこと、および対処が必要になる可能性があることを通知します。

イベントは、リソースで発生した 1 つの問題または変更を記述します。 たとえば、サーバー
の（iLO）管理プロセッサーから受信した SNMP トラップはイベントです。
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各アラートには、報告するイベントに関する重要度、状態、説明、および緊急度の情報が含ま
れています。 アラートをクリアしたり、アラートに所有者を割り当てたり、アラートに注記を
追加したりできます。

アラートがアクティブな状態またはロックされた状態にある間、それらのアラートはリソース
の全体的な表示ステータスに影響します。 アラートの状態をクリア済に変更すると、それらの
アラートは表示ステータスに影響を及ぼさなくなります。

重要: 
アプライアンスは、受信アラートの数を継続的にカウントします。 アプライアンスは、500 の
アラートメッセージごとに、アラートの数が 75,000 に達したかどうかを判別します。 75,000
に達すると、自動クリーンアップが実行され、合計数が 74,200 より少なくなるまでアラート
メッセージが削除されます。 自動クリーンアップが実行されると、クリアされたアラートが古
い順に削除されます。 そのとき、最も重要度の低いものから古いアラートを削除します。

詳細情報

「サービスアラート」(333 ページ)

26.3.2.2 タスクについて
ユーザーまたはシステムによって開始されたすべてのタスクは、アクティビティとして報告さ
れます。

• ユーザーによって開始されるタスクは、ユーザーがリソースを追加、作成、削除、アップ
デート、または削除すると作成されます。

• ほかのタスクは、サーバーの利用率データの収集など、アプライアンス上で実行されるプ
ロセスによって作成されます。

タスクログには価値ある情報が含まれており、問題の解決に使用できます。 実行されたタスク
のタイプ、タスクが完了したかどうか、タスクがいつ完了したか、およびだれがタスクを開始
したかを判別できます。

タスクのタイプは次のとおりです。

説明タスクのタイプ

エンクロージャーグループまたはネットワークセットの作成、編集、削除などの、ユーザー
が開始したタスク

ユーザー

利用率データのアップデートなど、アプライアンスによって開始されたタスクアプライアンス

バックグラウンドで実行されるタスク。 このタイプのタスクは、ログには表示されません。バックグラウンド

重要: アプライアンスは、約 6 か月分のタスクまたは 50,000 のタスクの情報を保持するタス
クデータベースを管理します。 タスクデータベースのタスクが 50,000 を超過した場合は、カ
ウントが 50,000 より少なくなるまで、500 のタスクのブロックが削除されます。 6 か月より
古いタスクは、データベースから削除されます。

タスクデータベースと保存されているアラートデータベースは別です。
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26.3.3 アクティビティの状態

説明状態アクティビティ

アラートはクリアまたは解決されていません。

リソースのアクティブなアラートは、リソースの全体的なヘルスステータ
スとの関係で考慮されます。

アクティブアラートは、アラートカウントのサマリーに影響します。

[アクティブ][アラート]

内部のリソースマネージャーによって設定（ロック）されたアクティブア
ラート。

ロック済アラートは手動では消去できません。 アラートに関連付けられた
修正操作を調べ、問題を解決する方法を判断します。 問題が解決された後
で、リソースマネージャーがアラートをアクティブ状態に変えます。 その
ときに、アラートを消去または削除できます。

リソースのロックされたアラートは、リソースの全体的なステータスに影
響します。

[ロック済]

アラートが対処されたか、認識されたか、解決されました。 追跡する必要
がなくなったアクティビティはクリアします。

アプライアンスは、特定のアクティビティを自動的にクリアします。

クリア済アクティビティはリソースのヘルスステータスに影響せず、表示
されるサマリーにカウントされません。

[クリア済]

サポートケースは HPE への送信を保留しています。[待機中][サービスアラー
ト]

サポートケースは HPE へ送信されました。[送信済み]

HPE はサポートケースを受信しました。[受信]

サポートケースが開いています。[開く]

サポートケースは閉じています。

注記: サポートケースはアクションなしで閉じることができます。
• テストイベントの場合

• デバイスがリモートサポートに対応していない場合

• デバイスがサポート契約または保証に含まれていない場合

[終了]

サービスリクエストの処理中にエラーが発生しました。[エラー]

サービスアラートがありません。 これはデフォルト値です。[なし]

タスクが開始され、実行されて完了しました。[完了][タスク]

タスクが開始され、実行中ですが、まだ完了していません。[動作中]

タスクはまだ実行されていません。[待機中]

タスクは実行されましたが、中断されました。 たとえば、そのタスクはリ
ソースを待機している可能性があります。

[中断]

タスクは失敗したか、クリティカルアラートを生成しました。

すぐにエラー状態を調査してください。

[エラー]

タスクが正常にシャットダウンされたか、またはキャンセルされました。[終了]

注意を要する可能性のあるイベントが発生しました。 アプライアンスに何
らかの問題がある可能性があります。

すぐに警告状態を調査してください。

[警告]
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26.3.4 アクティビティのステータス
すべての HPE OneView リソースで表されているステータスは、単一のリソースのステータス
を表しており、サブコンポーネントの集約的なステータスを表していません。 たとえば、エン
クロージャーのステータスは、すべてのサーバーブレードおよびサーバーのステータスではな
く、エンクロージャー（Onboard Administrator、ファン、および電源装置）のステータスだけ
を集約しています。

説明ステータス

クリティカルなアラートメッセージが受信された、または削除タスクが失敗したか中断さ
れました。

すぐにクリティカルステータスのアクティビティを調査してください。

[クリティカル]

注意を要する可能性のあるイベントが発生しました。 アプライアンスに何らかの問題が
ある可能性があり、注意を要します。

すぐに警告ステータスのアクティビティを調査してください。

[警告]

アラートの場合、OK は通常の動作またはリソースからの情報を示します。
タスクの場合、OK はタスクが正常に完了したことを示します。

[OK]

アラートまたはタスクのステータスが不明です。

後で実行するように設定されているタスクのステータスは、不明です。

[不明]

タスクの続行または完了が妨げられました。[無効]

26.3.5 サービスアラート
デバイス（たとえば、iLO）が、アラートに関連付けられたサービスアラートを生成する場合
があります。 サービスアラートが [アクティビティ]画面に表示されると、サービスコールを容
易にするためのケース識別子（ケース ID）やプライマリ連絡先情報を含むサービス情報が提供
されます。 プライマリ連絡先情報は、リモートサポートが構成されたときに入力されたもので
す。

デバイスが保証対象である場合、またはアクティブにサポート契約の対象である場合、状態が
正常になったときに（障害が起きたファンが交換された後など）リモートサポートはサービス
アラートを自動的に閉じてクリアします。 リモートサポートは、アクティブにサポート契約を
結んでいないデバイスに対してアクションを行いません。

詳細情報

「アクティビティの状態」(332 ページ)

26.4 メール通知の管理
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI を使用した以下の操作に関する情報が提供されま
す。

• アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成。

• メール受信者とフィルターの追加。

• メール受信者とフィルターのエントリーの編集。

• メール受信者とフィルターの有効化または無効化。

• アラートの消去。

• メール受信者とフィルターのエントリーの削除。
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26.5 アラートメッセージのメール通知について
この機能は、特定の警告が発生したときに指定された受信者に通知します。

この機能を構成して有効にすると、アプライアンスは、アラートを送信することに加えて以下
の手順を実行します。

• アプライアンスは、アラートを設定済みの検索条件と比較します。

• アラートが一致する場合は、アラートのテキストを含むメールメッセージを作成します。

• アプライアンスは、指定した受信者にメールメッセージをテキスト形式と HTML MIME の
種類の両方で送信します。 両方の種類で送信することにより、受信者のメールアプリケー
ションが表示方法を決定できます。

このメール通知機能は有効または無効にすることができ、必要に応じて、個々のフィルターの
通知を有効または無効にすることもできます。

アプライアンスでは 100 件までの受信者とフィルターの組み合わせを使用でき、1 通のメール
メッセージに 50 名までの受信者を指定できます。 この柔軟性により、警告メッセージの内容
と送信先を細かく調整できます。 たとえば、ある受信者には警告アラートを、別の受信者には
クリティカルなアラートを送信するようにアプライアンスを構成できます。

テストメッセージを送信することで、構成を確認することができます。

26.6 アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成
次の手順に従って、アラートのメールメッセージを送信するようにアプライアンスを構成しま
す。 後で、受信者またはフィルターのエントリーを追加、編集、または削除することができま
す。

注記: メール通知のフィルターは、アラートメッセージに対してのみ構成できます。

前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成

1. メインメニューから [設定]画面に移動します。
2. [通知]パネルを見つけて をクリックします。

3. [通知を編集] 画面の [メール]パネルで要求されたデータを入力します。

注記: SMTP サーバーは、アプライアンスのメールアドレスのドメイン名から自動的に
決定されます。 SMTP 設定の指定が必要な場合は、[SMTP オプション]をクリックして指
定します。

4. 続けて、1 つまたは複数のエントリーを追加します。

26.7 [ダッシュボード] 画面の使用
26.7.1 ダッシュボードについて

[ダッシュボード]のグラフでは、アプライアンスと、データセンターの管理対象リソースの全
般的なヘルスとステータスが視覚的に表現されます。 [ダッシュボード]から、注意を要するリ
ソースをすぐに確認できます。 注意を要するリソースに直接アクセスするには、リソース名を
クリックします。

アプライアンスにログインするたびに、[ダッシュボード]の画面が最初に表示されます。 [ダッ
シュボード]のグラフは、メインメニューから [ダッシュボード]を選択すれば、いつでも確認で
きます。

[ダッシュボード]には、割り当てられたユーザーロールに関連付けられている最も関連性の高
いリソースのステータスが表示されます。 ネットワークおよびストレージのロールなど、複数
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のロールが割り当てられている場合は、デフォルトのダッシュボードに、各ロールでダッシュ
ボードに表示されるリソースの組み合わせが表示されます。 リソースのパネルを追加、削除、
および移動して、[ダッシュボード]をカスタマイズすることができます。

26.7.2 [ダッシュボード] 画面の詳細

重要: はじめてアプライアンスにログインすると、[ダッシュボード]には何も表示されませ
ん。これは、リソースがまだ構成されていないためです。

はじめてアプライアンスにログインした場合は、「クイックスタート：HPE OneView の初期
構成」 (133 ページ) を参照して、データセンター環境を定義し、インフラストラクチャをアプ
ライアンスの管理下に置いてください。

ポインターをグラフ部分の上に置くと、その部分によって表されるリソースインスタンスの数
が表示されます。 同じグラフの別の部分に置くと、グラフの中央に表示されるテキストとカウ
ントが変化します。 グラフ部分をクリックすると、その部分が表すステータスまたは値によっ
てフィルタリングされたリソースページが表示されます。

[ダッシュボード]を小さい画面で表示すると、複数のグラフがあるリソースではグラフが垂直
に配置され、スクロールバーを使用して各グラフに移動できます。

[ダッシュボード]には、以下のグラフタイプが表示されます。

説明グラフタイプ

[ステータス]グラフには、ヘルスステータスの概要が表示されます。
リソース名の横に表示される数字は、そのリソースの、アプライアンスが認識しているリソー
スインスタンスの合計数を示します。 詳しくは、リソース名をクリックしてリソースのメイ
ン画面を表示し、ヘルスとステータスの詳細情報を表示してください。

[ステータス]グラフで、ダークグレーのグラフ部分は、無効になっているか、アプライアンス
によって管理されていないために情報を報告していないリソースの数を示します。

リソースのステータスに基づいてリソースの表示を絞り込むには、ステータスアイコンをク
リックします。

ヘルスステータスおよび深刻度のアイコンについて詳しくは、「アイコンの説明」(91 ペー
ジ)を参照してください。

[ステータス]

[プロファイル付きサーバー]グラフでは、サーバープロファイルが割り当てられているサー
バーハードウェアインスタンスの数が報告されます。

グラフが青色のみでない場合は、ポインターをグラフのライトグレーの部分に合わせると、
サーバープロファイルが割り当てられていないサーバーの数が表示されます。

[プロファイル付き
サーバー]

[ブレードベイ]グラフでは、すべての管理対象エンクロージャーベイにあるサーバーハード
ウェアインスタンスの数が報告されます。

グラフが青色のみでない場合は、ポインターをグラフのライトグレーの部分に合わせると、
空のエンクロージャーベイの数が表示されます。

[ブレードベイ]

26.7.3 ダッシュボードのグラフの解釈方法
[ダッシュボード]のグラフの色で、報告されているデータをすばやく解釈することができます。
表 14 ダッシュボードのグラフの色

意味色

ヘルスが良好なステータス緑色

注意を要する可能性のあるイベントが発生黄色

ただちに注意を要するクリティカルな状態赤色
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表 14 ダッシュボードのグラフの色 (続き)

意味色

ステータスグラフでは、測定されているデータと一致するリソースインスタンス（青色だけ
のグラフは 100% を示します）
カスタムグラフでは、属性の値の違い（青色の明るさによる）

青色

測定対象のデータと一致しないリソースインスタンス（青色と組み合わせて使用し、合計で
100% になります）

ライトグレー

OK、警告、またはクリティカル以外のステータス、つまり無効または不明のステータスを報
告しているリソースインスタンス

ダークグレー

ステータスアイコン

ヘルスが良好でない状態のリソースの識別に役立つよう、ステータスアイコンには、ステータ

スがOK（ ）、警告（ ）、またはクリティカル（ ）のリソースの数が示されます。

ステータスアイコンを選択すると、リソースのメイン画面が表示され、そのステータスによっ
てフィルタリングされたリソースインスタンスが表示されます。円グラフで目的のステータス
の色をクリックすることもできます。 リソースが定義されていない場合、または特定のステー
タス（数字のゼロで示されます）のリソースインスタンスが検出されない場合は、関連付けら
れているアイコンの色がほぼ無色（非常に淡いグレー）になります。

グラフに表示されるデータを解釈する方法については、図の後に示されている番号付きの説明
を参照してください。

図 20 [ダッシュボード] の例

1 リソース名をクリックしてリソースのメイン画面を表示し、詳細を確認します。 隣接する
数字は、アプライアンスによって管理されているそのリソースのインスタンスの数を示し
ます。 この例では、アプライアンスに 3 つのエンクロージャーが追加されており、1 つは
ヘルスが良好な状態です。

2 ダッシュボードパネルにポインターを合わせると、[エンクロージャー]パネルに表示され
るような追加のアイコンが表示されます。

• 削除（x）アイコンを使用すると、ダッシュボードからパネルが削除されます。
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• 移動（ ）カーソルを使用すると、ダッシュボード上の異なる位置にパネルを移動
できます。

• カスタムパネルの場合は、編集（ ）アイコンも表示され、これで、カスタムパネル
を編集できます。

3 [インターコネクト]リソース用のグラフ例は、合計 7 つのインターコネクトを示しており、
その 4 つはクリティカルな状態で、他の 3 つは正常なステータスであることを示していま
す。

原因の調査を開始するには、クリティカルステータスアイコンをクリックして [インター
コネクト]画面を表示します。

4 [ステータス]グラフで、ダークグレーの部分は、リソースが無効になっているか、ステー
タスが不明のためにステータス情報を報告していないリソースの数を表します。

[サーバーハードウェア]リソースのグラフ例には、合計 30 のサーバーハードウェアのイン
スタンスが表示されており、そのうち、14 は、無効なデバイスまたは不明なデバイスで
す。 グラフのダークグレーの部分にポインターを合わせると、無効および不明のステータ
スのサーバーハードウェアインスタンス数が表示されます。

5 アイコンを使用すると、カスタムパネルまたは事前に定義されたパネルを追加してダッ
シュボードをカスタマイズできます。 パネルのカスタマイズの詳細については、「ダッ
シュボードのカスタマイズ」(337 ページ)を参照してください。

6 [イーサーネットネットワーク]グラフは、ユーザーが自分に割り当てられている Ethernet
ネットワークの数を定義している、カスタマイズされたパネルを示します。 詳しくは、
「ダッシュボードのカスタマイズ」(337 ページ)を参照してください。

7 [ストレージプール]グラフは、アプライアンスによって管理されているストレージプール
がある場合に、その状態を報告します。

ストレージプールについて詳しくは、「ストレージプールについて」(273 ページ)を参照し
てください。

8 [アプライアンスアラート]領域には、通常はバックアップやライセンスの問題など、アプ
ライアンス関連の重要なアラートの概要が表示されます。 ほかのリソースに関連するア
ラートはここには含まれません。

1 つのアプライアンスアラートが検出された場合は、そのアラートテキストがここに表示
されます。 複数のアラートの場合は、アラートの数が表示されるので、[アプライアンス]
をクリックして直接 [アクティビティ]画面に移動し、アプライアンス関連のすべてのア
ラートを絞り込んで表示できます。

アラートについて詳しくは、「[アクティビティ] について」(329 ページ)を参照してくださ
い。

26.7.4 ダッシュボードのカスタマイズ
興味のあるパネルが表示されるようにダッシュボードをカスタマイズできます。

• 未割り当てのアラートやサーバープロファイルなど、事前に定義されたパネルのセットか
ら選択できます。

• ダッシュボードクエリを使用して、表示するデータを選択し、独自のカスタムパネルを作
成または編集できます。

• 必要に応じて、ダッシュボードでパネルを再調整または移動できます。

• 不要になったら、パネルを削除できます。

注記: ダッシュボードのカスタマイズの内容をクリアして、ダッシュボードをデフォルトに
リストアする場合は、ダッシュボードのリセットに関する情報のオンラインヘルプを参照して
ください。
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26.8 リモートサポートの管理
26.8.1 リモートサポートについて

サーバーおよびエンクロージャー上でハードウェア障害が発生した場合に自動的にケースを作
成し、プロアクティブケア を有効にするために、Hewlett Packard Enterprise に登録します。
いったん有効にすると、将来追加されるすべての対象デバイスについてのリモートサポートが
自動的に有効になります。

対象デバイスは、Gen8 およびそれ以降のブレードサーバー、ラックサーバー、およびエンク
ロージャーです。

注記: リモートサポートを有効にするには、iLO 2.1 ファームウェアレベル以上のサーバーと
する必要があります。

Hewlett Packard Enterprise は、お客様と連絡を取り合い、保証またはサポート契約対象のデ
バイスを対象に、交換用部品の出荷やエンジニアの派遣を行います。

リモートサポートは、収集される構成データに基づく推奨事項を含む、Proactive Scan レポー
ト、Firmware/Software Analysis レポートなど、プロアクティブケアサービスを有効にします。
リモートサポートは安全です。 ビジネスデータの収集は行いません。収集されるのは、デバイ
ス固有の構成および障害データだけです。 通信はすべて外向けです。また、業界標準の TLS
暗号化を使用して情報の機密性と整合性を確保します。

詳細情報

リモートサポートのドキュメント（英語）

26.8.2 チャネルパートナーについて
パートナー ID は、パートナーを HPE 認定パートナーとして一意に識別します。 他のチャネ
ルパートナーが割り当てられていない場合、Hewlett Packard Enterprise がデフォルトのチャ
ネルパートナーです。

HPE 製品販売店
リモートサポートを有効にすると、HPE サポートセンターの Insight Online にある構成レポー
トおよび契約保証レポートのほか、構成詳細、一部の契約および保証の詳細へのアクセスを製
品販売店に許可できます。

HPE 認定サービスパートナー
サービスパートナーは、製品販売店に提供される上記の情報のほかに、HPE チャネルサービス
ネットワークポータルへのリンクを含む、サービスイベントステータスおよびレポートにアク
セスできます。

26.8.3 データ収集の概要
基本収集は、構成情報を Hewlett Packard Enterprise に送信して、お客様の保証およびサービ
ス契約に準拠した分析およびプロアクティブサービスで使用できるようにします。 データは、
30 日周期で送信されます。
エンクロージャーは基本収集のみをサポートします。

アクティブヘルスは、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。 データは、7 日周期で送信されます。
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27 電力および温度の監視
HPE OneView を使用すると、ハードウェア環境の電力および温度を監視できます。

電力および温度の監視機能の概要
アプライアンスは、次の処理を行います。

• ハードウェアの温度を色分けして 3D でビジュアル化したものを表示する（UI のみ）

• 電力の評価基準統計を収集および報告する

• 温度の評価基準統計を収集および報告する

• カスタマイズ可能な使用率のグラフを使用して使用率統計を表示する（UI のみ）

リソース別の電力および温度の監視機能

• [データセンター]

ラックおよびその中のサーバーハードウェアの温度の色分けによるビジュアル化◦
• [エンクロージャー]と [サーバーハードウェア]

劣化したクリティカルな温度および電力に関するアラート◦
◦ 電力の構成エラーに関する予防の分析およびアラート通知

◦ 電力および温度の統計に関する使用率のグラフ

• [電力供給デバイス]

電力のしきい値に関するアラート◦
◦ 電力の構成エラーに関する予防の分析およびアラート通知

◦ 電力および温度の統計に関する使用率のグラフ

• [ラック]

電力の構成エラーに関する予防の分析およびアラート通知◦
◦ 電力および温度の統計に関する使用率のグラフ

27.1 UI による電力と温度の監視
[データセンター]画面には、ハードウェア環境を3D でビジュアル化したものが表示され、色分
けのシステムを使用してハードウェアの温度データを表示します。

[利用状況]パネルおよび使用率グラフは、電力と温度の使用率に関する統計情報を、[エンク
ロージャー]、[インターコネクト]（使用率グラフのみ）、[電力供給デバイス]、[ラック]、およ
び [サーバーハードウェア]画面の [利用状況]ビュー経由で表示します。

27.1.1データセンターの温度の監視
[データセンター]リソースでは、データセンターのラックをビジュアル化したものが提供され、
色分けのシステムを使用してラックのピーク温度が表示されます。 これを有効にするには、ま
ず [データセンター]リソースを使用してラックの物理的な位置とラック内のコンポーネントの
位置を指定する必要があります。

温度をビジュアル化したものを使用して、データセンターの過冷却の領域を識別できます。
ピーク温度が低い領域の通気管を閉じて、冷却が不十分な領域への通気量を増やすことができ
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ます。 データセンター全体が過冷却になっている場合は、温度を上げて冷却コストを節約でき
ます。

前提条件 

• 必要な権限：サーバー管理者。

• データセンターを作成して、その中にラックを配置していること。

• データセンター内のラックの配置は、ラックの物理的な位置を正確に示していること。

• ポリシーで制限が規定されている場合は、[ラック]画面を使用してラックの温度制限を指
定していること（オプション）。

温度の収集およびビジュアル化の詳細 

• ビジュアル化では、色分けのシステムを使用してラックのピーク温度を表示します。 ラッ
クには、（周辺温度履歴のレポートをサポートしているデバイスのうち）ラック内で最も
高いピーク温度を記録したデバイスの（直近の 24 時間で）最も高いピーク温度に基づい
て色が付きます。

• 温度は、各デバイスから収集された温度の使用率データを使用して判定されます。

• バックグラウンドのデータ収集は 1 日に 1 回以上行われるため、報告されるラックのピー
ク温度は過去 48 時間以内のものになります。

• 48 時間以内にピーク温度が観測されていないラックは、色で冷却状態が示されません（グ
レー）。

図 21 3D によるデータセンターのビジュアル化

27.1.1.1 データセンターのビジュアル化のビューの操作
[データセンター]画面の [概要]ビューまたは [レイアウト]ビューで、拡大縮小したり、データ
センターの表示角度を調整したりできます。

前提条件 

• 必要な権限：サーバー管理者

注記: データセンタービューのコントロールは、ポインターをパネルに合わせるまで、[概要]
ビューの [レイアウト]パネルに表示されません。

データセンターをビジュアル化するときの表示を操作する

データセンターの表示を変更するには、次の 1 つ以上の操作を行います。

• 水平スライダーを左へ動かすと拡大し、右へ動かすと縮小します。

• 垂直スライダーを上下に動かすと、垂直方向の表示角度が変わります。

• 回転ダイヤルをクリックしてドラッグすると、水平方向の表示角度が変わります。
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27.1.2 電力および温度の使用率の監視
電力および温度の使用率の統計は、次の場所に表示されます。

• [利用状況]パネル

• [利用状況]ビューの使用率のグラフ

27.1.2.1 [利用状況] パネルについて
[エンクロージャー]、[電力供給デバイス]、[ラック]、[サーバーハードウェア]、[ストレージシ
ステム]の各画面では、各リソースの [概要]内に、[利用状況]パネルが表示されます。
[利用状況]パネルで見られる可能性のある状態は次のとおりです。

理由パネルの内容

アプライアンスが収集したデータが表示されています。使用率のメーターに使用率のデータが表示される。

iLO Advanced ライセンスのないサーバーハードウェア
には、使用率のデータは表示されません。

ライセンスメッセージが表示される。

直近 24 時間にアプライアンスがデータを収集しません
でした。

no data が表示される。

以下の理由でメーターが設定されていない可能性があり
ます。

• ページの読み込み中でデータがまだ利用できない。

• 直近の 5 分の収集期間の前に利用率データがありま
せん。 使用率のグラフに履歴データがある可能性が
あります。

• どのサーバーも電源がオンになっていない場合、エ
ンクロージャーは温度データを表示しません。

• ラックにマウントされているデバイスがなく、ラッ
クの温度制限が設定されていない場合、ラックはデー
タを表示しません。

not set が表示される（グレーのメーターにハッシュ
マークが付く）。

デバイスで使用率データの収集がサポートされていませ
ん。

not supported が表示される。

詳しくは、利用状況のオンラインヘルプを参照してください。

27.1.2.2 利用率のグラフとメーターについて
アプライアンスは、特定のリソースについて、CPU、電力消費、温度、および容量のデータを
収集し、利用率グラフと利用率メーターを通してレポートします。

注記: データ収集間隔は、最小で 5 分（平均）、最大で 1 時間（平均）です。
使用率のグラフには、最大で 3 年間のデータ範囲を表示できます。

表 15 リソース別に収集される使用率の統計

使用率の評価基準

[容量][カスタム][温度][電源][CPU]リソース

✓✓✓[エンクロー
ジャー]

✓✓[ラック]

✓[電力供給デ
バイス]
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表 15 リソース別に収集される使用率の統計 (続き)

使用率の評価基準

[容量][カスタム][温度][電源][CPU]リソース

✓✓✓✓[サーバー
ハードウェ
ア]

✓[ストレージ
システム]

注記: [インターコネクト]画面を使用して、インターコネクトポートのデータ転送統計を表示
する利用率グラフを表示できます。 [インターコネクト]画面のオンラインヘルプを参照してく
ださい。

使用率統計とライセンス 
使用率の統計およびグラフは、iLO ライセンスが割り当てられていないサーバーハードウェア
では無効になっています。 詳しくは、「ライセンスについて」(187 ページ)を参照してくださ
い。

利用率が無効になっている場合は、[利用状況]パネルに、ライセンスのないリソースの詳細パ
ネルで利用率が無効になっている理由を述べるメッセージが表示されます。

使用率のグラフ

1 主要なグラフ：大きな使用率のグラフに、データのポイントを図示する線を使用してデバ
イスの評価基準のデータ（垂直軸）が一定の間隔（水平軸）で表示されます。

2 水平軸：主要な使用率のグラフの水平軸は、表示されるデータの時間間隔を示します。右
側が最新の間隔のデータです。 時間間隔は、最小で 2 分、最大で 5 日です。

3 垂直軸：主要な使用率のグラフの垂直軸は、グラフの左側にある対応する測定単位で表示
される評価基準の間隔を示します。 各測定単位の間隔は固定されていて、変更できませ
ん。 2 つの評価基準を異なる測定単位で表示するグラフには、グラフの右側に 2 番目の間
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隔があります。 グラフの最上部の測定値は、指定された評価基準の使用率の最大容量を表
します。

4 ナビゲーショングラフ：主要なグラフの下にあるナビゲーショングラフには、利用可能な
データの最大時間間隔が表示されます。 ナビゲーショングラフを使用して、ポインティン
グデバイスで間隔を強調表示して、主要なグラフに表示したい時間間隔を選択します。

カスタムの使用率グラフの作成、およびグラフに表示する詳細のレベルを変更する方法につい
て詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

27.2 REST API による電力および温度の監視
27.2.1 エンクロージャーの電力容量設定のアップデート

エンクロージャーの容量設定をアップデートするには、calibratedMaxPower 属性だけを含
むPUT 操作を実行します。 GET 操作を使用してエンクロージャーの容量設定の属性を表示し、
calibratedMaxPower 属性を編集してから、編集済みのcalibratedMaxPower 属性だけを
含むPUT 操作を実行します。

前提条件

• 最低限必要なセッション ID 権限：サーバー管理者

REST API を使用してエンクロージャーの容量設定をアップデートする

1. エンクロージャーの URI を選択します。
GET /rest/enclosures

2. 手順 1 の URI を使用して、エンクロージャーの容量を取得します。
GET {エンクロージャーの URI}/environmentalConfiguration

3. エンクロージャーの容量を編集します。 応答本体で送信する唯一の属性は、calibratedMaxPower です。
GET 操作のすべての属性を送信することはしないでください。

4. エンクロージャーの容量をアップデートします。
PUT {エンクロージャーの URI}/environmentalConfiguration

27.2.2 サーバーハードウェアの電力容量設定のアップデート
サーバーハードウェアの容量設定をアップデートするには、calibratedMaxPower 属性だけ
を含むPUT 操作を実行します。 GET 操作を使用してサーバーハードウェアの容量設定の属性
を表示し、calibratedMaxPower 属性を編集してから、編集済みのcalibratedMaxPower
属性だけを含むPUT 操作を実行します。

前提条件

• 最低限必要なセッション ID 権限：サーバー管理者

REST API を使用してサーバーハードウェアの容量設定をアップデートする

1. サーバーハードウェアの URI を選択します。
GET /rest/server-hardware

2. 手順 1 の URI を使用して、現在のサーバーハードウェアの容量を取得します。
GET {サーバーハードウェアの URI}/environmentalConfiguration

3. サーバーハードウェアの容量を編集します。 応答本体で送信する唯一の属性は、calibratedMaxPower で
す。 GET 操作のすべての属性を送信することはしないでください。

4. サーバーハードウェアの容量をアップデートします。
PUT {サーバーハードウェアの URI}/environmentalConfiguration
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28 サブスクライバーにデータを送信するためのメッセー
ジバスの使用

28.1 HPE OneView メッセージバスへのアクセスについて
HPE OneView は、管理対象リソース（論理リソースと物理リソースの両方）に加えた変更、
および管理対象リソースのメトリックに加えた変更をサブスクライバーに通知する非同期メッ
セージングをサポートしています。 たとえば、新しいサーバーハードウェアが管理対象環境に
追加されたとき、または物理リソースのヘルスステータスが変化したときに通知を受信するよ
うに、アプリケーションをプログラミングできます。また、管理対象リソースの電力、温度、
CPU といった評価基準をストリーミングすることもできます。 HPE OneView REST API を使
用して、この章で説明されている 2 つのメッセージバス（State-Change Message Bus または
Metric Streaming Message Bus）にアクセスする証明書を入手することができます。
メッセージの内容は、JSON（JavaScript オブジェクト表記）形式で送信され、リソースのモ
デルが含まれています。

メッセージへのサブスクリプションを設定するには、その前に REST API を使用してアプライ
アンスから AMQP（Advanced Message Queuing Protocol）証明書を作成およびダウンロード
する必要があります。 次に、ユーザー名とパスワードを指定するか指定せずにEXTERNAL 認証
メカニズムを使用してメッセージバスに接続します。 これにより、メッセージバスとクライア
ント間で証明書ベースの認証を使用できるようになります。 メッセージバスに接続した後、空
のキュー名でキューを設定します。AMQP が一意のキュー名を生成します。 このキュー名を
使用して SCMB エクスチェンジにクライアントをバインドし、メッセージを受信します。
メッセージに接続し、キューを設定するには、AMQP をサポートするクライアントを使用する
必要があります。

28.2 State-Change Message Bus（SCMB）の使用
28.2.1 SCMB への接続

前提条件

• 最低限必要なセッション ID 権限：インフラストラクチャ管理者
SCMB を使用するには、以下のタスクを実行する必要があります。

• REST API を使用して、AMQP 証明書を作成し、アプライアンスからダウンロードしま
す。

• 以下の方法のいずれかまたは両方を使用して、SCMB に接続します。

「EXTERNAL」認証メカニズムを使用する◦
◦ ユーザー名とパスワードを送信せずに接続する

これらの方法のいずれかを使用することで、証明書ベースの認証が使用されるようにしま
す。

• 空のキュー名を持つキューを設定します。

AMQP によって一意のキュー名が生成されます。 このキュー名を使用してエクスチェン
ジにバインドし、メッセージを受信します。
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AMQP クライアント証明書の作成およびダウンロード

クライアント証明書、プライベートキー、およびルート CA 証明書の作成およびダウンロード

1. 証明書を作成します。
POST /rest/certificates/client/rabbitmq

要求本文：{"type":「RabbitMqClientCertV2」、「commonName」:"default"}

2. 証明書およびプライベートキーをダウンロードします。
GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

3. ルート CA 証明書をダウンロードします。
GET /rest/certificates/ca

4. SCMB にクライアントを接続した後、「HPE OneView SCMB エクスチェンジに接続するキューの設定」(346
ページ)を行うことができます。

図 22 SCMB へのクライアントの接続

5 アプライアンスは、SCMB
クライアント証明書を失効

3 アプライアンスは、クライ
アント証明書を SCMB コン
シューマーに発行します。

1 SCMB コンシューマーは、
登録プロセスの一部として
クライアント証明書を要求
します。

させて SCMB クライアント
へのアクセスを拒否できま4 SCMB クライアントは、

SSL クライアント証明書を す。 クライアントは、CRL2 アプライアンスは、JVK
（Java KeyStore）ファイル （Certificate Revocation提供してアプライアンスと

の接続を作成します。でクライアント証明書を管
理します。

List）ファイルで管理されま
す。

6 アプライアンスは、クライ
アント証明書を使用して
SCMB クライアントを認証
します。

28.2.2 HPE OneView SCMB エクスチェンジに接続するキューの設定
state-change メッセージは、HPE OneView SCMB エクスチェンジ名に対して発行されます。
メッセージをサブスクライブするには、キューを作成するか、ルーティングキーに基づいて
SCMB エクスチェンジからメッセージを受信する既存のキューに接続する必要があります。
キューを作成するときに、特定のメッセージを受信するキューに関連付けられたルーティング
キーを定義します。

注記: ルーティングキーでは、大文字と小文字が区別されます。 change-type では、最初
の文字を大文字にする必要があります。 resource-category および resource-uri は小
文字です。

たとえば、ルーティングキーの change-type をCreated ではなくcreated に設定した場
合、メッセージは何も受信されません。

ルーティングキーの構文は次のとおりです。
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scmb.resource-category.change-type.resource-uri where:
scmb HPE OneView エクスチェンジの名前。
resource-category リソースのカテゴリ。 すべてのリソースの一覧につい

ては、オンラインヘルプの HPE OneView REST API
リファレンスの章を参照してください。

change-type 報告される変更のタイプ。 有効な値はCreated、
Updated、およびDeleted です。

resource-uri state-change メッセージに関連付けられた特定のリ
ソースの URI。

注記: タスクリソースのルーティングキーの構文はscmb.resource-category であり、
change-type および resource-uri を使用しません。 すべてのタスクリソースに関する
メッセージを受信するには、次のようにします。

• scmb.#

• scmb.tasks

キューの例

例サブスクリプション

scmb.server-hardware.#

注記: ルーティングキーで特定の点より後のすべてのものと等しく
するには、# 文字を使用します。 この例では、resource-uri の代
わりに# を使用しています。 メッセージキューは、server-hardware
リソースのすべての URI を受信します。

物理サーバーのすべての SCMB メッセー
ジを受信する

scmb.connections.Created.#作成された接続のすべてのメッセージを受
信する

scmb.enclosures.*./rest/enclosures/Enc1234

注記: ルーティングキーで個々のフィールドのすべてのものと等し
くするには、アスタリスク（*）を使用します。 この例では、
change-type の代わりに* を使用しています。 メッセージキュー
は、すべての変更タイプ（Created、Updated、およびDeleted）
を受信します。

URI が/rest/enclosures/Enc1234 のエンク
ロージャーのすべてのメッセージを受信す
る

scmb.*.Created.#作成されたすべてのメッセージを受信する
（リソースのすべてのカテゴリおよびタイ
プ）

28.2.3 SCMB から受信したメッセージの JSON 構造
次の表に、SCMB からの各メッセージの JSON ペイロードに含まれる属性の一覧を示します。
HPE OneView リソースのリソースモデルは、resource 属性に含まれています。 すべてのリ
ソースモデルを表示するには、オンラインヘルプの HPE OneView REST API リファレンスの
章を参照してください。

説明データタイプ属性

リソースの URI。文字列resourceUri

state-change タイプ：Created、Updated、またはDeleted。 詳しくは、
「ChangeType の値」 (348 ページ) を参照してください。

文字列changeType

リソースの新しい状態。文字列newState

状態変更が発生したときのリソースの ETag。文字列eTag
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説明データタイプ属性

メッセージが送信された時刻。文字列timestamp

サブステートメッセージが必要な場合（プライマリステートに関連付けられ
たサブステートマシンの場合）、これはリソース固有のサブステートです。

文字列newSubState

リソースモデル。オブジェクトresource

このメッセージにタスクが関連付けられていない場合、値はnull です。文字列associatedTask

associatedTask 属性に含まれるuserInitiated 属性の値。文字列userInitiatedTask

state-change メッセージが送信される原因となったPOST またはPUT 呼び出
しに基づいて変更された最上位レベルの属性のリスト。

アレイchangedAttributes

リソースの状態変更に関する追加情報。オブジェクトdata

ChangeType の値

説明ChangeTypeの値

リソースが作成されたか、HPE OneView に追加されました。Created

リソースの状態または属性、またはその両方がアップデートされました。Updated

リソースが HPE OneView から完全に削除されました。Deleted

例 2 JSON の例

{
"resourceUri" : "/rest/enclosures/123xyz",
"changeType" : "Created",
"newState" : "Managed",
"eTag" : "123456",
"timestamp" : "2013-07-10T18:30:44Z",
"newSubState" : "null",
"resource" : {

"category" : "enclosures",
"created" : "2013-07-10T18:30:00Z",
...

},
"associatedTask" : "/rest/tasks/4321",
"userInitiatedTask" : "true",
"changedAttributes" : [],
"data" : {},

}

28.2.4 .NET C# を使用した SCMB への接続とサブスクライブの例

前提条件

前提条件を満たすことに加えて、.NET C# の例を使用する前に、例に固有の前提条件を満たす
必要があります。

.Net C# の例を使用するには、以下の Windows 証明書ストアを追加します。

• CA ルート証明書

• クライアント証明書

• プライベートキー

.Net C# の例を試行するには、次を実行します。
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1. ルート CA 証明書をダウンロードします。
GET /rest/certificates/ca

2. 応答本体の内容をrootCA.crt という名前のテキストファイルに保存します。 -----BEGIN
CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのものをコピーして
貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。

3. rootCA.crt ファイルをTrusted Root Certification Authorities の下の Windows
証明書ストアにインポートします。

4. クライアント証明書およびプライベートキーをダウンロードします。

GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

5. 応答本体にあるクライアント証明書およびプライベートキーの内容をscmb.crt という名
前のテキストファイルに保存します。

クライアント証明書の-----BEGIN CERTIFICATE-----から-----END
CERTIFICATE-----にすべてのものをコピーして貼り付ける必要があります。 次に、プ
ライベートキーの-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----から-----END RSA PRIVATE
KEY-----にすべてのものをコピーして貼り付けます。 ダッシュを含める必要があります
が、引用符は含めません。
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例 3 .Net C# を使用してクライアント証明書を直接参照する

クライアント証明書およびプライベートキーを.Net の PKCS 形式に変換します。
openssl.exe pkcs12 -passout pass:default -export -in scmb.crt -out scmb.p12

例 
public void Connect()

{
string exchangeName = "scmb";
string hostName = "OneView.domain";
string queueName = "";
string routingKey = "scmb.#";

ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.AuthMechanisms = new RabbitMQ.Client.AuthMechanismFactory[] { new ExternalMechanismFactory()

};
factory.HostName = hostname;
factory.Port = 5671;
factory.Ssl.CertPath = @".\scmb.p12";
factory.Ssl.CertPassphrase = "default";
factory.Ssl.ServerName = hostname;
factory.Ssl.Enabled = true;

IConnection connection = factory.CreateConnection();
IModel model = connection.CreateModel();

queueName = model.QueueDeclare(queueName, false, false, false, null);
model.QueueBind(queueName, exchangeName, routingKey, null);

using (Subscription sub = new Subscription(model, queueName))
{

foreach (BasicDeliverEventArgs ev in sub)
{

DoSomethingWithMessage(ev);
sub.Ack();

}
}

}

例 4 .Net C# を使用して証明書を Microsoft Windows 証明書ストアにインポートする

scmb.crt を、優先する Windows 証明書ストアにインポートします。
例 
public void Connect()

{
string exchangeName = "scmb";
string hostName = "OneView.domain";
string queueName = "";
string routingKey = "scmb.#";
string userName = "rabbitmq_readonly";

X509Store store = new X509Store(StoreName.Root, StoreLocation.LocalMachine);
store.Open(OpenFlags.ReadWrite);

X509Certificate cert = store.Certificates
.Find(X509FindType.FindBySubjectName, userName, false)
.OfType<X509Certificate>()
.First();

ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.AuthMechanisms = new RabbitMQ.Client.AuthMechanismFactory[] { new ExternalMechanismFactory()

};
factory.HostName = hostname;
factory.Port = 5671;
factory.Ssl.Certs = new X509CertificateCollection(new X509Certificate[] { cert });
factory.Ssl.ServerName = hostname;
factory.Ssl.Enabled = true;

IConnection connection = factory.CreateConnection();
IModel model = connection.CreateModel();

queueName = model.QueueDeclare(queueName, false, false, false, null);
model.QueueBind(queueName, exchangeName, routingKey, null);

using (Subscription sub = new Subscription(model, queueName))
{

foreach (BasicDeliverEventArgs ev in sub)
{

DoSomethingWithMessage(ev);
sub.Ack();

}
}

}
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注記: .Net C# のコード例 2（Microsoft Windows の証明書ストア）は、Local Computer
の下にあるTrusted Root Certificate Authorities ストアを参照しています。

• StoreName.Root = Trusted Root Certificate Authorities

• StortLocation.LocalMachine = Local Computer

28.2.5 Java を使用した SCMB への接続とサブスクライブの例
1. クライアント証明書およびプライベートキーをダウンロードします。

GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

2. 応答本体にあるクライアント証明書の内容をdefault-client.crt という名前のテキス
トファイルに保存します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのもの
をコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。

3. 応答本体にあるプライベートキーの内容をdefault-client.key という名前のテキスト
ファイルに保存します。

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----から-----END RSA PRIVATE KEY-----にす
べてのものをコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含
めません。

4. プライベートキーおよびパブリック証明書から PKCS12 キーストアを作成します。
openssl pkcs12 -export -name myclientcert -in default-client.crt -inkey default-client.key -out myclient.p12

5. PKCS12 キーストアを JKS キーストアに変換します。
keytool -importkeystore -destkeystore c:\\MyKeyStore -srckeystore myclient.p12 -srcstoretype pkcs12 -alias
myclient
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例 5 Java を使用した SCMB への接続とサブスクライブの例
//c://MyKeyStore contains client certificate and private key. Load it into Java Keystore
final char[] keyPassphrase = "MyKeyStorePassword".toCharArray();
final KeyStore ks = KeyStore.getInstance("jks");
ks.load(new FileInputStream("c://MyKeyStore"), keyPassphrase);
final KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509");
kmf.init(ks, keyPassphrase);

//c://MyTrustStore contains CA certificate. Load it into Java Trust Store
final char[] trustPassphrase = "MyTrustStorePassword".toCharArray();
final KeyStore ks = KeyStore.getInstance("jks");
tks.load(new FileInputStream("c:\\MyTrustStore"), trustPassphrase);
final TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("SunX509");
tmf.init(tks);

//load SSLContext with keystore and truststore.
final SSLContext c = SSLContext.getInstance("SSL");
c.init(kmf.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), new SecureRandom());

final ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.setHost("192.168.2.144");

//Set Auth mechanism to "EXTERNAL" so that commonName of the client certificate is mapped to AMQP user name.
Hence, No need to set userId/Password here.
factory.setSaslConfig(DefaultSaslConfig.EXTERNAL);
factory.setPort(5671);
factory.useSslProtocol(c);

final Connection conn = factory.newConnection();
final Channel channel = conn.createChannel();

//do not specify queue name. AMQP will create a queue with random name starting with amq.gen* e.g.
amq.gen-32sfQz95QJ85K_lMBhU6HA
final DeclareOk queue = channel.queueDeclare("", true, false, true, null);

//Now get the queue name from above call and bind it to required Exchange with required routing key.
channel.queueBind(queue.getQueue(), "scmb", "scmb.#");

//Now you should be able to receive messages from queue
final GetResponse chResponse = channel.basicGet(queue.getQueue(), false);
if (chResponse == null)
{

System.out.println("No message retrieved");
}
else
{

final byte[] body = chResponse.getBody();
System.out.println("Received: " + new String(body));

}

channel.close();
conn.close();

28.2.6 Python を使用した SCMB への接続とサブスクライブの例
Python コード例で、SCMB への接続とサブスクライブの方法を示します。 Python（Pika AMQP
クライアントライブラリおよび AMQP クライアントライブラリ）について詳しくは、http://
pika.readthedocs.org/ 、http://www.python.org/ 、および https://pypi.python.org/pypi/
amqplib/ を参照してください。

28.2.6.1 インストール
1. Pika ライブラリおよび AMQP ライブラリをインストールします。

a. https://pypi.python.org/pypi/setuptools#downloads にあるセットアップツール
（Python setup.py install）をダウンロードしてインストールします。

b. Pika ツールをインストールします。
Pika ライブラリまたは AMQP ライブラリをインストールするときに、ダウンロード
した Pika または AMQP ディレクトリから同じpython setup.py install コマン
ドを実行します。

2. 証明書を作成します。

POST /rest/certificates/client/rabbitmq

要求本文：{"type":「RabbitMqClientCertV2」、「commonName」:"default"}
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3. クライアント証明書およびプライベートキーをダウンロードします。

GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

4. 応答本体にあるクライアント証明書の内容をclient.pem という名前のテキストファイル
に保存します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのもの
をコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。
\n のすべてのインスタンスを CR/LF（キャリッジリターン/ラインフィード）に置き換え
る必要があります。

5. 応答本体にあるプライベートキーの内容をkey.pem という名前のテキストファイルに保
存します。

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----から-----END RSA PRIVATE KEY-----にす
べてのものをコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含
めません。 \n のすべてのインスタンスを CR/LF（キャリッジリターン/ラインフィード）
に置き換える必要があります。

6. ルート CA 証明書をダウンロードします。
GET /rest/certificates/ca

7. 応答本体の内容をcaroot.pem という名前のテキストファイルに保存します。 -----BEGIN
CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのものをコピーして
貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。 \n のすべて
のインスタンスを CR/LF（キャリッジリターン/ラインフィード）に置き換える必要があ
ります。

28.2.6.2 Pika

例 6 Pika の例

スクリプトを呼び出すときに、–host:{hostname or IP} を渡す必要があります。 次の例
を参照してください。

• --host:192.168.1.1

• –host: my appliance.example.com

重要: アプライアンスの再起動後に初めてこのスクリプトを呼び出そうとしたときに接続に
失敗した場合は、もう一度スクリプトを呼び出してみてください。

import pika, ssl
from optparse import OptionParser
from pika.credentials import ExternalCredentials
import json
import logging

logging.basicConfig()

###############################################
# Callback function that handles messages
def callback(ch, method, properties, body):

msg = json.loads(body)
timestamp = msg['timestamp']
resourceUri = msg['resourceUri']
resource = msg['resource']
changeType = msg['changeType']

print
print ("%s: Message received:" %(timestamp))
print ("Routing Key: %s" %(method.routing_key))
print ("Change Type: %s" %(changeType))
print ("Resource URI: %s" %(resourceUri))
print ("Resource: %s" %(resource))

# Pem Files needed, be sure to replace the \n returned from the APIs with CR/LF
# caroot.pem - the CA Root certificate - GET /rest/certificates/ca
# client.pem, first POST /rest/certificates/client/rabbitmq Request body:
{"type":"RabbitMqClientCert","commonName":"default"}

28.2 State-Change Message Bus（SCMB）の使用 353



# GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default
# client.pem is the key with -----BEGIN CERTIFICATE-----
# key.pem is the key with -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
# Setup our ssl options
ssl_options = ({"ca_certs": "caroot.pem",

"certfile": "client.pem",
"keyfile": "key.pem",
"cert_reqs": ssl.CERT_REQUIRED,
"server_side": False})

parser = OptionParser()
parser.add_option('--host', dest='host',

help='Pika server to connect to (default: %default)',
default='localhost',

)

options, args = parser.parse_args()

# Connect to RabbitMQ
host = options.host
print ("Connecting to %s:5671, to change use --host hostName " %(host))
connection = pika.BlockingConnection(

pika.ConnectionParameters(
host, 5671, credentials=ExternalCredentials(),
ssl=True, ssl_options=ssl_options))

# Create and bind to queue
EXCHANGE_NAME = "scmb"
ROUTING_KEY = "scmb.#"

channel = connection.channel()
result = channel.queue_declare()
queue_name = result.method.queue

channel.queue_bind(exchange=EXCHANGE_NAME, queue=queue_name, routing_key=ROUTING_KEY)

channel.basic_consume(callback,
queue=queue_name,
no_ack=True)

# Start listening for messages
channel.start_consuming()

28.2.6.3 AMQP

例 7 AMQP の例

スクリプトを呼び出すときに、–host:{hostname or IP} を渡す必要があります。 次の例
を参照してください。

• --host:192.168.1.1

• –host: my appliance.example.com

重要: アプライアンスの再起動後に初めてこのスクリプトを呼び出そうとしたときに接続に
失敗した場合は、もう一度スクリプトを呼び出してみてください。

#!/usr/bin/env python

from optparse import OptionParser
from functools import partial

import amqplib.client_0_8 as amqp

def callback(channel, msg):
for key, val in msg.properties.items():

print ('%s: %s' % (key, str(val)))
for key, val in msg.delivery_info.items():

print ('> %s: %s' % (key, str(val)))

print ('')
print (msg.body)
print ('-------')
print msg.delivery_tag
channel.basic_ack(msg.delivery_tag)

#
# Cancel this callback
#
if msg.body == 'quit':

channel.basic_cancel(msg.consumer_tag)

def main():
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parser = OptionParser()
parser.add_option('--host', dest='host',

help='AMQP server to connect to (default: %default)',
default='localhost',

)

options, args = parser.parse_args()
host = options.host+":5671"

# Pem Files needed, be sure to replace the \n returned from the APIs with CR/LF
# caroot.pem - the CA Root certificate - GET /rest/certificates/ca
# client.pem, first POST /rest/certificates/client/rabbitmq Request body:
{"type":"RabbitMqClientCert","commonName":"default"}
# GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default
# client.pem is the key with -----BEGIN CERTIFICATE-----
# key.pem is the key with -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

ssl_options = ({"ca_certs": "caroot.pem",
"certfile": "client.pem",
"keyfile": "key.pem",

# "cert_reqs": CERT_REQUIRED,
"server_side": False})

print ('Connecting to host %s, to change use --host hostName ' %host)

conn = amqp.Connection(host, login_method='EXTERNAL',
ssl=ssl_options)

print ('Successfully connected, creating and binding to queue')

ch = conn.channel()

qname, _, _ = ch.queue_declare()
ch.queue_bind(qname, 'scmb', 'scmb.#')
ch.basic_consume(qname, callback=partial(callback, ch))

print ('Successfully bound to queue, waiting for messages')

#pyamqp://

#
# Loop as long as the channel has callbacks registered
#
while ch.callbacks:

ch.wait()

ch.close()
conn.close()

if __name__ == '__main__':
main()

28.2.7 AMQP クライアント証明書の再作成
アプライアンス名を変更する場合は、AMQP クライアント証明書を再作成する必要がありま
す。

前提条件

• 最低限必要なセッション ID 権限：インフラストラクチャ管理者

クライアント証明書、プライベートキー、ルート CA 証明書の再作成とダウンロード

1. 証明書を失効させます。
DELETE /rest/certificates/ca/rabbitmq_readonly

要求本文は必須ではありません。

注記: デフォルトのクライアント証明書を失効させると、アプライアンスにより、CA 証明書、AMQP サー
バー証明書、およびデフォルトのクライアント証明書が再生成されます。

2. 証明書およびプライベートキーをダウンロードします。
GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

3. ルート CA 証明書をダウンロードします。
GET /rest/certificates/ca

28.2 State-Change Message Bus（SCMB）の使用 355



28.3 Metric Streaming Message Bus（MSMB）の使用
Metric Streaming Message Bus（MSMB）は、非同期メッセージングを使用して管理対象リ
ソースの最新の評価基準についてサブスクライバーに通知するインターフェイスです。 REST
API を使用して受信する間隔および評価基準を構成できます。

28.3.1 MSMB への接続

前提条件

MSMB を使用するには、以下のタスクを実行する必要があります。

• REST API を使用して、AMQP 証明書を作成し、アプライアンスからダウンロードしま
す。

• 以下の方法のいずれかまたは両方を使用して、MSMB に接続します。

「EXTERNAL」認証メカニズムを使用する◦
◦ ユーザー名とパスワードを送信せずに接続する

これらの方法のいずれかを使用することで、証明書ベースの認証が使用されるようにしま
す。

• 空のキュー名を持つキューを設定します。

AMQP によって一意のキュー名が生成されます。 このキュー名を使用してエクスチェン
ジにバインドし、メッセージを受信します。

AMQP クライアント証明書の作成およびダウンロード

クライアント証明書、プライベートキー、およびルート CA 証明書の作成およびダウンロード

1. 証明書を作成します。
POST /rest/certificates/client/rabbitmq

要求本文：{"type":「RabbitMqClientCertV2」、「commonName」:"default"}

2. 証明書およびプライベートキーをダウンロードします。
GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

3. ルート CA 証明書をダウンロードします。
GET /rest/certificates/ca

4. MSMB にクライアントを接続した後、「HPE OneView MSMB エクスチェンジに接続するキューの設定」(357
ページ)を行うことができます。

図 23 MSMB へのクライアントの接続
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28.3.2 HPE OneView MSMB エクスチェンジに接続するキューの設定
metric-streaming メッセージは、HPE OneView MSMB エクスチェンジ名に対して発行されま
す。 メッセージをサブスクライブするには、キューを作成するか、ルーティングキーに基づい
て MSMB エクスチェンジからメッセージを受信する既存のキューに接続する必要があります。
キューを作成するときに、特定のメッセージを受信するキューに関連付けられたルーティング
キーを定義します。

エクスチェンジ名：msmb

ルーティングキー：msmb.#

ここで、

msmb メトリックストリーミングの HPE OneView エクスチェンジ名。

キューの例

例サブスクリプション

エクスチェンジはmsmb です
ルーティングキーはmsmb.# です。
Metric Streaming Configuration API を使用して評価基準のリレーを構
成します。

物理サーバー、エンクロージャー、電力デ
バイスのすべての MSMB メッセージを受
信します

28.3.3 MSMB から受信したメッセージの JSON 構造
次の表に、MSMB からの各メッセージの JSON ペイロードに含まれる属性の一覧を示します。
HPE OneView リソースのリソースモデルは、resource 属性に含まれています。 すべてのリ
ソースモデルを表示するには、オンラインヘルプの HPE OneView REST API リファレンスの
章を参照してください。

説明データタイプ属性

リソースの URI。文字列resourceUri

state-change タイプ：Created、Updated、またはDeleted。文字列changeType

リソースの新しい状態。文字列newState

状態変更が発生したときのリソースの ETag。文字列eTag

メッセージが送信された時刻。文字列timestamp

サブステートメッセージが必要な場合（プライマリステートに関連付けられ
たサブステートマシンの場合）、これはリソース固有のサブステートです。

文字列newSubState

リソースモデル。MetricDataresource
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説明データタイプ属性

このメッセージにタスクが関連付けられていない場合、値はnull です。文字列associatedTask

associatedTask 属性に含まれるuserInitiated 属性の値。文字列userInitiatedTask

state-change メッセージが送信される原因となったPOST またはPUT 呼び出
しに基づいて変更された最上位レベルの属性のリスト。

アレイchangedAttributes

リソースの状態変更に関する追加情報。オブジェクトdata

MetricData

説明データタイプ属性

評価基準の収集の開始時刻。文字列startTime

サンプル間の間隔。整数値sampleIntervalInSeconds

評価基準タイプごとのリスト内のサンプル数。整数値numberOfSamples

リソースのカテゴリを識別します。 サポート対象のデバイス
は、サーバーハードウェア、エンクロージャー、電力デバイ
スです。

文字列resourceType

評価基準サンプルのリスト。リストresourceDataList

リソースの正規化 URI。文字列uri

リソースのカテゴリを識別します。 サポート対象のデバイス
は、サーバーハードウェア、エンクロージャー、電力デバイ
スです。

文字列category

リソースが作成された日付と時刻。タイムスタンプcreated

リソースの最終変更日と時刻。タイムスタンプmodified

リソースのエンティティタグ/バージョン ID。リソースの GET
時に ETag ヘッダーで返されるのと同じ値。

文字列eTag

JSON オブジェクトの種類を一意に識別します。文字列type
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例 8 MSMB から受信したメッセージの構造

{
"eTag": null,
"resourceUri": "/rest/enclosures/09SGH100X6J1",
"changeType": "Updated",
"newState": null,
"newSubState": null,
"associatedTask": null,
"userInitiatedTask": false,
"changedAttributes": null,
"data": null,
"resource": {

"type": "MetricData",
"resourceType": "enclosures",
"resourceDataList": [

{
"metricSampleList": [

{
"valueArray": [

null
],
"name": "RatedCapacity"

},
{

"valueArray": [
523

],
"name": "AveragePower"

},
{

"valueArray": [
573

],
"name": "PeakPower"

},
{

"valueArray": [
null

],
"name": "PowerCap"

},
{

"valueArray": [
23

],
"name": "AmbientTemperature"

},
{

"valueArray": [
null

],
"name": "DeratedCapacity"

}
],
"resourceId": "09SGH100X6J1"

}
],
"numberOfSamples": 1,
"sampleIntervalInSeconds": 300,
"startTime": "2014-09-17T08:43:36.294Z",
"eTag": null,
"modified": null,
"created": null,
"category": "enclosures",
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"uri": "/rest/enclosures/09SGH100X6J1"
},
"timestamp": "2014-09-17T08:48:36.819Z"

}

28.3.4 .NET C# を使用した MSMB への接続とサブスクライブの例

前提条件

前提条件を満たすことに加えて、.NET C# の例を使用する前に、例に固有の前提条件を満たす
必要があります。

.Net C# の例を使用するには、以下の Windows 証明書ストアを追加します。

• CA ルート証明書

• クライアント証明書

• プライベートキー

.Net C# の例を試行するには、次を実行します。
1. ルート CA 証明書をダウンロードします。

GET /rest/certificates/ca

2. 応答本体の内容をrootCA.crt という名前のテキストファイルに保存します。 -----BEGIN
CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのものをコピーして
貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。

3. rootCA.crt ファイルをTrusted Root Certification Authorities の下の Windows
証明書ストアにインポートします。

4. クライアント証明書およびプライベートキーをダウンロードします。

GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

5. 応答本体にあるクライアント証明書およびプライベートキーの内容をmsmb.crt という名
前のテキストファイルに保存します。

クライアント証明書の-----BEGIN CERTIFICATE-----から-----END
CERTIFICATE-----にすべてのものをコピーして貼り付ける必要があります。 次に、プ
ライベートキーの-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----から-----END RSA PRIVATE
KEY-----にすべてのものをコピーして貼り付けます。 ダッシュを含める必要があります
が、引用符は含めません。

360 サブスクライバーにデータを送信するためのメッセージバスの使用



例 9 .Net C# を使用してクライアント証明書を直接参照する

クライアント証明書およびプライベートキーを.Net の PKCS 形式に変換します。
openssl.exe pkcs12 -passout pass:default -export -in msmb.crt -out msmb.p12

例 
public void Connect()

{
string exchangeName = "msmb";
string hostName = "OneView.domain";
string queueName = "";
string routingKey = "msmb.#";

ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.AuthMechanisms = new RabbitMQ.Client.AuthMechanismFactory[] { new ExternalMechanismFactory()

};
factory.HostName = hostname;
factory.Port = 5671;
factory.Ssl.CertPath = @".\msmb.p12";
factory.Ssl.CertPassphrase = "default";
factory.Ssl.ServerName = hostname;
factory.Ssl.Enabled = true;

IConnection connection = factory.CreateConnection();
IModel model = connection.CreateModel();

queueName = model.QueueDeclare(queueName, false, false, false, null);
model.QueueBind(queueName, exchangeName, routingKey, null);

using (Subscription sub = new Subscription(model, queueName))
{

foreach (BasicDeliverEventArgs ev in sub)
{

DoSomethingWithMessage(ev);
sub.Ack();

}
}

}

例 10 .Net C# を使用して証明書を Microsoft Windows 証明書ストアにインポートする

msmb.crt を、優先する Windows 証明書ストアにインポートします。
例 
public void Connect()

{
string exchangeName = "msmb";
string hostName = "OneView.domain";
string queueName = "";
string routingKey = "msmb.#";
string userName = "rabbitmq_readonly";

X509Store store = new X509Store(StoreName.Root, StoreLocation.LocalMachine);
store.Open(OpenFlags.ReadWrite);

X509Certificate cert = store.Certificates
.Find(X509FindType.FindBySubjectName, userName, false)
.OfType<X509Certificate>()
.First();

ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.AuthMechanisms = new RabbitMQ.Client.AuthMechanismFactory[] { new ExternalMechanismFactory()

};
factory.HostName = hostname;
factory.Port = 5671;
factory.Ssl.Certs = new X509CertificateCollection(new X509Certificate[] { cert });
factory.Ssl.ServerName = hostname;
factory.Ssl.Enabled = true;

IConnection connection = factory.CreateConnection();
IModel model = connection.CreateModel();

queueName = model.QueueDeclare(queueName, false, false, false, null);
model.QueueBind(queueName, exchangeName, routingKey, null);

using (Subscription sub = new Subscription(model, queueName))
{

foreach (BasicDeliverEventArgs ev in sub)
{

DoSomethingWithMessage(ev);
sub.Ack();

}
}

}
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注記: .Net C# を使用して証明書を Microsoft Windows の証明書ストアにインポートする際、
Local Computer の下にあるTrusted Root Certificate Authorities ストアを参照
しています。

• StoreName.Root = Trusted Root Certificate Authorities

• StortLocation.LocalMachine = Local Computer

28.3.5 Java を使用した MSMB への接続とサブスクライブの例
1. クライアント証明書およびプライベートキーをダウンロードします。

GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

2. 応答本体にあるクライアント証明書の内容をdefault-client.crt という名前のテキス
トファイルに保存します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのもの
をコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。

3. 応答本体にあるプライベートキーの内容をdefault-client.key という名前のテキスト
ファイルに保存します。

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----から-----END RSA PRIVATE KEY-----にす
べてのものをコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含
めません。

4. プライベートキーおよびパブリック証明書から PKCS12 キーストアを作成します。
openssl pkcs12 -export -name myclientcert -in default-client.crt -inkey default-client.key -out myclient.p12

5. PKCS12 キーストアを JKS キーストアに変換します。
keytool -importkeystore -destkeystore c:\\MyKeyStore -srckeystore myclient.p12 -srcstoretype pkcs12 -alias
myclient
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例 11 Java を使用した MSMB への接続とサブスクライブの例
//c://MyKeyStore contains client certificate and private key. Load it into Java Keystore
final char[] keyPassphrase = "MyKeyStorePassword".toCharArray();
final KeyStore ks = KeyStore.getInstance("jks");
ks.load(new FileInputStream("c://MyKeyStore"), keyPassphrase);
final KeyManagerFactory kmf = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509");
kmf.init(ks, keyPassphrase);

//c://MyTrustStore contains CA certificate. Load it into Java Trust Store
final char[] trustPassphrase = "MyTrustStorePassword".toCharArray();
final KeyStore ks = KeyStore.getInstance("jks");
tks.load(new FileInputStream("c:\\MyTrustStore"), trustPassphrase);
final TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("SunX509");
tmf.init(tks);

//load SSLContext with keystore and truststore.
final SSLContext c = SSLContext.getInstance("SSL");
c.init(kmf.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), new SecureRandom());

final ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
factory.setHost("192.168.2.144");

//Set Auth mechanism to "EXTERNAL" so that commonName of the client certificate is mapped to AMQP user name.
Hence, No need to set userId/Password here.
factory.setSaslConfig(DefaultSaslConfig.EXTERNAL);
factory.setPort(5671);
factory.useSslProtocol(c);

final Connection conn = factory.newConnection();
final Channel channel = conn.createChannel();

//do not specify queue name. AMQP will create a queue with random name starting with amq.gen* e.g.
amq.gen-32sfQz95QJ85K_lMBhU6HA
final DeclareOk queue = channel.queueDeclare("", true, false, true, null);

//Now get the queue name from above call and bind it to required Exchange with required routing key.
channel.queueBind(queue.getQueue(), "msmb", "msmb.#");

//Now you should be able to receive messages from queue
final GetResponse chResponse = channel.basicGet(queue.getQueue(), false);
if (chResponse == null)
{

System.out.println("No message retrieved");
}
else
{

final byte[] body = chResponse.getBody();
System.out.println("Received: " + new String(body));

}

channel.close();
conn.close();

28.3.6 Python を使用した MSMB への接続とサブスクライブの例
Python の例で、MSMB への接続とサブスクライブの方法を示します。 Python（Pika AMQP
クライアントライブラリおよび AMQP クライアントライブラリ）について詳しくは、『Pika』
（http://pika.readthedocs.org/ 、http://www.python.org/ ）、および『AMQP クライアント
ライブラリ』（https://pypi.python.org/pypi/amqplib/ ）の概要を参照してください。

28.3.6.1 インストール
1. Pika ライブラリおよび AMQP ライブラリをインストールします。

a. https://pypi.python.org/pypi/setuptools#downloads にあるセットアップツール
（Python setup.py install）をダウンロードしてインストールします。

b. Pika ツールをインストールします。
Pika ライブラリまたは AMQP ライブラリをインストールするときに、ダウンロード
した Pika または AMQP ディレクトリから同じpython setup.py install コマン
ドを実行します。

2. 証明書を作成します。

POST /rest/certificates/client/rabbitmq

要求本文：{"type":「RabbitMqClientCertV2」、「commonName」:"default"}
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3. クライアント証明書およびプライベートキーをダウンロードします。

GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

4. 応答本体にあるクライアント証明書の内容をclient.pem という名前のテキストファイル
に保存します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのもの
をコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。
\n のすべてのインスタンスを CR/LF（キャリッジリターン/ラインフィード）に置き換え
る必要があります。

5. 応答本体にあるプライベートキーの内容をkey.pem という名前のテキストファイルに保
存します。

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----から-----END RSA PRIVATE KEY-----にす
べてのものをコピーして貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含
めません。 \n のすべてのインスタンスを CR/LF（キャリッジリターン/ラインフィード）
に置き換える必要があります。

6. ルート CA 証明書をダウンロードします。
GET /rest/certificates/ca

7. 応答本体の内容をcaroot.pem という名前のテキストファイルに保存します。 -----BEGIN
CERTIFICATE-----から-----END CERTIFICATE-----にすべてのものをコピーして
貼り付ける必要があります。ダッシュは含めますが、引用符は含めません。 \n のすべて
のインスタンスを CR/LF（キャリッジリターン/ラインフィード）に置き換える必要があ
ります。

28.3.6.2 Pika

例 12 Pika の例

スクリプトを呼び出すときに、–host:{hostname or IP} を渡す必要があります。 次の例
を参照してください。

• --host:192.168.1.1

• –host: my appliance.example.com

重要: アプライアンスの再起動後に初めてこのスクリプトを呼び出そうとしたときに接続に
失敗した場合は、もう一度スクリプトを呼び出してみてください。

import pika, ssl
from optparse import OptionParser
from pika.credentials import ExternalCredentials
import json
import logging

logging.basicConfig()

###############################################
# Callback function that handles messages
def callback(ch, method, properties, body):

msg = json.loads(body)
timestamp = msg['timestamp']
resourceUri = msg['resourceUri']
resource = msg['resource']
changeType = msg['changeType']

print
print ("%s: Message received:" %(timestamp))
print ("Routing Key: %s" %(method.routing_key))
print ("Change Type: %s" %(changeType))
print ("Resource URI: %s" %(resourceUri))
print ("Resource: %s" %(resource))

# Pem Files needed, be sure to replace the \n returned from the APIs with CR/LF
# caroot.pem - the CA Root certificate - GET /rest/certificates/ca
# client.pem, first POST /rest/certificates/client/rabbitmq Request body:
{"type":"RabbitMqClientCert","commonName":"default"}
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# GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default
# client.pem is the key with -----BEGIN CERTIFICATE-----
# key.pem is the key with -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
# Setup our ssl options
ssl_options = ({"ca_certs": "caroot.pem",

"certfile": "client.pem",
"keyfile": "key.pem",
"cert_reqs": ssl.CERT_REQUIRED,
"server_side": False})

parser = OptionParser()
parser.add_option('--host', dest='host',

help='Pika server to connect to (default: %default)',
default='localhost',

)

options, args = parser.parse_args()

# Connect to RabbitMQ
host = options.host
print ("Connecting to %s:5671, to change use --host hostName " %(host))
connection = pika.BlockingConnection(

pika.ConnectionParameters(
host, 5671, credentials=ExternalCredentials(),
ssl=True, ssl_options=ssl_options))

# Create and bind to queue
EXCHANGE_NAME = "msmb"
ROUTING_KEY = "msmb.#"

channel = connection.channel()
result = channel.queue_declare()
queue_name = result.method.queue

channel.queue_bind(exchange=EXCHANGE_NAME, queue=queue_name, routing_key=ROUTING_KEY)

channel.basic_consume(callback,
queue=queue_name,
no_ack=True)

# Start listening for messages
channel.start_consuming()

28.3.6.3 AMQP

例 13 AMQP の例

スクリプトを呼び出すときに、–host:{hostname or IP} を渡す必要があります。 次の例
を参照してください。

• --host:192.168.1.1

• –host: my appliance.example.com

重要: アプライアンスの再起動後に初めてこのスクリプトを呼び出そうとしたときに接続に
失敗した場合は、もう一度スクリプトを呼び出してみてください。

#!/usr/bin/env python

from optparse import OptionParser
from functools import partial

import amqplib.client_0_8 as amqp

def callback(channel, msg):
for key, val in msg.properties.items():

print ('%s: %s' % (key, str(val)))
for key, val in msg.delivery_info.items():

print ('> %s: %s' % (key, str(val)))

print ('')
print (msg.body)
print ('-------')
print msg.delivery_tag
channel.basic_ack(msg.delivery_tag)

#
# Cancel this callback
#
if msg.body == 'quit':

channel.basic_cancel(msg.consumer_tag)

def main():
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parser = OptionParser()
parser.add_option('--host', dest='host',

help='AMQP server to connect to (default: %default)',
default='localhost',

)

options, args = parser.parse_args()
host = options.host+":5671"

# Pem Files needed, be sure to replace the \n returned from the APIs with CR/LF
# caroot.pem - the CA Root certificate - GET /rest/certificates/ca
# client.pem, first POST /rest/certificates/client/rabbitmq Request body:
{"type":"RabbitMqClientCert","commonName":"default"}
# GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default
# client.pem is the key with -----BEGIN CERTIFICATE-----
# key.pem is the key with -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

ssl_options = ({"ca_certs": "caroot.pem",
"certfile": "client.pem",
"keyfile": "key.pem",

# "cert_reqs": CERT_REQUIRED,
"server_side": False})

print ('Connecting to host %s, to change use --host hostName ' %host)

conn = amqp.Connection(host, login_method='EXTERNAL',
ssl=ssl_options)

print ('Successfully connected, creating and binding to queue')

ch = conn.channel()

qname, _, _ = ch.queue_declare()
ch.queue_bind(qname, 'msmb', 'msmb.#')
ch.basic_consume(qname, callback=partial(callback, ch))

print ('Successfully bound to queue, waiting for messages')

#pyamqp://

#
# Loop as long as the channel has callbacks registered
#
while ch.callbacks:

ch.wait()

ch.close()
conn.close()

if __name__ == '__main__':
main()

28.3.7 AMQP クライアント証明書の再作成
アプライアンス名を変更する場合は、AMQP クライアント証明書を再作成する必要がありま
す。

注記: 証明書がすでに作成されている場合、この手順を省略することができます。

前提条件

• 最低限必要なセッション ID 権限：インフラストラクチャ管理者

クライアント証明書、プライベートキー、ルート CA 証明書の再作成とダウンロード

1. 証明書を失効させます。
DELETE /rest/certificates/ca/rabbitmq_readonly

要求本文は必須ではありません。

注記: デフォルトのクライアント証明書を失効させると、アプライアンスにより、CA 証明書、AMQP サー
バー証明書、およびデフォルトのクライアント証明書が再生成されます。

2. 証明書およびプライベートキーをダウンロードします。
GET /rest/certificates/client/rabbitmq/keypair/default

3. ルート CA 証明書をダウンロードします。
GET /rest/certificates/ca
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29 レポートの生成
HPE OneView には、アプライアンスとその環境の管理に役立つ定義済みのレポートが用意さ
れています。 レポートは、UI で表示するか、REST API を使用して生成できます。 Microsoft
Excel ブック（*.xlsx）または CSV MS-DOS（*.csv）としてレポートを保存することもできま
す。

UI 画面と REST API リソース

REST API リソースUI 画面

reports[レポート]

29.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者（ローカルユーザーレポートの場合）

29.2 レポートのタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、UI または REST API を使用した以下の操作に関する
情報が提供されます。

• レポートの表示。

• レポートの保存。
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30 データサービスの利用
REST API を使用して、HPE OneView が管理するデバイスから評価基準を収集し、そのデー
タを HPE OneView アプライアンスからリモートで保存して、他のソフトウェアツールで表示
できるようにできます。 これにより、柔軟に、データを意味のある方法でさらに分析できま
す。

30.1 データサービスについて
データサービスを使用すると、オフラインでの分析やトラブルシューティングでデータを使用
できるようにできます。 サポートされているデータタイプについては、評価基準ストリーミン
グおよびログ転送に関する以降の項を参照してください。

30.1.1 評価基準ストリーミングについて
HPE OneView REST API を使用すると、MSMB 上のエンクロージャー、サーバーハードウェ
ア、および電源デバイスのパフォーマンスメトリックのリレーを構成できます。 サポートされ
ている評価基準の一覧を以下に示します。

• エンクロージャー：

定格電流：エンクロージャーのピーク消費電力の制限（ワット単位）。◦
◦ ディレートされた容量：エンクロージャーの平均消費電力の制限（ワット単位）。

◦ 周辺温度：一定期間にわたるエンクロージャーの温度（摂氏または華氏）。

◦ 平均電力：一定期間にわたるデバイスの平均消費電力（ワット単位）

◦ 消費電力上限：エンクロージャーに対して設定された消費電力上限（ワット単位）。

◦ 最大電力：一定期間にわたるエンクロージャーのピーク消費電力（ワット単位）

• 電源デバイス：

平均電力：一定期間にわたるデバイスの平均消費電力（ワット単位）◦
◦ 最大電力：一定期間にわたるデバイスのピーク消費電力（ワット単位）

• サーバーハードウェア：

CPU 利用率：一定期間にわたるデバイス別の CPU 利用率（%）。◦
◦ CPU 平均周波数：一定期間にわたるデバイスの CPU 速度（GHz 単位）

◦ 周辺温度：一定期間にわたるエンクロージャーの温度（摂氏または華氏）。

◦ 平均電力：一定期間にわたるデバイスの平均消費電力（ワット単位）

◦ 消費電力上限：サーバーハードウェアに対して設定されたユーザー定義の消費電力上
限。

◦ 最大電力：一定期間にわたるデバイスのピーク消費電力（ワット単位）

30.1.2 リモート Syslog サーバーへのログ転送について
REST API を使用して、リモート Syslog の転送先を構成することができます。 構成すると、
rsyslog を使用してログがデバイスから直接ストリーミングされます。
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30.2 評価基準ストリーミングを有効にする REST API
管理対象リソースの評価基準を指定した間隔でストリーミングできます。

• /rest/metrics/capability

• /rest/metrics/configuration

表 16 デバイスタイプ別の、デバイスの最大数に対して推奨される評価基準のリレー頻度

頻度（秒）

デバイ
スの最
大数

頻度
（秒）

デバ
イス
の最
大数

頻度
（秒）

デバ
イス
の最
大数

頻度
（秒）

デバ
イス
の最
大数

頻度
（秒）

デバイ
スの最
大数

デバイスタイ
プ

180040900206001030053005エンクロー
ジャー

360080180040900203001030010電力デバイス

360064018003209001606008030040サーバーハー
ドウェア

たとえば、サーバーが 640 台、電力デバイスが 80 台、エンクロージャーが 40 台の場合、推
奨される構成は次のとおりです。

{
"sourceTypeList": [
{
"frequencyOfRelayInSeconds": 3600,
"sampleIntervalInSeconds": 300,
"sourceType": "/rest/server-hardware"
},
{
"frequencyOfRelayInSeconds": 3600,
"sampleIntervalInSeconds": 300,
"sourceType": "/rest/power-devices"
},
{
"frequencyOfRelayInSeconds": 1800,
"sampleIntervalInSeconds": 300,
"sourceType": "/rest/enclosures"
}
]
}

30.2.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

30.2.2 評価基準 REST API のタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、REST API を使用した以下の操作に関する情報が提
供されます。

• 評価基準ストリーミング機能の取得

• 評価基準ストリーミング構成の取得

• 評価基準ストリーミング構成のアップデート

注記: 構成した場合、評価基準は HPE OneView Advanced ライセンスのあるサーバーに対し
てのみストリーミングされます。
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30.3 リモートシステムログを利用する REST API
remoteSyslog REST API を使うと、リモートシステムログサーバーを実装して、リモート
Syslog データを取得および保持し、データリレーを構成することができます。
この REST API を使うと、リモート Syslog の転送先サーバーとポートを構成することができ
ます。 構成すると、HPE OneView Advanced ライセンスのあるすべてのサーバーおよびエン
クロージャーは、このリモート Syslog サーバーにログを転送します。

• /rest/logs/remoteSyslog

30.3.1 役割
• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

30.3.2 remoteSyslog REST API のタスク
アプライアンスのオンラインヘルプでは、REST API を使用した以下の操作に関する情報が提
供されます。

• remoteSyslog 構成の取得

• remoteSyslog 構成のアップデート
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パート VI トラブルシューティング
このパートの各章には、データセンターの問題のトラブルシューティングを行う際に利用できる情
報と、致命的エラーが発生した際にバックアップファイルからアプライアンスをリストアするため
の情報が記載されています。
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31 トラブルシューティング
HPE OneView には、問題の解決に使用できるさまざまなトラブルシューティングツールがあ
ります。 画面とログを調査するという複合的なアプローチに従うことで、アクティビティとそ
れに至るまでに発生したエラーの履歴を取得できます。 具体的なトラブルシューティング手順
については、以下のリストのトピックを選択してください。

詳細情報

• 「トラブルシューティングの基本的な手法 」(375 ページ)

• 「サポートダンプファイルの作成」(377 ページ)

• 「REST API スクリプティングを使用した、認定テクニカ
ルサポート向けのサポートダンプの作成」(378 ページ)

• 「仮想アプライアンスコンソールの使用」(449 ページ)

• 「ロケールの問題のトラブルシューティング」(421 ページ)

カテゴリ

• アクティビティ

• アプライアンス

• アプライアンスネットワークのセットアップ

• エンクロージャーとエンクロージャーグループ

• ファームウェアバンドル

• インターコネクト

• ライセンス

• 論理インターコネクト

• 論理スイッチ

• ネットワーク

• サーバーハードウェア

• サーバープロファイル

• ストレージ

• ユーザーアカウントとグループ

31.1 トラブルシューティングの基本的な手法
HPE OneView には、問題の解決に使用できるさまざまなトラブルシューティングツールがあ
ります。 画面とログを調査するという複合的なアプローチに従うことで、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] 画面には、ユーザーによるものかアプライアンスによるものかに関わら
ず、アプライアンスに対して行われたすべての変更のログが表示されます。 これは監査ロ
グに似ていますが、内容はより詳細で、UI から簡単にアクセスできます。
[アクティビティ]画面には、ヘルスアラートおよびステータス通知のログも表示されます。

• [監査ログをダウンロード] は、管理者がシステムに対して行われたセキュリティ関連の処
置を把握するために役立ちます。

• [サポートダンプファイルを作成] は、デバッグに必要なログなどの情報を収集し、分析の
ために認定サポート担当者に送信できる暗号化された圧縮ファイルにまとめます。

• インターコネクト、サーバー、およびエンクロージャーのステータスのレポートを確認し
ます。 レポートはインベントリ情報も提供でき、データセンター内のプロセッサーとサー
バーモデルの種類も確認できます。 更新が必要なファームウェアを表示することもできま
す。
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注記: Ui が利用できない場合は、トラブルシューティングにメンテナンスコンソールを使用
できます。

説明推奨事項

構文エラーについて：

• 値を入力すると、ユーザーインターフェイスにより構文がチェックされます。 構文エ
ラーがあると、エントリーの横に説明のメッセージが表示されます。 正しい値が入力さ
れるまで、ユーザーインターフェイスまたはコマンドラインには引き続きメッセージが
表示されます。

ネットワークのセットアップエラーについて：

• それらを適用する前に、アプライアンスが、IP アドレスや完全修飾ドメイン名（FQDN）
のような重要なネットワークパラメーターを検証して、それらのフォーマットが適切か
どうか確認します。

• ネットワーク設定が適用された後、アプライアンスは、到達可能性チェックやホスト名
からの IP のルックアップなどのその他の検証を実行します。 パラメーターが正しくな
い場合、アプライアンスはネットワークインターフェイスカード（NIC）に対する検証
エラーを示すアラートを生成し、ブラウザーとの間の接続は失われる可能性がありま
す。

報告された重大なエラーについて：

• アプライアンスからエンクロージャーへの接続をチェックします。

• サポートダンプを作成して、認定サポート担当者に問い合わせます。

メッセージを探す

アクティビティについてのメッセージを見つけるには：

注記: 仮想コンソールから以下の手順を実行する必要がある場合があります。
1. ステータスが [クリティカル]または [警告]の最新のアクティビティを見つけます。
2. アクティビティを展開して、エラーの解決方法の推奨処置を表示します。
3. 指示に従ってください。

[アクティビティ]画面
を調査する

VM ホストがダウンしている、または応答しない場合：
1. ローカルコンピューターから ping コマンドを使用して、アプライアンスに到達できる
かどうかを確認します。

• ping コマンドが成功した場合は、ブラウザー設定（特にプロキシサーバー）が正し
いことを確認します。

プロキシサーバーをバイパスすることを検討してください。

• ping コマンドがアプライアンスに到達しなかった場合は、アプライアンスがネット
ワークに接続されていることを確認します。

2. ハイパーバイザーにログオンして、そのハイパーバイザーが実行中であることを確認し
ます。

3. アプライアンスの仮想ゲストが稼働中であることを確認します。
4. VM ホストの構成が有効であることを確認します。

VM ホストの IP アドレスとその他のネットワークパラメーターの正確さを確認します。

5. ハイパーバイザーのパフォーマンスデータを調べます。 アプライアンスが 100% の稼
働率で稼働中の場合は、ハイパーバイザーを再起動します。

アプライアンスの仮
想マシンを調査する

31.2 サポートダンプファイルについて
アプライアンスのサポートダンプを作成して、分析のために認定サポート担当者に送信するこ
とを勧めるメッセージが表示される場合があります。 サポートダンププロセスでは、以下の機
能が実行されます。

• 既存のサポートダンプファイルを削除する

• デバッグに必要なログやその他の情報を収集する
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• 次の形式の名前が付いた圧縮ファイルを作成する

hostname-identifier—timestamp.sdmp

ここで、UI から作成されたサポートダンプファイルの場合、identifier はCI（アプラ
イアンスサポートダンプを示す）とLE（論理エンクロージャーサポートダンプを示す）の
いずれかです。

その他の指定をしない限り、サポートダンプファイル内のすべてのデータは、認定サポート担
当者だけがアクセスできるように暗号化されます。

サポートダンプファイルを暗号化しないよう選択できるのは、インフラストラクチャ管理者の
みです。 これが便利なのは、社内に認定サポート担当者がいる場合や、外部接続が禁止されて
いる環境の場合です。 また、サポートダンプファイルの内容を検証して、環境で極秘と考えら
れるデータが含まれていないことを確認することもできます。

重要: アプライアンスがエラー状態のときは、特別な[Oops] 画面が表示されます。 だれもが
暗号化サポートダンプファイルをその画面から、ログインや他の認証を必要とせずに作成でき
ます。

サポートダンプファイルには次の内容が含まれます。

• オペレーティングシステムログ

• 製品ログ

• 特定のオペレーティングシステムと製品関連のコマンドの結果

サポートダンプファイルに記録される項目は、UTC 時刻に従って記録されます。
論理エンクロージャーサポートダンプについて 
論理エンクロージャーサポートダンプを作成できます。デフォルトでは、中にアプライアンス
サポートダンプが含まれています。 論理エンクロージャーサポートダンプファイルには、各メ
ンバーの論理インターコネクトの内容が含まれます。 論理エンクロージャーサポートダンプ
は、作成された後にアプライアンスのサポートダンプ内に組み込まれ、さまざまなファイルの
すべてが 1 つの zip ファイルに圧縮され、ダウンロード用に任意で暗号化されます。

注記: アプライアンスサポートダンプを含まない論理エンクロージャーサポートダンプを作
成するには、論理エンクロージャー REST API を使用する必要があります。 詳しくは、論理エ
ンクロージャーの REST API スクリプティングオンラインヘルプを参照してください。

関連項目

• 「サポートダンプファイルの作成」(377 ページ)

31.3 サポートダンプファイルの作成
アプライアンスのみ、または論理エンクロージャーおよびアプライアンスのサポートダンプ
ファイルを作成するには、この手順を使用します。

前提条件 

• 必要な最小権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、インフラストラクチャ管理者、
バックアップ管理者、読み取りのみ

注記: インフラストラクチャ管理者だけが、サポートダンプファイルを暗号化しないこ
とを選択できます。 別の役割を持つユーザーが作成する場合、サポートダンプファイルは
自動的に暗号化されます。
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サポートダンプファイルの作成

1. アプライアンスのサポートダンプファイルでは、次のいずれかを実行します。

• メインメニューで [設定]をクリックして、[アプライアンス]パネルで [サポートダンプ
の作成]をクリックします。

• メインメニューで [設定]をクリックし、[アプライアンス]をクリックして、[アクショ
ン]→[サポートダンプの作成]の順に選択します。

2. インフラストラクチャ管理者の場合は、サポートダンプファイルを暗号化するかどうかを
選択します。

a. サポートダンプファイルを暗号化するには、[サポートダンプの暗号化を有効]チェッ
クボックスが選択されていることを確認します。

b. 暗号化を無効にするには、[サポートダンプの暗号化を有効]チェックボックスをクリ
アします。

3. [はい、作成します]をクリックします。
サポートダンプファイルの作成中は、他のタスクの実行を続行できます。

4. このタスクが完了すると、サポートダンプファイルがダウンロードされます。 ブラウザー
の設定でデフォルトのダウンロードフォルダーが指定されている場合、サポートダンプ
ファイルはそのフォルダーに配置されます。 そうでない場合は、ファイルをダウンロード
する位置を指定するように求められます。

5. サポートダンプファイルが正しいフォルダーに保存されたことを確認します。

6. サポートダンプファイルを Hewlett Packard Enterprise に送信する手順については、認定
サポート担当者にお問い合わせください。

Hewlett Packard Enterprise への問い合わせについて詳しくは、「Hewlett Packard Enterprise
サポートへのアクセス」 (447 ページ) を参照してください。

重要: その他の指定をしない限り、サポートダンプファイルは、認定サポート担当者だけが
その内容を表示できるように暗号化されます。

Hewlett Packard Enterprise データ保管ポリシーでは、送信されたすべてのサポートダンプファ
イルを使用後に削除することが義務付けられています。

関連項目

• 「サポートダンプファイルについて」(376 ページ)

• トラブルシューティング：サポートダンプファイルを作成できない

31.4 REST API スクリプティングを使用した、認定テクニカルサポー
ト向けのサポートダンプの作成

エラーメッセージによっては、アプライアンスのサポートダンプを作成して、分析のために認
定サポート担当者に送信することを勧めるメッセージもあります。 サポートダンププロセスは
次のとおりです。

• 既存のサポートダンプファイルを削除する

• デバッグに必要なログやその他の情報を収集する

• 圧縮ファイルを作成する

その他の指定をしない限り、サポートダンプファイル内のすべてのデータは、認定サポート担
当者だけがアクセスできるように暗号化されます。 社内に認定サポート担当者がいる場合や、
外部接続が禁止されている環境の場合は、サポートダンプファイルを暗号化しないことを選択
することもできます。 また、サポートダンプファイルの内容を検証したり、パスワードのよう
な機密データが含まれていないことを確認したりすることもできます。
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重要: アプライアンスがエラー状態にある場合でも、ログインしたりその他の認証を行った
りせずに、暗号化されたサポートダンプファイルを作成することができます。

サポートダンプファイルには次の内容が含まれます。

• オペレーティングシステムログ（/var/log から）

• 製品ログ（/ci/logs から）

• 特定のオペレーティングシステムと製品関連のコマンドの結果

サポートダンプファイルにログ記録される項目は、UTC（協定世界時）で記録されます。
前提条件 

• 最低限必要なセッション ID 権限：インフラストラクチャ管理者

REST API を使用したサポートダンプの作成

1. サポートダンプを作成します。
POST /rest/appliance/support-dumps

2. 手順 1 の POST からの応答本体に含まれるuri 要素の値を使用して、サポートダンプをダウンロードします。
GET /rest/appliance/support-dumps/{file name}

重要: その他の指定をしない限り、サポートダンプファイルは、認定サポート担当者だけが
その内容を表示できるように暗号化されます。

Hewlett Packard Enterprise データ保管ポリシーに従って、Hewlett Packard Enterprise に送信
されるサポートダンプファイルは使用後に削除されます。

31.5 アクティビティのトラブルシューティング
以下の情報を使用して、[アクティビティ]画面に表示されるアラートのトラブルシューティン
グを行います。

31.5.1 アラートが生成されない

症状

原因

アプライアンスがコンプライアンスに従っていない。

サーバーハードウェアのライセンス数が超過しています。

操作

1. サーバーハードウェアにライセンスを適用します。

2. ライセンスのないサーバーハードウェアにライセンスを適用します。

31.5.2 アラートがロックされている

症状

アラートがロックされており消去できない。

原因

ロックされたアラートがリソースによって作成された。
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操作

1. アラートを展開し、[解決策]に記された推奨アクションに従います。
2. 詳細が必要な場合は、[イベント詳細]を展開し、[correctiveAction] の詳細を参照してく
ださい。

3. リソースは変更を検出すると、自動的にアラートステータスをクリア済に変更します。

31.5.3 アラートがユーザーインターフェイスに表示されない

症状

[アラート] 画面にアクセスできないか、その画面にアラートが投稿されていない

原因

権限が適切でない

操作

1. 可能であれば、特権ユーザーとしてログインします。 可能でない場合は、物理リソースタ
イプのアラートを認識できる役割に変更するように、インフラストラクチャ管理者に要求
します。

2. 再度ログインします。

3. [アクティビティ]画面を表示します。

31.5.4 アラートのステータスが空白または予期しないとしてレポートされる

症状

以下に示す以外のアラートステート：

• [クリティカル]

• 警告

• OK

• 不明

操作

1. アラートを消去します。

2. アラートをリストアします。

31.5.5 予期しないアラートステート

症状

以下に示す以外のアラートステート

• アクティブ

• ロック済

• クリア済

原因

リソースが、原因になっている問題について予期しないアラート状態を報告しました。

操作

1. アラートを展開し、[解決策]に記された推奨アクションに従います。
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2. 詳細が必要な場合は、[イベント詳細]を展開し、[correctiveAction] の詳細を参照してく
ださい。

3. リソースは変更を検出すると、自動的にアラートの状態をクリア済に変更します。

31.6 アプライアンスのトラブルシューティング
監査ログ：

• 「監査ログが存在しない 」(390 ページ)

• 「監査ログをダウンロードできない 」(390 ページ)

• 「監査のエントリーがログに記録されていない 」(390 ページ)
バックアップおよび復元：

• 「バックアップファイルの作成やダウンロードができない 」(386 ページ)

• 「リストア操作に失敗した 」(390 ページ)
再起動およびシャットダウン：

• 「アプライアンスがシャットダウンしなかった」(392 ページ)

• 「シャットダウン後に アプライアンスを再起動できない」(393 ページ)

• 「予期しないアプライアンスのシャットダウン」(382 ページ)
セキュリティおよび認証：

• 「証明書をインポートできない 」(389 ページ)

• 「証明書が失効した 」(389 ページ)

• 「無効な証明書チェーンによって操作ができない 」(389 ページ)

• 「証明書の内容が無効で処理ができない 」(390 ページ)

• 「ログインできない」(394 ページ)

• 「工場出荷時設定へのリセット操作後にログインできない」(394 ページ)
サポートダンプ：

• 「サポートダンプが作成されなかった 」(387 ページ)

• 「サポートダンプファイルが保存されない 」(388 ページ)

• 「暗号化されていないサポートダンプを作成できない 」(388 ページ)
アップデート：

• 「アプライアンスをアップデートできない」(383 ページ)

• 「アプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アップデートが失敗す
る」(383 ページ)

• 「アプライアンスのアップデートが失敗する」(384 ページ)
その他：

• 「アプライアンスのパフォーマンスが低い」(382 ページ)

• 「ブラウザーに、HPE OneView ユーザーインターフェイスが表示されません。」(384 ペー
ジ)

• 「アプライアンスのダッシュボードにアイコンが表示されない」(385 ページ)

• 「ブラウザーセッションを取得できなかった。 」(385 ページ)

• 「リモートコンソールの再インストール」(394 ページ)

31.6 アプライアンスのトラブルシューティング 381



31.6.1アプライアンスのパフォーマンスが低い

症状

アプライアンスは動作するが、パフォーマンスが低い。

原因

アプライアンスの構成が最適なパフォーマンスのために設定されていません。

操作

1. 物理コンポーネントが『HPE OneView サポートマトリックス』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。

• ProLiant G7 クラス CPU 以降を含む VM ホスト

• 2 GHz 以上の仮想 CPU2 個を含む VM。
2. アプライアンスと管理対象デバイスの間で適切なネットワーク接続を確認してください。

3. 電力管理が有効でないことを確認します。

4. ハイパーバイザーが過負荷でないことを確認します。

5. 使用可能なストレージが許容可能なことを確認します。

6. ホストが過負荷でないことを確認します。

仮想マシンのパフォーマンスデータ（パフォーマンスカウンター）を調べます。 ハイパー
バイザーが 100% の利用率で動作している場合は、 以下の対策を検討してください。

• VM ホストの再起動

• より多くのリソースがあり、特にビジーでない VM ホストへのアプライアンスの移動

• ハイパーバイザーホスト上での予約または共有の使用

7. ローカルコンピューターから ping コマンドを使用して、ping の往復時間が許容可能かど
うかを確認します。 長い時間は、ブラウザーの問題を示すことがあります。

8. ブラウザー設定が正しいことを確認します。

9. プロキシサーバーをバイパスすることを検討してください。

10. 規模の制限を超えていないことを確認します。 『HPE OneView サポートマトリックス』
を参照してください。

11. サポートダンプを作成して、認定サポート担当者に問い合わせます。

31.6.2 予期しないアプライアンスのシャットダウン

症状

アプライアンスがクラッシュする

原因

計画外のシャットダウン

クラッシュ後にとるべき処置

• 予期しないシャットダウンはまれです。 重大なアラートや失敗したタスクをチェックしま
す。 解決策が提示される場合は、その指示に従ってください。

• 表示されるリソース情報が正しくない、または一貫していないと思われる場合は、手動で
リソースを更新します（[アクション]→[更新]）。

• 認定サポート担当者が問題のトラブルシューティングを行う際に役立つよう、予期しない
シャットダウンについてのサポート dump を作成（[設定]→[アクション]→[サポートダン
プの作成]）。
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31.6.3アプライアンスをアップデートできない

症状

アプライアンスのアップデート操作が失敗する。

解決策 1

原因

アプライアンスがネットワークにアクセスできない。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. アップデート操作をもう一度実行します。

解決策 2

原因

アプライアンス証明書が無効、失効した、あるいは変更された。

操作

「アプライアンスがネットワークにアクセスできない」(397 ページ)を参照してください。

解決策 3

原因

操作

1. [設定] 画面の [セキュリティ] ウィンドウから、証明書の設定を調べます。
2. アプライアンス証明書が無効か失効している場合は、新たに取得します。

メディアタイプに応じて、「自己署名証明書の作成」(76 ページ)または「証明書の署名リ
クエストの作成」(75 ページ)を参照します。

3. ブラウザーページを更新します。

4. 新しい証明書を承諾します。

5. アップデート操作を再度試します。

31.6.4 アプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アップデー
トが失敗する

症状

アップデートファイルが正常にダウンロードされたが、アップデート操作によってアプライア
ンスがアップデートされない。

解決策 1

原因

ダウンロードファイルがブラウザーには大きすぎる。

操作

1. ダウンロードサイズがブラウザーの機能内であることを確認します。

2. 別のブラウザーを使用します。
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解決策 2

原因

ファイルがアプライアンスから削除された。

操作

1. アップデートファイルをダウンロードします。

2. アップデート操作を再度試します。

詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

解決策 3

原因

アプライアンスのバージョンは、アップデートの対象となるバージョンの範囲外です。

操作

1. サポートされているバージョン（アプライアンスのバージョンに基づいた）のアップデー
トファイルをダウンロードします。

2. アップデート操作を再度試します。 詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

31.6.5 アプライアンスのアップデートが失敗する
アップデート操作の前に、アプライアンスのアップデートに影響するすべてのブロックまたは
警告の条件が表示されます。

症状

アップデートが失敗する

原因

操作

1. すでにインストールされている同じバージョンにアップグレードしていないことを確認し
ます。

2. アップデートを再試行する前に、[設定]画面の [アプライアンス]パネルで、LAN、CPU、
およびメモリのすべてのステータスインジケーターが緑色であることを確認します。

3. サポートダンプを作成し、HPE サポート担当者に問い合わせます。

31.6.6 ブラウザーに、HPE OneView ユーザーインターフェイスが表示されませ
ん。

症状

ブラウザーに、HPE OneView ユーザーインターフェイスが表示されません。

解決策 1

原因

ブラウザーがサポートされていません。

操作

サポートされているブラウザーを使用してください。
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解決策 2

原因

ブラウザーのキャッシュがいっぱいになっている。

操作

1. ブラウザーのキャッシュをクリアして、再試行します。

2. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

解決策 3

原因

Javascript が有効でない。

操作

ブラウザーで Javascript を有効にします。

解決策 4

原因

アプライアンスとの接続に問題があります。

操作

1. ブラウザーのプロキシ設定が正確であることを確認します。

2. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

3. アプライアンスがネットワークにアクセスできることを確認します。

「アプライアンスがネットワークにアクセスできない」(397 ページ)。

31.6.7 アプライアンスのダッシュボードにアイコンが表示されない

症状

ダッシュ ボードのアイコンが表示されません。

原因

ブラウザーがアイコンをロードする前にタイムアウトが発生しました。

操作

1. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

2. アプライアンスがネットワークにアクセスできることを確認します。

「アプライアンスがネットワークにアクセスできない」(397 ページ)。

31.6.8 ブラウザーセッションを取得できなかった。

症状

ブラウザーにセッションが表示されないか、セッションがフリーズしたように表示される。

解決策 1

原因

セッションがタイムアウトした

31.6 アプライアンスのトラブルシューティング 385



操作

1. ログアウトします。

2. ログインし直して新しいセッションを開始します。

解決策 2

原因

セッションからログアウトされた

操作

ログインして新しいセッションを開始します。

31.6.9 バックアップファイルの作成やダウンロードができない

症状

バックアップファイルを作成またはダウンロードできなかった。

解決策 1

原因

関連するほかの操作が進行中である。 バックアップファイルは、一度に 1 つしか作成できま
せん。 バックアップファイルは、リストア操作中や、前のバックアップファイルのアップロー
ドまたはダウンロード中には作成できません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 別のバックアップまたは復元操作が実行中でないかを確認します。 [設定]画面の進行状況
バーまたは [アクティビティ]のサイドバーに示された完了状況を確認します。

3. ジョブの操作が完了するまで待ちます。

4. アラートが表示された場合は、その解決方法に従います。

a. バックアップ操作を再試行します。

b. バックアップ操作が失敗した場合は、アプライアンスを再起動します。

c. アプライアンスを再起動した後、バックアップ操作を再度実行します。

解決策 3

原因

ネットワーク接続の問題によってダウンロードできません。

操作

ネットワークが正しく構成されていて、予期したとおりに実行されていることを確認します。

関連する操作が進行中であるためにバックアップファイルをダウンロードできない

原因

バックアップファイルの作成またはリストア操作の進行中に、バックアップファイルをアップ
ロードまたはダウンロードすることはできません。

操作

別のバックアップまたはリストア操作が実行中ではないことを確認します。 これは [設定]画面
の進行状況バーに示されます。
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バックアップファイルがダウンロード中であるように見えない

原因

アプライアンスの構成の複雑さによっては、大きいバックアップファイルのダウンロードには
数分間以上かかることがあります。

操作

操作が完了するまで待ちます。 [設定]画面の進行状況バーを観察することで、操作を監視しま
す。

解決策 4

原因

バックアップ操作中にプロファイル操作が実行されていたため、次のいずれかが発生しまし
た。

• ネットワーク内で GUID が重複する

• サーバーに前のプロファイルの設定が適用される

• エラーメッセージ：操作は中断されました

• エラーメッセージ：構成に整合性がありません

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 影響を受けるサーバーを特定します。

3. サーバーからプロファイルの割り当てを解除します。

4. サーバーにプロファイルを再割り当てします。

5. いずれかのエラーメッセージが報告された場合は、この状態に関係した、（HPE OneView
には関連のない）次のような要因を確認します。

• サーバーが移動されたかどうか?

• サーバーの電源がオフにされたかどうか?
6. サポートダンプファイルを作成します。

7. 認定サポート担当者に、この問題を報告します。

31.6.10 サポートダンプが作成されなかった

症状

想定したサポートダンプが見つからない

原因

経過時間が不十分

操作

1. しばらく待ちます。 サポートダンプファイルの作成には、数分かかる場合があります。
ログファイルが大きい場合、またはシステムが大規模の場合、サポートダンプファイルの
作成にかかる時間はさらに長くなります。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。
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サポートダンプを作成できない

症状

[Oops] 画面からサポートダンプを作成できない

原因

[Oops] 画面からサポートダンプファイルを作成できるのはインフラストラクチャ管理者のみで
す。

操作

インフラストラクチャ管理者の認証情報を入力して、もう一度実行してください。

31.6.11 サポートダンプファイルが保存されない

症状

アプライアンスにサポートダンプファイルがない。

解決策 1

原因

ブラウザーの設定が正しくないためダウンロードが完了しませんでした。

操作

1. ダウンロードが完了したことを確認します。

2. ブラウザーの設定を確認します。

3. サポートダンプの作成操作を再実行し、アクティビティサイドバーでダウンロードの進行
状況バーを調べます。

解決策 2

原因

サポートダンプファイルに十分なディスク領域がクライアント側にありません。

操作

1. ローカルコンピューターに、サポートダンプファイルを収容できる十分なディスクスペー
スがあることを確認します。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

31.6.12 暗号化されていないサポートダンプを作成できない

症状

暗号化されたサポートダンプファイルを作成できるが、暗号化されていないものを作成できな
い。

原因

暗号化されていないサポートダンプファイルを作成する適切な権限がありません。 その操作
は、インフラストラクチャ管理者のみが実行できます。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

3. [暗号化されていないサポートダンプ]のオプションを指定します。

388 トラブルシューティング



4. サポートダンプを作成します。

5. 進行状況バーを調べることで、成功を確認します。

31.6.13 証明書をインポートできない

症状

アプライアンスで、証明書のインポート操作が許可されない、または受け入れられない。

解決策 1

原因

お使いのログインアカウントでは証明書をインポートする権限が与えられません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 操作を再実行してください。

解決策 2

原因

アプライアンスとブラウザーとの接続が失われた

操作

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. ネットワークが正常に動作するか確認してください。

「アプライアンスがネットワークにアクセスできない」(397 ページ)を参照してください。

2. Web サーバーが再起動するまで待ち、操作を再実行してください。

31.6.14 証明書が失効した

症状

認証機関が証明書を認識しない。

原因

証明書が有効ではなくなっています。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得
します。

2. 新しい署名要求を生成します。

31.6.15 無効な証明書チェーンによって操作ができない

症状

リモートアプライアンスの証明書チェーンが破損した。

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. インフラストラクチャ管理者として、アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得
します。 詳しくは、「証明書の署名リクエストの作成」(75 ページ)を参照してください。

2. 新しい署名要求を生成します。
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31.6.16 証明書の内容が無効で処理ができない

症状

原因

証明書のフォーマットが無効である。

操作

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. インフラストラクチャ管理者として、有効なフォーマットを使用して新しいアプライアン
スを作成または取得します。 詳しくは、「証明書の署名リクエストの作成」(75 ページ)
または「自己署名証明書の作成」(76 ページ)を参照してください。

2. 新しい証明書をインポートしてください。

31.6.17 監査ログをダウンロードできない

症状

監査ログをダウンロードするためのアクションメニュー項目が表示されていない。

原因

権限が適切ではありません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 監査ログをダウンロードします。

31.6.18 監査のエントリーがログに記録されていない

症状

監査ログのエントリーが欠けている。

原因

監査ログが編集されました。

操作

アプライアンスを再起動して、新しい監査ログを作成し、ログ記録を再開します。

31.6.19 監査ログが存在しない

症状

監査ログが削除された。

操作

アプライアンスを再起動して、新しい監査ログを作成し、ログ記録を再開します。

31.6.20 リストア操作に失敗した

解決策 1

原因

バックアップファイルに互換性がない。
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操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 次の条件を満たす最新のバックアップファイルを使用してリストア操作を再試行してくだ
さい。

リストア中のアプライアンスの HPE OneView メジャーおよびマイナーのバージョン番号
が、バックアップファイルが作成されたアプライアンスと同じであること。

[設定]画面には、次の形式でバージョン番号が表示されます。
バージョンメジャー.マイナー.nn-nnnnn月 — 日 — 年

3. リストア操作で自動的に解決できなかった不一致を調整します。

リストア操作と工場出荷時設定へのリセット操作が失敗したため、アプライアンスは再起動で
きませんでした。

原因

重大なエラーが発生した

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 認定サポート担当者にお問い合わせいただく必要がある場合、サポートダンプファイルを
作成します。

3. 可能であれば、アプライアンスを工場出荷時設定にリセットします。

リセットできない場合、提供されているイメージファイル（OVF ファイルのテンプレー
ト）から、新しい仮想マシンのアプライアンスを作成します。

4. リストア操作を再試行します。

リストア操作中に回復不可能なエラーが発生した

操作

リストア操作中に回復不可能なエラーが発生した場合は、Hewlett Packard Enterprise が提供
する仮想マシンイメージからアプライアンスの仮想マシンを再作成する必要があります。

リストア操作が失敗する

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 認定サポート担当者にお問い合わせいただく必要がある場合、サポートダンプファイルを
作成します。

3. 提供されているイメージファイル（OVF ファイルのテンプレート）から、新しい仮想マシ
ンのアプライアンスを作成します。 詳しくは、『HPE OneView インストールガイド』を
参照してください。

4. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。

• 最新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。

• アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行いま
す。

5. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

原因

リストア操作のステータスは、進行中だが、変化の比率（%）が 2.5 時間以上変更されません。
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操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. アプライアンスを再起動します。

3. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。

• 最新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。

• アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行いま
す。

サーバーハードウェアが、間違ったデバイスまたは不正な BIOS 設定から起動している

原因

BIOS、ファームウェア、およびブート設定が、バックアップ後およびリストア操作前に変更
されました。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. BIOS ファームウェア、およびブート設定を確認します。
3. プロファイルの割り当てを解除します。

4. 各プロファイルを対応するサーバーに再割り当てします。

リストア操作でサーバープロファイルがリストアされない

原因

リストア操作がタイムアウトしたか、失敗しました。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. サポートダンプファイルを作成します。

3. 以下のいずれかを実行します。

a. 最新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。

b. アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行いま
す。

4. 環境と整合するようプロファイルを元に戻すための操作が、すべて実行されたことを確認
します。 整合のない状態のプロファイルがまだ存在する場合は、データセンターで不正な
動作がある可能性があります。

31.6.21アプライアンスがシャットダウンしなかった

症状

シャットダウン操作をしてもアプライアンスが起動したままだった。

原因

内部サーバーエラーが発生した可能性があります。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. シャットダウン操作を再試行します。

3. ハイパーバイザーを使用して適切なシャットダウンを実行します。

4. 問題が解決しない場合は、サポートダンプを作成します。
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5. 認定サポート担当者に連絡して、サポートダンプを提供します。

Hewlett Packard Enterprise への問い合わせについて詳しくは、「Hewlett Packard Enterprise
サポートへのアクセス」 (447 ページ) を参照してください。

31.6.22 シャットダウン後に アプライアンスを再起動できない

症状

再起動操作の結果、再起動ではなくシャットダウンした。

原因

内部サーバーエラーが発生した可能性があります。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 再起動操作を再実行します。

3. ハイパーバイザーから再起動操作を再試行します。

4. 問題が解決しない場合は、サポートダンプを作成します。

5. 認定サポート担当者に連絡して、サポートダンプを提供します。

Hewlett Packard Enterprise への問い合わせについて詳しくは、「Hewlett Packard Enterprise
サポートへのアクセス」 (447 ページ) を参照してください。
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31.6.23 ログインできない

考えられる原因と推奨処置症状

アプライアンスがまだ起動していないか、ブラウザーが正しく動作してい
ない

1. アプライアンスが完全に起動するまで待ちます。
2. ブラウザーを更新して、再試行します。
3. 新しいブラウザーを開いて、再試行します。
4. インフラストラクチャ管理者として、REST API を使用してアプライアンスを再起動し
ます。

[ログイン画面がない]

ローカルユーザーアカウントの認証が無効

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力します。
2. インフラストラクチャ管理者に、ログイン名と役割設定を確認します。 アプライアンス
が元の工場出荷時設定にリセットされた場合、インフラストラクチャ管理者がユーザー
を復権させる必要が生じることがあります。

3. インフラストラクチャ管理者として以下を実行します。
a. アカウント名を確認し、ユーザーに役割が割り当てられていることを確認します。
b. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

認証ディレクトリサービスの認証が無効

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力し、正しい認証ディレクトリを選択
します。

2. インフラストラクチャ管理者がログイン名と、グループおよび役割設定を確認します。
アプライアンスが元の工場出荷時設定にリセットされた場合、インフラストラクチャ管
理者がユーザーを復権させる必要が生じることがあります。

3. インフラストラクチャ管理者として以下を実行します。
a. アカウント名を確認し、ユーザーがディレクトリサービス内のグループのメンバーで
あることを確認します。

b. 認証ディレクトリサービスが正しく構成されていることを確認します。
c. ディレクトリサービスサーバーが動作していることを確認します。 「ディレクトリ
サービスを使用できない 」(440 ページ)を参照してください。

d. ディレクトリサービスホスト証明書が有効であることを確認します。 有効でなけれ
ば、証明書を再取得してインストールします。

e. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確
認します。

f. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

[ログイン画面はある
が、アプライアンス
がログインを拒否し
ている]

31.6.24 工場出荷時設定へのリセット操作後にログインできない

症状

工場出荷時設定へのリセット操作後にログインが許可されない。

原因

工場出荷時設定へのリセットによって認証が削除されました。

操作

初めてログインしたときに使用したデフォルトの認証情報でアプライアンスにログインしま
す。

31.6.25 リモートコンソールの再インストール
Windows クライアントで Firefox または Chrome を実行しているときは、iLO リモートコンソー
ルの初回のインストールにより、インストールダイアログボックスが再度表示されることがな
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くなります。 コンソールソフトウェアを再インストールする必要がある場合は、インストール
ダイアログボックスをリセットする必要があります。

考えられる原因と推奨処置症状

iLO リモートコンソールソフトウェアのインストールに使用したブラウザー（Firefox また
は Chrome）とは異なるブラウザーを使用中の場合は、ソフトウェアがすでにインストー
ルされていても、ソフトウェアをインストールするよう求めるダイアログボックスが表示
されます。

コンソールを再インストールするには、Shift キーを押し、[アクション]→[コンソールの起
動]を選択します。

ソフトウェアの再インストール

1. [ソフトウェアのインストール]をクリックし、アプリケーションのインストールのため
のダイアログボックスをすべて閉じます。

2. [インストール完了 — コンソールの起動]をクリックして、インストール後にコンソール
を起動します。

インストールダイア
ログボックスが表示
されない

31.6.26アプライアンスがオフラインで、手動のアクションが必要

症状

アプライアンスがオフラインであり、手動操作が必要なことがメンテナンスコンソールに示さ
れている。

アプライアンスクラスター内のどのアプライアンスもアクティブではない。 データ整合性の制
約により、アプライアンスの自動アクティベーションができない。

解決策 1

原因

ネットワークの問題や複数の接続の切断が、障害の原因となった可能性があります。

操作

安全に復元操作を行うには手動による介入が必要です。

1. 可能な場合、障害の原因を修正することで高可用性を復元します。 すべてのネットワーク
ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

2. エンクロージャーをオンラインに戻します。

メンテナンスコンソールの [詳細の表示]コマンドを使用して、ステータスが確認できない
アプライアンスを識別します。 アプライアンスは、そのエンクロージャーとアプライアン
スのベイ番号で識別されます。

対応するエンクロージャーがオフラインの場合、電源をオンにすると問題が解決する可能
性があります。

3. エンクロージャーをオンラインに戻すことができない場合、アプライアンスを動作のエン
クロージャーに移動します。

障害保護を改善するため、クラスター化されたアプライアンスはできるだけ別々のエンク
ロージャーにインストールしてください。

解決策 2

原因

アプライアンスが機能できず、高可用性を復元することはできません。
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操作

重要: この手順では、データの整合性保護をオーバーライドする必要があります。
この手順では、細心の注意を払ってください。

1. アプライアンスのクラスター内で両方のアプライアンスの位置を確認します。 位置は、エ
ンクロージャーとアプライアンスのベイから得られます。 メンテナンスコンソールの [詳
細の表示]アクションを使用すると、いずれかのアプライアンスから他のアプライアンスの
この情報を提供できます。

注意: アプライアンスを誤認すると、復旧不能なデータ損失につながる可能性がありま
す。

2. 各アプライアンスについて以下を確認します。

• エンクロージャー内に存在するか。

• 電源が投入されているか。

• メンテナンスコンソールの通知バナーに、アプライアンス間で同期されていない変更
についての警告が表示されているか。

3. アクティブ化するアプライアンスを選択します。 以下の要件を使用してください。
• アプライアンスに、同期されていない変更の警告が表示されている場合はそれを選択
します。

• 以下の場合は、別のアプライアンスを選択します。

◦ アプライアンスが復旧不能なまでに失われている場合。

◦ アプライアンスをオンラインにできない場合。

復旧不能なデータ損失は、失われたアプライアンスに同期されていない変更が含まれ
ている場合に発生します。

4. 選択していないアプライアンスについて以下を確認します。

• 電源が切れていること。

• エンクロージャーから削除されていること、または

• 再起動の直後であること。

この手順は、両方のアプライアンスが同時にアクティブにならないようにするために重要
です。 そうしないと、それらを再同期することが不可能になり、復旧不能なデータ損失が
発生します。

5. 選択したアプライアンスのメンテナンスコンソールで [アクティブ化する]を選択し、アク
ションを確認します。

進捗をモニターするには、アプライアンスの状態を参照してください。

31.6.27アプライアンスはオフラインで、使用できません

症状

アプライアンスがオフラインであり、データが不完全なためにアプライアンスを使用できない
ことがメンテナンスコンソールに示されている。

アプライアンスクラスター内のどのアプライアンスもアクティブではない。 データ整合性の制
約により、アプライアンスの自動アクティベーションができない。
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原因

オフラインおよび使用不能（不完全なデータ）状態のアプライアンスがデータの同期中に機能
停止したか、ディスクの書き込みエラーが発生した。 この状態のアプライアンスはアクティブ
化できません。

操作

1. クラスター内の他のアプライアンスと、オフラインおよび使用不能のアプライアンスを再
接続します。

別のアプライアンスに最新のデータがある可能性が高いです。

アプライアンスの間の接続を再確立するとデータ同期を完了することができます。

2. 最新のアプライアンスのエンクロージャーをオンラインに戻します。

最新のアプライアンスのメンテナンスコンソールから [詳細の表示]コマンドを使用して位
置（エンクロージャーとアプライアンスのベイ）を見つけます。

エンクロージャーがオフラインの場合、電源をオンにすると問題が解決する可能性があり
ます。

3. エンクロージャーをオンラインに戻すことができない場合、最新のアプライアンスを動作
のエンクロージャーに移動します。

障害保護を改善するため、クラスター化されたアプライアンスはできるだけ別々のエンク
ロージャーにインストールしてください。

4. このようなケーブルすべてが正しく接続されていることを確認します。

5. バックアップからのリストア

最新のアプライアンスが、復旧不能な状態にある場合は、復元操作にアプライアンスの
データのバックアップコピーを使用します。

a. 両方のアプライアンスを工場出荷時設定へリセットまたはイメージを再構築します。

b. 1 つのアプライアンスを互換性のある最近のバックアップ ファイルから復元します。
c. その他（または別の）アプライアンスが、復元されたアプライアンスとともに高可用
性クラスターに参加することを許可します。

交換用アプライアンスが必要な場合は、高可用性を復元するために後で追加できます。

31.7 アプライアンスネットワークのセットアップのトラブルシューティ
ング

31.7.1アプライアンスがネットワークにアクセスできない

症状

ネットワークアクセスを必要とする操作が機能しない。

原因

アプライアンスネットワークが正しく構成されていませんでした。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. IP アドレス割り当てが正しいことを確認します。
3. DNS IP アドレスが正しいことを確認します。
4. DNS サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。
背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更します。

5. DNS サーバーが動作していることを確認します。
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6. ネットワークのゲートウェイアドレスが正しいことを確認します。

7. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインし、ネットワーク設定を修
正します。

31.7.2アプライアンスが DHCP サーバーから DNS 情報を取得できない

症状

DHCP サーバーが IP アドレスへのアクセスを提供しない。

原因

DNS または DHCP サーバーが正しく構成されていません。

操作

1. 各 DNS IP アドレスが正しいことを確認します。
2. DNS サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。
背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

3. DNS サーバーが動作していることを確認します。
4. 仮想アプライアンスコンソールを使用して、DHCP サーバーが正しく構成されていること
を確認します。

5. 必要に応じて、DHCP の代わりに静的アドレス割り当てを使用します。

31.7.3 DNS サーバーは到達不能

症状

警告メッセージが DNS サーバーとして IP アドレスが応答していないことを報告する。

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. 各 DNS IP アドレスが正しいことを確認します。
2. DNS サーバーが動作していることを確認します。
3. DNS サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。
背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

4. 状況に応じてネットワーク設定を変更します。

31.7.4 ゲートウェイサーバーは到達不能

症状

警告メッセージで、IP アドレスが有効なゲートウェイでないと報告される。

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. ネットワークのゲートウェイアドレスを確認します。

2. ゲートウェイサーバーが動作していることを確認します。

3. 状況に応じてネットワーク設定を変更します。

31.7.5 ネットワーク設定を変更できない

症状

ネットワーク設定を変更できない。
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権限が適切でない

操作

1. 可能であれば、特権ユーザーとしてログインします。 可能でない場合は、ネットワーク設
定を変更できる役割に変更するように、インフラストラクチャ管理者に要求します。

2. 再度ログインします。

3. ネットワーク設定を変更します。

31.7.6 NTP の同期が失敗する

症状

アプライアンスの日時の設定が NTP サーバーと一致しない。

アプライアンスが NTP 用に正しく構成されていない

原因

アプライアンスの構成にエラーが含まれています。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、指定したホスト名または IP アドレスが NTP サー
バーであることを確認します。

2. [設定]画面の [アプライアンス]パネルをチェックして、NTP サーバーの IP アドレスが正し
いことを確認します。

3. NTP サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。
背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

4. NTP サーバーが動作し、通信していることを確認します。
5. アプライアンスクロックを NTP サーバーと同期化します。 詳しくは、オンラインヘルプ
を参照してください。

アプライアンスと NTP サーバーが同期するのに十分な時間を許可します。 グローバルな
NTP サーバーの場合、この値は 1 時間に設定できます。

アプライアンスと NTP サーバーの時刻の差が、1000 秒を超えている

原因

アプライアンスが NTP サーバーと同期できません。

操作

1. アプライアンスの時刻とロケールの設定を編集します。

仮想アプライアンスの場合はアプライアンスを VM ホストと同期し、アプライアンスの時
刻を、VM ホストによる現在の時刻に同期させます。
物理アプライアンスの場合は、アプライアンスの時刻を手動で設定します。

2. アプライアンスによる時刻が、NTP サーバーの時刻と一致していることを確認します。
3. アプライアンスを NTP サーバーと同期します。 詳しくは、オンラインヘルプを参照して
ください。

注記: HPE は、アプライアンスを同期するときには 4 つの NTP サーバーを使用するこ
とをお勧めします。

アプライアンスと NTP サーバーが同期するのに十分な時間を許可します。 この値は 10
分に設定できます。
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31.8 メール通知のトラブルシューティング
以下の情報を使用して、[設定]画面の [通知]パネルに表示されるアラートのトラブルシューティ
ングを行います。

31.8.1 アラートのメール通知を構成できない

症状

アラート機能のメール通知を構成できない。

原因

この機能を使用するのに必要な許可がありません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. メール受信者とフィルターのエントリーを追加または編集します。

3. メール受信者を追加または編集し、エントリーを正常にフィルタリングできたことを確認
します。 受信者はパネルに表示されます。

31.8.2 接続できない < メールアドレスホスト名の送信 >

症状

アプライアンスがメールアドレスホスト名の送信を通して接続できない。 アプライアンスが、
構成されているメールアドレスを使用してアラートメッセージを送信できない。

解決策 1

原因

メール通知を構成するためのパラメーターが 1 つ以上無効なため、メールの送信に使用される
ホストにアプライアンスが到達できません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、構成パラメーターを表示します。 詳しくは、オンラ
インヘルプを参照してください。

2. 無効な構成のすべてのパラメーターを訂正します。

3. 構成を保存します。

4. ホストに ping を送信するか、テストメッセージを送信することで、構成を確認します。

解決策 2

原因

アプライアンスでネットワークの問題が発生していて、アプライアンスがメールメッセージを
送信できません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストに ping を送信し、送信側メールアドレスの
ホスト名がネットワーク上にあることを確認します。

2. ネットワークとの接続の問題を解決するには、「アプライアンスがネットワークにアクセ
スできない」を参照してください。
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31.8.3 ホストが SMTP サーバーとして応答しない

症状

メールメッセージの送信を行うはずのホスト名が SMTP サーバーとして応答しない。

解決策 1

原因

ホスト名が正しく構成されませんでした。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストに ping を送信し、送信側メールアドレスの
ホスト名がネットワーク上にあることを確認します。

2. 使用されるポート番号が正しいことを確認します。

3. アラートの電子メール通知を構成するためのパラメーターを表示します。 詳しくは、オン
ラインヘルプを参照してください。

4. 必要に応じて [メール]のパラメーターを更新します。
5. 構成を保存します。

6. telnet コマンドで、構成を確認します。 例：
telnet mail.example.com 25

7. メール通知を監視することによっても確認します。

解決策 2

原因

メール通知の送信に使用される SMTP サーバーが、TLS/SSL セキュリティプロトコルを使用
しています。

操作

1. telnet コマンドで正しいポートを使用して、SMTP サーバーへの接続を確認します。
例：

telnet mail.example.com 587

2. アラートの電子メール通知を構成するためのパラメーターを表示します。 詳しくは、オン
ラインヘルプを参照してください。

3. SMTP サーバーが TLS/SSL をサポートしていないことを確認します。
必要に応じて [メール]のパラメーターを更新します。

4. 構成を保存します。

5. telnet コマンドで、構成を確認します。 例：
telnet mail.example.com 25

6. メール通知を監視することによっても確認します。

解決策 3

原因

メール通知の構成で、無効な SMTP サーバーのパスワードが指定されています。 正しい認証
情報の提供に失敗したため、メールを送信することができません。

操作

1. SMTP サーバーに接続してパスワードを確認するには、telnet コマンドを使用します。
例：
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telnet mail.example.com

2. アラートの電子メール通知を構成するためのパラメーターを表示します。 詳しくは、オン
ラインヘルプを参照してください。

3. SMTP サーバーのパスワードが正しいことを確認します。
必要に応じて [メール]のパラメーターを更新します。

4. 構成を保存します。

5. メール通知を監視して確認します。

31.8.4 一部のメール ID にメールメッセージを配信できない

症状

一部のユーザーはアラートに関するメールメッセージを受信するのに、他のユーザーは同じ
メッセージを受信しない。

解決策 1

原因

受信者が、構成されていないか、正しく構成されていません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、受信者を表示してエントリーを絞り込めるように、
オンラインヘルプにあるメール受信者を編集するための手順に従います。

2. 受信者が指定されていることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

3. 各受信者のメールアドレスが有効であることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

4. メール通知を監視して確認します。

解決策 2

原因

メールメッセージが迷惑メールまたはスパムと見なされているため、フィルタリングされて配
信されません。

操作

1. メールを送信しているホストと受信者が同じドメイン内の場合は、受信者のメールアプリ
ケーションを調べます。

2. メールアプリケーションがメッセージをブロックしていないこと、およびメッセージをス
パムとして扱ったり、迷惑メールフォルダーに送信したりしていないことを確認します。

3. メール通知を監視して確認します。

31.8.5 指定の受信者がイベントのメール通知を受信していない。

症状

構成した受信者がアラートのメール通知を受信していない。

解決策 1

原因

現在、メール通知が無効になっている。
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操作

1. インフラストラクチャ管理者として、構成パラメーターを表示します。

2. メール通知機能が有効になっていることを確認します。

3. 各メール受信者およびフィルターのエントリーが適切に有効または無効になっていること
を確認します。

4. メール通知を監視して確認します。

解決策 2

原因

受信者のパラメーターが正しく構成されていないため、受信者はメールメッセージを受信でき
ません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、構成パラメーターを表示します。

2. 受信者が指定されていて、そのメールアドレスが有効であることを確認します。

3. 受信者が指定されていない場合は、適宜、次のいずれかを実行します。

• 受信者およびフィルターのエントリーを編集して、メールアドレスのリストに受信者
を含めます。

• 新しいフィルターに受信者を追加します。

これらの手順については、オンラインヘルプを参照してください。

4. メール通知を監視して確認します。

解決策 3

原因

メール受信者の構成に、通知のアラートをキャプチャしない無効なフィルター指定が含まれま
す。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、オンラインヘルプにあるメール受信者を編集するた
めの手順に従って、フィルターのエントリーを表示します。

2. アクティビティ画面で報告されるアラートを調べ、フィルターによってキャプチャーされ
ている必要があると考えるアラートに注目します。

3. フィルターのエントリーを確認します。

フィルターが的確かつ正確に定義されていることを確認します。

4. メール受信者とフィルターのエントリーを保存します。

5. メール通知を監視して構成を確認します。

31.8.6 頻繁で無関係なメールメッセージ

症状

特定の受信者に、その受信者には関係がないメールメッセージが送信される。

原因

メール受信者の構成に、不要で無関係なアラートを許可するフィルター指定が含まれていま
す。
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操作

必要な最小権限：

1. インフラストラクチャ管理者として、オンラインヘルプにあるメール受信者を編集するた
めの手順に従って、フィルターのエントリーを表示します。

2. フィルターのエントリーを確認します。

• 空のフィルターのエントリーがないことを確認します。 フィルターのエントリーが空
である場合、すべてのアラートに対してメールメッセージが生成されます。

• フィルターのエントリーが一意であることを確認します。 そうでない場合、少なくと
も 2 倍の数のメッセージが送信されます。

• フィルターの条件は的確に指定します。 フィルターのエントリーを編集して、通知を
受けることを希望するアラートに対してのみ動作するようにします。

3. メール受信者とフィルターのエントリーを保存します。

4. メール通知を監視して構成を確認します。

31.8.7 テストメッセージを送信できなかった

症状

テストメッセージが送信されたが、どの受信者もそのメッセージを受信しなかった。

解決策 1

原因

メール通知を構成するためのパラメーターが 1 つ以上無効なため、メールの送信に使用される
ホストにアプライアンスが到達できません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、アラートのメール通知を構成するためのパラメー
ターを表示します。 詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

2. 無効な構成のすべてのパラメーターを訂正します。

3. 構成を保存します。

4. ホストに ping を送信するか、テストメッセージを再送信することで、構成を確認します。

解決策 2

原因

アプライアンスでネットワークの問題が発生していて、アプライアンスがメールメッセージを
送信できません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストに ping を送信し、送信側メールアドレスの
ホスト名がネットワーク上にあることを確認します。

2. ネットワークとの接続の問題を解決するには、「アプライアンスがネットワークにアクセ
スできない」を参照してください。

31.8.8 一部のテストメッセージが受信されていない

症状

一部の受信者はテストメッセージを受信するのに、他の受信者は同じメッセージを受信しな
い。
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解決策 1

原因

受信者が、構成されていないか、正しく構成されていません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者として、受信者を表示してエントリーを絞り込めるように、
オンラインヘルプにあるメール受信者を編集するための手順に従います。

2. 受信者が指定されていることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

3. 各受信者のメールアドレスが有効であることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

4. 別のテストメッセージを送信して確認します。

解決策 2

原因

テストメッセージが迷惑メールまたはスパムと見なされているため、フィルタリングされて配
信されませんでした。

操作

1. メールを送信しているホストと受信者が同じドメイン内の場合は、受信者のメールアプリ
ケーションを調べます。

2. メールアプリケーションがメッセージをブロックしていないこと、およびメッセージをス
パムとして扱ったり、迷惑メールフォルダーに送信したりしていないことを確認します。

3. 別のテストメッセージを送信して確認します。

31.9 エンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブルシュー
ティング

• 「エンクロージャーの追加または削除が失敗する」(406 ページ)

• 「移行に失敗する」(410 ページ)

• 「OA 証明書が無効」(410 ページ)
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31.9.1 エンクロージャーの追加または削除が失敗する

考えられる原因と推奨処置症状

c7000 エンクロージャーの追加が失敗すると、通知パネルに、追加操作が失敗した理由と、
問題の解決策が表示されます。 たいていの場合、解決策は、メッセージに埋め込まれてい
る [追加]リンクをクリックすることです。追加操作によりすべてのコンポーネントが再検
出され、エンクロージャーの情報が更新されます。

エンクロージャーがすでに他の管理ソフトウェアによって管理されてい
て、そのソフトウェアによって要求される

1. エンクロージャーの初めての追加が失敗した場合は、オンラインヘルプにリストされて
いるエンクロージャーの前提条件を満たしていることを確認します。 画面上の入力した
データが正しいことを確認し、操作を再度実行します。

2. エンクロージャーを正常に追加するためにとる必要のある修正処置については、通知パ
ネルのガイダンスに従ってください。

エンクロージャー、そのサーバー、またはインターコネクトモジュールに関するすべて
の情報を取得できない場合は、追加操作中にエラーが発生する可能性があります。 エ
ラーが発生すると、問題の説明と、問題の原因となったコンポーネント（エンクロー
ジャー、サーバー、インターコネクト）が通知パネルに表示されます。

3. エンクロージャーを再追加するには、通知メッセージパネル（ある場合）の [追加]リン
クをクリックするか、エンクロージャーの Onboard Administrator のアドレスと認証情
報を入力して、[エンクロージャーの追加]画面から追加操作を再度開始します。

エンクロージャーをアプライアンスに強制的に追加するには、エンクロージャーのオンラ
インヘルプを参照してください。

c7000 エンクロー
ジャーを追加できな
い

c7000 エンクロージャーを強制的に追加しましたが、エラーメッセージを受け取りました。
これは、VCMode セットがあり、Virtual Connect（VC）がエンクロージャーを管理してい
る場合に発生します。

1. 構成の手動クリーンアップが必要です。以下の項目を調査してください。

• 管理 URL が、まだアプライアンスを指している可能性があります。 その場合は、エ
ンクロージャーの最初のインターコネクトを指すようにリセットする必要がありま
す。 これを修正するには、次の ssh コマンドを使用して Onboard Administrator に入
り（管理者認証情報を使用して）、最初のアクティブな VC インターコネクトの IP
アドレスを指すように管理 URL を変更します。

アプライアンスからエンクロージャーの関連付けを
解除します。

clear vcmode

（ここで N は VC インターコネクトのベイ番号）エ
ンクロージャーの VC インターコネクトごとにこの
手順を実行すると、インターコネクトがデフォルト
構成に戻ります。

restart interconnect
N

（ここで、N はアクティブな Onboard Administrator
のベイ番号）これにより、OA が最初の VC インター
コネクトから管理 URL を取得します。

restart oa N

2. 手動の構成の完了後、エンクロージャーの追加に関するオンラインヘルプを参照してく
ださい。

c7000 エンクロー
ジャーを強制的に追
加できない

エンクロージャーミッドプレーンを交換しましたが、ハードウェアのドキュメントに記載
されている推奨の手順に従いませんでした。

推奨処置：エンクロージャーを再追加します。

ミッドプレーンの交
換後に、既存のエン
クロージャーが新し
いエンクロージャー
として検出される
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考えられる原因と推奨処置症状

以下の理由により、c7000 エンクロージャーを削除できない場合があります。

• 削除操作中にハードウェアとの通信が切断されると、アプライアンスがインターコネク
ト、サーバーハードウェア、およびエンクロージャーの設定を適切に管理できなくなる
可能性があります。

通信が切断されたために、アプライアンスからエンクロージャーを強制的に削除するに
は、エンクロージャーのオンラインヘルプを参照してください。

• エンクロージャーがアプライアンスから削除されていません。 これは、通常はアプライ
アンス自体の問題であり、最良の解決方法は、通知パネルに表示される指示に従うこと
です。

• エンクロージャーは削除されますが、通信エラーのため、構成を手動で修正する必要が
あります。

構成の手動クリーンアップが必要な場合は、以下の項目を調査してください。

• 管理 URL が、まだアプライアンスを指している可能性があります。 その場合は、エン
クロージャーの最初のインターコネクトを指すようにリセットする必要があります。 こ
れを修正するには、次の ssh コマンドを使用して Onboard Administrator に入り（管理
者認証情報を使用して）、最初のアクティブな VC インターコネクトの IP アドレスを
指すように管理 URL を変更します。

アプライアンスからエンクロージャーの関連付けを解
除します。

clear vcmode

（ここで N は VC インターコネクトのベイ番号）エン
クロージャーの VC インターコネクトごとにこの手順
を実行すると、インターコネクトがデフォルト構成に
戻ります。

restart interconnect N

（ここで、N はアクティブな Onboard Administrator の
ベイ番号）これにより、OA が最初の VC インターコ
ネクトから管理 URL を取得します。

restart oa N

• インターコネクトが、まだアプライアンスによって要求されている可能性があります。
その場合は、インターコネクトを手動で削除する必要があります。

c7000 エンクロー
ジャーを削除できな
い

解決策：すべての証明書を削除し、OA（Onboard Administrator）を再起動します。
1. OA ユーザーインターフェイスから、[ユーザー/認証]を選択します。
2. 右側のペインで [HPE SSO 統合]を選択します。
3. [設定]で、信頼モードが [証明書による信頼]に設定されていることを確認します。
4. [証明書情報]タブを選択し、すべての HPE SSO 証明書を削除します。
5. OA を再起動します。
6. エンクロージャーを再追加します。

エンクロージャーの
追加または削除の際
に、Onboard
Administrator のシン
グルサインオン
（SSO）の構成を解
除できない

31.9.2 未割り当てのサーバープロファイル接続を移行できない

症状

HPE OneView 移行互換性レポートは、未割り当てのサーバープロファイル接続が原因で発生
した警告またはブロッキングの問題を示します。 接続が移行されない場合、未割当のサーバー
プロファイル接続を解決する方法は、接続が未割当である理由と、OS 構成の影響によって異
なります。 以下の解決策を確認して、この問題の原因と解決方法を判別します。

特定のアダプターポートに関連付けられているサーバープロファイル接続の解決

原因

未割り当てのサーバープロファイル接続を移行できません。 接続は特定のアダプターポートに
関連付けるために VCM で作成されました。
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VCM はラウンドロビンアルゴリズムで、イーサーネット接続をサーバーアダプターポートに
関連付けます。 LOM ポートではなくメザニンポートに接続をマッピングする必要がある場合
は、VCM で未割り当ての接続を作成して強制的にマッピングします。 最初の 2 つの接続が未
割り当てになり、次の 2 つの接続がメザニンポートにマッピングされます。
HPE OneView では、サーバープロファイル接続を特定のアダプターポートに直接関連付ける
ことができます。 移行中、HPE OneView は、VCM 内のサーバーに関連付けられている特定
の接続を、HPE OneView 内の特定のアダプターポートにマッピングします。 未割り当ての接
続は移行されないため、オペレーティングシステム内の対応するインターフェイスの削除が問
題を引き起こす可能性があります。

操作

VCM で、接続の種類に基づいて次のいずれかの操作を実行します。
• ファイバーチャネル — OS への影響が予想されない場合、接続なしで移行を進めます。

OS への影響が予想される場合は、移行後に問題を解決します。
• FCoE — アップリンクポートを含むアップリンクセットがあるネットワークを割り当てま
す。

• FCoE FC SAN およびネイティブのファイバーチャネル — アップリンクポートがある SAN
ファブリックを割り当てるか、接続なしで移行を進めます。

• iSCSI — サーバープロファイル接続にネットワークを割り当てるか、接続なしで移行を進
めます。

• イーサーネット — 次のうち 1 つ以上を実行します。

ダウンリンクポートのステータスが無関係になっている場合、サーバー間のトラフィッ
クを排除するために未使用のプライベートネットワークを割り当てます。

◦

◦ ダウンリンクポートを無効にする必要がある場合、未使用ポートがあるアップリンク
セットにプライベートネットワークを関連付けます。 ネットワーク上で [Smart リン
ク]を有効にします。

◦ 接続が不要な場合、接続を削除します。

事前割り当て済みの仮想 MAC/WWN のためのネットワークの割り当て

原因

未割り当てのサーバープロファイル接続を移行できません。 接続は事前割り当て用のプレース
ホルダーとして VCM で作成されました。 仮想 MAC/WWN の事前割り当てには、プロファイ
ル接続に対するネットワークまたはファブリックの関連付けが必要です。

操作

VCM で、接続の種類に基づいて次のいずれかの操作を実行します。
• FCoE — アップリンクポートを含むアップリンクセットがあるネットワークを割り当てま
す。

• FCoE FC SAN およびネイティブのファイバーチャネル — アップリンクポートがある SAN
ファブリックを割り当てるか、接続なしで移行を進めます。

• iSCSI — サーバープロファイル接続にネットワークを割り当てるか、接続なしで移行を進
めます。

• イーサーネット — 次のうち 1 つ以上を実行します。

ダウンリンクポートのステータスが無関係になっている場合、サーバー間のトラフィッ
クを排除するために未使用のプライベートネットワークを割り当てます。

◦

408 トラブルシューティング



◦ ダウンリンクポートを無効にする必要がある場合、未使用ポートがあるアップリンク
セットにプライベートネットワークを関連付けます。 ネットワーク上で [Smart リン
ク]を有効にします。

◦ 接続が不要な場合、接続を削除します。

存在しないインターコネクトのために作成されたプレースホルダーの移行の計画

原因

未割り当てのサーバープロファイル接続を移行できません。 接続は垂直方向のインターコネク
ト間の FC または FCoE の冗長接続として VCM で作成されました。
水平方向に隣接したインターコネクトではなく、垂直方向のインターコネクトの間に FC また
は FCoE の冗長接続を作成した場合（たとえば、冗長性のために 2 つのアダプターを使用する
場合）、VCM では、アダプターポートがインターコネクトに関連付けられていない場合でも、
アダプター用の接続プレースホルダーが必要です。 HPE OneView では、接続を特定のアダプ
ターポートに直接関連付けることができるため、プレースホルダーは必要ありません。

FC 接続の場合、存在しないインターコネクトへのプレースホルダー接続が検出されると、サー
バーの電源ステータスに関わらず HPE OneView 互換性レポート上の警告問題になります。こ
れは、サーバーの再起動後も、アダプターポートのために、プレースホルダー接続に関連付け
られているインターフェイスが存在するためです。 FCoE 接続の場合、サーバーの電源が入っ
ているときに検出されると、互換性レポート上のブロッキング問題になります。これは、接続
を削除すると、サーバーが再起動したときに OS のインターフェイスが削除される結果になる
ことがあるためです。

操作

• FC SAN — 移行を進めます。

• FCoE およびオフライン移行 — 移行後に OS への影響があるかどうか、および軽減のため
の計画があるかどうかを確認します。

• FCoE および In-Service 移行 — サーバーの電源をオフにして、移行後に OS への影響が
あるかどうか、および軽減のための計画があるかどうかを確認します。

デフォルトで自動的に作成された FCoE 接続、iSCSI 接続、および FC 接続の削除

原因

未割り当てのサーバープロファイル接続を移行できません。 接続は VCM で作成されました
が、これは VCM GUI が接続を FCoE、iSCSI、および FC インターコネクトと自動的に関連付
けたためです。

操作

必要でない場合、サーバープロファイルから FCoE、iSCSI、および FC 接続を削除します。

詳細情報

「移行時に割り当てられていない VCM サーバープロファイル接続について」(236 ページ)
「移行時のブロックの問題について」(235 ページ)
「VCM で現在管理されている c7000 エンクロージャーの移行」(242 ページ)
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31.9.3 移行に失敗する

考えられる原因と推奨処置症状

エンクロージャー、そのサーバー、またはインターコネクトモジュールに関するすべての
情報を取得できない場合は、追加操作中にエラーが発生する可能性があります。

エラーが発生すると、問題の説明と、問題の原因となったコンポーネント（エンクロー
ジャー、サーバー、インターコネクト）が互換性レポートに表示されます。

1. 互換性レポートに記載されている各問題を確認し、解決策を実行します。
2. 移行を再度試みます。
3. 移行を実行できない場合は、以下の手順を実行して Virtual Connect Manager に戻りま
す。

a. 移行中に作成されたすべてのサーバープロファイルを削除します。
b. アプライアンスからエンクロージャーを削除します。
c. OA UI から、最も低いベイの Virtual Connect インターコネクトをリセットします。
d. VC モジュールから、工場出荷時のデフォルトの認証情報でログインして、VC 構成
をバックアップファイルから復旧します。

HPE OneView が
VCM エンクロー
ジャーを移行できな
いことを示すメッ
セージが表示される

移行が発生しましたが、HPE OneView の移行タスクが完了したと表示されません。 この
エラーは、移行中にアプライアンスの再起動が発生した場合に表示されることがあります。

1. アクティビティビューで移行タスクを表示し、提案された解決策に従います。
2. 問題が解決しない場合は、エンクロージャーを更新します。
3. 問題が解決しない場合は、以下の手順を実行して、migrationsubstate をリセット
します。

a. “auth:{token}” を取得します。
GET /rest/login-sessions

b. 手順 1 で取得した {AUTH} トークンを使用して、次のコマンドを入力します。
curl -ik -X PATCH -H "Content-Type:application/json" -H
"X-API-Version:300" -H "auth:${AUTH}" -d
'{"op":"replace","path":"/migrationState","value":"NotApplicable"}

エンクロージャーの
移行が完了しなかっ
たことを示すメッ
セージが表示される

31.9.4 OA 証明書が無効

症状

無効な証明書メッセージが表示される

原因

OA ファームウェアを下位バージョンにダウングレードし、その後で上位バージョンにアップ
グレードすると、OA シングルサインオン証明書が破損する場合があります。

操作

OA のリセット：
1. OA UI から、[セキュリティ]+[HPESIM SSO] を選択します。
2. 破損した証明書（黄色で示されています）を削除します。

3. 元の証明書を再インストールするには、エンクロージャーを更新します。
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31.10 ファームウェアバンドルのトラブルシューティング
31.10.1 不正確な認証情報

考えられる原因と推奨処置症状

サーバーの認証情報が不正確である 
サーバーファームウェアをアップデートしようとしていますが、指定したユーザー名また
はパスワードが iLO 管理プロセッサーに対して有効ではありません。
問題を解決するには、正しい認証情報を入力し、もう一度エンクロージャーの追加を行い
ます。

iLO のユーザー名ま
たはパスワードが無
効である

OA 認証情報を使用できない 
ファームウェアをアップデートしようとすると、アプライアンスがエンクロージャーの
Onboard Administrator（OA）認証情報を取得できませんでした。
問題を解決するには、正しい認証情報を入力し、もう一度エンクロージャーの追加を行い
ます。

Onboard
Administrator
（OA）認証情報を取
得できない

31.10.2 iLO 接続の消失

症状

接続エラー

原因

操作

推奨事項

1. サーバーをリセットして、サーバーの管理プロセッサーへのネットワーク接続をリストア
します。

2. ファームウェアをもう一度アップデートします。

31.10.3 SUM エラー

症状

ファームウェアアップグレードのログファイルを削除できない

原因

操作

推奨事項

1. アプライアンスを再起動します。

2. ファームウェアをもう一度アップデートします。

症状

ファームウェアアップデート要求を開始できない

原因

操作

ファームウェアをもう一度アップデートします。
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31.10.4 エンクロージャー追加時のファームウェアのアップデート障害

注記: エンクロージャーを追加するときに、ネットワークや電源の停止、またはその他の問
題のために、OA または iLO ファームウェアを最小バージョンにアップデートできないことが
あります。 デバイスはUnmanaged 状態で表示されます。

症状

OA ファームウェアをアップデートできない

原因

操作

推奨事項

1. メインメニューから、[エンクロージャー]を選択します。
2. マスターペインで、管理されていないエンクロージャーを選択します。

3. [アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
4. [ファームウェアベースライン]に対応する SPP を選択します。
5. [ファームウェアのアップデート]で [エンクロージャー]を選択します。
6. [OK] をクリックします。
7. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステー
タスが緑色になっているかどうかをチェックします。

そうでない場合は、[通知] エリア内の [詳細] の下に一覧表示される解決方法の提案に従い
ます。

症状

iLO ファームウェアをアップデートできない

原因

操作

推奨事項

1. メインメニューから [サーバーハードウェア]を選択します。
2. マスターペインで、管理されていないサーバーハードウェアを選択します。

3. [アクション]→[iLO ファームウェアのアップデート]の順に選択します。

注記: iLO ファームウェアが最小限必要なものより古い場合は、[iLO ファームウェアの
アップデート] だけが表示され、サーバーハードウェアはUnmanaged Unsupported
Firmware 状態で表示されます。

4. [OK] をクリックします。
5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステー
タスが緑色になっているかどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってくださ
い。
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31.10.5 エンクロージャー内のすべてのデバイスでのファームウェアのアップデー
ト障害

エンクロージャー内のすべてのデバイスでファームウェアをアップデートしようとすると、一
部のサーバーでアップデートプロセスが失敗することがあります。

考えられる原因と推奨処置症状

OA の TCP/IP 設定が自動ネゴシエートに設定されていない
1. OA で、[エンクロージャー情報]→[エンクロージャー設定]→[エンクロージャー TCP/IP
設定]の順に選択します。

2. [NIC オプション]タブを選択します。
3. NIC 設定を自動ネゴシエートにします。
4. HPE OneView で、ファームウェアのアップデートプロセスを再試行します。

a. メインメニューから、[エンクロージャー]を選択します。
b. マスターペインで、エンクロージャーを選択します。
c. [アクション]→[ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
d. [ファームウェアベースライン]に対応する SPP を選択します。
e. [ファームウェアのアップデート]で [エンクロージャー + 論理インターコネクト +
サーバープロファイル]を選択します。

f. [OK] をクリックします。
g. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのス
テータスが緑色になっているかどうかをチェックします。

そうでない場合は、[通知] エリア内の [詳細] の下に一覧表示される解決方法の提案に
従います。

HP SUM から結果を
取得できない

31.11 インターコネクトのトラブルシューティング
31.11.1 インターコネクトの編集が失敗する

症状

インターコネクトの変更が失敗したという通知が表示される。

原因

インターコネクトの編集が失敗している。

操作

1. オンラインヘルプにリストされている前提条件が満たされているかどうかを確認します。

2. 通知メッセージに記載されている指示に従ってください。

注記: インターコネクトが正常に編集されている場合は、画面上部のバナーに通知が表示さ
れ、目的のポート設定とポートステータスが表示されます。
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31.11.2 インターコネクトモジュールが誤った状態である

考えられる原因と推奨処置症状

インターコネクトモジュールは、論理インターコネクトの一部ではありません。

インターコネクトモジュールを管理対象または監視対象の状態にするに
は、次の手順を実行します。

1. エンクロージャーの論理インターコネクトグループを見つけるか、[論理インターコネク
トグループ]画面を使用して作成します。

2. メインメニューから [エンクロージャーグループ]を選択します。 エンクロージャーグ
ループを編集して、手順 1 の論理インターコネクトグループを追加します。

3. メインメニューで、[論理エンクロージャー]を選択してエンクロージャーグループから
論理エンクロージャー構成を更新します。

インターコネクトモ
ジュールがインベン
トリ状態である

インターコネクトモジュールがその状態をMaintenance と報告する場合は、OA 認証情報
のキャッシングの問題があります。

インターコネクトモジュールがメンテナンス状態の場合：

エンクロージャーを再追加する必要があります。

1. メインメニューから、[エンクロージャー]→[追加]を選択します。
2. エンクロージャー情報（IP/FQDN、Administrator のアカウントとパスワード）を入力
し、[追加]ボタンをクリックします。

これによりエンクロージャーとそのコンポーネントの再検出が開始されます。

インターコネクトモ
ジュールがメンテナ
ンス状態である

インターコネクトベイが予期されるタイプと一致しない

論理インターコネクトグループは、エンクロージャー内のインターコネクトとは異なるイ
ンターコネクトを予期しています。

1. 予期されないインターコネクトをエンクロージャーから削除します
2. 予期されるインターコネクトをエンクロージャーに挿入します。
3. 論理インターコネクトグループを更新し、インターコネクトを使用します。

インターコネクトモ
ジュールが管理され
ていない状態である

インターコネクトにインストールされているファームウェアが、サポートされる最小ベー
スラインバージョンより古い

• Virtual Connect ファイバーチャネルインターコネクトの場合：

◦ エンクロージャーに IPv6 アドレスを使用する Virtual Connect ファイバーチャネルイ
ンターコネクトが含まれており、インターコネクトのファームウェアバージョンが、
サポートされる最小ベースラインバージョンの 4.10 未満です。

◦ エンクロージャーに Virtual Connect ファイバーチャネルインターコネクトのみが単
独で含まれているか、その他の Virtual Connect ファイバーチャネルインターコネク
トが含まれていて、インターコネクトのファームウェアバージョンが、サポートされ
る最小ベースラインバージョンの 4.10 未満です。

推奨事項

インターコネクトファームウェアバージョンがインポートのための最小条件（v3.15）
以上である場合は、インターコネクトを追加した後でサポートされているバージョンに
アップデートできます。 インターコネクトファームウェアがバージョン 3.15 未満であ
る場合は、以下の手順に従ってください。

1. [エンクロージャー]画面からエンクロージャーを削除します。
2. オンラインヘルプの説明に従って、Virtual Connect ファイバーチャネルインターコ
ネクト用のインターコネクトファームウェアをアップデートします。

3. [エンクロージャー]画面でエンクロージャーを追加します。

• Virtual Connect ファイバーチャネルでないインターコネクトの場合、オンラインヘルプ
の説明に従って、論理インターコネクトのインターコネクトファームウェアをアップ
デートしてください。

サポートされるファームウェアバージョンの完全なリストについては、『HPE OneView
サポートマトリックス』を参照してください。
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31.11.3 管理対象エンクロージャーでの Virtual Connect インターコネクトの交換

考えられる原因と推奨処置症状

インターコネクトモジュールが、エンクロージャーから取り外したとき使用中でした

Virtual Connect ファイバーチャネルモジュールは使用中で、物理的に取り外された時点で構成さ
れていた場合、同じモデルとタイプのモジュールに交換する必要があります。 Virtual Connect
ファイバーチャネルモジュールが使用中であるのは、次のいずれかの状態が存在している場合で
す。

• インターコネクトモジュールがインターコネクトベイの中で、サポートされる最小バージョ
ンより前のリリースの Virtual Connect を使用している

• インターコネクトモジュールのアップリンクポートに関連付けられているネットワークが、
サーバープロファイルで使用されている

インターコネク
トのステータス
が見つかりませ
んまたは非互換
である

インターコネク
トの障害
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考えられる原因と推奨処置症状

インターコネクトで障害が発生し、交換する必要があります

1. すべてのインターコネクトケーブルを抜き、インターコネクトをエンクロージャーから取り
外します。

2. 交換用のインターコネクトを挿入し、すべてのインターコネクトケーブルを再び差し込みま
す。

3. アプライアンスにログインします。
4. メインメニューから、[論理インターコネクト]を選択し、交換用のインターコネクトを含む論
理インターコネクトを選択します。

5. ビューのメニューから [アクティビティ]を選択します。 追加したインターコネクトのアクティ
ビティがアクティビティのリストに表示されます。

• インターコネクトファームウェアのバージョンがサポートされる最小ファームウェアバー
ジョン以上の場合、アプライアンスは、交換されたインターコネクトに論理インターコネ
クトグループを自動的に適用し、インターコネクトは使用できる状態になります。

• インターコネクトファームウェアがサポートされる最小ファームウェアベースライン未満
の場合は、アラートが生成され、ステップ 6 に示すように、ファームウェアをアップデー
トする必要があります。

注記: インストールされているファームウェアを表示するには、ビューセレクターから
[ファームウェア]を選択します。

6. インターコネクトのファームウェアをアップデートします。 ファイバーチャネルインターコ
ネクトの場合は、以下を参照してください。 FlexFabric インターコネクトの場合は、手順 7
に進みます。

注記: ファームウェアバージョンが HPE OneView の最小バージョンより古いファイバー
チャネルインターコネクトは、HPE OneView で管理することはできません。 HPE OneView
の外部のファームウェアをアップデートまたは削除するには、エンクロージャーを取り外す
必要があります。 ファイバーチャネルインターコネクトが最小バージョンより古い場合は、
HPE OneView からエンクロージャーを削除して、ファイバーチャネルインターコネクトを最
小バージョンにアップデートします。 または、HPE OneView が管理するエンクロージャー
からインターコネクトを削除して HPE OneView が管理していないエンクロージャーに挿入
し、ファームウェアを最小バージョンにアップデートします。 最小バージョンの要件は、
『HPE OneView サポートマトリックス』に記載されています。
a. HPE OneView からエンクロージャーを削除するか、ファイバーチャネルインターコネク
トを物理的に取り外して、現在 HPE OneView が管理していないエンクロージャーに設置
します。

b. Onboard Administrator または外部の DHCP サーバーを使用して、インターコネクトに IPv4
アドレスを割り当てます。

c. HP SUM または Virtual Connect Support Utility（VCSU）を使用して、インターコネクトの
ファームウェアを更新します。

d. エンクロージャーを HPE OneView に追加するか、HPE OneView が管理するエンクロー
ジャーにファイバーチャネルインターコネクトを戻します。

e. オプション：ファイバーチャネルインターコネクトで IPv6 アドレスをサポートする予定の
場合は、Onboard Administrator または外部の DHCP サーバーを使用して IPv6 アドレスを
インターコネクトに割り当てます。

7. ファームウェアのアップデートについては、オンラインヘルプで「管理対象デバイスのファー
ムウェアバンドルのアップデート」を参照してください。

ファームウェアアップデートの進行状況は [論理インターコネクト]画面の上部に表示されま
す。 アップデートが完了すると、アプライアンスは論理インターコネクトグループを自動的
に適用し、インターコネクトは使用できる状態になります。

31.12 ライセンスのトラブルシューティング
31.12.1 エンクロージャーから消去されたライセンスキーのリストア

エンクロージャーでファクトリリセットを実行すると、OA に埋め込まれたライセンスが消去
されるため、ライセンスキーを手動で取得して再追加する必要があります。
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注記: ライセンスキーをリストアするには、資格証明書（物理的または電子的な文書）が必
要です。

考えられる原因と推奨処置症状

OA に埋め込まれているライセンスキーが消去されている
1. ソフトウェア用の Hewlett Packard Enterprise ライセンス（http://www.hpe.com/

software/licensing-support ）にアクセスして、ライセンスキーをアクティブ化、登
録、および、ダウンロードします。

2. [設定]画面から、アプライアンスにキーを追加します。

エンクロージャーを
追加するときに、OA
に埋め込まれている
ライセンスキーが検
出されない

31.12.2 割り当てられたライセンスが指定されたタイプと一致しない

症状

サーバーハードウェアに、アプライアンスに追加したときに指定したものとは異なるライセン
スが割り当てられている。

解決策 1

原因

サーバーハードウェアに埋め込みのライセンスがある。

操作

埋め込みのライセンスは、エンクロージャーまたはラックサーバーが追加されたときに指定さ
れたライセンスポリシーまたはタイプをオーバーライドします。 iLO Advanced の既存の永久
ライセンスを持つサーバーハードウェアには、HPE OneView Advanced w/o iLO ライセン
スが割り当てられます。

解決策 2

原因

以前にアプライアンスによって管理されていたサーバーが再度追加されている。

操作

以前にアプライアンスによって管理されていて、HPE OneView Advanced のライセンスが適
用されていたサーバーの場合は、指定されたライセンスタイプに関係なく、追加するときには
それと同じライセンスが割り当てられます。
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31.12.3 ライセンス数が不正確なように表示される

考えられる原因と推奨処置症状

ライセンスグラフが最新でない 
ライセンスグラフの 設定画面を更新し、最新の変更を表示する必要があります。

最近追加または割り
当てられたライセン
スがライセンスグラ
フに報告されない

アプライアンスには HPE OneView Standard ライセンスの数は表示され
ない

ただし、HPE OneView Standard ライセンスでライセンスされたサーバーハードウェアの
数を取得することはできます。

1. [サーバーハードウェア]画面から、スマート検索ボックスをクリックし、[スコープ]で
[サーバーハードウェア]を選択します。

2. スマート検索ボックスに、「state:Monitored」と入力し、[Enter] キーを押します。
マスターペインに、すべての監視対象サーバーハードウェアが表示されます。 すべての
監視対象サーバーハードウェアに HPE OneView Standard ライセンスが割り当てられて
います。

HPE OneView
Standard ライセンス
のライセンス数が見
つからない

31.12.4 ライセンスの詳細を表示できなかった

症状

アプライアンスについてライセンスの詳細を表示できない。

ライセンスがアプライアンスに割り当てられていない

操作

必要な最小権限：

1. インフラストラクチャ管理者として、ライセンスを割り当てます。

2. もう一度ライセンスの詳細を表示します。

フィルターエントリーが空白であるか正しくない

原因

フィルターの条件が正確でなかったため、結果を返せませんでした。

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. フィルター条件を修正します。

2. もう一度ライセンスの詳細を表示します。

31.12.5 ライセンスを追加できなかった

症状

アプライアンスのライセンスを追加できない。

ライセンスキーが空白、正しくない、または無効である

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
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1. 入力したライセンスキーを確認します。

iLO をサポートする製品のライセンスキーを、サポートしない製品に追加しようとしない
でください。 同様に、iLO をサポートしない製品のライセンスキーを、サポートする製品
に適用しないでください。

2. 適切な値を入力し、ライセンスキーの形式が有効であることを確認します。

3. 再試行してください。

4. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

ライセンスキーが失効している

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. 有効な最新のライセンスキーを入手します。

2. 新しいライセンスキーで再試行します。

アプライアンスの日付と時刻の設定が無効である

原因

ライセンスがまだアクティブではありません。 ライセンスを追加するには早すぎます。

操作

1. アプライアンスの日付と時刻の設定を確認します。

2. ライセンスがアクティブになる時刻と日付を調べます。

その時刻と日付がライセンスを追加するのに早すぎないことを確認します。

3. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

31.12.6 ライセンスキーを追加できなかった

症状

アプライアンスのライセンスキーを追加できない。

ライセンスキーが空白、正しくない、または無効である

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. 入力したライセンスキーを確認します。

iLO をサポートする製品のライセンスキーを、サポートしない製品に追加しようとしない
でください。 同様に、iLO をサポートしない製品のライセンスキーを、サポートする製品
に適用しないでください。

2. 適切な値を入力し、ライセンスキーの形式が有効であることを確認します。

3. 再試行してください。

4. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

ライセンスキーが失効している

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. 有効な最新のライセンスキーを入手します。

2. 新しいライセンスキーで再試行します。
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アプライアンスの日付と時刻の設定が無効である

原因

ライセンスがまだアクティブではありません。 ライセンスを追加するには早すぎます。

操作

1. アプライアンスの日付と時刻の設定を確認します。

2. ライセンスがアクティブになる時刻と日付を調べます。

その時刻と日付がライセンスを追加するのに早すぎないことを確認します。

3. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

31.12.7 ライセンスを適用できなかった

症状

ライセンスまたはライセンスキーをインスタンスに適用できなかった。

ライセンスキーの容量超過

原因

ライセンスキーのすべてのライセンスが使用されています。 ライセンスを取得しようとしたイ
ンスタンスがライセンスされていないと記録されています。

操作

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

1. 新しいライセンスキーを取得します。

2. 新しいライセンスキーで再試行します。

ライセンスがすでに使用されている

原因

適用しようとするライセンスはすでに使用されています。

操作

1. 未使用のライセンスが残っている場合は、別のライセンスでもう一度試してください。

2. それ以外の場合は、未使用のライセンスを含むライセンスキーを取得し、新しいライセン
スキーからのライセンスで再度実行してください。

インスタンスまたは製品がすでにライセンスされている

原因

すでにライセンスが付与されているインスタンスまたは製品に、ライセンスが適用されまし
た。

操作

1. ライセンスしようとしているインスタンスまたは製品を確認します。

2. 必要な場合は、正しいインスタンス名または製品名で再試行します。
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31.13 ロケールの問題のトラブルシューティング

考えられる原因と推奨処置症状

Microsoft Windows コマンドプロンプトウィンドウを使用して、REST API を起動する（直
接、またはコマンドプロンプトウィンドウでのスクリプト実行を介して）場合、
Accept-Language ヘッダーで中国語（zh）または日本語（ja）を指定する REST API 呼び
出しから返されたメッセージは正しく表示されません。

HPE OneView は UTF-8 エンコードを使用してメッセージを返します。
これは、コマンドプロンプトウィンドウの現在のバージョンではサポート
されていません。

1. コマンドプロンプトウィンドウを使用する場合は、REST API accept-language ヘッダー
を en-us などのコマンドプロンプトでサポートされているロケールに設定します。

2. REST 呼び出しの出力をテキストファイルにリダイレクトし、UTF-8 をサポートするメ
モ帳などの Windows ツールを使用してファイルを表示します。

3. UTF-8 をサポートする Windows 用のその他のサードパーティツールを使用します。 た
とえば、Windows 用の Cygwin 環境は UTF-8 をサポートすることがユーザーから報告
されています。

Accept-Language
ヘッダーで中国語
（zh）または日本語
（ja）を指定する
REST API 呼び出し
から返されたメッ
セージが正しく表示
されない

31.14 論理インターコネクトのトラブルシューティング
31.14.1 I/O ベイの占有エラー

症状

原因

インターコネクトの状態が変わる

操作

インターコネクトの状態エラーは、以下が原因で発生することがあります。

• インターコネクトが IO ベイからなくなっている（インターコネクトの状態がAbsent で
ある）

• IO ベイにサポートされていないインターコネクトモデルが見つかった（インターコネクト
の状態は未サポート）

• サポートされていないファームウェアが原因で、IO ベイのインターコネクトを管理できな
い（インターコネクトの状態は非管理）

• インターコネクトタイプと論理インターコネクトグループで指定されたタイプの間の不一
致

• 水平方向に隣接したインターコネクトモジュールの不一致
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31.14.2 アップリンクセットの警告またはエラー

考えられる原因と推奨処置症状

以下の理由により、アップリンクセットが動作していない：

• 1 つまたは複数のアップリンクが、不良ケーブル、ケーブルがない、トランシーバーの
不足、または無効なトランシーバーという理由で動作していない

• ネットワークが割り当てられていない

• FCoE ネットワークの DCBX 情報がない
1. 次の前提条件が満たされているかどうかを確認してください。

• 少なくとも 1 つのネットワークが定義されている

• ネットワーク管理者の権限またはネットワークを管理するための同等の権限を持って
いる。

• DCBX 情報が FCoE ネットワークに必要である

2. [アップリンクセットの追加]画面上の入力したデータが正しいことと、アップリンクセッ
ト名が一意であることを確認します。

3. 操作を再度実行してください。

アップリンクセット
が動作していない

31.14.3 物理インターコネクトの警告またはエラー

考えられる原因と推奨処置症状

インターコネクトの警告またはエラーは、以下が原因で発生することがあ
ります。

• 展開された接続によるダウンリンクが使用可能ではない

• ファームウェアのバージョンが正しくない（ファームウェアベースラインのバージョン
と異なる）

• 構成エラー

• ハードウェア障害

• 通信の切断

• 管理上ポートが無効になっている

インターコネクトレ
ベルの警告またはエ
ラー
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31.14.4 ファームウェアのアップデートエラー

考えられる原因と推奨処置症状

インターコネクトのファームウェアエラーは、以下が原因で発生すること
があります。

• ファームウェアのアップデートが進行中にインターコネクトモジュールを再起動する。

• 別のファームウェアアップデートがすでに進行中のときにファームウェアアップデート
を開始する。

• 論理インターコネクト内のインターコネクトがアップグレードの開始前にConfigured
状態になっていない。

• HPE OneView がエンクロージャーの Onboard Administrator と通信できない。

推奨事項

• ファームウェアのアップデートの進行中にインターコネクトモジュールを再起動しない
でください。

• 根本的な原因について詳しくは、アクティビティログをチェックしてください。

1. ファームウェアのステージングが失敗する場合は、アクティビティログをチェック
し、問題を解決してアップデートを再開します。

2. ファームウェアのアクティブ化が失敗する場合は、アクティビティログをチェックし
てから、手動でファームウェアをアクティブ化します。 次に、HPE OneView で VC
インターコネクトのファームウェアバージョンが OA に示されるバージョンと同じで
あることを確認します。

• アップグレードを開始する前に、論理インターコネクトのすべてのインターコネクトが
Configured 状態になっていることを確認します。

• どうしてもファームウェアのアップデートが失敗する場合は、オンラインヘルプを参照
し、論理インターコネクトのサポートダンプファイルを作成して Hewlett Packard
Enterprise のサポート窓口に問い合わせてください。

ファームウェアの
アップデート障害の
エントリーがアク
ティビティログに表
示される

31.14.5 pause flood 状態が Flex-10 物理ポートで検出された

考えられる原因と推奨処置症状

Pause Flood 保護が有効な場合、この機能は、サーバーダウンリンクポート上で休止フラッ
ド状態を検出し、そのポートを無効にします。 ポートは、管理アクションが行われるまで
無効のままになります。 管理アクションでは以下の手順を行います。
1. 連続した休止生成の原因となっているサーバー上の NIC の問題を解決します。 これに
は、NIC ファームウェアおよびデバイスドライバーのアップデートが含まれる場合があ
ります。

休止フラッド状態の原因が NIC ファームウェア内にある場合は、サーバーを再起動して
も休止フラッド状態がクリアされないことがあります。 この場合、サーバーを電源から
完全に切り離して、NIC ファームウェアをリセットする必要があります。

2. Pause Flood 保護をリセットして、無効になっているポートを再度有効にします。
[インターコネクト]画面で、[アクション]メニューから Pause Flood 保護をリセットす
ることができます。

物理ポートに関連付
けられているすべて
の Flex-10 論理ポー
トが無効になってい
る

31.15 論理スイッチのトラブルシューティング
31.15.1 スイッチの通信

症状

スイッチと通信できない

原因

正しくないスイッチタイプまたは無効な認証情報
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操作

スイッチタイプが正しくない

• 論理スイッチグループを編集して正しいトップオブラックスイッチのタイプとスイッチの
数を指定します

無効な認証情報

ユーザー名とパスワードが、このスイッチには有効ではありません。

• 論理スイッチを編集し、新しい認証情報を入力します

31.16 ネットワークのトラブルシューティング
31.16.1 ネットワーク作成操作が失敗する

考えられる原因と推奨処置症状

ネットワーク構成が正しくない

1. 以下のことを確認してください。
• ネットワーク名が一意である。 一括操作を使用して複数のタグ付きネットワークを
作成すると、VLAN ID はネットワーク名に付加されます。

• ネットワークの数が、『HPE OneView サポートマトリックス』に示されている最大
数を超えていない。

• プライベートネットワークの数が、『HPE OneView サポートマトリックス』に示さ
れている最大数を超えていない。

2. ネットワークの作成操作を再実行します。

ネットワークの作成
が失敗する

31.17 レポートのトラブルシューティング
31.17.1 レポートを表示できない

症状

どのレポートにもアクセスできない。

原因

権限が適切でない

操作

ログアウトし、レポートを確認することができるユーザー役割でログインします。 例：
• インフラストラクチャ管理者

• ネットワーク管理者

• サーバー管理者

• ストレージ管理者

• 読み取り専用

31.18 スコープのトラブルシューティング
31.18.1 スコープを追加できない

症状

[作成]または [作成 +] をクリックしてもスコープが生成されない。
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解決策 1

原因

無効な文字を使用してスコープ名が入力されました。

操作

英数字、プラス記号（+）、およびスペース文字だけを使用して、スコープ名を再入力します。

解決策 2

原因

指定されたスコープ名はすでに使用されています。

操作

スコープに一意の名前を指定します。

31.18.2 スコープを編集または削除できない

症状

REST API コールが、エラー 412 「Precondition Failed」で失敗した。

原因

「If-Match」リクエストヘッダーで渡された eTag が、編集または削除されているスコープの
現在の eTag と一致しません。

操作

現在の eTag または「*」に設定された eTag のいずれかを使用して、もう一度操作を試みてく
ださい。

31.19 サーバーハードウェアのトラブルシューティング
特定のサーバーハードウェアの問題については、『HPE OneView リリースノート』を参照し
てください。

31.19.1 サーバーの追加または削除が失敗する
サーバーの追加操作が失敗すると、通知パネルに、追加操作が失敗した理由と、問題の解決策
が表示されます。 たいていの場合、解決策は、メッセージに埋め込まれている追加リンクをク
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リックすることです。追加操作によりすべてのコンポーネントが再検出され、それについての
サーバーの情報がアップデートされます。

考えられる原因と推奨処置症状

サーバーハードウェアとの接続がなくなると、削除操作が成功しない可能性がある 
サーバーがアプライアンスから削除されていません。 可能性のある原因はアプライアンス
の内部の問題であり、最良の解決方法は、通知パネルに表示される指示に従うことです。

サーバーは削除されますが、通信エラーのため、構成を手動で修正する必要があります。

手動構成が必要な場合は、以下の点を調査してください。

• 管理 URL が、まだアプライアンスを指している可能性がありますが、そのままでかま
いません。 削除後に手動でクリーンアップするには、[強制]オプションを使用して、新
しいアプライアンスマネージャーでサーバーを再度追加します。

• _HPEOneViewAdmin 管理ユーザーを、iLO を介して iLO ユーザーのリストから削除し
ます。

• SNMP トラップ先（アプライアンスの IP アドレス）を、トラップのターゲットのリス
トから削除します。

• iLO Web インターフェイスの HPE OneView ページに移動し、この iLO からリモートマ
ネージャー構成を削除します。ダイアログの [削除]ボタンをクリックします。

サーバーを削除でき
ない

31.19.2 サーバーの電源を制御できない
サーバーハードウェアの電源管理は、ターゲットのサーバーハードウェアの HPE Integrated
Lights-Out（iLO）と、ホストエンクロージャーの Onboard Administrator モジュール（ProLiant
サーバーの場合）の両方に依存します。

サーバーの電源制御に問題がある場合は、最新の構成と、この機能に影響する可能性のあるセ
キュリティの変更を調査してください。 多くの場合、これらの変更を確認するための第一歩と
して、iLO のイベントログが役に立ちます。
ProLiant サーバーについて調査するもう 1 つの領域は、エンクロージャーの電源管理ポリシー
です。 Onboard Administrator を確認して、十分な電力が供給されていて、電源操作ポリシー
が適切であることを確認します。

ハードウェアにも障害がある可能性があります。 iLO で POST（電源投入時セルフテスト）エ
ラーについてのインテグレーテッドマネージメントログ（IML）を使用して、ハードウェアエ
ラーが発生したかどうかを確認します。

電源オンまたは電源オフ操作が失敗する場合は、通知メッセージに表示される指示に従ってく
ださい。

31.19.3 アプライアンスの再起動後にサーバーハードウェアへの接続が失われた
クラッシュ後にアプライアンスが再起動すると、長時間実行されていて失敗したアクティビ
ティについてサーバーインベントリが評価されます。このようなアクティビティには、クラッ
シュの発生時に進行中だった可能性のある、サーバープロファイル設定の適用などのアクティ
ビティなどが含まれます。 サーバープロファイル設定の再適用など、同じ操作を再度実行する
ことによって復旧することができます。

アプライアンスはサーバーを再同期します。 再同期中、各サーバーハードウェアは
resyncPending 状態に入ります。 個々のサーバーハードウェアの完全再同期には、サーバー
ハードウェアの再検出、サーバーハードウェアの電源状態の確認とそれに応じたリソース状態
のアップデート、およびヘルスステータスのアップデートが含まれます。 アプライアンスは、
再同期操作中に、タスクごとのタスクキューを作成します。
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31.19.4 割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーの交換

考えられる原因と推奨処置症状

サーバーハードウェアで障害が発生し、交換する必要があります

1. 正常にサーバーハードウェアをシャットダウンします。
2. 元のサーバーを取り外し、交換用のサーバーを設置します。
3. 交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプが元のサーバーのサーバーハードウェ
アタイプに一致する場合は、以下を行います。

a. プロファイルで定義されているアフィニティが [デバイスベイ]に設定されている場
合、サーバープロファイルは新しいサーバーに自動的に再割り当てされます。 ステッ
プ 5 に進んでください。

b. アフィニティが [デバイスベイ + サーバーハードウェア]に設定されている場合は、
サーバープロファイルを編集し、再保存して、アプライアンスが新しいサーバーのプ
ロファイルを再構成できるようにする必要があります。 サーバープロファイルの変
更は必要ありません。 ステップ 5 に進んでください。

4. 交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプが元のサーバーのサーバーハードウェ
アタイプと一致しない場合は、交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプと一致
する新しいプロファイルを作成する必要があります。 サーバーに割り当てられている元
のプロファイルを割り当て解除または削除し、新しいプロファイルを交換用のサーバー
に割り当てる必要があります。 または、サーバーハードウェアのタイプを更新して、挿
入されたハードウェアに一致させる必要があります。

5. iLO ファームウェアバージョンが必要な最小ファームウェアバージョン以上の場合は手
順 6 に進みます。 iLO ファームウェアの最小バージョンは、『HPE OneView サポート
マトリックス』に記載されています。 交換用のサーバーの iLO ファームウェアバージョ
ンが必要な最小ファームウェアバージョンより小さい場合は、[サーバーハードウェア]
画面に警告が表示され、サーバーステータスが [非管理/サポートされていないファーム
ウェア]になります。
a. [アクション]→[iLO ファームウェアのアップデート]の順に選択します。
b. [OK] をクリックします。

6. iLO ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルが
Gen8 サーバー以降に割り当てられている場合は、iLO サーバーファームウェアをサー
バープロファイルの再割り当てによって自動的にアップデートできます。

a. メインメニューから [サーバープロファイル]を選択し、編集するサーバープロファイ
ルを選択します。

b. [アクション]→[編集]の順に選択します。 必要な場合は、適切なサーバーハードウェ
アを選択します。

c. ファームウェアアップデートを手動で管理するには、[ファームウェアベースライン]
リストから、[手動で管理]を選択します。

d. ファームウェアを自動的にアップデートするには、適切なファームウェアベースライ
ンを選択します。 強制的にファームウェアをインストールするには、[強制的にイン
ストール]を選択します。

e. [OK] をクリックします。
ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルが G7
サーバーに割り当てられている場合は、アプライアンスの外部でファームウェアをアッ
プデートする必要があります。

サーバーハードウェ
アの障害
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31.19.5 割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーハードウェア上の
サーバーアダプターの交換

重要: 交換用のアダプターは古いアダプターと一致している必要があります。 交換用のアダ
プターが古いアダプターと一致しない場合は、サーバーハードウェアタイプが変更されます。
サーバープロファイルがそのサーバーハードウェアに割り当てられていた場合は、変更された
サーバーハードウェアタイプをサポートする新しいサーバープロファイルを作成する必要があ
ります。

考えられる原因と推奨処置症状

サーバーアダプターで障害が発生し、交換する必要があります

1. 正常にサーバーをシャットダウンします。
2. サーバーのアダプターを交換します。
3. 対応するサーバープロファイルが仮想識別子（MAC および WWN アドレス）で構成さ
れている場合は、ステップ 4 に進みます。 プロファイルが物理識別子（MAC および
WWN）で構成されている場合は、以下の点を考慮します。
a. 識別子の変更により、任意のイーサーネットネットワーク構成が OS 上で失われ、再
構成が必要になる場合があります。

b. ストレージネットワークゾーン内とストレージアレイ上で、サーバーホスト WWN
の更新が必要になる場合があります。

4. 新しいアダプターのファームウェアバージョンをチェックします。
a. メインメニューから [サーバーハードウェア]または [サーバープロファイル]を選択
し、交換されるアダプターを含んでいるサーバーハードウェアまたはサーバープロ
ファイルを選択します。

b. [サーバーハードウェア]画面または [サーバープロファイル]画面で[アクション]→[コ
ンソールの起動]の順に選択します。 iLO リモートコンソールが起動されます。

c. サーバーの電源を入れ、ブート中に新しいアダプターのファームウェアバージョンを
チェックします。

注記: ファームウェアバージョンがファームウェアベースラインと一致することを
確認するには、メインメニューから [ファームウェアバンドル]を選択し、ファーム
ウェアベースラインを選択します。 ファームウェアのリストをスクロールして、ベー
スラインで提供されている内容を見つけ、それをアダプターファームウェアと比較し
ます。

5. ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルが Gen8
サーバー以降に割り当てられている場合は、サーバーファームウェアをサーバープロ
ファイルの再割り当てによって自動的にアップデートできます。

a. メインメニューから [サーバープロファイル]を選択し、編集するサーバープロファイ
ルを選択します。

b. [アクション]→[編集]の順に選択します。 必要な場合は、適切なサーバーハードウェ
アを選択します。

c. ファームウェアアップデートを手動で管理するには、[ファームウェアベースライン]
リストから、[手動で管理]を選択します。

d. ファームウェアを自動的にアップデートするには、適切なファームウェアベースライ
ンを選択します。 同じまたはより新しい場合でも、すべてのファームウェアを強制
的にインストールするには、[強制的にインストール]を選択します。

e. [OK] をクリックします。

注記: ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイ
ルが G7 サーバーに割り当てられている場合は、アプライアンスの外部でファーム
ウェアをアップデートする必要があります。

サーバーアダプター
の障害

31.20 サーバープロファイルのトラブルシューティング
31.20.1 サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされないと、画面上部に、プロファイ
ル操作が失敗したことを示す通知が表示されます。詳細を表示するには、通知領域をクリック
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します。 また、サーバープロファイル名の横にあるステータスアイコンは、エラー状態（ ）
であることを示します。 プロファイルはアプライアンスに残りますが、修正するにはプロファ
イルを編集する必要があります。 サーバープロファイルを修正すると、プロファイルステータ

スはOK（ ）に変わります。

考えられる原因と推奨処置症状

次の条件を確認します。

1. オンラインヘルプにリストされている前提条件が満たされていたかどうかを確認します。
2. 以下の条件が当てはまることを確認します。

• 最新の SPP がインストールおよび適用されていること

• プロファイル名が入力されており、固有であること

• 選択されたサーバーハードウェアの電源がオフになっていること

• サーバーハードウェアがプロファイルが適用されていません状態で、正しいファーム
ウェアがあり、ポートが正しいインターコネクトにマッピングされており、デバイスベ
イに割り当てられているプロファイルがないこと

• サーバーハードウェアは電源を切ってすぐに入れ直すことができ、ユーザーは、プロ
ファイル設定の適用中にサーバーハードウェアをシャットダウンしなかった

• 正しいレベルの iLO およびシステム ROM ファームウェアを適用した

• サポートされているサーバーハードウェアを使用している

• iLO に IP アドレスとネットワーク接続がある

• iLO は機能していて、ネットワークケーブルは接続され動作していて、管理ネットワー
クにスイッチまたはインターコネクトの問題がないかどうかを含むがこれに限定され
ず、サーバーハードウェア iLO との通信が存在する

• アプライアンスと管理対象リソースは、ファイアウォールによって切り離されない

• エンクロージャーの追加操作が正常に完了した

• OA にネットワーク接続がある

• サーバーハードウェアの追加操作が正常に完了した

• 指定したネットワークまたはネットワークセットがサーバーハードウェアのポートで使
用可能である

• インターコネクトの状態がConfigured であり、ファームウェアが正しい

• 論理インターコネクト構成が、その論理インターコネクトグループと一致する

• 物理ポート上に重複ネットワークがない

• 複数のアダプターが取り付けられている場合は、すべてのアダプターのファームウェア
バージョンが同じである必要がある

• ユーザーが指定したアドレスが一意の正しい形式になっている

3. すでに問題に対処した場合は、プロファイルを編集するか、プロファイルを削除し、別の
プロファイルを作成します。

サーバープロファイルに、同じ物理ポート上の重複ネットワークがある

• 接続を別のポートに変更します。

• 別の VLAN を使用するように接続を変更します。

サーバープロファ
イルが正しく作成
またはアップデー
トされない

以下の条件が当てはまることを確認します。

• 論理インターコネクトグループがアップリンクセットに構成されているネットワークで
セットアップされている。

接続を追加すると
きに、ネットワー
クが見つからない
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考えられる原因と推奨処置症状

以下の条件が当てはまることを確認します。

• 論理インターコネクトグループのインターコネクトの状態がConfigured であり、ファー
ムウェアが正しい

• サーバーの状態がNo Profile Applied であり、正しいファームウェアがあり、ポート
が正しいインターコネクトにマップされている

プロファイルから
接続を追加できな
い

サーバーハードウェアまたはその iLO が電源オフになる、またはリセット
される

• ほとんどの場合、操作を再実行すると問題は解決します

アプライアンスが iLO から進行状況情報を収集できない
• ほとんどの場合、操作を再実行すると問題は解決します

BIOS 設定を適用す
るときにプロファ
イル操作がタイム
アウトになる

無効な構成

• FlexNIC 接続の自動割り当てでは、以下の点は検証されません。

◦ 物理ポートの帯域幅のオーバーサブスクリプション
◦ 物理ポートの最大ネットワーク（VLAN）

◦ 物理ポートの重複ネットワーク（VLAN）

• 手動割り当てが必要である

接続の割り当て中
または展開中に
FlexNIC の自動割
り当てが失敗する

31.20.2 サーバープロファイルを適用できない

症状

サーバープロファイルを適用できない

原因

操作

Intelligent Provisioning が所要時間内に起動できなかったというエラーが発生した場合は、以下
の手順を実行します。

1. POST 中に [F10] を押して、影響を受けたシステム上で Intelligent Provisioning を手動で
起動してみます。

2. Intelligent provisioning を手動で起動できた場合は、この操作を HPE OneView から再度試
してください。

手動での起動が引き続き失敗する場合は、iLO を再起動して手順 1 を再度試します。

3. 前の手順が失敗する場合には、サーバーが BL465c で Smart アレイコントローラーがアク
ティブであれば、RBSU を使用してサーバー上の IOMMU を一時的に無効にします。
a. システム起動時に [F9] キーを押して、RBSU に入ります。
b. [システムオプション]を選択します。
c. [プロセッサーオプション]を選択します。
d. [AMD-Vi（IOMMU）]を選択します。
e. [無効]を選択します。
f. 保存して RBSU を終了します。

4. 起動がそれでも失敗する場合は、http://www.hpe.com/jp/intelligentprovisioning にある
最新バージョンの Intelligent Provisioning をインストールしてください。
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症状

サーバーハードウェアの状態を確認できない

原因

操作

次の操作でサーバーハードウェアの動作状態を確認します。

1. [キャンセル]をクリックして [サーバープロファイルの作成]画面を終了します。
2. メインメニューから [サーバーハードウェア]画面に移動します。
3. サーバーハードウェアを検索して、選択します。

31.20.3 プロファイルの操作が成功していない

症状

サーバーが別の管理システムによって管理されていることがメッセージに示される

原因

エンクロージャーが HPE OneView によって管理されなくなっている。

操作

割り当てられたすべての仮想 ID が失われないようにするには、サーバープロファイルを強制
的に削除する前に、以下の手順を実行します。

1. REST API または Powershell を使用して、サーバープロファイルを取得します。
GET /rest/server-profiles

2. UI または REST API を使用して、プロファイルを強制的に削除します。
3. UI の [User Specified] オプションを使用して ID を再作成するか、REST API を使用して
サーバープロファイルを作成します。

a. サーバープロファイルを取得します。

GET /rest/server-profiles

b. サーバープロファイルを編集します。

1) uri、serverHardwareTypeUri、enclosureGroupUri、enclosureUri、
およびenclosureBay を削除します。

2) serverHardwareUri の値を、プロファイルを関連付ける予定のサーバーに変
更します。

3) serialNumberType を、Virtual からUserDefined に変更します。
4) connections プロパティで、macType をVirtual からUserDefined に変更
します。

5) connections プロパティで、wwpnType をVirtual からUserDefined に変更
します。

6) connections プロパティで、該当する場合はnetworkUri を正しいネットワー
クに変更します。

c. サーバープロファイルを作成します。

POST /rest/server-profiles
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31.20.4 プロファイルのアップデートや削除ができない

症状

プロファイル：MyProfile を更新することができない、またはファームウェアの変更を追加で
きない

原因

ファームウェアのアップデートが進行中である

操作

• ファームウェアのインストールが完了するまで待ちます。

症状

プロファイル：MyProfile を削除することができない、またはファームウェアの変更を追加で
きない

原因

ファームウェアのアップデートが進行中である

操作

以下のいずれかを実行します。

1. ファームウェアのインストールが完了するまで待ちます。 インストールが完了するまで中
止しないことを強くお勧めします。

2. 強制削除オプションを選択します。

原因

サーバーの電源がオフにならない。

操作

プロファイルを削除するには以下を行ないます。

• サーバーの電源を切ります。

注記: 瞬間的に押すことは常に許可されますが、押し続ける操作は、サーバーが不安定な状
態になる可能性があるため制限されています。

症状

サーバープロファイルの電源をオフにできない

原因

押し続ける操作が拒否される。

操作

以下のいずれかを実行します。

• 電源ボタンを [瞬間的に押しても]、SUT でハードウェアが不安定な状態になることはあり
ません。

• 電源を [押し続ける]操作は、SUT が終了状態になった後で試してください。
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注記: 
• 電源を [押し続ける]操作は、Smart Update ツールがファームウェアやドライバーを更新
している間は許可されません。

• ファームウェアのインストールが完了するまで待ち、中断しないことを強くお勧めしま
す。

症状

ファームウェアのインストールを完了できない

原因

{サーバー} のファームウェアがファームウェアベースラインと一致しない。

操作

• SUT を使用してファームウェアの更新を選択した場合、SUT をインストールしてファー
ムウェアとドライバーの更新を完了する必要があります。

31.20.5 不整合なファームウェアバージョン

考えられる原因と推奨処置症状

ファームウェアがファームウェアベースラインと一致しない 
以下のいずれかを実行します。

• Smart Update ツールをインストールして実行します。

• ファームウェアベースラインのインストールで [ファームウェアのみ] オプションを使用
するよう、サーバープロファイルを編集します。

ファームウェアはイ
ンストールを完了で
きないか、ベースラ
インと一致しない

ベースラインが Smart Update ツールでサポートされていない 
以下のいずれかを実行します。

• HP SUM が 7.4 以降で iLO ファームウェアのバージョンが 2.30 以降のベースラインを
選択します。 HP SUM について詳しくは、www.hpe.com/info/hpsum/documentation
（英語）にある『HP SUM ベストプラクティス実装ガイド』を参照してください。

• 影響を受けるサーバープロファイルを、[ファームウェアのみ]を使用するよう編集しま
す。

ファームウェアを
アップデートできな
い

サーバーに、仮想メディアに必要なライセンスがない 
サーバー上で iLO Advanced ライセンスを適用するか、2.30 用の iLO ホットフィックスを
適用します。

サーバーの電源をオンにしても、サーバープロファイルが Smart Update ツールを使用す
るよう構成されない 
影響を受けるサーバープロファイルを編集し、Smart Update ツールを使用するファーム
ウェアアップデートオプションを選択します。

注記: この症状は、論理エンクロージャー共有インフラストラクチャとサーバープロファ
イルファームウェアのアップデートを試みたときに見られることもあります。

サーバーの電源をオ
ンにしても、SUT が
構成されない

いくつかのコンポーネントが展開されない 
いくつかのコンポーネントが展開できない場合は、ターゲットサーバー OS にログインし
て gatherlogs bat/sh を実行します（OS が Windows の場合は bat、Linux の場合は
sh を使用）。gatherlogs は、ターゲットサーバーのステージングディレクトリにありま
す。 ステージングディレクトリを確認するために、hpesut—status コマンドをステージ
ングディレクトリから実行して、レポートをトラブルシューティング用に HPE へ送ってく
ださい。 www.hpe.com/info/hpsut/docs （英語）にある『Smart Update Tools User
Guide』を参照してください。

ファームウェアと OS
ドライバーのアップ
デートでエラーが発
生する
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31.21 ストレージのトラブルシューティング
31.21.1 Brocade Network Advisor（BNA）SAN Manager を追加できない

考えられる原因と推奨処置症状

BNA またはスタンドアロンの SMI エージェントがサーバーにインストー
ルされていない

• BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

SAN Manager の追加
が失敗し、エラー
「指定されたロケー
ションに SAN
Manager が見つかり
ません。」が発生す
る

フルアクセス権を持つ BNA 管理者アカウントが構成されておらず、アプ
ライアンスで使用可能できない

• BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

共通情報モデルオブジェクトマネージャー（CIMOM）がインストールさ
れておらず、サーバー上で構成されていない

• BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

BNA SSL 設定とアプライアンス上の BNA の SSL 設定が一致しない
1. BNA ソフトウェアを使用して、SSL が有効になっているかどうかを確認します。 詳細
は BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

2. [SAN Manager] 画面で、BNA のアプライアンスの [SSL を使用]設定と BNA ソフトウェ
アの SSL 設定が一致することを確認します。 SSL 設定が一致しない場合：
a. メインメニューで、[SAN Manager] を選択し、次のいずれかの操作を実行します。

• マスターパネルで、BNA を選択し、[アクション]→[編集]の順に選択します。

• 詳細パネル内にポインティングデバイスを置き、[編集]アイコンをクリックしま
す。

3. [SSL を使用]で、BNA ソフトウェアの SSL 設定と一致するように値を変更します。
4. [OK] をクリックして、変更を保存します。

31.21.2 Brocade Network Advisor（BNA）SAN Manager との接続を確立できない

考えられる原因と推奨処置症状

CIMOM がアプライアンスと同じサブネット上にある NIC にバインドされ
ていない

アプライアンスを接続し、BNA のネットワーク管理ソフトウェアと通信するためには、
CIMOM をアプライアンスと同じサブネット上の NIC とバインドする必要があります。

• BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

SAN Manager との接
続を確立できない
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31.21.3 サーバーハードウェアでボリュームを利用できない

考えられる原因と推奨処置症状

SAN ゾーンが正しく構成されていない、または存在しないことが、サーバーでボリューム
にアクセスできない原因として考えられます。 以下は推奨される解決策です。

アタッチメントを再び有効にする（管理対象 SAN の場合）
1. メインメニューから [サーバープロファイル]を選択します。
2. マスターパネルで、サーバープロファイルを選択し、[アクション]→[編集]の順に選択し
ます。

3. [SAN ストレージ]でボリュームアタッチメントを見つけ、[有効]を選択します。
4. [OK] をクリックします。

SAN 管理ソフトウェアを使用してゾーンを作成または構成する（管理対
象 SAN なし）
• SAN Manager ドキュメントを参照してください。

管理対象 SAN を使用する場合
1. SAN Manager と SAN がネットワークに関連付けられていることを確認します。
2. 自動ゾーニングが有効になっていることを確認します。

SAN の自動ゾーニングが有効になっていない
ゾーンが手動で構成されていることを確認します。

1. SAN Manager ドキュメントを参照してください。

サーバーでボリュー
ムにアクセスできな
い

インターコネクトポートが無効になっているためにサーバーイニシエーターがファブリッ
クにログインしていないことが、サーバーでボリュームにアクセスできない原因として考
えられます。 以下は推奨される解決策です。

アプライアンスでインターコネクトポートを有効にする

1. メインメニューから、[インターコネクト]を選択します。
2. マスターパネルで、インターコネクトを選択し、[アクション]→[編集]の順に選択しま
す。

3. 有効にするポートを見つけ、[有効]を選択します。
4. [OK] をクリックします。
このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。
REST API： /rest/interconnects/{id}/ports

詳しくは、『HPE OneView REST API リファレンス』を参照してください。

論理インターコネクトグループを再構成する

1. メインメニューから、[論理インターコネクトグループ]を選択します。
2. マスターパネルで、論理インターコネクトグループを選択し、[アクション]→[編集]の順
に選択します。

3. ネットワークが希望するインターコネクトポートと接続するようにアップリンクセット
を編集します。

4. [OK] をクリックします。
5. 論理グループインターコネクトリンクがオンラインに復帰することを確認します。
6. メインメニューから、[論理インターコネクト]を選択します。
7. マスターパネルで論理インターコネクトを選択し、[アクション]→[グループからアップ
デート]の順に選択します。

このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。
REST API：/rest/logical-interconnect-groups/{id} およ
び/rest/logical-interconnects/{id}/compliance

詳しくは、『HPE OneView REST API リファレンス』を参照してください。

配線を確認する

1. 物理配線が意図したとおりに構成されていることを確認します。
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考えられる原因と推奨処置症状

接続がサーバープロファイルで定義されていないことが、サーバーでボリュームにアクセ
スできない原因と考えられます。

サーバープロファイルでネットワークに接続を追加する

1. メインメニューから [サーバープロファイル]を選択します。
2. マスターパネルで、サーバープロファイルを選択し、[アクション]→[編集]の順に選択し
ます。

3. [接続]で、[接続の追加]をクリックします。
4. [デバイスタイプ]で、[Fibre Channel over Ethernet] を選択します。
5. [ネットワーク]で、ストレージシステムに接続されているネットワークを選択し、[追加]
をクリックします。

6. [OK] をクリックします。

31.21.4 ボリュームがストレージシステムから認識されるが、アプライアンス上
で認識されない

考えられる原因と推奨処置症状

ボリュームがアプライアンス上で認識されないのは、ボリュームが、アプライアンスによっ
て管理されていないストレージプールに移動されていることが原因と考えられます。

アプライアンスによって管理されているプールにボリュームを移動し、ス
トレージシステムソフトウェアを使用してボリュームを更新します。

• ストレージシステムのドキュメントを参照してください。

ボリュームが配置されているストレージプールをアプライアンスの管理下
に置きます。

注記: ボリュームがアダプティブオプティマイゼーションによって移動された場合は、ア
ダプティブオプティマイゼーションが使用する可能性のあるすべてのプールをアプライア
ンスの管理下に置くことをお勧めします。 これにより、アダプティブオプティマイゼー
ションによって移動される場合、ボリュームを引き続きアプライアンスで使用できます。

1. メインメニューから [ストレージプール]を選択し、以下のいずれかの操作を実行しま
す。

• マスターパネルで [+ ストレージプールの追加]をクリックします。

• [アクション]→[追加]の順に選択します。
2. [ストレージシステム]で、追加するストレージプールを含むストレージシステムを選択
します。

3. [ストレージプール]で、追加するストレージプールを選択します。
4. [追加]をクリックしてストレージプールを追加するか、[追加 +] をクリックして別のプー
ルを追加します。

このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。
REST API： /rest/storage-pools

詳しくは、『HPE OneView REST API リファレンス』を参照してください。

ボリュームが正常な
状態でない
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31.21.5 ターゲットポートの障害

考えられる原因と推奨処置症状

ターゲットポートの障害の 1 つの原因は、実際のネットワークと予想されたネットワーク
が一致しないことです。 これに対して考えられる原因は、以下のとおりです。

予想されたネットワークをアプライアンス上で更新する必要がある

1. メインメニューから [ストレージシステム]を選択します。
2. マスターパネルで、ストレージシステムを選択し、[アクション]→[編集]の順に選択しま
す。

3. ポートについて、[予想されるネットワーク]を [実際のネットワーク]と一致するように
変更します。

4. [OK] をクリックします。
このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。
REST API： /rest/storage-systems/{id}

詳しくは、『HPE OneView REST API リファレンス』を参照してください。

ストレージシステムに物理的に接続されているエンクロージャーがアプラ
イアンスに追加されていない（ダイレクトアタッチ）

• [エンクロージャー]画面を使用してアプライアンスにエンクロージャーを追加します。
このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。
REST API： /rest/enclosures

詳しくは、『HPE OneView REST API リファレンス』を参照してください。

物理配線が正しく構成されていない（ファブリックアタッチ）

• ストレージシステムと SAN スイッチ間の配線が正しく構成されていることを確認しま
す。

物理配線が正しく構成されていない（ダイレクトアタッチ）

• ストレージシステムとエンクロージャーインターコネクト間の配線が正しく構成されて
いることを確認します。

ターゲットポートで
障害が発生している

デバイスでポートの障害が発生した

• ストレージシステムハードウェアを調べます。 必要に応じて修復します。

31.21.6 ゾーン操作が Cisco SAN Manager で失敗する

考えられる原因と推奨処置症状

snmpd サービスはクラッシュしました。
• SAN Manager ソフトウェアの SAN Manager ログを見て、snmpd サービスがクラッシュ
したことを確認してください。 snmpd サービスがクラッシュする原因の 1 つは、SAN
Manager のファームウェアが古いためです。

SAN Manager のファームウェアを最新バージョンに更新する
1. SAN Manager のファームウェアを更新する際は、メーカーの指示に従ってくださ
い。

2. ゾーン操作をアプライアンス上で再度試してください。

Cisco SAN Manager
でのゾーン操作が失
敗する

31.21.7 ストーレジシステムポートが予期されてない状況にある

ストレージシステムポートが [フェイルオーバー中]の状態にある

原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートへのフェイルオーバーの最中です。
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操作

状態が変わるのを待ちます。

ストレージシステムポートが [フェイルオーバーしました]の状態にある

原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイルオーバーしました。

操作

ストレージシステム上のポートに関する問題を解決します。

インフラストラクチャとの接続を確認します。

ストレージシステムポートが [失敗]の状態にある

原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイルオーバーできません。

操作

両方のストレージポートのステータスと構成を確認します。

ケーブル接続や他のインフラストラクチャの問題を確認します。

ストレージシステムポートが [復旧中]の状態にある

原因

ポートはオンラインであり、正常な状態に復帰している最中です。

操作

状態が変わるのを待ちます。

ストレージシステムポートが [パートナーポートがフェイルオーバーしました]の状態にある

原因

パートナーポートはフェイルオーバーしました。ポートはパートナーポートトラフィックで
す。

操作

ストレージシステム上のパートナーポートの問題を解決してください。

インフラストラクチャとのポート接続を確認してください。

ストレージシステムポートが [パートナーが失敗しました]の状態にある

原因

パートナーポートに障害が発生し、フェイルオーバー操作が成功しませんでした

操作

両方のストレージポートのステータスと構成を確認します。

ケーブル接続や他のインフラストラクチャ問題を確認してください。
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31.22 ユーザーアカウントのトラブルシューティング
31.22.1 不正な権限

ユーザーがユーザーインターフェイスで管理対象オブジェクトを表示するには、（最低でも）
そのオブジェクトに対する表示権限を持っている必要があります。

症状

特定のリソース情報を表示したり、リソースのタスクを実行したりできない

原因

割り当てられている役割に正しい権限がない。

操作

作業を行うために、インフラストラクチャ管理者に別の役割または追加の役割を要求します。

31.22.2 ローカルユーザーアカウントを変更できない

症状

ローカルユーザーアカウントを追加、編集、または削除することができない。

権限が適切でない

原因

適切な権限がないか、無効なパラメーターを入力しました。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

ネットワークの問題

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. 「アプライアンスがネットワークにアクセスできない」(397 ページ)を参照してください。
3. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

アプライアンス証明書を更新する必要がある

原因

アプライアンス証明書が無効であるか、失効しています。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. 新しいアプライアンス証明書を取得します。

3. ブラウザーページを更新します。

4. 新しい証明書を承諾します。

5. ユーザーアカウントを追加します。

6. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。
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31.22.3 ローカルユーザーアカウントを削除できない

症状

エラーコード 500 で削除が失敗する。

操作

1. 次の REST API コールを実行して、削除するユーザーアカウントを修正します。
PUT https://{appl}/rest/users

2. もう一度ユーザーアカウントの削除を試みてください。

31.22.4 認証されていないユーザーまたはグループ
各ユーザーは、アプライアンスへのログイン時に、ユーザー名とパスワードを確認する認証
サービスによって認証されます。 [認証の編集]画面を使用して、アプライアンスで認証設定を
構成できます。デフォルト値は、最初に、アプライアンスの初回セットアップ中に設定されま
す。

症状

ディレクトリのユーザーまたはグループを構成できない

原因

認証設定が正しくありません

操作

認証設定を構成するには次の操作を行います。

1. [ユーザー]画面から、[ユーザーまたはグループをディレクトリに追加]をクリックします。
2. [ディレクトリの追加]をクリックします。
3. [証明書の編集]画面から、[ディレクトリの追加]をクリックします。
4. 要求される情報を入力します（[Add or Edit Directory Group] 画面の詳細を参照してくださ
い）。

5. [OK] をクリックします。

31.22.5 ユーザーのパブリックキーが受け付けられない

考えられる原因と推奨処置症状

コピー/貼り付け操作中に取り込まれた非表示の文字によってキーコードが
変更される

• パブリックキーフィールドに貼り付けるときに、特殊文字がキーに挿入されないように
注意しながら、キーを再度入力します。

• サポートされるのは、RSA キーのみです。

ユーザーのパブリッ
クキーが動作しな
い、または受け付け
られない

31.22.6 ディレクトリサービスを使用できない

症状

アプライアンスはディレクトリサービスにアクセスできません。

解決策 1
ディレクトリサービスのサーバーにはアクセスできません。
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原因

ディレクトリサービスのサーバーまたはネットワークのいずれかがダウンしています。

操作

1. ディレクトリサーバーの IP アドレスまたはホスト名で、オンラインかどうかを確認しま
す。

2. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

3. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、サーバーがダウンしているかどうかを確認
します。

解決策 2

原因

構成エラーは、ディレクトリサービスの到達を妨げます

操作

1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。 重複
する名前は使用できません。

2. [ディレクトリの種類]が正しいことを確認します。
3. [ベース DN] フィールドと、OpenLDAP の場合は [ユーザーネーミング属性]フィールド、
および [組織ユニット]フィールドが正しいことを確認してください。

4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。

5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。

6. グループに割り当てられている役割が正しいことを確認します。

31.22.7 ディレクトリサービスを追加できない

症状

ディレクトリサービスをアプライアンスに追加することはできません。

解決策 1

原因

外部的な問題により、ディレクトリサーバーのホストが切断されました。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

3. ディレクトリサーバーの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで ping コマンド
を実行して、オンラインかどうかを確認します。

4. ディレクトリサービスとの LDAP 通信用のポートがポート 636 であることを確認します。
5. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブロッ
クされていないことを確認します。

「HPE OneView で必要なポート」(78 ページ)を参照してください。

6. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

7. アプライアンスが適切に機能していることと、十分なリソースがあることを確認します。
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解決策 2

原因

証明書の期限が切れているので、ディレクトリサーバーのホストがアプライアンスの認証を拒
否しています。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認し
ます。

3. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

解決策 3

原因

証明書が有効な x509 のフォーマットではありません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 構成を修正して、もう一度実行してください。

3. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

4. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認し
ます。

解決策 4

原因

証明書に x509v3 key usage extension が含まれていません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 証明書に key usage extension が含まれていることを確認します。
3. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

解決策 5

原因

認証情報が有効ではないため、ディレクトリサーバーのホストはアプライアンスを認証できま
せん。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. 検索コンテキスト情報が正確であることを確認します。別のアカウントまたはグループに
アクセスしようとしている可能性があります。

4. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

5. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認し
ます。
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31.22.8 ディレクトリサービス用のサーバーを追加できない

症状

ディレクトリサービス用にサーバーを構成することはできません。

解決策 1

原因

アプライアンスがディレクトリサービスとの接続を失ったため、その接続が失われました。

操作

1. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

2. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。

3. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブロッ
クされていないことを確認します。

「HPE OneView で必要なポート」(78 ページ)を参照してください。

4. ディレクトリサービスホストの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで ping コ
マンドを実行して、オンラインかどうかを確認します。

5. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

6. アプライアンスが仮想マシンでホストされている場合は、適切に機能していて、十分なリ
ソースがあることを確認します。

解決策 2

原因

ディレクトリサービス用のサーバーにログインすると、認証エラーになります。

1. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

2. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認し
ます。

解決策 3

原因

ディレクトリサービスの構成時に、正しくないパラメーターが使用されました。

操作

1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。 重複
する名前は使用できません。

2. [ディレクトリの種類]が正しいことを確認します。
3. [ベース DN] フィールドと、OpenLDAP の場合は [ユーザーネーミング属性]フィールド、
および [組織ユニット]フィールドが正しいことを確認してください。

4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。

5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。

31.22.9 ディレクトリグループを追加できない

症状

ディレクトリグループをアプライアンスのグループとして追加できませんでした。
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解決策 1

原因

指定された認証ディレクトリおよびグループはすでに存在しています。 グループは固有のもの
であることが必要です。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 現在のグループを別の役割に割り当て直してください。それ以外の場合は、グループを固
有にしてください。

解決策 2

原因

外部的な問題により、ディレクトリサーバーのホストが切断されました。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。

4. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブロッ
クされていないことを確認します。

「HPE OneView で必要なポート」(78 ページ)を参照してください。

5. ディレクトリサービスホストの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで ping コ
マンドを実行して、オンラインかどうかを確認します。

6. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

7. アプライアンスが仮想マシンでホストされている場合は、仮想マシンが適切に機能してい
て、十分なリソースが割り当てられていることを確認します。

解決策 3

原因

認証の問題が、アプライアンスがディレクトリサービスへログインするのを妨げました。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

4. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認し
ます。

31.22.10 ディレクトリグループを見つけられない

症状

認証ディレクトリサービスで、指定されたグループを見つけられなかった。

解決策 1

原因

認証ディレクトリサービスでグループが構成されていないか、検索パラメーターにエラーが含
まれていました。
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操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 認証ディレクトリサービスの認証情報を確認します。

3. ディレクトリサービスが動作していることを確認します。

4. グループの名前を確認します。

5. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、ディレクトリサービスにグループのアカウ
ントが構成されていることを確認します。

6. もう一度グループを検索してみてください。

詳しくは、「ディレクトリサービス認証について」(291 ページ)を参照してください。

解決策 2

原因

ディレクトリのタイプが正しく指定されていません。 たとえば、Active Directory サービスが
OpenLDAP として指定されている可能性があります。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスの設定が正確であることを確認します。

解決策 3

原因

指定した認証ディレクトリサービスの検索には、どのグループも含まれていません。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバー構成を確認します。

3. OpenLDAP の場合、HPE OneView が検索結果を読み取れるように、ディレクトリサー
バーのユーザーが読み取り権限 （rscdx）を持っていることを確認します。

4. OpenLDAP では、必要な 1 つ以上のグループを取得するためのすべての検索コンテキス
トを追加します。 [追加]追加ボタンを使用して組織単位をさらに複数生成し、これを使っ
てUID またはCN を指定します。

解決策 4

原因

ディレクトリグループへのアクセス中にエラーが発生しました。 ディレクトリサービスサー
バーに到達できませんでした。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバー構成を確認します。

3. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。

4. OpenLDAP では、必要な 1 つ以上のグループを取得するためのすべての検索コンテキス
トを追加します。 [追加]追加ボタンを使用して組織単位をさらに複数生成し、これを使っ
てUID またはCN を指定します。
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解決策 5

原因

外部の問題によって、ディレクトリサービス用に構成されたサーバーへのアプライアンスの到
達が妨げられました。

操作

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。 「ディレクトリサービス用のサー
バーを追加できない 」(443 ページ)を参照してください。

3. ディレクトリサーバー構成を確認します。
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32 サポートと他のリソース
• Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

• 「アップデートへのアクセス」(447 ページ)

• 「Web サイト」(448 ページ)

• カスタマーセルフリペア

• ???

32.1 Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスを受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise

Worldwide」に移動します。
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 サイトに移動します。
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

• 増設した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

32.2 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。 製品のドキュメントを確認し、
推奨されるソフトウェアアップデートの方法を特定します。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

◦ Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• 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] ページに移動します。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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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 HP パスポートをセットアップしておく必要があります。

32.3 Web サイト

リンクWeb サイト

http://www.hpe.com/info/enterprise/docsHewlett Packard Enterprise Information Library

http://www.hpe.com/support/hpescHewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/assistanceContact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/info/oneview/docsOneView のドキュメント

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

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

リモートサポートのドキュメント（英語）HPE OneView FAQ ドキュメントのリモートサポート

http://www.hpe.com/storage/spockSingle Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のス
トレージ互換性マトリックス

http://www.hpe.com/info/virtualconnectHPE Virtual Connect のユーザーガイド
HPE Virtual Connect のコマンドラインリファレンス

http://www.hpe.com/jp/storageHPE 3PAR StoreServ Storage

http://www.hpe.com/jp/servers/iloHPE Integrated Lights-Out

http://www.hpe.com/info/blades-jaHPE BladeSystem エンクロージャー

• 一般的な情報：http://www.hpe.com/info/servers-ja

• BL シリーズサーバーブレード：http://www.hpe.com/
info/blades-ja

• DL シリーズラックマウント型サーバー：http://
www.hpe.com/servers/dl-ja

HPE ProLiant サーバーハードウェアの Web サイト

http://www.hpe.com/storage/whitepapersストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

32.4 カスタマーセルフリペア
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。
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A 仮想アプライアンスコンソールの使用
A.1 仮想アプライアンスコンソールの使用

仮想アプライアンスコンソールには、以下のことをサポートする制限付きのブラウザーイン
ターフェイスがあります。

• DHCP 以外の環境でのアプライアンスのネットワーク構成
• Administrator アカウントのパスワードのリセット要求
• 認定サポート担当者向けの高度な診断

初めてアプライアンスにアクセスして、アプライアンスのネットワークを構成するには、仮想
アプライアンスコンソールを使用します。 仮想アプライアンスコンソールを使用すると、DHCP
以外の環境のネットワークにアプライアンスをブートストラップすることができます。 仮想ア
プライアンスコンソールは、ブラウザーの全機能を装備した代替のものではありません。

仮想アプライアンスコンソールがブラウザーセッションを開始すると、ブラウザーはフルスク
リーンで表示されます。タブを追加することはできません。 ソフトウェアアップデートやファー
ムウェアバンドル（SPP）のアップロードなど、ダイアログボックスからファイルを選択する
必要のある操作は実行できません。 「進む」や「戻る」といった基本的なブラウズ操作のみを
実行できます。

表 17 仮想アプライアンスコンソールのキーの組み合わせ

機能キーの組み合わせ

前に戻る（[Alt] と左矢印）Alt-←

次に進む（[Alt] と右矢印）Alt-→

拡大（[Ctrl] とプラス記号）[Ctrl]-[+]

縮小（[Ctrl] とハイフン）[Ctrl]-[-]

ズームのリセット（[Ctrl] とゼロ）[Ctrl]-[0]

検索[Ctrl]-[F]

再ロード/更新[Ctrl]-[R] または [F5]

ブラウザーインターフェイスの再起動[Ctrl]-[Alt]-[Backspace]
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Bバックアップとリストアのスクリプト例
B.1 サンプルバックアップスクリプト

アプライアンスの UI から[設定]→[アクション]→[バックアップの作成]を使用する方法以外に、
スクリプトを作成して実行し、アプライアンスのバックアップファイルを自動的に作成および
ダウンロードすることができます。

例 14 「サンプルの backup.ps1 スクリプト」では、REST 呼び出しを使用してアプライアンス
のバックアップファイルの作成とダウンロードを行う PowerShell スクリプトのサンプルを示
しています。 このサンプルスクリプトを、PowerShell バージョン 3.0 を実行する Windows シ
ステム上のファイルにカットアンドペーストし、ご使用の環境に合わせてスクリプトを編集し
てカスタマイズしてください。 REST API について詳しくは、REST API のオンラインヘルプ
を参照してください。

定期的に対話モードまたはバッチモードで自動的に実行されるようにバックアップスクリプト
をスケジュール設定できます（毎日バックアップすることをお勧めします）。 スクリプトを対
話形式で実行できるのは、バックアップ管理者またはインフラストラクチャ管理者の権限を持
つユーザーのみです。

• スクリプトを対話形式で実行するには、パラメーターを指定しないでください。 アプライ
アンスのホスト名、アプライアンスのユーザー名とパスワード、およびバッチモード実行
用にこれらのパラメーターを保存するためのファイルの名前を入力するように、スクリプ
トから求められます。 バックアップ管理者またはインフラストラクチャ管理者の役割を持
つユーザーの名前とパスワードを入力します。 ユーザー名とパスワードは、暗号化されて
から保存されます。

最初は対話型でスクリプトを実行することをお勧めします。 これで、最初の実行で作成し
たパラメーターファイルを使用して、バックグラウンドで自動的に実行するようにスクリ
プトのスケジュールを設定できます。

• スクリプトをバッチモードで実行するには、パラメーターを含んでいるファイル名をコマ
ンドラインに指定します。

パフォーマンスを向上させるには、SSL オプションを使用して cURL をインストールすること
をお勧めします。 サンプルスクリプトは cURL なしでも動作しますが、大きいバックアップ
ファイルをダウンロードするのに数時間かかる場合があります。 cURL をダウンロードするに
は、以下の URL を参照してください。
http://curl.haxx.se/download.html

注記: Microsoft Visual C++ 再頒布可能パッケージ、MSVCR100.dll ファイルのインストー
ルが必要になる場合もあります。このファイルは以下の URL で入手できます。
• 64 ビット：http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=14632
• 32 ビット：http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5555
PATH 環境変数に cURL のパスが含まれていることを確認してください。

サンプルスクリプト

サンプルスクリプトは、以下の呼び出しを行ってバックアップファイルを作成し、ダウンロー
ドします。

1. queryfor-credentials() を呼び出し、ユーザーに入力を求めるか、ファイルから値
を読み取って、アプライアンスのホスト名、ユーザー名、およびパスワードを取得しま
す。

2. login-appliance() を呼び出し、バックアップ REST コールを許可するために使用す
るセッション ID を取得する REST 要求を発行します。

3. backup-appliance() を呼び出し、バックアップを開始する REST 要求を発行します。
4. waitFor-completion() を呼び出し、バックアップが完了するまでポーリングを発行し
てバックアップステータスを取得する REST 要求を発行します。

B.1 サンプルバックアップスクリプト 451

http://curl.haxx.se/download.html
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=14632
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=5555


5. get-backupResource() を呼び出し、ダウンロード URI を取得する REST 要求を発行
します。

6. download-backup() を呼び出し、バックアップをダウンロードする REST 要求を発行
します。
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例 14 サンプルの backup.ps1 スクリプト
# (C) Copyright 2012-2014 Hewlett Packard Enterprise Development LP
###########################################################################################################################
# Name: backup.ps1
# Usage: {directory}\backup.ps1 or {directory}\backup.ps1 filepath
# Parameter: $filepath: optional, uses the file in that path as the login credentials. ie: host address, username,
# password, and, optionally, the Active Directory domain name
# Purpose: Runs the backup function on the appliance and downloads it onto your machine's drive
# in current user's home directory
# Notes: To improve performance, this script uses the curl command if it is installed. The curl command
must
# be installed with the SSL option.
# Windows PowerShell 3.0 must be installed to run the script
###########################################################################################################################

#tells the computer that this is a trusted source that we are connecting to (brute force, could be refined)
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = { $true }

$global:interactiveMode = 0

# The scriptApiVersion is the default Api version (if the appliance supports this level
# or higher). This variable may be changed if the appliance is at a lower Api level.
$global:scriptApiVersion = 3
# Using this Api version or greater requires a different interaction when creating a backup.
Set-Variable taskResourceV2ApiVersion -option Constant -value 3

try {
#this log must be added if not already on your computer
New-EventLog -LogName Application -Source backup.ps1 -ErrorAction stop

}
catch [System.Exception]
{
#this is just to keep the error "already a script" from showing up on the screen if it is already created

}

##### Querying user for login info #####
function queryfor-credentials ()
{
<#

.DESCRIPTION
Gathers information from User if in manual entry mode (script ran with zero arguments) or
runs silently and gathers info from specified path (script ran with 1 argument)

.INPUTS
None, this function does not take inputs.

.OUTPUTS
Returns an object that contains the login name, password, hostname and
ActiveDirectory domain to connect to.

.EXAMPLE
$variable = queryfor-credentials #runs function, saves json object to variable.

#>

if ($args[0] -eq $null)
{

Write-Host "Enter appliance name (https://ipaddress)"
$appliance = Read-Host

# Correct some common errors
$appliance = $appliance.Trim().ToLower()
if (!$appliance.StartsWith("https://"))
{

if ($appliance.StartsWith("http://"))
{

$appliance = $appliance.Replace("http","https")
} else {

$appliance = "https://" + $appliance
}

}

Write-Host "Enter username"
$username = Read-Host -AsSecureString | ConvertFrom-SecureString

Write-Host "Enter password"
$SecurePassword = Read-Host -AsSecureString | ConvertFrom-SecureString

Write-Host "If using Active Directory, enter the Active Directory domain"
Write-Host " (Leave this field blank if not using Active Directory.)"
$ADName = Read-Host

Write-Host "Would you like to save these credentials to a file? (username and password encrypted)"
$saveQuery = Read-Host

$loginVals = [pscustomobject]@{ userName = $username; password = $SecurePassword;
hostname = $appliance; authLoginDomain = $ADName }

$loginJson = $loginVals | convertTo-json

$global:interactiveMode = 1
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if ($saveQuery[0] -eq "y") #enters into the mode to save the credentials
{
Write-Host "Enter file path and file name to save credentials (example: C:\users\bob\machine1.txt)"
$storagepath = Read-Host

try
{
$loginJson | Out-File $storagepath -NoClobber -ErrorAction stop

}
catch [System.Exception]
{
Write-Host $_.Exception.message
if ($_.Exception.getType() -eq [System.IO.IOException]) # file already exists throws an IO exception
{
do
{
Write-Host "Overwrite existing credentials for this machine?"
[string]$overwriteQuery = Read-Host
if ($overwriteQuery[0] -eq 'y')
{
$loginJson | Out-File $storagepath -ErrorAction stop
$exitquery = 1

}
elseif ($overwriteQuery[0] -eq 'n')
{
$exitquery = 1

}
else
{
Write-Host "Please respond with a y or n"
$exitquery = 0

}

} while ($exitquery -eq 0)
}
else
{
Write-Host "Improper filepath or no permission to write to given directory"
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Improper filepath,

$storagepath " $_.Exception.message
return

}
}

$savedLoginJson = Get-Content $storagepath

Write-Host "Run backup?"

$continue = 0
do
{
$earlyExit = Read-Host
if ($earlyExit[0] -eq 'n')
{
return

}
elseif ($earlyExit[0] -ne 'y')
{
Write-Host "Please respond with a y or n"

}
else
{
$continue = 1

}

} while ($continue -eq 0)

}
else
{
return $loginJson

}
}
elseif ($args.count -ne 1)
{
Write-Host "Incorrect number of arguments, use either filepath parameter or no parameters."
return

}
else
{
foreach ($arg in $args)
{
$storagepath = $arg

}
try
{
$savedLoginJson = Get-Content $storagepath -ErrorAction stop

}
catch [System.Exception]
{
Write-Host "Login credential file not found. Please run script without arguments to access manual entry

mode."
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Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Login credential file not
found. Please run script without arguments to access manual entry mode."

return

}
}
return $savedloginJson

}

##### getApiVersion: Get X_API_Version #####
function getApiVersion ([int32] $currentApiVersion,[string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Sends a web request to the appliance to obtain the current Api version.

Returns the lower of: Api version supported by the script and Api version
supported by the appliance.

.PARAMETER currentApiVersion
Api version that the script is currently using

.PARAMETER hostname
The appliance address to send the request to (in https://{ipaddress} format)

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
Outputs the new active Api version

.EXAMPLE
$global:scriptApiVersion = getApiVersion()

#>

# the particular Uri on the Appliance to reqest the Api Version
$versionUri = "/rest/version"

# append the Uri to the end of the IP address to obtain a full Uri
$fullVersionUri = $hostname + $versionUri

# use setup-request to issue the REST request api version and get the response
try
{
$applianceVersionJson = setup-request -Uri $fullVersionUri -method "GET" -accept "application/json"

-contentType "application/json"
if ($applianceVersionJson -ne $null)
{
$applianceVersion = $applianceVersionJson | convertFrom-Json
$currentApplianceVersion = $applianceVersion.currentVersion
if ($currentApplianceVersion -lt $currentApiVersion)
{
return $currentApplianceVersion

}
return $currentApiVersion

}
}
catch [System.Exception]
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host $error[0].Exception.Message

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $error[0].Exception.Message

}
}

}

##### Sending login info #####
function login-appliance ([string]$username,[string]$password,[string]$hostname,[string]$ADName)
{
<#

.DESCRIPTION
Attempts to send a web request to the appliance and obtain an authorized sessionID.

.PARAMETER username
The username to log into the remote appliance

.PARAMETER password
The correct password associated with username

.PARAMETER hostname
The appliance address to send the request to (in https://{ipaddress} format)

.PARAMETER ADName
The Active Directory name (optional)

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
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Outputs the response body containing the needed session ID.

.EXAMPLE
$authtoken = login-appliance $username $password $hostname $ADName

#>

# the particular Uri on the Appliance to reqest an "auth token"
$loginUri = "/rest/login-sessions"

# append the Uri to the end of the IP address to obtain a full Uri
$fullLoginUri = $hostname + $loginUri
# create the request body as a hash table, then convert it to json format
if ($ADName)
{
$body = @{ userName = $username; password = $password; authLoginDomain = $ADName } | convertTo-json

}
else # null or empty
{
$body = @{ userName = $username; password = $password } | convertTo-json

}

# use setup-request to issue the REST request to login and get the response
try
{
$loginResponse = setup-request -Uri $fullLoginUri -method "POST" -accept "application/json" -contentType

"application/json" -Body $body
if ($loginResponse -ne $null)
{
$loginResponse | convertFrom-Json

}
}
catch [System.Exception]
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host $error[0].Exception.Message

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $error[0].Exception.Message

}
}

}

##### Executing backup ######
function backup-Appliance ([string]$authValue,[string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Gives the appliance the command to start creating a backup

.PARAMETER authValue
The authorized sessionID given by login-appliance

.PARAMETER hostname
The location of the appliance to connect to (in https://{ipaddress} format)

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The task Resource returned by the appliance, converted to a hashtable object

.EXAMPLE
$taskResource = backup-Appliance $sessionID $hostname

#>

# append the REST Uri for backup to the IP address of the Appliance
$bkupUri = "/rest/backups/"
$fullBackupUri = $hostname + $bkupUri

# create a new webrequest and add the proper headers (new header, auth, is needed for authorization
# in all functions from this point on)
try
{
if ($global:scriptApiVersion -lt $taskResourceV2ApiVersion)
{
$taskResourceJson = setup-request -Uri $fullBackupUri -method "POST" -accept "application/json" -contentType

"application/json" -authValue $authValue
}
else
{
$taskUri = setup-request -Uri $fullBackupUri -method "POST" -accept "application/json" -contentType

"application/json" -authValue $authValue -returnLocation $true
if ($taskUri -ne $null)
{
$taskResourceJson = setup-request -Uri $taskUri -method "GET" -accept "application/json" -contentType

"application/json" -authValue $authValue
}

}
if ($taskResourceJson -ne $null)
{
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return $taskResourceJson | ConvertFrom-Json
}

}
catch [System.Exception]
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host $error[0].Exception.Message

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $error[0].Exception.Message

}
}

}

##### Polling to see if backup is finished ######
function waitFor-completion ([object]$taskResource,[string]$authValue,[string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Checks the status of the backup every twenty seconds, stops when status changes from running to a

different status

.PARAMETER taskResource
The response object from the backup-appliance method

.PARAMETER authValue
The authorized session ID

.PARAMETER hostname
The appliance to connect to (in https://{ipaddress} format)

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The new task resource object, which contains the Uri to get the backup resource in the next function

.EXAMPLE
$taskResource = waitFor-Completion $taskResource $sessionID $hostname

#>

# extracts the Uri of the task Resource from itself, to poll repeatedly
$taskResourceUri = $taskResource.uri
if ($taskResourceUri -eq $null)
{
# Caller will provide the error message
return

}

# appends the Uri to the hostname to create a fully-qualified Uri
$fullTaskUri = $hostname + $taskResourceUri

# retries if unable to get backup progress information
$errorCount = 0
$errorMessage = ""

if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Backup initiated."
Write-Host "Checking for backup completion, this may take a while."

}

# a while loop to determine when the backup process is finished
do
{

try
{
# creates a new webrequest with appropriate headers
$taskResourceJson = setup-request -Uri $fullTaskUri -method "GET" -accept "application/json" -authValue

$authValue -isSilent $true
# converts the response from the Appliance into a hash table
$taskResource = $taskResourceJson | convertFrom-Json
# checks the status of the task manager
$status = $taskResource.taskState

}
catch
{
$errorMessage = $error[0].Exception.Message
$errorCount = $errorCount + 1
$status = "RequestFailed"
Start-Sleep -s 15
continue

}

# Update progress bar
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
$trimmedPercent = ($taskResource.completedSteps) / 5
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$progressBar = "[" + "=" * $trimmedPercent + " " * (20 - $trimmedPercent) + "]"
Write-Host "`r Backup progress: $progressBar " $taskResource.completedSteps "%" -NoNewline

}

# Reset the error count since progress information was successfully retrieved
$errorCount = 0

# If the backup is still running, wait a bit, and then check again
if ($status -eq "Running")
{
Start-Sleep -s 20

}

} while (($status -eq "Running" -or $status -eq "RequestFailed") -and $errorCount -lt 20);

# if the backup reported an abnormal state, report the state and exit function
if ($status -ne "Completed")
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "`n"
Write-Host "Backup stopped abnormally"
Write-Host $errorMessage

}
else
{
#log error message
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Backup stopped abnormally"

Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $errorMessage
}
return $null

}

# upon successful completion of task, outputs a hash table which contains task resource
else
{
Write-Host "`n"
$taskResource
return

}
}

##### Gets the backup resource #####
function get-backupResource ([object]$taskResource,[string]$authValue,[string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Gets the Uri for the backup resource from the task resource and gets the backup resource

.PARAMETER taskResource
The task resource object that we use to get the Uri for the backup resource

.PARAMETER authValue
The authorized sessionID

.PARAMETER hostname
the appliance to connect to (in https://{ipaddress} format)

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The backup resource object

.EXAMPLE
$backupResource = get-BackupResource $taskResource $sessionID $applianceName

#>

# the backup Resource Uri is extracted from the task resource
if ($global:scriptApiVersion -lt $taskResourceV2ApiVersion)
{
$backupUri = $taskResource.associatedResourceUri

}
else
{
$backupUri = $taskResource.associatedResource.resourceUri

}
if ($backupUri -eq $null)
{
# Caller will provide the error message
return

}
# construct the full backup Resource Uri from the hostname and the backup resource uri
$fullBackupUri = $hostname + $backupUri

# get the backup resource that contains the Uri for downloading
try
{
# creates a new webrequest with appropriate headers
$backupResourceJson = setup-request -Uri $fullBackupUri -method "GET" -accept "application/json" -auth

$authValue
if ($backupResourceJson -ne $null)
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{
$resource = $backupResourceJson | convertFrom-Json
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Obtained backup resource. Now downloading. This may take a while ..."

}
$resource
return

}
}
catch [System.Exception]
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host $error[0].Exception.Message

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $error[0].Exception.Message

}
}

}

##### Function to download the backup file #####
function download-Backup ([PSCustomObject]$backupResource,[string]$authValue,[string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Downloads the backup file from the appliance to the local system. Tries to use the
curl command. The curl command has significantly better performance especially for
large backups. If curl isn't installed, invokes download-Backup-without-curl to
download the backup.

.PARAMETER backupResource
Backup resource containing Uri for downloading

.PARAMETER authValue
The authorized sessionID

.PARAMETER hostname
The IP address of the appliance

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The absolute path of the download file

.EXAMPLE
download-backup $backupResource $sessionID https://11.111.11.111

#>

$downloadUri = $hostname + $backupResource.downloadUri
$fileDir = [environment]::GetFolderPath("Personal")
$filePath = $fileDir + "\" + $backupResource.id + ".bkp"
$curlDownloadCommand = "curl -o " + $filePath + " -s -f -L -k -X GET " +
"-H 'accept: application/octet-stream' " +
"-H 'auth: " + $authValue + "' " +
"-H 'X-API-Version: $global:scriptApiVersion' " +
$downloadUri

$curlGetDownloadErrorCommand = "curl -s -k -X GET " +
"-H 'accept: application/json' " +
"-H 'auth: " + $authValue + "' " +
"-H 'X-API-Version: $global:scriptApiVersion' " +
$downloadUri

try
{
$testCurlSslOption = curl -V
if ($testCurlSslOption -match "SSL")
{

invoke-expression $curlDownloadCommand
}
else
{

if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Version of curl must support SSL to get improved download performance."

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Version of curl must

support SSL to get improved download performance"
}

return download-Backup-without-curl $backupResource $authValue $hostname
}

if ($LASTEXITCODE -ne 0)
{

$errorResponse = invoke-expression $curlGetDownloadErrorCommand
if ($global:interactiveMode -eq 1)
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{
Write-Host "Download using curl error: $errorResponse"

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Download error:

$errorResponse"
}

if (Test-Path $filePath)
{

Remove-Item $filePath
}
return

}

if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Backup download complete!"

}
}
catch [System.Management.Automation.CommandNotFoundException]
{
return download-Backup-without-curl $backupResource $authValue $hostname

}
catch [System.Exception]
{
Write-Host "Not able to download backup"
Write-Host $error[0].Exception
return

}

return $filePath
}

##### Function to download the Backup file without using the curl command #####
function download-Backup-without-curl ([PSCustomObject]$backupResource,[string]$authValue,[string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Downloads the backup file from the appliance to the local system (without using curl)

.PARAMETER backupResource
Backup resource containing Uri for downloading

.PARAMETER authValue
The authorized sessionID

.PARAMETER hostname
The IP address of the appliance

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The absolute path of the download file

.EXAMPLE
download-backup-without-curl $backupResource $sessionID https://11.111.11.111

#>

# appends Uri ( obtained from previous function) to IP address
$downloadUri = $hostname + $backupResource.downloadUri
$downloadTimeout = 43200000 # 12 hours
$bufferSize = 65536 # bytes

# creates a new webrequest with appropriate headers
[net.httpsWebRequest]$downloadRequest = [net.webRequest]::create($downloadUri)
$downloadRequest.method = "GET"
$downloadRequest.AllowAutoRedirect = $TRUE
$downloadRequest.Timeout = $downloadTimeout
$downloadRequest.ReadWriteTimeout = $downloadTimeout
$downloadRequest.Headers.Add("auth", $authValue)
$downloadRequest.Headers.Add("X-API-Version", $global:scriptApiVersion)
# accept either octet-stream or json to allow the response body to contain either the backup or an exception

$downloadRequest.accept = "application/octet-stream;q=0.8,application/json"

# creates a variable that stores the path to the file location. Note: users may change this to other file
paths.
$fileDir = [environment]::GetFolderPath("Personal")

try
{
# connects to the Appliance, creates a new file with the content of the response
[net.httpsWebResponse]$response = $downloadRequest.getResponse()
$responseStream = $response.getResponseStream()
$responseStream.ReadTimeout = $downloadTimeout

#saves file as the name given by the backup ID
$filePath = $fileDir + "\" + $backupResource.id + ".bkp"
$sr = New-Object System.IO.FileStream ($filePath,[System.IO.FileMode]::create)
$responseStream.CopyTo($sr,$bufferSize)
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$response.close()
$sr.close()
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Backup download complete!"

}
}
catch [Net.WebException]
{
$errorMessage = $error[0].Exception.message

#Try to get more information about the error
try {
$errorResponse = $error[0].Exception.InnerException.Response.getResponseStream()
$sr = New-Object IO.StreamReader ($errorResponse)
$rawErrorStream = $sr.readtoend()
$error[0].Exception.InnerException.Response.close()
$errorObject = $rawErrorStream | convertFrom-Json
if (($errorObject.message.length -gt 0) -and

($errorObject.recommendedActions.length -gt 0))
{
$errorMessage = $errorObject.message + " " + $errorObject.recommendedActions

}
}
catch [System.Exception]
{
#Use exception message

}

if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host $errorMessage

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $errorMessage

}
return

}

return $filePath
}

function setup-request ([string]$uri,[string]$method,[string]$accept,[string]$contentType = "",[string]$authValue
= "",[object]$body = $null,[bool]$isSilent=$false, [bool]$returnLocation=$false)
{
try
{
[net.httpsWebRequest]$request = [net.webRequest]::create($uri)
$request.method = $method
$request.accept = $accept

$request.Headers.Add("Accept-Language: en-US")
if ($contentType -ne "")
{
$request.ContentType = $contentType

}
if ($authValue -ne "")
{
$request.Headers.Item("auth") = $authValue

}
$request.Headers.Item("X-API-Version") = $global:scriptApiVersion
if ($body -ne $null)
{
$requestBodyStream = New-Object IO.StreamWriter $request.getRequestStream()
$requestBodyStream.WriteLine($body)
$requestBodyStream.flush()
$requestBodyStream.close()

}

# attempt to connect to the Appliance and get a response
[net.httpsWebResponse]$response = $request.getResponse()

if ($returnLocation)
{

$taskUri = $response.getResponseHeader("Location")

$response.close()
return $taskUri

}
else
{

# response stored in a stream
$responseStream = $response.getResponseStream()
$sr = New-Object IO.StreamReader ($responseStream)

#the stream, which contains a json object, is read into the storage variable
$rawResponseContent = $sr.readtoend()
$response.close()
return $rawResponseContent

}
}
catch [Net.WebException]
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{
$errorMessage = $error[0].Exception.message

#Try to get more information about the error
try {
$errorResponse = $error[0].Exception.InnerException.Response.getResponseStream()
$sr = New-Object IO.StreamReader ($errorResponse)
$rawErrorStream = $sr.readtoend()
$error[0].Exception.InnerException.Response.close()
$errorObject = $rawErrorStream | convertFrom-Json
if (($errorObject.message.length -gt 0) -and

($errorObject.recommendedActions.length -gt 0))
{
$errorMessage = $errorObject.message + " " + $errorObject.recommendedActions

}
}
catch [System.Exception]
{
#Use exception message

}

if ($isSilent) {
throw $errorMessage

}
elseif ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host $errorMessage

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $errorMessage

}

#No need to rethrow since already recorded error
return

}
}

##### Start of function calls #####

#gets the credentials from user, either manual entry or from file
$savedLoginJson = queryfor-credentials $args[0]
if ($savedLoginJson -eq $null)
{
#if an error occurs, it has already been logged in the queryfor-credentials function
return

}

#extracts needed information from the credential json
try
{
$savedLoginJson = "[" + $savedLoginJson + "]"
$savedloginVals = $savedLoginJson | convertFrom-Json
$SecStrLoginname = $savedloginVals.userName | ConvertTo-SecureString -ErrorAction stop
$loginname =

[Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($SecStrLoginName))

$hostname = $savedloginVals.hostname
$SecStrPassword = $savedloginVals.password | ConvertTo-SecureString -ErrorAction stop
$password =

[Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($SecStrpassword))

$adname = $savedloginVals.authLoginDomain
}
catch [System.Exception]
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Failed to get credentials: " + $error[0].Exception.Message

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Failed to get credentials: "

+ $error[0].Exception.Message
}

}

#determines the active Api version
$global:scriptApiVersion = getApiVersion $global:scriptApiVersion $hostname
if ($global:scriptApiVersion -eq $null)
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Could not determine appliance Api version"

}

Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Could not determine appliance
Api version"
return

}
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#sends the login request to the machine, gets an authorized session ID if successful
$authValue = login-appliance $loginname $password $hostname $adname
if ($authValue -eq $null)
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Failed to receive login session ID."

}
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Failed to receive login session
ID."
return

}

#sends the request to start the backup process, returns the taskResource object
$taskResource = backup-Appliance $authValue.sessionID $hostname
if ($taskResource -eq $null)
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Could not initialize backup"

}

Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Could not initialize backup"
return

}

#loops to keep checking how far the backup has gone
$taskResource = waitFor-completion $taskResource $authValue.sessionID $hostname
if ($taskResource -eq $null)
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Could not fetch backup status"

}

Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Could not fetch backup status"

return
}

#gets the backup resource
$backupResource = get-backupResource $taskResource $authValue.sessionID $hostname
if ($backupResource -eq $null)
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Could not get the Backup Resource"

}
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Could not get the Backup Resource"

return
}

#downloads the backup file to the local drive
$filePath = download-Backup $backupResource $authValue.sessionID $hostname
if ($filePath -eq $null)
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Could not download the backup"

}
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "Could not download the backup"

return
}

if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host "Backup can be found at $filePath"
Write-Host "If you wish to automate this script in the future and re-use login settings currently entered,"
Write-Host "then provide the file path to the saved credentials file when running the script."
Write-Host "ie: " $MyInvocation.MyCommand.Definition " filepath"

}
else
{
Write-Host "Backup completed successfully."
Write-Host "The backup can be found at $filePath."

}
Write-EventLog -EventId 0 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message "script completed successfully"

B.2 サンプルリストアスクリプト
アプライアンスの UI から[設定]→[アクション]→[バックアップからのリストア]を使用する代
わりに、バックアップファイルからアプライアンスを自動的にリストアするスクリプトを作成
して実行することができます。
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注記: アプライアンスをリストアできるのは、インフラストラクチャ管理者の権限を持つユー
ザーのみです。

例 15 「サンプルの restore.ps1 スクリプト」では、バックアップファイルからアプライアンス
をリストアしたり、実行中のリストアプロセスに関する進行状況を取得したりするサンプルス
クリプトを示しています。

サンプルスクリプト

このスクリプトにパラメーターを指定しない場合、スクリプトはバックアップファイルをアッ
プロードしてリストアします。

1. query-user() を呼び出し、アプライアンスのホスト名、ユーザー名とパスワード、お
よびバックアップファイルのパスを取得します。

2. login-appliance() を呼び出し、リストア REST コールを許可するために使用するセッ
ション ID を取得する REST 要求を発行します。

3. uploadTo-appliance() を呼び出し、バックアップをアプライアンスにアップロードし
ます。

4. start-restore() を呼び出し、リストアを開始します。
5. restore-status() を呼び出し、リストアが完了するまでリストアステータスを定期的
にチェックします。

スクリプトに-status オプションを指定すると、スクリプトは、リストアプロセスが完了す
るまで、最後または実行中のリストアのステータスを検証し、報告します。

1. recover-restoreID() を呼び出し、最後または実行中のリストアのステータスを検証
するための URI を取得します。

2. restore-status() を呼び出し、リストアが完了するまでリストアステータスを定期的
に検証します。
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例 15 サンプルの restore.ps1 スクリプト
#(C) Copyright 2012-2014 Hewlett Packard Enterprise Development LP
###########################################################################################################################
# Name: restore.ps1
# Usage: {directory}\restore.ps1 or {directory}\restore.ps1 -status https://{ipaddress}
# Purpose: Uploads a backup file to the appliance and then restores the appliance using the backup data
# Notes: To improve performance, this script uses the curl command if it is installed. The curl command
# must be installed with the SSL option.
# Windows PowerShell 3.0 must be installed to run the script
###########################################################################################################################

# tells the computer that this is a trusted source we are connecting to (brute force, could be refined)
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = { $true }

# The scriptApiVersion is the default Api version (if the appliance supports this level
# or higher). This variable may be changed if the appliance is at a lower Api level.
$global:scriptApiVersion = 3

##### Obtain information from user #####
function query-user ()
{
<#

.DESCRIPTION
Obtains information needed to run the script by prompting the user for input.

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
Outputs an object containing the obtained information.

.EXAMPLE
$userVals = query-user

#>
Write-Host "Restoring from backup is a destructive process, continue anyway?"

$continue = 0
do
{
$earlyExit = Read-Host
if ($earlyExit[0] -eq 'n')
{
return

}
elseif ($earlyExit[0] -ne 'y')
{
Write-Host "Please respond with a y or n"

}
else
{
$continue = 1

}

} while ($continue -eq 0)

do
{
Write-Host "Enter directory backup is located in (ie: C:\users\joe\)"
$backupDirectory = Read-Host
# Add trailing slash if needed
if (!$backupDirectory.EndsWith("\"))
{

$backupDirectory = $backupDirectory + "\"
}

Write-Host "Enter name of backup (ie: appliance_vm1_backup_2012-07-07_555555.bkp)"
$backupFile = Read-Host

# Check if file exists
$fullFilePath = $backupDirectory + $backupFile
if (! (Test-Path $fullFilePath))
{

Write-Host "Sorry the backup file $fullFilePath doesn't exist."
}

} while (! (Test-Path $fullFilePath))

Write-Host "Enter appliance IP address (ie: https://10.10.10.10)"
$hostname = Read-Host
# Correct some common errors
$hostname = $hostname.Trim().ToLower()
if (!$hostname.StartsWith("https://"))
{

if ($hostname.StartsWith("http://"))
{

$hostname = $hostname.Replace("http","https")
} else {

$hostname = "https://" + $hostname
}

}
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Write-Host "Enter username"
$secUsername = Read-Host -AsSecureString
$username =

[Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($secUsername))

Write-Host "Enter password"
$secPassword = Read-Host -AsSecureString
$password =

[Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($secPassword))

$absolutePath = $backupDirectory + $backupFile

Write-Host "If using Active Directory, enter the Active Directory domain"
Write-Host " (Leave this field blank if not using Active Directory.)"
$ADName = Read-Host

$loginVals = @{ hostname = $hostname; userName = $username; password = $password; backupPath = $absolutePath;

backupFile = $backupFile; authLoginDomain = $ADName; }

return $loginVals
}

##### getApiVersion: Get X_API_Version #####
function getApiVersion ([int32] $currentApiVersion,[string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Sends a web request to the appliance to obtain the current Api version.
Returns the lower of: Api version supported by the script and Api version
supported by the appliance.

.PARAMETER currentApiVersion
Api version that the script is currently using

.PARAMETER hostname
The appliance address to send the request to (in https://{ipaddress} format)

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
Outputs the new active Api version

.EXAMPLE
$global:scriptApiVersion = getApiVersion()

#>

# the particular Uri on the Appliance to reqest the Api Version
$versionUri = "/rest/version"

# append the Uri to the end of the IP address to obtain a full Uri
$fullVersionUri = $hostname + $versionUri

# use setup-request to issue the REST request api version and get the response
try
{
$applianceVersionJson = setup-request -Uri $fullVersionUri -method "GET" -accept "application/json"

-contentType "application/json"
if ($applianceVersionJson -ne $null)
{
$applianceVersion = $applianceVersionJson | convertFrom-Json
$currentApplianceVersion = $applianceVersion.currentVersion
if ($currentApplianceVersion -lt $currentApiVersion)
{
return $currentApplianceVersion

}
return $currentApiVersion

}
}
catch [System.Exception]
{
if ($global:interactiveMode -eq 1)
{
Write-Host $error[0].Exception.Message

}
else
{
Write-EventLog -EventId 100 -LogName Application -Source backup.ps1 -Message $error[0].Exception.Message

}
}

}

##### Send the login request to the appliance #####
function login-appliance ([string]$username,[string]$password,[string]$hostname,[string]$ADName)
{
<#

.DESCRIPTION
Attempts to send a web request to the appliance and obtain an authorized sessionID.
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.PARAMETER username
The username to log into the remote appliance

.PARAMETER password
The correct password associated with username

.PARAMETER hostname
The appliance address to send the request to (in https://{ipaddress} format)

.PARAMETER ADName
The Active Directory name (optional)

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
Outputs the response body containing the needed session ID.

.EXAMPLE
$authtoken = login-appliance $username $password $hostname $ADName

#>

# the particular URI on the Appliance to reqest an "auth token"
$loginURI = "/rest/login-sessions"

# append the URI to the end of the IP address to obtain a full URI
$fullLoginURI = $hostname + $loginURI
# create the request body as a hash table, then convert it to json format
if ($ADName)
{
$body = @{ userName = $username; password = $password; authLoginDomain = $ADName } | convertTo-json

}
else # null or empty
{
$body = @{ userName = $username; password = $password } | convertTo-json

}

try
{
# create a new webrequest object and give it the header values that will be accepted by the Appliance, get

response
$loginRequest = setup-request -Uri $fullLoginURI -method "POST" -accept "application/json" -contentType

"application/json" -Body $body
Write-Host "Login completed successfully."

}
catch [System.Exception]
{
Write-Host $_.Exception.message
Write-Host $error[0].Exception
return

}

#the output for the function, a hash table which contains a single value, "sessionID"
$loginRequest | convertFrom-Json
return

}

##### Upload the backup file to the appliance #####
function uploadTo-appliance ([string]$filepath,[string]$authinfo,[string]$hostname,[string]$backupFile)
{
<#

.DESCRIPTION
Attempts to upload a backup file to the appliance. Tries to use the curl command.
The curl command has significantly better performance especially for large backups.
If curl isn't installed, invokes uploadTo_appliance-without-curl to upload the file.

.PARAMETER filepath
The absolute filepath to the backup file.

.PARAMETER authinfo
The authorized session ID returned by the login request

.PARAMETER hostname
The appliance to connect to

.PARAMETER backupFile
The name of the file to upload. Only used to tell the server what file is contained in the post

request.

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The response body to the upload post request.

.EXAMPLE
$uploadResponse = uploadTo-appliance $filePath $sessionID $hostname $fileName

#>

$uploadUri = "/rest/backups/archive"
$fullUploadUri = $hostname + $uploadUri
$curlUploadCommand = "curl -s -k -X POST " +
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"-H 'content-type: multipart/form-data' " +
"-H 'accept: application/json' " +
"-H 'auth: " + $authinfo + "' " +
"-H 'X-API-Version: $global:scriptApiVersion' " +
"-F file=@" + $filepath + " " +
$fullUploadUri

Write-Host "Uploading backup file to appliance, this may take a few minutes..."
try
{
$testCurlSslOption = curl -V
if ($testCurlSslOption -match "SSL")
{
$rawUploadResponse = invoke-expression $curlUploadCommand
if ($rawUploadResponse -eq $null)
{
return

}
$uploadResponse = $rawUploadResponse | convertFrom-Json

if ($uploadResponse.status -eq "SUCCEEDED")
{
Write-Host "Upload complete."
return $uploadResponse

}
else
{
Write-Host $uploadResponse
return

}
}
else
{

Write-Host "Version of curl must support SSL to get improved upload performance."
return uploadTo-appliance-without-curl $filepath $authinfo $hostname $backupFile

}
}
catch [System.Management.Automation.CommandNotFoundException]
{
return uploadTo-appliance-without-curl $filepath $authinfo $hostname $backupFile

}
catch [System.Exception]
{
Write-Host "Not able to upload backup"
Write-Host $error[0].Exception
return

}
}

##### Upload the backup file to the appliance without using the curl command #####
function uploadTo-appliance-without-curl
([string]$filepath,[string]$authinfo,[string]$hostname,[string]$backupFile)
{
<#

.DESCRIPTION
Attempts to upload a backup to the appliance without using curl.

.PARAMETER filepath
The absolute filepath to the backup file.

.PARAMETER authinfo
The authorized session ID returned by the login request

.PARAMETER hostname
The appliance to connect to

.PARAMETER backupFile
The name of the file to upload. Only used to tell the server what file is contained in the post

request.

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The response body to the upload post request.

.EXAMPLE
$uploadResponse = uploadTo-appliance $filePath $sessionID $hostname $fileName

#>

$uploadUri = "/rest/backups/archive"
$fullUploadUri = $hostname + $uploadUri
$uploadTimeout = 43200000 # 12 hours
$bufferSize = 65536 # bytes

try
{
[net.httpsWebRequest]$uploadRequest = [net.webRequest]::create($fullUploadUri)
$uploadRequest.method = "POST"
$uploadRequest.Timeout = $uploadTimeout
$uploadRequest.ReadWriteTimeout = $uploadTimeout
$uploadRequest.SendChunked = 1
$uploadRequest.AllowWriteStreamBuffering = 0
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$uploadRequest.accept = "application/json"
$boundary = "----------------------------bac8d687982e"
$uploadRequest.ContentType = "multipart/form-data; boundary=----------------------------bac8d687982e"
$uploadRequest.Headers.Add("auth", $authinfo)
$uploadRequest.Headers.Add("X-API-Version", $global:scriptApiVersion)
$fs = New-Object IO.FileStream ($filepath,[System.IO.FileMode]::Open)
$rs = $uploadRequest.getRequestStream()
$rs.WriteTimeout = $uploadTimeout
$disposition = "Content-Disposition: form-data; name=""file""; filename=""encryptedBackup"""
$conType = "Content-Type: application/octet-stream"

[byte[]]$BoundaryBytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("--" + $boundary + "`r`n")
$rs.write($BoundaryBytes,0,$BoundaryBytes.Length)

[byte[]]$contentDisp = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($disposition + "`r`n")
$rs.write($contentDisp,0,$contentDisp.Length)

[byte[]]$contentType = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($conType + "`r`n`r`n")
$rs.write($contentType,0,$contentType.Length)

$fs.CopyTo($rs,$bufferSize)
$fs.close()

[byte[]]$endBoundaryBytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes("`n`r`n--" + $boundary + "--`r`n")
$rs.write($endBoundaryBytes,0,$endBoundaryBytes.Length)
$rs.close()

}
catch [System.Exception]
{
Write-Host "Not able to send backup"
Write-Host $error[0].Exception

}
try
{
[net.httpsWebResponse]$response = $uploadRequest.getResponse()
$responseStream = $response.getResponseStream()
$responseStream.ReadTimeout = $uploadTimeout
$streamReader = New-Object IO.StreamReader ($responseStream)
$rawUploadResponse = $streamReader.readtoend()
$response.close()

if ($rawUploadResponse -eq $null)
{
return

}

$uploadResponse = $rawUploadResponse | convertFrom-Json

if ($uploadResponse.status -eq "SUCCEEDED")
{
Write-Host "Upload complete."
return $uploadResponse

}
else
{
Write-Host $rawUploadResponse
Write-Host $uploadResponse
return

}
}
catch [Net.WebException]
{
Write-Host $error[0]
$errorResponse = $error[0].Exception.InnerException.Response.getResponseStream()
$sr = New-Object IO.StreamReader ($errorResponse)

$frawErrorStream = $sr.readtoend()
$error[0].Exception.InnerException.Response.close()
$errorObject = $rawErrorStream | convertFrom-Json

Write-Host $errorObject.errorcode $errorObject.message $errorObject.resolution
return

}
}

##### Initiate the restore process #####
function start-restore ([string]$authinfo,[string]$hostname,[object]$uploadResponse)
{
<#

.DESCRIPTION
Sends a POST request to the restore resource to initiate a restore.

.PARAMETER authinfo
The authorized sessionID obtained from login.

.PARAMETER hostname
The appliance to connect to.

.PARAMETER uploadResponse
The response body from the upload request. Contains the backup URI needed for restore call.

.INPUTS
None, does not accept piping
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.OUTPUTS
Outputs the response body from the POST restore call.

.EXAMPLE
$restoreResponse = start-restore $sessionID $hostname $uploadResponse

#>
# append the appropriate URI to the IP address of the Appliance
$backupUri = $uploadResponse.uri
$restoreUri = "/rest/restores"
$fullRestoreUri = $hostname + $restoreURI
$body = @{ type = "RESTORE"; uriOfBackupToRestore = $backupUri } | convertTo-json
# create a new webrequest and add the proper headers
try
{
$rawRestoreResponse = setup-request -uri $fullRestoreUri -method "POST" -accept "application/json" -contentType

"application/json" -authValue $authinfo -Body $body

$restoreResponse = $rawRestoreResponse | convertFrom-Json
return $restoreResponse

}

catch [Net.WebException]
{
Write-Host $_.Exception.message

}
}

##### Check for the status of ongoing restore #####
function restore-status ([string]$authinfo = "foo",[string]$hostname,[object]$restoreResponse,[string]$recoveredUri
= "")
{
<#

.DESCRIPTION
Uses GET requests to check the status of the restore process.

.PARAMETER authinfo
**to be removed once no longer a required header**

.PARAMETER hostname
The appliance to connect to

.PARAMETER restoreResponse
The response body from the restore initiation request.

.PARAMETER recoveredUri
In case of a interruption in the script or connection, the Uri for status is instead obtained through

this parameter.

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
None, end of script upon completion or fail.

.EXAMPLE
restore-status *$authinfo* -hostname $hostname -restoreResponse $restoreResponse

or

restore-status -hostname $hostname -recoveredUri $recoveredUri
#>

$retryCount = 0
$retryLimit = 5
$retryMode = 0

# append the appropriate URI to the IP address of the Appliance

if ($recoveredUri -ne "")
{
$fullStatusUri = $hostname + $recoveredUri
write-host $fullStatusUri

}
else
{
$fullStatusUri = $hostname + $restoreResponse.uri

}
do
{
try
{
# create a new webrequest and add the proper headers (new header, auth is needed for authorization
$rawStatusResp = setup-request -uri $fullStatusUri -method "GET" -accept "application/json" -contentType

"application/json" -authValue $authinfo
$statusResponse = $rawStatusResp | convertFrom-Json
$trimmedPercent = ($statusResponse.percentComplete) / 5
$progressBar = "[" + "=" * $trimmedPercent + " " * (20 - $trimmedPercent) + "]"
Write-Host "`rRestore progress: $progressBar " $statusResponse.percentComplete "%" -NoNewline

}
catch [Net.WebException]
{
try
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{
$errorResponse = $error[0].Exception.InnerException.Response.getResponseStream()
$sr = New-Object IO.StreamReader ($errorResponse)

$rawErrorStream = $sr.readtoend()
$error[0].Exception.InnerException.Response.close()
$errorObject = $rawErrorStream | convertFrom-Json

Write-Host $errorObject.message $errorObject.recommendedActions
}
catch [System.Exception]
{

Write-Host "`r`n" $error[1].Exception
}

# The error may be transient; retry several times. If it still fails, return with an error.
$retryCount++
$retryMode = 1
if ($retryCount -le $retryLimit)
{

Write-Host "In restore-status retrying GET on $fullStatusUri. retry count: $retryCount`r`n"
sleep 5
continue

}
else
{

Write-Host "`r`nRestore may have failed! Could not determine the status of the restore."
return

}
}
if ($statusResponse.status -eq "SUCCEEDED")
{
Write-Host "`r`nRestore complete!"
return

}
if ($statusResponse.status -eq "FAILED")
{
Write-Host "`r`nRestore failed! System should now undergo a reset to factory defaults."

}
Start-Sleep 10

} while (($statusResponse.status -eq "IN_PROGRESS") -or ($retryMode -eq 1))

return
}

##### Recovers Uri to the restore resource if connection lost #####
function recover-restoreID ([string]$hostname)
{
<#

.DESCRIPTION
Uses GET requests to check the status of the restore process.

.PARAMETER hostname
The appliance to end the request to.

.INPUTS
None, does not accept piping

.OUTPUTS
The Uri of the restore task in string form.

.EXAMPLE
$reacquiredUri = recover-restoredID $hostname

#>

$idUri = "/rest/restores/"
$fullIdUri = $hostname + $idUri
try
{
$rawIdResp = setup-request -uri $fullIdUri -method "GET" -contentType "application/json" -accept

"application/json" -authValue "foo"
$idResponse = $rawIdResp | convertFrom-Json

}
catch [Net.WebException]
{
$_.Exception.message
return

}
return $idResponse.members[0].uri

}

function setup-request ([string]$uri,[string]$method,[string]$accept,[string]$contentType =
"",[string]$authValue="0", [object]$body = $null)
{
<#
.DESCRIPTION

A function to handle the more generic web requests to avoid repeated code in every function.

.PARAMETER uri
The full address to send the request to (required)

.PARAMETER method
The type of request, namely POST and GET (required)
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.PARAMETER accept
The type of response the request accepts (required)

.PARAMETER contentType
The type of the request body

.PARAMETER authValue
The session ID used to authenticate the request

.PARAMETER body
The message to put in the request body

.INPUTS
None

.OUTPUTS
The response from the appliance, typically in Json form.

.EXAMPLE
$responseBody = setup-request -uri https://10.10.10.10/rest/doThis -method "GET" -accept "application/json"

#>
try
{
[net.httpsWebRequest]$request = [net.webRequest]::create($uri)
$request.method = $method
$request.accept = $accept

$request.Headers.Add("Accept-Language: en-US")
if ($contentType -ne "")
{
$request.ContentType = $contentType

}
if ($authValue -ne "0")
{
$request.Headers.Item("auth") = $authValue

}
$request.Headers.Add("X-API-Version: $global:scriptApiVersion")
if ($body -ne $null)
{
#write-host $body
$requestBodyStream = New-Object IO.StreamWriter $request.getRequestStream()
$requestBodyStream.WriteLine($body)

$requestBodyStream.flush()
$requestBodyStream.close()

}

# attempt to connect to the Appliance and get a response
[net.httpsWebResponse]$response = $request.getResponse()

# response stored in a stream
$responseStream = $response.getResponseStream()
$sr = New-Object IO.StreamReader ($responseStream)

#the stream, which contains a json object is read into the storage variable
$rawResponseContent = $sr.readtoend()
$response.close()
return $rawResponseContent

}
catch [Net.WebException]
{
try
{

$errorResponse = $error[0].Exception.InnerException.Response.getResponseStream()
$sr = New-Object IO.StreamReader ($errorResponse)
$rawErrorStream = $sr.readtoend()
$error[0].Exception.InnerException.Response.close()
$errorObject = $rawErrorStream | convertFrom-Json
Write-Host "errorCode returned:" $errorObject.errorCode
Write-Host "when requesting a $method on $uri`r`n"
Write-Host $errorObject.message ";" $errorObject.recommendedActions

}
catch [System.Exception]
{

Write-Host $error[1].Exception.Message
}
throw
return

}
}

##### Begin main #####

#this checks to see if the user wants to just check a status of an existing restore
if ($args.count -eq 2)
{
foreach ($item in $args)
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{
if ($item -eq "-status")
{
[void]$foreach.movenext()
$hostname = $foreach.current
# Correct some common errors in hostname
$hostname = $hostname.Trim().ToLower()
if (!$hostname.StartsWith("https://"))
{

if ($hostname.StartsWith("http://"))
{

$hostname = $hostname.Replace("http","https")
} else {

$hostname = "https://" + $hostname
}

}
}

else
{

Write-Host "Invalid arguments."
return

}
}

$reacquiredUri = recover-restoreID -hostname $hostname
if ($reacquiredUri -eq $null)
{
Write-Host "Error occurred when fetching active restore ID. No restore found."
return

}
restore-status -recoveredUri $reacquiredUri -hostname $hostname

return
}
elseif ($args.count -eq 0)
{
$loginVals = query-user
if ($loginVals -eq $null)
{
Write-Host "Error passing user login vals from function query-host, closing program."
return

}

#determines the active Api version
$global:scriptApiVersion = getApiVersion $global:scriptApiVersion $loginVals.hostname
if ($global:scriptApiVersion -eq $null)
{
Write-Host "Could not determine appliance Api version"
return

}

$authinfo = login-appliance $loginVals.userName $loginvals.password $loginVals.hostname
$loginVals.authLoginDomain
if ($authinfo -eq $null)
{
Write-Host "Error getting authorized session from appliance, closing program."
return

}

$uploadResponse = uploadTo-appliance $loginVals.backupPath $authinfo.sessionID $loginVals.hostname
$loginVals.backupFile
if ($uploadResponse -eq $null)
{
Write-Host "Error attempting to upload, closing program."
return

}

$restoreResponse = start-restore $authinfo.sessionID $loginVals.hostname $uploadResponse
if ($restoreResponse -eq $null)
{
Write-Host "Error obtaining response from Restore request, closing program."
return

}
restore-status -hostname $loginVals.hostname -restoreResponse $restoreResponse -authinfo $authinfo.sessionID

return
}
else
{
Write-Host "Usage: restore.ps1"
Write-Host "or"
Write-Host "restore.ps1 -status https://{ipaddress}"
return

}
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C認証ディレクトリサービス
この付録では、認証ディレクトリサービスを HPE OneView アプライアンスに追加するために
検索コンテキストフィールドを正しく適用するのに役立つ追加情報を提供します。

C.1 Microsoft Active Directory 構成
C.1.1 同じ OU 内のユーザーとグループ

次の表に、ユーザーとグループが同じ組織単位（OU）の下にまとめられている Microsoft Active
Directory 構成について、[ディレクトリの追加]画面の [検索コンテキスト]フィールドの全般的
なマッピングを示します。 [ディレクトリの追加]画面については、オンラインヘルプを参照し
てください。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=domain,DC=domainCN=Organizational_UnitCN検索コンテキスト

この例では、ドメインはexample.com で、ユーザーとグループはUsers コンテナー（デフォ
ルトの組織単位）の下にあります。

server_admin という名前のユーザーを認証する [検索コンテキスト]フィールドのエントリー
は次のとおりです。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=example,DC=comCN=UsersCN検索コンテキスト

C.1.2 同じ親の下の異なる OU にあるユーザーとグループ
次の表に、ユーザーとグループが別々の OU にあり、それらの OU が両方とも別の 1 つの親
OU の下にある Microsoft Active Directory 構成について、[ディレクトリの追加]画面の [検索コ
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ンテキスト]フィールドの全般的なマッピングを示します。 [ディレクトリの追加]画面について
は、オンラインヘルプを参照してください。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=domain,DC=domainOU=Organizational_UnitCN検索コンテキスト

この例では、Users とGroups の 2 つの子を持つ、Accounts という名前の親 OU がありま
す。

ドメインはexample.com です。

Users OU 内のユーザーを認証する [検索コンテキスト]フィールドのエントリーは次のとおり
です。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=example,DC=comOU=AccountsCN検索コンテキスト

C.1.3 異なる親の下の異なる OU にあるユーザーとグループ
次の表に、ユーザーとグループのアカウントが別々の OU（OU1 および OU2 として表示）に
ある Microsoft Active Directory 構成について、[ディレクトリの追加]画面の [検索コンテキスト]
フィールドの全般的なマッピングを示します。 [ディレクトリの追加]画面については、オンラ
インヘルプを参照してください。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=domain,DC=domainOU=child_OU,OU=parent_OU +
...

CN検索コンテキスト

この例では、ドメインexample.com に、User Accounts とGroup Accounts という 2 つ
の別々の OU があります。
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OU の指定は、次の形式を取ります。
OU=child_OU,OU=parent_OU

例では、指定可能な 4 つの異なるアカウントがあります。
OU=Admin Users,OU=User Accounts,DC=example.DC=com
OU=Finance Users,OU=User Accounts,DC=example.DC=com
OU=Admin,OU=Group Accounts,DC=example.DC=com
OU=Others,OU=Group Accounts,DC=example.DC=com

フィールド 2 で+ 文字を使用することで、最大 10 まで検索コンテキストを組み合わせること
ができます。 この構造は、複数の相対識別名（RDN）と呼ばれます。
この例では、これらのユーザーとグループを認証する [検索コンテキスト]フィールドのエント
リーは次のとおりです。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=example,DC=comOU=Admin Users,OU=User
Accounts + OU=Finance
Users,OU=User Accounts +
OU=Admin,OU=Group Accounts +
OU=Others,OU=Group Accounts

CN検索コンテキスト

C.1.4 組み込みグループ
Microsoft Active Directory には組み込みグループの機能があり、特定のグループが定義済みの
コンテナーに自動的に配置されます。 これらの組み込みグループには、以下のものが含まれま
す。

• Domain Users
• Domain Admins
• Enterprise Admins
Microsoft Active Directory のDomain Users グループには、ドメインで作成されたすべての
ユーザーが含まれています。 この例では、Users の下にあるすべてのユーザーアカウントが
Domain Users に含まれています。
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ただし、Domain Users グループ内のユーザーアカウントは認証されません。 組織単位を指
定する必要があります。

組み込みグループとその動作について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してくださ
い。

C.2 OpenLDAP ディレクトリ構成
次の表に、ユーザーとグループが異なる組織単位（OU）の下にまとめられている OpenLDAP
構成について、[ディレクトリの追加]画面の [検索コンテキスト]フィールドの全般的なマッピ
ングを示します。 [ディレクトリの追加]画面については、オンラインヘルプを参照してくださ
い。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=domain,DC=domainOU=Organizational_UnitCN検索コンテキスト

この例では、ユーザーアカウントはPeople OU の下にあり、グループはGroups OU の下にあ
ります。
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この例では、ユーザーを認証する（グループは認証しません）[検索コンテキスト]フィールド
のエントリーは次のとおりです。

フィールド 3フィールド 2フィールド 1

DC=example,DC=comOU=PeopleCN検索コンテキスト

注記: Groups OU は、検索コンテキストフィールド 2 に対しては有効ではありません。 デ
フォルトでは、すべてのグループはGroups OU の下でのみ検索されます。 OpenLDAP の場
合、グループは常にGroups OU の下で作成する必要があります。

C.3 ディレクトリサーバー構成の検証
これらの要件について詳しくは、オンラインヘルプの「[ディレクトリの追加] 画面の詳細」お
よび「[ディレクトリサーバーの追加] 画面の詳細」を参照してください。
さらに、グループを識別してアクセスできるように、有効な検索コンテキストがなければなり
ません。

適切なディレクトリサーバー構成を確認するには、以下の手順を使用します。

前提条件 

• 必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

• 認証ディレクトリサービスのホストサーバーの必要条件は、以下のとおりです。

SSL を介して通信する。◦
◦ LDAP の SSL ポートで一致する。

◦ 完全修飾ドメイン名または IP アドレスを介してアクセスできる。

◦ RSA アルゴリズムに基づく使用可能な SSL 証明書がある。

ディレクトリサーバー構成の検証

1. ping コマンドを使用して、ディレクトリサーバーへの接続があるかどうか判別します。
ping directory_server_host_name

2. ディレクトリサーバー証明書のパブリックキーが RSA アルゴリズムに基づいていること
を確認します。

ディレクトリサーバーがラウンドロビン DNS サーバーとして動作している多数の DNS
サーバーである場合は、各サーバーに一意の証明書があります。 nslookup を使用して
サーバーを一覧表示し、いずれかを選択します。
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openssl s_client コマンドを使用してサーバーに接続します。 ホスト名とポートを指
定します。

[ディレクトリサーバーの追加] 画面の [証明書] フィールドにサーバー証明書をコピーしま
す。

証明書がパブリックキーをRSA（n ビット）として指定することを確認します。 Microsoft
Active Directory のデフォルトのオプションは、RSA 2048 ビットです。

3. 証明書のタイムスタンプがアプライアンスの時刻よりも古いことを確認します。

アプライアンスとディレクトリが異なるタイムサーバーと同期している場合、または異な
るタイムゾーンで実行されている場合は、これが問題になることがあります。

4. アプライアンスコンソールから ldapsearch コマンドを実行して、検索コンテキストを
検証します。

DC=example,DC=com

Username: server_admin

CN=UsersCN検索コンテキス
ト

この例の場合、TLS/SSL を使用する ldapsearch コマンドは以下のようになります。

LDAPTLS_CACERT=location_of_certificate
ldapsearch -LLL
–Z -H ldaps://host_name:port
-b "base-DN"
-D "bind-DN"
–W [cn/uid/ssAMAccountName/userPrincipalName]

この例の場合、TLS/SSL を使用しない ldapsearch コマンドは以下のようになります。
ldapsearch -LLL
-H ldap://IP_address:389
-b "cn=users,dc=example,dc=com"
-D "cn=server_admin,cn=users,dc=example,dc=com"
–W CN

C.4 LDAP スキーマのオブジェクトクラス
以下に、オブジェクトクラスを使用して作成されるグループをディレクトリの種類別に示しま
す。 このような LDAP グループを、HPE OneView に追加して役割を割り当てる必要がありま
す。 オンラインヘルプで、役割の割り当てに関する情報を参照してください。

Active Directory
Active Directory では、以下の LDAP スキーマオブジェクトクラスのいずれかを使用してグルー
プを作成できます。

• groupofNames

• groups

• groupofUniqueNames

グループのメンバーは、この例のようにグループ名のプロパティを調べることによって表示し
ます。
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OpenLDAP

OpenLDAP では、以下の LDAP スキーマオブジェクトクラスのいずれかを使用してグループ
を作成できます。

• groupofUniqueNames

• groupofNames

この例のように、objectClass をgroupOfUniqueNames として使用して作成したグループ
のメンバーは、uniqueMember の下にあります。

次に示すように、objectClass をgroupOfNames またはgroups として使用して作成したグ
ループのメンバーは、member の下にあります。
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D HPE Insight Control サーバープロビジョニングと連動
した HPE Smart Update ツールのインストール

インストール手順については、 www.hpe.com/info/hpsut/docs （英語）にある『Smart Update
Tools User Guide』を参照してください。Smart Update ツール（SUT）は、ProLiant サーバー
上に HPE Insight Control サーバープロビジョニングとともにインストールすることができま
す。

SUT は Auto Deploy モードでインストールされます。 Auto Stage モードでは、SUT はホスト
サーバーの一時的な場所にコンポーネントをステージングします。 SUT がインストールされ
ると、以降の操作では OS 管理者がコマンドラインからコマンドを実行する必要があります。
オンデマンドモード、手動モード、またはスクリプトモード（すべてのリクエストをコマンド
ライン引数としてサーバー上で制御できる）に SUT の展開モードを変更するには、
www.hpe.com/info/sut-docs （英語）にある『Smart Update ツールユーザーガイド』を参照
してください。

データセンター内のすべてのサーバー間でスケーリングされた展開を実行するには、
www.hpe.com/info/sut-docs （英語）にある『Smart Update ツールユーザーガイド』を参照
してください。

注記: SUT を自動モードで実行するように設定すると、SUT がホストサーバー上のバック
グラウンドで実行されます。 HPE OneView および SUT は、HPE iLO REST インターフェイ
ス経由で通信します。 HPE OneView に表示されたファームウェアのインストール状態は、常
に最新の状態に維持されます。
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Eメンテナンスコンソール
• 「メンテナンスコンソールについて」(485 ページ)
• 「メンテナンスコンソールのパスワードについて」(487 ページ)
• 「工場出荷時リセット操作について」(488 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのアクセス」(488 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのログイン」(489 ページ)
• 「メンテナンスコンソールのメインメニュー画面の詳細」(489 ページ)
• 「メンテナンスコンソールの詳細画面の詳細」(490 ページ)
• 「メンテナンスコンソールでのアプライアンスの状態」(491 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用して工場出荷時設定へのリセットを実行 」(492 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用した管理者パスワードのリセット」(493 ページ)
• 「メンテナンスコンソールのパスワードをリセット」(494 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスの再起動」(495 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスのシャットダウン」(495 ページ)
• 「アプライアンスの詳細の表示」(496 ページ)

E.1 メンテナンスコンソールについて
メンテナンスコンソールへのアクセスについて詳しくは、『メンテナンスコンソールへのアク
セス』を参照してください。

メンテナンスコンソール（図 24 (486 ページ)）では、アプライアンスの Web ユーザーインター
フェース（UI）にアクセスできない場合に必要になることのある特定の管理コマンドを利用で
きます。
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図 24 メンテナンスコンソールのメインメニューの例

多くのメンテナンスコンソール画面では、左上にローカルアプライアンスがホスト名で示され
ます。

メンテナンスコンソールには、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。

• 通常動作中

• 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

• 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。

• 管理者パスワードをリセットする。

• アプライアンスを工場出荷時設定へリセットします。

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

• メンテナンスコンソールからログアウトする。
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注記: メンテナンスコンソールで表示されるコマンドは、アプライアンスの現在の状態に依
存します。

操作  

• メンテナンスコンソールの画面内を移動するには、タブキーと矢印キーを使用します。

• コマンドは、対応するホットキーとともに表示されます。 これらのキーは括弧で囲まれて
表示されます（図 24 (486 ページ)に記載）。 ホットキーを押すと、コマンドが選択されま
す。

• Enter キーを使用して選択を起動できます。 つまり、選択した後にEnter キーを押すと、
コマンドが実行されます。

関連項目  

• 『メンテナンスコンソールへのアクセス』

• 『メンテナンスコンソールへのログイン』

• 『アプライアンスの詳細の表示』

• 『メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスの再起動』

• 『メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスのシャットダウン』

• 『メンテナンスコンソールを使用した管理者パスワードのリセット』

• メンテナンスコンソール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

E.2 メンテナンスコンソールのパスワードについて
メンテナンスコンソールには、初期パスワードがありません。 設定するには、「メンテナンス
コンソールのパスワードをリセット」(494 ページ)を参照してください。
メンテナンスコンソールのパスワードは、以下の最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
• 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、メンテナンスコンソールのパスワードはバックアップされません。 メ
ンテナンスコンソール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: メンテナンスコンソール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。

詳細情報

「メンテナンスコンソールについて」(485 ページ)
「メンテナンスコンソールのパスワードをリセット」(494 ページ)
「工場出荷時リセット操作について」(488 ページ)
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E.3 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: デフォルトでは、工場出荷時設定へのリセット操作により、HPE OneView 内のログ、
ネットワーク設定、および管理対象デバイス設定などのアプライアンスデータが消去されま
す。 ネットワーク設定とログを明示的に保存するオプションがあります。
アプライアンスをエラーから復旧しようとするときは、アプライアンスがネットワークからア
クセスできる状態を維持するためにネットワーク設定を保存するのが最も安全なオプションで
す。

この操作を行う前に、最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。

工場出荷時設定へのリセット操作は UI またはメンテナンスコンソールから実行できます。
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、または

• 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）。

詳細情報

工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット
メンテナンスコンソールを使用して工場出荷時設定へのリセット操作を実行
アプライアンスのバックアップについて

E.4 メンテナンスコンソールへのアクセス
仮想コンソールまたは SSH 接続を介してメンテナンスコンソールにアクセスします。

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。 メンテナンスコンソールから管理者パスワードをリセットできま
す。

SSH 接続からメンテナンスコンソールへアクセス

注記: SSH 接続を通じてメンテナンスコンソール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
• vSphere/vCenter コンソール

SSH を使用したメンテナンスコンソールへのアクセス
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. 仮想アプライアンスコンソール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. メンテナンスコンソールへログインします。

仮想コンソールからのメンテナンスコンソールへのアクセス

1. 仮想アプライアンスコンソールにアクセスします。

2. ログインプロンプトでユーザー名maintenance を入力します。
3. メンテナンスコンソールへログインします。

詳細情報

「メンテナンスコンソールについて」(485 ページ)
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E.5 メンテナンスコンソールへのログイン
メンテナンスコンソールにアクセスすると、ログイン画面またはメンテナンスコンソールのメ
インメニューのいずれかが表示されます。

• アプライアンスコンソールからアクセスすると、メンテナンスコンソールのメインメニュー
がすぐに表示されます。

最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。 パスワードのリセットについて詳しくは、「メンテナンスコン
ソールを使用した管理者パスワードのリセット」(493 ページ)を参照してください。

• 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。
ログインするには、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。

メンテナンスコンソール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、メンテナンスコンソールのセッションが閉じます。

詳細情報

「メンテナンスコンソールについて」(485 ページ)
「メンテナンスコンソールへのアクセス」(488 ページ)
「メンテナンスコンソールのメインメニュー画面の詳細」(489 ページ)

E.6 メンテナンスコンソールのメインメニュー画面の詳細

説明
画面のコンポーネン
ト

HPE OneView のメンテナンスコンソールを識別します。タイトル

アプライアンスのホスト名でその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。

アプライアンス識別
子

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。

アイコン

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。
Restoring from backup
Starting

状態テキスト

アプライアンス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、メンテナンスコンソールの幅になります。

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。

通知バナー

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
工場出荷時設定へのリセット
Launch service console

コマンド
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関連項目 

• 「メンテナンスコンソールについて」(485 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのアクセス」(488 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのログイン」(489 ページ)
• 「アプライアンスの詳細の表示」(496 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスの再起動」(495 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスのシャットダウン」(495 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用した管理者パスワードのリセット」(493 ページ)

E.7 メンテナンスコンソールの詳細画面の詳細
表示詳細コマンドでは、この画面が表示されます。

説明
画面のコンポーネン
ト

HPE OneView のメンテナンスコンソールを識別します。タイトル

アプライアンスのホスト名でその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。

アプライアンス識別
子

アプライアンスの全般的な状態を右上に示します。アイコン

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。

Restoring from backup
Starting
Active

状態テキスト

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、メンテナンスコンソールの幅になります。

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。

通知バナー

アプライアンスのホスト名を表示します。[ホスト名]

アプライアンスの IP アドレスを表示します。[IP アドレス]

HPE OneView が動作しているアプライアンスのモデル番号。[モデル]

HPE OneView 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
ファームウェアが最後に更新された日時。

[ファームウェア]

アプライアンスのシリアル番号。[シリアル番号]
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E.8 メンテナンスコンソールでのアプライアンスの状態
メンテナンスコンソールでは、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。

操作状況状態

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

認定されたサポート担当者に問い合わせ
て障害が発生したディスクを交換

アプライアンスクラスターではありませ
ん。

アクティブ

ディスクに障害が発生

認定されたサポート担当者に問い合わせ
て障害が発生したディスクを交換

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。

認定されたサポート担当者に問い合わせ
て障害が発生したディスクを交換

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。

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

スタンバイの同調中

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。

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。

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

認定されたサポート担当者に問い合わせ
て障害が発生したディスクを交換

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。

スタンバイ

ディスクに障害が発生

認定されたサポート担当者に問い合わせ
て障害が発生したディスクを交換

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。

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。

スタンバイ

Synchronizing
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操作状況状態

この問題の解決方法の詳細については、
「アプライアンスがオフラインで、手動
のアクションが必要」(395 ページ)を参照
してください。

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。

オフライン

手動のアクションが必要

この問題の解決方法の詳細については、
「Oops」(91 ページ)を参照してくださ
い。

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。

オフライン

復旧不能エラー

この問題の解決方法の詳細については、
「アプライアンスはオフラインで、使用
できません」(396 ページ)を参照してくだ
さい。

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。

オフライン

使用不能（不完全なデータ）

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。

[リセット中]

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。

再起動

復元が完了した後、アプライアンスが再
起動されます。

Restoring from backup

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。

[開始中]

障害の原因特定に関する情報については、
「予期しないアプライアンスのシャット
ダウン」(382 ページ)を参照してくださ
い。

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。

[開始中]
障害からの復旧

ローカルアプライアンスがシャットダウ
ンします。

シャットダウン

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。

[テンポラリ利用不可]

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。

[アップデート中]

E.9 メンテナンスコンソール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。

• サポートダンプファイルを作成し、安全に保管するために外部に保存します。

メンテナンスコンソールを使用した工場出荷時設定へのリセット

1. メンテナンスコンソール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。
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。
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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. [P] を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を進める一方でネットワークの設定
およびログを保存します。

このオプションは、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、また
は新しい構成を適用したい場合に使用します。

c. [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。

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。

4. 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。

5. 動作を観察して、確認します。

詳細情報

「工場出荷時リセット操作について」(488 ページ)

E.10 メンテナンスコンソール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。

重要: リクエストコードは、メンテナンスコンソールの [Reset Password] 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、メンテナンスコンソールセッションを終了
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に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。

重要: 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 を介してメンテナンスコンソール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分かっている場合、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。

• この操作によって、ローカルadministrator 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。

Hewlett Packard Enterprise への問い合わせ方法について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
サポートへのアクセスを参照してください。
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前提条件 

• アプライアンスコンソールにアクセスできること。

メンテナンスコンソールを使用した管理者パスワードのリセット

1. 仮想アプライアンスコンソールにアクセスします。

2. メンテナンスコンソール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。
メンテナンスコンソール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。

• メンテナンスコンソール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、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するには、以下のいずれかを実行します。

• メンテナンスコンソールに情報を貼り付けることができる場合、電子メールのメッ
セージから認証コードをコピーし、メンテナンスコンソールのレスポンスフィールド
に貼り付けます。

• 以下の操作を実行して、ISO イメージから認証コードを読み取ります。
電子メールメッセージに添付されている ISO イメージを保存します。1.

2. ISO イメージを仮想メディアマウント（仮想 CD-ROM）としてマウントします。
3. メンテナンスコンソールで [Read from ISO] を選択します。
4. メンテナンスコンソールは ISO イメージを読み取り、しばらくすると、自動的に
レスポンスフィールドに認証コードが入力されます。

• レスポンスフィールドに手動で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または再入力します。

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. シングルユースパスワードを使用して、このアカウントで UI にログインします。
10. 表示された画面で、このアカウントの新しいパスワードを設定します。
11. 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。
詳細情報 

• 「メンテナンスコンソールについて」(485 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのアクセス」(488 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのログイン」(489 ページ)
• Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

E.11 メンテナンスコンソール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。

• メンテナンスコンソールの現在のパスワードを忘れた場合、以下を行います。

バックアップを実行します。1.
2. すべてのユーザーデータをバックアップします。

3. すべてのユーザーがログオフしており、タスクが実行されていないことを確認しま
す。
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4. アプライアンスを工場出荷時設定にリセットします。

工場出荷時設定へのリセット後は、メンテナンスコンソールのパスワードは有効にな
りません。

メンテナンスコンソールのパスワードのリセット

1. 仮想アプライアンス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、ユーザー名であるメンテナンスとパスワード（設定している場
合）を使用してログインします。

3. メンテナンスコンソールのメインメニューにアクセスします。

4. [メンテナンスコンソールのパスワードをリセット]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。

E.12 メンテナンスコンソール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メンテナンスコンソー
ルの使用方法について説明します。

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。

メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスの再起動

1. メンテナンスコンソールのメインメニューにアクセスします。

2. [Restart] を選択します。
アプライアンスを再起動することを確認します。

3. 再起動を観察して、確認します。

関連項目 

• 「メンテナンスコンソールへのアクセス」(488 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのログイン」(489 ページ)
• 「メンテナンスコンソールのメインメニュー画面の詳細」(489 ページ)
• 「メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスのシャットダウン」(495 ページ)

E.13 メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスのシャットダ
ウン

この手順では、アプライアンスを適切にシャットダウンするためのメンテナンスコンソールの
使用方法について説明します。

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。

メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスのシャットダウン

1. メンテナンスコンソール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 [Shut down] を選択します。
アプライアンスをシャットダウンすることを確認します。

3. シャットダウンを観察して、確認します。

関連項目 

• 「メンテナンスコンソールへのアクセス」(488 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのログイン」(489 ページ)
• 「メンテナンスコンソールのメインメニュー画面の詳細」(489 ページ)
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• 「メンテナンスコンソールを使用したアプライアンスの再起動」(495 ページ)

E.14 アプライアンスの詳細の表示
この手順を使用して、アプライアンスの詳細（状態、ホスト名、IP アドレス、モデル、ファー
ムウェアなど）を表示します。

アプライアンスの詳細表示

1. メンテナンスコンソール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。
メンテナンスコンソールの詳細画面が表示されます。

関連項目 

• 「メンテナンスコンソールの詳細画面の詳細」(490 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのアクセス」(488 ページ)
• 「メンテナンスコンソールへのログイン」(489 ページ)
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