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はじめに 

概要 
HPE BladeSystem Onboard Administratorは、HPE BladeSystem c-Classエンクロージャー（筐体）とエンクロー

ジャー内のすべての管理対象デバイスをサポートするエンクロージャー管理プロセッサー、サブシステム、および

ファームウェアベースです。 

Onboard Administratorは、エンクロージャー内のサーバーブレードまたはスイッチに関する基本的な管理タスクを

実行するための単一管理ポイントを提供します。Onboard Administratorは、エンクロージャーの設定手順を実行し、

エンクロージャーコンポーネントの動作時管理および設定を実現し、電子メール、SNMP、またはInsight Display
を利用してエンクロージャー内の問題を管理者に通知します。 

Hewlett Packard Enterpriseは、Onboard Administratorのセットアップを開始する前に、エンクロージャー固有の情

報について、HPE BladeSystem c3000またはc7000エンクロージャーのユーザーガイドを参照することをおすすめ

します。 

Onboard Administratorは、c-Classブレードおよびインターコネクトの管理を簡素化するいくつかの機能を備えてい

ます。BladeSystem c3000およびc7000エンクロージャーは、冗長Onboard Administratorモジュールを使用して構

成できるため、Onboard Administratorモジュールの1つに障害が発生しても、エンクロージャーおよびブレード全体

の管理が中断されなくなります。次の表に、エンクロージャーに冗長Onboard Administratorモジュールが搭載され

ている場合に拡張される、Onboard Administratorの機能を示します。Onboard Administratorモジュールが1つだけ搭

載されているエンクロージャーについては、その単一のOnboard Administratorモジュールが故障した場合や取り外

された場合のエンクロージャーの動作が表に示されています。Onboard Administratorファームウェアバージョン

2.31で導入されたエンクロージャー動的消費電力上限機能は、冗長Onboard Administratorモジュールが取り付けら

れているBladeSystemエンクロージャーでのみ利用できます。 

単一のOnboard Administratorと比較した冗長Onboard Administratorの使用の利点 
 

Onboard Administrator
の機能 

エンクロージャーが単一の

Onboard Administratorを
装備 

単一のOnboard Administrator
が故障した場合または取り外さ

れた場合 

エンクロージャーが冗長

Onboard Administrator
を装備 

すべてのブレードとイン
ターコネクトに対する電
力の割り当ておよび制御 

利用可能。エンクロージャー
動的消費電力上限機能は利
用 不 可 （ 冗 長 Onboard 
Administratorが必要）。 

利用不可。電源装置はすべてのブ
レードおよびインターコネクト
に電力供給を継続。ブレードまた
はインターコネクトへの電源投
入要求は不可。 

利用可能。いずれかの
Onboard Administrator に
障害が発生しても完全な
制御が可能。エンクロー
ジャー動的消費電力上限
機 能 に は 冗 長 Onboard 
Administratorが必要。 

すべてのブレードおよび
インターコネクトの冷却 

利用可能。完全に制御可能。 利用不可。すべてのエンクロー
ジャーファンは、ブレードおよびイ
ンターコネクトの過熱を防止する
ために、非管理の高速回転で動作。 

利用可能。いずれかの
Onboard Administrator に
障害が発生しても完全な
制御が可能。 

エンクロージャーベイ IP
アドレッシング（EBIPA） 

利用可能。完全に制御可能。 利用不可。EBIPA IPアドレスは、
リース期間がタイムアウトにな
ると失われる。 

利用可能。いずれかの
Onboard Administrator に
障害が発生しても完全な
制御が可能。 

Onboard Administrator、
サーバーiLO、およびイン
ターコネクト管理プロ
セッサー（Onboard 
Administrator/iLO管理ポー
トを使用するVirtual 
Connectなど）への
Ethernet通信 

利用可能。完全に制御可能。 内部管理トラフィック（Virtual 
Connect Manager か ら エ ン ク
ロージャー内の他のVCモジュー
ルへの通信など）を含むEthernet
管理通信は不可。 

利用可能。いずれかの
Onboard Administrator に
障害が発生しても完全な
制御が可能。 
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すべてのブレード、イン
ターコネクト、ファン、電
源装置、Onboard  
Administrator、およびエン
クロージャーの情報とヘル
スステータスを、Onboard 
AdministratorのGUIやCLI、
アラートメール、または
SNMPによって報告 

利用可能。完全に制御可能。 Onboard Administratorから情報
の取得も、どのサーバー上のVCM
またはiLOからのどのアウトバン
ド情報の取得も不可。 

利用可能。いずれかの
Onboard Administrator に
障害が発生しても完全な
制御が可能。 

Insight Display 利用可能。完全に制御可能。 利用不可。 利用可能。いずれかの
Onboard Administrator に
障害が発生しても完全な
制御が可能。 

エンクロージャー DVD
（c3000オプション、外部
USB DVDドライブ、また
はUSBキーが必要） 

利用可能。完全に制御可能。 利用不可。 利用可能。いずれかの
Onboard Administrator に
障害が発生しても完全な
制御が可能。 

エンクロージャー KVM
（c3000 KVMオプション、
またはVGAコネクターを備
えたOnboard Administrator
モジュールが必要） 

利用可能。完全に制御可能。 利用不可。 利用可能。完全に制御可
能 。 c3000 エ ン ク ロ ー
ジャーの場合は、c3000 
KVM オプションと冗長
Onboard Administrator オ
プションの両方が必要。
c7000エンクロージャーの
場合は、VGAコネクターを
備 え た 新 し い Onboard 
Administratorモジュール
が2個必要。 

保存されているOnboard Administratorの設定とモジュールの交換 
 

エンクロージャー

モデル 
エンクロージャーが単一の

Onboard Administratorを装備 
冗長Onboard Administrator
（タイプが同じ交換用モ

ジュールの取り付け）
1 

冗長Onboard Administrator
（タイプが異なる交換用モ

ジュールの取り付け）
1 

c3000 単一モジュールが取り外される
とすべてのエンクロージャー設
定が消失します。Insight Display
とUSBキー、GUI、またはCLIを
使用して手動で復元する必要が
あります。 

すべてのエンクロージャー設
定が残っている方のモジュー
ルに維持され、ファームウェア
バージョンが一致していれば、
交換したモジュールに同期化
されます。2 

非 冗 長 c3000 Onboard 
AdministratorからDDR2付きの
冗長Onboard Administratorに
変 更 す る 場 合 は 、 Insight 
DisplayとUSBキー、GUI、また
はCLIを使用してエンクロー
ジャー設定を手動で復元する
必要があります。 

c7000 単一モジュールが取り外される
とすべてのエンクロージャー設
定が消失します。Insight Display
とUSBキー、GUI、またはCLIを
使用して手動で復元する必要が
あります。 

すべてのエンクロージャー設
定が残っている方のモジュー
ルに維持され、ファームウェア
バージョンが一致していれば、
交換したモジュールに同期化
されます。2 

すべてのエンクロージャー設
定が残っている方のモジュー
ルに維持され、ファームウェア
バージョンが一致していれば、
交換したモジュールに同期化
されます。2 

1 冗長Onboard Administratorモジュールを取り外すと、残っている方のモジュールがただちにアクティブOnboard 
Administratorになります。 
2冗長Onboard Administratorのファームウェアバージョンが一致していない場合、設定は自動では同期化されません。
Insight Display、GUI、またはCLIコマンドを使用してファームウェアを同期化すると、交換されたOnboard Administrator
モジュールに設定が自動的に同期化されます。 
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アクセス要件 
Onboard Administrator Webインターフェイスにアクセスするには、Onboard AdministratorのIPアドレスと、互換性

のあるWebブラウザーを用意する必要があります。アプリケーションにはHTTPS（SSL/TLS暗号化セッションで交

換されるHTTPパケット）を使用してアクセスする必要があります。 

Onboard AdministratorのWebインターフェイスには、JavaScript 1.3またはこれに相当するものをサポートする

XSLT対応ブラウザーが必要です。 

Onboard Administratorでの使用がサポートされているブラウザーのリストについては、最新バージョンのOnboard 
Administratorのリリースノートを参照してください。 

Webブラウザーを実行する前に、次のブラウザー設定を有効にする必要があります。 

• ActiveX（Microsoft® Internet Explorerの場合） 

• Cookie 

• JavaScript 

ブラウザーが必要な機能を備えていないことを通知するメッセージが表示されたら、ブラウザー設定が上記の要件

を満たしていることを確認して、「管理者パスワードのリカバリ（18ページ）」を参照してください。 

Onboard Administrator GUIでインストールした言語パックを使用しているときに、ブラウザーに正しく表示されな

い文字がある場合は、オペレーティングシステムに対応する言語サポートがインストールされていることを確認し

てください。 

Onboard Administrator CLIにアクセスするには、Onboard AdministratorのIPアドレス、および端末または端末アプ

リケーションを使用します。CLIインターフェイスにアクセスするには、どちらのプロトコルが有効になっているか

に応じて、TelnetまたはSSHを使用します。 

以下のポートは、Onboard Administratorにアクセスして監視するために使用されます。 
 

プロトコル 受信ポート 送信ポート 

SSH 22 — 

Telnet 23 — 

SMTP — 25 

ブラウザーアクセス 80 80 

暗号化されたブラウザーアクセス 443 443 

SNMP get/set 161 — 

SNMPトラップ — 162 

LDAP SSL — 636 

LDAPグローバルカタログ — 3269 

PCからiLOへのターミナルサービスパススルー 3389 — 

iLOリモートコンソール 17790 — 

PCからiLOへの仮想メディア 17988 — 

リモートsyslog — 514 
 

LDAPおよびリモートsyslogのポート番号は変更できます。 

プロトコルが無効の場合は、対応するポートも無効です。 

EDPCを使用するには、iLOファームウェア1.70以降が必要です。 
  

 注：Onboard Administratorは複数同時ログインセッションをサポートします。ログインセッションは

Onboard AdministratorのWebインターフェイスまたはCLIのどちらからでもかまいません。ただし、

LDAP/Active Directoryのユーザーは、ユーザーにつき1つのログインセッションのみが許可されています。 
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Onboard Administratorの概要 
c-Classエンクロージャーの管理には、次のような機能が含まれます。 

• コンポーネントの挿入および取り外しの検出 

• 必要な接続を含むコンポーネントの識別 

• 電源と冷却機能の管理 

• リモート制御、リモートコンソールを含むコンポーネントの制御 

コンポーネントの挿入および取り外しの検出 

Onboard Administratorを使用すると、c-Classエンクロージャーのコンポーネントを制御できます。コンポーネント

の管理を開始するために、まず、コンポーネントの検出および識別が行われます。Onboard Administratorは、各ベ

イの存在信号（Presence signal）を利用して、BladeSystem c-Classエンクロージャーのコンポーネントを検出し

ます。ユーザーがベイにコンポーネントを挿入すると、Onboard Administratorはそのコンポーネントをただちに認

識して識別します。ベイからコンポーネントが取り出されると、Onboard Administratorはそのコンポーネントに関

する情報を削除します。 

コンポーネントの識別 

Onboard Administratorは、コンポーネントを識別するために、FRU EEPROMを読み出します。FRU EEPROMには、

製品名、製品番号、シリアル番号など、そのコンポーネントについて工場で記録された情報が記録されています。

c-Classエンクロージャー内のすべてのFRU EEPROMは、コンポーネントの電源が切断されている場合も電源が

入っています。このため、Onboard Administratorは電源投入前にコンポーネントを識別できます。Onboard 
Administratorは、ファン、電源装置、Insight Displayなどの装置については、FRU EEPROMを直接読み出します。

また、サーバーブレードのFRU EEPROMには、iLO管理プロセッサーを介してアクセスします。 

• サーバーブレードには、複数のFRU EEPROMが搭載されています。そのうち1つはサーバーボード上にあり

サーバーの情報や内蔵NICの情報が記録されています。また、取り付けられている各メザニンオプションカー

ドにもFRU EEPROMがそれぞれ1つ搭載されています。 

• サーバーブレードの制御オプションには、iLO Webインターフェイスやリモートのサーバーコンソールへの自

動ログイン、仮想電源制御、ブート順序の制御などがあります。また、BIOSおよびiLOのファームウェアバー

ジョン、サーバー名、NICおよびオプションカードのポートID、ポートマッピングなど、豊富なサーバーハー

ドウェア情報も制御オプションに含まれます。 

• Onboard Administratorは、エンクロージャー内の各サーバーブレードおよびインターコネクトモジュールにつ

いて、理解しやすいポートマッピング情報を提供します。 

Onboard Administratorは、NICおよびメザニンオプションのFRU情報を利用して、各サーバーが必要とするインター

コネクトのタイプを把握します。また、Onboard Administratorは、サーバーブレードに電源が投入される前に、取

り付けられているインターコネクトモジュールのFRU EEPROMの情報とこの情報を比較して、Electronic keying 
Errorをチェックします。Onboard Administratorは、インターコネクトモジュールについては、仮想電源制御、専用

シリアルコンソールの使用、および管理Ethernet接続を可能にします。 

アクティブOnboard Administratorが起動すると、A 16の手順進行メーターが表示されます。手順によっては数分か

かる可能性があります。ブレード、メザニンカード、およびインターコネクトの数と種類により異なります。 

電源と冷却機能の管理 

Onboard Administratorの最も重要な任務は、電源制御と温度管理です。Onboard Administratorは、BladeSystem 
c-Classエンクロージャー内のすべてのコンポーネントの電源状態をリモートで制御できます。Onboard 
Administratorは、各エンクロージャーの正面側のデバイスベイにあるコンポーネントのうち、サーバーについては

iLOとの通信、ストレージブレードなどのオプションについてはマイクロコントローラーとの通信を利用して、これ

らのコンポーネントを制御します。インターコネクトモジュールへの電源は、独立したマイクロコントローラーが

制御します。 

コンポーネントに電源が投入されると、Onboard Administratorが、サーマルロジックを使用して温度管理を開始し

ます。BladeSystem c-Classのサーマルロジック機能は、エンクロージャーファンサブシステムの消費電力を最小限

に抑えるために、エンクロージャー全体の温度センサーを読み取ります。サーマルロジック機能は、次に、エンク

ロージャー内の各ゾーンにあるファンの速度を変化させ、消費電力を抑えるとともに冷却効率を向上させます。 



 

はじめに 12 

コンポーネントの制御 

Onboard Administratorは、エンクロージャー内のすべてのベイを対象に、内蔵の管理インターフェイスを使用して

詳細な情報を提供し稼動状態を通知します（各ベイ、i2c、シリアル、USB、およびEthernetコントローラーの存在

検出信号など）。また、エンクロージャー内のほとんどのコンポーネントのファームウェアバージョンについての情

報も提供します。このため、Onboard Administratorを、これらのコンポーネントの更新に使用できます。 
 

インターフェイス 
各c-Classエンクロージャーには、複数の外部管理インターフェイスがあり、ユーザーはこのインターフェイスを使

用してOnboard Administratorに接続します。RJ-45Ethernetジャックは、プライマリインターフェイスです。このイ

ンターフェイスはすべてのサーバーブレード (iLO)、ストレージブレード（TBM）、およびインターコネクトモジュー

ルのOnboard Administratorおよび管理インターフェイスへのネットワークアクセスを提供します。 

Onboard Administratorモジュールのシリアルポートを利用すると、Onboard Administratorにアウトバンドで、完全

にCLIアクセスできます。このポートは、Onboard Administratorのファームウェアフラッシュリカバリに使用します。 

外部DVDドライブに接続してエンクロージャーDVD機能をサポートするためにOnboard AdministratorのUSBポー

トが使用されます。また、オプションでc3000エンクロージャー用の内部DVDドライブも用意されています。

Onboard AdministratorのUSBポートには、将来使用するために予約されたポートであることを示すステッカーが貼

付されている場合があります。ファームウェアバージョン2.00以降のOnboard AdministratorでUSBポートを使用す

る場合は、このステッカーを外してください。 

すべてのc-Classエンクロージャーが、2つのエンクロージャーリンクコネクターをサポートします。このコネクター

により、CAT5ケーブルで接続されたエンクロージャー間のプライベート通信が可能になります。エンクロージャー

のリンクアップコネクターはエンクロージャーのサービスポートとして利用できます。このポートを利用してリン

クされたエンクロージャーOnboard Administratorにラップトップパーソナルコンピューターを一時的に接続し、

ローカルで診断およびデバッグを行うことができます。 

c3000エンクロージャー用のKVMモジュールオプションは、インターコネクトモジュール1の隣の背面のベイに挿入

します。c3000エンクロージャー用のVGAコネクターと、さらに2つのUSBコネクターを提供します。KVMモジュー

ルは、c3000エンクロージャー用のKVM機能を有効にします。VGAコネクターを外部VGAモニター、外部USBキー

ボード、およびマウスに接続すると、すべてのサーバービデオコンソール、Onboard Administrator CLI、Insight 
Displayにアクセスできます。 

新しいKVM対応c7000 Onboard Administratorモジュールにより、c7000 Onboard AdministratorにVGAコネクターが追

加され、c7000エンクロージャーのエンクロージャーKVM機能が有効になります。アクティブなKVM対応c7000 
Onboard Administratorモジュールは、オプションのc3000 KVMモジュールと同様のエンクロージャーKVM機能を提供

します。エンクロージャーKVM機能とエンクロージャーDVD機能を同時に使用するには、外部USBハブ（付属してい

ません）を使用して、USB DVDドライブとキーボードおよびマウス用のKVM USBを同時に接続する必要があります。

スタンバイ状態のKVM対応Onboard Administratorモジュールは、Onboard Administrator CLIログインへのアクセスの

みを提供します。このアクセスによりログインユーザーは、強制的にテイクオーバーを発生させることができます。 

各c-Classエンクロージャーには、エンクロージャーの前面にInsight Displayが組み込まれており、c-Classエンク

ロージャー内のすべてのベイのステータスと情報、またOnboard Administratorがエンクロージャー内の問題を検出

した場合には、診断情報が表示されます。Insight Displayでは、Onboard AdministratorのIPアドレスなど、Onboard 
Administratorの主要な設定値を設定できます。 

 

Onboard Administratorの認証 
すべてのOnboard Administratorユーザーインターフェイスのセキュリティは、ユーザー認証によって維持されます。

Onboard Administratorで作成されたユーザーアカウントには、3つの権限レベルのうち1つが割り当てられ、コン

ポーネントベイに対するアクセス権が指定した権限レベルで付与されます。Onboard Administratorには、ローカル

ユーザーアカウントのパスワードが格納されます。さらに、ユーザーグループアカウントに対してLDAP認証を使用

するように設定できます。Insight DisplayはLCD PINコードで保護できます。この保護は、完全に無効にすることも

できます。LCD PINコードにより、Insight DisplayとエンクロージャーKVMに対する未認証のアクセスから保護され

ます。KVMモジュールを使用したサーバーコンソールへのアクセスは、サーバーのオペレーティングシステムの

ユーザー名とパスワードによって保護されます。 
  

 重要：Onboard Administratorは、OpenLDAPをサポートしません。 

  



 

はじめに 13 

ロールベースのユーザーアカウント 

Onboard Administratorには、サーバー、LAN、およびSANなどの複数の管理ロールを完全に分離できる設定可能な

ユーザーアカウントがあります。ユーザーアカウントには、特定のデバイスベイ権限またはインターコネクトベイ

権限と、3つの権限レベル（administrator、operator、またはuser）のいずれかが設定されます。Onboard Administrator
ベイ権限を含むadministrator権限を持つアカウントは、エンクロージャー上のすべてのユーザーアカウントを作成

および編集できます。operator権限では、情報へのフルアクセスと許可されたベイの制御が可能です。user権限で

は、情報にアクセスできますが、制御機能はありません。 

Onboard Administratorでは、Web GUIまたはCLIにログインする場合にアカウントとパスワードが必要です。アカ

ウントは、パスワードがOnboard Administratorに格納されているローカルアカウント、またはOnboard Administrator
が定義済みのLDAPサーバーに接続してユーザー認証情報を確認するLDAPアカウントのどちらかになります。

Two-Factor認証を使用すると、Onboard Administratorへのユーザー管理セッションのセキュリティをさらに強化で

きます。「TFA＋LDAP認証（348ページ）」の説明にあるようにTwo-factor認証と、LDAP認証の両方を構成できます。 

Onboard Administratorでは、エンクロージャーごとに1回、サーバー管理プロセッサーごとに1回、またはその両方

など、複数のリソースに個別にログインする必要はありません。ラック内のリンクされたエンクロージャーに1つの

ポイントでアクセスできます。そのため、管理者はシングルサインオンを使用して1つのOnboard Administratorにロ

グインし、Web GUIを使用して、最大7台のリンクされたエンクロージャー内のHPE BladeSystem c-Classコンポー

ネントをグラフィカルに表示および管理できます。（シングルサインオンには、アクティブなOnboard Administrator
のすべてで同じパスワードである必要があります）。たとえば、IT管理者は、管理コマンド（エンクロージャーの電

源モードの変更など）をリンクされたすべてのエンクロージャーに自動的に送ることができます。アクセスするに

は、各リンクされたエンクロージャーごとに有効なアカウントが存在する必要があります。詳しくは、「Onboard 
Administrator GUIへのサインイン（14ページ）」を参照してください。 

ログインセキュリティ 

Onboard Administratorには、複数のログインセキュリティ機能が備わっています。初回ログインの試行に失敗して

も、ペナルティは課せられません。以降、ログインに失敗した場合は、10～30秒の遅延が発生します。遅延時間が

発生するたびに、情報ページが表示されます。この処理は、有効なログインが完了するまで続きます。この機能に

より、起こり得るディレクトリへの攻撃から保護します。 

Onboard Administratorでは、失敗したすべてのログイン試行の詳細なログエントリーが保存されます。 
 

Onboard Administratorの初期実行 
Onboard Administratorによるc-Classエンクロージャーのセットアップは、Insight Displayの初期セットアップウィ

ザードを使用すると容易になります。この後に、Onboard Administrator GUIの初期セットアップウィザードまたは

Onboard Administrator CLIを使用して、残りのエンクロージャー設定を完了します。 

FIPSモードで動作している場合は、Virtual Connectまたは初期セットアップウィザードの設定を含む、その他のす

べてのエンクロージャーまたはOnboard Administratorの設定を実行する前にFIPSモードを設定してください。

Onboard Administratorモジュールまたは冗長ペアのモジュール上でFIPSモードを有効にすると、強制的にOnboard 
Administratorが出荷時のデフォルト設定にリセットされます。FIPSモードを設定した後に、この項の設定手順を実

行してください。FIPSモードについて詳しくは、「[FIPS]タブ（125ページ）」を参照してください。 

Onboard Administratorモジュール、サーバーブレードiLO管理プロセッサー、および多くのインターコネクトモ

ジュールの管理IPアドレスは、デフォルトでDHCPに設定されます。ユーザーがDHCPを使用しており、Onboard 
Administrator管理ポートをDHCPサーバーに接続する場合は、Onboard Administrator内部管理ネットワークをサ

ポートし、このネットワークを使用するように設定されているOnboard Administratorモジュール、すべてのiLO、お

よびインターコネクトモジュールが、ユーザーのDHCPサーバーから自動的にDHCPアドレスを取得します。 

管理プロセッサーにIPアドレスを割り当てるDHCPサーバーがない場合は、次のいずれかの方法で、各Onboard 
AdministratorのIPアドレスを設定した後に、個々のデバイスとインターコネクトモジュールのすべての管理IPアド

レスを設定する必要があります。 

• 推奨方法 - Insight Displayを使用して各Onboard Administratorの静的IPアドレスを設定します。その後、

Onboard Administrator GUIにログインして初期セットアップウィザードを使用するか、Onboard Administrator 
CLIにログインして、デバイスベイおよびインターコネクトベイのエンクロージャーベイIPアドレス（EBIPA）
を設定して有効化します。ベイのEBIPAが有効化されている場合は、サーバーやインターコネクトモジュール

を交換すると、そのベイに設定されていたIPアドレスを新しいモジュールが自動的に取得できます。 
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• 各デバイスとインターコネクトモジュールの静的IPを手動で設定することもできます。ProLiantサーバーブ

レードの場合は、SUVポートから各サーバーブレードに接続し（各エンクロージャーに付属のSUVケーブルを

使用）、POST時にF8キーを押してiLOオプションROM設定にアクセスして、iLOのIPアドレスを手動で設定す

る必要があります。Onboard Administrator管理ネットワークを使用できる管理プロセッサーを搭載するイン

ターコネクトモジュールの場合は、外部シリアルコンソールポートまたはそのベイへのOnboard Administrator 
CLIシリアル接続を使用してIPアドレスにアクセスし、設定します。インターコネクトモジュールのIPアドレ

スを手動で変更した後は、新しい設定を使用するためにスイッチの電源を入れなおさなければならない場合が

あります。 
  

 重要：Onboard AdministratorのIPアドレスを、169.254.x.xの範囲に設定しないでください。 

  

新しいOnboard Administratorモジュールにログインするための初期認証情報は、各モジュールに貼付されているラ

ベルに印刷されています。ユーザー名は「Administrator」で、パスワードはモジュールによって異なります。この

パスワードは、インストーラーによって取得され、Onboard Administrator GUIまたはOnboard Administrator CLIへ
の初期リモートログインのために、リモートの管理者に伝達される必要があります。 

エンクロージャーの設定値は、手動で設定するか、設定スクリプトまたは設定ファイルからアップロードできます。

Web GUIは、初期セットアップウィザードを提供します。CLIには、Onboard Administratorシリアルポート、Ethernet
管理ポート、またはサービスポートからアクセスできます。また、エンクロージャーKVMのOnboard Administrator 
CLIボタンを使用してアクセスすることもできます。 

手動設定の代わりに、GUIまたはCLIを使用して、エンクロージャー設定ファイルのHTTP、FTP、またはTFTPネッ

トワーク位置を指定することにより、設定ファイルをアクティブOnboard Administratorにアップロードできます。

またGUI、CLI、またはInsight Displayを使用して、アクティブOnboard AdministratorのUSBポートに接続されたUSB
キードライブから設定ファイルをアップロードできます。 

エンクロージャー設定ファイルを作成する方法として、GUI、CLI、またはInsight Displayの[USB Key Menu]を使用

して、既存の設定をファイルに保存することをおすすめします。保存された設定ファイルは、各設定項目に対する

一連のCLIテキストコマンドになっています。Onboard Administratorは、設定ファイルを保存する際にユーザーパス

ワードを保存しません。ユーザーは、設定ファイルを編集して各ユーザーアカウントのパスワードコマンドを挿入

したり、Administratorローカルアカウントを使用して、保存しておいたエンクロージャー設定ファイルをリストア

した後にすべてのユーザーパスワードを個別に更新したりできます。 

エンクロージャーに冗長Onboard Administratorモジュールが取り付けられている場合は、残っているOnboard 
Administratorが、その設定で新しいOnboard Administratorのすべての設定を更新します。 

 

Onboard Administrator GUIへのサインイン 
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Onboard Administratorのユーザー名と初回管理パスワードを入力します。デフォルトのアカウント認証情報は、

Onboard Administratorに貼付されたタグに記載されています。 

Onboard Administratorにサインインするときに、以下の問題が発生する場合があります。 

• 情報を正しく入力していない。パスワードは大文字と小文字が区別される。 

• 入力したアカウント情報がOnboard Administrator用にセットアップされていない。 

• 入力したユーザー名が、削除、無効化、またはロックアウトされている。 

• アカウントのパスワードを変更する必要がある。 

• 指定したアカウントに有効でないIPアドレスからサインインしようとしている。 

• 管理者アカウントのパスワードを忘れたまたは喪失した。管理者パスワードをリセットする方法については、

「管理者パスワードのリカバリ（18ページ）」を参照してください。 

サインインに関する問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。 

複数のエンクロージャーの認証情報が同じである場合、シングルサインオンを使用して、リンクされた複数のエン

クロージャーにログインできます。サインインする前に、次の表で示すように、[サインイン]ページの表に記載の、

リンクされた各エンクロージャーの隣にあるボックスを選択します。このシナリオでは、指定したユーザー名とパ

スワードを使用して、選択した該当のエンクロージャーにある3つのアクティブなOnboard Administratorにログイン

を試みています。また、リンクされたすべてのエンクロージャーを検証してログインするため、チェックボックス

列の一番上にあるボックスを選択します。ログインに成功すると、それらの各エンクロージャーが同じGUIウィン

ドウに表示されます。画面に配置されている各エンクロージャーの順番は、エンクロージャーリンクケーブルの配

置に基づきます。一番上のエンクロージャーの「ダウンリンク」ポートを、次のエンクロージャーの「アップリン

ク」ポートに接続します。この作業を一番下のエンクロージャーまで繰り返します。このGUIの順番は、SHOW 
TOPOLOGYコマンドで表示される順番と同じです。 

 
上記の例で示したように、[サインイン]ページのエンクロージャーの表には、エンクロージャーのステータス、接続、

ファームウェアバージョン、OA名、およびラック位置に関する情報も記載されています。[ネットワークアクセス]
（122ページ）ページの[匿名データ]タブで拡張データが有効になっている場合は、エンクロージャーアイコンの左

にある 記号を選択すると、エンクロージャーとOnboard Administratorについてさらに詳しい情報を表示できま

す。 記号が表示されるのは、該当するエンクロージャーで拡張データが有効である場合だけです。Location 
Discovery Serviceを介すと、拡張データには各シャーシの位置情報が含まれます。Location Discovery Serviceにつ

いて詳しくは、「[ラックの概要]画面（94ページ）」を参照してください。拡張データは、デフォルトで有効になっ

ています。エンクロージャーで展開データが無効になっている場合、エンクロージャーのステータスは N/A とし

て表示されます。 



 

はじめに 16 

次の図では、表に記載された最初のエンクロージャーに関する拡張データを示します。 

 
 

フラッシュディザスタリカバリ 
フラッシュが失敗した場合にOnboard Administratorを正しく復旧するには、次の準備を行う必要があります。 

• エンクロージャーへのローカルアクセス 

• Onboard AdministratorがアクセスできるDHCPサーバー 

• Onboard AdministratorがアクセスできるTFTPサーバー 

• Onboard Administratorのファームウェア（.binファイル） 

フラッシュが失敗した場合に復旧を行うには、次のいずれかのプロセスを実行します。 

• エンクロージャーにOnboard Administratorが1個だけ搭載されている場合やアクティブなOAをフラッシュリ

カバリする場合は、以下の手順に従ってください｡ 

a. ヌルモデムケーブルを使用してOnboard Administratorにローカル接続（9600 N、8、1、VT100）します。 

b. Onboard Administratorのリセットボタンを5秒間押し続けます。 

c. シリアルコンソールに、「フラッシュリカバリ」または「パスワードリセット」のメッセージが表示され

たら、Fキーを押してください。DHCPからIPアドレスが取得されます。 

d. TFTPサーバーのIPアドレス（Onboard Administratorのイメージファイルが保存されているサーバー）の

入力を求めるメッセージが表示されたら、該当するIPアドレスを入力します。 

e. Onboard Administratorファームウェアイメージのパスの入力を求めるメッセージが表示されます。

Onboard Administratorは、イメージをダウンロードして、フラッシュを実行します。 

このプロセスが正常に完了すると、Onboard Administratorのファームウェアは最新バージョンになり、すべてのエ

ラー状態が修正されます。 

• エンクロージャーにOnboard Administratorモジュールが2個搭載されていてアクティブなOAをフラッシュリ

カバリする場合は、以下の手順に従ってください｡ 

a. ヌルモデムケーブルを使用してOnboard Administratorにローカル接続（9600 N、8、1、VT100）します。 

b. Onboard Administratorのリセットボタンを5秒間押し続けます。 
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c. シリアルコンソールに、「Flash Recovery」または「Reset Password」の選択を求めるメッセージが表示

されますが、何も入力しないでください。スタンバイOAがアクティブOAに変わるまで待って（2分以上

かかります）から、次の手順に進みます。 

d. フラッシュ対象のOAがスタンバイOAに変わったら、手順bでリセットボタンを押したOAでもう一度リ

セットボタンを押し続けます。 

e. シリアルコンソールに、「フラッシュリカバリ」または「パスワードリセット」のメッセージが表示され

たら、Fキーを押してください。DHCPからIPアドレスが取得されます。 

f. TFTPサーバーのIPアドレス（Onboard Administratorのイメージファイルが保存されているサーバー）の

入力を求めるメッセージが表示されたら、該当するIPアドレスを入力します。 

g. Onboard Administratorファームウェアイメージのパスの入力を求めるメッセージが表示されます。

Onboard Administratorは、イメージをダウンロードして、フラッシュを実行します。 

このプロセスが正常に完了すると、Onboard Administratorのファームウェアは最新バージョンになり、すべてのエ

ラー状態が修正されます。 
  

 注：ファームウェアバージョン4.50以降のOnboard Administratorは、ファームウェアバージョン4.50以
降へのフラッシュディザスタリカバリをサポートしません。ファームウェアバージョン4.50以降を使用

する場合は、バージョン4.50より前にフラッシュリカバリしてから、ファームウェアを対象のバージョ

ン（4.50以降）にアップデートします。 
  

 

セットアップウィザードの実行 
セットアップウィザードを実行するには、Onboard Administratorにサインインします。Onboard Administratorに初

めてサインインすると、初期セットアップウィザードが自動的に起動します。このウィザードを使用すると、

Onboard Administratorのすべての機能を簡単にセットアップできます。初期セットアップの完了後は、中央画面の

左上にある[ウィザード]リンクをクリックすることにより、いつでもセットアップウィザードにアクセスできます。 

 

詳しくは、「初期セットアップウィザード（53ページ）」を参照してください。 
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オンラインヘルプの使用 
オンラインヘルプにアクセスするには、画面右上のヘッダーバーの下にある白色のクエスチョンマークの付いた緑

色の四角のアイコンまたは[ヘルプ]をクリックします。オンラインヘルプには、現在操作しているOnboard 
Administratorのセクションに関する情報が表示されます。 

 
 

エンクロージャーおよびデバイス設定の変更 
初期セットアップウィザードの完了後は、いつでもOnboard Administrator GUIに戻って設定を変更することができ

ます。エンクロージャーとデバイスの設定、ユーザーセットアップ、およびLDAPサーバー設定とLDAPグループを

変更する方法については、「HPE BladeSystemエンクロージャーおよびエンクロージャーデバイスの設定（103ペー

ジ）」を参照してください。 

エンクロージャーの電源設定について詳しくは、「エンクロージャー電源管理（252ページ）」を参照してください。 
 

管理者パスワードのリカバリ 
管理者パスワードが分からなくなった場合は、このパスワードを工場出荷時のデフォルト値（Onboard Administrator
モジュールに貼付のタグに記載）に再設定できます。Onboard Administratorにより、喪失したパスワードはLost 
Password/Flash Disaster Recovery（LP/FDR）モードにリセットされます。管理者パスワードを工場出荷時のデフォ

ルト値に戻すには、次の手順を実行します。 

1. ヌルモデムケーブルを使用して、コンピューターをアクティブなOnboard Administratorのシリアルポートに接

続します。 

2. ヌルモデムケーブルを使用してOnboard Administratorにローカル接続（9600 N、8、1、VT100）します。 

3. 適切なターミナルウィンドウユーティリティ（WindowsまたはLinux）を開き、アクティブOnboard Administrator
に接続します。 

4. Onboard Administratorのリセットボタンを5秒間押し続けます。 

5. Lキーを押して、システムをLost Passwordモードで起動します。パスワードは、システムの再起動時に表示

されます。 

または、Onboard Administratorでパスワードをリセットするには、Insight Display（LCDパネル）のUSB Menuオプ

ションを選択します。このオプションにより、USBキーに保存されたコマンドラインインターフェイスのコマンド

を使用して、設定スクリプトが復元されます。 
  

 注：Insight Display USBメニューボタンがロックされている場合は、シリアルポートを使用した方法を

使用する必要があります。LCDパネルがロックされている場合は、大きな「ロック」の記号が画面に表

示されます。 
  

この例では、OA管理者パスワードは 「Password123」に設定されています。 
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1. 「reset_password.cfg」という名前のテキストファイルを作成し、そのファイルに1行のコマンド「 SET 
USER PASSWORD “Administrator” “Password123”」を書きます。 

2. 「reset_password.cfg」ファイルが保存されたフラッシュドライブを、アクティブOnboard Administrator
のUSBポートに挿入します。Onboard AdministratorのLEDが、どのOAがアクティブかを示します。 

3. Onboard AdministratorのInsight Displayを使用してメインメニューに移動し、[USB Key Menu]を選択し、[OK]
をクリックします。 

4. Insight DisplayのPIN Protectionが有効の場合は、PINを入力するよう求められます。[Accept]を選択して、[OK]
をクリックします。 

5. [Restore Configuration]を選択して、[OK] をクリックします。Onboard AdministratorのUSBフラッシュドラ

イブがスキャンされ、使用可能な.cfgファイルが表示されます。 

6. 「reset_password.cfg」ファイルを選択し、[OK]をクリックします。 

7. [Confirm Operation]画面が表示されます。[OK]をクリックします。 

8. 手順1で指定したユーザーIDとパスワードでOnboard Administratorにログインします。 
 

セキュリティに関する注意事項 
この項では、Onboard Administratorを設定する際に考慮する必要があるセキュリティに関するアーキテクチャーと

ベストプラクティスの推奨事項について説明し、以前のバージョンとのデフォルト設定の比較を示します。 
 

BladeSystemネットワークアーキテクチャーの概要 
すべてのデバイスベイ、インターコネクトモジュール、およびOnboard Administratorモジュールは、アクティブな

Onboard Administratorが管理する内部エンクロージャーネットワークに接続されています。サーバーブレードで動

作するビジネスアプリケーションからのネットワークトラフィックは、インターコネクトモジュールを介して実務

ネットワークに転送されます。 

 

管理ネットワークと実務ネットワークを接続することは可能ですが、管理ネットワークは実務ネットワークとイン

トラネットから分離する必要があります。セキュリティの観点からは、これによって、管理インターフェイスを攻

撃するためのアクセスと能力が軽減されます。効率の観点からは、ネットワークが分離されているため、実務トラ

フィックが管理ネットワークから除外されます。 
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セキュリティに関する推奨ベストプラクティス 
ベストプラクティスに加えて、以下の点にも注意してください。 

物理的なアクセスに関する注意事項 

システムに物理的にアクセスできると、管理者権限を取得できる場合があります。Onboard Administratorも例外で

はありません。Onboard Administrator管理者の設定方法について詳しくは、「HPE BladeSystemエンクロージャー

およびエンクロージャーデバイスの設定（103ページ）」を参照してください。 

• ケーブル接続の確認 

BladeSystemエンクロージャーには多数のケーブルが接続されます。一般に、インターコネクトスイッチモ

ジュールに接続されるケーブルは、実務ネットワークトラフィック用です。他のすべてのケーブルとポートは

エンクロージャー管理ネットワークトラフィック用であり、慎重に確認する必要があります。 

o エンクロージャーリンクポートが他のエンクロージャーのエンクロージャーリンクポートのみに接続さ

れていることを確認してください。 

o Onboard Administratorのシリアルポートが許可されていない相手に接続されていないことを確認してく

ださい。 

o Onboard AdministratorのUSBポートが許可されていない相手に接続されていないことを確認してください。 

• Insight DisplayのLCDパネルの安全確保 

Insight Display LCDパネルにより、主要なOnboard Administratorの設定（サーバーブレードベイのネットワー

クアドレス設定や電源の入/切、またいくつかの重要なBladeSystemの機能）の設定と監視ができるようにな

ります。Hewlett Packard Enterpriseは、特にマルチテナントデータセンターで、PINを使用してInsight Display
のLCDパネルの安全を確保することをおすすめします。さらに、PCIのような特定の規定または業界標準によ

り、物理的なアクセスが必要かどうかにかかわらず、すべてのインターフェイスをPIN/パスワードで保護する

ことが義務付けられている場合があります。 

デフォルトで、Insight DisplayのLCDパネルボタンは、FIPSモードON/DEBUGによってロックされています。

詳しくは、「[FIPS]タブ（125ページ）」を参照してください。 

ハードウェアを再配備する前に出荷時のデフォルトを設定する 

ハードウェアを冗長化することで、アクティブOnboard Administratorで障害が発生しても、スタンバイOnboard 
Administratorがアクティブの役割を引き継ぐことができるように、すべての設定が存在することが保証されます。

すなわち、ローカルユーザーアカウント情報は、スタンバイOnboard Administratorに複製されます。エンクロー

ジャーのIPモードを設定すると、SSL通信に使用されるプライベートキーもスタンバイOnboard Administratorに格

納されます （エンクロージャーIPモードは、デフォルトでは設定されていません。）データセンターのセキュリティ

要件によっては、エンクロージャーまたはOnboard Administrator、VC、およびBladeSystem用のiLOのようなエン

クロージャーの内部コンポーネントを廃棄または再配備する前に、重要なセキュリティパラメーターをハードウェ

アから消去する必要があります。 

すべての重要なセキュリティパラメーターが消去されることを保証するには、出荷時のデフォルトを設定します。

さらに、手動でパスワードを変更するか、シリアルケーブルを接続して消失パスワード回復手順を実行することで、

管理者パスワードを出荷時のデフォルト値に設定することができます。手順については、「管理者パスワードのリカ

バリ」（18ページ）を参照してください。 

管理ネットワークを分離する 

デバイスがいかに安全に見えても、常になんらかの新しい攻撃や脆弱性が現れます。Hewlett Packard Enterpriseは、

予防対策として、また業界のベストプラクティスに従って、管理ネットワークを実務ネットワークから分離するこ

とを強くおすすめします。さらに、VPN/トンネルの使用のような追加のアクセス認証を要求しない開放型インター

ネットまたはファイアウォールDMZに、管理ネットワークを配置しないようにしてください。 
 

ネットワークポート 
ポートについて詳しくは、「アクセス要件」（10ページ）」を参照してください。 

ファイアウォール経由のHewlett Packard Enterpriseソフトウェアの管理について詳しくは、『Managing Hewlett 
Packard Enterprise Servers Through Firewalls with Insight Management White Paper』を参照してください。このド

キュメントは、HPE Insight Management Information Library（http://www.hpe.com/info/docs）からダウンロード

できます。 
 

http://www.hpe.com/info/docs
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暗号化セキュリティ機能とデフォルト値 
バージョン3.71以降のOnboard Administratorは、新しいFIPS操作モードを追加することで、Onboard Administrator
の暗号化機能を大幅に強化しています。FIPSモードは、FIPS以外の設定および旧リリースと大幅に異なっている要

件の数が決まっています。セキュリティを向上させるため、機能面で脆弱なアルゴリズムを削除し、一般に、FIPS 
140-2の指示に従ってください。詳しくは、次の表を参照してください。次の表は、サポートされているSSH暗号、

SSHキー交換アルゴリズム、およびSSHメッセージ認証コードアルゴリズムの一覧です。 

OA管理者は、[Enclosure Settings]>[Network Access]>[FIPS]タブ（125ページ）を選択して、FIPSモードの設定

を変更したり、暗号化プロトコルと暗号の有効/無効を切り替えたりできます。 
  

 注：強力な暗号化モードが有効になっているバージョン3.71より前のバージョンのOnboard 
Administratorファームウェアの実行中に、ファームウェアをバージョン3.71以降4.40より前に更新する

と、Onboard AdministratorがFIPSモードで動作していることを示すエントリーがOnboard Administrator
のsyslogにログ記録されます。このsyslogエントリー（「FIPS: OA is operating in FIPS Mode On」）
は正しくないため、無視できます。 

  

FIPSモードの設定 
   

 OA 3.71 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 3.71 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.01- 
OA 4.02 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.01- 
OA 4.02 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.11- 
OA 4.22 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.11-  
OA 4.22 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.30- 
OA 4.60 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.30- 
OA 4.60 
FIPS 
モード 
オン 

一般的なセキュリティ項目         

CSPのゼロ化 なし あり なし あり なし あり なし あり 

Known Answer Tests
（KATs） - わかっている
答えのテスト 

なし あり なし  あり なし あり なし あり 

電源オンテスト なし あり なし あり あり あり あり あり 

連続PRNGテスト なし あり なし あり あり あり あり あり 

必要な最小パスワード長 3 8 3 8 3 8 3 8 

パスワードの複雑さが必要
（大文字、小文字、記号） 

なし あり なし あり なし あり なし あり 

FIPS互換PRNG1  あり あり あり あり あり あり あり あり 

Telnetサービスの無効化 あり2 あり なし2 あり あり2 あり あり2 あり2 

エンクロージャーIPモード
の無効化 

なし あり なし あり なし あり なし あり 

サポートダンプの無効化 なし あり なし あり なし あり なし あり 

SNMPv1 お よ び SNMPv2
サービスの無効化 

なし あり なし あり なし あり なし あり 

パーティション完全性の
チェック 

あり あり あり あり あり あり あり あり 

Insight Display LCDのPIN
が必要 

なし あり なし あり なし あり なし あり 

SSL暗号化         

デフォルトの 
SSLキーサイズ 

2048 
ビット 

2048 
ビット 

2048 
ビット 

2048 
ビット 

2048 
ビット 

2048 
ビット 

2048 
ビット 

2048 
ビット 

デフォルトの自己署名証明
書のハッシュ署名アルゴリ
ズム 

SHA256 SHA256 SHA256 SHA256 SHA256 SHA256 SHA256 SHA256 

設定可能な自己署名証明書
のSSLハッシュ署名アルゴ
リズム 

あり あり あり あり あり あり あり あり 
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 OA 3.71 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 3.71 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.01- 
OA 4.02 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.01- 
OA 4.02 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.11- 
OA 4.22 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.11-  
OA 4.22 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.30- 
OA 4.60 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.30- 
OA 4.60 
FIPS 
モード 
オン 

SSL/TLSプロトコル SSLv3 
TLSv1 

TLSv1 SSLv3 
TLSv1 

TLSv1 TLSv1 
TLSv1.1 
TLSv1.2 

TLSv1 
TLSv1.1 
TLSv1.2 

TLSv1 
TLSv1.1 
TLSv1.2 

TLSv1 
TLSv1.1 
TLSv1.2 

FIPS以外のハッシュ署名
アルゴリズムによる証明書
を拒否3 

なし あり なし あり なし あり なし あり 

許容される証明書署名ハッ
シュアルゴリズム 

md5、 
sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

md5、
sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

sha1、
sha224、
sha256、
sha384、
sha512 

DES なし なし なし なし なし なし なし なし 

CAST5 なし なし なし なし なし なし なし なし 

Blowfish なし なし なし なし なし なし なし なし 

ARC4 なし なし なし なし なし なし なし なし 

3DES あり あり あり あり あり あり あり あり 

AES 128-SHA あり あり あり あり あり あり あり あり 

DHE-RSA-AES256-SHA あり あり あり あり あり あり あり あり-4.30 
なし -4.40
以降 

AES256-SHA あり あり あり あり あり あり あり あり 

DHE-RSA-AES128-SHA あり あり あり あり あり あり あり あり-4.30 
なし -4.40
以降 

EDH-RSA-DES-CBC3- 
SHA 

あり あり あり あり あり あり あり あり 

DES-CBC3-SHA あり あり あり あり あり あり なし なし 

AES128-GCM-SHA256 なし なし なし なし なし なし あり あり 

AES256-GCM-SHA384 なし なし なし なし なし なし あり あり 

AES128-SHA256 なし なし なし なし なし なし あり あり 

AES256-SHA256 なし なし なし なし なし なし あり あり 

SSHインターフェイス         

デフォルトのSSHキータイ
プとサイズ 

DSA 2048 DSA 1024 DSA 2048 DSA 1024 RSA 2048 RSA 2048 RSA 2048 RSA 2048 

HMAC-MD5 なし なし なし なし なし なし なし なし 

HMAC-SHA1-96 なし なし なし なし なし なし なし なし 

HMAC-SHA1 あり あり あり あり あり あり あり あり 

HMAC-SHA256 なし なし なし なし あり あり あり あり 

HMAC-SHA512 なし なし なし なし あり あり あり あり 

Insight Display KVM         

RC4暗号化 あり なし あり なし あり なし あり なし 
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 OA 3.71 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 3.71 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.01- 
OA 4.02 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.01- 
OA 4.02 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.11- 
OA 4.22 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.11-  
OA 4.22 
FIPS 
モード 
オン 

OA 4.30- 
OA 4.60 
FIPS 
モード 
オフ 

OA 4.30- 
OA 4.60 
FIPS 
モード 
オン 

LCD KVMに対するAESサ
ポート 

あり あり あり なし あり あり あり あり 

1 OA 3.71およびOA 4.01-4.02ではX9.31が使用されていました。OA 4.11以降では、SP800-90A互換AES CTR-DRBGが使
用されます。 
2 Onboard Administrator 3.70以降では、Telnetはデフォルトで無効になっています。FIPSモードでTelnetを有効にすること
はできません。 
3 Onboard Administrator 3.70では、デフォルトの証明書ハッシュアルゴリズムがSHA1からSHA256に変更されています。
異なるキーサイズやハッシュアルゴリズムを選択するには、GENERATE KEYコマンドを使用します。 
 

Onboard Administrator 4.40では、サポートされているTLS暗号の表示名が変更されています。また、有効なTLS暗
号が従う厳密な順序が導入されています。次の表に、サポートされているTLS暗号とその順序を示します。 
      

TLS暗号スイート OA 4.40 - 
4.60 FIPS
モードオフ 

OA 4.40 - 
4.60 FIPS
モードオン 

TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA あり あり 

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA あり あり 

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA あり あり 

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA あり なし 

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA あり なし 

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 あり あり 

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 あり あり 

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 あり あり 

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 あり あり 
       

SSH暗号 

サポートされるSSH暗号は、FIPSモードオンとFIPSモードオフの場合、およびOnboard Administrator 3.71、4.01 - 
4.02、4.11 - 4.22、4.30 - 4.60の場合と同じです。 

• aes128-ctr 

• aes192-ctr 

• aes256-ctr 

• aes128-cbc 

• 3des-cbc 

• aes192-cbc 

• aes256-cbc 

• rijndael-cbc@lysator.liu.se 

SSHキー交換アルゴリズム 

• OA 4.30 - 4.60 
ecdh-sha2-nistp256、ecdh-sha2-nistp384、ecdh-sha2-nistp521、
diffie-hellman-group-exchange-sha256、diffie-hellman-group-exchange-sha1、
diffie-hellman-group14-sha1、diffie-hellman-group1-sha1 

• OA 4.11 - 4.22 

diffie-hellman-group-exchange-sha1、diffie-hellman-group14-sha1、
diffie-hellman-group1-sha1 
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• OA 4.01 - 4.02 

diffie-hellman-group-exchange-sha1、diffie-hellman-group14-sha1 

• OA 3.71 

diffie-hellman-group-exchange-sha1、diffie-hellman-group14-sha1、
diffie-hellman-group1-sha1 

o OA 4.01以降のバージョンにはdiffie-hellman-group1-sha1を有効化/無効化するオプションが含ま

れます。 

o OA 4.01と4.02では、diffie-hellman-group1-sha1はデフォルトで無効です。 

o OA 4.11 - 4.22およびOA 4.30 - 4.60では、FIPSモードがオフの場合、diffie-hellman-group1-sha1
はデフォルトで有効です。FIPSモードがオンの場合はデフォルトで無効です。 

SSHメッセージ認証コードアルゴリズム 

サポートされたSSHメッセージ認証コードは、FIPSモードオンとFIPSモードオフの場合と同じです。Onboard 
Administrator 3.70以降では、SSH2メッセージ認証にHMAC-MD5およびHMAC-SHA-96はサポートされなくなりま

した。 

• OA 4.11 - 4.22および4.30 - 4.60 

hmac-sha2-256 

hmac-sha2-512 

hmac-sha1 

• OA 4.01 - 4.02 

hmac-sha1 

• OA 3.71 

hmac-sha1 
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HPE BladeSystem c3000/c7000エンクロージャー

ハードウェアの取り付け 

Onboard Administratorモジュールの取り付け 
BladeSystem c3000およびBladeSystem c7000エンクロージャーには、取り付け済みのOnboard Administratorモ
ジュールが1個装備されています。また、このエンクロージャーは、最大2個のOnboard Administratorモジュールを

サポートします。また、このエンクロージャーは、最大2個のOnboard Administratorモジュールをサポートします。

注文した合計数に基づき、Onboard Administratorモジュールを取り付けます。 

• Onboard Administratorモジュールを1個取り付ける場合：ベイ1 

• Onboard Administratorモジュールを2個取り付ける場合：ベイ1およびベイ2 

未使用のOnboard Administratorベイには、Onboard Administratorブランクを取り付けてください。 
  

 注：2個のOnboard Administratorモジュールを取り付ける場合は、ベイ1に取り付けたモジュールがアク

ティブで、ベイ2に取り付けたモジュールは冗長です。 
  

Onboard Administratorモジュールを取り付ける手順については、BladeSystem Information Library（http://www.
hpe.com/support/BladeSystem/docs）からアクセスできる以下のドキュメントを参照してください。 

• 『HPE BladeSystem c3000エンクロージャーセットアップ/インストレーションガイド』 

• 『HPE BladeSystem c7000エンクロージャーセットアップ/インストレーションガイド』 
 

Onboard Administratorのケーブル接続 
Onboard Administratorモジュールをケーブル接続する手順については、BladeSystem Information Library（http://
www.hpe.com/support/BladeSystem/docs）からアクセスできる以下のドキュメントを参照してください。 

• 『BladeSystem c3000エンクロージャーセットアップ/インストレーションガイド』 

• 『BladeSystem c7000エンクロージャーセットアップ/インストレーションガイド』 

Onboard Administrator管理Ethernetポートが管理LANに接続され、管理LANがサーバーポートにも接続されている

場合は、サーバーアプリケーションがOnboard Administrator管理ポートに対してブロードキャストパケットによる

負荷をかけすぎないようにしてください。Onboard Administrator管理ポートは管理ネットワークからのすべてのブ

ロードキャストパケットをエンクロージャー内のすべてのデバイスに転送し、パケットのレートが高くなったこと

が検出された場合には、Onboard Administratorがネットワークパケットフラッディングのメッセージをアクティブ

Onboard Administratorのsyslogに記録します。サーバー接続が1GBで、Onboard Administrator接続が100 MBの場合、

サーバーのブロードキャストパケットによって、Onboard Administratorに接続されているネットワークスイッチの

ポートがすぐに過負荷になります。ネットワークパケットフラッディングが続くと、Onboard Administratorのパ

フォーマンスに影響を与え、パケットフラッディングがOnboard Administratorの容量を超えると、Onboard 
Administratorが再起動する可能性があります。この状況が発生するのは、接続されているネットワークからのすべ

てのパケットをOnboard Administratorが検査する必要があり、エンクロージャー内蔵デバイス（ iLOやVirtual 
Connect管理インターフェイスなど）の管理ルートの役割を果たすことができるためです。Onboard Administrator
の再起動は、ユーザーのトラフィック停止を引き起こす直接的な原因にはなりませんが、特にVirtual Connectを使

用した構成の場合は、不必要に面倒な状況が発生する可能性があります。 

Onboard AdministratorがDHCPサーバーを使用してネットワークに接続されている場合、エンクロージャーの電源

を入れると、Onboard Administratorおよび各iLO（各サーバーブレードにつき1つ）はDHCPリースを消費します。 

http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
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Onboard Administratorポート 
 

ポートの種類 説明 使用時のガイドライン 

OA/ILO Ethernet 1000BaseT RJ45コネクター • 各ブレードのOAと iLOにEthernetアクセス
を提供します。 

• エンクロージャーマネジメントネットワー
クの使用が設定されているインターコネク
トモジュールと管理プロセッサーもサポー
トします。 

• 1000/100/10Mbのオートネゴシエーション、
または100Mbもしくは10Mbのフルデュプ
レックスに設定できます。 

USB USB 2.0 Type Aコネクター DVDドライブ、USBキードライブ、エンクロー
ジャーのKVMが使用するキーボードやマウスの
ようなUSBデバイスを接続します。OAは、4 GB
以下のUSBデバイスをサポートしています。 

シリアルコネクター PC標準ピン配置のシリアルRS232 DB-9
コネクター。 

ヌルモデムシリアルケーブルを使用して、OAへ
の直接アクセスを提供します。双方向通信チャネ
ルを提供します。 
• OAがネットワークに到達できない場合に便

利です。 
• コンピューターとOAコマンドラインイン

ターフェイス（CLI）を接続します。双方向
通信チャネルを使用して、診断コマンドを実
行したり、エンクロージャーのステータスに
関する情報を表示したりできます。 

• 資格情報やIPアドレスの知識がなくてもOA
にアクセスできます。OAの管理者認証情報
を忘れた場合は、シリアルポート経由でOA
に接続し、パスワードをリセットします（「管
理者パスワードのリカバリ」（18ページ）を
参照してください）。 

VGAコネクター PC標準ピン配置のVGA DB-15コネク
ター。c3000エンクロージャーのVGAポー
トは、エンクロージャーの背面の別のモ
ジュール（KVMモジュール）上にあります。 

シリアルポートに似ていますが、ラックKVMお
よびサーバーブレードiLOへのアクセスを提供
します。ただし、ディスプレイを提供するだけで
す。OA診断機能は、KVM接続経由では実行でき
ません。エンクロージャーのKVMメニューにア
クセスし、ラックKVMモニターに接続します。
OA CLIにアクセスするには、VGAモニターを接
続します。 

エンクロージャーリ
ンクダウンポート 

CAT5パッチケーブルを使用して、エンク
ロージャーにある下記のエンクロー
ジャーリンクアップポートに接続します。 

異なるエンクロージャーの接続およびエンク
ロージャーのクラスターの作成に使用します。複
数のエンクロージャーをリンクしておけば、ベー
スエンクロージャーのIPアドレスだけでエンク
ロージャーグループにアクセスできます。 

エンクロージャーリ
ンクアップポートお
よびサービスポート 

CAT5パッチケーブルを使用して、エンク
ロージャーにある上記のエンクロー
ジャーリンクダウンポートに接続します。 
 

エンクロージャーリンクダウンポートと同じよ
うに使用します。 
スタンドアロンのエンクロージャーや、リンクさ
れている一連のエンクロージャーの一番上のエ
ンクロージャーでは、一番上のエンクロージャー
リンクアップポートはサービスポートとして機
能します。 
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HPE BladeSystem Insight Display 

HPE BladeSystem c7000 2インチInsight Displayのコン

ポーネント 

 
         

番号 説明 機能 

1 上矢印ボタン メニューの選択項目を1つ上に移動します。 

2 下矢印ボタン メニューの選択項目を1つ下に移動します。 

3 [OK]ボタン 強調表示された選択項目を承認し、選択されたメニューに移動し
ます。 

4 左矢印ボタン メニューまたはナビゲーションバーの選択項目を1つ左に移動し
ます。 

5 右矢印ボタン メニューまたはナビゲーションバーの選択項目を1つ右に移動し
ます。 

6 Insight Display画面 メインメニューのエラーメッセージと指示を表示します。 
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HPE BladeSystem c3000およびc7000の3インチInsight 
Displayコンポーネント 

 
         

番号 説明 機能 

1 Insight Display画面 メインメニューのエラーメッセージと指示を表示します。 

2 左矢印ボタン メニューまたはナビゲーションバーの選択項目を1つ左に移動し
ます。 

3 右矢印ボタン メニューまたはナビゲーションバーの選択項目を1つ右に移動し
ます。 

4 [OK]ボタン 強調表示された選択項目を承認し、選択されたメニューに移動し
ます。 

5 下矢印ボタン メニューの選択項目を1つ下に移動します。 

6 上矢印ボタン メニューの選択項目を1つ上に移動します。 
         

 

Insight Displayの概要 
ラック担当の技術者は、Insight Displayを使用してエンクロージャーを初期設定できます。また、エンクロージャー

のヘルスと稼動状況の情報も入手できます。Insight Displayの色は、エンクロージャーの状態に応じて変わります。 

• 青色 - Insight Displayが青く点灯している場合、エンクロージャーUIDはアクティブです。エンクロージャー

に電源が初めて投入されるとエンクロージャーUIDが自動的にオンになります。メインメニューから[Turn 
Enclosure UID On]を選択したり、管理インターポーザーのエンクロージャーUIDボタンを押したりすることで

オンにすることもできます。 

エンクロージャーUIDがオンの場合、操作が2分間行われないと、Insight Displayが点滅します。Insight Display
上のいずれかのボタンを押すと点滅が止まり、画面が再びアクティブになります。 

• 緑色 - Insight Displayが緑色で点灯している場合、エラーやアラート状態ではなく、エンクロージャーは正常

に動作しています。操作が2分間行われないと、Insight Displayの照明が消えます。Insight Display上のいずれ

かのボタンを押すと画面が再びアクティブになります。 

• オレンジ色 - Onboard Administratorがエラーまたはアラート状態を検出すると、Insight Displayがオレンジ色

で点灯します。状態の詳細は画面に表示されます。 

操作が2分間行われないと、Insight Displayがオレンジ色で点滅し、エラーまたはアラート状態であることを示

します。エンクロージャーUIDがオンでエラーまたはアラート状態が発生している場合、Insight Displayは青
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く点灯します。これはエンクロージャーUIDがアラートより優先されるためです。Insight Display上のいずれ

かのボタンを押すと画面が再びアクティブになります。 

• 消灯（電源が入っていません）- Insight Displayの非アクティブ時間は2分です。何も操作せず、アラート状態

でもない場合、2分後に画面の照明がオフになります。Insight Display上のいずれかのボタンを押すと画面が再

びアクティブになります。 

エンクロージャーヘルスアイコンは各画面の左下隅にあり、エンクロージャーのヘルス状態を示します。カーソル

をエンクロージャーヘルスアイコンに移動してOKを押すと、どのInsight Display画面からでも[Health Summary]画
面にアクセスできます。 

 

HPE BladeSystem c3000 Insight Displayへのアクセス 
1. Insight Displayにアクセスするには、露出面を押します。 

 
2. 正しい位置に固定されるまでInsight Displayをシャーシから引き出し、起こします。 
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Insight Displayインストールの実行 
エンクロージャーを確認するために、エンクロージャーに初めて電源を入れると、背面のエンクロージャーUIDと

Insight Displayの背景が青く点灯します。エンクロージャーに初めて電源を入れると、Insight Displayによりインス

トールウィザードが起動し、設定手順が始まります。ウィザードは、インストールの開始時にエンクロージャーの

UIDを自動的に点灯します。インストールが完了すると、ウィザードがエンクロージャーUIDの電源を切ります。エ

ンクロージャーを設定すると、Insight Displayはインストールエラーや構成エラーがないことを確認します。エラー

がある場合は、Insight Displayにエラー修正の手順が表示されます。 

[エンクロージャー設定]画面が最初に表示されます。 

 
1. [Enclosure Settings]画面（37ページ）の各設定を確認します。 

2. 値を変更するには、編集するメニューオプションにカーソルを移動し、[OK]ボタンを押します。 

3. 設定を適切な値に変更し、カーソルを[Accept]に移動し、[OK]を押すと、[Enclosure Settings]メニューに戻り

ます。[Enclosure Settings]メニューのすべてのオプションが適切な値になるまでこの手順を繰り返します。 
  

 ヒント：[?] アイコンを選択すると、各設定に関する詳細なヘルプ情報やトピックにアクセスできます。 

  

  

 ヒント：いずれかのメニューオプションでカーソルを[What is This]に移動し、[OK]ボタンを押すと、

それぞれの設定、オプション、または警告に関する追加情報を参照できます。 
  

4. [Enclosure Settings]メニューのすべての設定が適切な値になったら、カーソルを[Accept All]に移動し、[OK]
を押して、その設定を承認します。 

[Enclosure Settings]画面では、以下のオプションを変更できます。 

[Power Mode] - デフォルト設定は[AC Redundant]です。以下の選択項目があります。 

o [AC Redundant] 

o [Power Supply Redundant] 
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o [None] 

 
[Power Limit] - デフォルト設定は[Not Set]です。制限値は、50 W単位で増やして変更できます。 

  

 注意：[Power Limit]のWatts ACの値を計算する場合、回路ブレーカーの遮断を防止するには、回路の定

格出力を最大値の80%に下げます（米国のみ）。 
  

  

 注意：計算で得られたピークWatts ACを設備がサポートできない場合は、[Power Limit]のWatts ACの値

を設備の能力に合わせて設定します。 
  

[Dynamic Power] - デフォルト設定は[Disabled]です。以下の選択項目があります。 

o [Enabled] - 一部の電源装置をスタンバイ状態にして、エンクロージャーの電源サブシステムの全体的な

効率を自動的に向上させます。 

o [Disabled] - 負荷をすべての電源装置で分担します。電源サブシステムの効率は負荷により変化します。 
  

 注：[ダイナミックパワー]は、c3000のすべての電源装置でサポートされています。低入力電圧（定格

100～120 V）で動作する電源装置を除く、c7000のすべての電源装置でサポートされています。 
  

[OA1 IP Addr] - デフォルト設定は、DHCPです。IPアドレスを受信できない場合、IPアドレスは0.0.0.0にな

ります。IPアドレス、マスク、およびゲートウェイは、このオプションで設定します。 

[OA2 IP Addr] - このモジュールが存在する場合、デフォルト設定はDHCPです。IPアドレスを受信できない

場合、IPアドレスは0.0.0.0になります。取り付けられているOnboard Administratorモジュールが1つのみの場

合は、画面には「Not Present」と表示されます。 

[Enclosure Name] - デフォルト設定は工場で割り当てられた一意の名前です。使用できる文字は0～9、A～Z、
a～z、-、_、 です。 は名前の終わりを示すために使用されます。 

  

 注：「 」記号をテキストフィールド内で使用しないでください。テキストフィールド内の入力は、「 」

記号の前の最後の文字まで切り取られます。 
  

  

 ヒント：テキストフィールドの 記号の前までの部分を簡単に消すには、ナビゲーションバーから

[Clear]を選択します。 
  

[Rack Name] - デフォルト設定は[UnnamedRack]です。使用できる文字は0～9、A～Z、a～z、-、_、 です。

は名前の終わりを示すために使用されます。 

[DVD Drive] - デフォルト設定は、すべてのブレードで[Disconnected]です。[DVD Connect Status]メニューで

は、現在のDVD接続のステータスがアイコンで表示されます。 
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[Blade DVD Connection]メニューに移動するには、[DVD Connect]メニューのDVDアイコンを選択します。 

 
さまざまな[DVD Connect]アイコンとその意味を表示するには、[Help]をクリックします。 

 
Insight Display PIN番号が設定されている場合、[DVD Drive]メニューは、LCD PINで保護されています。

[Enclosure DVD]の設定を表示または変更するには、LCDで正しいPINを入力する必要があります。 

ブレードをCD、DVD、またはISOファイルに接続するには、個々のサーバーのDVDアイコンまたは[All Blades]
ボタンにアクセスして、[OK]を押します。 

[Blade DVD Connection]メニューには、エンクロージャーDVDまたはUSBキー上のISOファイルを[DVD 
Connect Status]メニューで選択されたサーバーに接続できるかどうかが示されます。USBキーで複数のISO
ファイルが検出される場合、オプションのページが2ページ以上表示されることがあります。接続オプション

の次のページを表示するには、[Next Page]ボタンを選択します。 

o [Connect to] - 現在使用できるオプションのいずれかを選択して[OK]をクリックし、そのオプションを選

択します。次に、[Connect: Blade DVD]メニューに移動し、このメディアを接続するサーバーを再起動

するかそれとも現在の電源状態のままにしておくかを選びます。 
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o [Disconnect DVD Hardware] - 現在のメディア接続を切断し、[DVD Connect Status]メニューに戻ります。 

 
以下の選択項目があります。 

o [No Power Change] - 選択したメディアをサーバーに接続し、それ以外の操作は行いません。 

o [Connect and Reboot] - 選択したメディアを選択したサーバーに接続し、そのサーバーを再起動します。 

 
5. すべての設定を承認して継続するには、[Enclosure Setting]画面下部の[Accept All]ボタンに移動し、[OK]を押

します。 

Onboard Administratorモジュールが他のエンクロージャーを検出した場合は、「Linked enclosures detected」
というメッセージが表示されます。 

6. 上下の矢印ボタンを使用して、[Push Settings =]を以下のいずれかの値に変更します。 

o [Yes] - 設定済みの電源設定、ラック名、およびLCD Lockout PIN（設定されている場合）を、[Enclosure 
Settings]画面から、検出されたエンクロージャーにコピーします。 

o [No] - 続けて現在のエンクロージャーのみを設定します。検出された各エンクロージャーに対してInsight 
Displayのインストールウィザードを実行する必要があります。各エンクロージャーに異なる電源設定が必

要な場合はこのオプションを選択します。 
  

 重要：Onboard Administratorモジュールに静的IPアドレッシングを使用している設備の場合は、各

Insight Displayについて別々に、その IPアドレスを手動で入力する必要があります。Onboard 
AdministratorモジュールのIPアドレスは、設定を隣接のエンクロージャーに送信する前に入力できま

す。インストールウィザードが完了したら、必要に応じて[Enclosure Settings]メニューに戻り、Onboard 
AdministratorモジュールのIPアドレスを入力することができます。 
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7. カーソルを[Accept]に移動し、[OK]ボタンを押します。 

インストールウィザードの[Check: Installation and Cables]画面が表示されます。 

 
8. すべてのコンポーネントが取り付けられ接続されていることを確認します。 

9. 構成とインストールのエラーチェックを開始するには、[Continue]を選択し、[OK]を押します。[Continue]
を選択すると、エンクロージャーUIDは自動的にオフになります。[Push Settings = Yes]の場合は以下のよう

になります。 

o エンクロージャーの設定が隣接のエンクロージャーに伝播されます。 

o インストールウィザードが隣接の各エンクロージャーで実行されます。 

o 隣接のエンクロージャーでエンクロージャーUIDが消灯します。 

エラーが検出されなかった場合、背面のエンクロージャーUIDは消灯し、Insight Display画面が緑色で点灯し

ます。 
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10. メインメニューに戻るには、[OK]を押します。エンクロージャーとブレードハードウェアのセットアップと

設定が完了しました。 

 
  

 重要：エラーを検出すると、Insight Display画面がオレンジ色で点灯し、[Health Summary]画面が表示

されます。構成エラーのトラブルシューティングについて詳しくは、「Insight Displayのエラー」（45ペー

ジ）を参照してください。 
構成エラーが発生すると、エンクロージャーの動作が停止します。すぐに対処してください。 

  

11. ブラウザーを開き、Insight Displayインストールウィザードで設定したOnboard AdministratorのIPアドレスを

使用して、アクティブなOnboard Administratorモジュールに接続します。 

12. Onboard Administratorモジュールに付属のタグに記載されていたユーザー名とパスワードを入力して、リモー

トOnboard Administrator Webインターフェイスにアクセスし、Onboard Administratorインストールウィザー

ドの初回実行を完了します。 
 

Insight Displayの操作方法 
Insight Displayパネルで、矢印ボタンを使用してメニューと選択項目を移動します。 

最初に表示されるメニューは[Main Menu]です。 

 

Insight Displayの[Main Menu]には以下のメニューオプションがあります。 

• [Health Summary] 

• [Enclosure Settings] 

• [Enclosure Info] 
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• [Blade or Port Info] 

• [Turn Enclosure UID on/off] 

• [View User Note] 

• [Chat Mode] 

• [USB Key Menu] 

アクティブOnboard AdministratorがKVM機能を検出すると、[KVM Menu]ボタンが[Main Menu]のナビゲーション

バーに表示されます。[KVM Menu]を選択すると、Insight Displayには何も表示されなくなり、Onboard Administrator
のVGA接続が有効になります。 

次の[Main Menu]の図では、KVM機能を確認できます。 

 

Insight Displayの[Main Menu]について詳しくは、『HPE BladeSystem Insight Display User Guide』を参照してくだ

さい。 
  

 ヒント：いずれかのメニューオプションでカーソルを[What is This]に移動し、[OK]ボタンを押すと、

それぞれの設定、オプション、または警告に関する追加情報を参照できます。 
  

ナビゲーションバーのオプションでは以下の操作が可能です。 

• 複数の警告画面の間を移動する 

• メインメニューに戻る 

• 現在の設定に対する変更を承認する 

• 現在の設定に対する変更を取り消す 

• ナビゲーションバーのHealth Summaryアイコンを選択して、任意の画面から[Health Summary]画面にアクセ

スする 
 

[Health Summary]画面 
[Health Summary]画面には、エンクロージャーの現在の状態が表示されます。[Health Summary]画面にアクセスす

るには、以下の手順に従ってください。 

• メインメニューで[Health Summary]を選択する。 

• 任意のInsight Display画面からHealth Summaryアイコンを選択する。 

エラーまたはアラート状態が検出されると、[Health Summary]画面にはエラー状態の総数とエラー箇所が表示され

ます。 

各エラー状態を個別に参照するには、ナビゲーションバーから[Next Alert]を選択し、[OK]ボタンを押します。Insight 
Displayに、重大度の高い順に各エラー状態が表示されます。重大な警告が先に表示され（ある場合）、その後、注

意が表示されます。 
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エンクロージャーが正常に動作しているときは、[Health Summary]画面は緑色で示されます。明るい緑色の四角形

は、取り付けられ、オンになっているコンポーネントを表します。暗い緑色の四角形は、取り付けられているが電

源がオフで、エラーのないコンポーネントを表します。黒色の四角形は、空のベイを表します。 

注：c3000エンクロージャーDVD機能の場合、DVDの黒い四角形は、Onboard AdministratorにDVDドライブが接続

されていないことを表し、暗い灰色の四角形は、DVDドライブは存在するが、メディアが存在しないことを表しま

す。暗い緑色の四角形は、メディアは存在するが、サーバーに接続されていない、または接続されているすべての

サーバーがディスク排出コマンドを発行したため、ドライブからディスクを取り出せることを表します。明るい緑

色の四角形は、ドライブにメディアが存在し、エンクロージャー内の少なくとも1つのサーバーに接続され、ドライ

ブトレイがロックされていることを表します。 

エラーが発生した場合、[Health Summary]画面の背景色が緑色からオレンジ色に変化し、注意の場合は黄色の四角

形、障害の場合は赤の四角形でエラーが強調されます。すべてのInsight Display画面の左下にあるエンクロージャー

全体のヘルスアイコンは、エンクロージャー全体の状態を示します。 

 

エラーを表示するには、[View Alert]を選択し、[OK]ボタンを押します。 

エラーの詳細を参照するには、[Details]を選択します。 
 

[Enclosure Settings]画面 
[Enclosure Settings]画面には、エンクロージャーに関する以下の設定情報が表示されます。 

• パワーモード設定 

• 電力制限設定 

• Dynamic Power設定 

• アクティブおよびスタンバイのOA IPアドレス 

• エンクロージャー名 

• ラック名 

• DVDドライブ 

• Insight Display PIN 
  

 注：DVDドライブの設定では、エンクロージャーのどのサーバーブレードでも、オプションのc3000エ
ンクロージャーDVDドライブにロードされているCDまたはDVDに接続したり、ドライブから切断した

りできます。この機能はサーバーブレードにオペレーティングシステムやソフトウェアをインストール

する場合に使用できます。オプションのDVDドライブがない場合は、外付HPE USB DVDドライブで代

用できます。 
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 ヒント：エンクロージャーの設定を変更できないようにするにはPINを設定します。 

  

設定を変更したり、設定についてのヘルプを参照したりするには、カーソルを[?]に移動して[OK]を押します。 

 
 

[Enclosure Info]画面 
[Enclosure Info]画面には、以下のようなエンクロージャー関連の情報が表示されます。 

• アクティブなOA IPアドレス 

• アクティブなOAサービスIPアドレス 

• 現在のヘルスステータス 

• 現在の周囲温度 

• 現在のAC入力電源 

• 名前 

• シリアル番号 

• ラック名 
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[Blade and Port Info]画面 
[Blade and Port Info]画面には、特定のサーバーブレードに関する以下のような情報が表示されます。最初の画面で

サーバーブレード番号を選択し、[OK]ボタンを押します。[Blade Info]または[Port Info]を選択し、[OK]ボタンを押

します。 

 

BL2x220cサーバーが表示されている場合は、右側の2つ目の選択ボックスに移動し、上向き三角または下向き三角

ボタンを使用してサーバーAまたはBを選択します。この右の選択ボックスは、他のすべてのサーバーブレードの

[Blade Info]画面を選択する場合には、[N/A]になっている必要があります。 

サーバーブレードの情報を表示するには、[Blade Info]を選択して、[OK]ボタンを押します。 

 

特定のサーバーブレードで使用されるポートを表示するには、[Port Info]を選択して、[OK]ボタンを押します。 
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次のフルハイトサーバーブレードには、4枚のNICが内蔵されています。他のインターコネクトベイは空です。4枚
の内蔵NICは、インターコネクトモジュール上の個別のポート番号に接続されています。 

 
 

[Turn Enclosure UID On/Off]画面 
メインメニューのオプションには、エンクロージャーUIDがアクティブなときは[Turn Enclosure UID Off]、エンク

ロージャーUIDがオフのときは[Turn Enclosure UID On]と表示されます。 

メインメニューから[Turn Enclosure UID On]を選択すると、背面のエンクロージャーUID LEDがオンになり、

Insight Display画面の色が青に変わります。 
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メインメニューから[Turn Enclosure UID Off]を選択すると、背面のエンクロージャーUID LEDがオフになり、

Insight Display画面の色が現在の条件を示す色に変わります。 

 
 

[View User Note]画面 
[View User Note]画面には、6行のテキストが表示されます。各行の文字は最大25文字です。この画面は、連絡先電

話番号などの便利な情報を表示するために使用できます。この画面は、リモートのOnboard Administratorユーザー

Webインターフェイスで変更します。背景のビットマップとテキストを変更できます。 

 
 

[Chat Mode]画面 
[Chat Mode]画面は、リモートの管理者が、Webインターフェイスを使用して、エンクロージャーのInsight Display
にメッセージを送信するのに使用します。技術者はInsight Displayのボタンを使用して、用意されている応答の中か

ら選択するか、[?]行にカスタム応答メッセージをダイヤルインします。管理者に応答するには、カーソルを[Send]
に移動して[OK]ボタンを押します。 
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[Chat Mode]はInsight Displayの中で優先順位が一番高く、[Send]を選択するまで画面上に表示され続けます。技術

者は一時的にこのチャット画面を離れて他のInsight Display画面を使用し、その後で[Main Menu]から[Chat Mode]
画面に戻って応答を送信することができます。応答すると、[Chat Mode]画面は消えます。Aと?のどちらによる応

答も、LCDチャットのWebインターフェイスでリモートの管理者に表示されます。 

 
 

[USB Menu]画面 
Onboard Administratorファームウェアバージョン2.30以降では、次のUSBキーオプションが新たにサポートされます。 

• （サポートされているHPE SPP ISOイメージからの）OAファームウェアの更新 

• OA設定の復元 

• OA設定の保存 

Onoard Administratorでサポートされるのは、FAT32またはext2ファイルシステムでフォーマットされたUSBキーで

す。FAT32でフォーマットされたUSBキーのサポートされている最大ファイルサイズは、4 GBです。4 GBを超える

SPPイメージの場合は、ext2でフォーマットされたUSBキーを使用します。この項の最後には、ext2ファイルシス

テムでUSBキーをフォーマットするための手順が含まれます。 

エンクロージャー正面のアクティブなOnboard Administratorモジュールのポート、またはオプションのKVMモ

ジュールのUSBポートにUSBキーを挿入できます。 

[USB Key Menu]にアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. Onboard AdministratorまたはオプションのKVMモジュールにUSBキーを挿入します。 



 

HPE BladeSystem Insight Display 43 

2. [Main Menu]から、[USB Key Menu]を選択します。 

 

[USB Key Menu]では、次の項目を選択できます。 

• [Update OA Firmware] - ファームウェアをアップグレードするときに選択します。BINファイル拡張子が付

いたOnboard AdministratorのファームウェアイメージをUSBキーにインストールしておく必要があります。 

HPE BladeSystem c3000およびc7000エンクロージャー内のOnboard Administratorモジュールをアップグ

レードする方法について詳しくは、「BladeSystemエンクロージャー内のOnboard Administratorモジュールの

アップグレード（「HPE BladeSystemエンクロージャー内のOnboard Administratorモジュールのアップグレー

ド」（192ページ））を参照してください。 

 
• [Restore Configuration] - .CFG拡張子が付いたエンクロージャーの設定ファイルをアップロードするときに

選択します。 

取り付けられたUSBキーに保存され拡張子が.CFGのファイルが、すべて[Restore OA Configuration]メニュー

に表示されます。目的の設定ファイルを選択し、[OK]を押します。 
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設定ファイルによりOnboard AdministratorのIPアドレスなどの設定が変更される可能性があります。このため、

SNMPやLDAPサーバーのアドレスなどの汎用的な設定を行う場合は、複数のエンクロージャーに対して、共

通する1つのファイルのみを適用してください。設定ファイルにOnboard AdministratorのIPアドレスの設定コ

マンドやEBIPA IPアドレスのコマンドが含まれている場合は、同じファイルを複数のエンクロージャーに適用

しないでください。 

 
• [Save Configuration] - エンクロージャーの設定をUSBキー上のファイルに保存するときに選択します。 

Windows PCからext2ファイルシステムでUSBキーをフォーマットする 

USBキーをフォーマットする前に、次のようにしてWindowsシステムがext2ファイルシステムをサポートできるよ

うにする必要があります。 

1. Ext2Fsd-x.xx.exeファイルをSourceForgeのWebサイト（http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/）（英

語）からダウンロードします。 

2. ダウンロードした実行可能ファイルをインストールします。 

以下の初期手順が完了すると、Windowsシステムはext2でフォーマットされたUSBキーを認識できるようになり、

このようなUSBキーへの書き込みを許可します。 

USBキーをフォーマットするには、以下の手順に従ってください。 

1. GNOME Partition EditorのWebサイト（http://gparted.org/）から、Gparted Live CD ISOイメージをダウンロー

ドします。ISOイメージの名前は、通常、gparted-live-x.xx.x-x-i586.isoの形式です。 

2. 任意のVMプレーヤーをダウンロードし、ご使用のWindowsシステム上にインストールします。たとえば、

VMwareのWebサイト（https://my.vmware.com/web/vmware/downloads）から入手可能なVMwareプレー

ヤーをインストールします。 

3. PCにUSBキーを挿入します。 

4. VMプレーヤーを使用して、デフォルト設定で構成されているLinuxカーネルVMを作成します （カーネルの

Linuxバージョンは、Gparted Live CDで提供されるLinuxディストリビューションに適合する必要があります）。 

5. Gparted Live CD ISOイメージをVMのCD/DVDオプションとして設定し、VMを起動します。 

6. USBキーをext2でフォーマットするために、Gparted VM上で適切なGUIオプションを使用します。 

7. VMからUSBキーを取り外します。 

8. VMプレーヤーからVMをシャットダウンします。 

9. USBキーがext2でフォーマットされたことを確認するには、ご使用のPCからUSBキーのプロパティを確認し

ます。 

USBキーへのSPP ISOイメージのコピー 

1. Windows用のext2ファイルシステムドライバーをインストールします。ドライバーは、SourceForgeのWebサ
イト（http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/）にあります。 

2. ご使用のWindowsシステムは、ext2でフォーマットされたUSBドライブを検出するようになりました。 

3. SPP ISOイメージをUSBキーにロードします。 
 

http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/
http://gparted.org/
https://my.vmware.com/web/vmware/downloads
http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/
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[KVM Menu]画面 
エンクロージャーKVM機能がサポートされている場合、Insight Displayの[Main Menu]に[KVM Menu]ボタンが表示

されます。このボタンを選択すると、Insight Displayが無効になり、KVMモジュールのVGAコネクターが有効にな

ります。2つのインターフェイスを同時に有効にすることはできません。詳しくは、「エンクロージャーKVM（47ペー

ジ）」を参照してください。 
 

Insight Displayのエラー 
エラーをすべて解決すれば、エンクロージャーの取り付けは成功です。以下の項で説明するエラーは、エンクロー

ジャーの取り付けと初期設定に特有のものです。初回の電源投入と初期設定の後で発生するエラーを解決するには、

『Onboard Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

エンクロージャーの取り付けおよび構成の際には、以下のタイプのエラーが発生する可能性があります。 

• 電源エラー（45ページ） 

• 冷却エラー（45ページ） 

• 位置エラー（46ページ） 

• 構成エラー（46ページ） 

• デバイス障害エラー（46ページ） 

エンクロージャーUID LEDが消灯している場合、エラー状態が発生するとInsight Displayがオレンジ色で点灯します。

エラー状態が発生すると、ナビゲーションバーに以下の選択項目が表示されます。 

• Health Summaryアイコン - [Health Summary]画面を表示します。 

• [Fix THIS] - 発生中のエラーを解決するための訂正処置を提案します。 

• [Next Alert] - 次の警告を表示します。次の警告がなければ、[Health Summary]画面を表示します。 

• [Previous Alert] - 1つ前の警告を表示します。 
 

電源エラー 
電源エラーは、エンクロージャーを起動する電力が不十分な場合に発生します。電源エラーはサーバーブレード、

ストレージブレード、またはインターコネクトモジュールで発生する可能性があります。 

電源エラーを解決するには、以下の手順に従ってください。 

1. 矢印ボタンを使用して[Fix This]に移動し、[OK]を押します。 

2. Insight Displayが提案した訂正処置を確認し、実行します。ほとんどの場合、電源装置をエンクロージャーに

追加するか、指示されたコンポーネントを取り外す必要があります。 
 

冷却エラー 
冷却エラーが発生するのは、エンクロージャーに取り付けられているファンが足りないか、ファンが効果的な構成

で取り付けられていない場合です。冷却エラーはサーバーブレード、ストレージブレード、またはインターコネク

トモジュールに発生する可能性があります。 

冷却エラーを解決するには、以下の手順に従ってください。 

1. 矢印ボタンを使用して[Fix This]に移動し、[OK]を押します。 

2. Insight Displayが提案した訂正処置を確認し、実行します。ほとんどの場合、ファンをエンクロージャーに追

加するか、ファン構成を修正するか、指示されたファンを取り外す必要があります。 
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位置エラー 
位置（取り付け）エラーが発生するのは、コンポーネントが正しいベイに取り付けられていない場合です。位置エ

ラーはサーバーブレード、ストレージブレード、電源装置、およびファンに発生する可能性があります。 

位置エラーを解決するには、以下の手順に従ってください。 

1. 矢印ボタンを使用して[Fix This]に移動し、[OK]を押します。 

2. Insight Displayが提案した訂正処置を確認し、実行します。指示されたコンポーネントを取り外し、正しいベ

イに取り付けます。Insight Displayが正しいベイ番号を指示します。 
 

構成エラー 
構成エラーが発生するのは、インターコネクトモジュールが誤ったベイに取り付けられているか、メザニンカード

がサーバーブレードの誤ったコネクターに取り付けられている場合です。構成エラーはサーバーブレードとイン

ターコネクトモジュールに発生する可能性があります。 

構成エラーを解決するには、以下の手順に従ってください。 

1. 矢印ボタンを使用して[Fix This]に移動し、[OK]を押します。 

2. Insight Displayが提案した訂正処置を確認し、実行します。受け取ったエラーに応じて、以下のいずれかを実

行します。 

o 指示されたコンポーネントを取り外し、正しいベイに取り付けます（Insight Displayが正しいベイを指示

します）。 

o メザニンカードのインストールを修正するには、サーバーブレードを取り外します（Insight Displayが正

しいベイを指示します）。メザニンカードの取り付けについて詳しくは、ドキュメンテーションCDに収録

されているサーバーのユーザーガイドを参照してください。 
 

デバイス障害エラー 
デバイス障害が発生するのは、コンポーネントに障害が発生した場合です。デバイス障害エラーは、以下を含むす

べてのコンポーネントに発生する可能性があります。 

• サーバーブレード 

• ストレージブレード 

• 電源装置 

• インターコネクトモジュール 

• Onboard Administratorモジュール 

• ファン 

• AC電源入力 

デバイス障害エラーを解決するには、以下の手順に従ってください。 

1. 矢印ボタンを使用して[Fix This]に移動し、[OK]を押します。 

2. Insight Displayが提案した訂正処置を確認し、実行します。ほとんどの場合、障害が発生したコンポーネント

を取り外してエラーをクリアする必要があります。 

3. 障害が発生したコンポーネントの予備があれば交換します。 
  

 注：デバイス障害エラーがAC電源入力エラーの場合、エラーをクリアするには、障害が発生したAC入

力の修理が必要です。 
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エンクロージャーKVM 

機能 
エンクロージャーKVM機能により、Onboard Administratorは、PCがなくても、接続されたVGAモニター、USBキー

ボード、およびUSBマウスのみを使用してサーバービデオコンソールを切り替えることができます。サーバービデ

オコンソールの起動および実行に加えて、エンクロージャーKVMメニューにより、各サーバーのヘルスステータス

を確認し、サーバーの電源を投入および切断したり、エンクロージャーDVDをそれらのサーバーに接続したりする

ことができます。 

エンクロージャーKVMがアクティブになっている間、Insight Displayは無効化されています。エンクロージャーKVM
メニューには、キーボードのカーソルキーを使用してVGAモニターでInsight Display画面にアクセスするためのボタ

ンがあります。 

エンクロージャーKVMメニューには、Onboard Administrator CLIコンソールを選択するためのボタンもあります。

エンクロージャーKVMを使用してOnboard Administrator CLIコンソールにアクセスすると、すべてのCLI機能にアク

セスできます。 

c3000エンクロージャーでは、KVM機能を使用するには、エンクロージャーの背面にオプションのKVMモジュール

を取り付ける必要があります。このKVMモジュールは、VGAコネクターと2つの追加のUSB 2.0コネクターを提供し

ます。c7000エンクロージャーの場合、この機能を使用するには、VGAコネクターを備えたOnboard Administrator
モジュールが必要です。 

エンクロージャーKVM機能を使用する方法 

エンクロージャーKVMを使用するには、次のいずれかの方法を選択します。 

• VGAコネクターにVGAモニターを直接接続し、キーボードとマウスをUSBコネクターに接続する。 

• CAT5 KVM USBアダプターを使用してVGAコネクターにHPE KVMスイッチを接続し、アダプターのUSBケー

ブルをOnboard AdministratorのUSBコネクターに接続する。 
  

 注：LinuxシステムのGUIテキストコンソールで入力する際に、文字が繰り返される問題が発生する場合

は、以下の設定を変更する必要がある場合があります。 
• キーボードのリピート/遅延設定を1000ミリ秒に設定（サーバーのinitスクリプトでkbdrate -d 1000

を使用） 
• GUIの自動リピート速度を1秒に設定 

  

[KVM Menu]へのアクセス 

[KVM Menu]には、次のいずれかの方法でアクセスします。 

• KVMモジュールに接続されているUSBキーボードで、Prt ScrnまたはSysReqを押します。 

• キーボードおよびマウスが接続されているVGAモニターから、Prt Scrnを押します。 

• KVMモジュールがVGAまたはUSBアダプターを使用するHewlett Packard Enterpriseラック内のKVMスイッチ

に接続されている場合は、Prt Scrnを押してラックKVMの選択メニューを起動し、Prt Scrnをもう一度押して

エンクロージャーKVMメニューを表示します。 

エンクロージャーに接続されているHewlett Packard EnterpriseラックKVMのポートを選択してEnterキーを押し、

そのエンクロージャーの[KVM Menu]を選択します。画面に何も表示されない場合は、キーボード上の任意のキーを

押します。これにより、[KVM Menu]が有効になりエンクロージャーのInsight Displayが無効になります。 

エンクロージャーKVMメニューがアクティブになると、Insight Displayには何も表示されなくなります。 

別のインターフェイスからの[KVM Menu]への復帰 

サーバーコンソール、Insight Display、またはOA CLI表示から[KVM Menu]に戻るには、USBキーボードのPrt Scrn
キーを押します。 
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[KVM Menu]からInsight Displayへの復帰 

Insight Displayを元に戻し、KVMメニューに何も表示されないようにするには、Insight Displayの任意のボタンを押

すか、[KVM Menu]で[Exit KVM]を選択します（少し時間がかかりますが問題ありません）。 

[KVM Menu]の移動 

次の図は[KVM Menu]です。 

 

[KVM Menu]を移動する場合は、キーボードの矢印キーを使用します。メニュー操作を選択する場合は、キーボード

のEnterキーを押します。 

次の操作を実行できます。 

• 電源アイコン - サーバーの電源状態を変更します。 

• DVDアイコン - サーバーのエンクロージャーDVDの状態を変更します。 

• [Server Name] - キーボードやマウスサポートを含め、サーバーの全画面KVMコンソールに接続します。[KVM 
Menu]に戻るには、Prt ScrnまたはSysRqキーを押します。 

• [Insight Display] - KVMモニターとキーボードの矢印キーおよびEnterキーを使用して、Insight Displayを操作

します。 

• [OA CLI Console] - KVMモニターとキーボードを使用して、OA CLIコマンドにアクセスします。 

• [Exit KVM] - KVMモニターを終了し、エンクロージャーのInsight Displayを有効にします。 

• [Help] - HPEの[KVM Help]画面を表示して、ステータスアイコンとKVM操作の情報を示します。 

LCD PINが設定されている場合、サーバーのすべての電源とDVDコントロールがLCD PINで保護されています。サー

バーのコンソールやOnboard Administrator CLIは、ユーザーログインで保護されています。 

[KVM Menu]には、次のオプションが含まれています。 
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• [Server Console] - サーバー名を選択してサーバーコンソールを選びます。選択されたサーバーコンソールは、

該当するサーバーのその時点での環境によって異なりますが、フルスクリーンのグラフィックかまたはテキス

トです。PrtScを除くすべてのKVMキーボード上のキーの操作とKVMマウスの操作がサーバーに送られます。

サーバーコンソールを終了して[KVM Menu]に戻るには、Prt Scrnキーを押します。 

 
  

 注：解像度が1024x768から1600x1200の場合、画面の解像度はサーバーのコンソール画面の解像度に

一致します。サーバーコンソールの解像度が1024x768未満の場合、1024x768モードのOnboard 
Administrator KVM画面の一部が表示されます。サーバーコンソールの解像度が1600x1200を超える場

合、警告メッセージが表示され、[Enclosure KVM Menu]画面に戻ります。 
  

• [Server Power] - この画面の電源アイコンを選んで、サーバーの電源状態を変更します。 

• [Server DVD] - この画面のDVDアイコンを選んで、そのサーバーに対するエンクロージャーDVD接続を切り

替えます。 

• [Server Health] - この画面のヘルスアイコンを選んで、該当するサーバーのその時点での稼動状況を表示します。 

• [Insight Display] - [Insight Display]ボタンを選択して、[KVM Menu]からInsight Displayの画面にアクセスします。 



 

エンクロージャーKVM 50 

• OA CLI - [OA CLI]を選択して、Onboard Administrator CLIを起動します。CLIが起動したら、KVMキーボード

を使用してOnboard Administratorにログインします。これにより、アクティブなOnboard Administrator CLI
のフルスクリーンのテキストコンソールが表示されます。Onboard Administrator CLIコンソールを終了して

[KVM Menu]に戻るには、Prt Scrnキーを押します。 
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• [Help] - [Help]を選んで、KVMのヘルプ情報を表示します。 

 
  

 注：Onboard AdministratorがFIPSモードのときは、iLOセキュリティアクセス設定の[Enforce AES/3DES 
Encryption]を有効にする必要があります。iLO設定を変更するには、[Administration]、[Security]、
[Encryption]（[管理]、[セキュリティ]、[暗号化]）の順に選択します。iLO2へのKVM接続は、FIPSモー

ドがON/DEBUGの間はサポートされていません。 
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初期セットアップウィザード 

初期セットアップウィザードを実行する際の前提条件 
初期セットアップウィザードを実行する前に、以下の作業を完了させてください。 

1. Onboard Administratorモジュールを取り付ける。 

2. Onboard Administratorモジュールをネットワークに接続する。 

3. Insight Displayインストールウィザードを完了する。最低限、アクティブなOnboard AdministratorのIPアドレ

スを設定する。 

4. Insight Displayのインストールを実行する。 
 

Onboard Administratorへのサインイン 
1. ブラウザーを開き、Insight Displayインストールウィザードで設定したIPアドレスを使用して、アクティブな

Onboard Administratorモジュールに接続します。 

2. Onboard Administratorに付属のタグに記載されているOnboard Administratorアカウントのユーザー名と初期

管理パスワードを入力します。 

Onboard Administratorに初めてサインインすると、初期セットアップウィザードが自動的に起動します。 

このセットアップウィザードを操作するには、[次へ]をクリックして変更を保存し、次の手順に進みます。変更を

保存せずに手順を終了したい場合は、[スキップ]をクリックしてください。 

左側のツリービューで前のウィザード手順を選択すると、その手順に戻ることができます。また、[ウィザード]メ
ニューからウィザードを選択することにより、いつでも再びウィザードを実行できます。 
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Onboard Administratorにサインインする際に考えられる問題の原因 
サインイン時に問題が発生する理由のリストを以下に示します。 

• サインインするための正しい情報が入力されていない。パスワードは大文字と小文字が区別される。 

• 入力したアカウント情報がOnboard Administrator用にセットアップされていない。 

• 入力したユーザー名が、削除、無効化、またはロックアウトされている。 

• アカウントのパスワードを変更する必要がある。 

• 指定したアカウントに有効でないIPアドレスからサインインしようとしている。 

これらの問題を確認した後も、サインインに関する問題が解決しない場合は、管理者に連絡してください。 
 

ユーザーの初期設定 
表示言語を変更するには、ドロップダウンリストから表示言語を選択し[適用]をクリックします。選択された言語

は、ブラウザーの現在の言語優先設定よりも優先され、同じOnboard Administratorに再接続する場合もこの言語設

定がGUIセッションで維持されます。ただし、他のOnboard AdministratorとのGUIセッションには適用されません。

（この設定は、現在のOnboard AdministratorのIPアドレスに対してのみ有効なクッキーに依存します。IPアドレス

が変更された場合、この設定は新しいアドレスから再度適用されなければなりません）。 

このブラウザーを使用した他のOnboard Administrator GUIへの接続でこの言語を表示するには、以下の操作を行い

ます。 

1. ブラウザーの推奨言語リストの先頭にこの言語を追加します。 

2. Onboard Administratorの[User Preferences]画面で、ドロップダウンリストから[Use browser settings]を選択

します。 

3. [Apply]をクリックして、表示言語を更新します。対応する言語パックが他のOnboard Administratorにインス

トールされている必要があります。言語パックのインストールについて詳しくは、アクティブOnboard 
Administratorの[言語パック]タブ（193ページ）を参照してください。 

[Use browser settings]がすでに設定されている場合、[更新]をクリックして、設定を変更せずに表示言語を更

新します。 

[User Preferences]ドロップダウンリストには、Onboard Administratorにインストールまたは組み込まれた言語だけ

が含まれています。リストにない言語をブラウザーの優先言語に設定した場合、Onboard Administrator GUIはブラ

ウザーの言語設定を使用せず、代わりにデフォルトの言語（英語）を使用します。 
  

 注：表示言語が正しく読み込まれない場合は、ブラウザーのキャッシュを消去したり、ブラウザーの更

新または再読み込みをして、アプリケーションを更新してください。 
  

  

 注：Onboard Administrator GUIでインストールした言語パックを使用しているときに、ブラウザーに正

しく表示されない文字がある場合は、オペレーティングシステムに対応する言語サポートがインストー

ルされていることを確認してください。 
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FIPS 

 

設定を保存するには、[次へ]をクリックします。リンクされたエンクロージャーの場合は、プライマリエンクロー

ジャーのみに反映されます。FIPS設定を適用せずに次の手順に進むには、[スキップ]をクリックします。 
  

 注：FIPSモードに入ったり、FIPSモードから出たりすると、工場出荷時復元操作が実行され、Insight 
Display（LCD）がロックされます。Onboard Administratorが静的IPアドレスで設定されていた場合は、

静的IPアドレスで再設定されるまでDHCPアドレスがデフォルトになります。リカバリでは、Onboard 
Administratorシリアルコンソールにアクセスし、SHOW OA NETWORKコマンドを実行してOnboard 
Administratorの新しいIPアドレスを検出する必要があります。 

  

FIPSモードという用語は、このドキュメントや製品内では、検証ステータスではなく機能の説明に使用されます。

FIPSの承認には長い期間が必要なため、今後、すべてのバージョンがFIPS承認されるとは限りません。現在のFIPS
ステータス、またはこれ以外のファームウェアのバージョンについては、次のドキュメントを参照してください。 

• Cryptographic Module Validation Program FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Modules In Process List 
（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProcess.pdf） 

• FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Vendor List 
(http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm) 

Virtual Connectモードのクリア 

VCモードを解除すると、すべてのVC設定がエンクロージャーから削除されます。VCモードを解除する前に、VC
設定されているすべてのサーバーの電源を切ってください。サーバーの電源を切っておかないと、再起動するまで

VC設定が維持される可能性があります。FIPSモードOFF/ON/DEBUGに変更する前に、VCモードを解除する必要が

あります。 

VCモードを解除するには、以下を実行します。 

1. [Virtual Connectモードのクリア]をクリックします。確認の画面が表示され、「VCモードをクリアする前には、

すべてのサーバーの電源を落とし、Virtual Connectで設定を行わないでください。VCモードをクリアし

てもよろしいですか?」というメッセージが表示されます。 

2. [OK]をクリックします。 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProcess.pdf
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm
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高度なセキュリティ設定 

[エンクロージャー設定]>[ネットワークアクセス]>[FIPS]タブ（125ページ）で、選択したセキュリティプロトコル

と暗号を有効または無効にできます。 

FIPSモード 
  

 注：VCモードが無効化されていない限り、FIPSモードのON/DEBUGまたはOFFへの変更は有効になり

ません。 
  

  

 注：Onboard AdministratorがFIPSモードで動作している場合、証明書のRSAキーの長さは2048ビット

以上である必要があります。また、シグにチャーハッシュアルゴリズムは、SHA1、SHA-224、SHA-256、
SHA-384、SHA-512のいずれかである必要があります。 

  

• [FIPSモードオフ] - FIPS 140-2認定以外のアルゴリズムの使用が有効になります。 

• [FIPSモードオン] - Onboard AdministratorをFIPS 140-2認定モードで使用することが強制されます。この設定

は、承認済みの暗号化プロトコルと暗号の使用をサポートします。 

• [FIPSモードDEBUG] - Onboard AdministratorはFIPSモードONに似た環境に設定されますが、Hewlett 
Packard Enterpriseからデバッグサポートを受けることができます。FIPSモードDEBUGにはFIPSモードONの

機能がありますが、デバッグオプションがあるためにFIPS準拠とは見なされません。 

すべて変更されたら、Onboard Administratorを再起動します。 
  

 重要：この操作を実行すると、既存のすべての設定が消失します。FIPSモード設定を変更すると、出荷

時のデフォルト設定に戻ります。 
  

  

 注：FIPSモードがON/DEBUGの場合、強化パスワードを設定する必要があります。 

  

FIPSモードのステータスアイコン 

FIPSモードがON/DEBUGの場合、FIPSモードの現在のステータスは、GUI画面のOnboard Administratorのヘッダー

バーに表示されるアイコンで示されます。Onboard Administratorの[サインイン]ページのエンクロージャーの表の

[Connection]列にも表示されます。次の表で、ステータスアイコンについて説明します。 
 

FIPSモードアイコン 説明 

 
FIPSモードが有効（ON）。 

 
FIPSモードがONで、1つ以上の警告が発生しています。アイコンにマウスポインターを
重ねると、警告の性質が表示されます。 

 
FIPSモードDEBUGが有効。 

 
FIPSモードDEBUGで、1つ以上の警告が発生しています。アイコンにマウスポインター
を重ねると、警告の性質が表示されます。 

       

FIPS強化パスワードの強制 

使用可能なFIPSモードを切り替えると、強化パスワードが有効になります。最小パスワード長が8文字に設定され、

新しいAdministratorアカウントのパスワードの入力を求められます。さらに、FIPSモードONまたはDEBUGのどち

らかに切り替える場合は、エンクロージャーのIPモード、Telnet、SNMPv1、SNMPv2の各プロトコルが無効になり、

SNMPv3が有効になります。 
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[エンクロージャーの選択]画面 
[エンクロージャーの選択]画面には、検出されたすべてのエンクロージャーが表示され、アクティブなエンクロー

ジャーが選択されます。アクティブなエンクロージャーとは、ユーザーがデフォルトでサインインするエンクロー

ジャーのことです。各エンクロージャーの横のチェックボックスを使用して、該当するエンクロージャーの選択/
選択取り消しを切り替えることができます。すべてのエンクロージャーのチェックボックスを切り替えるには、[す
べてのエンクロージャー]チェックボックスを選択します。 

ラックのトポロジ情報を更新するには、[トポロジの更新]をクリックします。[トポロジの更新]を選択すると、[エン

クロージャーの選択]画面が[リンクモード]に切り替わり、リンクされているすべてのエンクロージャーが表示され

ます。 

 

リンクされているエンクロージャーは、次のいずれかの状態になります。 

• [リンク - サインインなし]。エンクロージャーを選択して、パスワードテキストボックスに管理者パスワード

を入力してください。エンクロージャーを認証するには、[次へ]をクリックします。 

• [リンク - サインインなし]（カードリーダーアイコン付き）。この状態は、リンクされているエンクロージャー

でTwo-Factor認証が有効になっているが認証されていないことを示します。この状態は、次の2つの状況で発

生します。 

o 構成がサポートされていない場合。リンクされているエンクロージャーでTwo-Factor認証を使用して認証

を行うには、プライマリエンクロージャーでTwo-Factor認証が有効になっていなければなりません。また、

プライマリエンクロージャーおよびリンクされているエンクロージャーで同じ認証情報が設定されてい

なければなりません。プライマリエンクロージャーでTwo-Factor認証が有効になっていない場合、

Two-Factor認証が有効になっているリンクされたエンクロージャーを選ぶことはできません。 

o すでに認証され、Two-Factor認証が有効になっているエンクロージャーの[サインアウト]リンクをクリッ

クすると、この状態が発生します。このエンクロージャーを選択した場合、[次へ]をクリックすると、認

証が試行されます。 

• [リンク - サインイン]（カードリーダーアイコンがある場合とない場合）。この状態は、リンクされたエンク

ロージャーが認証されていることを示します。エンクロージャーの情報がロードされていない場合は、[次へ]
ボタンをクリックするときにロードされます。 

[エンクロージャーの選択]画面に複数のエンクロージャーが表示されている場合は、セットアップするエンクロー

ジャーを選択して、[次へ]をクリックします。 

可能な値と各フィールドの説明については、[エンクロージャー情報]画面（104ページ）を参照してください。 
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[設定の管理]画面  
[設定の管理]画面により、前の手順で保存された設定ファイルを使用して、選択されているエンクロージャーをセッ

トアップできます。現在の画面を終了する前に、複数のOnboard Administratorに対してスクリプトを実行できます。 

 

選択されているエンクロージャーを、設定ファイルを使用してセットアップするには、次のように操作してください。 

設定ファイルのアップロード先にするエンクロージャーを選択します。[エンクロージャーの選択]画面で[すべての

エンクロージャー]を選択している場合でも、設定ファイルを同時に複数のエンクロージャーにアップロードするこ

とはできません。ローカルファイル、URL、またはUSBファイルを選択できます。 

• [ローカルファイル] - 参照ウィンドウを開いて設定ファイルを選択するか、設定ファイルのパスをテキスト

ボックスに入力することができます。ファイルパスの最大文字数は、256です。設定ファイルパスを入力し、

[アップロード]をクリックします。 

• [URL] - 設定ファイルがWebサーバーにある場合は、ファイルのHTTPパスを入力します。ファイルパスの最

大文字数は、256です。URLを入力し、[適用]をクリックします。 

• [USBファイル] - エンクロージャーに挿入されているUSBキーに収録されている設定ファイルを選択できま

す。ドロップダウンリストから該当する設定ファイルを選択します。設定ファイルを選択したら、[適用] を
クリックします。このオプションが表示されるのは、エンクロージャーにUSBキーが挿入されている場合だけ

です。 

ファイルの位置を選択すると、ダイアログボックスに結果が表示されます。 
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[ラックおよびエンクロージャー設定]画面 
このフォームを使用して、時間設定および共通名をラックに割り当て、固有名およびアセットタグをエンクロー

ジャーに割り当てます。 

 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[ラック名] 1～32文字。すべての英数字、ダッシュ
（-）、およびアンダースコア（_）を使用
可能。 

エンクロージャーが取り付けられている
ラックの名前。 

[日付と時刻の設定] • [時刻を手動で設定] 
• [NTPサーバーを使用して時刻を設定] 

リンク上の選択されたすべてのエンク
ロージャーに日時を割り当てるために使
用する方法。 

[日付] yyyy-mm-dd形式。 
• mmは、1～12の整数 
• ddは、1～31の整数 

エンクロージャーに割り当てられる現在
の日付。 

[時刻] hh:mm（24時表示） 
• hhは、0～23の整数 
• mmは、0～59の整数 

エンクロージャーに割り当てられる現在
の時間。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[タイムゾーン] タイムゾーン設定 
• アフリカタイムゾーン設定 

（353ページ）。 
• アメリカタイムゾーン設定 

（354ページ）。 
• アジアタイムゾーン設定 

（355ページ）。 
• ユニバーサルタイムゾーン設定 

（353ページ）。 
• オセアニアタイムゾーン設定 

（356ページ）。 
• ヨーロッパタイムゾーン設定 

（357ページ）。 
• 極地タイムゾーン設定（357ページ）。 

エンクロージャーに割り当てられるタイ
ムゾーン。 

[プライマリNTPサーバー] • IPv4アドレス - ###.###.###.###。こ
こで、###は0～255の範囲です。 

• IPv6アドレス -  
####:####:####:####:####:####:##
##:####。ここで、####は0～FFFFの
範囲です。同じIPv6アドレスの圧縮
バージョンもサポートされています。 

• DNS名 - 1～64文字。すべての英数
字、およびダッシュ（-）を使用可能。 

日時情報を提供するプライマリNTPサー
バーのIPアドレスまたはDNS名。 

[セカンダリNTPサーバー] • IPv4アドレス - ###.###.###.###。 
ここで、###は0～255の範囲です。 

• IPv6アドレス - 
####:####:####:####:####:####:##
##:####。ここで、####は0～FFFFの
範囲です。同じIPv6アドレスの圧縮
バージョンもサポートされています。 

• DNS名 - 1～64文字。すべての英数
字、およびダッシュ（-）を使用可能。 

日時情報を提供するセカンダリNTPサー
バーのIPアドレスまたはDNS名。 

[ポーリング間隔] 60～86400の整数 NTPサーバーをポーリングする間隔 
（秒単位）。 

[エンクロージャー名] 1～32文字。すべての英数字、ダッシュ
（-）、およびアンダースコア（_）を使用
可能。 

選択されているエンクロージャーの名前。 

[アセットタグ] 0～32文字。すべての英数字、ダッシュ
（-）、およびアンダースコア（_）を使用
可能。 

インベントリ制御に使用されるアセット
タグ。 
デフォルトのアセットタグは空白。 

エンクロージャーの接続について詳しくは、『BladeSystem c7000 User Guide』を参照してください。 
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[管理者アカウントセットアップ]画面 
[管理者アカウントセットアップ]画面には、最初に、アクティブなエンクロージャーの名前とその現在の設定が表示

されます。 [エンクロージャーの選択 ]画面で複数のエンクロージャーを選択した場合は、選択したOnboard 
Administratorごとの個別入力を表示できるボタンがアクティブになります。 

 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[フルネーム] 0～20文字。すべての英数字、ダッ
シュ（-）、アンダースコア（_）、
およびスペースを使用可能。 

ユーザーのフルネーム。 

[連絡先] 0～20文字。すべての英数字、ダッ
シュ（-）、アンダースコア（_）、
およびスペースを使用可能。 

ユーザーアカウントの連絡先情報。連絡先情報と
しては、個人名、電話番号、またはその他の有益
な情報が可能。 

[パスワード] 3～40文字。すべての印刷可能文
字を使用可能。 

ユーザーアカウントのパスワード。 

[パスワードの確認] 3～40文字。すべての印刷可能文
字を使用可能。 

[Administratorパスワード]の値と同じである必要
がある。 

[PINプロテクションを有効] チェックボックスを選択または
選択解除。 

このチェックボックスを選択すると、エンクロー
ジャーのInsight Displayにアクセスする場合に、
PINコードの入力を要求される。 

[PINコード] 1～6文字。0～9、a～z、および 
A～Zを使用可能。 

エンクロージャーのInsight DisplayのPINコード。 

[PINコードの確認] 1～6文字。0～9、a～z、および 
A～Zを使用可能。 

[Insight Display PIN]の値と同じである必要がある。 

 
  

 注：Onboard AdministratorがFIPSモードON/DEBUGで動作している場合、PINプロテクションを無効に

することはできません。 
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[ローカルユーザーアカウント]画面 
[ローカルユーザーアカウント]画面には、アクティブなOnboard Administratorに割り当てられているユーザーアカウ

ントが表示され、アカウントを追加、編集、および削除するための選択肢が示されます。 

[新規] - 選択したエンクロージャーに新しいユーザーを追加するには、[新規]をクリックします。[ローカルユーザー

の追加]画面が表示されます。 
  

 注：FIPSモードがOFFの場合、最大30ユーザーアカウントを設定できます。FIPSモードがONまたは

DEBUGの場合、最大21ユーザーアカウントを設定できます。最大ユーザーアカウント数には、管理者

アカウント、バーチャルコネクトアカウントのような予約済みアカウントも含まれます。 
  

[編集] - ユーザー名の横にあるチェックボックスを選択することにより、ユーザーを選択します（選択できるのは1
つだけです）。[Edit Local User]画面で設定を変更するには、[編集]をクリックします。 

[削除] - 削除したいユーザー（複数可）の名前の横のチェックボックスを選択します。[削除]をクリックするとアカ

ウントが削除されます。残っている最後のAdministratorアカウントを削除しようとすると、Administratorアカウン

トを1つ残しておく必要があるために削除処理がキャンセルされることを警告するアラートが表示されます。 
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[ユーザー設定]画面 

[ユーザー設定]画面には、設定可能なユーザー情報が表示されます。ユーザー情報は、[ユーザー情報]および[ユーザー

権限]セクションに入力してください。設定を保存するには、[ユーザーの追加]をクリックします。[ローカルユーザー

アカウント]画面に戻るには、[キャンセル]をクリックします。 

 

追加したユーザーごとに、適切なチェックボックスを選択して、サーバーおよびインターコネクトベイへのアクセ

スを許可します。 

各フィールドに指定できる値とその説明については、「ローカルユーザーの追加（274ページ）」を参照してください。 
 

エンクロージャーベイIPアドレッシング 
初期セットアップウィザードの[エンクロージャベイIPアドレッシング]画面を使用すると、Onboard Administrator
のエンクロージャーベイに対してIPv4およびIPv6の固定アドレスを構成できます。Onboard AdministratorのEBIPA
機能を使用すると、デバイスを交換した場合でも特定のベイのIPアドレスを保持しているベイ番号に基づいて、固

定IPアドレスのプロビジョニングを行うことができます。ベイに取り付けられたコンポーネントの管理インター

フェイスは、DHCP用に設定する必要があります。EBIPAは、デバイスがDHCPから起動するように設定されている

場合だけ使用できます。デバイスが静的IP用に構成されている場合は、EBIPA IPアドレスを変更するために、手動

で設定をDHCPに変更する必要があります。 
  

 注：Onboard Administratorに関するドキュメントでは、EBIPA IPアドレスが「固定IPアドレス」または

「固定DHCPアドレス」と表記されています。これらのアドレスは、ベイに取り付けられている実際の

デバイスとは関係なく、特定のベイ番号に恒久的に関連付けられたIPアドレスです。 
  

サーバーブレードのiLOベイとインターコネクトモジュール管理ベイは、外部DHCPサーバーによる動的IPアドレッ

シング、静的IPアドレッシング、ルーター広告によるSLAAC（IPv6のみ）、またはEBIPAのいくつかの方法で、管理

ネットワークのIPアドレスを取得できます。ネットワークにDHCPサービスがある場合や、サーバーブレードとイ

ンターコネクトモジュールに手動で個別に静的IPアドレスを割り当てたい場合は、[スキップ]をクリックしてエンク

ロージャーベイIPアドレッシングの構成手順を省略します。 
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EBIPAは、エンクロージャー内部の管理ネットワーク上にあるサーバーiLOおよびインターコネクトモジュールの管

理インターフェイスに固定DHCP IPアドレスのみを割り当てます。EBIPAはエンクロージャーの外部の管理ネット

ワークの他のデバイスにIPアドレスを割り当てることはしません。また、本番稼働ネットワークのDHCPサーバー

として使用することはできません。 

サーバーブレード iLOは、デフォルトでDHCPのIPアドレスに設定されます。これは、アクティブなOnboard 
Administratorのネットワークコネクターを通じて取得されます。また、Onboard Administratorへの内部管理ネットワー

ク接続があるインターコネクトモジュールも、デフォルトでDHCPアドレッシングの対象になる場合があります。 
  

 注：EBIPAは、ベイが別のVLANにある場合でも、すべてのベイに一意のIPアドレスを強制します。 

  

EBIPA構成ガイドライン 

ここでは一般的な構成情報を提供します。IPv4またはIPv6に固有の構成情報については、以下の対応する項を参照

してください。 

固定IPアドレス割り当てが適した設備の場合は、各サーバーブレードiLOベイとインターコネクトモジュール管理ベ

イごとに個別に一意の固定アドレスを指定するか、EBIPAを使用して個々のサーバーブレードとインターコネクト

モジュールベイに固定IPアドレスの範囲を割り当てることができます。固定アドレスを個別に指定した場合、サブ

ネットマスク（IPv4）、ゲートウェイ、DNSサーバー、NTPサーバー（IPv4インターコネクト）、およびドメイン名

は、共通になる場合と、ベイごとに異なる場合があります。EBIPAを使用してある範囲の固定アドレスを割り当て

る場合、その範囲の最初のIPアドレスとサブネットマスクを指定する必要があります。対象ベイの[自動挿入]下矢印

ボタンをクリックすると、そのベイの下に記載されたベイに、連続したIPアドレスが自動的に割り当てられます。

サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSサーバー、NTPサーバー、およびドメイン名は、リスト内の連続した各ベ

イにもコピーされます。 

たとえば、EBIPAベイ1にIPv4アドレス16.100.226.21を指定して、[自動挿入]機能を使用すると、ベイ1から16に、

16.100.226.21から16.100.226.36の範囲の連続したIPアドレスが割り当てられます。たとえば、インターコネクト

ベイ3に16.200.139.51を指定した場合、 [自動挿入 ]機能を使用すると、ベイ3から8に、16.200.139.51から

16.200.139.56の範囲の連続したIPアドレスが割り当てられます。 
  

 注： リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボタンでは、

すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自動挿入]をクリックすると、

アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリックすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィールドに入力でき

るだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv4サブネットマスクまたはIPv6サブネットプレフィック

スを指定してください。その要件を満たしていないサブネットマスクまたはプレフィックスを指定する

と、アドレスを生成できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]と表示さ

れます。 
  

管理プロセッサーに固定IPアドレスを使用する場合は、Onboard Administratorのhponcfgコマンドを使用してiLO
ネットワーク設定RIBCLスクリプトをiLOに送信できます（iLOがすでにIPアドレスを持っている場合）。EBIPAを使

用してIPアドレスをiLOにブートストラップすることができるため、Onboard Administratorのhponcfgコマンドを

使用して設定スクリプトをそれらのiLOに送信できます。iLOのネットワーク設定を変更すると、そのiLOがネット

ワークインターフェイスを再設定するため、現在の接続が数秒間切断されます。 

倍密度のサーバーブレードを使用している場合は、ベースベイ（ベイ1、2...など）でEBIPA設定を構成しないでく

ださい。サイドAベイ（1A、2A...など）とサイドBベイ（1B、2B...など）を構成してください。[自動挿入]機能を使

用すると、範囲の最初のIPアドレスを指定したベイの下に表示されているベイに、連続するIPアドレスが割り当て

られます（たとえば、ベイ1AにIPアドレスを指定して[自動挿入]機能を使用すると、ベイ2A、3A...に連続するアド

レスが割り当てられます）。 

インターコネクトベイを構成するには、インターコネクトリスト（同じウィザード画面の[デバイスリスト]の下）を

使用します。 

設定を適用するには、[次へ]をクリックします。 

デバイスベイ内のサーバーは、デバイスベイEBIPAアドレスを数分以内に自動的に取得しますが、インターコネク

トスイッチモジュールは、各Onboard Administratorインターコネクトモジュール情報ページの[仮想電源]ボタンを

クリックして、手動で再起動する必要があります。 
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アクティブなネットワーク接続でなくてもEBIPAを使用してエンクロージャーを設定する 

1. Insight Displayを使用して各Onboard Administratorの静的IPを設定し、Insight Displayの[Enclosure Info]画面に

表示されるアクティブなOAサービスのIPアドレスを書き留めます。標準Ethernetパッチケーブルを使用して、

OAベイ間のエンクロージャーサービスポート（エンクロージャーリンクアップコネクター）にクライアント

PCを接続します。クライアントPCのNICは、約1分後に、169.254.x.yの範囲にあるIPアドレスを取得するた

め、DHCP用に設定されている必要があります。 

2. Webブラウザー（またはTelnetやSSHセッション）を起動して、エンクロージャーInsight Displayの[Enclosure 
Info]画面に表示されるOnboard AdministratorサービスのIPアドレスを選択します。 

3. アクティブなOnboard Administratorに貼付されている管理パスワードを使用して、管理者としてOnboard 
Administratorにログインします。 

4. 初期セットアップウィザードの実行時に、開始固定IPアドレスでデバイスベイのEBIPAを有効にし、別の開始

IPアドレスでインターコネクトベイのEBIPAを有効にします。初期セットアップウィザードの実行後、[エンク

ロージャー設定]リストの[エンクロージャベイIPアドレッシング]を選択すると、EBIPA設定をいつでも変更で

きます。 

[自動挿入]ボタンをクリックすると、必要な数の連続した固定IPアドレスが作成されます。サブネットマスク、

ゲートウェイ、DNSサーバー、NTPサーバー、およびドメイン名は、リスト内の連続した各ベイにもコピーさ

れます。または、特定のベイの[EBIPAアドレス]フィールドに設定したいIPアドレスを手動で入力することで、

個々の固定IPアドレスを割り当てることができます。サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSサーバー、NTP
サーバー、およびドメインは、すべてのベイで共通でもそれぞれ別でもかまいません。 

設定を適用すると、デバイスベイ内のサーバーは、デバイスベイEBIPAアドレスを数分以内に自動的に取得し

ますが、インターコネクトスイッチモジュールは、各Onboard Administratorインターコネクトモジュール情報

ページの[仮想電源]ボタンをクリックして、手動で再起動する必要があります。 

5. EBIPA開始IPアドレスと範囲に従ってサーバーブレードのiLOアドレスが設定されていることを確認するには、

Onboard Administratorのデバイスリストを使用します。 

初期セットアップウィザードのEBIPA [IPv4]画面 

 
  

 重要：EBIPAによって割り当てられたアドレスを設定する場合、169.254.x.xの範囲は使用しないでくだ

さい。このネットワークアドレス範囲はOnboard Administrator用に予約されています。 
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[デバイスリスト] 
    

列 説明 

[ベイ] デバイスのエンクロージャー内のベイ。 

[有効] デバイスベイ用のEBIPA設定を有効にします。見出し行の[有効]の横にあるチェックボッ
クスを選択すると、すべてのデバイスベイ用のEBIPA設定を有効にすることができます。
あるいは、特定のデバイスベイ用のチェックボックスをクリックすると、デバイスベイ
を個別に選択できます。 

[EBIPAアドレス] デバイスベイに割り当てる固定IPアドレス。指定可能な値は、###.###.###.###です。こ
こで、###は0～255の範囲です。 

[サブネットマスク]  デバイスベイ用のサブネットマスク。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、
###は0～255の範囲です。 

[ゲートウェイ] デバイスベイに割り当てる固定ゲートウェイ IPアドレス。指定可能な値は、
###.###.###.###です。ここで、###は0～255の範囲です。 

[ドメイン]  デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 

[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPアドレ
ス。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、###は0～255の範囲です。 

[自動挿入] デバイスリストの下にある選択したデバイスベイに連続したIPアドレスを割り当てま
す。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックします。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィー
ルドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv4サブネットマスクを指
定してください。その要件を満たしていないサブネットマスクを指定すると、アドレス
を生成できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]と表示
されます。 

[現在のアドレス] デバイスベイの現在のIPアドレス。 
         

[インターコネクトリスト] 
 

列 説明 

[ベイ] インターコネクトデバイスのエンクロージャー内のベイ。 

[有効] インターコネクトベイのEBIPA for IPv4設定を有効にします。見出し行の[有効]の横にあ
るチェックボックスを選択すると、すべてのインターコネクトベイ用のEBIPA for IPv4
設定を有効にすることができます。あるいは、特定のインターコネクトベイ用のチェッ
クボックスを選択すると、インターコネクトベイを個別に有効にすることができます。 

[EBIPAアドレス] デバイスベイに割り当てる固定DHCP IPアドレス。 

[サブネットマスク] デバイスベイ用のサブネットマスク。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、
###は0～255の範囲です。 

[ゲートウェイ] デバイスベイのゲートウェイアドレス。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここ
で、###は0～255の範囲です。 

[ドメイン] デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 

[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPv4アド
レス。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、###は0～255の範囲です。 

[NTPサーバー] NTPプロトコルを使用した日時の同期化に使用されるサーバーの IPv4アドレス。
###.###.###.###。ここで、###は0～255の範囲です。 
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列 説明 

[自動挿入] インターコネクトリストの下にある選択したインターコネクトベイに連続したIPv4アド
レスを割り当てます。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックします。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィール
ドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv4サブネットマスクを指定し
てください。その要件を満たしていないサブネットマスクを指定すると、アドレスを生成
できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]と表示されます。 

[現在のアドレス] インターコネクトベイの現在のIPv4アドレス。 
       

初期セットアップウィザードのEBIPA [IPv6]画面 

 
  

 重要：EBIPAによって割り当てられたアドレスを設定する場合、プレフィックスfe80::/10を使用しないで

ください。このネットワークプレフィックスはリンクローカルSLAACアドレス用に予約されています。 
  

  

 注：EBIPA IPv6固定アドレスを正常に設定するには、[IPv6を有効]の設定を有効にする必要があります。

この設定を有効にするには、初期セットアップウィザードの[IPv6ネットワーク設定]画面または[エンク

ロージャー設定]の[IPv6設定]タブを使用します。 
[ステートレスアドレス自動調整(SLAAC)を有効]および[DHCPv6を有効]の設定は、EBIPA IPv6機能に

は効果はありません。 
  

[デバイスリスト] 
 

列 説明 

[ベイ] デバイスのエンクロージャー内のベイ。 

[有効] デバイスベイ用のEBIPA設定を有効にします。見出し行の[有効]の横にあるチェックボッ
クスを選択すると、すべてのデバイスベイ用のEBIPA設定を有効にすることができます。
あるいは、特定のデバイスベイ用のチェックボックスをクリックすると、デバイスベイ
を個別に選択できます。 
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列 説明 

[EBIPAアドレス] デバイスベイに割り当てる固定IPv6アドレス。指定可能な値は、####:####:####:####: 
####:####:####:####/###です。ここで、####は0～FFFFの範囲です。同じIPv6アドレ
スの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックス/###は1～128の範囲で
す。プレフィックス長は必須です。 

[ゲートウェイ] デバイスベイに割り当てる固定 IPv6ゲートウェイアドレス。指定可能な値は、
####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####は0～FFFFの範囲です。
同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックスを指定し
ないでください。ゲートウェイは、ネットワーク内から到達可能であるとみなされます。 
このゲートウェイがリンクローカルアドレスとして指定される場合、ゲートウェイはこ
のアドレスを使用してエンクロージャーのデバイス上で常に設定されます。ゲートウェ
イに他のタイプのIPv6アドレスが指定されている場合、Onboard Administratorは、エン
クロージャーデバイスの設定に使用するゲートウェイデバイスのリンクローカルアド
レスを識別するため、近隣者探索要求を送信します。ゲートウェイが設定されていない
か、近隣者探索要求に応答しない場合はゲートウェイが構成されていません。 

[ドメイン]  デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 

[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPv6アド
レス。指定可能な値は、####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####
は0～FFFFの範囲です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。 

[自動挿入] デバイスリストの下にある選択したデバイスベイに連続したIPv6アドレスを割り当て
ます。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックします。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィー
ルドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv6サブネットプレフィッ
クスを指定してください。その要件を満たしていないプレフィックスを指定すると、ア
ドレスを生成できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]
と表示されます。 

[現在のアドレス] デバイスベイの現在のIPv6アドレス。 
        

[インターコネクトリスト] 
  

列 説明 

[ベイ] インターコネクトデバイスのエンクロージャー内のベイ。 

[有効] インターコネクトベイ用のEBIPA for IPv6設定を有効にします。見出し行の[有効]の横に
あるチェックボックスを選択すると、すべてのインターコネクトベイ用のEBIPA for 
IPv6設定を有効にすることができます。あるいは、特定のインターコネクトベイ用の
チェックボックスを選択すると、インターコネクトベイを個別に有効にすることができ
ます。 

[EBIPAアドレス] インターコネクトベイに割り当てる固定DHCP IPv6 IPアドレス。指定可能な値は、
####:####:####:####:####:####:####:####/###です。ここで、####は0～FFFFの範囲
です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックス/###
は1～128の範囲です。プレフィックス長は必須です。 

[ゲートウェイ] インターコネクトベイに割り当てる固定ゲートウェイIPv6 IPアドレス。指定可能な値
は、####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####は0～FFFFの範囲
です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックスを
指定しないでください。ゲートウェイは、ネットワーク内から到達可能であるとみなさ
れます。 
このゲートウェイがリンクローカルアドレスとして指定される場合、ゲートウェイはこ
のアドレスを使用してエンクロージャーのデバイス上で常に設定されます。ゲートウェ
イに他のタイプのIPv6アドレスが指定されている場合、Onboard Administratorは、エン
クロージャーデバイスの設定に使用するゲートウェイデバイスのリンクローカルアド
レスを識別するため、近隣者探索要求を送信します。ゲートウェイが設定されていない
か、近隣者探索要求に応答しない場合はゲートウェイが構成されていません。 
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列 説明 

[ドメイン] デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 

[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPv6アド
レス。指定可能な値は、####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####
は0～FFFFの範囲です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。 

[自動挿入] インターコネクトリストの下にある選択したインターコネクトベイに連続したIPv6ア
ドレスを割り当てます。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックし
ます。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィー
ルドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv6サブネットプレフィッ
クスを指定してください。その要件を満たしていないプレフィックスを指定すると、ア
ドレスを生成できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]
と表示されます。 

[現在のアドレス] インターコネクトベイの現在のIPv6アドレス。 
       

 

[ディレクトリグループ]画面 
LDAPは、情報ディレクトリにアクセスするためのオープンプロトコルです。LDAPは、X.500規格に基づいていま

すが、それほど複雑ではありません。LDAPはTCP/IPをサポートするので、アプリケーションは、ディレクトリを

ホストするサーバーに依存せずに動作できます。 

次の図は初期セットアップウィザードの[ディレクトリグループ]画面です。この画面を使用すると、ディレクトリグ

ループを追加、編集、および削除できます。 
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ディレクトリグループを追加するには、[新規]をクリックします。次の図では、選択したエンクロージャーの新し

いディレクトリグループの構成やディレクトリアクセスの設定を行うことができる初期セットアップウィザードの

[グループ設定]画面を表しています。 

 

エンクロージャーへのアクセス権限はLDAPを使用して許諾されます。LDAPサーバーを使用するには、ディレクト

リアカウントを作成する必要があります。 

[ディレクトリグループ]画面には、プライマリコネクションのエンクロージャーに追加されたカレントディレクトリ

グループが表示されます。すべてのエンクロージャーにユーザーグループを追加してもかまいません。プライマリ

コネクションのエンクロージャーだけからユーザーグループを編集したり、削除したりできます。LDAPサービスを

使用するには、少なくとも1つのディレクトリグループを追加する必要があります。 
 

列 説明 

チェックボックス 編集または削除するディレクトリグループを選択する場合に使用します。 

[グループ名] 1～255文字。[検索コンテキスト]と同じ文字を使用できます。グループ名は、LDAPユー
ザーのグループメンバーシップを決定するために使用されます。グループ名は、名前、
識別名、共通名、表示名、およびSAMアカウント名というディレクトリグループの5つ
のプロパティのいずれかと一致している必要があります。ネストグループの場合、マッ
チングはobjectSid（グループのセキュリティIDを指定する属性）に基づいて行われま
す。LDAPのグループを一意に識別するため、識別名をお勧めします。Onboard 
AdministratorがGCポートを検索するように構成され、識別名が使用されていない場合、
複数のドメインで不正確な一致が生じる可能性があります。これは、意図しない認証を
もたらす可能性があります。 

[権限レベル] ユーザーが実行できる管理機能を決定する場合に使用します。ユーザーの権限レベルに
は、管理者、オペレーター、ユーザーがあります。 

説明 0～58文字。英数字、ダッシュ（-）、アンダースコア（_）、およびスペースを使用可能。
LDAPグループの説明、グループの分かりやすい別名、またはその他の役立つ情報。 
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• [新規] - 選択されているエンクロージャーに新しいディレクトリグループを追加するには、[新規]をクリック

します。最大30のディレクトリグループを追加できます。[LDAPグループに追加]画面が表示されます。 

• [編集] - グループ名の横にあるチェックボックスを選択することにより、編集するディレクトリグループを選

択します。[LDAPグループの編集]画面で設定を変更するには、[編集]をクリックします。 

• [削除] - グループ名の横にあるチェックボックスを選択することにより、削除するディレクトリグループを選

択します。グループを削除するには、[削除]をクリックします。 

LDAPのネストグループのサポート 

Microsoft Active Directoryを使用すると、別のグループに1つ以上のグループを配置できます。別のグループに含ま

れるグループをネストグループと呼びます。ネストグループを含むグループをネスティンググループと呼びます。

ネストグループのメリットは、ネスティンググループが適切に構成されていると、ネストグループのユーザーが

Onboard Administratorにログインできる点です。たとえば、group2がgroup1にネストされているとします。親の

LDAPグループ（group1）がOnboard Administratorに追加され、いずれかの検索コンテキストで検出できると、

group2のユーザーはOnboard Administratorへのログインが許可されます。検索コンテキストは厳密な場所には限定

されません。検索コンテキストパスがLDAPディレクトリツリーの上位にあると、サブツリー検索が使用できます。

Onboard Administratorはセキュリティグループタイプのみをサポートしています。分散グループタイプはサポート

していません。 

設定を適用するには、[次へ]をクリックします。 
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[ディレクトリ設定]画面 
次の[ディレクトリ設定]画面を使用すると、現在選択されているエンクロージャーのディレクトリアクセスを設定で

きます。 

 
 

  

 注：Onboard AdministratorのLDAP機能は、memberOf属性を使用するMicrosoft® Active Directoryをサ

ポートします。groupMembership属性を使用するNovell eDirectoryもサポートされます。OpenLDAP
はサポートされません。 

  

この画面では、次の設定を指定できます。 

• [LDAP認証を有効] - ディレクトリサーバーがユーザーサインインを認証できるようにするには、このチェッ

クボックスを選択します。 

• [ローカルユーザーを有効] - ユーザーがディレクトリアカウントではなくローカルユーザーアカウントを使

用してサインインできるようにするにはこのチェックボックスを選択します。 

• [検索コンテキスト] - 6つの検索コンテキスト欄に検索コンテキストを指定します。検索コンテキストは、共通

ディレクトリへの検索フィルターまたはショートカットであり、ディレクトリユーザー検索を定義して指定さ

れたパスから検索を開始します。検索コンテキストを指定すると、ログイン時に完全DNを指定する必要はあ

りません。DNが長かったり、ユーザーが自分のDNを知らなかったり、ユーザーが異なるDNでアカウントを

持っている場合があります。Onboard AdministratorはDNでディレクトリサービスに接続を試みてから、順番

に検索コンテキストを適用します。検索は、Search Context 1から始めて、成功するまで連続して次の検

索コンテキストを適用します。 
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o 例1： 

user1であるとします。検索コンテキストou=OU1,dc=hp,dc=comを入力すると、cn=user1,ou=OU1, 
dc=hp,dc=comのかわりにuser1でログインできます。 

o 例2： 

次の検索コンテキストが定義されているものとします。 

— 検索コンテキスト1：ou=OU1,dc=hp,dc=com 

— 検索コンテキスト2：ou=OU2,ou=OU1,dc=hp,dc=com 

2つのユーザーが両方の検索コンテキストで同じ共通名user1を持っていて、そのパスワードが同じ場合、

どちらかのユーザーがログインを試みると、Onboard Administratorはcn=user1,ou=OU1,dc=hp, 
dc=comに接続します。 

パスワードが異なっていて、かつユーザーのパスワードをOU2で定義していると、Onboard Administrator
はDN cn=user1,ou=OU1,dc=hp,dc=comを使用しますが、パスワードが一致しないために拒否されま

す。次にcn=user1,ou=OU2,ou=OU1,dc=hp,dc=comを使用してログインが試みられ、成功することに

なります。 

検索コンテキストはLDAPディレクトリグループにも適用でき、LDAPのネストグループが構成されていると

きに有効です。LDAPディレクトリグループに検索コンテキストを指定するとき、厳密なコンテキストは必要

ありません。たとえば、グループの場所がou=OU2,ou=OU1,dc=hp,dc=comであると、より高いレベルの検索

コンテキストou=OU1,dc=hp,dc=comを使用して目的のグループの場所を見つけることができます。この機能

により、検索コンテキストは長さの制約を受けなくてすみます。ネストされたグループについて詳しくは、

「[ディレクトリグループ]画面（69ページ）」を参照してください。 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[ディレクトリサーバー
アドレス] 

IPv4 Address:  
###.###.###.###（###は、0～255）、
ディレクトリサーバーのDNS名、ま
たはドメイン名。 
IPv6アドレス： 
####:####:####:####:####:####:#
###:####。ここで、####は0～FFFF
の範囲です。同じIPv6アドレスの圧
縮バージョンもサポートされてい
ます。 

ディレクトリサービスのIPアドレス、DNS名、また
はドメイン名。このフィールドは必須フィールドで
す。 

[ディレクトリサーバー
SSLポート] 

1～65535。 LDAP通信に使用するポート。ポート636は標準の
SSL LDAPポートです。このフィールドは必須
フィールドです。 

[検索コンテキスト 1] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用す
る1番目の検索可能パス。このパスは、ネストして
いるLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 2] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用す
る2番目の検索可能パス。このパスは、ネストして
いるLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 3] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用す
る3番目の検索可能パス。このパスは、ネストして
いるLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 4] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用す
る4番目の検索可能パス。このパスは、ネストして
いるLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 5] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用す
る5番目の検索可能パス。このパスは、ネストして
いるLDAPグループの検索にも使用されます。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[検索コンテキスト 6] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用す
る6番目の検索可能パス。このパスは、ネストして
いるLDAPグループの検索にも使用されます。 

 

• [NTアカウント名のマッピングを使用（ドメイン\ユーザー名）] - NT名マッピングを有効にするには、この

チェックボックスを選択します。このフィールドを有効にすることで、ユーザーはNTの ドメイン\ユーザー

名形式でログインできるようになります。Onboard Administratorはオプションで、ディレクトリサーバーのグ

ローバルカタログを検索し、認証済みユーザー情報と関連する権限グループを探し出すように構成することが

できます。標準のディレクトリサーバーのGC SSLポートは3269です。このフィールドはオプションです。ま

た左側が空白の場合は、グローバルカタログは使用されません。 
  

 重要：グローバルカタログでNTアカウント名マッピングを使用し、検索コンテキストに十分な制限が

設定されていない場合、またはドメイン名が指定されていない場合は、Onboard Administratorは認証済

みユーザーを異なるドメインにある同じ名前のユーザーアカウントと関連付ける可能性があります。結

果として、認証済みユーザーは他のドメインのユーザーの認証情報を受け取ることになります。LDAP
ユーザーにログインする際に曖昧になることを防ぐため、検索コンテキストを選択してドメイン名を指

定してください。 
  

  

 注：グローバルカタログでNTアカウント名マッピングを使用し、1人のユーザーを解決できない場合は、

そのユーザーはOnboard Administratorへのアクセス権がありません。. これは検索コンテキストに十分

な制限がなく、異なるドメインに同じ名前の複数のアカウントが存在する場合に起こる可能性がありま

す。曖昧になることを防ぐため、検索コンテキストを選択してください。 
  

  

 注：LDAPサーバー上で強制されるパスワードのルールは、ローカルユーザーアカウントで強制される

パスワードのルールと異なる場合があります。両ルールとも、セキュリティポリシーに準拠しているこ

とを確認してください。 
  

設定を適用するには、[次へ]をクリックします。 
 

[Onboard Administratorのネットワーク設定]画面 
[Onboard Administratorネットワーク設定] 

選択されているエンクロージャーのすべてのOnboard Administratorモジュールのネットワーク設定を変更するには、

[Onboard Administratorのネットワーク設定]の[IPv4]または[IPv6]画面を使用します。各画面では、アクティブな 
Onboard Administratorとスタンバイ状態のOnboard Administratorのネットワーク設定を構成できます。スタンバイ

状態のOnboard Administratorモジュールの設定は、そのモジュールが提示される場合にのみ表示されます。 

サインインしているOnboard Administratorのネットワーク設定を変更すると、そのOnboard Administratorから切断

される可能性があります。この場合、設定を適用した後に、Onboard Administratorに再度サインインする必要があ

ります。 

続行するには、[次へ]をクリックします。 

ネットワーク設定を変更したくない場合は、[スキップ]をクリックします。 
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初期セットアップウィザードの[IPv4ネットワーク設定]画面 

 

初期セットアップウィザードによるネットワークのIPv4設定 

Onboard Administratorを使用すると、DHCPサーバーから取得した動的に割り当てられたIPアドレスか、手動で指

定した静的なIPアドレスに基づいて、IPv4ネットワークを構成できます。ネットワーク構成の基礎を選択するには、

適切なラジオボタンを選択します。DHCPを選択した場合、ダイナミックDNSを有効にできます。 

• [すべてのアクティブ（またはスタンバイ）なOnboard AdministratorにDHCPを使用] - DHCPサーバーから

Onboard AdministratorのIPアドレスを取得します。［スタンバイ］チェックボックスは、スタンバイ状態の

Onboard Administratorがエンクロージャーにある場合にのみ表示されます。 

• [ダイナミックDNSを有効] - 動的に割り当てられたIPアドレスが変更された場合でも、Onboard Administrator
で同じホスト名を使い続けることができます。ホスト名はDNSサーバーに登録されています。DDNSは、IPア
ドレスの新しいレコードまたは変更されたレコードにより、DNSサーバーを更新します。 

Onboard AdministratorでダイナミックDNSを無効にすると、Onboard AdministratorによるDNSサーバーの更

新が停止します。ただし、一部のDHCPサーバーは、DNSサーバーを直接更新することができます。ダイナミッ

クDNSの更新を完全に無効にするには、Onboard AdministratorとDHCPサーバーの両方でダイナミックDNS
を無効にします。 

• [各アクティブOnboard Administratorに静的IP設定を使用] - Onboard Administratorの静的IP設定を手動で

セットアップします。［スタンバイ］チェックボックスは、スタンバイ状態のOnboard Administratorがエンク

ロージャーにある場合にのみ表示されます。 
  

 注意：DHCP for IPv4を有効にすると、静的なIPv4設定は失われます。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[DNSホスト名] 1～32文字。すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびアンダー
スコア（_）を使用可能。 

Onboard AdministratorのDNSホスト名。この設
定は、IPv4とIPv6の両方の環境に適用されます。
DNSホスト名は、DHCPまたは静的IP設定の使用
時に割り当てることができます。 
Onboard AdministratorのDNS名を変更すると、
SSL証明書上のホスト名が一致しなくなる可能
性があります。必要に応じて、[Active Onboard 
Administrator Certificate Administration]画面 
（「証明書管理の[情報]タブ」（185ページ））また
は[Standby Onboard  
Administrator Certificate Administration]画面 
（「スタンバイOnboard Administratorの証明書管
理の[情報]タブ」（199ページ））を使用して、影
響を受けるOnboard Administratorの証明書情報
を更新する必要がある場合があります。 

[IPアドレス] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

Onboard Administratorの静的IPアドレス（静的IP
設定を選択している場合は必要）。 

[サブネットマスク] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

Onboard Administratorのサブネットマスク（静的
IP設定を選択している場合は必要）。 

[ゲートウェイ] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

Onboard Administratorのゲートウェイアドレス
（静的IP設定を選択している場合は必要）。 

[DNSサーバー1] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

1番目のIPv4 DNSサーバーのIPアドレス。* 

[DNSサーバー2] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

2番目のIPv4 DNSサーバーのIPアドレス。* 

 

* Onboard AdministratorがDNSサーバーを使用する順序は[IPv4設定]タブ（114ページ）で説明されています。 

新しいIPv4設定を保存するには、[次へ]をクリックします。 
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初期セットアップウィザードの[IPv6ネットワーク設定]画面 

 

初期セットアップウィザードによるネットワークのIPv6設定 

IPv6は複数のアドレスをサポートします。あらゆる組み合わせのネットワーク設定を有効にできます。IPv6と、

SLAACまたはDHCPv6あるいはその両方を有効にした場合、Onboard Administratorは選択したすべてのソースから

IPアドレスを取得できます。自動的に割り当てられたIPアドレスとユーザーが指定した静的なIPアドレスの両方を

持つことができます。[ステートレスアドレス自動構成(SLAAC)を有効]、[DHCPv6を有効]、および[ルーター広告

を有効]の設定は、IPv6が有効である場合にのみ有効です。 

• [IPv6を有効] - エンクロージャー内のすべてのOnboard Administrator、インターコネクト、およびサーバーiLO
モジュールについて、IPv6プロトコルを有効にします。 

• [ルーター広告を有効] - 外部管理ネットワークから内部エンクロージャー管理ネットワークへのIPv6ルー

ター広告を許可します。この設定を無効にすると、Onboard Administratorは外部の管理ネットワークから送信

されるIPv6ルーター広告をブロックし、内部エンクロージャー管理ネットワークに入らないようにします。 

• [ステートレスアドレス自動調整(SLAAC)を有効] - エンクロージャー内のすべてのOnboard Administrator、イ

ンターコネクト、およびサーバーiLOモジュールに対するIPv6ステートレスアドレス自動構成メッセージを有

効にします。この機能はグローバルなIPv6アドレスにのみ影響します。 

• [DHCPv6を有効] - アクティブ（および、設定されている場合はスタンバイ）Onboard Administratorで、DHCPv6 
IPアドレスを要求できるようにします。エンクロージャー管理ネットワーク上のDHCPv6トラフィックが許可

されます。 
  

 注意：IPv6のみの環境でIPv6を無効にすると、Onboard Administrator GUIやSSHセッション（存在する

場合）との接続が失われます。再度接続を確立するには、IPv4ネットワーク、Insight Display、または

Onboard Administratorシリアルコンソールインターフェイスから初期エンクロージャー構成を実行す

る必要があります。IPv6、SLAAC、またはDHCPv6を無効にすると、無効にしたプロトコルに依存する

すべての接続が終了します。たとえば、DHCPv6で割り当てられたアドレスを使ってOnboard 
Administratorに接続している場合、エンクロージャーDHCPv6設定を無効にすると、セッションが終了

します。 
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 注：SLAACアドレスを正常に設定するには、エンクロージャーの[ステートレスアドレス自動構成

(SLAAC)を有効]および[ルーター広告を有効]設定を有効にする必要があります。さらに、エンクロー

ジャー管理ネットワーク上のIPv6ルーターが、ルーター広告を介してSLAACアドレスを提供するように

構成されている必要があります。すべてのiLOは、SLAACアドレスを取得するように個別に構成する必

要があります。エンクロージャー管理ネットワークで必要なトラフィックを許可するには、[ステート

レスアドレス自動構成(SLAAC)を有効]、[ルーター広告を有効]、および[IPv6を有効]設定を有効にする

必要があります。 
  

  

 注：DHCPv6アドレスを正常に設定するには、エンクロージャーの[IPv6を有効]設定が有効になってい

て、管理ネットワーク上にDHCPv6サーバーが構成されている必要があります。すべてのiLOおよびイ

ンターコネクトは、DHCPv6アドレスを要求するように個別に構成する必要があります。DHCPv6アド

レスを要求するように構成されている場合、[IPv6を有効]および[DHCPv6を有効]設定を有効にして、

エンクロージャー管理ネットワークで必要なトラフィックを許可する必要があります。 
  

  

 注：工場出荷時設定へのリセット後、エンクロージャーのIPv6ネットワークの設定（IPv6、SLAAC、

DHCPv6、およびルーター広告）はデフォルトで有効になります。 
  

  

 注：DHCPv6を有効、ルーター広告を有効、またはSLAACを有効の各エンクロージャーのIPv6設定が

Onboard Administratorで無効になっている場合、エンクロージャー内のiLOのDHCPv6またはSLAACア

ドレスは、それぞれの構成に基づいて自動的に有効期限が切れるまで保持されます。iLOを手動リセッ

トすると、これらのアドレスはすぐに解放されます。 
  

 

フィールド 指定可能な値 説明 

[IPv6静的アドレス1] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。1、2 

Onboard Administratorの外部NIC IPv6アド
レス1 

[IPv6静的アドレス2] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。1,2 

Onboard Administratorの外部NIC IPv6アド
レス2 

[IPv6静的アドレス3] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。1,2 

Onboard Administratorの外部NIC IPv6アド
レス3 

[IPv6 DNSサーバー1] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。プレフィック
スはオプションです。1 

1番目の静的IPv6 DNSサーバーのIPv6アド
レス。3 

[IPv6 DNSサーバー2] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。プレフィック
スはオプションです。1 

2番目の静的IPv6 DNSサーバーのIPv6アド
レス。3 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[IPv6 ダ イ ナミ ッ ク
DNSを有効] 

有効（チェックボックスがオン）または無効
（チェックボックスがオフ）。 

動的に割り当てられたIPアドレスが変更さ
れた場合でも、Onboard Administratorに同
じホスト名を使い続けることができます。
ホスト名はDNSサーバーに登録されていま
す。ダイナミックDNSは、IPアドレスの新
しいレコードまたは変更されたレコード
で、DNSサーバーを更新します。4 
Onboard AdministratorでダイナミックDNS
を無効にすると、Onboard Administratorに
よるDNSサーバーの更新が停止します。た
だし、一部のDHCPサーバーは、DNSサー
バーを直接更新することができます。ダイ
ナミックDNSの更新を完全に無効にするに
は、Onboard AdministratorとDHCPサー
バーの両方でダイナミックDNSを無効にし
ます。 

[静的デフォルトゲー
トウェイ] 

####:####:####:####:####:####:####:####。
ここで、####は0～FFFFの範囲です。プレ
フィックスを指定しないでください。ゲート
ウェイは、Onboard Administratorネットワー
ク内から到達可能でなければなりません。1 

デフォルトゲートウェイの静的IPv6アドレ
スです。IPv6ネットワーク環境が完全に静的
に設定されている場合に必要となります。 
Onboard Administratorは、この設定経由で
直接 IPv6ゲートウェイ設定を受け入れま
す。ルーター広告が設定されている場合は、
管理ネットワーク上のIPv6ルーターのルー
ター広告からIPv6ゲートウェイ設定を受け
入れます。ルーター広告から IPv6ゲート
ウェイ設定が提供される場合、静的なIPv6
ゲートウェイ設定はルーター広告から提供
されるゲートウェイ設定で上書きされま
す。Onboard Administratorで現在使用中の
IPv6ゲートウェイは、[アクティブOnboard 
Administrator]の[TCP/IP設定]（「[アクティ
ブOnboard Administrator]の[TCP/IP設定]画
面」（182ページ））画面と [スタンバイ
Onboard Administrator]の[TCP/IP設定]画面
の[現在のデフォルトゲートウェイ]フィー
ルドに表示されます。 

[静的経路1] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。1 

Onboard Administratorのルーティングテー
ブルにIPv6静的経路を追加します（手動設
定）。5静的経路はOnboard Administratorが
ゲートウェイを介して外部ネットワークに
到達するために使用する明示的パスを定義
します。静的ネットワーク構成の場合、ルー
ター広告を介して経路情報を送信するよう
にルーターを構成する必要はありません。 
ルーター広告がネットワーク内でアクティ
ブであり、デフォルトゲートウェイがすで
に構成されている場合、ルーターは使用可
能な静的経路についてすべてのノードに通
知するため、静的経路を手動で構成する必
要はありません。 
[静的経路1]を指定すると、関連する[ゲート
ウェイ (静的経路) 1]も指定する必要があ
ります。 

[ゲートウェイ 
（静的経路）1] 

####:####:####:####:####:####:####:####。
ここで、####は0～FFFFの範囲です。プレ
フィックスを指定しないでください。ゲート
ウェイは、Onboard Administratorネットワー
クと外部ネットワークの両方から到達可能で
なければなりません。1 

[静的経路1]で定義されたパスを使用した
ゲートウェイのIPv6アドレス。 
[静的経路1]も指定する必要があります。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[静的経路2] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。1 

Onboard Administratorのルーティングテー
ブルに2つ目のIPv6静的経路を追加します
（手動設定）。 
[静的経路2]を指定すると、関連する[ゲート
ウェイ (静的経路) 2]も指定する必要があ
ります。 

[ゲートウェイ 
（静的経路）2] 

####:####:####:####:####:####:####:####。
ここで、####は0～FFFFの範囲です。プレ
フィックスを指定しないでください。ゲート
ウェイは、Onboard Administratorネットワー
クと外部ネットワークの両方から到達可能で
なければなりません。1 

[静的経路2]で定義されたパスを使用した
ゲートウェイのIPv6アドレス。 
[静的経路2]も指定する必要があります。 

[静的経路3] ####:####:####:####:####:####:####:####/
###。ここで、####は0～FFFF、プレフィッ
クス/###は1～128の範囲です。1 

Onboard Administratorのルーティングテー
ブルに3つ目のIPv6静的経路を追加します
（手動設定）。 
[静的経路3]を指定すると、関連する[ゲート
ウェイ (静的経路) 3]も指定する必要があ
ります。 

[ゲートウェイ 
（静的経路）3] 

####:####:####:####:####:####:####:####。
ここで、####は0～FFFFの範囲です。プレ
フィックスを指定しないでください。ゲート
ウェイは、Onboard Administratorネットワー
クと外部ネットワークの両方から到達可能で
なければなりません。1 

[静的経路3]で定義されたパスを使用した
ゲートウェイのIPv6アドレス。 
[静的経路3]も指定する必要があります。 

1 同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。 
2 Onboard Administratorは、リンクローカルアドレスをIPv6静的アドレスとして受け入れません。 
3 Onboard AdministratorがDNSサーバーを使用する順序は、[IPv6設定]タブ（116ページ）で説明されています。 
4 IPv6ダイナミックDNSは、Onboard Administrator上で有効なDNSサーバー（IPv4またはIPv6）を構成することを要求し
ます。 
5 注意：静的経路を追加または削除すると、Onboard Administratorにアクセスしているクライアントの接続が失われる可
能性があります。 

新しいIPv6設定を保存するには、[次へ]をクリックします。 
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エンクロージャーの[SNMP設定]画面 
[SNMP設定]画面を使用すると、アクティブなOnboard AdministratorのSNMP設定を指定または変更できます。 

 

可能な値と各フィールドの説明については、[SNMP設定]画面（128ページ）を参照してください。 
 

[パワーマネジメント]画面 
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 重要：冗長化モードがDC冗長化、AC冗長化、または電源装置冗長化に設定されていて、電源の冗長化

機能が失われている場合は、電源装置を追加するか、Onboard Administratorで冗長化モード設定を変更

して、電源サブシステムのステータスを復元する必要があります。訂正手順については、Insight Display
を参照してください。 

  

  

 重要：電源の冗長化モードを変更するには、EDPCを無効にする必要があります。電源冗長化モードの

変更後、新しい範囲に合わせてEDPCをリセットします。 
  

電源管理オプション 

BladeSystem c3000およびc7000エンクロージャーの電源管理システムでは、エンクロージャーをニーズに合わせ

て設定することができます。[Onboard Administrator Power Management]画面では、複数の電源管理オプションの

中から選択できます。これらの電源管理オプションについては、次の表で説明します。 
 

電源管理オプション Insight Display名 説明 

[Power mode] 
（電源冗長モード） 

  

[Redundant]または 
[AC Redundant] 

[Redundant]または 
[AC Redundant] 

OAは電源装置のタイプを検出し、自動的に電源モードの動作
を対応させます。また、対応するモード名を表示します。 
• DC電源装置がある場合：[Redundant]モード 
• AC電源装置がある場合：[AC Redundant]モード 
N+N冗長化またはグリッド冗長化とも呼ばれます。N個の電源
装置を使用して電力を供給します。N個が冗長化に使用されま
す（Nの値は1、2、3のいずれか）。最大3台の電源装置が故障
しても、エンクロージャー障害にはなりません。冗長化AC電
源またはDC電源を使用して正しく配線した場合、AC電源ま
たはDC電源で障害が発生してもエンクロージャーの電源は
オフになりません。 
万一、複数の電源装置の障害や複数のグリッドの障害によっ
て複数の電源が給電不能になった場合、システムの電源はオ
フになります。引き続き利用可能な電源装置からの電力供給
量がシステムの電源要件を満たさない場合も、システムの電
源はオフになります。 

[電源装置冗長化] [Power Supply] すべての電源装置に共通です。このモードは、2～6個の電源
装置をサポートします。N+1冗長化とも呼ばれます。この電
源モードでは、N個の電源装置を使用して電力を供給します。
1個は冗長化に使用されます（Nの値は1、2、3、4、5のいず
れか）。c7000エンクロージャーの3相電源入力モジュールを使
用している場合は、フェーズバランスをとるため、3~6個のア
クティブな電源装置（2+1または5+1）を使用することをおす
すめします。 
この電源モードは、一方の電源装置の障害からシステムを保
護するよう設計されています。万一、複数の電源装置の障害
や複数のグリッドの障害によって複数の電源が給電不能に
なった場合、システムの電源はオフになります。引き続き利
用可能な電源装置からの電力供給量がシステムの電源要件を
満たさない場合も、システムの電源はオフになります。 
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電源管理オプション Insight Display名 説明 

[非冗長化] [None] すべての電源装置に共通です。このモードは、1～6個の電源
装置をサポートします。この電源モードでは、N個の電源装置
を使用して電力を供給します。冗長化は行いません（Nの値は
1、2、3、4、5、6のいずれか）。c7000エンクロージャーの3
相電源入力モジュールを使用している場合は、フェーズバラ
ンスをとるため、3~6個のアクティブな電源装置を使用するこ
とをおすすめします。 
電源の冗長性はありません。電源の冗長性に関する警告も表
示されません。電源装置の障害やグリッドの障害によって電
源が給電不能になった場合、システムの電源はオフになりま
す。引き続き利用可能な電源装置からの電力供給量がシステ
ムの電源要件を満たさない場合も、システムの電源はオフに
なります。この電源モードは、実運用環境に配備されたシス
テムにはおすすめできません。 

[ダイナミックパワー]
モード（有効または無効） 

  

[ダイナミックパワー] [ダイナミックパワー] [ダイナミックパワー]を有効にすると、未使用の電源装置が自
動的にスタンバイモードになり、エンクロージャーの電源装
置効率が向上して、電力需要が低いときのエンクロージャー
の消費電力が最小限に抑えられます。電力需要が高まると、
スタンバイ状態の電源装置がフルパフォーマンスに自動的に
復帰します。ダイナミックパワーについての詳細情報は、こ
の表の後に記載されています。 

[Power Limit]モード   

[エンクロージャー動的消
費電力上限] 

なし エンクロージャーの消費電力の上限を指定することができま
す。消費電力は、エンクロージャー全体の消費電力上限を超
えないようにサーバーブレードの消費電力上限を動的に管理
することによって制限します。詳しくは、以下の電力上限の
表を参照してください。 

[静的電力上限] [Power Limit] 電力を制限するオプションの設定です。デバイスの電源を入
れたときには、必ず、その新しいデバイスとすでに電源の入っ
ているデバイスの総電力需要が、[静的電力上限]と比較されま
す。総電力需要が限度を超える場合は、新しいデバイスに電
源が入りません。 
静的電力上限およびエンクロージャー動的消費電力上限との比
較について詳しくは、下の電力上限の表を参照してください。 

           
  

 注：冗長化モードが有効であるかどうかにかかわらず、エンクロージャー内の使用可能なすべての電源

装置は通常アクティブであり、連携してエンクロージャーに必要な電力を供給します。[ダイナミックパ

ワー]モードが有効な場合、エンクロージャー全体の電力効率を向上させるため、一部の電源装置が自動

的にスタンバイ状態になります。詳しくは、以下の[ダイナミックパワー]モードの説明を参照してくだ

さい。 
  

Onboard Administratorでは、エンクロージャーとデバイスに電源を投入した後、電源（冗長化）モードの設定を変

更することができます。電源モードを変更すると、必要に応じて冗長化のステータスが更新され、冗長化の縮退/
失敗が報告されます。たとえば、すべてのブレードに電源が投入されている状態の[Redundant]（N+1）モードから

[AC Redundant]（N+N）モードに変更し、Onboard Administratorで認識される電力容量を削減したとします。十分

な電力が供給されている限り、すべてのブレードが動作を続行します。ただし、別のサーバーブレードに変更した

場合など、状況によってブレードに電源が投入されない場合もあります。以下の表およびセクションに追加情報を

示します。 

[Dynamic Power] - デフォルト設定は[無効]です。以下の選択項目があります。 

• [有効] - 一部の電源装置を自動的にスタンバイ状態にして、エンクロージャーの電源サブシステムの全体的な

効率を向上させます。 

• [無効] - 負荷をすべての電源装置で分担します。電源サブシステムの効率は負荷により変化します。 
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 注：[ダイナミックパワー]は、c3000のすべての電源装置でサポートされています。低入力電圧（定格

100～120 V）で動作する電源装置を除く、c7000のすべての電源装置でサポートされています。 
  

  

 注：OA v4.01以降では、[ダイナミックパワー]設定に関連付けられている工場出荷時のデフォルト値が

有効から無効に変更されました。現在使用可能なHPE Gold（92%の効率）およびHPE Platinum（94%
の効率）エンクロージャーの電源装置の動作効率により、このファームウェアベースの電源管理戦略は

不要になります。[ダイナミックパワー]設定は、効率値が92%未満のエンクロージャーの電源装置に対

してのみ推奨されます。OA v4.01以降にアップグレードする場合、現在の[ダイナミックパワー]設定は

アップグレード後も保持されます。詳しくは、http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
にあるカスタマーアドバイザリc03957955を参照してください。 

  

  

 注：OA v4.01以降では、[ダイナミックパワー]設定に関連付けられている工場出荷時のデフォルト値が

有効から無効に変更されました。現在使用可能なHPE Gold（92%の効率）およびHPE Platinum（94%
の効率）エンクロージャーの電源装置の動作効率により、このファームウェアベースの電源管理戦略は

不要になります。[ダイナミックパワー]設定は、効率値が92%未満のエンクロージャーの電源装置に対

してのみ推奨されます。OA v4.01以降にアップグレードする場合、現在の[ダイナミックパワー]設定は

アップグレード後も保持されます。詳しくは、http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
にあるカスタマーアドバイザリc03957955を参照してください。 

  

[Power Limit] 

空のエンクロージャーに対して[静的電力上限]または[エンクロージャー動的消費電力上限]を設定しないでください。 
 

モード Insight Display名 説明 

[エンクロージャー動的消
費電力上限] 

[None] エンクロージャー内のサーバーを1グループとして、その消費
電力を制限するオプション機能です。サーバーが動作するに
つれて、各サーバーの電力の需要は変化していきます。エン
クロージャー動的消費電力上限を超えずに作業負荷要件を満
たす十分な電力をサーバーに供給するために、サーバーごと
に消費電力上限が自動的に調整されます。動的消費電力上限
機能を設定するには、リダンダントOAボードが必要です。 
この機能は次の3つの設定パラメーターで有効となります。 
• 動的消費電力上限 - エンクロージャー全体の平均消費電

力が、動的消費電力上限以下となります。 
• 負荷軽減回路容量 - 単一回路の平均消費電力が、負荷軽

減回路容量以下となります。 
• 定格回路容量 - 単一回路の最大消費電力が、定格回路容

量以下となります。 
これらのパラメーターを設定する場合、負荷軽減回路容量は
最小でも動的消費電力上限と同じで、また定格回路容量を超
えないようにする必要があります。 
動的消費電力上限は、負荷軽減回路容量より低い可能性のあ
る冷却制限に基づき、エンクロージャーの消費電力を制限す
るために使用されます。負荷軽減回路容量は、回路上のエン
クロージャーの平均消費電力の制限に使用されます。定格回
路容量は、回路上のエンクロージャーのピーク消費電力の制
限に使用されます。 
エンクロージャーの電気的負荷または熱出力を制限する必要
がある場合は、[エンクロージャー動的消費電力上限]の方が
[静的電力上限]より適切です。[エンクロージャー動的消費電
力上限]を使用すると、[静的電力上限]より多くのブレードに
電源を入れることができます。 

[静的電力上限] [Power Limit] 電力を制限するオプションの設定です。デバイスの電源を入
れたときには、必ず、その新しいデバイスとすでに電源の入っ
ているデバイスの総電力需要が、[静的電力上限]と比較されま
す。総電力需要が限度を超える場合は、新しいデバイスに電
源が入りません。 
[静的電力上限]は、次の場合に効果を発揮します。 
• ブレードの上限を動的に調整することを望まない場合。 

http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
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モード Insight Display名 説明 
• （通常はそれほど電力を消費しないとしても）十分な電力

を割り当てられない場合はサーバーブレードに電源を入
れることを望まない場合。 

• エンクロージャー内のブレードの1/4以上がエンクロー
ジャー動的消費電力上限のハードウェアまたはファーム
ウェア要件を満たさない場合。 

[None] [None] エンクロージャーの電力使用量は管理されないか、消費電力
上限が設定されません。 

消費電力上限、動的消費電力上限、およびエンクロージャー動的消費電力上限について 

Hewlett Packard Enterpriseは、サーバーの電力消費を制限するのに役立つ3つの電源管理オプションを提供します。

3つの消費電力上限オプションは、すべて、消費電力を制限して指定した目標値（W（ワット）またはBtu/時）を超

えないようにするために機能します。3つの技術は、それぞれ「消費電力上限」、「動的消費電力上限」、「エンクロー

ジャー動的消費電力上限」と呼ばれます。 

消費電力上限 

Hewlett Packard Enterpriseは2007年5月に、iLO 2のバージョン1.30で、消費電力上限技術を発表しました。ファー

ムウェアベースのこの技術は、サーバーの平均消費電力をユーザーが定義する目標値（W（ワット）またはBtu/時
単位）までに制限します。この技術はファームウェア内部で実行されます。このため、消費電力の制限に時間がか

かりPDUレベルの回路ブレーカーによる保護は不可能になります。消費電力上限は、冷却インフラストラクチャの

保護には十分なスピードで消費電力を制限します。このため、このソリューションは、冷却能力に制約があるデー

タセンターにとっては効果的なソリューションです。消費電力上限は、iLOマネジメントプロセッサーが搭載され電

力測定機能を備えるProLiantサーバーやブレードでサポートされます。消費電力上限を使用するには、iLO 2のファー

ムウェアバージョン1.30以降と最新のシステムROM/BIOSが必要です。 

動的消費電力上限 

動的消費電力上限はハードウェアベースの技術で、消費電力を迅速に制限できるため、回路ブレーカーや冷却イン

フラストラクチャを保護します。Hewlett Packard Enterpriseは、2008年の12月に、iLO 2のバージョン1.70で、動

的消費電力上限を発表しました。サポートされるサーバーには、1秒を切る間隔でサーバーの消費電力を監視する

ハードウェア回路が内蔵されています。サーバーの消費電力がiLOで設定されている消費電力上限に近づくと、内蔵

ハードウェア回路がすばやく消費電力を制限し、PDUレベルの回路を電力需要超過から保護して電力不足による

サーバーの停止を防ぎます。 

動的消費電力上限を使用するには、システムボード上に特別なハードウェアが必要です。また、動的消費電力上限

にはiLO 2のバージョン1.70（またはそれ以降）のファームウェア、および2008年10月1日付け（またはそれ以降）

のシステムROM/BIOSが必要です。iLOは動的消費電力上限のハードウェア電源回路で自動的にファームウェアを更

新します。 

動的消費電力上限は、次のBladeSystemサーバーブレードでサポートされます。 

• BL260c G5（注：2） 

• BL2x220 G5（注：2） 

• BL460c G1（注：1および2） 

• BL460c G5（注：2） 

• BL465c G5（注：2） 

• BL495c G5（注：2） 

• BL685c G5（注：2）  

• すべてのG6サーバーブレード 

• すべてのG7サーバーブレード 

• すべてのG8サーバーブレード 
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追加情報 

• これらのシステムで動的消費電力上限をサポートするには、クアッドコア対応のシステムボードが必要です。 

• Hewlett Packard Enterprise BladeSystemに消費電力上限を導入する場合は、エンクロージャー動的消費電力上

限をOnboard Administratorで設定して使用することをおすすめします。エンクロージャー動的消費電力上限を使

用するには、iLO 2のファームウェアバージョンを1.70以降に更新する必要があります。また、システムROMを

2008年10月1日以降のバージョンに更新することをおすすめします。BL460cサーバーの一部の古いモデルでは、

iLOのファームウェアが動的消費電力上限用のハードウェア回路を自動更新できないことがあります。その場合

は、Onboard Administratorが内蔵ハードウェア回路の欠落を補い、回路保護を引き続き保証します。 

エンクロージャー動的消費電力上限 

エンクロージャー動的消費電力上限は、BladeSystemサーバーの消費電力上限技術と、Onboard Administratorの電

力消費均一化アルゴリズムを組み合わせてエンクロージャー全体のパフォーマンスを最大限に発揮させる技術です。

エンクロージャー動的消費電力上限は、回路ブレーカーを保護し、エンクロージャーのパフォーマンスを最大限に

発揮させます。 

エンクロージャー動的消費電力上限を使う場合は、エンクロージャー全体に対して消費電力の上限を設定します。

搭載される各サーバーブレードに対する個々の制限値は、Onboard Administratorが割り当てます。各サーバーブレー

ドは、電力消費をその制限を超えないように管理します。Onboard Administratorは、各サーバーブレードの電力消

費要求を絶えず監視して個々の制限のバランスを常に取り直し、ビジーなサーバーブレードにアイドル状態のサー

バーブレードよりも多くの電力が供給されるようにします。このような電力割り当てにより、エンクロージャー全

体のパフォーマンスが向上します。 

BladeSystemサーバーの消費電力上限は、Onboard Administratorで設定されます。エンクロージャー動的消費電力

上限は、冷却インフラストラクチャも電源インフラストラクチャも保護します。エンクロージャー動的消費電力上

限は、サーバー上のファームウェアベースの消費電力上限技術またはハードウェアベースの高速技術と連動して機

能します。エンクロージャー動的消費電力上限ソリューションのパフォーマンスは、ハードウェアベースの高速消

費電力上限技術をサポートするサーバーブレードがアップグレードされた場合に向上します。 

エンクロージャー動的消費電力上限を使用するには、Onboard Administrator 2.30以降、iLO 2のバージョン1.70以降、

および2008年10月1日以降の日付のシステムROM/BIOSが必要です。 
  

 注：消費電力上限を、最大消費電力とアイドル時の消費電力の差の50%未満に設定すると、サーバー内

の変化によりサーバーにアクセスできなくなることがあります。消費電力上限を20%未満に設定するこ

とはおすすめできません。このような設定では、サーバーが再起動するかまたはサーバーのオペレー

ティングシステムが応答しなくなることがあります。 
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[完了] 

 

エンクロージャーの現在の設定を表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. [設定を表示]リンクをクリックします。新しいブラウザーウィンドウに設定が表示されます。 

2. 設定をテキストファイルで保存するには、次のいずれかのオプションを選択します。 

o Microsoft Internet Explorerを使用している場合は、[名前を付けて保存]を選択します。 

o Mozilla Firefoxを使用している場合は、[名前を付けてページを保存]を選択します。 

o Google Chromeを使用している場合は、[名前を付けてリンクを保存]を選択します。 

セキュリティのために、取得される現在の設定には、ユーザーパスワードは含まれません。スクリプトを手動で編

集して、ADD USER行のユーザー名の後にユーザーパスワードを追加できます。また、取得される現在の設定には、

LCD設定（ロックボタン、PIN保護有効化、およびPINコード）は含まれません。これらの設定は、設定スクリプト

から追加することはできません。 

ユーザーが次にOnboard Administratorにサインインしたときに再び初期セットアップウィザードを実行させるには、

[このウィザードを再び自動的に表示しません。]チェックボックスの選択を解除します。 

初回セットアップウィザードを保存して終了するには、[完了]をクリックします。[初期セットアップウィザード]画
面が閉じて、HPE BladeSystem Onboard Administratorのデフォルトメイン画面に戻ります。 
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Onboard Administratorの操作 

ナビゲーションの概要 
メインのHPE BladeSystem Onboard Administratorナビゲーションシステムは画面の左側のツリービューで構成さ

れ、さまざまなGUI画面からの操作を容易にします。ツリー操作時の可視性が維持されます。画面の中央に、ステー

タス情報と、変更可能なパラメーターが表示されます。画面の右側にはエンクロージャーの物理図が表示されます。

ツリービューまたはグラフィカルビューのいずれかを使用してエンクロージャーのデバイスおよび機能を移動でき

ます。 

 
 

ツリービュー 
ツリービューは、階層的な方法で、複数のエンクロージャーのエンクロージャーデバイスおよび機能の操作を支援

します。ツリービューの提示方法は、ユーザー権限、デバイス可用性、デバイスステータスなどのいくつかの要因

に依存します。ユーザーが「operator」または「user」に設定されている場合、一部のオプションがツリービュー

で非表示になることがあります。 
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c3000とc7000のエンクロージャーのツリービューは、表示が似ています。 

 
ツリービューを使用することで、主要システムに基づくカテゴリを使用してエンクロージャー内を移動できます。

カテゴリを展開する（カテゴリの左横にある 記号をクリックする）と、カテゴリ名の横のアイコンは、システ

ムに問題がある場合に、劣化ステータスを示すことができます。複数のコンポーネントがステータスをレポートし

ている場合、ステータスアイコンは、同じカテゴリに含まれるすべてのデバイスの中で累積的に最悪な事例のステー

タスを示します。 
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個別デバイスページ 

個別デバイスのリンクをクリックすると、デバイスを選択し、デバイス詳細ページを開き、GUIの右側のフレーム

のグラフィカルビューでデバイスを選択することができます。個別デバイスページには、選択したデバイスの詳細

情報と、そのデバイスに関連するその他のすべての機能が含まれます。 

 

カテゴリ概要ページ 

カテゴリ概要ページでは、そのカテゴリの各デバイスの情報が示されます。たとえば、[デバイスベイ]リンクをク

リックすると、ベイ概要ページが開きます。ツリーの各親要素は、このような方法で機能します。カテゴリ概要リ

ンクをクリックしても、グラフィカルビュー操作ではデバイスは選択されません。 
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システムフォームページ 

一部のデバイス（特にOnboard Administrator）は、左側のツリー操作ビューで、そのデバイスのメインリンクの下

に、さまざまなシステムフォームページへのリンクを持つことができます。フォームページには、入力テキストボッ

クス、ラジオボタン、およびその他のHTML入力要素があり、そのページが属しているデバイスに関する設定を管

理するために使用できます。たとえば、Onboard Administratorシステムフォームページを使用して、IPアドレス設

定を変更したりファームウェアを更新したりすることができます。これらのフォームはすべて、Onboard 
Administratorの親要素にリンクされています。システムフォームリンクをクリックすると、そのフォームページが

属しているデバイスが、グラフィカルビューで選択されます。たとえば、アクティブなOnboard Administratorの
[ファームウェアアップデート ]リンクをクリックすると、グラフィカルビューでアクティブなOnboard 
Administratorデバイスが選択されます。システムフォームへのリンクには、ステータスアイコンは表示されません。 

 

グラフィカルビューの操作 
Onboard Administrator GUI操作システムの2番目のコンポーネントは、グラフィカルビューと呼ばれる、物理エン

クロージャーのグラフィカル表示です。グラフィカルビューは、フロントビューとリアビューという2つのサブコン

ポーネントで構成されます。 

次の図は、典型的なc7000エンクロージャーのグラフィカルビューです。 
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次の図は、典型的なc3000エンクロージャーのグラフィカルビューです。 

 

特に明記されていない限り、グラフィカルビューのすべての機能は、c3000エンクロージャーとc7000エンクロー

ジャーに共通です。 

デバイスの選択 

デバイスを選択するには、フロントまたはリアグラフィカルビューのデバイスのグラフィカル表示をクリックしま

す。デバイスを選択すると、そのデバイスの周囲の境界線が灰色から水色に変わって、現在選択されているデバイ

スであることが示されます。グラフィカルビューでデバイスを選択すると、左側のツリー操作ビューで対応するデ

バイスが選択されます。操作システムの任意の部分でデバイスを選択するたびに、その他の操作ビューにも、その

デバイス選択イベントが反映され、それに対応して更新されます。 

ステータスレポート 

グラフィカルビューは、エンクロージャー内の各デバイスのステータスをレポートします。各デバイスのステータ

スは、小さなステータスアイコンによって、そのデバイス上に示されます。正常に動作していてOKステータスを持

つデバイスについては、ステータスアイコンが表示されません。ただし、その他のすべてのステータスコードは、

ステータスアイコンとしてデバイス上に表示されます。 

グラフィカルビューは、サーバーブレードまたはストレージブレード内のハードディスクドライブの有無をレポー

トしません。 

デバイスセキュリティ 

フロントグラフィカルビューとリアグラフィカルビューは、どちらもユーザー権限の影響を受けますが、グラフィ

カルビューに関するセキュリティは、左側のツリービューとは異なる方法で処理されます。ユーザーがデバイスに

アクセスする権限を持たない場合、デバイスがベイに存在するかどうかに関係なく、空きベイが表示され、ベイテー

ブルセルに南京錠のアイコンが表示されて、ベイが現在のユーザーに対してロックされていることが示されます。 
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グラフィカルビューの最小化 

メイン表示のグラフィカルビューを最小化するには、グラフィカルビューボックスのエンクロージャー名の左横に

ある、矢印の付いた小さい四角のアイコンをクリックします。このオプションにより、グラフィカルビューが最小

化され、メインセクションの表示領域が広がります。この機能は、小さなモニターや低解像度のモニターでOnboard 
Administratorを表示する場合に役立ちます。 
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ラックビュー 

[ラックの概要]画面  
[ラックトポロジ]タブでは、グラフィカルビューと呼ばれる、物理エンクロージャーのグラフィカル表示が提供され

ます。グラフィカルビューは、フロントビューとリアビューで構成されます。グラフィカルビューのデバイスにマ

ウスカーソルを合わせると、そのデバイスに関する情報を示すウィンドウが表示されます。グラフィカルビューは、

エンクロージャー内の各デバイスのステータスを示し、詳細情報を参照するために個別のデバイスを選択するオプ

ションを提供します。 

複数のエンクロージャーがあると、一部のエンクロージャーで[ラックの概要]が灰色の状態で表示される場合があり

ます。そのエンクロージャーの内容と情報を表示するには、テキストボックスにユーザー名とパスワードを入力し

て[サインイン]をクリックします。エンクロージャーのグラフィカルビューが表示されます。次の図では、エンク

ロージャーが灰色の状態の[ラックの概要]を示します。 
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サインインした後、次の画面例に示すように、エンクロージャーの内容が表示されます。VCMに接続するには、

「Virtual Connect Manager」の横にある下矢印ボタンをクリックします。VCMへの接続に使用できるWebアドレス

のリンクがポップアップ表示されます。FQDNリンクのサポートが有効になっていて、特定のDNS構成の要件が満

たされている場合は、次の図で示すように、FQDNベースのVCMのWebアドレスがデフォルトの選択です。FQDN
リンクサポートの有効化については、「ネットワークアクセス（122ページ）」を参照してください。 

 

ラック情報 
 

行 説明 

[エンクロージャー名] ユーザーが設定するラック内でのエンクロージャー名。 

[エンクロージャー 
ラック U ポジション] 

ラック内のエンクロージャーの位置。 

[シリアル番号] エンクロージャーの一意のシリアル番号。 

[UUID] エンクロージャーに割り当てられているUniversally Unique Identifier。 

[製品番号] 新しいエンクロージャーや交換用のエンクロージャーを取得する際に使用されるエン
クロージャーの製品番号。 

[アセットタグ] インベントリ制御に使用される資産タグ。 

[UID状態] UIDがアクティブかどうかにより[オン]または[オフ]と表示されます。 
 

ラック位置情報 
 

行 説明 

[ラック名] ラックの名前。 

[ラック製品説明] ラックの一般的な記述名。 

[ラック製品番号] 交換用のラックの注文時に使用される製品番号。 

[ラック識別子] ラックを識別する一意の文字列。 

[ラック U 高さ] U ラック単位でのラックの高さ。 
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Location Discovery Serviceの使用 

Location Discovery Serviceは、HPE Discovery Serviceのコンポーネントです。Location Discovery Serviceは、自動

的にサーバーの位置をHPE SIMおよびInsight Controlに報告するので、サーバー管理者はこの手動作業から解放され

ます。管理者は、HPE Asset Managerで位置情報とシステムデータを使用して、より正確で完全な資産データを取

得できます。 

Location Discovery Serviceは、G3以降のラック用のラックU位置検出ソリューションです。この機能により、HPE 
iLO、BL Onboard Administrator、およびSLシャーシファームウェアがラックIDおよびラック内部でのサーバーのU
位置を報告および表示できるようになります。サポートされるラックは、7U、8U、またはその両方のモジュールに

固有のU値でプログラムされ、タグバージョン番号、ラック識別子、製品番号、製品名、ラック高さ、およびU位置

で設置されます。Location Discovery Serviceは、14U、22U、36U、42U、および47Uラックをサポートします。 

ラックデバイスは、iLOにAC電力が供給されるかまたはiLOがリセットされるたびにラックU位置タグを読み取りま

す。U位置の値は、デバイスが読み取ったU位置を示します。接触部位置オフセットはモデルごとに固定の値であり、

デバイスの最下部U位置に対する接触部の位置を示します。これは通常0ですが、接触部をデバイスの最下部U位置

に配置できない場合は正の値になります。デバイスが占める最下部U位置は、U位置からUオフセットを差し引いて

計算されます。 

検出データは、[エンクロージャー情報]タブの[ラック情報]テーブルなど、特定のOnboard Administrator画面で確認

できます。SHOW ENCLOSURE INFO コマンドやSHOW TOPOLOGY INFOコマンドなど、いくつかのOnboard 
Administrator CLIコマンドでも、検出データを表示できます。これらのコマンドについて詳しくは、Onboard 
Administratorコマンドラインインターフェイスユーザーガイドを参照してください。 

 
 

トポロジモード 
Onboard Administratorは、3つのトポロジモードをサポートしています。トポロジモードは、サインインの前にサイ

ンイン画面で選択します。3つのトポロジモードは、次のとおりです。 

• [ローカルモード] - 複数のエンクロージャーを選択できるときに、1台のエンクロージャーを管理するために

使用します。Onboard Administratorは、すべてのトポロジ変化を無視します。このモードは、リンクされたエ

ンクロージャーを追加することでトポロジを変更したくない場合に便利です。 

• [リンクモード] - 他のエンクロージャーが接続されていないときに1台のエンクロージャーを管理するために

使用します。このモードを使用すると、新しいエンクロージャーをインターリンクに追加するときに新しいエ

ンクロージャーを追加できます。新しいエンクロージャーが接続されない限り、Onboard Administratorはロー

カルモードにあるように見えます。Onboard Administratorは、サインイン中に発生するすべてのトポロジ変化

を表示します。このモードは、インターリンクに接続されているすべてのエンクロージャーを表示します。 

• [フィックスモード] - すべてではない、複数のエンクロージャーを管理するために使用します。Onboard 
Administratorは、現在のトポロジに影響するトポロジ変化だけを表示します。このモードは、インターリンク

に接続されているエンクロージャーの一部だけを監視する場合に便利です。 

1台のエンクロージャー用にアクティブモードが設定され、1台以上のエンクロージャーが接続され、エンクロー

ジャートポロジに追加エンクロージャーが表示されないことを確認したい場合は、リンクされたエンクロージャー

を選択せずにサインアウトし、再度サインインする必要があります。 
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[ラックトポロジ]タブ 
[ラックトポロジ]タブでは、グラフィカルビューと呼ばれる、物理エンクロージャーのグラフィカル表示が提供され

ます。グラフィカルビューは、フロントビューとリアビューで構成されます。グラフィカルビューのデバイスにマ

ウスカーソルを合わせると、そのデバイスに関する情報を示すウィンドウが表示されます。グラフィカルビューは、

エンクロージャー内の各デバイスのステータスを示し、詳細情報を参照するために個別のデバイスを選択するオプ

ションを提供します。 

デバイスの選択 

デバイスを選択するには、フロントまたはリアグラフィカルビューのデバイスのグラフィカル表示をクリックしま

す。デバイスを選択すると、そのデバイスの周囲の境界線が灰色から水色に変わって、現在選択されているデバイ

スであることが示されます。グラフィカルビューでデバイスを選択すると、左側のツリー操作ビューで対応するデ

バイスが選択されます。操作システムの任意の部分でデバイスを選択すると、その他の操作ビューにも、そのデバ

イス選択イベントが反映され、それに対応して更新されます。 

ステータスレポート 

グラフィカルビューは、エンクロージャー内の各デバイスのステータスをレポートします。各デバイスのステータ

スは、小さなステータスアイコンによって、そのデバイス上に示されます。正常に動作していてOKステータスを持

つデバイスについては、ステータスアイコンが表示されません。ただし、その他のすべてのステータスコードは、

ステータスアイコンとしてデバイス上に表示されます。 

グラフィカルビューは、サーバーブレードまたはストレージブレード内のハードディスクドライブの有無をレポー

トしません。 

デバイスセキュリティ 

フロントグラフィカルビューとリアグラフィカルビューは、どちらもユーザー権限の影響を受けますが、グラフィ

カルビューに関するセキュリティは、左側のツリービューとは異なる方法で処理されます。ユーザーがデバイスに

アクセスする権限を持たない場合、デバイスがベイに存在するかどうかに関係なく、空きベイが表示され、ベイテー

ブルセルに南京錠のアイコンが表示されて、ベイが現在のユーザーに対してロックされていることが示されます。 

ユーザーは、ロックされているベイを選択できません。このユーザーが、ロックされているベイにマウスカーソルを

合わせると、ユーザーがこのベイのデバイスにアクセスする権限を持たないことを示すメッセージが表示されます。 

ラック情報 
 

行 説明 

[エンクロージャー名] ユーザーが設定するラック内でのエンクロージャー名。 

[エンクロージャー 
ラック U ポジション] 

ラック内のエンクロージャーの位置。 

[シリアル番号] エンクロージャーの一意のシリアル番号。 

[UUID] エンクロージャーに割り当てられているUniversally Unique Identifier。 

[製品番号] 新しいエンクロージャーや交換用のエンクロージャーを取得する際に使用されるエン
クロージャーの製品番号。 

[アセットタグ] インベントリ制御に使用される資産タグ。 

[UID状態] UIDがアクティブかどうかにより[オン]または[オフ]と表示されます。 
 

ラックのトポロジ情報を更新するには、[トポロジの更新]をクリックします。[トポロジの更新]を選択すると、[ラッ

クトポロジ]画面は[リンクモード]に切り替わり、リンクされているすべてのエンクロージャーが表示されます。 

いくつかのラックトポロジ情報は、Location Discovery Serviceによって提供されます。Location Discovery Service
の使用方法について詳しくは、「[ラックの概要]画面（94ページ）」を参照してください。 

リンクされているエンクロージャー 

[ラックトポロジ]タブには、次のいずれかの状態の、リンクされているすべてのエンクロージャーが表示されます。 

• [リンク - サインインなし]。ユーザー名とパスワードをテキストボックスに入力して、[サインイン]をクリッ

クします。エンクロージャーのグラフィカルビューが表示されます。 
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• [リンク - サインインなし]（カードリーダーアイコン付き）。この状態は、リンクされているエンクロージャー

でTwo-Factor認証が有効になっているが認証されていないことを示します。この状態は、次の2つの状況で発

生します。 

o 設定がサポートされていない。設定がサポートされていない。リンクされているエンクロージャーが

Two-Factor認証で認証されるには、プライマリエンクロージャーでTwo-Factor認証を有効にする必要があ

り、プライマリエンクロージャーとリンクされているエンクロージャーに同じ認証情報が保存されていな

ければなりません。 

o Two-Factor認証が設定され、すでに認証されているエンクロージャーの[サインアウト]リンクをクリック

すると、この状態が発生します。このエンクロージャーを認証しなおすには、GUIを更新するかまたはプ

ライマリエンクロージャーを認証しなおします。 

• [リンク - サインイン]と[エンクロージャー情報をロード]ボタン。[エンクロージャー情報をロード]をクリック

して、エンクロージャーのグラフィカルビューを表示します。 

• [リンク - サインイン]とエンクロージャーのグラフィカルビューの表示 

リンクされたエンクロージャー名バーの右側で、[サインアウト]をクリックすると、リンクされたエンクロージャー

からサインアウトされます。 
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[ラック電力および温度]タブ 
[ラック電力および温度]タブは、エンクロージャー内の温度と電源サブシステムのヘルスステータスに関する情報を

表示します。存在する電力と電力制限のグラフィカルビューから、電力ステータスが分かります。 

 

ラックの冷却要件 
 

行 説明 

[現在のBTU/時] リンクされているエンクロージャーの発する熱量（Btu/時単位）。 

[最大BTU/時] 負荷がかかったときの、リンクされているエンクロージャーが発する可能性のある最大
熱量（Btu/時単位）。 
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エンクロージャーの温度および電力ステータス 
 

行 説明 

[エンクロージャー周辺の
温度] 

このフィールドは、取り付けられたブレードデバイスが報告する最高周囲温度を表示
します。ブレードデバイスが取り付けられていない場合、このフィールドは、周囲温
度の近似としてOnboard Administratorモジュールの温度を表示します。 

[温度サブシステムの状態] エンクロージャーの全体的な温度ステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、
および[クリティカルエラー]です。 

[電力サブシステムの状態] エンクロージャーの電源の全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣
化]、および[クリティカルエラー]です。 

[パワーモード] エンクロージャーのエンクロージャーDC電力容量と入力電源冗長化モードを設定す
るためのユーザー設定。表示される値については、[パワーマネジメント]を参照して
ください。 

[現在の電力] エンクロージャー内のすべてのデバイスが消費している電力の量（W単位）。 

[Power Limit] エンクロージャーの消費用に利用可能な最大電力量（W単位）。 

[エンクロージャー動的消
費電力上限] 

エンクロージャー内のサーバーグループの消費電力上限。サーバーが動作するにつれ
て、各サーバーの電力の需要は変化していきます。エンクロージャー動的消費電力上
限を超えずに作業負荷要件を満たす十分な電力をサーバーに供給するために、サー
バーごとに消費電力上限が設定されます。電力需要の継続的な監視およびサーバーの
消費電力上限の自動調整によって、パフォーマンスの低下が最小限に抑えられます。
エンクロージャー動的消費電力上限の情報は、上限が定義されている場合のみ表示さ
れます。 

 
  

 重要：冗長化モードがAC冗長化、または電源装置冗長化であり、電源の冗長化機能が失われている場

合は、電源装置を追加するか、Onboard Administratorで冗長化モード設定を変更して、電源サブシステ

ムのステータスを復元する必要があります。訂正手順については、Insight Displayを参照してください。 
  

[現在の電力/エンクロージャー動的消費電力上限/電力制限] 

[現在の電力]は、エンクロージャー内のすべてのデバイスが消費している電力（ワット単位）です。[エンクロージャー

動的消費電力上限]は、エンクロージャー動的消費電力上限を超えずにサーバー上の作業負荷要件を満たすように、

エンクロージャー内のサーバーの消費電力上限を自動的に調整します。[電力制限]は、エンクロージャーで消費でき

る入力電力の上限です。[電力制限]は、エンクロージャーの電力冗長設定とエンクロージャー内の電源装置の個数と

位置によって変化します。[静的電力上限]が指定されている場合は、[電力制限]はその限度を表示します。 

リンクされているエンクロージャー 

このセクションには、サインインしているリンクされたすべてのエンクロージャーに関する情報が表示されます。 
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[ラックファームウェア]画面  
ラックファームウェアの概要 

 
  

 重要：詳細なファームウェアバージョン情報を表示するには、エンクロージャーファームウェア管理を

使用して、最初に手動検出を実行する必要があります。 
  

Onboard Administratorファームウェア情報 
 

列 説明 
[ベイ] Onboard Administratorが取り付けられているベイの物理ベイ番号。 
[モデル] Onboard Administratorのモデル番号。 
[製造者] Onboard Administratorの製造元の会社名。 
[シリアル番号] Onboard Administratorの一意のシリアル番号。 
[製品番号] 追加または交換用のOnboard Administratorの注文時に使用される製品番号。 
[スペア製品番号] 追加または交換用のOnboard Administratorの注文時に使用されるスペア製品番号。 
[ファームウェア 
バージョン] 

Onboard Administratorのファームウェアイメージのバージョン。 

エンクロージャーコンポーネントファームウェア情報 
 

列 説明 
[ベイ] コンポーネントが取り付けられているベイの物理ベイ番号。 
[デバイスモデル] デバイスのモデル番号。 
[現在のファームウェアの
バージョン] 

コンポーネント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。 

[利用可能なファームウェア
のバージョン] 

コンポーネントにインストール可能なファームウェアの最新バージョン。 



 

ラックビュー 102 

デバイスファームウェア情報 
 

列 説明 

[ベイ] エンクロージャー内のデバイスの位置を示す物理ベイ番号。 

[デバイスモデル] デバイスのモデル。最新のファームウェア検出日が表示されます。そのデバイスについ
て検出が行われていない場合は、Noと表示されます。 

[ファームウェア 
コンポーネント] 

各コンポーネントの名前は、別々の行に表示されます。次に示す、Firmware DVDでサ
ポートされるコンポーネントがリストされます。 
• システムROM 
• iLO 
• パワーマネジメントコントローラー 
• NIC 
• HBA 
• Smartアレイ、および接続されているハードディスクドライブ 
NICなど、複数の内蔵ファームウェアバージョンがあるコンポーネントでは、それぞれ
のバージョンが別々にリストされます。 

[現在のバージョン] そのコンポーネントのファームウェアの最新バージョン。 

[ファームウェア DVD
バージョン] 

そのコンポーネントのファームウェアDVDバージョン。 

インターコネクトファームウェア情報 
 

列 説明 

[ベイ] エンクロージャー内のインターコネクトの位置を示す物理ベイ番号。 

[デバイスモデル] インターコネクトのモデル。 

[ファームウェア 
バージョン] 

インターコネクトモジュールのファームウェアバージョン。インターコネクトモジュー
ルからファームウェアのバージョン情報を受け取れない場合は、[利用不可]と表示され
ます。 

ファームウェア情報のエクスポート 

この画面に表示されているファームウェアバージョン情報をCSVまたはXMLフォーマットにエクスポートするには、

[XML]または[CSV]をクリックします。 
  

 注：CSVオプションは、Internet Explorerでのみ使用できます。 

  

  

 注：サーバーが検出または更新された後でブレードファームウェアがDVD ISOファームウェアと一致し

ない場合は、情報アイコンが表示されます。 
  

  

 注：ファームウェアバージョンの後に続く文字は、Smartコンポーネントのリリースノートリビジョン

を示します。このリビジョンは、有効なファームウェアアップデートではありません。 
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HPE BladeSystemエンクロージャーおよびエンク

ロージャーデバイスの設定 

ステータス画面の表示 
各エンクロージャーは、左側のナビゲーションツリーから選択できます。エンクロージャー名をクリックすると、

エンクロージャーのメインステータスページが表示されます。 

このページでは、[ステータス]、[情報]、[仮想ボタン]、[コンポーネントファームウェア]という4つのタブを使用で

きます。 

[ステータス]タブには、エンクロージャーの全体的なステータスとして次のいずれかの値が表示されます。 

• クリティカル/障害 

• メジャー 

• マイナー/劣化 

• 正常/OK 

• 不明 

• 情報 

アクティブなOnboard Administratorのステータス（ [アクティブOAの状態 ]）とスタンバイ状態のOnboard 
Administratorのステータス（[スタンバイOAの状態]）には、エンクロージャーのステータス（[エンクロージャーの

状態]）と同様に、Onboard Administratorのステータスが表示されます。スタンバイ状態のOnboard Administrator
がシステムに存在しない場合、そのステータス値は[なし]になります。 

[パワーモード]には、エンクロージャーの現在の電源モードが表示されます。表示される値は、以下のとおりです。 

• [AC Redundant] 

• [電源装置冗長化] 

• [非冗長化] 

[エンクロージャーの状態の概要]は、次の4つのセクションに分かれています。 

• [デバイスベイ概要] 

• [インターコネクトベイ概要] 

• [電力サブシステム] 

• [温度サブシステム] 

これらのセクションごとに、次のいずれかの値が表示されます。 

• クリティカル/障害 

• メジャー 

• マイナー/劣化 

• 正常/OK 

• 不明 

• 情報 
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エンクロージャーの設定 

エンクロージャーの選択 
プライマリインターリンクポートが、ラックトポロジテーブルに表示されます。デフォルトではプライマリエンク

ロージャーが選択されています。選択を解除することはできません。 

リンクされたエンクロージャーが表示されるとき、セッション中に使用されるトポロジモードは、下記のように、

サインインの前に選択したチェックボックスによって決まります。 

• [ローカルモード] - これはデフォルトのトポロジモードです。リンクされたエンクロージャーを選択しないと

このモードが有効になります。サインイン中に発生するすべてのトポロジ変化が無視されます。 

• [フィックスモード] - このトポロジモードは、一部のリンクされたエンクロージャーを選択すると有効になり

ます。サインイン中に、選択したエンクロージャーに影響するトポロジ変化だけが表示されます。 

• [リンクモード] - このトポロジモードは、表示されるすべてのエンクロージャーを選択すると有効になります。

サインイン中に発生するすべてのトポロジ変化が表示されます。 
 

[エンクロージャー情報]画面 

 

エンクロージャーに関する情報を表示するには、ツリービューから[エンクロージャー情報]を選択します。[エンク

ロージャー情報]画面には[ステータス]、[情報]、[仮想ボタン]、および[コンポーネントファームウェア]の4つのタブ

が含まれています。 
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[ステータス]タブ 

ステータス情報 
    

行 説明 

[エンクロージャーの状態] エンクロージャーの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、
[N/A]および[クリティカルエラー]です。* 

[アクティブOAステータス] アクティブなOnboard Administratorの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、
[OK]、[劣化]、および[障害]です。 

[スタンバイOAステータス] スタンバイ状態のOnboard Administratorの全体的なステータス。表示される値は、[不
在]、[不明]、[OK]、[劣化]、または[障害]です。 

[パワーモード] エンクロージャーのエンクロージャーDC電力容量と入力電源冗長化モードを設定
するためのユーザー設定。表示される値については、[パワーマネジメント]を参照し
てください。 

* [GUIログインページで拡張データを有効]設定が無効にされている場合、エンクロージャーステータスは[無効]と表示され
ます。この設定を表示するには、[エンクロージャー設定]>[ネットワークアクセス]>[匿名データ]の順に選択します。 
 

エンクロージャー診断情報 

診断情報は、デバイスマイクロコントローラーのポーリングによって収集され（障害が発生していると劣化ステー

タスになります）、または障害をレポートするために（ポーリングされずに）デバイスマイクロコントローラーから

送信されます。 
     

行 説明 

[デバイス識別データ] モデル名、製品番号、およびシリアル番号に関する情報や、デバイスを特定するた
めに使用されるその他の情報がチェックされます。この情報は、FRUデータとも呼
ばれます。データが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取
れない場合は、デバイス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]
または[エラー]です。 

[冗長性] 表示される値は、[OK]または[エラー]です。[エラー]は、冗長Onboard Administrator
で同期化中に問題が発生したことを示しています。エラーについてsyslogをチェッ
クしてください。エラーの原因としては、ファームウェアの不適合やソフトウェア
またはハードウェアの障害が考えられます。 

[Location Services] 表示される値は、[OK]または[その他]です。[その他]は、ロケーションサービスエラー
が発生したことを示します。データが壊れている場合があります。 

 

エンクロージャーステータスの概要 
      

サブシステムとデバイス 説明 

[デバイスベイ概要] すべてのデバイスベイの全体的なステータス。このステータスは、エンクロージャー
に収納されているすべてのデバイスのステータスをまとめたものです。1つ以上のデ
バイスのステータスがOKに該当しない場合、それらのデバイスがこのテーブルのリ
ストに表示されます。 

[インターコネクトベイ概要] インターコネクトベイの全体的なステータス。このステータスは、エンクロージャー
に収納されているすべてのインターコネクトのステータスをまとめたものです。1つ
以上のインターコネクトのステータスがOKに該当しない場合、それらのインターコ
ネクトがこのテーブルのリストに表示されます。 

[電力サブシステム] エンクロージャーの電源サブシステムの全体的なステータス。このステータスは、
エンクロージャーに収納されているすべての電源装置のステータスをまとめたもの
です。1つ以上の電源装置のステータスがOKに該当しない場合、それらの電源装置
がこのテーブルのリストに表示されます。 

[温度サブシステム] エンクロージャーの温度サブシステムの全体的なステータス。このステータスは、
エンクロージャーに収納されているすべてのファンのステータスをまとめたもので
す。1つ以上のファンのステータスがOKに該当しない場合、それらのファンがこの
テーブルのリストに表示されます。 
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[情報]タブ 

 

ハードウェア情報 
    

列 説明 

[パート] 製品の名前。 

[モデル] 製品のモデル番号。 

[製造者] 製品の製造元の会社名。 

[シリアル番号] 製品の一意のシリアル番号。 

[製品番号] 追加の製品の注文時に使用される製品番号。電源入力モジュールには製品番号がないた
め、[製品番号]列は常に「N/A」と表示されます。 

[スペア製品番号] 交換用の製品の注文時に使用される製品番号。 
 

ラック情報 
 

行 説明 

[エンクロージャーラッ
ク U ポジション] 

ラック内のエンクロージャーの位置。 

[ラック製品説明] ラックの一般的な記述名。 

[ラック製品番号] 交換用のラックの注文時に使用される製品番号。 

[ラック識別子] ラックを識別する一意の文字列。 

[ラック U 高さ] U ラック単位でのラックの高さ。 
 

これには、Location Discovery Serviceで収集された情報も含まれます。Location Discovery Serviceの使用方法につ

いて詳しくは、「[ラックの概要]画面（94ページ）」を参照してください。 
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設定の変更 

設定の変更 エンクロージャーの設定は、この画面で変更できます。変更後に設定を保存するには、[適用]をクリッ

クします。 
     

フィールド 指定可能な値 説明 

[エンクロージャー名] 1～32文字。すべての英数字、ダッシュ（-）、
およびアンダースコア（_）を使用可能。 

選択されているエンクロージャーの名前。 

[ラック名] 1～32文字。すべての英数字、ダッシュ（-）、
およびアンダースコア（_）を使用可能。 

エンクロージャーが取り付けられている
ラックの名前。 

[アセットタグ] 0～32文字。すべての英数字、ダッシュ（-）、
およびアンダースコア（_）を使用可能。 

インベントリ制御に使用される資産タグ。 
デフォルトのアセットタグは空白。 

 

エンクロージャーリンク接続 

この項では、エンクロージャー背面のエンクロージャーリンク接続を図で示し、各エンクロージャーリンクポート

について詳しく説明します。 

エンクロージャーの現在のインベントリのリストを含むスクリプトを表示するには、[すべて表示]をクリックします。 

仮想ボタン 

エンクロージャーリンクとOnboard Administrator/iLO接続の横にあるエンクロージャーUIDライトの状態を変更す

るには、[オン/オフ切り替え]をクリックします。 

 

コンポーネントのファームウェア 

 
    

列 説明 

[ベイ] エンクロージャー内のデバイスベイ。 

[デバイスモデル] デバイスのモデル番号。 

[現在のファームウェアのバージョン] デバイスのインストール済みファームウェアバージョン。 

[利用可能なファームウェアのバージョン] デバイスの現在使用可能なファームウェアの最新バージョン。 
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[コンポーネントファームウェア ]タブには、Location Discovery Serviceで提供されるロケーションPIC
（BladeSystem Location Device）のファームウェアバージョンも表示されます。Location Discovery Serviceの使用

方法について詳しくは、「[ラックの概要]画面（94ページ）」を参照してください。 
 

アラートメール 
アラートメールを使用すると、ユーザーは、SNMPトラップを使う代わりに電子メールでシステムイベントを受信

できます。アラートメールは、SNMPにまったく依存しておらず、両方を同時に有効にできます。アラートメール

は、標準SMTPコマンドを使用して、SMTP対応メールサーバーと通信します。アラートメールによって送信される

各電子メールの「返信」アドレスは、<Enclosure Name>@<Alert Sender Domain>です。アラートメール機能を有

効にするには、[アラートメールを有効]チェックボックスを選択します。 

アラートメール機能をテストする場合は、電子メールアドレス、アラートの送信者のドメイン、およびSMTPサー

バーの設定が正しいことを確認してください。[アラートメールの送信]を選択します。テストが正常に完了したこ

とを確認するには、受信者のメールアカウントを調べます。 

 
  

 注：[アラート送信ドメイン]は不要な場合があります。このフィールドは、メールサーバーの設定に依

存します。 
  

 

フィールド 指定可能な値 説明 

[E-Mailアドレス] <account>@<domain>形式 管理者またはその他の指定されたアラート
メール受信者の有効な電子メールアドレス。 

[SMTPサーバー] • IPv4アドレス - ###.###.###.###。ここ
で、###は0～255の範囲です。 

• IPv6アドレス -  
####:####:####:####:####:####:####:#
###。ここで、####は0～FFFFの範囲で
す。同じIPv6アドレスの圧縮バージョン
もサポートされています。 

• DNS名 - 1～64文字。すべての英数字、
およびダッシュ（-）を使用可能。 

SMTPサーバーのIPv4アドレス、IPv6アドレ
ス、またはDNS名。 

[アラート送信名] すべての英数字、ダッシュ（-）、アンダースコ
ア（_）、およびスペースを使用可能。フィール
ドはオプションで、40文字まで使用可能です。 

Onboard Administratorの名前 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[アラート送信ドメ
イン] 

すべての英数字、ダッシュ（-）、およびピリ
オド（.）を使用可能。 

Onboard Administratorが存在するドメイン。
送信者メールで相互に排他的。 

[ ア ラ ー ト 送 信
E-mail] 

<account>@<domain>形式 管理者またはその他の指定されたアラート
メール受信者の有効な電子メールアドレス。 

 

1. [アラートメールを有効]チェックボックスを選択して、アラートメール機能を有効にします。 

2. 電子メールアドレス、アラート送信元ドメイン、およびSMTPサーバーの値を入力します。 

3. [適用]をクリックして設定を保存します。 

アラートメールが有効になっていると、次のイベントの発生時に電子メールによってアラートが送信されます。 

o エンクロージャーステータスの変化 

o エンクロージャー情報の変化 

o ファンステータスの変化 

o ファンの取り付け 

o ファンの取り外し 

o 電源装置ステータス 

o 電源装置の取り付け 

o 電源装置の取り外し 

o 電源装置の過負荷 

o ブレードの取り付け 

o ブレードの取り外し 

o ブレードステータス 

o ブレードの温度状態 

o ブレード障害 

o ブレード情報の変化 

o トレイステータスの変化 

o トレイのリセット 

o スイッチの接続 

o スイッチの接続切断 

すべての電子メールには、次のヘッダーが付いています。 
From: Enclosure ENCLOSURE-NAME <enclosure-name@serverdomain> 
Date: Date in standard format 
Subject: HP AlertMail-SEQ: <SEVERITY> SUBJECT  
To: RECEIVER MAILBOX 

ここで、SEVERITYは次のいずれかです（重大度が高い順）。 

o # FATAL 

o # CRITICAL 

o # WARNING MAJOR 

o # WARNING MINOR 

o # WARNING  

o # NORMAL 

各Subject行には、一意の連続番号が含まれており、メールサーバーが間違った順番でメールを配信してもイベント

の順番を簡単に特定できます。連続番号の範囲は0～999で、その後はまた0から始まります。 
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メールの本文には、発生したイベントに関する詳細情報が記載されます。また、本文には、問題を修正するために

実行しなければならない処置や現在のエンクロージャーステータスも示されます。 
  

 注：エンクロージャーステータスは、イベントが処理された時点のステータスとして表示されます。た

とえば、ファンに障害が発生したことを通知する電子メールでステータスがOKと示されることがあり

ます。これは、イベントがアラートメールによって送信された時点ですでにユーザーがファンを交換し

ている場合などです。 
  

以下に電子メールの例を示します。 
Subject:HP AlertMail-010:(CRITICAL) Power Supply #1:Failed 
Date:Wed, 23 Apr 2006 15:02:22 +0200 
From:Enclosure EM-00508BEBA571 <EM-00508BEBA571@hp.com> 
To:user@domain 
X-OS:HP BladeSystem Enclosure Manager 
X-Priority: 1 
Content-Type:text/plain; charset=us-ascii 
 
EVENT (26 May 07:09): Power Supply #1 Status has changed to: Failed. 
 
Enclosure, EM-00508BEBA571, has detected that a power supply in bay 1 has changed from 
status OK to Failed. 
 
The power supply should be replaced with the appropriate spare part. You can ensure 
that the center wall assembly is operating correctly by swapping the two power supplies. 
Make sure that there are no bent pins on the power supply connectors before reinserting 
and that each power supply is fully seated. 
 
An amber LED on the power supply indicates either an over-voltage, over-temperature, 
or loss of AC power has occurred. A blinking LED on the power supply indicates a current 
limit condition. 
 
Enclosure Status:Degraded 
Enclosure Management URL:https://16.181.75.213/ 
 

- PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL - 
 

[デバイスのパワーシーケンス]の[デバイスベイ]タブ 
エンクロージャーの電源投入遅延機能は、エンクロージャー全体の電源がいったん切られて再度投入される場合の、

内部コンポーネントに電源が投入される順序を制御します。この機能は、Onboard Administratorがエンクロージャー

全体の電力サイクルを検出し、電源投入遅延がエンクロージャー内の1つ以上のコンポーネントで有効な場合に、ア

クティブなOnboard Administratorのブートプロセスの間のみ有効です。 

アクティブなOnboard Administratorは、電源投入遅延が開始された時点でメッセージをシステムログに表示します。

また、最も長い電源投入遅延時間が経過した後、電源投入遅延が完了した時点でメッセージをシステムログに表示

します。Onboard Administratorの出荷時のデフォルトでは、電源投入遅延はすべてのコンポーネントで無効になっ

ています。 

電源投入遅延機能を有効にすることで解決できる、ベイ間の依存関係を伴う典型的な事例には、次のようなものが

あります。 

• ネットワークからの起動 - ネットワークインターコネクトは、ネットワークから起動するように設定されて

いるサーバー（たとえば、PXEやiSCSI）より先に、電源投入時セルフテストを完了する必要があります。 

• SANからの起動 - SANインターコネクトは、SANから起動するように設定されたサーバーより先に、電源投

入時セルフテストを完了する必要があります。 

• DHCPサーバーまたはライセンスサーバーによって制御される、重要なサービスの依存関係。 

• ストレージサーバーは、それらのリソースを必要とするサーバーより先に操作可能な状態になっている必要が

あります。 
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依存関係のなかにはエンクロージャーとは関係のないものもあるため、遅延時間の設定値は経験に基づいて決定す

る必要があります（SANからの起動は、データセンターのSANストレージシステムに電源が投入され起動するまで

にさらに遅延が必要となることがあります）。インターコネクトモジュールごとに、操作可能な状態になる前の電源

投入のタイミングが異なります。 

電源投入遅延に使用されるタイマーは、Onboard AdministratorがOnboard Administrator初期化時に最初のシステム

ログメッセージ「Kernel: Network link up」を入力した時点で開始されます。Onboard Administratorが、シ

ステムログ内に「PowerDelay has been initiated for the selected devices」を示した場合、各ベイ

の設定済み遅延時間を使用して、そのコンポーネントを起動するタイミングが決定されます。選択した遅延時間が

経過した後、コンポーネントが起動します。 

各ベイの有効な設定値は、[無効]、[有効]、および[電源オフ]です。 

[無効] - このベイの電源投入遅延を無効にします。Onboard Administratorは、ベイの電源投入設定に基づいてその

ベイの電源投入を許可します。自動電源投入に設定されたデバイスの場合、Onboard Administrator設定チェックが

すべて完了した後、エンクロージャーの電源の再投入に続いて、そのデバイスの電源投入が許可されます。 

[有効] - このベイの電源投入遅延を有効にします。Onboard Administratorは、エンクロージャーの電力サイクルイ

ベントの検出時以降の経過秒数に基づいて、このベイに電源を投入します。 

[電源オフ] - Onboard Administratorが、再度「PowerDelay has completed for the selected devices」
とログに記録するまで、この値が設定されたベイのコンポーネントには電源は投入されません。この時点で、デバ

イスが自動電源投入に設定されている場合は、Onboard Administrator設定チェックがすべて完了した後、エンクロー

ジャーの電源の再投入に続いて、そのデバイスの電力投入が許可されます。 

デバイスで自動電源投入が無効に設定されている場合は、そのベイの電力投入遅延の設定に関係なく、エンクロー

ジャーに電源が再投入されてもそのデバイスはオフのままです。 

標準のデバイスベイタブとノードデバイスのデバイスベイタブ 

デバイスベイ[標準]タブは、エンクロージャーのタイプに基づき、すべてのプライマリベイの現在の設定値を示しま

す。特定のデバイスベイの設定値を変更するには、[有効]列の下のメニューで、[有効]、[無効]、または[電源オフ]を
選択します。[有効]が選択された場合、このベイの[遅延]列に、電源投入遅延を秒単位で入力する必要があります。

最小値は1秒、最大値は3600秒です。 

エンクロージャーにノードサーバーが取り付けられている場合、A側およびB側の電源投入遅延設定は、[ノードA側]
タブおよび[ノードB側]タブで管理されます。 

[インターコネクトベイ]タブ 

デフォルトでは、インターコネクトベイには自動電源投入が設定されています。インターコネクトベイの電源投入遅

延を有効にして設定すると、エンクロージャーの電力サイクルイベントに続いて、そのベイに電源が投入されます。 
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列 説明 

[ベイ] デバイスのベイ番号。 

[デバイス] ベイに挿入されているデバイスの種類。ベイに挿入されているデバイスがない場合は、
[なし]。 

[有効] パワーシーケンスを有効にするか、または無効にします。また、[電源オフ]が選択され
ている場合は、そのデバイスへの電源投入は許可されません。 

[遅延] デバイスに電源を投入するまでの待機時間（秒単位）。 

 
 

[デバイスのパワーシーケンス]の[インターコネクトベイ]タブ 
 

列 説明 

[ベイ] デバイスのベイ番号。 

[デバイス] ベイに挿入されているデバイスの種類。ベイに挿入されているデバイスがない場合は、
[なし]。 

[有効] パワーシーケンスを有効にするか、または無効にします。また、[電源オフ]が選択され
ている場合は、そのデバイスへの電源投入は許可されません。 

[遅延] デバイスに電源を投入するまでの待機時間（秒単位）。遅延の値範囲は、1～3600です。 
 

[適用]をクリックして設定を保存します。 
 

日付と時刻 
静的な日時設定 

日時は静的であり、リアルタイムで更新されません。日時は、NTPが無効の場合にのみ設定できます。 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[日付] yyyy-mm-dd形式 
• mmは、1～12の整数 
• ddは、1～31の整数 

エンクロージャーに割り当てられ
る日付。 

[時刻] hh:mm:ss（24時表示）形式。ssはオプション。 
• hhは、0～23の整数 
• mmは、0～59の整数 

エンクロージャーに割り当てられ
る時刻。 

[タイムゾーン] タイムゾーン設定 
• アフリカタイムゾーン設定（353ページ）。 
• アメリカタイムゾーン設定（354ページ）。 
• アジアタイムゾーン設定（355ページ）。 
• ユニバーサルタイムゾーン設定（353ページ）。 
• オセアニアタイムゾーン設定（356ページ）。 
• ヨーロッパタイムゾーン設定（357ページ）。 
• 極地タイムゾーン設定（357ページ）。 

エンクロージャーに割り当てられ
るタイムゾーン。 
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NTP設定 

この機能を有効にするには、[NTPサーバーを使用して時刻を設定]チェックボックスを選択します。 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[プライマリNTPサーバー] • IPv4アドレス - ###.###.###.###。ここで、
###は0～255の範囲です。 

• IPv6アドレス -  
####:####:####:####:####:####:####:####。
ここで、####は0～FFFFの範囲です。 

• DNS名 - 1～64文字。すべての英数字、およ
びダッシュ（-）を使用可能。 

日時情報を提供するプライマリ
NTPサーバーのIPアドレスまたは
DNS名。 

[セカンダリNTPサーバー] • IPv4アドレス - ###.###.###.###。ここで、
###は0～255の範囲です。 

• IPv6アドレス -  
####:####:####:####:####:####:####:####。
ここで、####は0～FFFFの範囲です。 

• DNS名 - 1～64文字。すべての英数字、およ
びダッシュ（-）を使用可能。 

日時情報を提供するセカンダリ
NTPサーバーのIPアドレスまたは
DNS名。 

[ポーリング間隔] 60～86400の整数 NTPサーバーをポーリングする間
隔（秒単位）。 

[タイムゾーン] タイムゾーン設定 
• アフリカタイムゾーン設定（353ページ）。 
• アメリカタイムゾーン設定（354ページ）。 
• アジアタイムゾーン設定（355ページ）。 
• ユニバーサルタイムゾーン設定（353ページ）。 
• オセアニアタイムゾーン設定（356ページ）。 
• ヨーロッパタイムゾーン設定（357ページ）。 
• 極地タイムゾーン設定（357ページ）。 

エンクロージャーに割り当てられ
るタイムゾーン。 

 

設定を保存するには、[適用]をクリックします。 
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エンクロージャーのTCP/IP設定 

[IPv4設定]タブ 

 
[IPv4設定]タブ 

[エンクロージャーIPモード] 
[エンクロージャーIPモード]設定が有効であると、すべての管理アプリケーションが単一の静的IPアドレスを使用し

てエンクロージャーのアクティブOnboard Administratorをポイントするように設定できます。このモードは、アク

ティブ/スタンバイOnboard Administrator構成のエンクロージャーを対象にしています。スタンバイ状態のOnboard 
AdministratorがアクティブなOnboard Administratorの役割を引き継ぐと、アクティブだったOnboard Administrator
のIPアドレスもそのOnboard Administratorに引き継がれます。このモードにより、エンクロージャーIPモードのIP
アドレスは常にアクティブなOnboard Administratorをポイントするようになります。 

[エンクロージャーIPモード]では、アクティブなOnboard Administratorに静的IPv4アドレスまたは静的IPv6アドレ

スを割り当てる必要があります（IPv6を有効にする必要があります）。スタンバイ状態のOnboard Administratorには、

DHCPがアドレスを割り当てるように設定しても静的IP設定を割り当ててもかまいません。このモードはオプショ

ンであり、デフォルトでは無効にされています。 

Onboard Administratorモジュールをエンクロージャーから取り外すときに、エンクロージャーIPモード設定が変更

されないようにするには、フェイルオーバーの移行フェーズ（フェイルオーバー後、約6分間）中にモジュールを取

り外さないでください。モジュールを取り外した後、すべての設定がスタンバイモジュールに移行されるようにす

るには、モジュールを交換してから5分間そのままにしてください。アクティブおよびスタンバイの両方のOnboard 
Administratorモジュールの電源が同時に切られるか、または同時にエンクロージャーから取り外されると、スタン

バイOnboard Administratorはデフォルトのネットワーク設定に戻り、手動で設定されたすべての静的ネットワーク

アドレスは失われます。 
  

 注：この機能は、FIPSモードON/DEBUGの間、無効になっています。 

  

  

 注：[IPv4設定]タブまたは[IPv6設定]タブでエンクロージャーIPモードを有効にすると、両方のタブでこ

のモードが自動的に有効になります。 
  

アクティブおよびスタンバイOnboard Administratorネットワーク設定 

Onboard Administratorを使用すると、DHCPサーバーから取得した動的に割り当てられたIPアドレスか、手動で指

定した静的なIPアドレスに基づいて、IPv4ネットワークを構成できます。ネットワーク構成の基礎を選択するには、

[DHCP]ラジオボタンまたは[固定IP設定]ラジオボタンのいずれかを選択します。[DHCP]を選択した場合、ダイナ

ミックDNSを有効にできます。 
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 注：サインインしているOnboard Administratorのネットワーク設定を変更すると、そのOnboard 
Administratorから切断される可能性があります。この場合、設定を適用した後に、Onboard Administrator
に再度サインインする必要があります。 

  

• [DHCP] - DHCPサーバーからOnboard AdministratorのIPアドレスを取得します。 

• [ダイナミックDNSを有効] - DHCPが有効な場合、動的に割り当てられたIPアドレスが変更された場合でも、

ダイナミックDNSによってOnboard Administratorで同じホスト名を使い続けることができます。ホスト名は

DNSサーバーに登録されています。ダイナミックDNSは、IPアドレスの新しいレコードまたは変更されたレ

コードにより、DNSサーバーを更新します。 

Onboard AdministratorでダイナミックDNSを無効にすると、Onboard AdministratorによるDNSサーバーの更

新が停止します。ただし、一部のDHCPサーバーは、DNSサーバーを直接更新することができます。ダイナミッ

クDNSの更新を完全に無効にするには、Onboard AdministratorとDHCPサーバーの両方でダイナミックDNS
を無効にします。 

• [固定IP設定] - Onboard Administratorの静的IP設定を手動でセットアップできるようにします。 
  

 注意：DHCP for IPv4を有効にすると、静的なIPv4設定は失われます。 

  

 

フィールド 指定可能な値 説明 

[DNSホスト名] 1～32文字で、すべての英数字
とダッシュ（-）を使用できます。 

Onboard AdministratorのDNS名。この設定は、
IPv4とIPv6の両方の環境に適用されます。DNS
ホスト名は、DHCPまたは静的IP設定の使用時に
割り当てることができます。 
Onboard AdministratorのDNS名を変更すると、
SSL証明書上のホスト名が一致しなくなる可能
性があります。必要に応じて、[Active Onboard 
Administrator Certificate Administration]画面（「証
明書管理の[情報]タブ」（185ページ））または
[Standby Onboard Administrator Certificate 
Administration] 画 面 （「 スタン バ イ Onboard 
Administratorの証明書管理の[情報]タブ」（199
ページ））を使用して、影響を受けるOnboard 
Administratorの証明書情報を更新する必要があ
る場合があります。 

[MACアドレス] 情報を提供するためのフィール
ドで変更できません。 

Onboard AdministratorのMACアドレス。 

[ドメイン名] 情報を提供するためのフィール
ドで変更できません。 

個々のOnboard Administratorの現在のドメイン
名を表示します。 

[IPアドレス] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

Onboard Administratorの静的IPアドレス（静的IP
設定を選択している場合は必要）。 

[サブネットマスク] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

Onboard Administratorのサブネットマスク（静的
IP設定を選択している場合は必要）。 

[ゲートウェイ] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

Onboard Administratorのゲートウェイアドレス
（静的IP設定を選択している場合は必要）。 

[DNSサーバー 1] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

1番目のIPv4 DNSサーバーのIPv4アドレス。* 

[DNSサーバー 2] ###.###.###.###。ここで、###
は0～255の範囲です。 

2番目のIPv4 DNSサーバーのIPv4アドレス。* 
 

* Onboard AdministratorがDNSサーバーを使用する順序は、この表で説明されています。 
 

構成されているDNSサーバー数によって、Onboard Administratorは最大6台のDNSサーバーをIPアドレスの検索に

使用できます。2台はIPv4 DNSサーバー（静的またはDHCP割り当てのどちらか）であり、4台はIPv6 DNSサーバー

（静的またはDHCP割り当て、あるいはその両方）です。Onboard Administratorは次の順序でDNSサーバーを使用

します。 

1. IPv4 DNSサーバー1（静的） 
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2. IPv6 DNSサーバー1（静的） 

3. IPv4 DNSサーバー2（静的） 

4. IPv6 DNSサーバー2（静的） 

5. IPv4 DNSサーバー1（DHCP割り当て） 

6. IPv6 DNSサーバー1（DHCP割り当て） 

7. IPv4 DNSサーバー2（DHCP割り当て） 

8. IPv6 DNSサーバー2（DHCP割り当て） 

このリスト内のいずれかのDNSサーバーが設定されていない場合、リスト内の次のDNSサーバーの順番が順次繰り

上がります。たとえば、DHCP割り当てのIPv4 DHCPサーバー1と2が設定されていない場合、DHCP割り当ての2
つのIPv6 DHCPサーバーのリスト内の順序が5番目と6番目に繰り上がります。前述のとおり、IPv4 DNSサーバーは

静的またはDHCP割り当てのいずれかであり、両方にはできないため、Onboard Administratorが使用できるDNSサー

バーの最大数は6になります。 

新しいIPv4設定を保存するには、[適用]をクリックします。 
 

[IPv6設定]タブ 

 

[エンクロージャーIPモード] 

[エンクロージャーIPモード]設定が有効であると、すべての管理アプリケーションが単一の静的IPアドレスを使用し

てエンクロージャーのアクティブOnboard Administratorをポイントするように設定できます。このモードは、アク

ティブ/スタンバイOnboard Administrator構成のエンクロージャーを対象にしています。スタンバイ状態のOnboard 
AdministratorがアクティブなOnboard Administratorの役割を引き継ぐと、アクティブだったOnboard Administrator
のIPアドレスがそのOnboard Administratorに割り当てられます。これにより、[エンクロージャーIPモード]のIPアド

レスは常にアクティブなOnboard Administratorをポイントするようになります。 

[エンクロージャーIPモード]では、アクティブなOnboard Administratorに静的IPv4アドレスまたは静的IPv6アドレ

スを割り当てる必要があります（IPv6を有効にする必要があります）。スタンバイ状態のOnboard Administratorには、

DHCPがアドレスを割り当てるように設定しても静的IP設定を割り当ててもかまいません。このモードはオプショ

ンであり、デフォルトでは無効にされています。 
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Onboard Administratorモジュールをエンクロージャーから取り外すときに、[エンクロージャーIPモード]設定が変更

されないようにするには、フェイルオーバーの移行フェーズ（フェイルオーバー後、約6分間）中にモジュールを取

り外さないでください。モジュールを取り外した後、すべての設定がスタンバイモジュールに移行されるようにす

るには、モジュールを交換してから5分間そのままにしてください。アクティブおよびスタンバイの両方のOnboard 
Administratorモジュールの電源が同時に切られるか、または同時にエンクロージャーから取り外されると、スタン

バイOnboard Administratorはデフォルトのネットワーク設定に戻り、手動で設定されたすべての静的ネットワーク

アドレスは失われます。 
  

 注：この機能は、FIPSモードON/DEBUGの間、無効になっています。 

  

  

 注：[IPv4設定]タブまたは[IPv6設定]タブでエンクロージャーIPモードを有効にすると、両方のタブでこ

のモードが自動的に有効になります。 
  

[エンクロージャーネットワーク設定] 

IPv6は複数のアドレスをサポートします。あらゆる組み合わせのネットワーク設定を有効にできます。IPv6と、

SLAACまたはDHCPv6あるいはその両方を有効にした場合、Onboard Administratorは選択したすべてのソースから

IPアドレスを取得できます。自動的に割り当てられたIPアドレスとユーザーが指定した静的なIPアドレスの両方を

持つことができます。[ステートレスアドレス自動構成(SLAAC)を有効]、[DHCPv6を有効]、および[ルーター広告

を有効]の設定は、IPv6が有効である場合にのみ有効です。 

• [IPv6を有効] - エンクロージャー内のすべてのOnboard Administrator、インターコネクト、およびサーバーiLO
モジュールについて、IPv6プロトコルを有効にします。有効にすると、リンクローカルアドレスが1つ自動的

に構成されます。 
  

 注：IPv6を無効にしてIPv4のみの環境に変換した後、[エンクロージャーファームウェア管理機能の設定]
タブのファームウェアISO URLがUSBキーまたはWebサーバーのIPv6ベースのURLを指定する場合、

USBキーの位置を再入力するか、WebサーバーのIPv4ベースのURLを入力する必要があります。これを

行わないと、EFMはISOイメージにアクセスできません。 

  

• [ルーター広告を有効] - 外部管理ネットワークから内部エンクロージャー管理ネットワークへのIPv6ルー

ター広告を許可します。この設定を無効にすると、Onboard Administratorは外部の管理ネットワークから送信

されるIPv6ルーター広告をブロックし、内部エンクロージャー管理ネットワークに入らないようにします。 

• [ステートレスアドレス自動調整(SLAAC)を有効] - エンクロージャー内のすべてのOnboard Administrator、イ

ンターコネクト、およびサーバーiLOモジュールに対するIPv6ステートレスアドレス自動構成メッセージを有

効にします。この機能はグローバルなIPv6アドレスにのみ影響します。IPv6とSLAACの両方を有効にした場

合、Onboard Administratorは最大11のSLAAC IPアドレスを取得できます。 

• [DHCPv6を有効] - アクティブ（および、設定されている場合はスタンバイ）Onboard Administratorで、DHCPv6 
IPアドレスを要求できるようにします。エンクロージャー管理ネットワーク上のDHCPv6トラフィックが許可

されます。 
  

 注意：IPv6のみの環境でIPv6を無効にすると、Onboard Administrator GUIやSSHセッション（存在する

場合）との接続が失われます。再度接続を確立するには、IPv4ネットワーク、Insight Display、または

Onboard Administratorシリアルコンソールインターフェイスから初期エンクロージャー構成を実行す

る必要があります。IPv6、SLAAC、またはDHCPv6を無効にすると、無効にしたプロトコルに依存する

すべての接続が終了します。たとえば、DHCPv6で割り当てられたアドレスを使ってOnboard 
Administratorに接続している場合、エンクロージャーDHCPv6設定を無効にすると、セッションが終了

します。 
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 注：SLAACアドレスを正常に設定するには、エンクロージャーの[ステートレスアドレス自動構成

(SLAAC)を有効]および[ルーター広告を有効]設定を有効にする必要があります。さらに、エンクロー

ジャー管理ネットワーク上のIPv6ルーターが、ルーター広告を介してSLAACアドレスを提供するように

構成されている必要があります。すべてのiLOは、SLAACアドレスを取得するように個別に構成する必

要があります。エンクロージャー管理ネットワークで必要なトラフィックを許可するには、[ステート

レスアドレス自動構成(SLAAC)を有効]、[ルーター広告を有効]、および[IPv6を有効]設定を有効にする

必要があります。 
  

  

 注：DHCPv6アドレスを正常に設定するには、エンクロージャーの[IPv6を有効]設定が有効になってい

て、管理ネットワーク上にDHCPv6サーバーが構成されている必要があります。すべてのiLOおよびイ

ンターコネクトは、DHCPv6アドレスを要求するように個別に構成する必要があります。DHCPv6アド

レスを要求するように構成されている場合、[IPv6を有効]および[DHCPv6を有効]設定を有効にして、

エンクロージャー管理ネットワークで必要なトラフィックを許可する必要があります。 
  

  

 注：工場出荷時設定へのリセット後、エンクロージャーのIPv6ネットワークの設定（IPv6、SLAAC、

DHCPv6、およびルーター広告）はデフォルトで有効になります。 
  

  

 注：DHCPv6を有効、ルーター広告を有効、またはSLAACを有効の各エンクロージャーのIPv6設定が

Onboard Administratorで無効になっている場合、エンクロージャー内のiLOのDHCPv6またはSLAACア

ドレスは、それぞれの構成に基づいて自動的に有効期限が切れるまで保持されます。iLOを手動リセッ

トすると、これらのアドレスはすぐに解放されます。 
  

アクティブおよびスタンバイOnboard Administratorネットワーク設定 
  

 注：サインインしているOnboard Administratorのネットワーク設定を変更すると、そのOnboard 
Administratorから切断される可能性があります。この場合、設定を適用した後に、Onboard Administrator
に再度サインインする必要があります。 

  

       

フィールド 指定可能な値 説明 

[IPv6静的アドレス1] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。1、2 

Onboard Administratorの外部NIC IPv6
アドレス1 

[IPv6静的アドレス2] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。1,2 

Onboard Administratorの外部NIC IPv6
アドレス2 

[IPv6静的アドレス3] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。1,2 

Onboard Administratorの外部NIC IPv6
アドレス3 

[IPv6 DNSサーバー1] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。プレフィックスはオプ
ションです。1 

1番目の静的IPv6 DNSサーバーのIPv6
アドレス。3 

[IPv6 DNSサーバー2] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。プレフィックスはオプ
ションです。1 

2番目の静的IPv6 DNSサーバーのIPv6
アドレス。3 



 

HPE BladeSystemエンクロージャーおよびエンクロージャーデバイスの設定 119 

フィールド 指定可能な値 説明 

[IPv6 ダ イ ナ ミ ッ ク
DNSを有効] 

有効（チェックボックスがオン）または無効
（チェックボックスがオフ）。 

動的に割り当てられたIPアドレスが変
更 さ れ た 場 合 で も 、 Onboard 
Administratorに同じホスト名を使い続
けることができます。ホスト名はDNS
サーバーに登録されています。ダイナ
ミックDNSは、IPアドレスの新しいレ
コードまたは変更されたレコードで、
DNSサーバーを更新します。4 
Onboard Administratorでダイナミック
DNS を 無 効 に す る と 、 Onboard 
AdministratorによるDNSサーバーの更
新が停止します。ただし、一部のDHCP
サーバーは、DNSサーバーを直接更新す
ることができます。ダイナミックDNSの
更新を完全に無効にするには、Onboard 
AdministratorとDHCPサーバーの両方で
ダイナミックDNSを無効にします。 

[静的デフォルトゲー
トウェイ] 

####:####:####:####:####:####:####:####。こ
こで、####は0～FFFFの範囲です。プレフィッ
クスを指定しないでください。ゲートウェイは、
Onboard Administratorネットワーク内から到達
可能でなければなりません。1 

デフォルトゲートウェイの静的IPv6ア
ドレスです。この設定は、完全に静的に
構成されたIPv6ネットワーク環境で必
要です。Onboard Administratorは、この
設定と、ルーター広告が設定されている
場合は管理ネットワーク上のIPv6ルー
ターからのルーター広告を介して、IPv6
ゲートウェイ設定を直接受け入れるこ
とができます。ルーター広告からIPv6
ゲートウェイ設定が提供される場合、静
的なIPv6ゲートウェイ設定はルーター
広告から提供されるゲートウェイ設定
で 上 書 き さ れ ま す 。 Onboard 
Administratorで現在使用中の IPv6ゲー
トウェイは、 [ アクティブ Onboard 
Administrator]の [TCP/IP設定 ]（「 [アク
ティブOnboard Administrator]の[TCP/IP
設定]画面」（182ページ））画面と[スタン
バイOnboard Administrator]の[TCP/IP設
定]画面の[現在のデフォルトゲートウェ
イ]フィールドに表示されます。 

[静的経路1] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。1 

Onboard Administratorのルーティング
テーブルにIPv6静的経路を追加します
（手動設定）。 5静的経路はOnboard 
Administratorがゲートウェイを介して
外部ネットワークに到達するために使
用する明示的パスを定義します。静的
ネットワーク構成の場合、ルーター広告
を介して経路情報を送信するように
ルーターを構成する必要はありません。 
ルーター広告がネットワーク内でアク
ティブであり、デフォルトゲートウェイ
がすでに構成されている場合、ルーター
は使用可能な静的経路についてすべて
のノードに通知するため、静的経路を手
動で構成する必要はありません。 
[静的経路1]を指定すると、関連する
[ゲートウェイ (静的経路) 1]も指定する
必要があります。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[ゲートウェイ 
（静的経路）1] 

####:####:####:####:####:####:####:####。こ
こで、####は0～FFFFの範囲です。プレフィッ
クスを指定しないでください。ゲートウェイは、
Onboard Administratorネットワークと外部ネッ
トワークの両方から到達可能でなければなりま
せん。1 

[静的経路1]で定義されたパスを使用し
たゲートウェイのIPv6アドレス。 
[静的経路1]も指定する必要があります。 

[静的経路2] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。1 

Onboard Administratorのルーティング
テーブルに2つ目のIPv6静的経路を追加
します（手動設定）。 
[静的経路2]を指定すると、関連する
[ゲートウェイ (静的経路) 2]も指定する
必要があります。 

[ゲートウェイ 
（静的経路）2] 

####:####:####:####:####:####:####:####。こ
こで、####は0～FFFFの範囲です。プレフィッ
クスを指定しないでください。ゲートウェイは、
Onboard Administratorネットワークと外部ネッ
トワークの両方から到達可能でなければなりま
せん。1 

[静的経路2]で定義されたパスを使用し
たゲートウェイのIPv6アドレス。 
[静的経路2]も指定する必要があります。 

[静的経路3] ####:####:####:####:####:####:####:####/##
#。ここで、####は0～FFFF、プレフィックス/###
は1～128の範囲です。1 

Onboard Administratorのルーティング
テーブルに3つ目のIPv6静的経路を追加
します（手動設定）。 
[静的経路3]を指定すると、関連する
[ゲートウェイ (静的経路) 3]も指定する
必要があります。 

[ゲートウェイ 
（静的経路）3] 

####:####:####:####:####:####:####:####。こ
こで、####は0～FFFFの範囲です。プレフィッ
クスを指定しないでください。ゲートウェイは、
Onboard Administratorネットワークと外部ネッ
トワークの両方から到達可能でなければなりま
せん。1 

[静的経路3]で定義されたパスを使用し
たゲートウェイのIPv6アドレス。 
[静的経路3]も指定する必要があります。 

1 同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。 
2 Onboard Administratorは、リンクローカルアドレスをIPv6静的アドレスとして受け入れません。 
3 Onboard AdministratorがDNSサーバーを使用する順序は、この表で説明されています。 
4 IPv6ダイナミックDNSは、Onboard Administrator上で有効なDNSサーバー（IPv4またはIPv6）を構成することを要求し
ます。 
5 注意：静的経路を追加または削除すると、Onboard Administratorにアクセスしているクライアントの接続が失われる可
能性があります。 
 

構成されているDNSサーバー数によって、Onboard Administratorは最大6台のDNSサーバーをIPアドレスの検索に使用

できます。2台はIPv4 DNSサーバー（静的またはDHCP割り当てのどちらか）であり、4台はIPv6 DNSサーバー（静的

またはDHCP割り当て、あるいはその両方）です。Onboard Administratorは次の順序でDNSサーバーを使用します。 
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1. IPv4 DNSサーバー1（静的） 

2. IPv6 DNSサーバー1（静的） 

3. IPv4 DNSサーバー2（静的） 

4. IPv6 DNSサーバー2（静的） 

5. IPv4 DNSサーバー1（DHCP割り当て） 

6. IPv6 DNSサーバー1（DHCP割り当て） 

7. IPv4 DNSサーバー2（DHCP割り当て） 

8. IPv6 DNSサーバー2（DHCP割り当て） 

このリスト内のいずれかのDNSサーバーが設定されていない場合、リスト内の次のDNSサーバーの順番が順次繰り

上がります。たとえば、DHCP割り当てのIPv4 DHCPサーバー1と2が設定されていない場合、DHCP割り当ての2つ
のIPv6 DHCPサーバーのリスト内の順序が5番目と6番目に繰り上がります。前述のとおり、IPv4 DNSサーバーは静

的またはDHCP割り当てのいずれかであり、両方にはできないため、Onboard Administratorが使用できるDNSサー

バーの最大数は6になります。 

新しいIPv6設定を保存するには、[適用]をクリックします。 
  

 注意：Mozilla Firefox、Google Chromeなど、特定のブラウザーでは、ダイアログ内にこの警告を今後

は表示しないというチェックボックスが表示される場合がありますが、このチェックボックスをオンに

しないでください。オンにした場合、アプリケーションが終了し、新しいタブウィンドウにリロードさ

れるまで、ダイアログは非表示のままになります。 
  

  

 注：設定を変更して[適用]をクリックすると、ネットワーク設定を変更するとOnboard Administratorと
の接続が切断される可能性があるという警告メッセージが表示されます。この変更によって特定のプロ

トコルが無効になる場合は、[OK]をクリックすると、該当するプロトコルを使用しているすべての接続

は終了し、セッションが失われる可能性があるという警告メッセージがさらに表示されます。メッセー

ジに従って、このアクションを実行するかどうかを確認します（[OK]または[キャンセル]をクリック）。 
  

 

[NICオプション]タブ 

 

[TCP/IP設定] - [NICオプション] 

NIC設定 

• [自動ネゴシエート] - 最適なリンクを自動的に設定します。これはデフォルト設定です。このオプションは、

NIC速度として10 Mb/秒、100 Mb/秒、または1000 Mb/秒をサポートしています。1000 Mb/秒設定値は、[自動

ネゴシエート]が選択されている場合にのみ使用可能です。 

• [強制フルデュプレックス] - リンク確立の際に、外部NICが使用する設定を手動で指定できるようにします。

Onboard Administratorは、ネットワーク上で強制的なEthernet設定が有効かどうかの確認は行いません。間

違った設定や互換性がない設定が使われると、通信が切断される可能性があります。強制設定を有効または無

効に設定した後、この設定が有効になるまで3秒かかります。強制オプションでサポートされるNIC速度は、

10 Mb/秒または100 Mb/秒のみです。 

• [NIC速度] - 10 Mb/秒または100 Mb/秒のどちらかのNIC速度を選択します。 

新しい設定を保存するには、[適用]をクリックします。 
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アドバンスト設定タブ 

 

この画面には、アクティブOnboard Administratorの現在のエンクロージャーTCP/IP設定（アドバンスト設定）が表

示されます。[アドバンスト設定]タブを使用して、[DHCPから提供されたドメイン名]オプションを有効化/無効化し、

[DHCPから提供されたドメイン名]オプションが無効の場合にはアクティブとスタンバイの両方の[ドメイン名]を入

力します。[DHCPから提供されたドメイン名]オプションの有効と無効を切り替えたり、[ユーザーが指定したドメ

イン名]を設定したりするには、ダイナミックDNSを有効にする必要があります。ダイナミックDNSを有効にするに

は、[IPv4設定]タブ（114ページ）または[IPv6設定]タブ（116ページ）を使用します。 

DHCP提供のドメイン名を手動でオーバーライドするには、[DHCPから提供されたドメイン名を使用]チェックボッ

クスをクリアしてからドメイン名を入力します。[適用]をクリックします。 
  

 注： [DHCPから提供されたドメイン名を使用]チェックボックスが選択されていると、ドメイン名

フィールドを編集できません。 
  

 

ネットワークアクセス 

 

これらの設定を使用すると、Onboard Administratorへのネットワークアクセスに関する設定を指定することができ

ます。これらの設定はエンクロージャー専用で、サーバーブレードのネットワーク設定には影響しません。 

[プロトコル]タブ 
次のプロトコル設定を選択して、Onboard Administratorへのアクセスを許可または制限できます。 

• [Webアクセス有効 (HTTP/HTTPS)] - このチェックボックスは、デフォルトで選択されています。このチェッ

クボックスの選択を解除すると、Onboard AdministratorへのHTTP/HTTPSアクセスが無効になります。HTTP
ではポート80、HTTPSではポート443が使用されます。 

  

 注意：Webアクセス（HTTP/HTTPS）を無効にすると、HTTP/HTTPSを使用してOnboard Administrator
に接続しているすべてのユーザー（管理者を含む）の接続が切断されます。 
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• [セキュアシェル有効] - このチェックボックスは、デフォルトで選択されています。このチェックボックスの

選択を解除すると、Onboard Administratorへのセキュアシェルアクセスが無効になります。Two-Factor認証を

有効にすると、SSHは無効になります。ただし、Two-Factor認証を無効にしても、SSHが自動的に有効に戻る

わけではありません。SSHを再び有効にするには、チェックボックスを選択して[適用]をクリックする必要が

あります。SSH用にポート22が使用されます。 

• [Telnet有効] - このチェックボックスは、デフォルトで選択されていません。このチェックボックスを選択す

ると、Onboard AdministratorへのTelnetアクセスが有効になります。Two-Factor認証が有効になると、Telnet
は無効になります。ただし、Two-Factor認証を無効にしても、Telnetが自動的に有効に戻るわけではありませ

ん。Telnetを再び有効にするには、チェックボックスを選択して[適用]をクリックする必要があります。Telnet
用にポート23が使用されます。 

  

 注：Onboard AdministratorがFIPSモードON/DEBUGで動作している場合、Telnetプロトコルは使用でき

ません。 
  

  

 注：工場出荷時設定へのリセット後、またはTwo-Factor認証が有効になると、Telnetは無効になります。 

  

• [XML応答を有効] - このチェックボックスは、デフォルトで選択されています。このチェックボックスを選択

すると、Onboard AdministratorとSystems Insight Managerなど他のHewlett Packard Enterpriseマネジメント

ツールとの間でXMLデータを共有できます。このプロトコルが有効な場合に、Onboard Administratorで共有さ

れている情報を表示するには、[一覧]をクリックします。 

• [エンクロージャーiLO連携サポートを有効] - このチェックボックスは、デフォルトでは選択されています。

このチェックボックスは、エンクロージャー内の適切なiLOによるiLO連携に必要なピアツーピアネットワーク

通信を許可するために必須となるOnboard Administratorサポートを有効にします。iLO連携のサポートが有効

になっている場合、アクティブなOnboard Administratorは、iLO連携のために必要なピアツーピアネットワー

ク通信が有効になっているベイのデバイスベイ番号を表示します。 
  

 重要：[エンクロージャーiLO連携サポートを有効]では、エンクロージャー内のiLO間のiLO連携に必要

なピアツーピアネットワーク通信を許可するためのOnboard Administratorサポートが有効になるだけ

です。iLO連携を完全に有効にするには、各iLOに適切なファームウェアを搭載し、iLO連携に参加でき

るように構成する必要があります。詳しくは、 Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/info/ilo/docs）にある『HPE iLO 4ユーザーガイド』を参照してください。 
  

• [iLOおよびインターコネクトにアクセスするためにFQDNリンクのサポートを有効] — このチェックボック

スは、デフォルトでは選択されていません。このチェックボックスを選択すると、Onboard Administratorに、

FQDNベースのWebアドレスのリンクと、Onboard Administrator GUIからiLOまたはインターコネクトにアク

セスするための通常のIPベースのWebアドレスのリンクが表示されます。Onboard Administratorは、デバイス

のFQDNの逆引き検索を実行し、（ホスト.ドメイン名.comという形式の）FQDNベースのWebアドレスを生成

する、DNSサーバーを照会します。IPv4 DNSサーバーがOnboard Administratorで構成されている必要があり、

逆引き検索のためにアクセスされるデバイスがDNSネームサーバーに登録されている必要があります。DNS 
IPアドレスはOnboard Administratorで設定する必要があります（エンクロージャーの[TCP/IP]設定の[IPv4設
定]タブ（114ページ）を使用してください）。 

FQDN設定が有効な場合、適切なすべてのデバイス（iLOおよびインターコネクト）のURLリンクのリストは

自動的に更新され、対応するFQDNで更新されます。FQDN設定が無効な場合は、すべてのエンクロージャー

デバイスのFQDNリンクがOnboard Administratorから削除されるため、表示されません。 

FQDNリンクのサポートは、IPv4 DNSのあるIPv4ベースのエンクロージャー管理ネットワークに依存してい

る、IPv6ベースのリモートアクセス環境で便利です。IPv6 DNSのある純粋なIPv6環境向きではありません。 

設定を保存するには、[適用]をクリックします。 

http://www.hpe.com/info/ilo/docs
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[信頼されたホスト]タブ 
[信頼されたホスト] 

Onboard Administratorへのアクセスを制限するには[信頼されたホスト]機能を使用します。 

このサブカテゴリには、1つのダイアログボックス、1つの入力フィールド、および1つの表示ボックスがあります。

この表示ボックスは、有効になっている場合に、信頼済みIPアドレスをリストで指定するために使用されます。 

[IPアドレスアクセス制限を有効]チェックボックスは、デフォルトでは選択されていません。このチェックボックス

を選択すると、信頼済みアドレスとしてリストで指定されているIPアドレスのみがOnboard Administratorに接続で

きるようになります。 
  

 注意：最初にユーザーのIPアドレスを[信頼されたアドレス]リストに入力せずにIPアドレスアクセス制

限を有効にすると、ユーザーのOnboard Administratorへの接続が切断されます。 
  

  

 注意：エンクロージャーリンクケーブルを介して接続された複数のエンクロージャーの環境で[信頼され

たホスト]機能を使用する場合、リンクされたすべてのエンクロージャーで[信頼されたホスト]設定が同

じであることを確認します。リンクされた複数のエンクロージャーで[信頼されたホスト]設定が異なる

場合、Web GUIユーザーが、信頼されていないクライアントから保護されたエンクロージャーにアクセ

スできる場合があります。 
  

  

 注意：時間の経過とともに変化するインターフェイス識別子を使用したグローバルスコープの一時IPv6
アドレスを生成できるIPv6 SLAAC拡張については、RFC 4941に記載されています。RFC 4941をサポー

トしているOSを再起動したり、現在のアドレスが期限切れになると、新しい一時IPv6アドレスが生成

されます。Windows 7は、RFC 4941をサポートしているOSの一例です。 
信頼されたホストが有効で、RFC 4941をサポートしているOSでホストされているクライアントから

Onboard Administratorにアクセスしている場合は、クライアントOSを再起動すると、Onboard 
Administratorに再接続できない可能性があります。クライアントの新しい一時IPv6アドレスが、[信頼さ

れたアドレス]リストでクライアントに対して設定されたIPv6アドレスと一致しないため、接続は失敗し

ます。この問題を回避するには、OSでのグローバルスコープの一時IPv6アドレスの生成を無効にする

か、信頼済みホストのIPアドレスを新しく生成されたクライアントIPv6アドレスで再設定します。 
  

[信頼されたアドレス]フィールドは、[プロトコル制限]サブカテゴリでセットアップされたプロトコルを介して

Onboard Administratorへのリモート接続を許可する、信頼されたすべてのホストのIPアドレスを入力するのに使用

します。このフィールドに入力できるのは、IPアドレスだけです。IPv6アドレスを指定する際は、プレフィックス

長を指定しないでください。 

信頼済みIPアドレスが設定されている場合、[信頼されたアドレス]フィールドの下には、すべての信頼済みIPアドレ

スが表示されるリストボックスがあります。 

信頼済みホストを追加するには、IPアドレスを[信頼されたアドレス]フィールドに入力して、[追加]をクリックしま

す。最大5つの信頼済みアドレスを追加できます。 

信頼済みホストを削除するには、[信頼されたアドレス]リスト内のIPアドレスを選択して、[削除]をクリックします。 

設定を保存するには、[適用]をクリックします。 
 

[匿名データ]タブ 
[GUIログインページで拡張データを有効] - このチェックボックスは、デフォルトで選択されています。このチェッ

クボックスの選択を解除すると、このエンクロージャーのサインインページのトポロジビューで+機能が無効になり

ます。また、サインインページにOnboard Administratorのヘルスステータスが[無効]と表示されます。 

GUIサインインページの展開データを無効にすることで、認証されていないユーザーは追加情報を表示できなくな

ります。リンクされた各エンクロージャーの追加情報を表示しないようにするには、エンクロージャーごとにこの

チェックボックスを選択解除する必要があります。 

[適用]をクリックして設定を保存します。 
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[FIPS]タブ 

 

FIPSモード 
  

 注：VCモードが無効化されていない限り、FIPSモードのON/DEBUGまたはOFFへの変更は有効になり

ません。 
  

  

 注：Onboard AdministratorがFIPSモードで動作している場合、証明書のRSAキーの長さは2048ビット

以上である必要があります。また、シグにチャーハッシュアルゴリズムは、SHA1、SHA-224、SHA-256、
SHA-384、SHA-512のいずれかである必要があります。 

  

• [FIPSモードオフ] - FIPS 140-2認定以外のアルゴリズムの使用が有効になります。 

• [FIPSモードオン] - Onboard AdministratorをFIPS 140-2認定モードで使用することが強制されます。この設定

は、承認済みの暗号化プロトコルと暗号の使用をサポートします。 

• [FIPSモードDEBUG] - Onboard AdministratorはFIPSモードONに似た環境に設定されますが、Hewlett 
Packard Enterpriseからデバッグサポートを受けることができます。FIPSモードDEBUGにはFIPSモードONの

機能がありますが、デバッグオプションがあるためにFIPS準拠とは見なされません。 

すべて変更されたら、Onboard Administratorを再起動します。 
  

 重要：この操作を実行すると、既存のすべての設定が消失します。FIPSモード設定を変更すると、出荷

時のデフォルト設定に戻ります。 
  

  

 注：FIPSモードがON/DEBUGの場合、強化パスワードを設定する必要があります。 

  

FIPSモードのステータスアイコン 

FIPSモードがON/DEBUGの場合、FIPSモードの現在のステータスは、GUI画面のOnboard Administratorのヘッダー

バーに表示されるアイコンで示されます。Onboard Administratorの[サインイン]ページのエンクロージャーの表の

[Connection]列にも表示されます。次の表で、ステータスアイコンについて説明します。 
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FIPSモードアイコン 説明 

 
FIPSモードが有効（ON）。 

 
FIPSモードがONで、1つ以上の警告が発生しています。アイコンにマウスポインターを
重ねると、警告の性質が表示されます。 

 
FIPSモードDEBUGが有効。 

 
FIPSモードDEBUGで、1つ以上の警告が発生しています。アイコンにマウスポインター
を重ねると、警告の性質が表示されます。 

       

FIPS強化パスワードの強制 

使用可能なFIPSモードを切り替えると、強化パスワードが有効になります。最小パスワード長が8文字に設定され、

新しいAdministratorアカウントのパスワードの入力を求められます。さらに、FIPSモードONまたはDEBUGのどち

らかに切り替える場合は、エンクロージャーのIPモード、Telnet、SNMPv1、SNMPv2の各プロトコルが無効になり、

SNMPv3が有効になります。 
  

 注：FIPSモードに入ったり、FIPSモードから出たりすると、工場出荷時復元操作が実行され、Insight 
Display（LCD）がロックされます。Onboard Administratorが静的IPアドレスで設定されていた場合は、

静的IPアドレスで再設定されるまでDHCPアドレスがデフォルトになります。リカバリでは、Onboard 
Administratorシリアルコンソールにアクセスし、SHOW OA NETWORKコマンドを実行してOnboard 
Administratorの新しいIPアドレスを検出する必要があります。 

  

FIPSモードという用語は、このドキュメントや製品内では、検証ステータスではなく機能の説明に使用されます。

FIPSの承認には長い期間が必要なため、今後、すべてのバージョンがFIPS承認されるとは限りません。現在のFIPS
ステータス、またはこれ以外のファームウェアのバージョンについては、次のドキュメントを参照してください。 

• Cryptographic Module Validation Program FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Modules In Process List
（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProcess.pdf） 

• FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Vendor List 
(http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm) 

Virtual Connectモードのクリア 

VCモードを解除すると、すべてのVC設定がエンクロージャーから削除されます。VCモードを解除する前に、すべ

てのVC設定サーバーの電源をオフにします。サーバーの電源を切っておかないと、再起動するまでVC設定が維持

される可能性があります。VCモードを解除してから、FIPSモード設定をOFFからON/DEBUGに、またはその逆に

変更する必要があります。 

VCモードを解除するには、以下を実行します。 

1. [Virtual Connectモードのクリア]をクリックします。確認の画面が表示され、「VCモードをクリアする前には、

すべてのサーバーの電源を落とし、Virtual Connectで設定を行わないでください。VCモードをクリアし

てもよろしいですか?」というメッセージが表示されます。 

2. [OK]をクリックします。 

高度なセキュリティ設定 

FIPSセキュリティ要件は特定の環境に合わせて、または既存の暗号が攻撃に対して脆弱になるために変更される場

合があります。FIPSモードがON/DEBUGである場合、安全な接続をネゴシエーションするためにOnboard 
Administratorが使用する選択されたTLS暗号化プロトコルと暗号を有効化または無効化することで、OAの管理者は

セキュリティ設定をカスタマイズできます。サポートされるプロトコルと暗号は「暗号セキュリティ機能とデフォ

ルト値」に記載されています。 
  

 注意：1つ以上の暗号を無効にすると、クライアントでサポートされている暗号の一覧と順番によって、

一部のクライアントがOnboard Administrator GUIへの接続を失う原因となる場合があります。 
  

  

 注：設定を適用した後に、Onboard AdministratorのWebサービスが再起動されます。 

  

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140InProcess.pdf
http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm


 

HPE BladeSystemエンクロージャーおよびエンクロージャーデバイスの設定 127 

高度なセキュリティ設定を変更するには、以下の操作を行います。 

1. サポートされた暗号化プロトコルと暗号のリストを表示するため、[アドバンストセキュリティ設定の編集]
（このボタンは、FIPSモードがON/DEBUGである場合にのみ表示されます）をクリックします。 

2. プロトコルまたは暗号を有効または無効にするには、対応するチェックボックスを選択または選択解除します。

すべてのプロトコルまたはすべての暗号を無効にすることはできません。少なくとも1つのプロトコルと1つの

暗号は常に有効である必要があります。 

3. [適用]をクリックします。 
 

[ログインバナー]タブ 
[ログインバナー]オプションを有効にするには、Onboard Administratorのユーザーが、ログインする前にバナーテキ

ストに確認応答する必要があります。 

[ユーザーログイン上にバナー表示を有効にする] - ログインバナーオプションを有効にするには、このチェック

ボックスを選択します。ログインバナーテキストに確認応答すると、プライマリOnboard Administratorに接続され

ているすべてのシステムにアクセスできるようになります。 

[バナーテキスト] - フィールドサイズは、%、\、<、>、(、)、&、#文字を除き、印字可能な1,500文字に制限されま

す。スペースや改行も使用できますが、このテキストフィールドに空白文字のみを使用することはできません。 
  

 注：ログインバナーで使用できるのは、英語（ASCII）文字のみです。 

  

[適用] - クリックして[バナーテキスト]フィールドを検査します。[バナーテキスト]フィールドが空の場合、または

空白文字のみが含まれる場合で、[ユーザーログイン上にバナー表示を有効にする]チェックボックスが選択されてい

る場合は、この機能を無効にするように求められます。 
 

リンクロスフェイルオーバー 
この画面では、ネットワークリンクのステータスに合わせたOnboard Administratorの自動冗長化フェイルオーバー

機能を設定できます。リンクロスフェイルオーバー機能が正しく機能するには、Onboard Administratorの冗長化ス

テータスが「OK」でなければなりません。ステータスが「OK」ということは、両方のOnboard Administratorが同

じバージョンのファームウェア（2.20以降）を搭載し、正しく相互通信していることを意味します。 

[リンクロスフェイルオーバーを有効] - このチェックボックスを使用して、リンク消失時の自動フェイルオーバー

の有効/無効を切り替えます。 

[フェイルオーバー間隔] - アクティブなOnboard Administratorが外部Ethernetインターフェイス上のリンクがない

状態で待機する時間です。この時間が経過すると、システムは自動フェイルオーバーを検討します。可能な間隔は、

30～86400秒です。 

[適用]をクリックして設定を保存します。 
 

SNMPの概要 
SNMPは、ネットワーク管理アプリケーションとOnboard Administratorの間で管理情報を通信するために使用され

るプロトコルです。Onboard Administratorは、SNMPバージョン1、バージョン2、バージョン3、および標準MIB-II 
MIBのグループの一部をサポートしています。また、HPE Rack Information MIBから、エンクロージャーインフラ

ストラクチャの情報を確認できます。Rack Information MIB（CPQRACK-MIB）は、Insight Management MIBに含

まれており、ProLiant Essentials Foundation PackのManagement CDに収録されています。 

SNMPv3は、ユーザーから提供されるパスワードを使用して、DESまたはAES128によるエージェントデータの暗

号化のサポートを提供します。専用のSNMPユーザーのセットは、それぞれ権限と認証パスワードのセットと共に

保持され、ユーザー権限ごとに別々のセットがあります。 
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SNMP設定 
[SNMP設定]画面では、システム情報やコミュニティ名を入力したり、Onboard AdministratorからSNMPトラップを

受信できる管理ステーションを指定したりすることができます。 [SNMP有効 ]が選択されると、Onboard 
AdministratorはUDPポート162からSNMPリクエストに応答します。ポート162はSNMPメッセージの送受信に使用

される標準のUDPポートです。 

 

[システム情報]サブカテゴリでは、Onboard AdministratorのSNMPシステムに関する情報を有効にして、設定するこ

とができます。 

[SNMP有効]チェックボックスは、デフォルトで選択されています。このチェックボックスが選択されている場合、

ステータスおよび基本情報について、Onboard Administratorをポーリングできます。書き込みコミュニティ名を有

効にしている場合にのみ、SNMPクライアントは、SNMPアラートおよびステータスをクリアできます。Onboard 
AdministratorへのSNMPアクセスを無効にするには、[SNMP有効]チェックボックスをクリアします。 
  

 注：FIPSモードがON/DEBUGの間は、SNMPv1およびSNMPv2は無効にされ、SNMPv3トラップのみ

作成できます。 
  

 

フィールド 指定可能な値 説明 

[システムの場所] 0～20文字。すべての表示可能
文字とスペースを使用可能。 

エンクロージャーのSNMP位置。一般に、Onboard  
Administratorの物理的または地理的位置を特定するた
めに使用されます。 

[システムのコンタクト] 0～20文字。すべての表示可能
文字とスペースを使用可能。 

システムの連絡先名。Onboard Administratorのステー
タスが変化したときの連絡先となる担当者または担当
者グループを特定するために使用されます。 

[読み込みコミュニティ] 0～20文字。すべての表示可能
文字とスペースを使用可能。 

読み込みコミュニティ名により、クライアントは、
SNMPv1またはSNMPv2経由でOnboard Administrator
の情報を参照することはできますが、そのアラートや
ステータスを操作することはできません。デフォルト
のコミュニティ名は「public」で、これにより、ユーザー
は、通知トラップやアラートを受信できますが、ステー
タスを変更したり操作したりすることはできません。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[書き込みコミュニティ] 0～20文字。すべての表示可能
文字とスペースを使用可能。 

書き込みコミュニティ名により、クライアントは、
SNMPv1またはSNMPv2経由でOnboard Administrator
ステータスのアラートを操作できます。SNMPエージェ
ントを使用して、SNMP管理クライアントにより、リ
モートで、アラートをクリアしたりアラートに「viewed」
などのマークを付けたりすることができます。 

[エンジンID文字列] 1～27文字の印刷可能文字。最
終的なエンジンIDは「0x」から
始まる16進数の文字列で、こ
の文字列から派生します。 

エンジンIDの文字列は、エンジンIDの16進値の作成に
使用されます。 
エンジンIDとユーザー名と組み合わせて、各エンク
ロージャーのSNMPv3ユーザーを作成します。エンジ
ンIDはエンクロージャーに固有で、異なるエンクロー
ジャーの同じ名前を持つユーザーは固有です。 
エンジンID文字列はエンクロージャーのシリアル番号
のデフォルトです。 

 

このサブカテゴリの任意のフィールドを編集したら、[適用]をクリックして変更を保存してください。 
 

SNMPアラートの送信先の追加 
新しいSNMPアラート送信先を追加するには、以下の手順に従います。 

1. [SNMP設定]画面で、[新規]をクリックします。 

[SNMPアラートの追加]画面が表示されます。 

 
2. 以下のフィールドでエントリーを作成します。 

o アラート宛先(必須) 

o コミュニティストリング(オプション) 

次の表に、これらのフィールドに作成できるエントリーを示します。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

アラート宛先 プロトコル： 
• udp—IPv4 UDPトラップ用 
• udp6またはudpv6または 

udpipv6—IPv6 UDPトラップ用 
• tcp—IPv4 TCPトラップ用（SNMPv3

のみ対象） 
• tcp6またはtcpv6またはtcpipv6—IPv6 

TCPトラップ用（SNMPv3のみ対象） 
送信先： 
• IPv4アドレス - ###.###.###.###。 

ここで、###は0～255の範囲です。 
• IPv6アドレス -  

####:####:####:####:####:####:###
#:####。ここで、####は0～FFFFの
範囲です。同じIPv6アドレスの圧縮
バージョンもサポートされています。 

• DNS名 - 1～64文字。すべての英数
字、およびダッシュ（-）を使用可能。 

ポート： 
ポート番号は任意の有効で使用可能な
UDP/TCPのポート番号で、1～65535の範
囲です。ポートがIPv6アドレスに指定され
ていない場合、IPv6アドレスを[...]で囲む
必 要 が あ り ま す 。 た と え ば 、
[####:####::####]:162 のようにポート
162を指定します。 

管理ステーションの IPアドレスまたは
DNS名 アラート送信先は[プロトコル:]
送信先[:ポート] の形式で指定できます。
プロトコルおよびポートはいずれもオプ
ションのパラメーターです。 

[コミュニティストリング] 0～20文字。すべての表示可能文字とス
ペースを使用可能。 

パスワードとして機能するテキスト文字
列。管理サーバーとOnboard Administrator
の間で送信されるメッセージの認証に使
用されます。 

 

3. 残りのフィールドを設定するには、[SNMPv3]チェックボックスを選択します。 

このチェックボックスが選択されている場合は、手順4に進みます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。 

4. [ユーザー]フィールドで、trap/informの送信に使用するユーザーアカウントを選択します。 

必要なユーザーエンジンIDを作成してからアラート送信先を追加する必要があります。 

5. [セキュリティ]フィールドで、trap/informを送信するのに使用するセキュリティレベルを入力します。 

次のセキュリティオプションを利用できます。 

o 認証または暗号化なし（noAuthNoPriv） 

o 暗号化なしの認証あり（authNoPriv） 

o 認証および暗号化あり（authPriv） 

デフォルトオプションは「authNoPriv」です。 

6. トラップが受信されたという通知を受け取るには,[通知メッセージ]チェックボックスを選択します。 

[通知メッセージ]が有効になっている場合、エージェントはトラップを受信した管理アプリケーションからの通

知を受信することを想定します。通知を受信しなかった場合、エージェントはトラップの送信を再試行します。 

メッセージ通知が有効なアラートには、管理ソリューションで使用できるリモートユーザーが必要です。 

7. SNMPアラートの追加を続行するには、[アラートの追加]をクリックします。 

すべての設定済みのトラップ送信先にテストSNMPトラップを送信するには、[テストアラートの送信]をクリックし

ます。SNMPがこの機能を使用できるようにする必要があります。 
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SNMPアラートの送信先の削除 
1. [SNMP設定]画面で、削除するSNMPアラートの送信先に対応するチェックボックスを選択します。 

2. [削除]をクリックします。 
 

[SNMP設定] 
[SNMP ユーザー]タブ 

 

現在のSNMPユーザーを削除するには、チェックボックスを選択して[削除]をクリックします。 

新しいSNMPユーザーを追加するには、[新規] をクリックします。[SNMPユーザーの追加]画面が表示されます。 

SNMPユーザーの追加 

 

新しいSNMPユーザーの情報をセットアップするには、次のフィールドを使用します。 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[ユーザー名] 1～32の文字数を含む、一意の文字列。
すべての文字は英数字またはダッ
シュ、アンダースコアである必要があ
り、最初の文字はアルファベットにす
る必要があります。 

SNMPv3クエリ、トラップ、通知に使用
するユーザーアカウント名。各ユーザー
名/エンジンIDのペアは一意である必要が
あり、重複できません。 

[エンジンID] 「0x」から始まる、最大64の16進数桁
の偶数。 
 

エンジンIDとユーザー名と組み合わせて、
各エンクロージャーのSNMPv3ユーザー
を作成します。エンジンIDはエンクロー
ジャーに固有で、異なるエンクロージャー
の同じ名前を持つユーザーは固有です。 
エンクロージャーの一意のエンジンIDの
デフォルト。「INFORM」メッセージで使
用されるリモートアカウントの作成のみ
に使用されます。 



 

HPE BladeSystemエンクロージャーおよびエンクロージャーデバイスの設定 132 

フィールド 指定可能な値 説明 

[アクセスモード] • 読み取り専用 
• 読み取り/書き込み 

ローカルユーザーにのみ適用されます。
このユーザーがOIDツリーの読み取り/書
き込みアクセス権を持つことを指定しま
す。指定されない場合、ユーザーは読み
取り専用アクセス権を持ちます。 

[最小セキュリティ] • noAuthNoPriv—未認証の操作を許
可します 

• authNoPriv—認証が必要です 
• authPriv—暗号化が必要です 

ローカルユーザーにのみ適用されます。
操作に必要な最小セキュリティレベル。
デフォルトでは、操作には署名が必要で
すが、暗号化は必須ではありません
（authNoPriv）。 

[認証プロトコル] • SHA1 
• MD5 

MD5またはSHA1アルゴリズムをパスフ
レーズとともに使用し、各操作を認証ま
たは「署名」します。MD5はFIPSモード
では指定できません。 

[認証パスワード] 8～40文字。すべての印刷可能文字を使
用可能。 

ユーザーに関連付けられるパスワード。 

[認証パスワード確認] 8～40文字。すべての印刷可能文字を使
用可能。 

ユーザーに関連付けられるパスワード。
この値は、[認証パスワード]の値と一致す
る必要があります。 

[プライバシプロトコル] • AES128 
• DES 

DESまたはAES128アルゴリズムをパス
フレーズとともに使用し、トラップを暗
号化します。DESはFIPSモードでは指定
できません。 

[プライバシパスワード] 8～40 の印刷可能文字が含まれている
必要がある。 

暗号化操作で使用される。指定されない
場合は、認証パスワードが使用されます。 

[プライバシパスワード確認] 8～40 の印刷可能文字が含まれている
必要がある。 

暗号化操作で使用される。指定されない
場合は、認証パスワードが使用されます。 

 

続けてSNMPユーザーを追加するには、[ユーザーの追加]をクリックします。 
 

エンクロージャーベイIPアドレッシング 
EBIPA画面を使用すると、Onboard Administratorのエンクロージャーベイに対してIPv4およびIPv6の固定アドレス

を構成できます。Onboard AdministratorのEBIPA機能を使用すると、デバイスを交換した場合でも特定のベイのIP
アドレスを保持しているベイ番号に基づいて、固定IPアドレスのプロビジョニングを行うことができます。ベイに

取り付けられたコンポーネントの管理インターフェイスは、DHCP用に設定する必要があります。EBIPAは、デバ

イスがDHCPから起動するように設定されている場合だけ使用できます。デバイスが静的IP用に構成されている場

合は、EBIPA IPアドレスを変更するために、手動で設定をDHCPに変更する必要があります。 
  

 注：Onboard Administratorに関するドキュメントでは、EBIPA IPアドレスが「固定IPアドレス」または

「固定DHCPアドレス」と表記されています。これらのアドレスは、ベイに取り付けられている実際の

デバイスとは関係なく、特定のベイ番号に恒久的に関連付けられたIPアドレスです。 
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サーバーブレードのiLOベイとインターコネクトモジュール管理ベイは、外部DHCPサーバーによる動的IPアドレッ

シング、静的IPアドレッシング、ルーター広告によるSLAAC（IPv6のみ）、またはEBIPAのいくつかの方法で、管理

ネットワークのIPアドレスを取得できます。ネットワークにDHCPサービスがある場合や、サーバーブレードiLOと

インターコネクトモジュールに手動で個別に静的IPアドレスを割り当てたい場合は、エンクロージャーベイIPアド

レッシングの構成手順を省略します。 

EBIPAは、エンクロージャー内部の管理ネットワーク上にあるサーバーiLOおよびインターコネクトモジュールの管

理インターフェイスに固定DHCP IPアドレスのみを割り当てます。EBIPAはエンクロージャーの外部の管理ネット

ワークの他のデバイスにIPアドレスを割り当てることはしません。また、本番稼働ネットワークのDHCPサーバー

として使用することはできません。 

サーバーブレード iLOは、デフォルトでDHCPのIPアドレスに設定されます。これは、アクティブなOnboard 
Administratorのネットワークコネクターを通じて取得されます。Onboard Administratorへの内部管理ネットワーク

接続を持つインターコネクトモジュールも、デフォルトでDHCPのIPアドレスに設定されることがあります。 
  

 注：EBIPAは、ベイが別のVLANにある場合でも、すべてのベイに一意のIPアドレスを強制します。 

  

EBIPA構成ガイドライン 

ここでは一般的な構成情報を提供します。IPv4とIPv6に固有の構成情報については、「EBIPA for IPv4（135ページ）」

および「EBIPA for IPv6（137ページ）」を参照してください。 

固定IPアドレス割り当てが適した設備の場合は、各サーバーブレードiLOベイとインターコネクトモジュール管理ベ

イごとに個別に一意の固定アドレスを指定するか、EBIPAを使用して個々のサーバーブレードとインターコネクト

モジュールベイに固定IPアドレスの範囲を割り当てることができます。固定アドレスを個別に指定した場合、サブ

ネットマスク（IPv4）、ゲートウェイ、DNSサーバー、NTPサーバー（IPv4インターコネクト）、およびドメイン名

は、共通になる場合と、ベイごとに異なる場合があります。EBIPAを使用してある範囲の固定アドレスを割り当て

る場合、その範囲の最初のIPアドレスとサブネットマスクを指定する必要があります。対象ベイの[自動挿入]下矢印

ボタンをクリックすると、そのベイの下に記載されたベイに、連続したIPアドレスが自動的に割り当てられます。

サブネットマスク、ゲートウェイ、DNSサーバー、NTPサーバー、およびドメイン名は、リスト内の連続した各ベ

イにもコピーされます。 

たとえば、EBIPAベイ1にIPv4アドレス16.100.226.21を指定して、[自動挿入]機能を使用すると、ベイ1から16に、

16.100.226.21から16.100.226.36の範囲の連続したIPアドレスが割り当てられます。たとえば、インターコネクト

ベイ3に16.200.139.51を指定した場合、 [自動挿入 ]機能を使用すると、ベイ3から8に、16.200.139.51から

16.200.139.56の範囲の連続したIPアドレスが割り当てられます。 
  

 注： リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボタンでは、

すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自動挿入]をクリックすると、

アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリックすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィールドに入力でき

るだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv4サブネットマスクまたはIPv6サブネットプレフィック

スを指定してください。その要件を満たしていないサブネットマスクまたはプレフィックスを指定する

と、アドレスを生成できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]と表示さ

れます。 
  

管理プロセッサーに固定IPアドレスを使用する場合は、Onboard Administratorのhponcfgコマンドを使用してiLO
ネットワーク設定RIBCLスクリプトをiLOに送信できます（iLOがすでにIPアドレスを持っている場合）。EBIPAを使

用してIPアドレスをiLOにブートストラップすることができるため、Onboard Administratorのhponcfgコマンドを

使用して設定スクリプトをそれらのiLOに送信できます。iLOのネットワーク設定を変更すると、そのiLOがネット

ワークインターフェイスを再設定するため、現在の接続が数秒間切断されます。 

倍密度のサーバーブレードを使用している場合は、ベースベイ（ベイ1、2...など）でEBIPA設定を構成しないでく

ださい。サイドAベイ（1A、2A...など）とサイドBベイ（1B、2B...など）を構成してください。[自動挿入]機能を使

用すると、範囲の最初のIPアドレスを指定したベイの下に表示されているベイに、連続するIPアドレスが割り当て

られます（たとえば、ベイ1AにIPアドレスを指定して[自動挿入]機能を使用すると、ベイ2A、3A...に連続するアド

レスが割り当てられます）。 

インターコネクトベイを構成するには、[インターコネクトベイ]タブを使用します。 
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設定を適用するには、[適用]をクリックします。 

デバイスベイ内のサーバーは、デバイスベイEBIPAアドレスを数分以内に自動的に取得しますが、インターコネク

トスイッチモジュールは、各Onboard Administratorインターコネクトモジュール情報ページの[仮想電源]ボタンを

クリックして、手動で再起動する必要があります。 
  

 注意：すでにEBIPAアドレッシングを使用しているサーバーベイでEBIPA設定が変更されると、EBIPA
で設定されたiLOがリセットされます。その後、iLOはIPアドレスを取得しようとします。このために、

以前に設定したアドレスを使用して現在iLOにアクセスしているクライアントの接続が失われる可能性

があります。インターコネクトベイの場合、自動リセットは起こりませんが、設定の変更により、以前

に設定したアドレスを使用して現在インターコネクトにアクセスしているクライアントの接続が失わ

れる可能性があります。 
EBIPA設定のアドレッシングを無効にすると、影響を受けるデバイスが、EBIPA設定された現在のアド

レスを失います。このアドレスを使ってデバイスにアクセスしているすべてのクライアントの接続が失

われることになります。クライアントが確実にアクセスできるようにするには、外部のDHCPサービス

経由や静的なIPアドレスの割り当てなどで、デバイスのアドレスを構成する必要があります。 
  

アクティブなネットワーク接続でなくてもEBIPAを使用してエンクロージャーを設定する 

1. Insight Displayを使用して各Onboard Administratorの静的IPを設定し、Insight Displayの[Enclosure Info]画面に

表示されるアクティブなOAサービスのIPアドレスを書き留めます。標準Ethernetパッチケーブルを使用して、

OAベイ間のエンクロージャーサービスポート（エンクロージャーリンクアップコネクター）にクライアント

PCを接続します。クライアントPCのNICは、約1分後に、169.254.x.yの範囲にあるIPアドレスを取得するた

め、DHCP用に設定されている必要があります。 

2. Webブラウザー（またはTelnetやSSHセッション）を起動して、エンクロージャーInsight Displayの[Enclosure 
Info]画面に表示されるOnboard AdministratorサービスのIPアドレスを選択します。 

3. アクティブなOnboard Administratorに貼付されている管理パスワードを使用して、管理者としてOnboard 
Administratorにログインします。 

4. 開始固定IPアドレスでデバイスベイのEBIPAを有効にし、別の開始IPアドレスでインターコネクトベイの

EBIPAを有効にします。 

[自動挿入]ボタンをクリックすると、必要な数の連続した固定IPアドレスが作成されます。サブネットマスク

（IPv4）、ゲートウェイ、DNSサーバー、NTPサーバー（IPv4インターコネクト）、およびドメイン名は、リス

ト内の連続した各ベイにもコピーされます。または、特定のベイの[EBIPAアドレス]フィールドに設定したい

IPアドレスを手動で入力することで、個々の固定IPアドレスを割り当てることができます。サブネットマスク、

ゲートウェイ、DNSサーバー、NTPサーバー、およびドメイン名は、すべてのベイで共通でもそれぞれ別でも

かまいません。 

設定を適用すると、デバイスベイ内のサーバーは、デバイスベイEBIPAアドレスを数分以内に自動的に取得し

ますが、インターコネクトスイッチモジュールは、各Onboard Administratorインターコネクトモジュール情報

ページの[仮想電源]ボタンをクリックして、手動で再起動する必要があります。 

5. EBIPA開始IPアドレスと範囲に従ってサーバーブレードのiLOアドレスが設定されていることを確認するには、

Onboard Administratorのデバイスリストを使用します。 
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EBIPA for IPv4 
EBIPA for IPv4の[デバイスベイ]タブ 

 
  

 重要：EBIPAによって割り当てられたアドレスを設定する場合、169.254.x.xの範囲は使用しないでくだ

さい。このネットワークアドレス範囲はOnboard Administrator用に予約されています。 
  

[デバイスリスト] 
 

列 説明 
[ベイ] デバイスのエンクロージャー内のベイ。 
[有効] デバイスベイ用のEBIPA設定を有効にします。見出し行の[有効]の横にあるチェックボッ

クスを選択すると、すべてのデバイスベイ用のEBIPA設定を有効にすることができます。
あるいは、特定のデバイスベイ用のチェックボックスをクリックすると、デバイスベイ
を個別に選択できます。 

[EBIPAアドレス] デバイスベイに割り当てる固定IPアドレス。指定可能な値は、###.###.###.###です。こ
こで、###は0～255の範囲です。 

[サブネットマスク]  デバイスベイ用のサブネットマスク。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、
###は0～255の範囲です。 

[ゲートウェイ] デバイスベイに割り当てる固定ゲートウェイ IPアドレス。指定可能な値は、
###.###.###.###です。ここで、###は0～255の範囲です。 

[ドメイン]  デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 

[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPアドレ
ス。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、###は0～255の範囲です。 

[自動挿入] デバイスリストの下にある選択したデバイスベイに連続したIPアドレスを割り当てま
す。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックします。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィール
ドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv4サブネットマスクを指定し
てください。その要件を満たしていないサブネットマスクを指定すると、アドレスを生成
できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]と表示されます。 
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列 説明 
[現在のアドレス] デバイスベイの現在のIPアドレス。 
         

EBIPA for IPv4の[インターコネクトベイ]タブ 

 

インターコネクトリスト 
  

 重要：EBIPAによって割り当てられたアドレスを設定する場合、169.254.x.xの範囲は使用しないでくだ

さい。このネットワークアドレス範囲はOnboard Administrator用に予約されています。 
  

 

列 説明 
[ベイ] インターコネクトデバイスのエンクロージャー内のベイ。 
[有効] インターコネクトベイのEBIPA for IPv4設定を有効にします。見出し行の[有効]の横にあ

るチェックボックスを選択すると、すべてのインターコネクトベイ用のEBIPA for IPv4
設定を有効にすることができます。あるいは、特定のインターコネクトベイ用のチェッ
クボックスを選択すると、インターコネクトベイを個別に有効にすることができます。 

[EBIPAアドレス] デバイスベイに割り当てる固定DHCP IPアドレス。 
[サブネットマスク] デバイスベイ用のサブネットマスク。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、

###は0～255の範囲です。 
[ゲートウェイ] デバイスベイのゲートウェイアドレス。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここ

で、###は0～255の範囲です。 
[ドメイン] デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、

ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 
[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPv4アド

レス。指定可能な値は、###.###.###.###です。ここで、###は0～255の範囲です。 
[NTPサーバー] NTPプロトコルを使用した日時の同期化に使用されるサーバーの IPv4アドレス。

###.###.###.###。ここで、###は0～255の範囲です。 
[自動挿入] インターコネクトリストの下にある選択したインターコネクトベイに連続したIPv4アド

レスを割り当てます。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックします。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
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列 説明 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィール
ドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv4サブネットマスクを指定し
てください。その要件を満たしていないサブネットマスクを指定すると、アドレスを生成
できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]と表示されます。 

[現在のアドレス] インターコネクトベイの現在のIPv4アドレス。 
       

インターコネクトベイのEBIPA for IPv4設定を保存するには、[適用]をクリックします。 
 

EBIPA for IPv6 
EBIPA for IPv6の[デバイスベイ]タブ 

 
  

 重要：EBIPAによって割り当てられたアドレスを設定する場合、プレフィックスfe80::/10を使用しないで

ください。このネットワークプレフィックスはリンクローカルSLAACアドレス用に予約されています。 
  

  

 注：EBIPA IPv6固定アドレスを正常に設定するには、[IPv6を有効]の設定を有効にする必要があります。

この設定を有効にするには、初期セットアップウィザードの[IPv6ネットワーク設定]画面または[エンク

ロージャー設定]の[IPv6設定]タブを使用します。 
[ステートレスアドレス自動調整(SLAAC)を有効]および[DHCPv6を有効]の設定は、EBIPA IPv6機能に

は効果はありません。 
  

[デバイスリスト] 
         

列 説明 
[ベイ] デバイスのエンクロージャー内のベイ。 
[有効] デバイスベイ用のEBIPA設定を有効にします。見出し行の[有効]の横にあるチェックボッ

クスを選択すると、すべてのデバイスベイ用のEBIPA設定を有効にすることができます。
あるいは、特定のデバイスベイ用のチェックボックスをクリックすると、デバイスベイ
を個別に選択できます。 

[EBIPAアドレス] デバイスベイに割り当てる固定IPv6アドレス。指定可能な値は、####:####:####:####:
####:####:####:####/###です。ここで、####は0～FFFFの範囲です。同じIPv6アドレ
スの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックス/###は1～128の範囲で
す。プレフィックス長は必須です。 

[ゲートウェイ] デバイスベイに割り当てる固定 IPv6ゲートウェイアドレス。指定可能な値は、
####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####は0～FFFFの範囲です。
同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックスを指定し
ないでください。ゲートウェイは、ネットワーク内から到達可能であるとみなされます。 
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列 説明 
このゲートウェイがリンクローカルアドレスとして指定される場合、ゲートウェイはこ
のアドレスを使用してエンクロージャーのデバイス上で常に設定されます。ゲートウェ
イに他のタイプのIPv6アドレスが指定されている場合、Onboard Administratorは、エン
クロージャーデバイスの設定に使用するゲートウェイデバイスのリンクローカルアド
レスを識別するため、近隣者探索要求を送信します。ゲートウェイが設定されていない
か、近隣者探索要求に応答しない場合はゲートウェイが構成されていません。 

[ドメイン]  デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 

[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPv6アド
レス。指定可能な値は、####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####
は0～FFFFの範囲です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。 

[自動挿入] デバイスリストの下にある選択したデバイスベイに連続したIPv6アドレスを割り当て
ます。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックします。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィー
ルドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv6サブネットプレフィッ
クスを指定してください。その要件を満たしていないプレフィックスを指定すると、ア
ドレスを生成できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]
と表示されます。 

[現在のアドレス] デバイスベイの現在のIPv6アドレス。 
        

デバイスベイのEBIPA for IPv6設定を保存するには、[適用]をクリックします。 

EBIPA for IPv6の[インターコネクトベイ]タブ 

 

インターコネクトリスト 
  

 重要：EBIPAによって割り当てられたアドレスを設定する場合、プレフィックスfe80::/10を使用しないで

ください。このネットワークプレフィックスはリンクローカルSLAACアドレス用に予約されています。 
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列 説明 
[ベイ] インターコネクトデバイスのエンクロージャー内のベイ。 
[有効] インターコネクトベイ用のEBIPA for IPv6設定を有効にします。見出し行の[有効]の横にあ

るチェックボックスを選択すると、すべてのインターコネクトベイ用のEBIPA for IPv6設
定を有効にすることができます。あるいは、特定のインターコネクトベイ用のチェック
ボックスを選択すると、インターコネクトベイを個別に有効にすることができます。 

[EBIPAアドレス] インターコネクトベイに割り当てる固定DHCP IPv6 IPアドレス。指定可能な値は、
####:####:####:####:####:####:####:####/###です。ここで、####は0～FFFFの範囲
です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックス/###
は1～128の範囲です。プレフィックス長は必須です。 

[ゲートウェイ] インターコネクトベイに割り当てる固定ゲートウェイIPv6 IPアドレス。指定可能な値
は、####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####は0～FFFFの範囲
です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。プレフィックスを
指定しないでください。ゲートウェイは、ネットワーク内から到達可能であるとみなさ
れます。 
このゲートウェイがリンクローカルアドレスとして指定される場合、ゲートウェイはこ
のアドレスを使用してエンクロージャーのデバイス上で常に設定されます。ゲートウェ
イに他のタイプのIPv6アドレスが指定されている場合、Onboard Administratorは、エン
クロージャーデバイスの設定に使用するゲートウェイデバイスのリンクローカルアド
レスを識別するため、近隣者探索要求を送信します。ゲートウェイが設定されていない
か、近隣者探索要求に応答しない場合はゲートウェイが構成されていません。 

[ドメイン] デバイスベイ用のドメイン名。指定可能な値は最大64文字の文字列で、すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびピリオド（.）を使用可能です。 

[DNSサーバー] プライマリサーバー、セカンダリサーバー、およびターシャリDNSサーバーのIPv6アド
レス。指定可能な値は、####:####:####:####:####:####:####:####です。ここで、####
は0～FFFFの範囲です。同じIPv6アドレスの圧縮バージョンもサポートされています。 

[自動挿入] インターコネクトリストの下にある選択したインターコネクトベイに連続したIPv6ア
ドレスを割り当てます。IPアドレスを割り当てるには、[自動挿入]下矢印をクリックし
ます。 
リストの最初のアドレスの関連アドレスフィールドがクリックされると、[自動挿入]ボ
タンでは、すべてのアドレスフィールドにのみ入力されます。たとえば、アドレス1の[自
動挿入]をクリックすると、アドレス1～16が入力され、アドレス2の[自動挿入]をクリッ
クすると、アドレス2～16が入力されます。 
[自動挿入]を使用する場合、選択したベイの合計数に対応するすべてのアドレスフィー
ルドに入力できるだけの十分な数のアドレスを確保できるIPv6サブネットプレフィッ
クスを指定してください。その要件を満たしていないプレフィックスを指定すると、ア
ドレスを生成できなかった各ベイのアドレスフィールドに、[無効なIPアドレスです。]
と表示されます。 

[現在のアドレス] インターコネクトベイの現在のIPv6アドレス。 
       

インターコネクトベイのEBIPA for IPv6設定を保存するには、[適用]をクリックします。 
 

[デバイス概要] 
FRUの概要セクションには、エンクロージャー内のすべてのフィールド交換可能ユニットの情報が表示されます。

このセクションの情報は、トラブルシューティング、修理、交換部品の注文のためにHewlett Packard Enterpriseカ
スタマーサービスに問い合わせる際に役立ちます。 

[デバイス概要]セクションの情報は、表形式で表示され、サブカテゴリに分割されます。 

• エンクロージャー 

• KVMモジュール 

• Onboard Administrator 

• ブレード 

• ブレードメザニン 

• インターコネクト 
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• ファン 

• 電源装置 

• Insight Display 
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アクティブからスタンバイ  
2個目のOnboard Administratorを取り付けると、[エンクロージャー設定]ツリーメニュー項目の下に[アクティブから

スタンバイ]というメニュー項目が表示され、両方のOnboard Administratorがツリーメニューと[ステータス]タブの

エンクロージャービューに表示されます。 

 

エンクロージャーに複数のOnboard Administratorが取り付けられている場合は、手動でアクティブOnboard 
Administratorを変更できます。この機能は、Onboard Administratorをトラブルシューティングする際や、2個目の

Onboard Administratorが古いバージョンのファームウェアを搭載して取り付けられている（そのため、自動的な移

行が無効になっている）場合に役立ちます。 

移行を実行するには、[アクティブからスタンバイへ移行]をクリックして変更を強制します。移行を確認し、アク

ティブOnboard Administratorにサインインしている場合はブラウザーを閉じるように指示する確認画面が表示され

ます。続行するには、[OK]をクリックします。変更しないで終了するには、[キャンセル]をクリックします。 

 

Onboard Administrator CLIからFORCE TAKEOVERコマンドを使用して移行を実行することもできます。 

スタンバイからアクティブあるいはアクティブからスタンバイへのOnboard Administratorの移行時間は、構成、エ

ンクロージャーに挿入されているデバイスの数などさまざまな要素により異なります。移行プロセスの途中でアク

ティブだったOnboard Administratorを削除すると、スタンバイからアクティブへの移行時間が増えます。 
 

DVDドライブ 
この画面を使用すると、エンクロージャー内の複数のサーバーブレードを共有DVDリソースに接続し、iLOリモー

トコンソールを起動して、選択したサーバーブレードで仮想電源コマンドを使用することができます。このページ

の情報は、直前のダウンロード時の最新情報です。更新された情報を表示するには、[更新]をクリックします。 
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 注：c-Class BladeSystemのProLiantおよびIntegrity iLO仮想メディアの性能は、同時iLO仮想メディア

セッションの動作状況とセッション数およびOnboard Administratorの作業負荷に基づいて制限されま

す。Onboard AdministratorのエンクロージャーDVD機能とエンクロージャーファームウェア管理機能も

iLO仮想メディア機能を使用し、同様の性能の制限があります。Hewlett Packard Enterpriseは、メディ

アのタイムアウトの問題を防止するために、同時セッション数を制限することをおすすめします。OS
のインストール中やファームウェアの更新中にタイムアウトの問題が発生した場合は、進行中の仮想メ

ディアセッションの数を減らして、操作を再開してください。 
  

 

列 説明または処置 

チェックボックス [仮想電源]、[ワンタイムブート]、または[DVD]機能を適用するには、ベイを選択します。 

[ベイ] エンクロージャー内のブレードのデバイスベイ番号を表示します。 

[電力の状態] サーバーブレードの電源状態。表示される値は、オンまたはオフです。 

[リモートコンソール] iLOリモートコンソールを起動するには、Integrated Remote Console（IE）または
Remote Console Applet（Java）を選択し、[起動]をクリックします。 

[iLO DVDの状態] サーバーブレードが仮想メディア接続しているかどうかが表示されます。表示される値
は、[接続済み]、[切断]、または[不明]です。[互換性のないファームウェア]は、デバイス
にインストールされているiLOファームウェアでは、DVD機能がサポートされないこと
を表します。[不明]のステータスは、iLO接続に問題があることを示します。 

[デバイスまたは 
イメージURL] 

ブレードの現在の仮想メディア接続が表示されます。設定できる値は、次のとおりです。 
• [Standby OA DVD] 
• [Enclosure Firmware Management] 
• [Virtual Media Applet is connected] 
• [Feature not supported on Integrity iLO version x.xx] 
• [SSH is disabled on this blade's iLO processor] 
• [Upgrade ProLiant iLO 2 version x.xx to 1.30 or higher] 
• [Enclosure DVD] 
• [Tray Open]または[No Media] 
• [iLO has no IP address] 

 

[仮想電源] 

[仮想電源]メニューでは、電源ボタンの[瞬間的に押す]または[押し続ける]、あるいは選択したサーバーブレードの

[コールドブート]を選択できます。 
 

ボタン 説明 

[瞬間的に押す] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを瞬間的に押す動作を模倣します。この
ボタンをクリックすると、サーバーブレードの電源を入れたり、切ったりできます。 

[押し続ける] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを押し続ける動作を模倣します。このボ
タンをクリックすると、OSをシャットダウンせずに、サーバーブレードの電源を強制的
に切ります。サーバーブレードの電源が切れている場合、このオプションは使用できま
せん。 

[コールドブート] このボタンをクリックすると、ただちにシステムの電源が切断されます。このコマンド
は、電源が入っているサーバーブレードにだけ適用されます。電源が切れているサー
バーブレードに対してコールドブートコマンドを実行すると、サーバーブレードに電源
が投入されます。 

[ワンタイムブート] 
 

オプション 説明 

[ディスケットドライブ(A:)] サーバーブレードが強制的にディスケットドライブから再起動されます。このオプ
ションを選択する前に、ディスケットドライブがサーバーブレードに接続されてい
ることを確認してください。 

[CD-ROM] サーバーブレードが強制的にCD-ROMドライブから再起動されます。このオプショ
ンを選択する前に、CD-ROMドライブがサーバーブレードに接続されていることを
確認してください。 
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オプション 説明 

[ハードディスクドライブC:] サーバーブレードが強制的にハードディスクドライブから再起動されます。 

RBSU サーバーブレードが強制的にROMベースセットアップユーティリティから起動さ
れます。 

[PXE NIC] サーバーブレードが強制的にPXE NICから起動されます。 
 

[DVD] 

[DVD]メニューでは、[エンクロージャーDVDへ接続]または[DVDハードウェアを切断]を選択して、共有DVDドライ

ブへの接続と切断を切り替えることができます。複数のサーバーブレードに共有DVDドライブを接続することが可

能です。共有DVDドライブを接続した後は、[仮想電源]メニューを使用して、リストから選択したサーバーブレー

ドを再起動できます。インストールに複数のメディアディスクが必要な場合は、DVDドライブに新しいメディアディ

スクを挿入するとき、すべてのサーバーでそれぞれ切断と再接続を行わなければならない場合があります。 

USBキーがアクティブOnboard AdministratorのUSBポートで検出され、ISOイメージが存在する場合には、[DVD]
メニューに表示されます。ISOイメージを展開したいサーバーブレードを選択し、メニューからISOイメージを選択

してください。ISOイメージが展開されます。 
 

DVD/CD-ROMドライブの対話型インストールおよび設定 
ブレードのオペレーティングシステムやソフトウェアアプリケーションを対話型でインストールして、設定するこ

とができます。 

ブレードをDVDドライブに接続し、[DVDドライブ]ページまたは[デバイスベイの概要]ページにアクセスすることで、

ブレードはDVDドライブ内のメディアにアクセスできます。DVDドライブ内のメディアにアクセスするには、ドラ

イブにディスクを挿入し、DVDメニューを選択して、[エンクロージャーDVDへ接続]をクリックします。 

 

ディスクをDVDドライブに挿入したら、Onboard Administratorの[DVDドライブデバイスリスト]マッピングページ

の対応するメニュー項目を使用して、ブレードの電源を入れたり、ブレードを再起動したりできます。iLOリモート

コンソールセッションを開始し、選択したブレードコンソールを表示するには、[起動]をクリックします。ブレー

ドの数が増えるとともに、性能が変化する場合があります。 
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iLOリモートコンソールの使用方法について詳しくは、iLOのユーザーガイドを参照してください。 

 

以下の図に示すように、WindowsインストレーションCDがDVDドライブに入っている場合、ユーザーは統合リモー

トコンソール（IRC）のディスプレイを使用できます。 
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Windows Server 2003をブレードにインストールします。 

 

必要に応じて、DVDドライブからディスクを取り出し、次のインストールディスクを挿入します。DVDドライブが

（16秒以上）ビジー状態でない場合は、[DVD Drive Tray Open]ボタンをクリックします。エンクロージャーDVD
ドライブは、[IRC Virtual Media]ウィンドウからアクセスも制御もできなくなります。 
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DVDドライブからメディアを取り出すには、ドライブに接続されているブレードで、オペレーティングシステムの

[取り出し]メニューオプションを使用します。 

 



 

HPE BladeSystemエンクロージャーおよびエンクロージャーデバイスの設定 147 

メディアがDVD/CD-ROMドライブから取り出されると、DVDまたはCDを挿入するプロンプトが表示されます。 

 

オペレーティングシステムから[取り出し]コマンドを発行した後、ブレードのデバイスまたはイメージURLにTray 
Openが表示されます。ただし、DVDドライブの前面にあるドライブトレイを開くボタンを押すまで、物理ドライブ

は開きません。 

 

オペレーティングシステム、アプリケーション、およびデータ要件ガイドラインに従って、必要に応じてメディア

を挿入したり、取り出したりすることができます。 
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OSの自動展開 
Onboard Administratorは、共有DVD/CD-ROMドライブを使用して、1～8台のブレードを自動的に展開できます。

DVD/CD-ROMドライブで使用する「Build」ディスクは、ブレードの起動、ブレードハードウェアの検出、ローカ

ルディスクパーティションの作成、およびブレードへのオペレーティングシステムの展開を実行できる必要があり

ます。このような展開では1枚のディスクがあればよいので、メディアを取り出す必要はありません。また、以後の

アプリケーションも、アプリケーションが1枚のディスクに収録されている場合、同じようにインストールできます。 

ブレードのDVDドライブ内のメディアにアクセスするには、以下の手順に従ってください。 

1. [DVDドライブ]ページへ移動し、ブレードをドライブに接続します。 

2. 次に[デバイスリスト]ページに進みます。 

3. [DVD]メニューを選択してから、[エンクロージャーDVDへ接続]を選択します。 

4. DVD/CD-ROMドライブに接続する前に、このドライブにメディアを挿入します。 
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メディアをDVDドライブに挿入したら、[DVDドライブデバイスリスト]マッピングページの対応するメニュー項目

を使用して、ブレードの電源を入れたり、ブレードを再起動したりできます。 

 

Insight Displayで、オペレーティングシステムの自動展開を開始することができます。インストールプロセスを開始

するには、DVD/CD-ROMドライブを接続し、サーバーを再起動します。DVD/CD-ROMドライブにDVDまたはCD
を挿入します。Insight Displayの[Health Summary]に緑色のステータスが表示され、メディアがドライブに挿入され

ていることを示します。メディアを挿入するまで、ブレードをDVDドライブに接続できません。ブレードの数が増

えるとともに、性能が変化する場合があります。 

 

Insight Displayは、次のようにDVDアイコンを色分けして、[Health Summary]画面にDVD/CD-ROMドライブのステー

タスを表示します。 

• 黒色 - ドライブがない。 

• 明るい灰色 - ドライブはあるが、メディアがない。 
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• 暗い緑色 - 切断されたメディアがある。 

• 明るい緑色 - 接続されたメディアがある。 

Insight Displayの[Main Menu]を使用すると、DVD/CD-ROMドライブにブレードを接続し、ブレードを再起動するこ

とができます。 

[Main Menu]から、[Enclosure Settings]を選択します。 

 

[Enclosure Settings]画面から、DVD Driveの[Connect..]を選択します。 
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[DVD Connect Status]画面から、[All Blades]を選択します。 

 

[Blade DVD Connection]画面から[Connect to Enclosure DVD]を選択します。 
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[Connect: Blade DVD]画面から[Connect and Reboot]を選択します。 

 

接続したDVD/CD-ROMドライブで、すべてのブレードが再起動します。DVD/CD-ROMドライブ内のメディアがブー

ト可能である場合、ブレードはこのメディアから起動します。パーティションが存在する場合、サーバーはローカ

ルハードディスクドライブからの起動を試みる場合があります。ブレードが古いか、削除されている場合は、すべ

てのローカルドライブパーティションを削除し、再作成します。 

自動インストールの進行状況を表示するには、内蔵コンソールを使用します。 
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アプリケーションのインストールまたはデータのインポートのためのDVDメディアへのアド

ホックアクセス 
CDからアプリケーションのインストールやデータの読み込みなどを実行するには、エンクロージャーベースの

DVD/CD-ROMドライブを使用して、CDまたはDVDを挿入します。これらの作業は、必要に応じて実行できます。

主に、DVDドライブをブートデバイスとして使用しない場合にこの機能を使用します。 
 

HP Smart Update Managerによるブレードファームウェアの更新 
すべてのサーバーブレードのROMの更新には、BladeSystemエンクロージャーのDVDドライブとFirmware 
Maintenanceメディアを使用します。まず、Firmware Maintenance DVDメディアを作成して、起動可能なDVDを用意

してください。次に、共有DVDドライブにDVDを挿入して、すべてのサーバーブレードをドライブに接続し、再起動

します。DVDドライブに接続されたすべてのサーバーブレードで、Firmware Maintenance DVDが実行されます。 

HP Smart Update Managerについて詳しくは、『HP Smart Update Managerユーザーガイド』を参照してください。 
 

VLANの設定 
Onboard Administrator 3.00以降では、IEEE 802.1Qタグ付きVLANをユーザーが設定して使用できます。この機能

を使用して、エンクロージャー管理ネットワーク上にVLANを作成することで、サーバーやインターコネクトモ

ジュールからトラフィックを完全に分離できます。 

VLANによるIPアドレスに対する要件や制約はありません。ただし、Onboard Administratorを外部のルーターまたは

スイッチに接続し、そのルーターまたはスイッチをVLANトランクモードに設定する必要があります。これにより、

Onboard Administratorの外部Ethernetインターフェイス経由の複数のVLANに対してVLANタグ付きEthernetフレー

ムの経路設定や通過が可能になります。 

VLANの特徴 

• VLAN IDは、各VLANを他と区別する固有の番号です。使用できるVLAN ID番号の範囲は、1～4094です。デ

フォルトではVLANは無効で、すべてのデバイスはVLAN ID 1に設定されています。VLAN構成後は、同じVLAN 
IDではないデバイス同士は通信できません。 

• Onboard Administratorが受信するすべてのタグなしフレームは、デフォルトのVLAN IDが割り当てられます。

Onboard Administratorはタグなしフレームで応答します。すべてのタグ付きフレームにはフレーム内にVLAN 
IDまたはVLANタグがあり、Onboard Administratorは、タグ付きフレームで応答します。 

• デフォルトのVLAN IDを使用してタグ付きフレームが送信されると、Onboard Administratorはこのフレームを

ドロップします。これは、Onboard AdministratorがデフォルトVLAN IDフレームをタグなしフレームと見なす

からです。受信先がサーバーやインターコネクトの場合、Onboard Administratorは、タグなしフレームで応答

します。 

• iLO/IOMとBroadcomスイッチ間のトラフィックにはタグは付けられないため、これらのデバイスはVLANを意

識しません。デバイスを送信先とする着信トラフィックは、Onboard Administratorによってタグが付けられ、

Broadcomスイッチに送られます。スイッチは、トラフィックをデバイスに送信する前にタグを外します。

Broadcomスイッチは、デバイス側のポートで、デバイスの発信トラフィックにデフォルトVLAN IDを追加し

てからトラフィックを送信します。 

• サーバー、インターコネクトモジュール、およびOnboard AdministratorのVLAN IDは設定できます。これによ

り、Onboard Administratorは、Onboard Administratorが接続されている外部スイッチのデフォルトVLAN設定

に合わせてVLAN IDを設定することで、ネットワークの一部になることができます。 

• Onboard Administratorのファームウェアは、未設定のすべてのベイにデフォルトVLAN IDを割り当てます。デ

フォルトVLAN IDは、ユーザーが変更できます。31文字までの英数字の名前をVLAN IDに関連付けることがで

きます。最大25のVLANエントリーにVLAN IDと名前を一度に保存できます。 

• VLANは、SASインターコネクトピアツーピア通信をサポートします。また、CLIインターフェイスとGUIイン

ターフェイスをフルサポートし、制限付きでLCDもサポートします。Insight Displayで、VLANの有効と無効の

切り替えやVLAN IDの表示や変更を行えます。エンクロージャーリンクおよびサーバーポートではVLANはサ

ポートされません。 
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• アクティブなOnboard Administratorとスタンバイ状態のOnboard Administratorをともに同じVLANコンフィ

ギュレーション設定値に設定すると、アクティブなOnboard Administratorに対する変更がスタンバイ状態の

Onboard Administratorにも反映されます。スタンバイ状態のOnboard Administratorに変更を加えることはでき

ませんが、設定を表示することはできます。 

• VLANの設定値は、VLANが無効な状態で設定または変更できます。実行時にユーザーが加えた変更点はRAM
だけに保存されるため、Onboard Administratorを再起動すると消失します。設定の変更を永続的に保存するに

は、Save Configコマンドを使用します。 

• VLANはリモートで設定できます。VLANの設定変更はRAMだけに保存されるため、変更点をフラッシュに保

存していない場合は、再起動と同時に変更点は削除されます。 

• 別々のVLANドメインネットワーク上のデバイス間で通信することはできません。サーバーおよびインターコ

ネクトは、そのVLAN IDとは関係なく、すべてOnboard Administratorを使用して管理できます。Onboard 
Administratorへのアクセスを可能にするには、クライアントマシンとOnboard Administratorが、同じVLAN ID
に所属する必要があります。 

Hewlett Packard Enterpriseは、VLAN設定の変更の際の通信切断を防止するために、コンソール端末を使用してネッ

トワーク設定を行うことをおすすめします。変更を行う場合は、Onboard Administratorが接続されている外部スイッ

チにも対応する変更を加えてください。 

[VLAN制御]タブには、Onboard Administratorで現在使用中のアクティブな設定が表示されます。 

 
 

VLAN設定 
全般的なVLANの設定値およびOnboard Administrator用のVLAN設定値は、[VLAN設定]タブで設定します。デバイス

ベイおよびインターコネクトベイの設定値は、[デバイスベイ]タブおよび[インターコネクトベイ]タブで設定します。

これら3つのタブのいずれかで変更を行うと、[VLAN制御]タブが表示されます。[VLAN制御]タブが表示されたら、

このタブで設定値を保存できます。また、前の設定値に戻すこともできます。 

[VLAN設定]タブでは、時間を空けて前の設定値に戻す機能が用意されています。この機能を使用して、Onboard 
Administratorで現在保存している設定への復帰をスケジュールできます。この機能は、設定値をリモートで管理し

ていて接続できなくなったときに役立ちます。この機能を使用すると、Onboard AdministratorのVLANの設定値を

誤って設定した結果接続が切断されても、設定を接続前の状態に戻せます。 
  

 注意：エンクロージャーのVLAN機能が有効な場合は、すべてのHPE Virtual Connect Ethernetおよび

Virtual Connect FCインターコネクトモジュールを、OAモジュールと同じ管理VLANで設定してくださ

い。Virtual Connectのマルチエンクロージャードメインの場合は、すべてのVCインターコネクトとOA
モジュール用と同じ管理VLAN設定を、すべてのエンクロージャーに設定してください。 
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 注意：エンクロージャーのVLAN機能が有効な場合は、すべてのHPE SASスイッチを、そのエンクロー

ジャー内のOAモジュールと同じ管理VLAN IDで設定してください。 
  

 

[VLANモード] - VLANの設定は、デフォルトでは無効になっています。VLANの設定値を有効にするには、このチェッ

クボックスを選択します。 
 

設定値 説明 

[デフォルトVLAN ID] 現在のデフォルトのVLAN ID番号。VLAN IDに指定可能な値は1～4094です。 

[デフォルトVLAN名] 現在のデフォルトのVLAN名。このフィールドはオプションで、英数字、ハイフン
（-）、アンダースコア（_）、およびスペースを31文字まで入力できます。 

[OA VLAN ID] 現在のOA VLAN ID。Onboard Administratorのメンバーシップを変更するには、メ
ニューから定義済みのVLANを選択します。メンバーシップの変更は、アクティブ
およびスタンバイ状態のOnboard Administratorに適用されます。 

[戻す操作の遅延] VLAN設定の変更後に接続が解除された場合に、この設定によって、保存されてい
る最新のVLAN設定に自動的に戻ることができます。 

 

VLAN設定の変更を一時的に保存するには、[適用]をクリックします。 
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[VLAN制御]タブが表示され、設定の変更を永続的に保存するように選択できます。また、前に保存している設定に

戻すこともできます。 

 
 

VLANの追加、編集、および削除 
新しいVLANを追加するには、[定義されたVLAN]タブをクリックした後、[追加]をクリックします。 
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[VLANの追加]ページが表示されます。このページには、[VLAN ID]フィールドと[VLAN名]フィールドがあります。

[VLAN名]フィールドはオプションです。VLAN IDは、1～4094の範囲の整数でなければなりません。存在するVLAN
の名前またはIDのいずれかと一致する新規VLANを追加しようとすると、エラーメッセージが表示されます。 

 

[定義されたVLAN]タブに移動して、既存のVLANの名前を編集することもできます。編集するVLANを1つ選択して、

[編集]をクリックしてください。[VLANの編集]ページが表示され、VLAN名を編集できるフィールドがあります。

[VLAN名]は、必須フィールドではありません。 

 

[定義されたVLAN]ページでは既存のVLANを削除することもできます。VLANを選択して[削除]をクリックしてくだ

さい。VLANを削除すると、そのVLANのメンバーはすべてデフォルトVLANに移されます。デフォルトVLANは削除

できません。 
  

 注：複数のネットワークインターフェイスを含んでいるすべてのクライアントシステムセットアップ

で、リンクローカルIPv6アドレスを使用してアクティブOAにアクセスできるわけではありません。 
  

 

デバイスの設定 
[定義されたVLAN]タブでVLANを定義したら、デバイスをそのVLANに割り当てることができます。これにより、デ

バイスでそのVLANを使用できます。Onboard Administratorは、[VLAN設定]タブのVLANに割り当てられます。デバ

イスベイおよびインターコネクトベイの割り当ては、[デバイスベイ]タブおよび[インターコネクトベイ]タブで行い

ます。 
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デバイスベイ 

デバイスベイのメンバーシップを変更するには、[VLAN]列のメニューから定義済みのVLANを選択し、[適用]をク

リックします。 

 

インターコネクトベイ 

インターコネクトベイのメンバーシップを変更するには、[VLAN]列のメニューから定義済みのVLANを選択し、[適
用]をクリックします。 
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Active Health System 
HPE Active Health Systemは、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。Active Health 
Systemは、システム障害が発生したときに、問題の診断と迅速な解決を支援します。BladeSystemエンクロージャー

のOnboard Administratorは、共有インフラストラクチャコンポーネントとシステム設定に関連するデータをHPE 
ProLiantサーバーブレードのActive Health Systemに提供します。Active Health Systemは、Active Health Systemの

ユーザーの事業、財務、顧客、社員、パートナー、またはデータセンターに関する情報（IPアドレス、ホスト名、

ユーザー名、およびパスワードなど）は収集しません。 

 

Onboard Administratorが収集するデータは、以下のコンポーネントおよび設定のインベントリとステータス情報です。 

• エンクロージャーファン  

• エンクロージャー電源装置 

• インターコネクトモジュール 

• エンクロージャーミッドプレーン  

• Onboard Administrator 

• エンクロージャー電力測定値 
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Insight Remote Supportの登録 
次の画面には、エンクロージャーがまだ登録されていない状態の[登録]タブが表示されています。 

 

次の画面には、エンクロージャーが登録された状態の[登録]タブが表示されています。 

 
Hewlett Packard Enterpriseは、多くの日常的なタスクを自動化し、リスク軽減に役立つサービスとサポートの知識

を統合したシステムを開発しました。Hewlett Packard Enterpriseは、統合インフラストラクチャ用の個別のオンラ

インダッシュボード（HPE Insight Online）、サポートポータルおよびモバイルアプリケーション（Hewlett Packard 
Enterpriseサポートセンターモバイル）、および1日24時間、週7日のリモートサポート（HPE Insight Remote Support）
を統合します。 

BladeSystem c-Classエンクロージャーに内蔵されているRemote Support機能を使用する場合は、以下の設定オプ

ションから選択できます。 

• Insight Online Direct Connect - エンクロージャーを登録して、Insight Onlineと直接通信します。ローカル

環境にInsight Remote Supportの一元化されたホスティングデバイスをセットアップする必要はありません。

Insight Onlineは、リモートサポート情報の主要なインターフェイスです。Direct Connect構成は、Onboard 
Administrator 4.11以降で利用できます。 
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• Insight Remote Support Central Connect - エンクロージャーを登録し、ローカル環境のInsight Remote 
Supportの一元化されたホスティングデバイスを使用してHewlett Packard Enterpriseと通信します。すべての

構成およびサービスイベント情報は、ホスティングデバイスを介してルーティングされます。この情報は、ロー

カルのInsight RS ConsoleまたはInsight OnlineのWebベースのビューを使用して表示できます。Central 
Connect構成は、Onboard Administrator 3.60以降で利用できます。 

Insight Remote Supportによるデータ収集 
BladeSystemエンクロージャーが Insight Remote Supportに登録されている場合、エンクロージャー内の

BladeSystemエンクロージャー共有インフラストラクチャコンポーネントに関する次の情報がHewlett Packard 
Enterpriseに送信されます。 

• 登録 - Central Connectの場合、Onboard Administratorは、エンクロージャーの登録プロセスの一環として、

Insight Remote Supportホスティングサーバーにエンクロージャーハードウェアを一意に識別するデータを送

信します。Direct Connectの場合、Onboard Administratorは、リモートサポートデータセンター内のWebサー

ビスに直接データを送信します。 

収集されるデータの例を示します。 

o エンクロージャー名 

o エンクロージャーの製品名 

o エンクロージャーの製品番号  

o エンクロージャーのシリアル番号 

o エンクロージャーの製造者名 

o Onboard Administratorのファームウェアバージョン 

o Onboard AdministratorのIPアドレスとMACアドレス 

• サービスイベント - サービスイベントプロセスの一環として、Onboard Administratorは、関連するハードウェ

アコンポーネントを一意に識別するためのデータをInsight Remote Supportホスティングデバイスに送信します。 

収集されるデータの例を示します。 

o エンクロージャーモデル 

o エンクロージャーのシリアル番号 

o 関連するハードウェアコンポーネントの製品番号 

o 関連するハードウェアコンポーネントの説明、位置、およびその他の識別特性 

詳しくは、「Insight Remote Supportサービスイベント」（165ページ）を参照してください。 

• データ収集 - データ収集プロセスの一環として、Onboard Administratorは、プロアクティブなアドバイスや

コンサルティングを可能にするために、Insight Remote Supportにデータを送信します。送信される情報には、

エンクロージャーハードウェアに関する情報のほか、LCDモジュール、Onboard Administratorモジュール、エ

ンクロージャーファンモジュール、エンクロージャー電源装置モジュール、インターコネクトモジュール、お

よびサーバーブレードなど、エンクロージャーに搭載されているシステムコンポーネントに関する情報が含ま

れます。 

これらのシステムコンポーネントについて収集されるデータの例を示します。 

o 製造者、製品名、シリアル番号、UUID、製品番号、およびエンクロージャー内の位置のようなハードウェ

アモジュールの説明 

o ファームウェアリビジョン 

o 診断およびステータス情報 

o 電力および温度の設定およびステータス情報 

o ネットワークおよびポートマッピング情報 

詳しくは、「Insight Remote Supportデータ収集」（167ページ）を参照してください。 
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前提条件 
登録する前に次の前提条件を満たしていることを確認してください。 

• サポートされているバージョンのOAファームウェアが、エンクロージャー内のすべてのOAモジュールにイン

ストールされている。 

o Insight Remote Support Central Connectを登録するには、バージョン3.60以降が必要です。 

o Insight Online Direct Connectを登録するには、バージョン4.11以降が必要です。 

最新のファームウェアは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトhttp://www.hpe.com/info/oaからダウン

ロードできます。 

• Insight Online Direct Connectの場合のみ：DNSサーバーはOnboard Administratorで設定されます。これは、iLO
とInsight Online間の通信に必要です。 

• Insight Remote Support Central Connectの場合のみ：Insight RSバージョン7.0.5以降がInsight RSホスティン

グデバイスにインストールされ、設定されています。 
  

 注：Insight Remote Supportホスティングデバイスに接続し、Onboard AdministratorがFIPSモードで動

作している場合、有効な証明書が必要になります。  
  

  

 注：Onboard Administrator が FIPS モードで動作して、証明書は、最小の 2048 ビットは、RSA キー

長を持つ必要があり、署名ハッシュアルゴリズムが SHA1、SHA 224、SHA 256、SHA-384 または SHA 
512 にする必要があります。 

  

OAのWebインターフェイスを使用したInsight Remote Supportの登録 
Insight Remote Supportは、ダウンタイムを回避して迅速な問題解決を可能にするために、Hewlett Packard 
Enterpriseへのハードウェアイベントの自動送信を提供します。Hewlett Packard Enterpriseに直接登録することも、

Insight RSホスティングデバイスを介して登録することもできます。 

Direct Connectを使用したInsight Remote Supportの登録 
Insight Online Direct ConnectのためにBladeSystem C-classエンクロージャーを登録するには、以下の手順を実行し

ます。Insight Online Direct Connectに登録している場合は、OAインターフェイスとInsight Onlineポータルの両方で

手順を完了する必要があります。 

1. システムがInsight Remote Supportソリューションを使用する前提条件を満たしていることを確認します。詳

しくは、「前提条件」の項を参照してください。 

2. [エンクロージャー情報]、[エンクロージャー設定]の順にクリックし、[リモートサポート]ページに移動します。 

3. [登録]タブで、[このエンクロージャーを直接HPに登録]を選択します。ページが更新され、直接接続の登録オ

プションが表示されます。 

4. HPパスポート認証情報をHPパスポートユーザーIDおよびHPパスポートパスワードボックスに入力します。 
  

 重要： HPパスポートユーザーIDボックスで、HPパスポートユーザーIDを入力します。ほとんどの場合、

HPパスポートユーザーIDは、HPパスポートの登録プロセス中に使用した電子メールアドレスです。

Hewlett Packard EnterpriseサポートセンターでユーザーIDを変更した場合は、必ず、電子メールアドレ

スではなくユーザーIDを入力してください。 
  

5. オプション：Webプロキシサーバーを使用してインターネットにアクセスするBladeSystem c-Classエンク

ロージャーを使用している場合、次の情報を入力します。 

o Webプロキシサーバー 

o Webプロキシのユーザー名 

o Webプロキシのパスワード 

o Webプロキシのポート 

6. [私は以下の条件に同意します HPソフトウェア使用許諾契約書およびHP Insightマネジメント追加ライセン

ス認証]チェックボックスを選択します。これらのドキュメントはHewlett Packard Enterpriseソフトウェア使

用許諾ドキュメントのWebサイト （http://www.hpe.com/info/SWLicensing（英語））で参照できます。 

http://www.hpe.com/info/oa
http://www.hpe.com/info/SWLicensing
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7. [登録]をクリックします。[登録]のクリックは、2ステップの登録処理のステップ1です。ステップ2は、Insight 
Onlineで完了します。 

登録することで、登録データ、サービスイベントデータ、および設定データをHewlett Packard Enterpriseに送

信することに同意したことになります。収集され、Hewlett Packard Enterpriseに送信されるすべてのデータは、

Hewlett Packard Enterpriseデータプライバシーポリシーに従って管理されます。データプライバシーポリシー

は、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/privacy）で参照できます。 

登録プロセスのステップ1を開始すると、次のメッセージが表示されます。 

登録の手順1が進行中です、お待ちください... 

ステップ1が終了すると、次のメッセージが表示されます。 

リモートサポート登録の手順 1は完了しました。登録プロセスを完了するために、手順 2に進んでください。 

登録要求が完全に処理されるまで、最大5分間待ってください。 

8. Insight OnlineのWebサイト（http://www.hpe.com/info/insightonline-ja）に移動し、HPパスポートのアカウ

ント認証情報を使用してログインします。 

9. Insight Onlineの画面上の指示に従い、サイト、連絡先、およびパートナー情報を入力し、ご使用のエンクロー

ジャーにHewlett Packard Enterpriseがサービスを提供できるようにします。手順については、『HPE ProLiant
サーバーおよびBladeSystem c-Classエンクロージャー用Insight Remote SupportおよびInsight Onlineセット

アップガイド』を参照してください。 

10. OA Webインターフェイスの[リモートサポート]ページに戻って、[HP Insight Onlineに登録プロセスが完了し

ていることを確認してください。]チェックボックスを選択し、[適用]をクリックします。 

次のメッセージが表示されます。 
HP Insight Onlineの登録を完了しましたか? 
確認するにはOKをまたは、キャンセルするにはキャンセルをクリックしてください。 

11. [OK]をクリックします。次のようなメッセージが表示されます。 

登録に成功しました! 

HPパスポートユーザーIDは、このエンクロージャーの登録に使用されます：<HP PassportユーザーID>。 

12. オプション：iLOとInsight Remote Support間の接続を確認するために、テストイベントを送信します。 

a. [エンクロージャー設定]、[リモートサポート]の順に選択します。 

b. [サービスイベント]タブをクリックします。 

c. [テストイベントの送信]をクリックします。 

13. オプション：システムイベントに関するメールアラートを受信するには、[エンクロージャー情報]、[エンクロー

ジャー設定]の順にクリックし、[アラートメール]ページでアラートメールを設定します。 

Webプロキシ設定の編集 
エンクロージャーがHewlett Packard Enterpriseに継続的にRemote Supportデータを送信できるようにするために、

プロキシ設定を維持する必要があります。プロキシ設定が変更した場合、次の手順を使用して編集します。 

1. [エンクロージャー情報]、[エンクロージャー設定]の順にクリックし、[リモートサポート]ページに移動します。 

2. 必要に応じて、次の設定を更新します。 

o [Web Proxyサーバー] - http://<hostnameまたはIP address>の形式でWebプロキシサーバーを入力します。 

o Webプロキシのポート 

o Webプロキシのユーザー名 

o Webプロキシのパスワード 

3. [適用]をクリックします。 

http://www.hpe.com/info/privacy
http://www.hpe.com/info/insightonline-ja
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Central Connectを使用したInsight Remote Supportへの登録 
Insight Remote Support Central ConnectのためにBladeSystem C-classエンクロージャーを登録するには、以下の手

順を実行します。 

1. システムがInsight Remote Supportを使用する前提条件を満たしていることを確認します。詳しくは、「前提条

件」の項を参照してください。 

2. [エンクロージャー情報]、[エンクロージャー設定]、[ネットワークアクセス]の順にクリックしてページに移動

し、[プロトコル]タブをクリックします。 

3. [XML応答を有効]チェックボックスが選択されていることを確認します。 

このチェックボックスが選択されていないと、RSホスティングデバイスはOnboard Administratorからデータ

を収集できません。 

4. [エンクロージャー情報]、[エンクロージャー設定]の順にクリックし、[リモートサポート]ページに移動します。 

5. [このエンクロージャーを、集中化されたホストデバイスのHP Insight Remote Supportから登録してくださ

い] を選択します。ページが更新され、Central Connectの登録オプションが表示されます。 

6. Insight RSホスティングデバイスのホスト名またはIPアドレス、およびポート番号を入力します。デフォルト

のポートは、7906です。 

7. [登録] をクリックします。登録することで、登録データ、サービスイベントデータ、および設定データをHewlett 
Packard Enterpriseに送信することに同意したことになります。収集され、Hewlett Packard Enterpriseに送信

されるすべてのデータは、データプライバシーポリシーに従って管理されます。データプライバシーポリシー

は、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/privacy）で参照できます。次のメッ

セージが表示されます。 

デバイスは正常に登録されました。 

8. オプション：iLOとInsight Remote Support間の接続を確認するために、テストイベントを送信します。 

a. [エンクロージャー設定]、[リモートサポート]の順に選択します。 

b. [サービスイベント]タブをクリックします。 

c. [テストイベントの送信]をクリックします。 

Insight Online Direct ConnectからのBladeSystem c-Classエンクロージャーの登録解除 
1. [エンクロージャー情報]、[エンクロージャー設定]の順にクリックし、[リモートサポート]ページに移動します。 

2. [登録解除]をクリックします。 

次のメッセージが表示されます。自動化サポートの登録を解除し、HP Insight Remote Supportを無効に

してよろしいですか? 

3. [OK]をクリックします。 

次のメッセージが表示されます。登録解除が進行中です、お待ちください... 

登録解除が終了すると、[リモートサポート]ページに次のメッセージが表示されます。 

このエンクロージャーは登録されていません。 

Insight Remote Support Central ConnectからのBladeSystem C-classエンクロージャーの登録

解除 
1. Insight RS Consoleにログインします。 

2. 次のいずれかを実行します。 

o BladeSystem c-Classエンクロージャーの監視を一時的に停止するには、Insight RS Consoleで、[Devices]、
[Device Summary]タブの順に選択し、エンクロージャーを選択します。続いて、[ACTIONS]、[DISABLE 
SELECTED]の順に選択します。 

o BladeSystem c-Classエンクロージャーの監視を永久に停止するには、Insight RS Consoleからエンクロー

ジャーを削除します。エンクロージャーを削除するには、[Device Summary]タブでエンクロージャーを

選択し、[ACTIONS]、[DELETE SELECTED]の順に選択します。 

http://www.hpe.com/info/privacy
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Insight RS Consoleでエンクロージャーを無効にしたり、削除したりしても、OAからエンクロージャーの登録

が解除されることはありません。OAにエンクロージャーが無効であることを通知するには、OAを使用して

Insight Remote Supportを登録解除する必要があります。 

3. OA Webインターフェイスで、[エンクロージャー情報]、[エンクロージャー設定]の順にクリックし、[リモー

トサポート]ページに移動します。 

4. [登録解除]をクリックします。 

次のメッセージが表示されます。自動化サポートの登録を解除し、HP Insight Remote Supportを無効に

してよろしいですか? 

5. [OK]をクリックします。 

次のメッセージが表示されます。このエンクロージャーは登録されていません。 

OA直接接続の登録中の接続エラー 
問題：Insight Online Direct Connectを利用するため、BladeSystem C-classエンクロージャーを登録しようとすると、

次のエラーが発生します。 

HP Insight Remote Support direct connect webサービスを解決できませんでした。DNS設定、プロキシ

設定、および接続性を確認してください。 

ソリューション1：OAでDNS設定が正しく構成されていることを確認します。このタスクは、OA Webインターフェ

イスまたはCLIを使って実行できます。 

• OA Webインターフェイスにログインし、[アクティブOnboard Administrator]の[TCP/IP設定]画面（182ペー

ジ）にアクセスします。DNS構成が正しいことを確認します。構成を編集するには、画面下部の「Click here 
to modify the TCP/IP settings」というリンクをクリックします。 

• OA CLIインターフェイスにログインし、SHOW NETWORKコマンドを実行します。DNS構成が正しいことを確

認します。構成を編集するには、ADD OA DNSコマンドを使用します。 

ソリューション2：OAでWebプロキシ設定が正しく構成されていることを確認します。 

ソリューション3：構成がInsight Online Direct Connectのネットワーク要件を満たしていることを確認します。 
 

Insight Remote Supportサービスイベント 

 

サービスイベントを監視し、テストイベントを送信し、メンテナンスモードを設定するには、[Remote Supportサー

ビスイベント]ページを使用します。 

サービスイベントは、エンクロージャー電源装置モジュールやエンクロージャーファンモジュールの問題のような

ハードウェア障害です。BladeSystemエンクロージャーがInsight Remote Supportに登録されている場合、サービス

イベントが記録され、Hewlett Packard Enterpriseに送信されます。Hewlett Packard Enterpriseがサービスイベント

を受信すると、サポートケースが開かれ、詳細がサービスイベントログに表示されます。 
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 注：システムイベントに関するメールアラートを受信するには、[エンクロージャー情報]、[エンクロー

ジャー設定]、[アラートメール]の順にクリックし、[アラートメール]ページでアラートメールを設定し

ます。 
  

メンテナンスモードの使用 

システムのメンテナンスを実行するときは、メンテナンスモードを使用します。このときサービスイベントが生成

されると、イベントはシステムがメンテナンスモードにあることを示します。このサービスイベントにより、Hewlett 
Packard Enterpriseは、サービスケースを開くかどうかを判定できます。このとき、ユーザーが明示的にメンテナン

スモードをオフにしない場合は、選択した時間が経過した後でOnboard Administratorによって自動的にオフにされ

ます。 

メンテナンスモードを使用するには： 

1. [メンテナンスモードを有効]チェックボックスを選択します。 

2. [失効]メニューで時間を選択します。 

3. [適用]をクリックします。 

選択した時間が経過すると、メンテナンスモードは自動的に終了します。 

テストサービスイベントの送信 

Insight Remote Supportの設定が正しいことを確認するには、[テストイベントを送信]をクリックしてテストイベン

トを送信します。 

送信が終了すると、テストイベントがサービスイベントログに表示されます。 

サービスイベントログの表示 

サービスイベントログには、各サービスイベントについて以下の詳細が表示されます。 
 

行 説明 

[ID番号] サービスイベントを識別する一意の文字列 

[生成された時間] サービスイベントが生成された時間 

[イベントタイプ] 各イベントは、[System]または[Test]のタイプで分類されます。 

[デバイスタイプ] イベントのソースを識別する文字列。表示される値は、[Fan]、[Power Supply]、
[Onboard Administrator]、[Interconnect]、または[Enclosure]です。 

[シリアル番号] イベントを生成したデバイスのシリアル番号を提供する文字列。 

[ベイ] イベントを生成したデバイスのベイ番号。 

[感知された重要度] イベントの重大度を示す文字列。表示される値は、[クリティカルエラー]、[劣化]、
または[情報]です。 

[提出されたステータス] イベント送信のステータス。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 
 

サービスイベントログの消去 

サービスイベントログをクリアするには、[イベントログをクリア]をクリックします。 
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Insight Remote Supportデータ収集 

 

データ収集情報 
Insight Online Direct Connect 
 

行 説明 

[収集された最新の構成情報送信] 最後に成功したデータ収集の日時 

[収集された最新構成ステータス] 転送ステータス。表示される値は[OK]または[Error] 

[次にスケジュールされているデー
タ収集] 

次にスケジュールされているデータ収集の日時。データ収集は自動的に30日
間隔でスケジュールされます 

 

Insight Remote Support 
 

行 説明 

[収集された最新の構成情報送信] 最後に成功したデータ収集の日時 

[最新のデータ収集ステータス] 転送ステータス。表示される値は[OK]または[Error] 
 

収集したデータをただちにHewlett Packard Enterpriseに送信するには、[データ収集を送信]をクリックします。こ

のタスクを実行するには、管理者権限が必要です。 

関連項目 

Insight Remote Supportの登録（160ページ） 

Insight Remote Supportサービスイベント（165ページ） 
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リモートサポートの証明書の管理 
[証明書情報]タブ 

 

この画面には、Onboard Administratorが信頼するすべてのInsight Remote Supportサーバー証明書が表示されます。

Onboard Administratorには、最大8個の証明書をアップロードできます。証明書により、Onboard Administratorは
Insight Remote Controlサーバーに安全に情報を送信できるようになります。証明書を使用しないと、通信は中間者

攻撃を受けやすくなります。証明書が有効で変更されていないことを確認するには、サーバー管理者からのメール、

Webページ、その他の信頼できるソースなど、別の方法で証明書のSHA1指紋を確認します。 
  

 注：Insight Remote Supportホスティングデバイスに接続し、Onboard AdministratorがFIPSモードで動

作している場合、有効な証明書が必要になります。  
  

  

 注：Onboard Administrator が FIPS モードで動作して、証明書は、最小の 2048 ビットは、RSA キー

長を持つ必要があり、署名ハッシュアルゴリズムが SHA1、SHA 224、SHA 256、SHA-384 または SHA 
512 にする必要があります。 

  

 

行 説明 

[証明書バージョン] 現在の証明書のバージョン番号 

[発行機関] 証明書を発行した組織の名前 

[発行機関部署] 証明書を発行した組織単位の名前 

[発行元] 証明書を発行した認証機関 

[機関名] サブジェクト名 

[発行先] 証明書の発行先組織の名前 

[発効日] 証明書が有効になる日時 

[有効期限] 証明書の期限が切れる日時 

[シリアル番号] 認証機関によって証明書に割り当てられるシリアル番号 

[拡張数] 証明書内のExtension（拡張）の数 

[MD5指紋] 証明書の信頼性を確認するために使用可能なフィールド 

[SHA1指紋] 証明書の信頼性を確認するために使用可能なフィールド 
 

既存の証明書を削除するには、[削除]をクリックします。 
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Remote Supportの[証明書管理]の[アップロード]タブ 

 

[証明書のアップロード]タブ 

Insight Remote Supportサーバーの証明書をOnboard Administratorにアップロードします。 

HPE BladeSystem Onboard Administratorで使用する証明書は、次の2つの方法でアップロードできます。 

• 証明書の内容をテキストフィールドに貼り付け、[アップロード]をクリックする。 

• 証明書のURLをURLフィールドに貼り付け、[適用]をクリックする。 
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エンクロージャーファームウェア管理 
エンクロージャーファームウェア（EFM）管理機能を使用すると、サポート対象のHewlett Packard Enterpriseサー

バーと、エンクロージャー内のインターコネクトモジュール上のファームウェアを1か所で管理できます。その結果、

管理者は、エンクロージャー内のサーバーブレードに対して、単一のファームウェアベースライン（SPPバージョ

ン）を定義できます。ファームウェアは、サーバーの挿入時または事前定義済みのメンテナンス期間中にベースラ

インに更新できます。または、手動で更新することもできます。Onboard Administratorは、EFMファームウェアの

更新ログを保持し、確立されたベースラインへの準拠に関するレポートを生成します。 

 

エンクロージャーファームウェア管理の実行とレポート 
エンクロージャー内のデバイスのEFMファームウェアの更新中は、更新プロセスの複数のフェーズと、OAモジュー

ル上で実行される関連の処理により、OAリソース（CPU、メモリ、ネットワークスループット）が大量に消費され

ます。特に、エンクロージャー内の複数のブレードのファームウェアを同時に更新する場合は、この傾向が大きく

なります。OAモジュール内のリソースは、エンクロージャー内のすべてのデバイスのファームウェアの同時更新を

サポートするには十分でない可能性があります。したがって、EFM処理によってOAモジュールに課される瞬間的な

負荷を制御する必要があります。そのために、OAファームウェアは、動的なリソース管理ヒューリスティックに基

づくジョブ制御を行い、EFM関連処理のリソース消費を、OAモジュールによるその他のエンクロージャー管理タス

クの実行を妨げないレベルに制限することを試みます。この動的なリソース管理ヒューリスティックの一部として、

OAファームウェアは特に以下の点を監視します。 

• プロセッサー使用率（特に、OAモジュールの内蔵CPUに課される処理負荷の平均） 

• メモリ使用率 

• iLO仮想メディア経由でのブレードへのファームウェアISOの未処理の転送数 

これらに基づいて、EFMジョブ制御ロジックは、必要に応じてサーバーを一括更新します。（1）動的リソース管理

ヒューリスティックによって設定された確立済みのリソース制限の範囲内で、エンクロージャー内のデバイスの同
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時更新を許可する方法と、（2）リソースが使用可能になるまで他のデバイスの更新を遅らせる方法があります。こ

のため、複数のエンクロージャーデバイスの同時更新を試みた場合、いくつかの更新が同時に実行されない場合が

あります。一括処理が行われるタイミングは可変であり、更新対象として選択されたデバイスの数、管理ネットワー

クの考慮事項（トラフィックの量や種類など）、特定のOA設定、OAによって実行されるその他の重要な管理アクティ

ビティ、EFMの更新を開始したときOAモジュール上のリソースの使用率に影響を及ぼすその他の要因に依存します。

このような一括処理の結果、ファームウェアログにわずかな遅延が報告されることがあります。 

ファームウェアログおよびその他のファームウェア管理ログについて詳しくは、「ファームウェア管理ログ（235
ページ）」を参照してください。 

EFMとHP SUMとの統合 

EFMは、サポート対象のHPE SPP ISOイメージからサーバーを起動することにより、ファームウェアを検出し、更

新します。EFMは、SPP ISOに統合されたHP SUMエンジンを調整し、HP SUMを手動で実行した場合とよく似た

結果を生成します。ただし、制御を一元化し、複数のサーバー上でファームウェアを検出、更新することによって、

時間を節約します。 

EFMタスクの実行中に、関連するHP SUMまたはEFM操作が失敗した場合、EFMはEFMタスク全体を自動的に再試

行します。EFMは、合計3回までタスクの実行を試みます。障害が発生したポイントによっては、再試行時に、EFM
タスクの既に完了した手順が繰り返される場合があります。試行回数の上限に達してもタスクを正常に完了できな

い場合、EFMタスクは失敗のステータスで終了します。 
  

 注：まれに、障害のためHP SUMプロセスが終了したにも関わらず、EFMログにはEFMタスク全体が正

常に完了したと表示される場合があります。この場合、ファームウェアレベルは予期されたとおりに更

新されません。このため、報告されるインストール済みのファームウェアのバージョンと、使用中の

ファームウェアISO上で使用可能なファームウェアバージョンが一致しなくなります。このような不一

致が発生した場合、Hewlett Packard Enterpriseは、ファームウェアログとセッションログをチェックし

て、HP SUM障害の兆候を確認することをおすすめします。障害の兆候が見つかった場合、EFMタスク

は失敗している可能性があります。EFMログについて詳しくは、「ファームウェア管理ログ（235ページ）」

を参照してください。EFMの障害について詳しくは、「エンクロージャーファームウェア管理ログ（176
ページ）」を参照してください。ファームウェアのバージョンの確認方法について詳しくは、「ファーム

ウェアバージョンの表示（237ページ）」を参照してください。 
   

 注：HP SUMはTPMファームウェアの更新をサポートしていません。このため、OA EFMもTPMファー

ムウェアの更新をサポートしていません。 
  

その他の処理パフォーマンスに関する注意事項 

エンクロージャーファームウェア管理は動作しない場合があります。低速なネットワークリンク（1GB未満）では

使用しないでください。 

エンクロージャーファームウェア管理操作の実行中、Onboard Administratorの短い期間、エンクロージャーのステー

タスが応答時間が通常より長くなる可能性があります。また、エンクロージャーのパフォーマンスが低下する場合

があります。操作の実行中は、このようなメッセージやアラート条件は無視してかまいません。 
  

 注：c-Class BladeSystemのProLiantおよびIntegrity iLO仮想メディアの性能は、同時iLO仮想メディア

セッションの動作状況とセッション数およびOnboard Administratorの作業負荷に基づいて制限されま

す。Onboard AdministratorのエンクロージャーDVD機能とエンクロージャーファームウェア管理機能も

iLO仮想メディア機能を使用し、同様の性能の制限があります。Hewlett Packard Enterpriseは、メディ

アのタイムアウトの問題を防止するために、同時セッション数を制限することをおすすめします。OS
のインストール中やファームウェアの更新中にタイムアウトの問題が発生した場合は、進行中の仮想メ

ディアセッションの数を減らして、操作を再開してください。 
  

  

 注：まれに、EFMタスクの実行中に、関連EFMプロセスに障害を通知することなく、サーバーサイドの

障害（iLOファームウェアの更新中のハング、更新に過度に時間がかかるなど）が発生することがあり

ます。このようなエラーが発生すると、OAのEFMタスクは完了しません。タスクが進行しないでハン

グしたように見えたり、ステータスが報告されたりします。この状態から復旧するには、アクティブな

OAモジュールを再起動するか、冗長OAモジュールに手動でフェイルオーバーします。 
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エンクロージャーファームウェア管理機能の設定 
エンクロージャーファームウェア管理機能の設定は、Onboard Administratorの管理者権限を持つユーザーに制限さ

れ、Onboard Administrator GUIの[エンクロージャー設定]、[エンクロージャーファームウェア管理]ページまたは

Onboard Administrator CLIから使用できます。 

必要なユーザー権限 

セキュアブートがエンクロージャー内のブレードで有効な場合を除き、すべてのエンクロージャーファームウェア

管理機能はOnboard AdministratorのGUIとCLIの両方から利用できます。セキュアブートは、Onboard Administrator
のGUIまたはCLIからのユーザーによるブートオプションの変更やブート操作の実行を制限します。これらのタスク

は、管理者がBIOSで設定したデバイスから実行する必要があります。 

エンクロージャーファームウェア管理機能の設定レベルおよびファームウェア情報を表示できるかどうかは、

Onboard Administratorのユーザーロールおよびベイ権限によって制限されます。 
 

ユーザーロール 設定の変更または更新の

スケジュール設定 
初回手動検出または手動

アップデート 
ファームウェアバージョン

の表示 

Onboard Administratorの
Administratorまたは 
Operator 

対応 対応、OA Administratorのみ* 対応 

サーバーのAdministrator
またはOperator 

No 対応、OA Administratorのみ* 許可されているサーバーベ
イについては、対応 

Onboard Administratorの
User 

No No 許可されているベイについ
ては、対応 

* セキュアブートモードがエンクロージャー内のブレードで有効な場合、この操作はGUIまたはCLIから実行できません。 

エンクロージャーファームウェア管理の有効化 

[エンクロージャーファームウェア管理を有効]チェックボックスは、エンクロージャーファームウェア管理をグ

ローバルに有効または無効（デフォルト設定）にします。無効になっているときは、手動のエンクロージャーファー

ムウェア管理操作を開始できません。すでに設定されていた自動操作やスケジュール済みの操作は実行されません。

設定が有効から無効に変更される場合、進行中のエンクロージャーファームウェア管理の検出またはアップデート

は、完了するまで続行します。 
  

 重要：サーバーでエンクロージャーファームウェア管理の操作（アップデートおよび検出）を開始した

後に、それらの操作を停止することはできません。ファームウェア管理ISOに対してIPv6アドレスを使

用する前に、エンクロージャーがIPv6対応になっていることを確認してください。 
  

以下のOnboard Administratorハードウェアモジュールでは、エンクロージャーファームウェア管理はサポートされ

ません。 

• HPE BladeSystem c3000 Onboard Administrator（製品番号448589-B21、461514-B21） 

• HPE BladeSystem c7000 Onboard Administrator（製品番号412142-B21） 

アクティブOnboard Administratorハードウェアモジュールがサポートされていない場合は、エンクロージャー

ファームウェア管理を有効にすることができません。アクティブOnboard Administratorがサポートされていない場

合にエンクロージャーファームウェア管理を有効にしようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。 
アクティブOAハードウェアがある場合は、エンクロージャーファームウェア管理はサポートされません。 

スタンバイOnboard Administratorモジュールがサポートされていない場合は、次の警告メッセージが表示されます。 
スタンバイOAハードウェアがある場合は、エンクロージャーファームウェア管理はサポートされません。ス

タンバイOAがアクティブになると、機能は無効になります。 

ブレードのiLOコンフィギュレーション設定でSSHが無効になっている場合、エンクロージャーファームウェア管理

はすべてのブレードで失敗します。iLOでは、デフォルトでSSHが有効になっています。 

ファームウェアイメージの位置の設定  

ファームウェアの検出またはファームウェアの更新を実行するには、エンクロージャーファームウェア管理に

ファームウェアISOイメージが必要です。最新のISOダウンロードは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト 
（http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl）で入手できます。 

http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl
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ISOファームウェアイメージには以下のいずれかの位置を指定できます。 

• WebサーバーにホストされているHTTP URLベースのISOイメージ。プロトコル://[<IPv4アドレス>]/パス/
ファイル名の形式でIPv4アドレスを指定します。IPv6 URLアドレスを指定するには、アドレスを角括弧で囲

み、次のフォーマットで指定してください。プロトコル://[<IPv6アドレス>]/パス/ファイル名。 

URLの最大文字数は、511文字です。 

SPP ISOイメージの最大サポートサイズは4 GBです。SPP ISOイメージが4 GBより大きい場合、OA EFMブ

レードファームウェアの更新プロセスには不要なコンポーネントを除外したカスタムISOイメージを作成し

ます。カスタムISOには、少なくともHPE ProLiant BLシリーズのサーバーブレード用ファームウェアコンポー

ネントだけは含める必要があります。カスタムISOイメージの作成について詳しくは、『HPE BladeSystem 
Onboard Administratorユーザーガイド』を参照してください。 

ファイルサイズが4 GBを超える完全なISOイメージを使用するには、ext2でフォーマットされたUSBキーを使

用する必要があります。 

• Onboard AdministratorのUSBポートに接続されているISOイメージがあるUSBキー。 

エンクロージャーファームウェア管理では、SPP ISOイメージからブート可能メディアに変換されたUSBキー

はサポートされていません。USBキーは、ルートディレクトリにISOイメージを含んでいる必要があります。 

FAT32でフォーマットされたUSBキーのサポートされている最大ファイルサイズは、4 GBです。4 GBを超え

るSPPイメージの場合は、ext2でフォーマットされたUSBキーを使用します。ext2ファイルシステムによる

USBキーのフォーマットについて詳しくは、「[USB Menu]画面（42ページ）」を参照してください。 

• エンクロージャーのDVDドライブに挿入されている物理DVD。物理DVDを使用する場合、DVDはISOイメージを

含んでいてはなりません。DVDは、ISOイメージから作成されたブート可能ディスクである必要があります。 
  

 注：IPv6を無効にしてIPv4のみの環境に変換した後、エンクロージャーファームウェア管理のファーム

ウェアISO URLがUSBキーまたはWebサーバーのIPv6ベースのURLを指定する場合、USBキーの位置を

再入力するか、WebサーバーのIPv4ベースのURLを入力する必要があります。これを行わないと、EFM
はISOイメージにアクセスできません。 

  

  

 注：ISO URLを指定して[適用]をクリックした後、[ここをクリックしてください。]リンクをクリック

してISOイメージの有効性を確認してください。 
  

カスタムSPP ISOイメージの作成 

以下に、Onboard AdministratorのEFM機能と互換性のあるカスタムSPP ISOイメージを作成するための基本的な手順

を示します。HP SUMを使用して、カスタムISOイメージを作成したことがあるものとします。詳しくは、HP SUM
のオンラインヘルプを参照してください。または、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.
hpe.com/info/hpsum/documentation）で「Building and deploying a customized SPP firmware ISO image」ホ

ワイトペーパーおよび他のドキュメントを参照してください。 

1. HP SUM 7.2（またはそれ以降）を含むSPP ISOイメージを、ローカルドライブのフォルダーにダウンロード

します。 

2. HP SUMのバッチファイルを起動します。 

3. [Options]メニューから[Baseline Library]を選択します。SPPは自動的にベースラインとして追加されます。

HP SUMが表示され、ベースラインでインベントリが実行されてから、次の手順に進みます。 

4. [Baseline Library]の[Actions]タブで、[Create Custom]を選択します。 

5. [Create Custom Baseline]ウィンドウで、[Overview]セクションに必要な情報を指定します。 

o [Output Location]にカスタムISOイメージの保存場所を入力するか、イメージの保存場所へ移動します。 

o [Extracted Source ISO Location]で、[Browse]をクリックして、カスタマイズするソースSPP ISOイメー

ジを選択します。 

o [Make Bootable ISO file]チェックボックスをオンにします。 

6. [Step 2 - Filters]セクションで、次の手順を実行します。 

a. [Component Type]で、[ファームウェア]を選択します。 

b. すべてのチェックボックス（[Critical Updates]、[Recommended Updates]、[Optional Updates]）をオ

ンにします。 

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation
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7. [Advanced Filters]をクリックし、必要なフィルターを選択します。 

[Server Model]では、[HP ProLiant BL Series]を選択します。 

8. [Step 3 - Review]セクションで、[Apply Filters]をクリックします。 

絞り込んだすべてのコンポーネントが読み込まれるまで待ちます。ページの一番下に、取得プロセスのステー

タスが表示されます。プロセスが完了したら、「Completed retrieving components」というメッセージ

が表示されます。 

9. [Create ISO]をクリックします。 

数分後、カスタマイズされたSPP ISOイメージが、以前に指定した出力場所に表示されます。 

強制ダウングレードを有効 
このチェックボックスは、強制ダウングレードをグローバルに有効または無効（デフォルト設定）にします。無効

の場合、ISOイメージ上に存在するファームウェアリビジョンより新しいコンポーネントは、アップデートから除

外されます。この設定は、このエンクロージャー内のサポートされているすべてのサーバーブレードに対する設定

です。有効の場合、エンクロージャーファームウェア管理は、イメージ上に存在するリビジョンより新しいコンポー

ネントファームウェアのフラッシュを有効にするように、HP SUMエンジンに指示します。この設定を有効にして

も、コンポーネントファームウェアがダウングレードされる保証はありません。[強制ダウングレードを有効]オプ

ションを使用している場合は、あらかじめISOのドキュメントを確認してから、正しい設定を行ってください。 

電源ポリシーの設定 
ファームウェアを更新または検出するには、サーバーをISOイメージからブートする必要があります。電源ポリシー

は、操作を開始するときにサーバーの電源が入っている場合に、Onboard Administratorが実行する操作を指定しま

す。この設定は、スケジュールに基づく操作と手動操作の両方に適用されます。デフォルトの電源ポリシーは、[手
動でオフ]です。 

電源ポリシーが[電源オフ]に設定されている場合、Onboard Administratorはサーバーがリクエストに応答するまで5
分待ちます。この時間内にサーバーがシャットダウンしない場合、ファームウェア管理操作は失敗します。サーバー

がシャットダウンを開始したオペレーティングシステムを実行しているときにシャットダウンが5分以内に完了し

ない場合、サーバーはシャットダウンし、電源がオフになっている場合があります。 
 

設定値 説明 

[手動でオフ] サーバーの電源が入っている場合、Onboard Administratorは操作をキャンセルします。 

[電源オフ] Onboard Administratorは、サーバーブレードの電源ボタンを瞬間的に押す動作を模倣
し、通常の順序でサーバーブレードの電源を切ります。 

[強制電源オフ] Onboard Administratorは、サーバーブレードの電源ボタンを押し続ける動作を模倣し、
最初にOSをシャットダウンせずに、サーバーブレードの電源を切ります。 

 
  

 注意：オペレーティングシステムがインストールされているサーバーで[強制電源オフ]ポリシーを使用

する場合は、データ破壊が発生する可能性があるため注意が必要です。 
  

更新ポリシーの設定 
ファームウェア管理では、次のアップデートポリシーを使用できます。 

• 手動検出および手動アップデートのみ - デフォルトのポリシー。このポリシーを設定すると、Onboard 
Administratorはエンクロージャーへの挿入時にサーバーの自動更新や自動検出を行わなくなります。 

Onboard Administratorで拡張サーバーファームウェアバージョンを表示するには、事前に、手動検出/手動アッ

プデートやスケジュールに基づく更新を行う必要があります。 

• 挿入時の自動検出 - Onboard Administratorは「対象のベイ」で有効になっているサーバーを検出のために起動

し、そのサーバーの拡張ファームウェア情報の収集、そのイベントについてのファームウェア管理ログの更新

を行い、その後でサーバーを再起動して通常どおりに稼動させます。この作業が終わると、検出されたファー

ムウェアバージョンを表示できます。また、手動またはスケジュールに基づく更新作業を実行してそのファー

ムウェアを更新できます。 
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• 挿入時の自動更新 - Onboard Administratorは「対象のベイ」で有効になっているサーバーを更新のために起動

し、そのサーバーの更新後の拡張ファームウェア情報の収集、そのイベントについてのファームウェア管理ロ

グの更新を行い、その後でサーバーを再起動して通常どおりに稼動させます。このポリシーは、サーバーボー

ドやオプションカードの交換など、サービスイベントの発生後に、サーバーファームウェアを選択済みファー

ムウェアイメージに更新します。 

自動検出と自動更新は同時に使用できないポリシーであり、エンクロージャーに含まれるすべてのベイに影響します。 

スケジュールに基づくファームウェアアップデートの設定 
スケジュールに基づくファームウェアアップデートポリシーを設定すると、Onboard Administratorは、そのスケ

ジュールに基づいて、「対象のベイ」をすべてISOファームウェアイメージのファームウェアバージョンに自動更新

します。Onboard Administratorは、予定された日時に、「対象として含めるすべてのベイ」で電源ポリシーを使用し

てアップデート操作を開始し、ISOファームウェアイメージでファームウェアを更新し、その後、対象のすべての

サーバーを再起動して通常の稼動状態に戻します。 

ファームウェア管理プロセスに含めるベイの指定 
デフォルトでは、すべてのデバイスベイがファームウェア管理の対象にされます。Onboard Administratorの
Administratorは、エンクロージャーファームウェア管理のアップデートポリシー、手動アップデート、またはスケ

ジュールに基づく更新に含めるデバイスベイを選択できます。また、操作対象から外す必要がある他のベイを選択

から外すこともできます。 

デフォルトでは、[すべてのサーバーのファームウェア管理]チェックボックスが選択されており、使用できるすべての

サーバーを対象にエンクロージャーファームウェア管理ポリシーの適用とスケジュールに基づく更新を行えます。 

各ベースベイ、A側ベイ、およびB側ベイを個別に選択するか、[すべてのサーバーのファームウェア管理]チェック

ボックスを選択してすべてのデバイスベイを選択します。 

エンクロージャーファームウェア管理の対象として特定のサーバーを手動で選択するには、以下の手順に従ってく

ださい。 

1. [すべてのサーバーのファームウェア管理]チェックボックスをクリアします。 

2. 個々のベイの横のチェックボックスを選択するかまたはベイのタイプ単位でベイを選択します。 

3. [適用]をクリックします。エンクロージャーファームウェア管理に含めるベイの新しいリストが表示されます。 

現時点では、ベイの選択はデバイスベイに限定されています。スイッチベイやOnboard Administratorベイは選択で

きません。 

ベイの選択機能は、ProLiantサーバーブレードのみ使用できます。 Integrityサーバーブレードは、この機能をサポー

トしていません。 パートナーのブレードは、ファームウェアISOがパートナーブレードのPCIeアダプターカードを

サポートしているかどうかに基づき、関連するサーバーブレードからサポートされます。 

エンクロージャーファームウェア管理ログ 

ファームウェアのログ（エンクロージャーファームウェア管理ログを含む）に関する情報については、「ファームウェ

ア管理ログ（235ページ）」を参照してください。 
 

手動検出 
  

 重要：エンクロージャーファームウェア管理タスクの進行中は、Onboard Administratorを再起動しない

でください。シャットダウンまたはエンクロージャーからブレードを引き出すことは避けてください。 
  

既存のファームウェアバージョンの収集を簡略化するために、1台または複数のサーバーを指定して手動で検出を開

始できます。 

手動でのファームウェア検出を開始すると、[手動検出デバイスベイ選択]画面が表示されます。検出の対象にする1
台または複数のデバイスベイを選択するかまたは[すべてのサーバーの検出]チェックボックスを選んですべての

サーバーを検出の対象にします。デフォルトでは、すべてのデバイスベイと[すべてのサーバーの検出]チェックボッ

クスが選択されています。 
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セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合、関連したベイを選択できません（南京錠のアイコンが

表示）。セキュアブートモードによって、Onboard AdministratorのGUIまたはCLIからのユーザーによる手動検出が

制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ実行できます。 

選択したサーバーの検出プロセスを開始するには、[手動検出を開始]をクリックします。 
 

手動アップデート 
  

 注意：4 GBを超えるSPPイメージを使用し、Webサーバーからホストされているエンクロージャー

ファームウェア管理は、機能しない可能性があります。 
  

   

 重要：エンクロージャーファームウェア管理タスクの進行中は、Onboard Administratorを再起動しない

でください。シャットダウンまたはエンクロージャーからブレードを引き出すことは避けてください。 
  

1台または複数のサーバーを指定したバージョンのファームウェアイメージに更新するために、手動アップデートを

開始できます。1台または複数のサーバーを対象にファームウェアアップデートを開始するには、[手動アップデー

ト]をクリックします。 

手動でのファームウェアアップデートを開始すると、[手動アップデートデバイスベイ選択]画面が表示されます。更

新の対象にする1台または複数のデバイスベイを選択するかまたは[すべてのサーバーのアップデート]チェック

ボックスを選んですべてのサーバーを更新の対象にします。デフォルトでは、すべてのデバイスベイと[すべての

サーバーの検出]チェックボックスが選択されています。 

セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合、関連したベイを選択できません（南京錠のアイコンが

表示）。セキュアブートモードによって、Onboard AdministratorのGUIまたはCLIからのユーザーによる手動更新が

制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ実行できます。 

選択したサーバーの更新プロセスを開始するには、[手動アップデートを開始]をクリックします。 
 

エンクロージャーファームウェア管理ログ 
エンクロージャーファームウェア管理ログには、ファームウェアイメージの選択、ポリシーやスケジュールの変更、

およびファームウェア操作の開始と完了のような、主要なエンクロージャーファームウェア管理イベントが総合的

に表示されます。このログには、各サーバーのファームウェアログに含まれるステップごとの詳細は含まれません。 

エンクロージャーファームウェア管理ログは、OAを再起動したり電力を損失したりした場合も保持されます。スタ

ンバイOAがある場合は、スタンバイOA上に保持されます。 

更新されたログ情報を表示するには、[更新]をクリックします。 

エンクロージャーファームウェア管理ログおよびサーバー固有のファームウェアログとセッションログの情報をク

リアするには、[すべてのログをクリア]をクリックします。ファームウェアログおよびセッションログについて詳

しくは、「ファームウェア管理ログ」（235ページ）を参照してください。 

エンクロージャーファームウェア管理ログの情報をクリアするには、[ログのクリア]をクリックします。 
  

 注意：削除されると、このデータは復元できません。 

  

イベント障害 

エンクロージャーファームウェア管理タスクが完了すると、サーバーファームウェアログに表示される最後のイベ

ントは、Firmware Management successfully completedまたはFirmware Management is incomplete
です。 

エンクロージャーファームウェア管理ログに表示される最後の操作が正常終了を示さない場合は、Onboard 
Administratorで発生した問題が他のファームウェアログエントリーに示されている場合があります。たとえば、手

動検出、手動アップデート、またはスケジュールに基づく更新を実行する前に、サーバーの電源を切る必要があり

ます。サーバーの電源が入っていたため、エンクロージャーファームウェア管理操作が停止したことがログに記録

されている場合があります。 
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エンクロージャーファームウェア管理タスクの実行中に障害が発生すると、障害エントリーに  Firmware 
Management failed on blade Xのログが記録されます。Onboard Administratorは最大3回再試行します。タス

クが完了する場合は、前の障害ログエントリーを無視できます。詳細なイベント情報と現在の活動状況については、

サーバーのファームウェアログを参照してください。 
 

ステータスの更新 
サーバーで手動検出や手動アップデートなどのエンクロージャーファームウェア管理タスクを開始すると、左ナビ

ゲーションペインで、影響を受ける各デバイスの横にエンクロージャーファームウェア管理のステータスアイコン

が表示されます。次の図では、これらのアイコンの1つが赤い丸で囲まれています。 

 

エンクロージャーファームウェア管理タスクの処理中は、次の図に示すように、デバイスベイの[ステータス]タブ

（205ページ）にサーバーのステータスが[エンクロージャーファームウェア管理]と表示されます。 

 



 

HPE BladeSystemエンクロージャーおよびエンクロージャーデバイスの設定 178 

タスクが完了すると、サーバーのステータスは該当する表示に戻ります。ステータスアイコンの意味については、

左ナビゲーションペインの上部にある[凡例の参照...]をクリックします。 

検出またはアップデート操作が完了すると、サーバー拡張ファームウェア情報には日時スタンプが付けられます。情

報は、最後のファームウェア管理イベントのログとともに、Onboard Administratorの永続位置に書き込まれます。ま

た、このファームウェア情報とログは、存在する場合、スタンバイ状態のOnboard Administratorと同期化されます。 
 

エンクロージャーの管理 

エンクロージャーの電源切断 
エンクロージャーの電源は、次の2つの方法で切ることができます。 

• エンクロージャーに電力を供給するPDUの電源を切る。 

• エンクロージャーの電源コードを抜き取る。 

Onboard Administratorには、エンクロージャーの電源を切るための仮想的な方法はありません。 
 

エンクロージャーのリンク 
エンクロージャーのリンクは、エンクロージャーの背面から実行できます。詳しくは、BladeSystem c7000エンク

ロージャーのセットアップとインストールに関する適切なガイドを参照してください。 
 

複数のエンクロージャーの管理 
画面の[システムおよびデバイス]セクション内のメインメニューでは、各エンクロージャーは一意の名前で識別され

ます（デフォルトのエンクロージャー名はエンクロージャーのシリアル番号）。+記号の付いた緑色の四角のアイコ

ンをクリックすると、エンクロージャービューが展開され、エンクロージャー内の各種ブレード、ファン、電源装

置、Onboard Administrator、およびスイッチのサブカテゴリにアクセスできるようになります。 

操作しているエンクロージャーがどれかを物理的に確認するには、Onboard AdministratorのUIDボタンを押します。

UIDボタンを押すと、トレイにある明るい青色のLEDが点灯します。UIDを消灯させるには、Onboard Administrator
のUIDボタンをもう一度押します。[エンクロージャー]画面が表示されている場合は、ユーザーが接続しているエン

クロージャー（図で強調表示）がどれかを確認するために役立つ2つのセクションのいずれかを使用できます。 

• [ラックの概要]の下に、ログインしているエンクロージャーの名前が表示されます。 

• エンクロージャーのリストで、ログインしているエンクロージャーに[プライマリコネクション]と表示されます。 
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アクティブOnboard Administratorモジュール 

[アクティブOnboard Administrator]画面 
[アクティブOnboard Administrator]画面では、Onboard Administratorに関する詳細な情報が提供されます。 

 
  

 注：複数のネットワークインターフェイスを含んでいるすべてのクライアントシステムセットアップ

で、リンクローカルIPv6アドレスを使用してアクティブOAにアクセスできるわけではありません。 
  

 

[状態および情報]タブ 
[アクティブOnboard Administrator]画面の[状態および情報]タブは、3つのテーブルで構成されています。これらの

テーブルには、ステータス情報、ハードウェア情報、およびOnboard Administratorの診断情報が含まれています。 

ステータス情報 
 

行 説明 

[ステータス] エンクロージャーの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、
および[障害]です。 

[役割] 表示される値は、[アクティブ]または[スタンバイ]です。 

[ベイ番号] Onboard Administratorが取り付けられているベイの物理ベイ番号。 

[温度] Onboard Administratorの温度は摂氏と華氏の両方で測定されます。 

[警告域] エンクロージャーが警告ステータスをレポートする温度。 

[クリティカルしきい値] エンクロージャーがクリティカルステータスを報告する温度。 

 

ハードウェア情報 
 

行 説明 

[デバイス名] Onboard Administratorの共通名称。 

[製造者] Onboard Administratorの製造元の会社名。 
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行 説明 

[ファームウェアバージョン] Onboard Administratorのファームウェアイメージのバージョン。 

[ハードウェアバージョン] エンクロージャーハードウェアのバージョン。 

[製品番号] 追加または交換用のOnboard Administratorの注文時に使用される製品番号。 

[スペア製品番号] 追加または交換用のOnboard Administratorの注文時に使用されるスペア製品番号。 

[シリアル番号] Onboard Administratorの一意のシリアル番号。 

診断情報 

診断情報は、デバイスマイクロコントローラーのポーリングによって収集され（障害が発生していると劣化ステー

タスになります）、または障害をレポートするために（ポーリングされずに）デバイスマイクロコントローラーから

送信されます。 
 

行 説明 

[デバイス識別データ] モデル名、製品番号、およびシリアル番号に関する情報や、デバイスを特定するた
めに使用されるその他の情報が表示されます。この情報は、FRUデータとも呼ばれ
ます。データが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取れな
い場合は、デバイス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]また
は[エラー]です。 

[ファームウェア不一致] Onboard Administratorが2つある場合は、ファームウェアバージョンが低い方の
Onboard Administratorがこのフィールドに表示されます。 

OAバッテリ Onboard Administratorバッテリーのステータスです。表示される値は、[OK]または
[エラー]です。 

 
 

[アクティブOnboard Administrator]の[仮想ボタン]タブ 
Onboard Administratorをリセットするには、[リセット]をクリックします。リセットを実行すると、Onboard 
Administratorからサインアウトされ、切断されることを知らせる確認画面が表示されます。[OK]をクリックして移

行を実行するか、[キャンセル]をクリックして変更せずに終了します。 

Onboard AdministratorモジュールのUIDライトを変更するには、[オン/オフ切り替え]をクリックします。このボタ

ンは、複数の中から特定のOnboard Administratorを指定する場合に便利です。 
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[アクティブOnboard Administrator]の[USB]タブ 

 

[USB]タブは、初期バージョンのc3000 Onboard Administratorボード（ハードウェアのリビジョンレベルA0、B0、
X1、またはX3）が存在する場合にのみ表示されます。 

これらのボードでは、一度に使用できるUSBコントローラーは1台だけです。この画面では、有効にするUSBコン

トローラー（エンクロージャーの背面にあるKVMモジュールのUSBポート用のもの、またはエンクロージャーの前

面にあるDVDドライブとUSBポート用のもの）を選択できます。アクティブなUSBコントローラーを変更すると、

アクティブなOnboard Administratorがリセットされます。 
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[アクティブOnboard Administrator]の[TCP/IP設定]画面 

 

この画面には、アクティブOnboard Administratorの現在のエンクロージャーのTCP/IP設定が表示されます。 

• IPv4情報 

• IPv6の情報 

• 一般情報 

IPv4情報 
    

パラメーター 説明 

[IPアドレス] 割り当てられているIPアドレスのタイプ（静的または動的）
を示す、アクティブOnboard AdministratorのIPv4アドレス。 
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パラメーター 説明 

[ダイナミックDNS] ダイナミックDNSが有効か無効かを示します。ダイナミッ
クDNSは、IPアドレスの新しいレコードまたは変更された
レコードにより、DNSサーバーを更新します。これにより、
アクティブOnboard Administratorに対して動的に割り当て
られたIPアドレスが変更された場合でも、同じホスト名を
使い続けることができます。 

[サブネットマスク] アクティブOnboard Administratorのサブネットマスク。マ
スクは、アクティブOnboard AdministratorのIPアドレスが
属するサブネットを決定します。 

[ゲートウェイ] アクティブOnboard Administratorのサブネットマスク。 
    

IPv6の情報 
    

パラメーター 説明 

[IPv6] アクティブOnboard AdministratorでIPv6が有効になって
いるか無効になっているかを示します。 

[IPv6リンクローカル
アドレス] 

アクティブOnboard AdministratorのリンクローカルIPv6
アドレス。 IPv6が有効な場合は、アクティブOnboard 
Administratorに1つのリンクローカルIPv6アドレスが自動
設定されます。 

[IPv6静的アドレス1] Onboard Administratorの外部NIC IPv6アドレス1 

[IPv6静的アドレス2] Onboard Administratorの外部NIC IPv6アドレス2 

[IPv6静的アドレス3] Onboard Administratorの外部NIC IPv6アドレス3 

[IPv6ダイナミック
DNS] 

ダイナミックDNSが有効か無効かを示します。ダイナミッ
クDNSは、IPアドレスの新しいレコードまたは変更された
レコードにより、DNSサーバーを更新します。これにより、
アクティブOnboard Administratorに対して動的に割り当
てられたIPアドレスが変更された場合でも、同じホスト名
を使い続けることができます。 

[DHCPv6] アクティブOnboard AdministratorでDHCPv6が有効に
なっているか無効になっているかを示します。 

[DHCPv6アドレス] アクティブOnboard AdministratorのDHCPv6アドレス。 

[ルーター広告] ルーター広告が有効か無効かを示します。ルーター広告
は、IPv6アドレスを自動的に構成するために使用されま
す。ルーター広告は、無効化されていると、ブロックされ
るため、エンクロージャー内のすべてのデバイスのSLAAC
アドレスを構成できません。 

[ステートレスアドレ
ス自動構成(SLAAC)] 

アクティブOnboard AdministratorでSLAACが有効になっ
ているか無効になっているかを示します。ルーター広告を
有効にする必要があります。ルーター広告の説明を参照し
てください。 

[ステートレスアドレ
ス自動構成（SLAAC）
アドレス] 

自 動 構 成 さ れ た SLAAC ア ド レ ス で す 。 Onboard 
Administratorは、ルーター広告から受信した情報とMACア
ドレスに基づいて複数のSLAACアドレスを割り当てるこ
とができます。 
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パラメーター 説明 

[現在のデフォルト
ゲートウェイ] 

Onboard Administratorで使用するIPv6デフォルトゲート
ウェイの静的IPv6アドレス。[現在のデフォルトゲートウェ
イ]は、静的デフォルトゲートウェイまたはルーター広告を
介して設定されたゲートウェイのいずれかに設定できま
す。ルーター広告によりIPv6ゲートウェイ設定が提供され
ると、そのゲートウェイ設定で静的IPv6ゲートウェイ設定
が上書きされます。 

[静的デフォルトゲー
トウェイ] 

IPv6デフォルトゲートウェイの静的IPv6アドレスを示し
ます。これは、設定されている場合にのみ表示されます。 

[静的経路1] 関連する静的経路のゲートウェイを介してOnboard 
Administratorが到達可能な外部ネットワークまたはノー
ドのアドレスです。 

[ゲートウェイ (静的
経路) 1] 

[ 静 的 経 路 1] の あ て 先 に 到 達 す る た め に Onboard 
Administratorが使用するゲートウェイのアドレスです。 

[静的経路2] 2つ目のIPv6静的経路です。 

[ゲートウェイ (静的
経路) 2] 

[ 静 的 経 路 2] の あ て 先 に 到 達 す る た め に Onboard 
Administratorが使用するゲートウェイのアドレスです。 

[静的経路3] 3つ目のIPv6静的経路です。 

[ゲートウェイ (静的
経路) 3] 

[ 静 的 経 路 3] の あ て 先 に 到 達 す る た め に Onboard 
Administratorが使用するゲートウェイのアドレスです。 

 

一般情報 
 

パラメーター 説明 

[ ア ク テ ィ ブ IPv4 
DNSサーバー] 

アクティブOnboard Administrator上でアクティブである、
構成されたIPv4 DNSサーバーの一覧を表示します。* 

[プライマリ] アクティブOnboard Administratorで使用する最初のIPv4 
DNSサーバーのIPアドレス。構成されていない場合、[設定
されていません]が表示されます。 

[セカンダリ] アクティブOnboard Administratorで使用する2番目のIPv4 
DNSサーバーのIPアドレス。構成されていない場合、[設定
されていません]が表示されます。 

[ ア ク テ ィ ブ IPv6 
DNSサーバー] 

アクティブOnboard Administrator上でアクティブである、
構成されたIPv6 DNSサーバーの一覧を表示します。* 

[プライマリ]  アクティブOnboard Administratorで使用する最初のIPv6 
DNSサーバーのIPアドレス。構成されていない場合、[設定
されていません]が表示されます。 

[セカンダリ] アクティブOnboard Administratorで使用する2番目のIPv6 
DNSサーバーのIPアドレス。構成されていない場合、[設定
されていません]が表示されます。 

[第3番目] アクティブOnboard Administratorで使用する3番目のIPv6 
DNSサーバーのIPアドレス。構成されていないと、このパ
ラメーターとアドレスは表示されません。 

[第4番目] アクティブOnboard Administratorで使用する4番目のDNS
サーバーのIPアドレス。構成されていないと、このパラメー
ターとアドレスは表示されません。 

[Onboard 
Administrator名] 

アクティブOnboard Administratorの名前（DNSホスト名）。 

[VLAN ID（名）] VLANを識別する一意の番号。VLANモードが有効になって
いる場合にのみ表示されます。 

[MACアドレス] アクティブOnboard Administratorのサブネットマスク。 
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パラメーター 説明 

[ドメイン名] アクティブOnboard Administratorのサブネットマスク。 

[NIC設定] アクティブOnboard AdministratorのNIC設定（自動ネゴシ
エート、デュプレックスモード、速度など）。 

[リンクステータス] NICがネットワークにアクティブに接続されているかどう
かを示します。 

 

* Onboard AdministratorがDNSサーバーを使用する順序は、[IPv4設定]タブ（114ページ）と[IPv6設定]タブ（116ページ）
で説明されています。 

TCP/IP設定を変更するには、[ここをクリック]を選択します。 

変更可能なTCP/IP設定については、エンクロージャーのTCP/IP設定の[IPv4設定]タブ（114ページ）および[IPv6設
定]タブ（116ページ）を参照してください。 

 

証明書管理の[情報]タブ 

 

[情報]タブ 

この画面には、Onboard Administratorによって現在使用されているSSL証明書の詳細が表示されます。SSL証明書

は、Onboard Administratorのアイデンティティを認証するために使用され、基礎となるHTTPサーバーによって、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要求されます。 
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最初の起動時に、Onboard Administratorは、10年間有効のデフォルトの自己署名SSL証明書を生成します。この証

明書は、Onboard Administratorの名前に対して発行されます。このデフォルト証明書は自己署名されているため、

「発行元」フィールドも同じ名前に設定されます。 

ステータス情報 
 

行 説明 

[認証情報共通名(CN)] 証明書の共通題名。 
 

証明書情報 
 

行 説明 

[発行元] 証明書を発行した認証機関 

[発効日] 証明書が有効になる日時 

[有効期限] 証明書の期限が切れる日時 

[シリアル番号] 認証機関によって証明書に割り当てられるシリアル番号 

[バージョン] 現在の証明書のバージョン番号 

[MD5指紋] 信頼性の確認方法。証明書に組み込まれています。 

[SHA1指紋] 信頼性の確認方法。証明書に組み込まれています。 

[パブリックキー] パブリックキーの名前。 
 

必要な情報 
 

行 説明 

[国(C)] Onboard Administratorが使用されている国を特定する2文字の国別コード。 

[州または県(ST)] Onboard Administratorがある都道府県名。 

[都市または地域(L)] Onboard Administratorがある都市または地方。 

[組織名(O)] このOnboard Administratorを所有する会社。 
 

オプションデータ 
 

行 説明 

[別名] Onboard Administratorの別名。 

[コンタクト先] Onboard Administratorの責任者。 

[E-Mailアドレス] Onboard Administratorの担当者の電子メールアドレス。 

[組織ユニット] Onboard Administratorを所有する企業または組織内の単位 

[姓] Onboard Administratorの責任者の姓。 

[名] Onboard Administratorの責任者の名。 

[イニシャル] Onboard Administratorの責任者のイニシャル。 

[DN有資格者] Onboard Administratorの有資格者の識別名。 
 

証明書署名要求属性 
 

行 説明 

[構造化されていない名前] 追加情報。 
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[証明書リクエスト]タブ 
[証明書リクエスト]タブを使用して、自己署名証明書または認証機関への標準化された証明書署名要求を生成するた

めに必要な情報を入力できます。 

 

必要な情報 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[国(C)] 1～2文字。使用できる文字
は、すべての英数字、スペー
ス、および句読記号文字
（'、(、)、+、,、-、.、/、:、
=、?）です。 

Onboard Administratorが使用されている国を特定する有
効な国別コード。 

[州または県(ST)] 有効な文字数は、1～30文字
です。 

Onboard Administratorがある都道府県名。 

[都市または地域(L)] 有効な文字数は、1～50文字
です。 

Onboard Administratorがある都市または地方。 

[組織名(O)] 有効な文字数は、1～60文字
です。 

このOnboard Administratorを所有する組織。証明書署名要
求を生成するためにこの情報が使用される場合、証明書を
発行する認証機関は、証明書を要求している組織に特定の
会社名または組織名を主張する法的資格があることを確
認できます。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[共通名（CN）] 有効な文字数は、1～60文字
です。セキュリティアラート
を防止するために、この
フィールドの値は、Webブラ
ウザーによって認識される
ホスト名と正確に一致する
必要があります。Webブラウ
ザーは、解決されたWebアド
レスのホスト名と証明書の
ホスト名を比較します。たと
えば、アドレスフィールドの
Webアドレスがhttps://oa-
001635.xyz.comの場合、値は
oa-001635.xyz.comである必
要があります。 

Webブラウザーのアドレスフィールドに表示される
Onboard Administrator名。この証明書属性は通常、
Common Name（一般名）と呼ばれます。 

 

スタンバイ状態のOnboard Administratorの証明書の要求を含める場合は、[スタンバイOAホスト名]を選択します。

[スタンバイ共通名 (CN)]フィールドに情報（1～60文字）を入力します。この選択項目は、エンクロージャーにス

タンバイ状態のOnboard Administratorがある場合にのみ表示されます。 

オプション情報 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[別名] 0～511文字。 Onboard Administratorの別名。この名前はX509v3 Subject 
Alternative Name拡張属性を作成するために使用されま
す。このフィールドは、空にするか、カンマ区切りのキー
ワード:値のペアのリストを含める必要があります。有効
なキーワード:値のエントリーには、IP:<IPアドレス>と
DNS:<ドメイン名>が含まれます。 

[コンタクト先] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorの責任者。 

[E-Mailアドレス] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorに責任を持つ連絡担当者の電子
メールアドレス。 

[組織ユニット] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorを所有する企業または組織内の単位 

[姓] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorの責任者の姓。 

[名] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorの責任者の名。 

[イニシャル] 有効な文字数は、0～20文字
です。 

Onboard Administratorの責任者のイニシャル。 

[DN有資格者] 有効な文字数は、0～60文字
です。使用できる文字は、す
べての英数字、スペース、お
よび句読記号文字（'、(、)、
+、,、-、.、/、:、=、?）です。 

Onboard Administratorの有資格者の識別名。 

 

証明書署名要求属性 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[パスワード入力] 0～30文字。 証明書署名要求用のパスワード。 

[パスワードの確認] 0～30文字。 [パスワード入力]の確認。 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[構造化されていない 
名前] 

0～60文字。 追加の情報（Onboard Administratorに割り当てた非構造化
名など）。 

 

自己署名証明書または標準化された証明書署名要求を生成するには、[適用]をクリックします。 

標準化された証明書署名要求 

この画面には、Onboard Administratorによって生成される標準化された証明書署名要求が表示されます。テキスト

ボックス内の要求の内容は、署名のために、任意で、認証機関に送信できます。認証機関によって署名されて返信

された証明書は、[証明書のアップロード]タブにアップロードできます。 

この証明書要求が生成されたときに、Onboard Administratorに静的IPアドレスが設定されている場合、証明書要求

はその静的IPアドレスに発行されます。静的IPアドレスが設定されていない場合は、Onboard Administratorの動的

DNS名に発行されます。証明書は、デフォルトで、10年間の有効期間を要求します（この値は現時点では変更でき

ません）。 

要求を認証機関に送信する場合は、以下の点を確認してください。 

1. サーバーのOnboard Administrator URLを使用する。 

2. RAW形式で生成される証明書を要求する。 

3. 証明書のBegin行およびEnd行を含むようにする。 
 

[証明書のアップロード]タブ 
Onboard Administratorで使用する証明書をアップロードするには、ユーザーが管理者アカウントでログインする必

要があります。 

Onboard Administratorで使用する証明書は、次の2つの方法でアップロードできます。 

• 証明書の内容をテキストフィールドに貼り付け、[アップロード]をクリックする。 

• 証明書のURLをURLフィールドに貼り付け、[適用]をクリックする。 

アップロードする証明書は、この特定のOnboard Administratorのために送信された証明書要求に対して認証機関に

よって署名されたものである必要があります。そうでない場合は、証明書は証明書要求の生成に使用したプライベー

トキーと一致せず、証明書が拒否されます。また、Onboard Administratorドメインが破壊またはインポートしなお

された場合は、証明書要求を生成する手順を繰り返す必要があります。プライベートキーが破壊され、Onboard 
Administratorドメインとともに再作成されているため、証明書には認証機関の署名が再交付されます。 

新しい証明書がOnboard Administratorによって正常に受け付けられ、インストールされると、自動的にサインアウ

トされます。新しい証明書を有効にするには、HTTPサーバーを再起動する必要があります。 
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ファームウェアのアップデート 

 
  

 注意：ファームウェアアップグレードが進行中の場合、Onboard Administratorモジュールをシャッ

トダウンしたり切断したりしないでください。Onboard Administratorまたはサーバーブレードが

使用不能になる可能性があります。 
  

この画面には、Onboard Administrator（アクティブなOnboard Administratorとスタンバイ状態のOnboard 
Administratorの両方）に現在インストールされているファームウェアバージョンが表示されます。また、Onboard 
Administratorの現在のハードウェアバージョンも表示されます。 

Onboard Administratorの最新バージョンのファームウェアを取得するには、Onboard AdministratorのWebサイト

（http://www.hpe.com/info/oa）を参照してください。HPE BladeSystem c3000およびc7000エンクロージャー内

のOnboard Administratorモジュールをアップグレードする方法について詳しくは、「HPE BladeSystemエンクロー

ジャー内のOnboard Administratorモジュールのアップグレード（192ページ）」を参照してください。 

[ファームウェアの同期] 

アクティブおよびスタンバイ状態のOnboard Administratorのファームウェアを同じバージョンに同期するには、

[ファームウェアの同期]をクリックします。このボタンをクリックすると、最新のファームウェアバージョンを搭

載するOnboard Administratorのフラッシュコンテンツからファームウェアイメージが作成され、最も古いファーム

ウェアバージョンを搭載しているOnboard Administratorにフラッシュされます。アップグレードされるOnboard 
Administratorは、ファームウェアのフラッシュ後に再起動します。 

ファームウェアの同期機能を使用するには： 

• 両方のOnboard Administratorが、ファームウェアバージョン2.10以降を実行している必要があります。 

• アクティブなOnboard AdministratorでVLANが有効になっている場合は、スタンバイ状態のOnboard 
AdministratorのファームウェアにVLAN機能との互換性がある必要があります。スタンバイ状態のOnboard 
AdministratorのファームウェアがVLANをサポートしない古いバージョンである場合は、スタンバイ状態の

Onboard Administratorを取り外し、別のエンクロージャーからファームウェアを互換性のあるバージョンに更

新する必要があります。 

ファームウェアのダウングレード 

[強制ダウングレード] - Onboard Administratorを以前のバージョンに強制的にダウングレードする場合に使用しま

す。このオプションを選択すると、強制的にファームウェアのダウングレードが実行されます。現在の設定のうち、

http://www.hpe.com/info/oa
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以前のバージョンに対応していない設定は失われる可能性があります。Onboard AdministratorがVCモードで、かつ

IPv6が有効な場合、Virtual Connect ManagerはOnboard Administratorに想定される最小のファームウェアバージョ

ンを指定することがあります。このような状況になり、ダウングレードの前にOnboard Administrator IPv6通信を無

効にすると、VCが旧バージョンのOnboard Administratorで動作できるようになります。 
  

 注：この機能は、FIPSモードON/DEBUGの間、無効になっています。 

  

ファームウェアのアップデート 
  

 注意：FIPSモードがON/DEBUGの場合、Onboard Administrator 4.40以前のバージョンから最新のバージョ

ンへアップグレードすると、管理者ユーザー、バーチャルコネクトユーザーなどの予約済みアカウントを

含む作成済みの21のローカルユーザーアカウントが保持されます。残りのユーザーは削除されます。 
  

  

 注：バージョン3.50より前のOAファームウェアからバージョン4.50以降に更新する場合は、まずOA 
3.50への中間更新が必要です。[ファームウェアアップデート]画面からOAファームウェアを更新する場

合は、この中間更新を手動で実行してからOAバージョン4.50以降に更新する必要があります。中間の

OA 3.50ファームウェアは、Onboard AdministratorのWebサイト（http://www.hpe.com/support/BLc-
OAFirmware-CN-ja）からダウンロードできます。 
FW ISOからOAファームウェアを更新する場合や、[アクティブOnboard Administratorファームウェアアッ

プデート]画面からファームウェアの同期機能を使用する場合は、手動の中間更新は必要ありません。 
  

[ローカルファイル] - アクティブなOnboard Administrator上のファームウェアをローカルファイルから更新するには、

参照ウィンドウを開いてファームウェアイメージファイルを選択するか、ファームウェアイメージファイルのパスを

テキストボックスに入力できます。ファイルパスの最大文字数は、256です。[アップロード]をクリックします。 

[イメージURL] - Webサーバー上のファイルから、アクティブなOnboard Administrator上のファームウェアを更新

します。 

a. 「http://」に続けて、ファームウェアイメージファイルのパスを入力します。サポートされるプロトコル

はHTTP、FTP、およびTFTPです。URLの形式は、protocol://host/path/filenameです。IPv6ア
ドレスのURL構文は次のとおりです。 

protocol://[<ipv6 address>]/path/file 

URLの最大長は511文字です。 
FTPサーバーが匿名ログインをサポートしていない場合、ftp://username:password@host/path/
filenameという形式のURLを使用してユーザー名とパスワードを指定できます。 

  

 注：FTPプロトコルを使用している場合は、この形式でイメージのURLパスを指定します。

ftp://user:password@//host/path/filenameのように、URLのhost/path/filenameの部分の前にスラッシュ

を2つ（//）指定します。 
  

  

 注：Onboard Administrator v4.11から動作が変更され、スラッシュを1つしか指定しないと、一部のFTP
サーバーでは、ホームディレクトリを相対ルートパス（/home/user/path/filename）としてイメージファ

イルが検索されます。推奨どおりスラッシュを2つ指定すると、絶対パスで（/path/filename）イメージ

が検索されます。 
  

b. URLを入力して[適用]をクリックします。 

c. [アップロード]または[適用]をクリックすると、ファームウェアのダウンロードの進捗状況を示すウィンド

ウが表示されます。ダウンロードの完了時に、Onboard Administratorからサインオフした状態になり、再

びサインインする必要があります。 

[USBファイル] - アクティブなOnboard Administrator上のファームウェアをUSBキーにあるイメージから更新する

には、メニューからファイルを選択し、[適用]をクリックします。このフィールドは、USBキーがアクティブOnboard 
AdministratorのUSBポートで検出され、ファームウェアイメージがUSBキーに存在する場合にのみ表示されます。

FAT32でフォーマットされたUSBキーのサポートされている最大ファイルサイズは、4 GBです。4 GBを超えるSPP
イメージの場合は、ext2でフォーマットされたUSBキーを使用します。 

ファームウェアの更新を開始すると、タイマーが表示され、他のユーザーには、エンクロージャーの電源が切断さ

れて再起動することを通知するダイアログボックスが表示されます。エンクロージャーを再起動した後で、再びサ

インインする必要があります。 

http://www.hpe.com/support/BLc-OAFirmware-CN-ja
http://www.hpe.com/support/BLc-OAFirmware-CN-ja
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2つのエンクロージャーが接続されている場合、ファームウェア更新プロセスでは、最初にスタンバイ状態の

Onboard Administratorがフラッシュされ、次にプライマリOnboard Administratorがフラッシュされます。ファーム

ウェアの更新直後に接続できない場合は、エンクロージャーがネットワーク上で利用可能になるまで30秒間待って

ください。 

エンクロージャーファームウェア管理 

ファームウェアISO上のイメージからOnboard Administrator を更新します。エンクロージャーファームウェア管理

を有効にし、エンクロージャーファームウェア管理設定で有効なURLを指定する必要があります。詳しくは、「エン

クロージャーファームウェア管理」（170ページ）を参照してください。 

Onboard Administratorを更新するには、[適用]をクリックします。 

旧バージョンのインストール 

旧バージョンのファームウェアをインストールするには、画面の[ファームウェア情報]セクションの[強制ダウング

レード]ボックスを選択します。ローカルで参照ウィンドウから選択するか、入力ボックスを使用してURLを指定し

て、ファームウェアファイルを選択します。Onboard Administratorファームウェアを2.31以前にダウングレードす

ると、最初の5つを除くディレクトリグループはすべて失われます。2.31より新しいバージョンのOnboard 
Administratorがサポートするグループの数は30ですが、2.31以前のバージョンでは5つしかサポートされません。6
つ目以降のグループのディレクトリユーザーはロックアウトされます。 

IPv6を有効にして旧バージョンにダウングレードする場合、VCはOnboard Administratorに最小のファームウェア

バージョンを要求します。このダウングレードを続行するには、IPv6を無効にして再試行してください。 
 

HPE BladeSystemエンクロージャー内のOnboard Administratorモジュールのアップグレード 
1. OAアップグレードモジュールをエンクロージャーに挿入します。 

2つのOAモジュールが搭載されたc7000エンクロージャーの場合は、元のスタンバイOAをOAアップグレード

モジュールと交換します。 

1つのOAモジュールのみが搭載されたc7000エンクロージャーの場合は、OAアップグレードモジュールを空

のOAモジュールスロットに挿入します。 

2つのOAモジュールが搭載されたc3000エンクロージャーの場合は、交換するOAモジュールがスタンバイ

モードであることを確認します。スタンバイOAモジュールをOAアップグレードモジュールと交換します。 

2. アクティブOAのファームウェアを、アクティブOA上ですでに稼働しているのと同じファームウェアバージョ

ンに更新します。この手順を実行するには、OAのファームウェアbinファイルが格納され、アクティブOAに
挿入されているFAT32フォーマットのUSBキーからファームウェアを更新します（以下のメニューの例を参

照）。これにより、OAアップグレードモジュールで同じバージョンのファームウェアが動作することになりま

す。また、エンクロージャー構成をOAアップグレードモジュールと同期化することにもなります。 

 
3. 2つのOAモジュールが搭載されたc7000エンクロージャーの場合は、残された元のOAモジュールがスタンバ

イモードであることを確認します。残された元のOAモジュールを取り外し、2つ目のOAアップグレードモ

ジュールを挿入します。エンクロージャーにOAモジュールが1つしかない場合は、次の手順に進みます。 
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a. 2つ目のOAアップグレードモジュールがもう一方のOAアップグレードモジュールに自動的に同期された

ことを確認します。これを行うには、[ラックファームウェア]画面（101ページ）を調べて、そのエンクロー

ジャー内のOAファームウェアのバージョンを比較します。 

b. ファームウェアのバージョンが一致しない場合は、アクティブOAファームウェアを更新します。これに

より、エンクロージャー構成がアクティブOAに同期化されます。 

4. 1つのOAモジュールのみが搭載されたc7000エンクロージャーの場合は、手順1および2を実行した後に、元の

OAモジュールを取り外します。これで、エンクロージャーのアップグレードプロセスが完了します。 
 

[アクティブOnboard Administrator]の[言語パック]タブ 

 

この画面にはインストールされた言語パックの一覧が表示されます。英語は内蔵されており、削除することはでき

ません。言語パックを使用して、1つだけ追加の言語を追加することができます。新しい言語パックを追加すると、

既存の言語パックが自動的に削除されます。既存の言語パックを削除するには、チェックボックスを選択して[削除]
をクリックします。 

言語パックの追加には、以下の2つの方法があります。 

• アップロード—ローカルファイルから言語パックを追加するには、言語パックファイルを参照するか、テキス

トボックスに言語パックファイルのパスを入力します。ファイルパスの最大文字数は、256です。[アップロー

ド]をクリックします。 

• ダウンロード—Webサーバーにあるファイルから言語パックを追加するには、ファームウェアイメージファイルの

http://パスを入力します。ファイルパスの最大文字数は、255です。サポートされるプロトコルはHTTP、FTP、お

よびTFTPです。URLの形式は、protocol://host/path/filenameです。URLを入力して[適用]をクリックします。[アッ

プロード]または[適用]をクリックすると、ファームウェアのダウンロードの進捗状況を示すウィンドウが表示され

ます。ダウンロードが完了すると、言語パックが追加されたことを示すポップアップウィンドウが表示されます。 
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言語パックをインストールした後、現在のブラウザーの言語設定オプション（推奨）またはOnboard Administrator
のユーザー設定オプションを使用して、Onboard Administrator GUIにその言語を表示できます。 

• 使用するブラウザーの設定を言語設定に使用するには、ブラウザーの優先言語リストの先頭にその言語を追加

し、Onboard Administratorの[ユーザー設定]（54ページ）画面を使用して[ブラウザーの設定を使用]を選択し

ます。この方法が推奨されるのは、同じ言語が他のOnboard Administrator GUIにインストールされ、その[ユー

ザー設定]の設定がデフォルトの[ブラウザーの設定を使用]である場合に、このブラウザーを使用するOnboard 
Administrator GUIの後続のセッションと、他のOnboard Administratorとのセッションに、この設定が適用され

るからです。 

• Onboard Administratorの[ユーザー設定]（54ページ）画面を使用して特定の言語を表示するには、使用可能な

言語の[ユーザー設定]のリストから言語を選択して、[適用]をクリックします。この設定は、ブラウザーの現

在の言語優先設定よりも優先され、同じOnboard Administratorに接続する以降のGUIセッションでも維持され

ます。ただし、他のOnboard AdministratorとのGUIセッションには適用されません。（この設定は、現在の

Onboard AdministratorのIPアドレスに対してのみ有効なクッキーに依存します。IPアドレスが変更された場合、

この設定は新しいアドレスから再度適用されなければなりません）。選択した言語をOnboard Administratorの
GUIのすべてのページで確実に継承させるには、[ユーザー設定]画面の下部にある[更新]をクリックします。 

これらの各設定はブラウザーに固有のものです。たとえば、Internet Explorerの言語設定は、Firefoxの設定には影響

しません。すべてのブラウザーで同じ方式を使用する必要はありません。優先言語を設定した後に、設定を有効に

するために、Webページの更新か再ロードが必要となる場合があります。 
  

 注：表示言語が正しく読み込まれない場合は、ブラウザーのキャッシュを消去したり、ブラウザーの更

新または再読み込みをして、アプリケーションを更新してください。 
  

リンクされているエンクロージャーでプライマリエンクロージャーにログインする場合は、リンクされているすべ

てのエンクロージャーに、インストールされている言語パックの互換バージョンがあることを確認してください。 
 

[システムログ] 
[システムログ]には、Onboard Administrator内のイベントのログ情報が表示されます。 

イベントはリストの上から下へ順に記録されるため、最後にログ記録されたイベントはリストの一番上に表示され

ます。システムログは、ログ画面の右側にあるスクロールバーを使用してスクロールできます（ログが表示ボック

スに入りきらない場合）。 

ログの最大容量は約18 KBです。ログがこの容量に達すると、先に記録されたイベントから順に自動的に削除され

ます（ファーストインファーストアウト方式）。 

システムログに記録されたすべてのイベントのリストをクリアするには、システムログ表示の右下にある[ログのク

リア]ボタンをクリックしてください。 

拡張システムログ 

Onboard Administratorは300 KBの最新システムログ履歴を自動的に保存します。この拡張システムログは、再起動、

再開始、および電源オフの操作が正常に実行された場合、その操作中に保持されます。最適な環境では、Onboard 
Administratorは最大400 KBの最新システムログ履歴を自動的に保存します。Onboard Administratorへの電源が予定

外に取り外された場合、またはOnboard Administratorが適切なシャットダウンを行わないでエンクロージャーから

取り外された場合、拡張システムログの最新部分（保存されていない）が失われる可能性があります。 

拡張システムログを表示するには、CLIのSHOW SYSLOG HISTORYコマンドを使用します。 

リモートシステムロギング 

リモートシステムログを使用すると、Onboard Administratorのsyslogメッセージをネットワーク上のリモートサー

バーに送信して永続的に保存することができます。この機能をセットアップするには、[ログオプション]タブ（195
ページ）を使用します。 
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[ログオプション]タブ 
この画面では、永続的に保存するために、ネットワーク上にあるリモートサーバーにシステムログメッセージを送

信できます。デフォルトでは、ローカルシステムのログが有効になっています。システムログの設定を管理するに

は、ユーザーがOAベイの権限を持つAdministratorまたはOperatorでなければなりません。 

syslogメッセージは、Onboard Administratorから、UDPプロトコルを使用して、ユーザーが指定できるポートで送

信されます。デフォルトのリモートsyslogポートは514です。 

Onboard Administratorのリモートシステムログ機能は、RFC3164（http://www.ietf.org/rfc/rfc3164.txt）のガイド

ラインに従っています。 

ほとんどのLinuxシステムでは、リモートシステムログ機能は、「-r」オプションを付けてsyslogを開始することで有

効になります。リモートsyslogポートは、ファイアウォールでも開いている必要があります。詳しい情報について

は、ご使用のディストリビューションのドキュメントを参照してください。Windows®オペレーティングシステム

では、リモートシステムログはネイティブサポートされていません。UDPポート514または指定されたsyslogポート

をリスンする任意のアプリケーションで、Onboard Administratorからのリモートシステムログメッセージを受信で

きます。 

システムログメッセージをリモートホストに送信するには、[リモートシステムロギングを有効]チェックボックス

を選択します。サーバーとポートを指定します。 

設定時に、GUIの[テストリモートログ]ボタンまたはCLIのTEST SYSLOGコマンドを使用して、Onboard Administrator
のリモートシステムログ機能をテストできます。 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[Syslogサーバーアドレス] • IPv4アドレス -  
###.###.###.###。ここで、
###は0～255の範囲です。 

• IPv6アドレス -  
####:####:####:####:####:
####:####:####。ここで、
####は0～FFFFの範囲です。 

• DNS名 - 1～64文字。すべて
の英数字、およびダッシュ（-）
を使用可能。 

リモートホストのIPv4アドレス、IPv6アドレス、
またはDNS名。* 

[ポート] 1～65535の整数。 リモートホストのIPポート。 
* リモートのシステムログサーバーは、IPv6アドレスで示します。 
 

リモートホストのアドレスおよびローカルシステムのログにテストメッセージを送信するには、[テストリモートロ

グ]をクリックします。この機能を使用するには、リモートシステムへのログ機能を有効にする必要があります。 

設定を保存するには、[適用]をクリックします。 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3164.txt
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スタンバイOnboard Administratorのモジュール 

[スタンバイOnboard Administrator]画面 
2個目のOnboard Administratorをエンクロージャーに取り付けると、スタンバイ状態のOnboard Administratorになり

ます。スタンバイ状態のOnboard Administratorは、通常、エンクロージャー背面の空いているOnboard Administrator
トレイに取り付けられます。[アクティブからスタンバイ]画面を選択すると、Onboard Administratorユーザーイン

ターフェイス内で強制的に移行を実行して、アクティブなOnboard Administratorをスタンバイ状態のOnboard 
Administratorにすることができます。 

アクティブ/スタンバイ関係を実現するには、2個のOnboard Administratorモジュールに同じバージョンのファーム

ウェアがインストールされている必要があります。ファームウェアバージョンが一致しない場合、Insight Display
およびOnboard Administratorのメインステータス画面は、このエラーを識別して、SNMPによってユーザーに警告

します（SNMPが有効の場合）。 

 

2個のOnboard Administratorを使用する場合、各Onboard Administratorは、一意のIPアドレスを持ちます。Insight 
Displayを参照して、アクティブなOnboard Administratorとスタンバイ状態のOnboard AdministratorのIPアドレスを

取得し、それらをメモしてください。背面からエンクロージャーを見ると、左側のベイがベイ1で、右側のベイがベ

イ2です。アクティブOnboard AdministratorをスタンバイOnboard Administratorに移行しても、DNSホスト名とIP
アドレスは同じままです。新しいアクティブなOnboard Administratorに接続するには、ブラウザーを完全に閉じて、

それまでスタンバイ状態だったOnboard Administratorのホスト名またはIPアドレスに接続する必要があります。 

[ステータス]、[情報]、および[仮想ボタン]タブ 

[ステータス]、[情報]、および[仮想ボタン]タブに含まれる情報は、アクティブOnboard Administratorのものと同じ

です。これらのタブについては、「[アクティブOnboard Administrator]画面」（179ページ）を参照してください。 

ネットワークケーブルがスタンバイOnboard Administratorに接続されているか取り外された場合、対応するネット

ワークのリンクステータスの変更を識別するSNMPトラップ（有効な場合）がアクティブOnboard Administratorに
よって送信されます。 
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スタンバイOnboard Administratorの[仮想ボタン]タブ 
Onboard Administratorをリセットするには、[リセット]をクリックします。リセットを実行すると、Onboard 
Administratorからサインアウトされ、切断されることを知らせる確認画面が表示されます。[OK]をクリックして移

行を実行するか、[キャンセル]をクリックして変更せずに終了します。 

Onboard AdministratorモジュールのUIDライトを変更するには、[オン/オフ切り替え]をクリックします。UIDライト

は、複数の中から特定のOnboard Administratorを識別します。 
 

アクティブOAからスタンバイOAのTCP/IP設定の表示 

 

この画面はアクティブOnboard Administrator GUIから見える画面であり、スタンバイ状態のOnboard Administrator
に対するエンクロージャーの現在のTCP/IP設定が表示されます。 
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この画面に表示されるTCP/IP設定については、「[アクティブOnboard Administrator]の[TCP/IP設定]画面（182ペー

ジ）」を参照してください。 

TCP/IP設定を変更するには、[ここをクリック]を選択します。変更可能なTCP/IP設定については、「エンクロージャー

のTCP/IP設定（114ページ）」を参照してください。 

スタンバイOnboard Administrator GUIからスタンバイTCP/IP設定を表示 

スタンバイOnboard Administrator GUIから表示される[TCP/IP設定]画面には、次の4つのタブがあります。 

• IPv4設定 

• IPv6設定 

• NICオプション 

• アドバンスト設定 

これらのタブには前の画面例で見られる設定が表示されており、設定の多くを直接変更することもできます。 

[IPv4 Settings and IPv6 Settings]タブでは、アクティブOnboard Administrator GUIの[エンクロージャーのTCP/IP設
定]画面の対応するタブから変更可能な設定のほとんどを変更することができます。例外は、以下の各項で説明しま

す。[NICオプション]および[アドバンスト設定]タブでは、アクティブOnboard Administrator GUIの[エンクロー

ジャーのTCP/IP設定]画面の対応するタブから同じ設定を変更することができます。 

IPv4設定の例外 

スタンバイOnboard Administrator GUIから[エンクロージャーIPモード]設定を変更することはできません。この設

定はアクティブOnboard Administrator GUIのエンクロージャーのTCP/IP設定の[IPv4設定]タブ（114ページ）から変

更してください。 

IPv6設定の例外 

スタンバイOnboard Administrator GUIから次の設定を変更することはできません。これらの設定はアクティブ

Onboard Administrator GUIのエンクロージャーのTCP/IP設定の[IPv6設定]タブ（116ページ）を使用して変更してく

ださい。 

• エンクロージャーIPモード 

• IPv6を有効 

• ルーター広告を有効 

• SLAACを有効 

• DHCPv6を有効 
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スタンバイOnboard Administratorの証明書管理の[情報]タブ 

 

[情報]タブ 

この画面には、Onboard Administratorによって現在使用されているSSL証明書の詳細が表示されます。SSL証明書

は、Onboard Administratorのアイデンティティを認証するために使用され、基礎となるHTTPサーバーによって、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要求されます。 

最初の起動時に、Onboard Administratorは、10年間有効のデフォルトの自己署名SSL証明書を生成します。この証

明書は、Onboard Administratorの名前に対して発行されます。このデフォルト証明書は自己署名されているため、

「発行元」フィールドも同じ名前に設定されます。 
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ステータス情報 
 

行 説明 

[認証情報共通名(CN)] 証明書の共通題名。 
 

証明書情報 
 

行 説明 

[発行元] 証明書を発行した認証機関 

[発効日] 証明書が有効になる日時 

[有効期限] 証明書の期限が切れる日時 

[シリアル番号] 認証機関によって証明書に割り当てられるシリアル番号 

[バージョン] 現在の証明書のバージョン番号 

[MD5指紋] 信頼性の確認方法。証明書に組み込まれています。 

[SHA1指紋] 信頼性の確認方法。証明書に組み込まれています。 

[パブリックキー] パブリックキーの名前。 
 

必要な情報 
 

行 説明 

[国(C)] Onboard Administratorが使用されている国を特定する2文字の国別コード。 

[州または県(ST)] Onboard Administratorがある都道府県名。 

[都市または地域(L)] Onboard Administratorがある都市または地方。 

[組織名(O)] このOnboard Administratorを所有する会社。 
 

オプションデータ 
 

行 説明 

[別名] Onboard Administratorの別名。 

[コンタクト先] Onboard Administratorの責任者。 

[E-Mailアドレス] Onboard Administratorの担当者の電子メールアドレス。 

[組織ユニット] Onboard Administratorを所有する企業または組織内の単位 

[姓] Onboard Administratorの責任者の姓。 

[名] Onboard Administratorの責任者の名。 

[イニシャル] Onboard Administratorの責任者のイニシャル。 

[DN有資格者] Onboard Administratorの有資格者の識別名。 
 

証明書署名要求属性 
 

行 説明 

[構造化されていない 
名前] 

追加情報。 
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スタンバイ[証明書リクエスト]タブ 
スタンバイ[証明書リクエスト]タブを使用して、自己署名証明書または認証機関への標準化された証明書署名要求を

生成するために必要な情報を入力できます。 

必要な情報 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[国(C)] 1～2文字。使用できる文字
は、すべての英数字、スペー
ス、および句読記号文字（'、
(、)、+、,、-、.、/、:、=、?）
です。 

Onboard Administratorが使用されている国を特定する有
効な国別コード。 

[州または県(ST)] 有効な文字数は、1～30文字
です。 

Onboard Administratorがある都道府県名。 

[都市または地域(L)] 有効な文字数は、1～50文字
です。 

Onboard Administratorがある都市または地方。 

[組織名(O)] 有効な文字数は、1～60文字
です。 

このOnboard Administratorを所有する組織。証明書署名要
求を生成するためにこの情報が使用される場合、証明書を
発行する認証機関は、証明書を要求している組織に特定の
会社名または組織名を主張する法的資格があることを確
認できます。 

[共通名（CN）] 有効な文字数は、1～60文字
です。セキュリティアラート
を防止するために、この
フィールドの値は、Webブ
ラウザーによって認識され
るホスト名と正確に一致す
る必要があります。Webブ
ラウザーは、解決された
Webアドレスのホスト名と
証明書のホスト名を比較し
ます。たとえば、アドレス
フィールドのWebアドレス
がhttps://oa-001635.xyz.
comの場合、値はoa-001635.
xyz.comである必要があり
ます。 

Webブラウザーのアドレスフィールドに表示される
Onboard Administrator名。この証明書属性は通常、
Common Name（一般名）と呼ばれます。 

 

アクティブOnboard Administrator証明書の要求を含めるには、[アクティブOAホスト名]を選択します。[アクティブ 
共通名（CN）]フィールドに情報（1～60文字）を入力します。 

オプション情報 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[別名] 0～511文字。 Onboard Administratorの別名。この名前はX509v3 Subject 
Alternative Name拡張属性を作成するために使用されま
す。このフィールドは、空にするか、カンマ区切りのキー
ワード:値のペアのリストを含める必要があります。有効
なキーワード:値のエントリーには、IP:<IPアドレス>と
DNS:<ドメイン名>が含まれます。 

[コンタクト先] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorの責任者。 

[E-Mailアドレス] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorに責任を持つ連絡担当者の電子
メールアドレス。 

[組織ユニット] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorを所有する企業または組織内の 
単位 
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フィールド 指定可能な値 説明 

[姓] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorの責任者の姓。 

[名] 有効な文字数は、0～60文字
です。 

Onboard Administratorの責任者の名。 

[イニシャル] 有効な文字数は、0～20文字
です。 

Onboard Administratorの責任者のイニシャル。 

[DN有資格者] 有効な文字数は、0～60文字
です。使用できる文字は、す
べての英数字、スペース、お
よび句読記号文字（'、(、)、
+、,、-、.、/、:、=、?）です。 

Onboard Administratorの有資格者の識別名。 

 

証明書署名要求属性 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[パスワード入力] 0～30文字。 証明書署名要求用のパスワード。 

[パスワードの確認] 0～30文字。 [パスワード入力]の確認。 

[構造化されていない 
名前] 

0～60文字。 追加の情報（Onboard Administratorに割り当てた非構造化
名など）。 

 

自己署名証明書または標準化された証明書署名要求を生成するには、[適用]をクリックします。 

標準化された証明書署名要求 

この画面には、Onboard Administratorによって生成される標準化された証明書署名要求が表示されます。テキスト

ボックス内の要求の内容は、署名のために、任意で、認証機関に送信できます。認証機関によって署名されて返信

された証明書は、[証明書のアップロード]タブにアップロードできます。 

この証明書要求が生成されたときに、Onboard Administratorに静的IPアドレスが設定されている場合、証明書要求

はその静的IPアドレスに発行されます。静的IPアドレスが設定されていない場合は、Onboard Administratorの動的

DNS名に発行されます。証明書は、デフォルトで、10年間の有効期間を要求します（この値は現時点では変更でき

ません）。 

要求を認証機関に送信する場合は、以下の点を確認してください。 

1. サーバーのOnboard Administrator URLを使用する。 

2. RAW形式で生成される証明書を要求する。 

3. 証明書のBegin行およびEnd行を含むようにする。 
 

スタンバイ[証明書のアップロード]タブ 
Onboard Administratorで使用する証明書は、次の2つの方法でアップロードできます。 

• 証明書の内容をテキストフィールドに貼り付け、[アップロード]をクリックする。 

• 証明書のURLをURLフィールドに貼り付け、[適用]をクリックする。 

アップロードする証明書は、この特定のOnboard Administratorのために送信された証明書要求に対して認証機関に

よって署名されたものである必要があります。そうでない場合は、証明書は証明書要求の生成に使用したプライベー

トキーと一致せず、証明書が拒否されます。また、Onboard Administratorドメインが破壊またはインポートしなお

された場合は、証明書要求を生成する手順を繰り返す必要があります。プライベートキーが破壊され、Onboard 
Administratorドメインとともに再作成されているため、証明書には認証機関の署名が再交付されます。 

新しい証明書がOnboard Administratorによって正常に受け付けられ、インストールされると、自動的にサインアウ

トされます。新しい証明書を有効にするには、HTTPサーバーを再起動する必要があります。 

システムログのサブカテゴリについて詳しくは、「システムログ（194ページ）」を参照してください。 
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スタンバイOnboard Administratorのシステムログ 
[システムログ]には、Onboard Administrator内のイベントのログ情報が表示されます。 

イベントはリストの上から下へ順に記録されるため、最後にログ記録されたイベントはリストの一番下に表示されま

す。リストが表示ボックスより長い場合は、ログ画面の右側にあるスクロールバーを使用してスクロールできます。 

ログが最大容量に達すると、先に記録されたイベントから順に自動的に削除されます（ファーストインファースト

アウト方式）。 

ログに記録されたすべてのイベントのリストをクリアするには、[ログのクリア]（システムログ表示の下）をクリッ

クします。 
 

スタンバイからアクティブへ 
スタンバイOnboard Administratorを強制的にアクティブにするには、[Transition Standby to Active]をクリックし

ます。確認画面が表示され、操作を実行してよいかを質問するメッセージが表示されます。[OK] をクリックして

次の画面に進みます。変更せずに終了するには、[キャンセル]をクリックします。 

この機能は、スタンバイOnboard Administratorにサインインしている場合にのみ使用できます。 

FORCE TAKEOVER CLIコマンドを使用してスタンバイOnboard Administratorをアクティブに変更することもでき

ます。 

スタンバイからアクティブあるいはアクティブからスタンバイへのOnboard Administratorの移行時間は、構成、エ

ンクロージャーに挿入されているデバイスの数などさまざまな要素により異なります。移行プロセスの途中でアク

ティブだったOnboard Administratorを削除すると、スタンバイからアクティブへの移行時間が増えます。 
 

デバイスベイ 

デバイスベイ 
[デバイスベイの概要] 

[システムおよびデバイス]メニューでは、[デバイスベイ]カテゴリに、エンクロージャー内のすべてのブレードがリ

スト表示されます。メニューから[デバイスベイ]を選択すると、デバイスリストと、エンクロージャー内の各ブレー

ドのステータスを示すグリッドが表示されます。 

一番上の行の最初の列にあるチェックボックスは、エンクロージャー内のすべてのブレード用のチェックボックス

を切り替えます。これを使用すると、エンクロージャー内のすべてのサーバーブレードの電源を再投入できます。

オプションで、個々のチェックボックスを使用して、特定のブレードを選択することができます。ブレードを選択

したら、メニューから[仮想電源]、[UID状態]、[ワンタイムブート]、[DVD]、または[エンクロージャーのファームウェ

ア管理]を選択して、適切な操作を実行します。仮想コマンドは、ストレージブレードには使用できません。 

[デバイスリスト] 
              

列 説明 

チェックボックス [仮想電源]、[UID状態]、[ワンタイムブート]、[DVD]、または[ファームウェア管理]操作
を適用するブレードのチェックボックスを選択して、ベイを選択します。 

[ベイ] エンクロージャー内のデバイスベイ。 

[ステータス] デバイスの全体的なステータス。表示される値は、[OK]および[Enclosure Firmware 
Management]です。 

[UID] デバイスのUIDのステータス。表示される値は、[オン]（青色）または[オフ]（灰色）で、
点滅することもあります。UIDライトが点滅している場合は、デバイス上で重要な操作
が行われているため操作を中断しないようにする必要があります。 

[電力の状態] デバイスの電源状態。表示される値は、オンまたはオフです。 
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列 説明 

[iLO IPアドレス] サーバーブレード内のiLOのIPアドレス。ストレージブレードには適用されません。 
iLOに接続するには、IPアドレスのリンクをクリックします。使用可能なすべてのiLO IP
アドレスのリンクを表示するには、iLO IPアドレスの右にある下矢印ボタンをクリックし
ます。iLOへの接続に使用できるWebアドレスのリンクがポップアップ表示されます。
FQDNリンクのサポートが有効になっていて、特定のDNS構成の要件が満たされている場
合は、FQDNベースのWebアドレスがデフォルトの選択です。FQDNリンクのサポートの
有効化については、「ネットワークアクセス（122ページ）」ページを参照してください。 

[iLO名] サーバーブレード内のiLOのDNS名。ストレージブレードには適用されません。 

[iLO DVDの状態] サーバーブレードとのDVD接続のステータス。表示される値は、[接続済み]、[切断]、ま
たは[不明]です。[互換性のないファームウェア]は、デバイスにインストールされている
iLOファームウェアでは、DVD機能がサポートされないことを表します。[不明]というス
テータスは、iLOの接続に問題があることを示唆します。 

 

このページの情報は、直前のダウンロード時の最新情報です。更新された情報を表示するには、[更新]をクリック

します。 

[UID状態] 

[UID状態]ドロップダウンメニューは、インターコネクトデバイスのUIDライトを設定するために使用されます。UID
ライトを点灯させると、エンクロージャー内の特定のブレードを簡単に見つけることができます。このUIDライト

は、チェックボックスに応じて、一度に1つずつまたはグループとして点灯/消灯できます。 

[仮想電源] 

仮想電源コマンドは、パートナーブレードには適用できません。 
 

ボタン 説明 

[瞬間的に押す] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを瞬間的に押す動作を模倣します。この
ボタンをクリックすると、サーバーブレードの電源を入れたり、切ったりできます。 

[押し続ける] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを押し続ける動作を模倣します。このボタ
ンをクリックすると、OSをシャットダウンせずに、サーバーブレードの電源を強制的に
切ります。サーバーブレードの電源が切れている場合、このオプションは使用できません。 

[コールドブート] このボタンをクリックすると、ただちにシステムの電源が切断されます。サーバーブ
レードの電源が切れている場合、このオプションは使用できません。 

[リセット] このボタンをクリックすると、システムリセットが実行されます。サーバーブレードの
電源が切れている場合、このオプションは使用できません。 

 

[ワンタイムブート] 

選択したベイにあるブレードでセキュアブートが有効である場合、この操作をOnboard AdministratorのGUIまたは

CLIから実行できません。管理者がBIOSで設定したデバイスからのみ実行できます。 

ワンタイムブート設定を指定する場合、設定が有効なのはサーバーブレードの次回の再起動時のみです。起動が完

了すると、サーバーブレードは以降の再起動時にはデフォルト設定を使用します。 
 

オプション 説明 

[No one time Boot] サーバーブレードのワンタイムブート設定が強制的にクリアされます。 

[ディスケットドライブ(A:)] サーバーブレードが強制的にディスケットドライブから再起動されます。このオプ
ションを選択する前に、ディスケットドライブがサーバーブレードに接続されてい
ることを確認してください。 

[CD-ROM] サーバーブレードが強制的にCD-ROMドライブから再起動されます。このオプショ
ンを選択する前に、CD-ROMドライブがサーバーブレードに接続されていることを
確認してください。 

[ハードディスクドライブC:] サーバーブレードが強制的にハードディスクドライブから再起動されます。 

[RBSU] サーバーブレードが強制的にROMベースセットアップユーティリティから起動さ
れます。 
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オプション 説明 

[PXE NIC] サーバーブレードが強制的にPXE NICから起動されます。 

[USB] サーバーブレードが強制的にUSBから起動されます。 

[内蔵UEFIシェル] サーバーブレードが強制的に内蔵UEFIシェルから起動されます。複数のサーバーを
選択した場合、または選択したサーバーがUEFI対応サーバーではない場合、このオ
プションはグレー表示されます。 

[UEFI Target] サーバーブレードが強制的にUEFIターゲットデバイスから起動されます。この操作
は、サーバーの選択後、1台のサーバー上でのみ実行できます。複数のサーバーを選択
した場合、選択したサーバーがUEFI対応サーバーではない場合、またはレガシブート
BIOSモードのUEFI対応サーバーである場合、このオプションはグレー表示されます。 

         

[DVD] 

[DVD]メニューでは、[エンクロージャーDVDへ接続]または[DVDハードウェアを切断]を選択して、共有DVDドライ

ブへの接続と切断を切り替えることができます。複数のサーバーブレードに共有DVDドライブを接続することが可

能です。共有DVDドライブに接続した後は、[仮想電源]メニューを使用して、リストから選択したサーバーブレー

ドを再起動できます。インストールに複数のメディアディスクが必要な場合は、DVDドライブに新しいメディアディ

スクを挿入するとき、すべてのサーバーでそれぞれ切断と再接続を行わなければならない場合があります。 

USBキーがアクティブOnboard AdministratorのUSBポートで検出され、ISOイメージが存在する場合には、[DVD]
メニューに表示されます。ISOイメージを展開したいサーバーブレードを選択し、メニューからISOイメージを選択

してください。ISOイメージが展開されます。 

エンクロージャーファームウェア管理 

既存のファームウェアバージョンの収集を簡略化するために、1台または複数のサーバーを指定して手動で検出を開

始できます。 

手動でのファームウェア検出を開始すると、[手動検出デバイスベイ選択]画面が表示されます。検出の対象にする1
台または複数のデバイスベイを選択するかまたは[すべてのサーバーの検出]チェックボックスを選んですべての

サーバーを検出の対象にします。デフォルトでは、すべてのデバイスベイと[すべてのサーバーの検出]チェックボッ

クスが選択されています。 

セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合、関連したベイを選択できません（南京錠のアイコンが

表示）。セキュアブートモードによって、Onboard AdministratorのGUIまたはCLIからのユーザーによる手動検出が

制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ実行できます。 

選択したサーバーの検出プロセスを開始するには、[手動検出を開始]をクリックします。 

1台または複数のサーバーを指定したバージョンのファームウェアイメージに更新するために、手動アップデートを

開始できます。1台または複数のサーバーを対象にファームウェアアップデートを開始するには、[手動アップデー

ト]をクリックします。 

手動でのファームウェアアップデートを開始すると、[手動アップデートデバイスベイ選択]画面が表示されます。更

新の対象にする1台または複数のデバイスベイを選択するかまたは[すべてのサーバーのアップデート]チェック

ボックスを選んですべてのサーバーを更新の対象にします。デフォルトでは、すべてのデバイスベイと[すべての

サーバーの検出]チェックボックスが選択されています。 

セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合、関連したベイを選択できません（南京錠のアイコンが

表示）。セキュアブートモードによって、Onboard AdministratorのGUIまたはCLIからのユーザーによる手動更新が

制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ実行できます。 

選択したサーバーの更新プロセスを開始するには、[手動アップデートを開始]をクリックします。 
 

デバイスベイの[ステータス]タブ 
エンクロージャー内の特定のブレードを選択すると、ベイxxの[Device Bay Information]画面が表示されます。xxは
選択したベイです。この画面には、[ステータス]、[情報]、[仮想デバイス]、[起動オプション]、および[IMLログ]のタ

ブがあります。 
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このページの[サーバー管理]セクションには、iLOおよびポートマッピング情報のリンクがあり、デバイスベイのサー

バーブレードの管理に役立ちます。 

 
             

行 説明 

[システムヘルス]  デバイスが報告するシステム内部のイベントのヘルス状態。ステータスが[OK]でない場
合は、iLO上のブレードのシステムイベントログを調べ、その状態の原因を判別します。
表示される値は、[OK]、[劣化]、または[障害]です。 

[ステータス] ブレードの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、[障害]、また
は [その他 ]および情報アイコンです。情報アイコンは、サーバーブレードがVirtual 
Connect Manager用に設定されるまで、[その他]ステータスとともに表示されます。詳
しくは、診断情報の表を参照してください。 

[電源オン] ブレードの電源状態。表示される値は、オンまたはオフです。 

[電力遅延残留]  デバイスに電源を投入するまでの残り時間（秒単位）。 

[割り当てられた電力] サーバーブレードに割り当てられる電力量（W単位）。 

[パートナーデバイス] サーバーブレードのパートナーとなっているストレージ/展開ブレード。この情報は、
パートナーデバイスが存在しない場合は、表示されません。 

[仮想ファン] 仮想ファンの最大RPMのパーセンテージ。 
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診断情報 
             

行 説明 

[デバイス識別データ] モデル名、製品番号、シリアル番号に関する情報や、デバイスを特定するために使用さ
れるその他の情報がチェックされます。この情報は、FRUデータとも呼ばれます。デー
タが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取れない場合は、デバ
イス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[管理プロセッサー] iLOのステータス。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[温度] 温度が警告スレッショルドを超えました。表示される値は、[OK]または[温度警告]です。 

[オーバーヒートチェック] 温度が危険スレッショルドを超えました。表示される値は、[OK]または[クリティカル 温
度スレッショルドに達しました]です。 

[I/Oの設定] デバイスベイの設定が不適切です。ストレージブレードがフルハイトのサーバーブレー
ドのパートナーになっている場合、サーバーブレードが適切なメザニンカードを備えて
いないと、不適切なI/O設定になります。表示される値は、[OK]または[I/O ミスマッチが
検出されました]です。 

[電力割り当て要求] 使用可能な電力が不足しているため、このサーバーブレードに十分な電力を供給できま
せん。表示される値は、[OK]または[不十分なエンクロージャーの電力]です。 

[冷却] ファンの個数が不足しているため、このサーバーブレードを適切に冷却できません。ま
たは、ファンの設定が不適切です。表示される値は、[OK]または[エンクロージャーの冷
却には不十分なファン]です。 

[デバイス配置] 現在のファン設定に対してサーバーブレードがエンクロージャーの適切なスロットに
取り付けられていません。表示される値は、[OK]または[正常なデバイス冷却に適切な配
置ではありません]です。 

[デバイス操作可能] デバイスに障害が発生。ステータスは、Onboard Administratorによってリクエストされ
ていません。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[デバイス劣化] デバイスに障害が発生。ステータスは、Onboard Administratorによってリクエストされ
ました。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[iLOネットワーク] iLOネットワークの構成の問題が検出されました。表示される値は[OK]またはiLOネット
ワークの構成の問題です。iLOのデフォルトゲートウェイへの接続をチェックしてくだ
さい。問題を解決できない場合は、iLO GUIまたはOnboard Administrator CLIのRESET 
ILOコマンドを使用してiLOをリセットしてください。CLIのHPONCFGコマンドでスクリ
プトのコマンドを送信して、iLOをリセットすることもできます。 

[メモリエラー] サーバーブレードでメモリエラーが発生しました。エラーを修正するには、製品に付属
の手順に従ってください。 

[メザニンカード] メザニンカードがないためにサーバーブレードと組み合わせることができない場合は、
エラーが表示されます。電源投入要求の診断中に組み合わせ問題が検出されない場合
は、OKが表示されます。このステータスは、Onboard Administratorの再起動時にリセッ
トされます。 

[重複したIPアドレス] 割り当て中に重複したIPアドレスがネットワークに存在するかどうかを確認するチェッ
ク。表示される値は、[OK]またはネットワーク上に重複するIPアドレスがあることを示
す情報メッセージです。 

[エンクロージャー動的
消費電力上限] 

iLOとの通信が消失して電力上限を設定できないという警告です。 

[パートナーデバイスリ
ンク] 

サーバーブレードのパートナーデバイスリンクのステータス。表示される値は、[OK]ま
たは[隣接したベイに不適切なデバイスがあります]です。サーバーブレードがストレー
ジブレードのパートナーとなっていない場合は、この情報は表示されません。 

[Virtual Connectの設定] 表示される値は、[Virtual Connect設定済み]または[Virtual Connectは設定されていませ
ん]です。サーバーブレードがVirtual Connect用に設定されていない場合、情報アイコン
が[その他]ステータスとともに表示されます。サーバーブレードのプロファイルを設定
するには、Virtual Connect Managerに移動します。 

[低電力要求] サーバーブレードが、異常なほど低い電源要求を報告しました。サーバーブレードの電
源は切断されましたが、一部の電源が解除されませんでした。サーバーブレードは正常
に動作を続けますが、サービス窓口の担当者に連絡して問題を修正してください。 
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行 説明 

[ファームウェア管理] サーバーのファームウェア管理のステータス。 

[電力拒否 - 検出] デバイス検出間のデバイスの電力遅延の警告。 

[電力拒否  - SASスト
レージ] 

SASストレージが準備完了するまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - パートナー
リング] 

デバイスがパートナーシップ用に構成されるまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - VCプロファ
イル] 

VCプロファイルが適用されるまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - OA初期化] OAが初期化を完了するまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - 電力遅延] このベイに設定された電源遅延が経過するまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否  - ファーム
ウェア管理] 

ファームウェア管理処理が完了するまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - I/O検出] インターコネクト検出が完了するまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - 設定] デバイスの設定が更新されるまでデバイスの電源が遅延する警告。電源操作を再試行し
てください。 

[電力拒否 - パートナー
検出] 

潜在的なパートナーデバイスが検出されるまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - I/O準備] 対応するインターコネクトの準備が整うまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - I/Oなし] 対応するインターコネクトがエンクロージャーに挿入されるまでデバイスの電源が遅
延する警告。 

[電力拒否 - SASメザ 
ニン] 

SAS Mezz検出が完了するまでデバイスの電源が遅延する警告。 

[電力拒否 - ブレードリ
ンク検出] 

MMPブレードリンクデバイス検出間、デバイスの電源が遅延する警告。 

温度センサー情報 
                        

列 説明 

[位置] デバイス内のセンサーの位置。 

[ステータス] 温度センサーのステータス。ステータスは、グラフィック表示と一致します。 

[温度] 温度のグラフィック表示。 
 

iLO 

デバイスベイのサーバーブレードのiLOは、[iLO]をクリックすることによって利用できます。デバイスベイの「[iLO]
画面（215ページ）」の項で説明している、Onboard AdministratorのiLOページが表示されます。 

デバイスベイの[iLO]画面には、複数の異なるiLOインターフェイスへのリンクが表示されます。これらのリンクの

いずれかをクリックすると、Onboard Administratorは、ProLiant iLO管理プロセッサーへのワンタイムログイン（ロ

グインバイパス）を提供します。iLOアクセスレベルは、Onboard Administratorの権限レベルによってマッピングさ

れます（ユーザーはベイにアクセスできる必要があります）。 

• [Onboard administrator管理者] - [管理者ユーザーアカウント]、[リモートコンソールアクセス]、[仮想電源お

よびリセット]、[仮想メディア]、[ILO 2設定の変更]設定 

• [Onboard administratorオペレーター] - [リモートコンソールアクセス]、[仮想電源およびリセット]、[仮想メ

ディア] 

Onboard AdministratorユーザーがiLO WebインターフェイスまたはiLOリモートコンソールを起動すると、一時的な

iLOユーザーが作成されます。Onboard Administratorは、iLOごとに最大3つの一時アカウントを作成できます。iLO
にすでに3つ以上の一時Onboard Administratorアカウントが存在する場合、Onboard Administratorは、iLOユーザー

データベースで最も古い一時ユーザーを削除します。 
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[ステータス]タブ 

ポートマッピング情報を表示するには、[Device Bay Information]画面の[Port Mapping Information]をクリックし

ます。 

詳しくは、「ポートマッピング（217ページ）」を参照してください。 

ファームウェア 

デバイスベイに挿入されているデバイスのファームウェア情報は、[ファームウェア]をクリックすると確認できます。 

詳しくは、「ファームウェア（231ページ）」を参照してください。 
 

サーバーブレードの[情報]タブ 

 

[デバイス情報] 
 

行 説明 

[ブレードタイプ] サーバーブレード。 

[製造者] サーバーブレードの製造元の会社名。 

[製品名] サーバーブレードの共通名称。 

[製品番号] このタイプの追加または交換用のサーバーブレードの注文時に使用される製品番号。 

[システムボードスペア
製品番号] 

このタイプの追加または交換用のシステムボードの注文時に使用される製品番号。 

[シリアル番号] サーバーブレードの固定の工場シリアル番号。 

[シリアル番号（論理）] サーバーブレードに割り当てられている論理シリアル番号。 
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行 説明 

[UUID] サーバーブレードに割り当てられているUUID 

[UUID (論理)] サーバーブレードに割り当てられている論理UUID。 

[BIOSアセットタグ] 取り付けられているサーバーブレードの資産タグ（設定されている場合）。 

[サーバー名] BIOSを通じて設定された場合、ProLiantサーバー名として表示されます。Hewlett 
Packard Enterprise OSエージェントがインストールされたProLiantまたはIntegrityサー
バーブレードの場合、これはサーバーホスト名です。* 

[ROMバージョン] ROMバージョン番号。 

[起動モード] サーバーブレードの起動モード。サーバーブレードがUnified Extensible Firmware 
Interface（UEFI）をサポートする場合にのみ表示されます。表示される値は、[レガシ]、
[UEFI]、または[UEFI SSO]です。 

[セキュアブート] サーバーブレード用のBIOSセキュアブートモードステータス。サーバーブレードが
UEFIまたはUEFIに最適化されたブートモードに構成されている場合にのみ、セキュア
ブートステータスが表示されます。表示される値は、[有効]または[無効]です。セキュア
ブートは、Onboard AdministratorのGUIまたはCLIからのユーザー（Administratorを含
む）によるブートデバイスのデフォルト設定の変更や特定のブート操作の実行を制限し
ます。ブート設定に対する変更はすべて、管理者がBIOSで実行する必要があります。ブー
ト操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ実行できます。セキュア
ブートは、Gen8以前の世代のサーバーブレードでは報告されません。セキュアブートに
ついて詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/
ProLiantUEFI/docs）にある『UEFIシステムユーティリティユーザーガイド』を参照し
てください。 

* iLO Webコンソールを使用して、サーバー名を変更できます。iLO 2サーバーには、名前の最初の28文字のいずれかが変
更されたときに限り、iLOがOnboard Administratorにアラートを通知するという制約があります。それ以外の場合には、
Onboard Administratorには何も通知されません。このため、Onboard Administratorに表示されるサーバー名は、iLOサーバー
名とは異なる場合があります。 

 

[サーバーNIC情報] 
 

行 説明 

[Ethernet FlexNIC 
LOM:(x)-(a-d)] 

Virtual Connectで設定されているFlex-10対応の10Gb NIC。Flex-10をサポートするサー
バーLOMのポート xの4つのFlexNICは、LOM:x-a、LOM:x-b、LOM:x-c、LOM:x-d、のよ
うに番号が振られます。ここで、x はポート1～4です。Flex-10 NICの構成について詳し
くは、「HPE Virtual Connect c-Class BladeSystemユーザーガイド」を参照してください。 

[Ethernet FlexNIC 
LOM:(x)-(a-d)]  

Virtual Connectで設定されたFlex-10対応の10Gb NIC。ここで、xはNIC 1～32です。
Flex-10をサポートするサーバーLOMのポート yの4つのFlexNICは、LOM:y-a、LOM:y-b、
LOM:y-c、LOM:y-d、のように番号が振られます。ここで、y はポート1～8です。Flex-10 
NICの構成について詳しくは、「Virtual Connect c-Class BladeSystemユーザーガイド」
を参照してください。 

[ポート:NICx] このNICポートのMACアドレス（xはNICポート1～4）。 

[ポート:iLO] このエンクロージャースロットのサーバーブレードのiLOポートのMACアドレス。 

[ポート: iSCSI x] このiSCSIポートのMACアドレス（xはiSCSIポート1～8）。 

[Ethernet FCoE 
FlexFabric:(ｙ)-(a-d)] 

FCoE FlexFabricアダプターは、4つのNICから構成されます。Flex-10をサポートする
サーバーLOMのポート yの4つのFlexNICは、LOM:y-a、LOM:y-b、LOM:y-c、LOM:y-d、
のように番号が振られます。ここで、y はポート1～8で、y-b はFCoE トラフィックの
設定に使用されます。 

[Ethernet iSCSI 
FlexFabric アダプ
ター:(y)-(a-d)] 

iSCSI FlexFabricアダプターは、4つのNICから構成されます。Flex-10をサポートする
サーバーLOMのポート yの4つのFlexNICは、LOM:y-a、LOM:y-b、LOM:y-c、LOM:y-d、
のように番号が振られます。ここで、y はポート1～8で、LOM:y-b はiSCSI トラフィッ
クの設定に使用されます。 

http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs
http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs
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[メザニンカード情報] 
 

列 説明 

[メザニンスロット] メザニンカードが入っている物理スロット。 

[メザニンデバイス] メザニンデバイスの共通名または製品名。 

[メザニンデバイスポート] メザニンデバイスに割り当てられたポート。 

[デバイスID] インターコネクトベイポートのMACアドレス。 

[CPUおよびメモリ情報] 
 

行 説明 

[CPU 1]～[CPU (x)] CPUのタイプ、速度、または[存在しません]。 

[メモリ] メモリのサイズ。 

 
 

サーバーブレードの[仮想デバイス]タブ 

 

[仮想電源] 
 

ボタン 説明 

[瞬間的に押す] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを瞬間的に押す動作を模倣します。この
ボタンをクリックすると、サーバーブレードの電源を入れたり、切ったりできます。 

[押し続ける] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを押し続ける動作を模倣します。このボ
タンをクリックすると、OSをシャットダウンせずに、サーバーブレードの電源を強制的
に切ります。サーバーブレードの電源が切れている場合、このオプションは使用できま
せん。 

[コールドブート] このボタンをクリックすると、ただちにシステムの電源が切断されます。サーバーブ
レードの電源が切れている場合、このオプションは使用できません。 
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ボタン 説明 

[リセット] このボタンをクリックすると、システムリセットが実行されます。サーバーブレードの
電源が切れている場合、このオプションは使用できません。 

 
 

ボタン 説明 

[瞬間的に押す] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを瞬間的に押す動作を模倣します。この
ボタンをクリックすると、サーバーブレードの電源を入れたり、切ったりできます。 

[押し続ける] このボタンは、サーバーブレードの電源ボタンを押し続ける動作を模倣します。このボ
タンをクリックすると、OSをシャットダウンせずに、サーバーブレードの電源を強制的
に切ります。サーバーブレードの電源が切れている場合、このオプションは使用できま
せん。 

[コールドブート] このボタンをクリックすると、ただちにシステムの電源が切断されます。サーバーブ
レードの電源が切れている場合、このオプションは使用できません。 

[リセット] このボタンをクリックすると、システムリセットが実行されます。サーバーブレードの
電源が切れている場合、このオプションは使用できません。 

 

UIDライト 

特定のサーバーブレードを特定しやすくするには、[オン/オフ切り替え]をクリックして、サーバーブレードのUID
ライトをオン（青色）またはオフ（灰色）にします。 

DVDドライブ 
 

列 説明 

[デバイスに接続] メニューでは、[エンクロージャーDVDへ接続]または[DVD/isoからブレードを切断]を選
択して、共有DVDドライブへの接続と切断を切り替えることができます。 

[iLO DVDの状態] サーバーブレードが仮想メディア接続しているかどうかが表示されます。表示される値
は、[接続済み]または[切断]です。[互換性のないファームウェア]は、デバイスにインストー
ルされているiLOファームウェアでは、DVD機能がサポートされないことを表します。 

[デバイスまたはイメー
ジURL] 

ブレードの現在の仮想メディア接続が表示されます。設定できる値は、次のとおりです。 
• [Virtual Media Applet is connected] 
• [Feature not supported on Integrity iLO version x.xx] 
• [SSH is disabled on this blade's iLO processor] 
• [Upgrade ProLiant iLO 2 version x.xx to 1.30 or higher] 
• [Enclosure DVD] 
• [Tray Open]または[No Media] 
• [URL to USB key ISO image file] 
• [iLO has no IP address] 
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[起動オプション]タブ 

 

選択項目からのワンタイムブート 

ワンタイムブート設定を指定する場合、設定が有効なのはサーバーブレードの次回の再起動時のみです。起動が完

了すると、サーバーブレードは以降の再起動時にはデフォルト設定（IPLデバイスブート順序）を使用します。 
            

オプション 説明 
[選択] 初めて表示する場合またはまだ変更が加えられていない場合のデフォルトオプショ

ンです。 
[No one time Boot] サーバーブレードのワンタイムブート設定が強制的にクリアされます。 
[ディスケットドライブ(A:)] サーバーブレードが強制的にディスケットドライブから再起動されます。このオプ

ションを選択する前に、ディスケットドライブがサーバーブレードに接続されてい
ることを確認してください。 

[CD-ROM] サーバーブレードが強制的にCD-ROMドライブから再起動されます。このオプショ
ンを選択する前に、CD-ROMドライブがサーバーブレードに接続されていることを
確認してください。 

[ハードディスクドライブC:] サーバーブレードが強制的にハードディスクドライブから再起動されます。 
[RBSU] サーバーブレードが強制的にROMベースセットアップユーティリティから起動され

ます。 
[PXE NIC] サーバーブレードが強制的にPXE NICから起動されます。 
[USB] サーバーブレードが強制的にUSBから起動されます。 
[内蔵UEFIシェル] サーバーブレードが強制的に内蔵UEFIシェルから起動されます。このオプション

は、UEFI非対応ブレードでは使用できません。 
[UEFI Target] サーバーブレードが強制的にUEFIターゲットデバイスから起動されます。このオプ

ションは、UEFI非対応サーバーやレガシブートBIOSモードのUEFI対応サーバーで
は使用できません。 

設定を保存するには、[適用]をクリックします。 

セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合は、[ワンタイムブート]オプションを選択できません。オ

プションはグレー表示されます。セキュアブートによって、ユーザー（Administratorを含む）はOnboard Administrator
のGUIまたはCLIからのこの操作の実行が制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイス

からのみ実行できます。 
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[標準ブート順序（IPL）] 

標準ブート順序を指定するには、起動順リストのデバイスを選択し、上下の矢印ボタンを使用して起動デバイスを

移動させます。デバイスを使用したい順序にデバイスが並ぶまでこのプロセスを継続します。または、RBSUを使

用して標準ブート順序を設定することができます。[ワンタイムブート]オプションを使用しないかぎり、すべての再

起動は、[標準ブート順序]設定で指定されている起動順序を使用します。 

設定を保存するには、[適用]をクリックします。 

セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合、IPLデバイスを選択できません。デバイスリストはグ

レー表示されます。セキュアブートによって、ユーザー（Administratorを含む）はOnboard AdministratorのGUIま
たはCLIからのこの操作の実行が制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ

実行できます。 
 

[IMLログ]タブ 
[IMLログ]タブには、サーバーブレードのIMLに保存されている情報が表示されます。ログ項目には、通知、警告、

または重大ステータスがあります。[最終アップデート]および[初期アップデート]欄には日付が表示され、[回数]欄
にはエントリーが記録された回数が表示されます。[説明]欄には、エントリーをより詳しく説明する詳細エントリー

が表示されます。 
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[iLO]画面 

 

この画面には、プロセッサー情報、プロセッサーIPv6情報、およびイベントログについてのタブが含まれます。デ

バイスベイのフロントビューとリアビューを表示するには、画面右上隅の左矢印ボタンをクリックします。 

[プロセッサー情報]タブ 
 

行 説明 

名前 iLOプロセッサーのDNS名。 

アドレス iLOプロセッサーのIPアドレス。 

[MACアドレス] iLOプロセッサーのMACアドレス。 

[モデル] iLOプロセッサーの共通名称。 

[ファームウェアバー
ジョン] 

iLOプロセッサー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。 

[VLAN ID（名）] VLANが有効な場合のデバイスベイのVLAN ID番号（およびVLAN名） 

[iLO連携機能] サーバーブレードがiLO連携に対応しているかどうかを示します。 
iLOを構成してiLO連携に参加させることができるというだけであり、実際にiLOがその
ように構成されているとは限りません。iLO連携を完全に有効にするには、Onboard 
Administratorで[エンクロージャーiLO連携サポートを有効]を選択し（詳しくは、[ネット
ワークアクセス]（122ページ）を参照）、各iLOに適切なファームウエアをインストール
して、 iLO連携をサポートするように構成する必要があります（詳しくは、Hewlett 
Packard EnterpriseのWebサイト（http://www.hpe.com/info/ilo/docs）にある『iLO 4
ユーザーガイド』を参照）。 

http://www.hpe.com/info/ilo/docs
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[管理プロセッサーIPv6情報] 
 

行 説明 

[リンクローカルアドレス] iLOプロセッサーのリンクローカルIPv6アドレス 

[静的アドレス] iLOプロセッサーの静的IPv6アドレス 

[EBIPAアドレス] iLOプロセッサーのEBIPA IPv6アドレス 

[DHCPv6アドレス] iLOプロセッサーのDHCP IPv6アドレス 

[SLAACアドレス] iLOプロセッサーのSLAAC IPv6アドレス 

iLOリモート管理 

この項には、必要なiLOセッションへのリンクが用意されています。 

IPv6プロトコルが有効なとき、またはFQDNリンクのサポートが有効なときは、IPアドレスのグループボックスが

表示されます。このグループボックスでは、リンクでiLOセッションにアクセスするために使用するIPアドレスを選

択することができます。FQDNリンクのサポートが有効になっていて、特定のDNS構成の要件が満たされている場

合は、FQDNベースのアドレスがデフォルトの選択です。FQDNリンクのサポートの有効化について詳しくは、「ネッ

トワークアクセス（122ページ）」ページを参照してください。 

ポップアップウィンドウのサポートが必要な機能を使用する場合に、その機能が正しく動作しないときは、ポップ

アップウィンドウが禁止されていないかどうか、ブラウザーの設定を確認してください。ポップアップウィンドウ

ブロッカーを無効にする方法については、ご使用のブラウザーのヘルプファイルを参照してください。 
 

[iLOイベントログ]タブ 

 

このタブには、iLOから提供されるiLOイベントログの情報が表示されます。Onboard Administrator GUIからこの情

報を編集することはできません。iLOのイベントログについて詳しくは、iLOのドキュメントを参照してください。 
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ポートマッピング 
[Device Bay Information]画面の[Port Mapping Information]をクリックすると、[ポートマッピング]画面が表示され

ます。 

以下の2つの画面は、[ポートマッピング]画面の[グラフィカルビュー]タブと[テーブルビュー]タブの例です。 

グラフィカルビュー 

 

テーブルビュー 
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詳しくは、本書の以下のセクションを参照してください。さらに、BladeSystem Information Library（http://www.
hpe.com/support/BladeSystem/docs）にあるc3000およびc7000エンクロージャーの最新のドキュメントを参照

してください。 

• 「c3000エンクロージャーのデバイスベイの[ポートマッピング]画面のグラフィカルビュー （218ページ）」 

• 「c3000エンクロージャーのデバイスベイのポートマッピングテーブル （220ページ）」 

• 「c7000エンクロージャーのデバイスベイのポートマッピングのグラフィカルビュー （223ページ）」 

• 「c7000エンクロージャーのデバイスベイのポートマッピングテーブル （227ページ）」 
 

c3000エンクロージャーのデバイスベイポートマッピングのグラフィカルビュー 
ハーフハイト、シングル幅のサーバーブレード（HPE ProLiant BL260c、BL280c、BL420c、BL465c、BL490c、
BL495c、WS460cなど） 

 

フルハイト、シングル幅のサーバーブレード（HPE ProLiant BL680c （G1）、BL680c Gen5、およびBL480c、
BL620c、BL660c、およびBL685cなど） 

 

http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs
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ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード（HPE ProLiant BL2x220c（G1）–G6など） 

 

ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード（HPE ProLiant BL2x220c G7など） 
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フルハイト、ダブル幅のサーバーブレード（HPE ProLiant BL680c G7など） 

 
 

c3000エンクロージャーのデバイスベイポートマッピングテーブル 
サーバーブレードは、次のように、インターコネクトベイにマッピングされます。1xや2xや4xは、コントローラー

が提供するポート当たりのインターコネクトレーンの数を表しています。デバイスが存在しない場合、このチェッ

クボックスが無効になるためポートを表示できません。 

• 1xポートの例は、1GB Ethernet（1 GbE）、10GB Ethernet（10 GbE）、およびすべてのファイバーチャネルデ

バイスです。 

• 2xポートの例は、20GB Ethernet（20 GbE）およびすべてのシリアル接続SCSI（SAS）デバイスです。 

• 4xポートの例は、すべてのInfiniBandデバイスです。 

• 次の表では、EthernetポートがNICと表示されています。 
  

 注：1xおよび2xポートメザニンカードはシングル幅のインターコネクトモジュールに適合します。4x
ポートメザニンカードはダブル幅のインターコネクトモジュールに適合します。 

  

ハーフハイト、シングル幅のサーバーブレード 

次の表に、c3000ハーフハイトデバイスベイN（1-8）に取り付けたハーフハイトサーバーブレードのポートマッピ

ングを一覧します。このようなハーフハイトサーバーブレードの例としては、HPE ProLiant BL260c、BL280c、
BL420c、BL460c、BL465c、BL490c、BL495c、WS460cサーバーなどがあります。 
 

接続 ポート番号 接続先インターコネクト

ベイ/ポート 
コメント 

NIC * NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN 
1/ポートN+8 

シングル幅Ethernetインター
コネクトモジュール1個 
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接続 ポート番号 接続先インターコネクト

ベイ/ポート 
コメント 

メザニンスロット1 - 1xま
たは2xカード（このスロッ
トでは4xカードはサポー
トされていません） 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 

2/ポートN 
2/ポートN+8 

• シングル幅インターコネ
クトモジュール1個 

• 2ポートのみを接続 
• 4ポートカードは、最初の2

ポートのみを接続 

メザニンスロット2 - 1xま
たは2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

3/ポートN 
4/ポートN 
3/ポートN+8 
4/ポートN+8 

シングル幅インターコネクト
モジュール1個または2個 

メザニンスロット2 - 4x
カード 

4xポート1 
4xポート2 

3/ポートN 
3/ポートN+8 

ダブル幅インターコネクトモ
ジュール1個 

* G7以前の世代のサーバーブレードでは、システムボードにEthernetポートが内蔵されています。Gen8以降の世代のサー
バーブレードでは、Ethernetポートは、FlexibleLOMアダプターと呼ばれるユーザーが選択可能なカード上にあります。
FlexibleLOMアダプターのポートと内蔵ネットワークアダプターポートのマッピングは同じです。 
               

フルハイト、シングル幅のサーバーブレード 

次の表に、c3000フルハイトデバイスベイN（1-8）に取り付けたフルハイト、シングル幅のサーバーブレードのポー

トマッピングを一覧します。このようなフルハイトサーバーブレードの例としては、ProLiant BL680c（G1）、BL680c 
Gen5、BL480c、BL620c、BL660c、BL685cが含まれます。 
 

接続 ポート番号 接続先インターコネクト

ベイ/ポート 
コメント 

NIC * NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 
NIC 3（ポート:3） 
NIC 4（ポート:4） 

1/ポートN+4 
1/ポートN+12 
1/ポートN 
1/ポートN+8 

シングル幅Ethernetインター
コネクトモジュール1個 

メザニンスロット1 - 1xま
たは2xカード（このスロッ
トでは4xカードはサポー
トされていません） 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

2/ポートN 
2/ポートN+8 
2/ポートN+4 
2/ポートN+12 

シングル幅インターコネクト
モジュール1個 

メザニンスロット2 - 1xま
たは2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

3/ポートN 
4/ポートN 
3/ポートN+8 
4/ポートN+8 

シングル幅インターコネクト
モジュール1個または2個 

メザニンスロット2 - 4x
カード 

4xポート1 
4xポート2 

3/ポートN 
3/ポートN+8 

ダブル幅インターコネクトモ
ジュール1個 

メザニンスロット3 - 1xま
たは2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

3/ポートN+12 
4/ポートN+12 
3/ポートN+4 
4/ポートN+4 

シングル幅インターコネクト
モジュール1個または2個 

メザニンスロット3 - 4x
カード 

4xポート1 
4xポート2 

3/ポートN+12 
3/ポートN+4 

ダブル幅インターコネクトモ
ジュール1個 

* G7以前の世代のサーバーブレードでは、システムボードにEthernetポートが内蔵されています。Gen8以降の世代のサー
バーブレードでは、Ethernetポートは、FlexibleLOMアダプターと呼ばれるユーザーが選択可能なカード上にあります。
FlexibleLOMアダプターのポートと内蔵ネットワークアダプターポートのマッピングは同じです。 
                     

ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード（ProLiant BL2x220（G1）–G6など） 

次の表に、c3000ハーフハイトデバイスベイN（1～8）に取り付けられた倍密度のサーバーブレードで使用可能な設定

を一覧します。これらの倍密度のサーバーブレードの例としては、HPE ProLiant BL2x220c（G1） - G6があります。 
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接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

サーバーA内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN 
2/ポートN 

サーバーAメザニン ポート1 
ポート2 

3/ポートN 
4/ポートN 

サーバーB内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN+8 
2/ポートN+8 

サーバーBメザニン ポート1 
ポート2 

3/ポートN+8 
4/ポートN+8 

ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード（ProLiant BL2x220c G7など） 

次の表に、c3000ハーフハイトデバイスベイN（1-8）に取り付けられたHPE ProLiant BL2x220c G7のような倍密度

デバイスの使用可能な設定を一覧します。 
                   

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

サーバーA内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN 
2/ポートN 

サーバーA内蔵NC543i* ポート1 3/ポートN 

サーバーB内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN+8 
2/ポートN+8 

サーバーB内蔵NC543i* ポート1 3/ポートN+8 
* ProLiant BL2x220c G7サーバーブレード内蔵NC543iは、ベイ3にEthernetインターコネクトモジュールが取り付けられて
いる場合はEthernetに、倍密度InfiniBand インターコネクトが取り付けられている場合はInfiniBandに自動的に設定されま
す。NC543iの設定を変更するには、すべてのProLiant BL2x220c G7サーバーブレードの電源を切断し、インターコネクト
モジュールを別の種類に交換します。アクティブなOnboard Administratorを再起動するか、すべてのProLiant BL2x220c G7
サーバーブレードを取り付けなおします。すべての内蔵NC543iデバイスは新しいインターコネクトタイプ向けに再設定さ
れます。 
          

AMC Telco I/O拡張ブレード 

以下の表に、c3000ハーフハイトデバイスベイN（1-8）に取り付けられているAMC Telcoデバイスの使用可能な設

定を一覧します。 
                

接続 Port Number 接続先インターコネクトベイ/ポート 

AMC内蔵（1） ポート1 
ポート3 

1/ポートN 
2/ポートN 

AMC内蔵（2） ポート5 
ポート7 

3/ポートN 
4/ポートN 

      

フルハイト、ダブル幅のサーバーブレード（ProLiant BL680c G7など） 

次の表に、フルハイト、ダブル幅のサーバーブレード（c3000のデバイスベイN（2または4）に取り付けたProLiant 
BL680c G7など）で使用できる構成を一覧します。 
         

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

A側の内蔵NIC NIC 1 
NIC 2 
NIC 3 
NIC 4 

1/ポートN+4 
1/ポートN+12 
1/ポートN 
1 ポートN+8 

B側の内蔵NIC NIC 5 
NIC 6 

1/ポートN+3 
1/ポートN+11 

A側のメザニン1 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

2/ポートN 
2/ポートN+8 
2/ポートN+4 
2/ポートN+12 
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接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

A側のメザニン2 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

3/ポートN 
4/ポートN 
3/ポートN+8 
4/ポートN+8 

A側のメザニン3 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

3/ポートN+12 
4/ポートN+12 
3/ポートN+4 
4/ポートN+4 

B側のメザニン4 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

3/ポートN+7 
4/ポートN+7 
3/ポートN-1 
4/ポートN-1 

B側のメザニン5 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

2/ポートN+3 
2/ポートN+11 
2/ポートN-1 
2/ポートN+7 

B側のメザニン6 
NICのみ 

ポート1 
ポート2 

1/ポートN-1 
1/ポートN+7 

B側のメザニン7 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

3/ポートN+11 
4/ポートN+11 
3/ポートN+3 
4/ポートN+3 

 
 

c7000エンクロージャーのデバイスベイポートマッピングのグラフィカルビュー 
ハーフハイト、シングル幅のサーバーブレード（ProLiant BL260c、BL280c、BL420c、BL460c、BL465c、BL490c、
BL495c、WS460cなど） 
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この図では、Nは、エンクロージャー内のサーバーブレードの番号およびスイッチ上のポート番号です。たとえば、

サーバーブレードがスロット1に取り付けられている場合、このサーバーブレードはデバイス1と見なされ、スイッ

チ1およびスイッチ2で使用されるポートは、それぞれ、ポート1および1です。サーバーブレードがスロット2に取

り付けられている場合、スイッチ1およびスイッチ2で使用されるポートはポート2および2です。この規則は次の図

で示すように、フルハイトサーバーブレード用に変更されます。 

フルハイト、シングル幅のサーバーブレード（ProLiant BL680c （G1）、BL680c Gen5、およびBL480c、BL620c、
BL660c、およびBL685cなど） 

 

 

この図では、Nは、エンクロージャー内のサーバーブレードの番号およびスイッチ上のポート番号です。たとえば、

ブレードがスロット1に取り付けられている場合、それはデバイス1と見なされます。フルハイト、シングル幅のサー

バーブレードは、ハーフハイトのサーバーブレード2台分のスペースを占有します。このため、エンクロージャーは、

フルハイト、シングル幅のサーバーブレード最大8台に制限されます。これらのフルハイト、シングル幅のサーバー

ブレードからのポートマッピングは、一見ハーフハイトのサーバーブレードとは違って見えることがありますが、

非常によく似た規則を使用しています。 

ハーフハイトサーバーブレードと同じように、ブレードがスロット1に取り付けられている場合、デバイス1と見な

されますが、これはスイッチ1および2にマップされる2番目のポートのセットを持ちます。フルハイト、シングル

幅のサーバーブレードでは、スイッチ上でN/N+8スキームを使用します。そのため、サーバーブレード1は両方のス
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イッチのポート1および9にマップされます（N=1）。スロット2に取り付けられたサーバーブレードの場合、スイッ

チ1および2で使用される4つのポートは2および10になります（N=2）。 

ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード（ProLiant BL2x220c（G1）–G6など） 

 

ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード（ProLiant BL2x220c G7など） 

 

フルハイト、ダブル幅のサーバーブレード（ProLiant BL680c G7など） 
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A側 
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B側 

 
 

c7000エンクロージャーのデバイスベイポートマッピングテーブル 
サーバーブレードは、次のように、インターコネクトベイにマッピングされます。1xや2xや4xは、コントローラー

が提供するポート当たりのインターコネクトレーンの数を表しています。デバイスが存在しない場合、このチェッ

クボックスが無効になるためポートを表示できません。 

• 1xポートの例は、1GB Ethernet（1GbE）、10GB Ethernet（10GbE）、およびすべてのファイバーチャネルデ

バイスです。 

• 2xポートの例は、20GB Ethernet（20 GbE）およびすべてのシリアル接続SCSI（SAS）デバイスです。 

• 4xポートの例は、すべてのInfiniBandデバイスです。 

• 次の表では、EthernetポートがNICと表示されています。 

ハーフハイト、シングル幅のサーバーブレード 

次の表に、c7000ハーフハイトデバイスベイN（1-16）に取り付けたハーフハイトサーバーブレードのポートマッピ

ングを一覧します。このようなハーフハイトサーバーブレードの例としては、ProLiant BL260c、BL280c、BL420c、
BL465c、BL490c、BL495c、WS460cサーバーなどがあります。 
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接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/
ポート 

コメント 

NIC1 NIC 1 
NIC 2 

1/ポートN 
2/ポートN 

シングル幅Ethernetインター
コネクトモジュール1個または
2個 

メザニンスロット1 - 1x 
または2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 

3/ポートN 
4/ポートN 

• シングル幅インターコネ
クトモジュール1個 

• 4ポートカードは、最初の2
ポートのみを接続 

メザニンスロット1 - 4x
カード 

4xポート1 3/ポートN • ダブル幅インターコネク
トモジュール1個 

• 2ポートカードのポート1
のみを接続  

メザニンスロット2 - 1x 
または2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

5/ポートN 
6/ポートN 
7/ポートN2 
8/ポート N2 

シングル幅インターコネクト
モジュール1個または2個 

メザニンスロット2 - 4x
カード 

4xポート1 
4xポート2 

5/ポートN 
7/ポートN2 

ダブル幅インターコネクトモ
ジュール1個または2個 

1 G7以前の世代のサーバーブレードでは、システムボードにEthernetポートが内蔵されています。Gen8以降の世代のサー
バーブレードでは、Ethernetポートは、FlexibleLOMアダプターと呼ばれるユーザーが選択可能なカード上にあります。
FlexibleLOMアダプターのポートと内蔵ネットワークアダプターポートのマッピングは同じです。 
2 インターコネクトベイ7と8の接続は、4ポートメザニンカードまたはメザニンスロット2にある4xカードのポート2を使
用している場合のみ有効です。 

フルハイト、シングル幅のサーバーブレード 

次の表に、デバイスベイN（1-8）に取り付けたフルハイト、シングル幅のサーバーブレードのポートマッピングを

一覧します。このようなフルハイトサーバーブレードの例としては、ProLiant BL680c（G1）、BL680c Gen5、BL480c、
BL620c、BL660c、BL685cが含まれます。 
     

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/
ポート 

コメント 

NIC1 NIC 1 
NIC 2 
NIC 3 
NIC 4 

1/ポートN+8 
2/ポートN+8 
1/ポートN 
2/ポートN 

シングル幅Ethernetインター
コネクトモジュール1個または
2個 

メザニンスロット1 - 1xま
たは2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

3/ポートN 
4/ポートN 
3/ポートN+8 
4/ポートN+8 

シングル幅インターコネクトモ
ジュール1個または2個 

メザニンスロット1 - 4x
カード 

4xポート1 3/ポートN • ダブル幅インターコネクト
モジュール1個 

• 2ポートカードのポート1の
みを接続可能 

メザニンスロット2 - 1xま
たは2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

5/ポートN 
6/ポートN 
7/ポートN 2 
8/ポートN2 

シングル幅インターコネクトモ
ジュール最大4個 

メザニンスロット2 - 4x
カード 

4xポート1 
4xポート2 

5/ポートN 
7/ポートN 2 

ダブル幅インターコネクトモ
ジュール1個または2個 

メザニンスロット3 - 1xま
たは2xカード 

1x/2xポート1 
1x/2xポート2 
1x/2xポート3 
1x/2xポート4 

7/ポートN+8 * 
8/ポートN+8 * 
5/ポートN+8 
6/ポートN+8 

シングル幅インターコネクトモ
ジュール最大4個 
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接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/
ポート 

コメント 

メザニンスロット3 - 4x
カード 

4xポート1 
4xポート2 

5/ポートN+8 
7/ポートN+8 * 

ダブル幅インターコネクトモ
ジュール1個または2個 

1 G7以前の世代のサーバーブレードでは、システムボードにEthernetポートが内蔵されています。Gen8以降の世代のサー
バーブレードでは、Ethernetポートは、FlexibleLOMアダプターと呼ばれるユーザーが選択可能なカード上にあります。
FlexibleLOMアダプターのポートと内蔵ネットワークアダプターポートのマッピングは同じです。 
2 インターコネクトベイ7と8の接続は、4ポートメザニンカードまたはメザニンスロット2にある4xカードのポート2を使
用している場合のみ有効です。 
           

ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード 

次の表に、c7000ハーフハイトデバイスベイN（1～16）に取り付けられた倍密度のサーバーブレードで使用可能な設

定を一覧します。このような倍密度のサーバーブレードの例としては、ProLiant BL2x220c（G1） - G6があります。 
 

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

サーバーA内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN 
3/ポートN 

サーバーAメザニン ポート1 
ポート2 

5/ポートN 
6/ポートN 

サーバーB内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

2/ポート 
4/ポートN 

サーバーBメザニン ポート1 
ポート2 

7/ポートN 
8/ポートN 

ハーフハイト、倍密度のサーバーブレード（ProLiant BL2x220c G7など） 

次の表に、c7000ハーフハイトデバイスベイN（1-16）に取り付けられたProLiant BL2x220c G7のような倍密度サー

バーブレードの使用可能な設定を一覧します。 
 

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

サーバーA内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN 
3/ポートN 

サーバーA NC543i* ポート1 5/ポートN 

サーバーB内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

2/ポートN 
4/ポートN 

サーバーB NC543i* ポート1 7/ポートN 
 

* ProLiant BL2x220c G7サーバーブレード内蔵NC543iは、ベイ3にEthernetインターコネクトモジュールが取り付けられて
いる場合はEthernetに、倍密度InfiniBand インターコネクトが取り付けられている場合はInfiniBandに自動的に設定されま
す。NC543iの設定を変更するには、すべてのProLiant BL2x220c G7サーバーブレードの電源を切断し、インターコネクト
モジュールを別の種類に交換します。アクティブなOnboard Administratorを再起動するか、すべてのProLiant BL2x220c G7
サーバーブレードを取り付けなおします。すべての内蔵NC543iデバイスは新しいインターコネクトタイプ向けに再設定さ
れます。 
 

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

サーバーA内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN 
3/ポートN 

サーバーA NC543i* ポート1 5/ポートN 

サーバーB内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

2/ポートN 
4/ポートN 

サーバーB NC543i* ポート1 7/ポートN 
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* ProLiant BL2x220c G7サーバーブレード内蔵NC543iは、ベイ3にEthernetインターコネクトモジュールが取り付けられてい
る場合はEthernetに、倍密度InfiniBand インターコネクトが取り付けられている場合はInfiniBandに自動的に設定されます。
NC543iの設定を変更するには、すべてのProLiant BL2x220c G7サーバーブレードの電源を切断し、インターコネクトモジュー
ルを別の種類に交換します。アクティブなOnboard Administratorを再起動するか、すべてのProLiant BL2x220c G7サーバー
ブレードを取り付けなおします。すべての内蔵NC543iデバイスは新しいインターコネクトタイプ向けに再設定されます。 
 

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

サーバーA内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

1/ポートN 
3/ポートN 

サーバーA NC543i* ポート1 5/ポートN 

サーバーB内蔵NIC NIC 1（ポート:1） 
NIC 2（ポート:2） 

2/ポートN 
4/ポートN 

サーバーB NC543i* ポート1 7/ポートN 
 

* ProLiant BL2x220c G7サーバーブレード内蔵NC543iは、ベイ3にEthernetインターコネクトモジュールが取り付けられてい
る場合はEthernetに、倍密度InfiniBand インターコネクトが取り付けられている場合はInfiniBandに自動的に設定されます。
NC543iの設定を変更するには、すべてのProLiant BL2x220c G7サーバーブレードの電源を切断し、インターコネクトモジュー
ルを別の種類に交換します。アクティブなOnboard Administratorを再起動するか、すべてのProLiant BL2x220c G7サーバー
ブレードを取り付けなおします。すべての内蔵NC543iデバイスは新しいインターコネクトタイプ向けに再設定されます。 

AMC Telco I/O拡張ブレード 

次の表は、デバイスベイN（1-16）に取り付けたフルハイトデバイスに使用できる構成を示しています。 
              

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

AMC内蔵（1） ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

1/ポートN 
2/ポートN 
3/ポートN 
4/ポートN 

AMC内蔵（2） ポート5 
ポート6 
ポート7 
ポート8 

5/ポートN 
6/ポートN 
7/ポートN 
8/ポートN 

フルハイト、ダブル幅のサーバーブレード（ProLiant BL680c G7など） 

次の表に、c7000フルハイトデバイスベイN（2、4、6、または8）に取り付けられたProLiant BL680c G7のような

フルハイト、ダブル幅のサーバーブレードのポートマッピングを一覧します。 
      

接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

A側の内蔵NIC NIC 1 
NIC 2 
NIC 3 
NIC 4 

1/ポートN+8 
2/ポートN+8 
1/ポートN 
2/ポートN 

B側の内蔵NIC NIC 5 
NIC 6 

1/ポートN+7 
2/ポートN+7 

A側のメザニン1 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

3/ポートN  
4/ポートN 
3/ポートN+8 
4/ポートN+8 

A側のメザニン2 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

5/ポートN  
6/ポートN 
7/ポートN 
8/ポートN 

A側のメザニン3 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

7/ポートN+8 
8/ポートN+8 
5/ポートN+8 
6/ポートN+8 
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接続 ポート番号 接続先インターコネクトベイ/ポート 

B側のメザニン4 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

7/ポートN-1  
8/ポートN-1 
5/ポートN-1 
6/ポートN-1 

B側のメザニン5 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

3/ポートN+7  
4/ポートN+7 
3/ポートN-1 
4/ポートN-1 

B側のメザニン6 
NICのみ 

ポート1 
ポート2 

1/ポートN-1  
2/ポートN-1 

B側のメザニン7 ポート1 
ポート2 
ポート3 
ポート4 

5/ポートN+7  
6/ポートN+7 
7/ポートN+7 
8/ポートN+7 

 
 

ファームウェア 
デバイスベイのコンポーネントのファームウェア情報を表示したり、ファームウェアの手動検出および手動更新を

実行するには、[ファームウェア]をクリックします。サポート要件とパフォーマンスの問題については、「エンクロー

ジャーファームウェア管理（170ページ）」を参照してください。 

ファームウェアの概要情報 
 

行 説明 

[ベイ] エンクロージャー内のデバイスベイ。 

[デバイスモデル] デバイスのモデル番号。 

[ファームウェアコン
ポーネント] 

ファームウェア情報の対象コンポーネント。このコンポーネントの情報が表示されます。 

[現在のバージョン] コンポーネント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。 

[ ファームウェア ISO
バージョン] 

コンポーネントにインストールできるファームウェアの最新バージョン。 

  

 注：サーバーが検出または更新された後でブレードファームウェアがDVD ISOファームウェアと一致し

ない場合は、情報アイコンが表示されます。 
  

  

 注：ファームウェアバージョンの後に続く文字は、Smartコンポーネントのリリースノートリビジョン

を示します。このリビジョンは、有効なファームウェアアップデートではありません。 
  

手動検出 

手動検出は、サーバー上の検出用ブートを実行し、そのサーバーの拡張ファームウェア情報を収集し、サーバーを

通常の動作にリブートします。 

選択したサーバーの検出プロセスを開始するには、[手動検出を開始]をクリックします。 

セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合、手動検出を実行できません。[手動検出を開始]ボタン

がグレー表示されます。セキュアブートによって、ユーザー（Administratorを含む）はサーバーブレードOSまたは

iLOからのこの操作の実行が制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ実行

できます。 

手動アップデート 

手動アップデートは、サーバー上での更新のためにブートを実行し、サーバーのファームウェアを更新し、サーバー

を通常の動作にするために、リブートします。 
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選択したサーバーの更新プロセスを開始するには、[手動アップデートを開始]をクリックします。 

セキュアブートがサーバーブレードで構成されている場合、手動更新を実行できません。[手動アップデートを開始]
ボタンがグレー表示されます。セキュアブートによって、ユーザー（Administratorを含む）はサーバーブレードOS
またはiLOからのこの操作の実行が制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからの

み実行できます。 

手動検出および手動アップデートについて詳しくは、「手動アップデートまたは手動検出の開始（232ページ）」を

参照してください。 

ファームウェアログ 

このログは、サーバーで最後に実行されたエンクロージャーファームウェア管理操作の詳細情報を表示します。こ

のログはサーバー固有であり、新しいエンクロージャーファームウェア管理操作がサーバーで開始されると消去さ

れます。このログは、サーバーがエンクロージャーから取り外されたときおよび工場モードに設定されたときにも

消去されます。 

ファームウェアログは、特定のサーバーでのエンクロージャーファームウェア管理の進行状況を把握するために

もっとも有用なリソースです。 

ファームウェアログについて詳しくは、「ファームウェア管理ログ（235ページ）」を参照してください。 

セッションログ 

このログは、サーバーで最後に実行されたエンクロージャーファームウェア管理操作の詳細情報を表示し、セッショ

ン全体をiLO VSPに記録します。このログはサーバー固有であり、新しいエンクロージャーファームウェア管理操

作がサーバーで開始されると消去されます。このログは、サーバーがエンクロージャーから取り外されたときにも

消去されます。 

セッションログについて詳しくは、「ファームウェア管理ログ（235ページ）」を参照してください。 
 

手動アップデートまたは手動検出の開始 
  

 注意：4 GBを超えるSPPイメージを使用し、Webサーバーからホストされているエンクロージャー

ファームウェア管理は、機能しない可能性があります。 
  

  

 重要：エンクロージャーファームウェア管理タスクの進行中は、Onboard Administratorを再起動しない

でください。シャットダウンまたはエンクロージャーからブレードを引き出すことは避けてください。 
  

  

 注：セキュアブートがサーバーブレードで設定されている場合、手動検出または手動アップデートを実

行できません。[手動検出を開始]および[手動アップデートを開始]ボタンがグレー表示されます。セキュ

アブートによって、ユーザー（Administratorを含む）はサーバーブレードOSまたはiLOからのこれらの

操作の実行が制限されます。ブート操作は、管理者がBIOSで設定したブートデバイスからのみ実行で

きます。 
  

 

個別のサーバーで手動アップデートまたは手動検出を開始する 

 
1. 左側のツリービューで[デバイスベイ]を選択します。 
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2. 表示する適切なベイを選択し、[ファームウェア]を選択します。 

3. [手動検出を開始]または[手動アップデートを開始]をクリックします。 
 

複数のサーバーで手動検出を開始する 
1. 左側のツリービューで、[エンクロージャー設定]、[エンクロージャーファームウェア管理]を選択します。 

2. [手動検出]タブを選択します。 

 
3. 該当するサーバーベイのそれぞれの横にあるチェックボックスを選択するかまたは[すべてのサーバーの検

出]チェックボックスを選択します。 

4. [手動検出を開始]をクリックします。 
 

複数のサーバーで手動アップデートを開始する 
1. 左側のツリービューで、[エンクロージャー設定]、[エンクロージャーファームウェア管理]を選択します。 
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2. [手動アップデート]タブを選択します。 

 
3. 該当するサーバーベイのそれぞれの横にあるチェックボックスを選択するかまたは[すべてのサーバーのアッ

プデート]チェックボックスを選択します。 

4. [手動アップデートを開始]をクリックします。 
 

[デバイスベイ]画面から手動検出または手動アップデートを開始する 
1. 左側のツリービューで[デバイスベイ]を選択します。 

2. 該当するベイの横のチェックボックスを選択します。 
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3. [エンクロージャーファームウェア管理]メニューから、[手動検出を開始]または[手動アップデートを開始]をク

リックします。 

 
 

ファームウェア管理ログ 
エンクロージャーファームウェア管理イベントは、3つのログに書き込まれます。以下の項では、各ログに含まれる

イベントのタイプについて説明します。すべてのログは、トラブルシューティングの目的で実行中と完了したタス

クを確認するために使用できます。 

ファームウェアログ 

 

このログは、サーバーで最後に実行されたエンクロージャーファームウェア管理操作の詳細情報を表示します。こ

のログはサーバー固有であり、新しいエンクロージャーファームウェア管理操作がサーバーで開始されると消去さ
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れます。このログは、サーバーがエンクロージャーから取り外されたときおよび工場モードに設定されたときにも

消去されます。 

このログは、OAを再起動したり電力を損失したりした場合も保持されます。スタンバイOAがある場合は、スタン

バイOA上に保持されます。 

ファームウェアログは、特定のサーバーでのエンクロージャーファームウェア管理の進行状況を把握するために

もっとも有用なリソースです。 

セッションログ 

 

このログは、サーバーで最後に実行されたエンクロージャーファームウェア管理操作の詳細情報を表示し、セッショ

ン全体をiLO VSPに記録します。このログはサーバー固有であり、新しいエンクロージャーファームウェア管理操

作がサーバーで開始されると消去されます。このログは、サーバーがエンクロージャーから取り外されたときにも

消去されます。 

このログは、OAを再起動したり電力を損失したりした場合も保持されます。スタンバイOAがある場合は、スタン

バイOA上に保持されます。 
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エンクロージャーファームウェア管理ログ 

 

エンクロージャーファームウェア管理ログには、ファームウェアイメージの選択、ポリシーやスケジュールの変更、

およびファームウェア操作の開始と完了のような、主要なエンクロージャーファームウェア管理イベントが総合的

に表示されます。このログには、各サーバーのファームウェアログに含まれるステップごとの詳細は含まれません。 

エンクロージャーファームウェア管理ログは、OAを再起動したり電力を損失したりした場合も保持されます。スタ

ンバイOAがある場合は、スタンバイOA上に保持されます。 

更新されたログ情報を表示するには、[更新]をクリックします。 

エンクロージャーファームウェア管理ログおよびサーバー固有のファームウェアログとセッションログの情報をク

リアするには、[すべてのログをクリア]をクリックします。 

エンクロージャーファームウェア管理ログの情報をクリアするには、[ログのクリア]をクリックします。 
  

 注意：削除されると、このデータは復元できません。 

  

イベント障害については、「エンクロージャーファームウェア管理ログ（176ページ）」を参照してください。 
 

ファームウェアバージョンの表示 
エンクロージャーファームウェア管理タスクが正常に完了した後で、アップデートに選択されているすべてのデバ

イスのファームウェアバージョンを確認します。エンクロージャーファームウェア管理タスクが正常に終了しても、

ファームウェアがISOイメージ上のバージョンにアップデートされない場合があります。詳しくは、「不規則的な

ファームウェアバージョン（238ページ）」を参照してください。 

サーバーファームウェア 

左側のツリービューで[デバイスベイ]を選択します。表示する適切なベイを選択し、[ファームウェア]をクリックし

ます。 
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Onboard AdministratorのGUIとCLIに、各サーバーの拡張サーバーファームウェア情報が表示されます。各サーバー

ブレードのファームウェア管理ログには最後のファームウェアアップデートまたは検出イベント中のステップのロ

グが表示され、ファームウェアの概要には最後の検出またはアップデートが実行された日時が表示されます。エン

クロージャーからサーバーブレードが取り外されると、このログがクリアされます。これらのログは、存在する場

合、スタンバイ状態のOnboard Administratorと同期化され、Onboard Administratorの再起動後に情報が使用できる

ように、ログがフラッシュに格納されます。 

 

ラックファームウェア 

左側のツリービューウィンドウの一番上にある[ラックファームウェア]を選択します。 

Onboard AdministratorのGUIまたはCLIには、各エンクロージャーの現在のファームウェアインベントリのレポート

が表示されます。リンクされているエンクロージャーの場合、GUIにはリンクされているすべてのエンクロージャー

のファームウェアが表示されます。レポートには、サーバーのBIOS、iLO、PMC、NIC、FC HBA、Smartアレイ、

およびSmartアレイに接続された各搭載ハードディスクドライブの現在のファームウェアバージョンが含まれます。

この情報は、NICまたはFC HBAのファームウェアバージョンが正しくないために発生した複雑なネットワークや

FC SANの問題の診断に役立ちます。 

 
 

不規則的なファームウェアバージョン 
以下の例では、不規則的なファームウェアバージョンまたはステータス情報が表示される場合があります。 

• ファームウェアバージョンの後に続く文字は、Smartコンポーネントのリリースノートリビジョンを示します。

これは、有効なファームウェアアップデートではありません。 

• ファームウェアISOバージョンとして[コンポーネントなし]が表示される場合は、そのコンポーネントの

ファームウェアがSPPイメージに含まれていないことを示します。通常、この例は、ProLiant G7サーバーの

パワーマネジメントコントローラーで発生します。 

• 情報アイコンが表示される場合は、サーバーが検出または更新された後のサーバーブレードファームウェアが

DVD ISOファームウェアと一致していません。 

• エンクロージャーファームウェア管理ユーティリティを使用せずにNIC、FC HBA、Smartアレイ、またはSmart
アレイに接続された搭載ハードディスクドライブをフラッシュすると、Onboard Administratorはこの情報を解

釈できず、引き続き最新のエンクロージャーファームウェア管理操作に基づいてファームウェア情報を報告し

ます。 
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• ファームウェアがエンクロージャーファームウェア管理ユーティリティを使用して更新されていない場合、こ

のユーティリティの追跡と報告機能は、他のツールを使用して行った変更を反映しません。 

ブレード上のファームウェアがEFMを使用して更新されていない場合、EFMの追跡と報告機能は、HP SUM
やSIMなどの他のツールを使用して行った変更を反映しません。EFMの検出または更新を実行すると、正しい

バージョンのファームウェアが報告されます。 

 
 

ストレージブレード 
[システムおよびデバイス]メニューでは、[デバイスベイ]カテゴリに、サーバーブレードとストレージブレードがリ

スト表示されます。ストレージブレードメニュー項目を選択すると、ストレージブレードのステータスページが表

示されます（メニュー項目の左にある+記号を選択してもストレージブレードは展開されません）。ストレージブレー

ドに関する特定の情報を表示する[ステータス]、[情報]、および[仮想デバイス]という3つのタブを使用できます。 

また、ストレージブレードの電源は、サーバーブレードの電源を入れたり、サーバーブレードと関連付けたりする

前に入れる必要があります。 

ハーフハイトのサーバーブレードを使用する場合は、エンクロージャー内のサーバーブレードの左のスロットにス

トレージブレードを配置する必要があります。エンクロージャーに取り付けられているサーバーブレードごとに、

エンクロージャー内のサーバーブレードの左に、関連付けられるストレージブレードを配置できます（最大8台の

サーバーブレードと最大8台のストレージブレード）。 

フルハイトのサーバーブレードを使用する場合は、エンクロージャー内のサーバーブレードの左下のスロットにス

トレージブレードを配置する必要があります。ストレージブレードをエンクロージャーの左上のスロットに配置す

ると、パートナーデバイスエラーが発生します。フルハイトのサーバーブレードの左上のスロットにハーフハイト

のサーバーブレードを配置し、同時にフルハイトのサーバーブレードの左下のスロットにストレージブレードを配

置することができます。 

フルハイトのサーバーブレードには、適切なストレージブレードと通信するためにメザニンカードが必要です。ス

トレージブレードがフルハイトのサーバーブレードの横に適切に配置されていても、サーバーブレードが適切なメ

ザニンカードを備えていないと、（パートナーデバイスエラーではなく）設定エラーが発生します。 
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サーバーブレードに電源が接続されていない場合は、関連付けられているストレージブレードにも電源が接続され

ません。 

 
 

行 説明 

[ステータス] ストレージブレードの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、お
よび[障害]です。 

[電源オン] ストレージブレードの電源状態。表示される値は、オンまたはオフです。 

[割り当てられた電力] ストレージブレードが使用するために割り当てられている電力量（W単位）。 

[仮想ファン] 仮想ファンの最大RPMのパーセンテージ。 

[パートナーデバイス]* ストレージブレードが関連付けられているサーバーブレードとベイ。 
* 図には表示されていません。 

診断情報 

診断情報は、デバイスマイクロコントローラーのポーリングによって収集され（障害が発生していると劣化ステー

タスになります）、または障害をレポートするために（ポーリングされずに）デバイスマイクロコントローラーから

送信されます。 
 

行 説明 

[デバイス識別データ]  モデル名、製品番号、およびシリアル番号に関する情報や、デバイスを特定するために
使用されるその他の情報がチェックされます。この情報は、FRUデータとも呼ばれます。
データが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取れない場合は、
デバイス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[管理プロセッサー] ストレージコントローラーの管理インターフェイスプロセッサーのステータス。表示さ
れる値は、[OK]または[エラー]です。 

[温度] 温度が警告スレッショルドを超えました。表示される値は、[OK]または[温度警告]です。 

[オーバーヒート 
チェック] 

温度が危険スレッショルドを超えました。表示される値は、[OK]または[クリティカル 温
度スレッショルドに達しました]です。 

[電力割り当て要求] 電力が不足しているため、このストレージブレードに十分な電力を供給できません。表
示される値は、[OK]または[不十分なエンクロージャーの電力]です。 
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行 説明 

[冷却] ファンの個数が不足しているため、このストレージブレードを適切に冷却できません。
または、ファンの設定が不適切です。表示される値は、[OK]または[エンクロージャーの
冷却には不十分なファン]です。 

[デバイス配置] ストレージブレードベイ設定ステータス。表示される値は、[OK]または[正常なデバイス
冷却に適切な配置ではありません]です。 

[デバイス操作可能] ストレージブレードのステータス。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[デバイス劣化] デバイスに障害が発生。ステータスはOnboard Administratorによってリクエストされま
した。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[ディスクトレイ] DVD Drive。ソリッドステートドライブ 表示される値は、[Disk Tray is OPEN]または
[Disk Tray is CLOSED]です。 

[パートナーデバイスの
存在] 

ストレージブレードにパートナーサーバーが存在します。適切な設定では、サーバーは
ストレージブレードの横にある必要があります。表示される値は、[OK]または[隣接した
パートナーデバイスが見つかりません]です。 

[パワーシーケンス] ストレージブレードは、常に、最初に電源を入れる必要があります。すでに電源が入っ
ているサーバーブレードの横にストレージブレードを挿入すると、電源が入りません。
ストレージブレードの電源を入れられるように、サーバーブレードの電源を切ります。
ストレージブレードの電源を入れた後にサーバーブレードの電源を入れることができ
ます。表示される値は、[OK]または[パートナーブレードはすでに電源がはいっています]
です。 

[パートナーデバイスリ
ンク] 

劣化ステータスの場合、エンクロージャー内で隣接して2台のストレージデバイスが配
置されています。表示される値は、[OK]または[隣接したベイに不適切なデバイスがあり
ます]です。 

[Virtual Connectの設定] 表示される値は、[Virtual Connect設定済み]または[Virtual Connectは設定されていませ
ん]です。 

温度センサー情報 
 

列 説明 

[位置] デバイス内のセンサーの位置。 

[ステータス] 温度センサーのステータス。ステータスは、グラフィック表示と一致します。 

[温度] 温度のグラフィック表示。 
 

 
 

行 説明 

[ブレードタイプ] ベイに取り付けられているデバイスのタイプ。 
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行 説明 

[製造者] ベイに取り付けられているデバイスの製造者。 

[製品名] サーバーブレードの共通名称。 

[製品番号] このタイプの追加または交換用のサーバーブレードの注文時に使用される製品番号。 

[システムボードスペア
製品番号] 

このデバイスの交換用システムボードの注文時に使用される製品番号。 

[シリアル番号] サーバーブレードの一意のシリアル番号。 

[ROMバージョン] ROMバージョン番号。 
 

 

ストレージブレードのブレードUID LEDは、この画面から切り替えることができます。ブレードUID LEDを切り替

えるには、[オン/オフ切り替え]をクリックします。 

[オン/オフ切り替え]の真上のアイコンは、ブレードUID LEDが非アクティブのときは灰色、アクティブのときは青

色になります。 
 

I/O拡張ブレード情報 
特定のI/O拡張ブレードを選択すると、[デバイスベイ情報 - ベイ xx]ページ（xxは選択したベイ）が表示されます。

この画面で提供される情報には、[ステータス]、[情報]、および[仮想デバイス]タブがあります。 

[ステータス]タブ 

ステータス情報 
 

行 説明 

[ステータス] ブレードの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、および[障害]
です。 

[電源オン] ブレードの電源状態。表示される値は、[オン]または[オフ]です。 

[割り当てられた電力] サーバーブレードに割り当てられる電力量（W単位）。 

[パートナーデバイス] I/O拡張ブレードのパートナーとなっているサーバーブレード。 

[仮想ファン] 仮想ファンの最大RPMのパーセンテージ。 

ステータス情報テーブルの情報は、直前のダウンロード時の最新情報です。ステータス情報を更新するには、[更新]
をクリックします。 
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診断情報 

診断情報は、デバイスマイクロコントローラーのポーリングによって収集され（障害が発生していると劣化ステー

タスになります）、または障害をレポートするために（ポーリングされずに）デバイスマイクロコントローラーから

送信されます。 
 

行 説明 

[デバイス識別データ] モデル名、製品番号、およびシリアル番号に関する情報や、デバイスを特定するために
使用されるその他の情報がチェックされます。この情報は、FRUデータとも呼ばれます。
データが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取れない場合は、
デバイス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[管理プロセッサー] iLOのステータス。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[I/Oの設定] デバイスベイの設定が不適切です。ストレージブレードがフルハイトのサーバーブレー
ドのパートナーになっている場合、サーバーブレードが適切なメザニンカードを備えて
いないと、不適切なI/O設定になります。表示される値は、[OK]または[I/O ミスマッチが
検出されました]です。 

[電力割り当て要求] 電力が不足しているため、このブレードに十分な電力を供給できません。表示される値
は、[OK]または[不十分なエンクロージャーの電力]です。 

[冷却] ファンの個数が不足しているため、このサーバーブレードを適切に冷却できません。ま
たは、ファンの設定が不適切です。表示される値は、[OK]または[エンクロージャーの冷
却には不十分なファン]です。 

[デバイス配置] 現在のファン設定に対してI/Oブレードがエンクロージャーの正しいスロットに取り付
けられていません。表示される値は、[OK]または[正常なデバイス冷却に適切な配置では
ありません]です。 

[デバイス操作可能] デバイスに障害が発生。ステータスは、Onboard Administratorによってリクエストされ
ていません。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[デバイス劣化] デバイスに障害が発生。ステータスは、Onboard Administratorによってリクエストされ
ました。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[パートナーデバイスの
存在] 

I/O拡張ブレードにパートナーサーバーが存在します。適切な設定では、サーバーはスト
レージブレードの横にある必要があります。表示される値は、[OK]または[隣接したパー
トナーデバイスが見つかりません]です。 

[パワーシーケンス] I/O拡張ブレードは、常に、最初に電源を入れる必要があります。すでに電源が入ってい
るサーバーブレードの横にI/O拡張ブレードを挿入すると、電源が入りません。I/O拡張
ブレードの電源を入れることができるように、サーバーブレードの電源を切ります。I/O
拡張ブレードの電源を入れた後にサーバーブレードの電源を入れることができます。表
示される値は、[OK]または[パートナーブレードはすでに電源がはいっています]です。 

[パートナーデバイスリ
ンク] 

表示される値は、[OK]または[隣接したベイに不適切なデバイスがあります]です。この
情報は、サーバーブレードがストレージ/拡張ブレードのパートナーとなっていない場合
は表示されません。 

温度センサー 
 

列 説明 

[センサー] センサー番号。 

[位置] デバイス内のセンサーの位置。 

[ステータス] 温度センサーのステータス。ステータスは、グラフィック表示と一致します。 

[温度] 温度のグラフィック表示。 
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[I/O拡張ブレードの仮想デバイス]タブ 
UIDライト 

[オン/オフ切り替え]をクリックすると、I/O拡張ブレードのUIDライトをオン（青色）またはオフ（灰色）にするこ

とができます。これにより、選択されているI/O拡張ブレードを容易に特定できます。 
 

[I/O拡張ブレードの情報]タブ 
[デバイス情報] 
 

行 説明 

[ブレードタイプ] I/O拡張ブレード。 

[製造者] I/O拡張ブレードの製造元の会社名。 

[製品名] I/O拡張ブレードの共通名称。 

[製品番号] このタイプの追加または交換用のI/O拡張ブレードの注文時に使用される製品番号。 

[システムボードスペア
製品番号] 

このタイプの追加または交換用のシステムボードの注文時に使用される製品番号。 

[シリアル番号] I/O拡張ブレードの一意のシリアル番号。 

[ROMバージョン] ROMバージョン番号。 
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インターコネクトベイ 

[インターコネクトベイ概要]画面 
[エンクロージャー情報]メニューでは、[インターコネクトベイ]カテゴリに、エンクロージャー内のすべてのインター

コネクトデバイスがリスト表示されます。インターコネクトベイメニュー項目を選択するとすぐに、インターコネ

クトデバイスのリストと、エンクロージャー内の各インターコネクトデバイスのステータス、UIDステータス、電

源状態、モジュールタイプ、管理URL、および製品名を示すグリッドが表示されます。これらのパラメーターにつ

いては、この項の終わりにある表を参照してください。 

 

一番上の行の最初の列にあるチェックボックスによって、すべてのインターコネクトデバイスのチェックボックス

の選択/選択解除を切り替えることができます。この機能は、たとえばすべてのインターコネクトデバイスのUIDの

状態を同時に切り替える場合に便利です。すべてのインターコネクトデバイスを同時に操作しない場合は、最初の

列のチェックボックスを使用して、個々のインターコネクトデバイスを選択できます。適切なインターコネクトを

選択したら、[仮想電源]または[UID状態]ドロップダウンメニューを使用して（対応する下矢印をクリックして）、適

切な処理を実行できます。 

次の図で示す[仮想電源]メニューを使用すると、インターコネクトデバイスの電源を入れたり切ったりすることがで

きます。この機能を使用する場合は、一度に1つずつデバイスの電源を入れたり切ったりすることをおすすめします。 
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次の図で示す[UID状態]メニューは、インターコネクトデバイスのUID LEDを設定するために使用されます。UID LED
を点灯させると、エンクロージャー内の特定のインターコネクトデバイスを簡単に見つけることができます。これ

らのLEDは、選択したチェックボックスに応じて、一度に1つずつまたはグループとして点灯/消灯できます。 

 

選択可能なマネジメントコンソールのアドレスのリンク（IPv4およびIPv6）を表示するには、[管理URL]のアドレス

の横の下矢印をクリックします。次の図のようにポップアップが表示されます。FQDNリンクのサポートが有効に

なっていて、特定のDNS構成の要件が満たされている場合は、FQDNベースのアドレスがデフォルトの選択です。

FQDNリンクのサポートの有効化について詳しくは、「ネットワークアクセス（122ページ）」を参照してください。 

 
 

列 説明 

チェックボックス [仮想電源]および[UID状態]機能を適用するベイ（複数選択可）の横にあるチェックボッ
クスをクリックします。 

[ベイ] 対応するインターコネクトデバイスが搭載されているエンクロージャー内のベイ。電源
装置が搭載されているベイのみが表示されます。空のベイは、このテーブルに表示され
ません。 

[ステータス] インターコネクトデバイスの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣
化]、および[障害]です。 

[UID] インターコネクトデバイスのUIDのステータス。表示される値は、[オン]（青色）または
[オフ]（灰色）です。 

[電力の状態] インターコネクトデバイスの電源状態。表示される値は、オンまたはオフです。 
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列 説明 

[モジュールタイプ] このベイに取り付けられているインターコネクトデバイスのネットワークインター
フェイスの種類。表示される値は、[Ethernet]または[fiber]です。 

[管理URL] ネットワーク内のIPv4アドレスです。このインターコネクトデバイスはこの位置で管理
および構成して使用できます。選択可能なマネジメントコンソールのアドレスのリンク
（URLおよびIPv4）を表示するには、[管理IPv6]のアドレスの横の下矢印をクリックし
ます。 
FQDNリンクのサポートが有効になっていて、特定のDNS構成の要件が満たされている
場合は、FQDNベースのアドレスがデフォルトの管理URLとして表示されます。FQDN
リンクのサポートの有効化について詳しくは、「ネットワークアクセス（122ページ）」
ページを参照してください。 

[製品名] インターコネクトデバイスの共通名称。 

このページの情報は、直前のダウンロード時の最新情報です。更新された情報を表示するには、[更新]をクリック

します。 
 

[インターコネクトベイ]画面 
[インターコネクトベイ]画面には、スイッチやルーターを取り付けることができるベイに関する情報が表示されます。

また、Onboard Administratorモジュールも表示できます。 
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マネジメントコンソールに接続するには、[管理コンソール]リンクをクリックします。選択可能なマネジメントコ

ンソールのアドレスのリンク（IPv4およびIPv6）を表示するには、[管理URL]のアドレスの横の下矢印をクリックし

ます。次の図に示すように、ナビゲーションツリーからマネジメントコンソールに接続することもできます どちら

の場合も、FQDNリンクのサポートが有効になっていて、特定のDNS構成の要件が満たされている場合は、FQDN
ベースのアドレスがデフォルトのリンクとして表示されます。FQDNリンクのサポートの有効化について詳しくは、

「ネットワークアクセス（122ページ）」を参照してください。 

 

選択したインターコネクトベイに関するポートマッピング情報を表示するには、[ポートマッピング]の[インターコ

ネクト]リンクをクリックします。ポートマッピング情報は、ナビゲーションツリーから選択することもできます。 

ステータス情報 
 

行 説明 
[ステータス] インターコネクトデバイスの全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣

化]、および[障害]です。 
[温度の状態] インターコネクトデバイスの温度ステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、

および[障害]です。 
[電源オン] ブレードの電源状態。表示される値は、[オン]、[オフ]、または[遅延]です。 
[電力遅延残留] デバイスに電源を投入するまでの残り時間（秒単位）。 
 

診断情報 
 

行 説明 
[デバイス識別データ] モデル名、製品番号、およびシリアル番号に関する情報や、デバイスを特定するために

使用されるその他の情報がチェックされます。この情報は、FRUデータとも呼ばれます。
データが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取れない場合は、
デバイス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[管理プロセッサー] 管理プロセッサーからの応答がありません。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 
[温度] 温度が警告スレッショルドを超えました。表示される値は、[OK]または[温度警告]です。 
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行 説明 
[オーバーヒート 
チェック] 

温度が危険スレッショルドを超えました。表示される値は、[OK]または[クリティカル 温
度スレッショルドに達しました]です。 

[I/Oの設定] インターコネクトベイの設定が不適切です。表示される値は、[OK]または[I/O ミスマッ
チが検出されました]です。 

[電力割り当て要求] 電力が不足しているため、インターコネクトに十分な電力を供給できません。表示され
る値は、[OK]または[不十分なエンクロージャーの電力]です。 

[デバイス操作可能] デバイスに障害が発生。ステータスはOnboard Administratorによってリクエストされて
いません。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[デバイス劣化] デバイスに障害が発生。ステータスはOnboard Administratorによってリクエストされま
した。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[デバイス情報] デバイスは正常に動作していますが、注意する必要があります。 
[重複したIPアドレス] 割り当て中に重複したIPアドレスがネットワークに存在するかどうかを確認するチェッ

ク。表示される値は、[OK]またはネットワーク上に重複するIPアドレスがあることを示
す情報メッセージです。 

 
 

[インターコネクトベイ]の[情報]タブ 
ハードウェア情報 
 

行 説明 
[製品名] インターコネクトデバイスの共通名称。 
[管理IPアドレス] インターコネクト管理インターフェイスのIPアドレス。 
[管理URL] ネットワーク内のアドレスです。このインターコネクトデバイスはこの位置で管理およ

び設定して使用できます。 
[ユーザー割り当て名] ユーザーがインターコネクトベイに割り当てた名前。サポートされる場合、名前はイン

ターコネクトマネジメントインターフェイスを使用して割り当てられます。 
[製品番号] このタイプの追加インターコネクトデバイスの注文時に使用される製品番号。 
[スペア製品番号] このタイプの交換用インターコネクトデバイスの注文時に使用される製品番号。 
[シリアル番号] インターコネクトデバイスの一意のシリアル番号。 
[タイプ] インターコネクトデバイスのインターフェイスタイプ。表示される値は、[Ethernet]また

は[fiber]です。 
[製造者] インターコネクトデバイスの製造元の会社名。 
[温度センサー] インターコネクトデバイスに温度センサーがあるかどうかを示します。 
[ファームウェアバー
ジョン] 

インターコネクトモジュールのファームウェアバージョン。 

[VLAN ID（名）] インターコネクトベイに割り当てられているVLANのID番号および名前 
 

IPv6の情報 
 

行 説明 
[リンクローカル 
アドレス] 

インターコネクトインターフェイスのリンクローカルIPv6アドレス。 

[EBIPAアドレス] インターコネクトインターフェイスのEBIPA IPv6アドレス。 
[DHCPv6アドレス] インターコネクトインターフェイスのDHCP IPv6アドレス。 
[SLAACアドレス] インターコネクトインターフェイスのSLAAC IPv6アドレス。 
[リンクローカル管理
URL] 

リンクローカルIPv6管理URLです。ネットワークで使用できるように、ここでインター
コネクトデバイスを管理および設定します。 

[EBIPA管理URL] EBIPA IPv6管理URLです。ネットワークで使用できるように、ここでインターコネクト
デバイスを管理および設定します。 

[DHCPv6管理URL] DHCP IPv6管理URLです。ネットワークで使用できるように、ここでインターコネクト
デバイスを管理および設定します。 
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行 説明 

[SLAAC管理URL] SLAAC IPv6管理URLです。ネットワークで使用できるように、ここでインターコネク
トデバイスを管理および設定します。 

 

接続情報 
 

行 説明 
[JS2コネクター] このフィールドには、JS2コネクターの有無が表示されます。 
[OAへの内蔵Ethernetインター
フェイス] 

このフィールドには、Onboard Administratorへの内部Ethernetインターフェイ
スの有無が表示されます。 

[OAへの内蔵Ethernet Route] このフィールドには、Onboard Administratorへの内部Ethernetルートのステー
タスが表示されます。表示される値は、[有効]または[無効]です。 

[OAへの内蔵シリアルインター
フェイス] 

このフィールドには、Onboard Administratorへの内部シリアルインターフェイ
スの有無が表示されます。 

[OAへの内蔵シリアルRoute] このフィールドには、Onboard Administratorへの内部シリアルルートのステー
タスが表示されます。表示される値は、[有効]または[無効]です。 

[シリアルポートボーレート] このフィールドには、シリアルポートのボーレートが表示されます。 
[外部シリアルポートインター
フェイス] 

このフィールドには、外部シリアルポートインターフェイスの有無が表示され
ます。 

[外部Ethernetインターフェイス] このフィールドには、外部Ethernetインターフェイスの有無が表示されます。 
 

 

[インターコネクトベイ]の[仮想ボタン] 
インターコネクトベイ仮想ボタンを使用すると、Onboard Administrator GUIで選択したデバイスについて、電源を

切って入れなおしたり、リセットしたり、UIDを切り替えたりすることができます。 

 
 

ボタン 説明 

[電源オフ] このボタンをクリックすると、インターコネクトデバイスの電源が切断されます。 

[リセット] このボタンをクリックすると、インターコネクトデバイスがリセットされます（強制的
にシャットダウンされた後に電源が入れなおされます）。 

[オン/オフ切り替え] このボタンをクリックすると、インターコネクトデバイスのUIDをオン（青色）または
オフ（灰色）にすることができます。これにより、選択されているインターコネクトデ
バイスを容易に特定できます。 

 
  

 注：インターコネクトモジュールの電源がオフの場合、Onboard Administratorが再起動した後でモ

ジュールの電源がオンになり、十分なエンクロージャー電源が使用できる場合、モジュールはフェイル

オーバーします。 
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[インターコネクトベイ]の[ポートマッピング]画面 
[インターコネクトベイポートマッピング]画面は、インターコネクトベイポートマッピングのグラフィカルビューと

テーブルビューを提供します。 

 

グラフィカルビュー 

マウスカーソルをインターコネクトのポートに合わせると、グラフィカルビューでは、テーブルビューで表示され

るのと同じ情報が表示されます。 

テーブルビュー 
 

列 説明 

[インターコネクトベイポート] インターコネクトベイポートの番号（1～16の順）。 

[ポートの状態] ポートの現在のステータス。 

[デバイスベイ] インターコネクトポートマッピングに対応するデバイスベイ。 

[サーバーメザニンスロット] サーバーブレードのメザニンに取り付けられているデバイスのタイプ。 

[サーバーメザニンポート] メザニンデバイスの物理ポート。 

[デバイスID] インターコネクトベイポートのMACアドレス。 
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エンクロージャー電源管理 

電源管理計画 
各電源エンクロージャーは、Onboard Administratorによって直接監視される6台の電源装置を備えています。1つの

エンクロージャーに最大2台の電源装置エンクロージャーを接続できます。 

Onboard Administratorは、冗長ステータス、利用可能な総電力、および総消費電力の計算を担当します。この情報

はユーザーに表示され、電源管理に使用されます。Onboard Administratorの電源サブシステム表示には、各電源装

置と電源エンクロージャー自体のステータスおよび情報が含まれます。 

また、電源障害領域には、電源バックプレーンとサーバーまたはスイッチベイの間の電子ヒューズの制御機能も含

まれています。ヒューズが切れるとOnboard Administratorがアラートを表示するので、手動でヒューズをセットし

なおすことができます。 

追加の電源装置をエンクロージャーに取り付ける場合、製品番号が異なる電源装置を同じエンクロージャーに取り

付けることはできません。Onboard Administratorは、交換する必要がある電源装置について、注意アイコンで警告

します。 
  

 注：エンクロージャーでは、HPE 1200W Common Slot Silverホットプラグ対応パワーサプライ（スペ

ア製品番号441830-001および498152-001）を組み合わせて使用でき、電源装置の組み合わせの目的に

適合します。 
  

エンクロージャーに電源装置を正しく取り付ける方法については、BladeSystem c7000エンクロージャーのセット

アップとインストールに関する適切なガイドを参照してください。 
 

[電力および温度]画面 

 
 

行 説明 
[エンクロージャー周辺の
温度] 

このフィールドは、取り付けられたブレードデバイスが報告する最高周囲温度を表示
します。ブレードデバイスが取り付けられていない場合、このフィールドは、周囲温
度の近似としてOnboard Administratorモジュールの温度を表示します。 

[温度サブシステムの状態] エンクロージャーの全体的な温度ステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、
および[クリティカルエラー]です。 

[電力サブシステムの状態] エンクロージャーの電源の全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣
化]、および[クリティカルエラー]です。 

[パワーモード] エンクロージャーのエンクロージャーDC電力容量と入力電源冗長化モードを設定す
るためのユーザー設定。表示される値については、[パワーマネジメント]を参照して
ください。 

[現在の電力] エンクロージャー内のすべてのデバイスが消費している電力の量（W単位）。 
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行 説明 
[電力制限] エンクロージャーの消費用に利用可能な最大電力量（W単位）。 
[エンクロージャー動的消
費電力上限] 

エンクロージャー内のサーバーグループの消費電力上限。サーバーが動作するにつれ
て、各サーバーの電力の需要は変化していきます。エンクロージャー動的消費電力上
限を超えずに作業負荷要件を満たす十分な電力をサーバーに供給するために、サー
バーごとに消費電力上限が設定されます。電力需要の継続的な監視およびサーバーの
消費電力上限の自動調整によって、パフォーマンスの低下が最小限に抑えられます。
エンクロージャー動的消費電力上限の情報は、上限が定義されている場合のみ表示さ
れます。 

 

[現在の電力/エンクロージャー動的消費電力上限/電力制限] 

[現在の電力]は、エンクロージャー内のすべてのデバイスが消費している電力（ワット単位）です。[エンクロージャー

動的消費電力上限]は、エンクロージャー動的消費電力上限を超えずにサーバー上の作業負荷要件を満たすように、

エンクロージャー内のサーバーの消費電力上限を自動的に調整します。[電力制限]は、エンクロージャーで消費でき

る入力電力の上限です。[電力制限]は、エンクロージャーの電力冗長設定とエンクロージャー内の電源装置の個数と

位置によって変化します。[静的電力上限]が指定されている場合は、[電力制限]はその限度を表示します。 
 

[パワーマネジメント] 
Onboard Administratorで電源管理オプションを設定するには、左側のメニューから管理するエンクロージャーを選

択します。[電力および温度]、[パワーマネジメント]の順にクリックします。メイン[パワーマネジメント]ページが

表示され、次の選択肢が表示されます。 

• [AC Redundant] 

• [電源装置冗長化] 

• [非冗長化] 

メイン電源管理選択肢の下にある[ダイナミックパワーを有効]チェックボックスを使用すると、動的消費電力モード

を有効または無効にすることができます。 

[電力制限]フィールドを使用すると、エンクロージャーのVA上限値を設定できます。エンクロージャーがこの上限

に達すると、それ以上のブレード、電源装置、ファン、およびスイッチの電源を入れることができなくなります。

エンクロージャーが現在使用しているVAよりも小さい値を[電力制限（ワットAC）:]フィールドに入力しても、エン

クロージャーは、エンクロージャー内のデバイスの電源を切ることはありません。ただし、デバイスの電源を切る

と、Onboard Administratorの電源管理設定でVA制限ルールが設定されていることから、そのデバイスの電源を入れ

ることはできません。 
  

 重要：冗長化モードがDC冗長化、AC冗長化、または電源装置冗長化に設定されていて、電源の冗長化

機能が失われている場合は、電源装置を追加するか、Onboard Administratorで冗長化モード設定を変更

して、電源サブシステムのステータスを復元する必要があります。訂正手順については、Insight Display
を参照してください。 

  

  

 重要：電源の冗長化モードを変更するには、EDPCを無効にする必要があります。電源冗長化モードの

変更後、新しい範囲に合わせてEDPCをリセットします。 
  

電源管理オプション 

HPE BladeSystem c3000およびc7000エンクロージャーの電源管理システムでは、エンクロージャーをニーズに合

わせて設定することができます。[Onboard Administrator Power Management]画面では、複数の電源管理オプショ

ンの中から選択できます。これらの電源管理オプションについては、次の表で説明します。 
 

電源管理オプション Insight Display名 説明 

[Power mode] 
（電源冗長モード） 
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電源管理オプション Insight Display名 説明 

[DC 冗長化 ] または [AC 
Redundant] 

[DC Redundant]または
[AC Redundant] 

OAは電源装置のタイプを検出し、自動的に電源モードの動作
を対応させます。また、対応するモード名を表示します。 
• DC電源装置がある場合：[DC Redundant]モード 
• AC電源装置がある場合：[AC Redundant]モード 
N+N冗長化またはグリッド冗長化とも呼ばれます。N個の電源
装置を使用して電力を供給します。N個が冗長化に使用されま
す（Nの値は1、2、3のいずれか）。最大3台の電源装置が故障
しても、エンクロージャー障害にはなりません。冗長化AC電
源またはDC電源を使用して正しく配線した場合、AC電源ま
たはDC電源で障害が発生してもエンクロージャーの電源は
オフになりません。 
万一、複数の電源装置の障害や電力系統障害によって電力バ
ンク全体が給電不能になった場合、システムの電源はオフに
なります。引き続き利用可能な電源装置からの電力供給量が
システムの電源要件を満たさない場合も、システムの電源は
オフになります。 
[AC Redundant]または[DC Redundant]モードでは、2個以上
の電源装置が必要です。どちらのモードでも、動作する電源
装置の数を偶数（2、4、または6）にすることをおすすめしま
す。この場合、N個の電源装置が電力供給に使用され、N個の
電源装置が冗長化電源装置として使用されます（Nは、1、2、
または3）。電源装置の数を奇数（3または5）にすると、N個
は電力供給に使用され、N+1個は冗長化電源装置に使用され
ます（Nは1または2）。 
また、[AC Redundant]または[DC Redundant]モードでは、冗
長化ACまたはDC電源供給を使用する場合に、電力系統障害
からシステムを保護します（正しく配線されている場合）。 
[AC Redundant]モードでは、c7000エンクロージャーの3相電
源入力モジュールを使用している場合、適切なフェーズバラ
ンスをとるために6個のアクティブな電源装置を使用するこ
とをおすすめします。 

[電源装置冗長化] [Power Supply] すべての電源装置に共通です。このモードは、2～6個の電源
装置をサポートします。N+1冗長化とも呼ばれます。この電
源モードでは、N個の電源装置を使用して電力を供給します。
1個は冗長化に使用されます（Nの値は1、2、3、4、5のいず
れか）。c7000エンクロージャーの3相電源入力モジュールを使
用している場合は、フェーズバランスをとるため、3~6個のア
クティブな電源装置（2+1または5+1）を使用することをおす
すめします。 
この電源モードは、一方の電源装置の障害からシステムを保
護するよう設計されています。万一、複数の電源装置の障害
や複数のグリッドの障害によって複数の電源が給電不能に
なった場合、システムの電源はオフになります。引き続き利
用可能な電源装置からの電力供給量がシステムの電源要件を
満たさない場合も、システムの電源はオフになります。 
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電源管理オプション Insight Display名 説明 

[非冗長化] [None] すべての電源装置に共通です。このモードは、1～6個の電源
装置をサポートします。この電源モードでは、N個の電源装置
を使用して電力を供給します。冗長化は行いません（Nの値は
1、2、3、4、5、6のいずれか）。c7000エンクロージャーの3
相電源入力モジュールを使用している場合は、フェーズバラ
ンスをとるため、3~6個のアクティブな電源装置を使用するこ
とをおすすめします。 
電源の冗長性はありません。電源の冗長性に関する警告も表
示されません。電源装置の障害やグリッドの障害によって電
源が給電不能になった場合、システムの電源はオフになりま
す。引き続き利用可能な電源装置からの電力供給量がシステ
ムの電源要件を満たさない場合も、システムの電源はオフに
なります。この電源モードは、実運用環境に配備されたシス
テムにはおすすめできません。 

[ダイナミックパワー ]
モード（有効または無効） 

  

[ダイナミックパワー] [ダイナミックパワー] [ダイナミックパワー]を有効にすると、未使用の電源装置が自
動的にスタンバイモードになり、エンクロージャーの電源装
置効率が向上して、電力需要が低いときのエンクロージャー
の消費電力が最小限に抑えられます。電力需要が高まると、
スタンバイ状態の電源装置がフルパフォーマンスに自動的に
復帰します。ダイナミックパワーについての詳細情報は、こ
の表の後に記載されています。 

[電力制限]モード   

[エンクロージャー動的消
費電力上限] 

なし エンクロージャーの消費電力の上限を指定することができま
す。消費電力は、エンクロージャー全体の消費電力上限を超
えないようにサーバーブレードの消費電力上限を動的に管理
することによって制限します。詳しくは、以下の電力上限の
表を参照してください。 

[静的電力上限] [電力制限] 電力を制限するオプションの設定です。デバイスの電源を入
れたときには、必ず、その新しいデバイスとすでに電源の入っ
ているデバイスの総電力需要が、[静的電力上限]と比較されま
す。総電力需要が限度を超える場合は、新しいデバイスに電
源が入りません。 
静的電力上限およびエンクロージャー動的消費電力上限との比
較について詳しくは、下の電力上限の表を参照してください。 

           
  

 注：冗長化モードが有効であるかどうかにかかわらず、エンクロージャー内の使用可能なすべての電源

装置は通常アクティブであり、連携してエンクロージャーに必要な電力を供給します。[ダイナミックパ

ワー]モードが有効な場合、エンクロージャー全体の電力効率を向上させるため、一部の電源装置が自動

的にスタンバイ状態になります。詳しくは、以下の[ダイナミックパワー]モードの説明を参照してくだ

さい。 
  

Onboard Administratorでは、エンクロージャーとデバイスに電源を投入した後、電源（冗長化）モードの設定を変

更することができます。電源モードを変更すると、必要に応じて冗長化のステータスが更新され、冗長化の縮退/
失敗が報告されます。たとえば、すべてのブレードに電源が投入されている状態の[Redundant]（N+1）モードから

[AC Redundant]（N+N）モードに変更し、Onboard Administratorで認識される電力容量を削減したとします。十分

な電力が供給されている限り、すべてのブレードが動作を続行します。ただし、別のサーバーブレードに変更した

場合など、状況によってブレードに電源が投入されない場合もあります。以下の表およびセクションに追加情報を

示します。 

[Dynamic Power] - デフォルト設定は[無効]です。以下の選択項目があります。 

• [有効] - 一部の電源装置を自動的にスタンバイ状態にして、エンクロージャーの電源サブシステムの全体的な

効率を向上させます。 
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• [無効] - 負荷をすべての電源装置で分担します。電源サブシステムの効率は負荷により変化します。 
  

 注：[ダイナミックパワー]は、c3000のすべての電源装置でサポートされています。低入力電圧（定格

100～120 V）で動作する電源装置を除く、c7000のすべての電源装置でサポートされています。 
  

  

 注：OA v4.01以降では、[ダイナミックパワー]設定に関連付けられている工場出荷時のデフォルト値が

有効から無効に変更されました。現在使用可能なHPE Gold（92%の効率）およびHPE Platinum（94%
の効率）エンクロージャーの電源装置の動作効率により、このファームウェアベースの電源管理戦略は

不要になります。[ダイナミックパワー]設定は、効率値が92%未満のエンクロージャーの電源装置に対

してのみ推奨されます。OA v4.01以降にアップグレードする場合、現在の[ダイナミックパワー]設定は

アップグレード後も保持されます。詳しくは、カスタマーアドバイザリc03957955（http://www.hpe.
com/support/BLc700-notice-20131008）を参照してください。 

  

[電力制限] 

空のエンクロージャーに対して[静的電力上限]または[エンクロージャー動的消費電力上限]を設定しないでください。 
 

モード Insight Display名 説明 

[エンクロージャー動的消
費電力上限] 

[None] エンクロージャー内のサーバーを1グループとして、その消費
電力を制限するオプション機能です。サーバーが動作するに
つれて、各サーバーの電力の需要は変化していきます。エン
クロージャー動的消費電力上限を超えずに作業負荷要件を満
たす十分な電力をサーバーに供給するために、サーバーごと
に消費電力上限が自動的に調整されます。動的消費電力上限
機能を設定するには、リダンダントOAボードが必要です。 
この機能は次の3つの設定パラメーターで有効となります。 
• 動的消費電力上限 - エンクロージャー全体の平均消費電

力が、動的消費電力上限以下となります。 
• 負荷軽減回路容量 - 単一回路の平均消費電力が、負荷軽

減回路容量以下となります。 
• 定格回路容量 - 単一回路の最大消費電力が、定格回路容

量以下となります。 
これらのパラメーターを設定する場合、負荷軽減回路容量は
最小でも動的消費電力上限と同じで、また定格回路容量を超
えないようにする必要があります。 
動的消費電力上限は、負荷軽減回路容量より低い可能性のあ
る冷却制限に基づき、エンクロージャーの消費電力を制限す
るために使用されます。負荷軽減回路容量は、回路上のエン
クロージャーの平均消費電力の制限に使用されます。定格回
路容量は、回路上のエンクロージャーのピーク消費電力の制
限に使用されます。 
エンクロージャーの電気的負荷または熱出力を制限する必要
がある場合は、[エンクロージャー動的消費電力上限]の方が
[静的電力上限]より適切です。[エンクロージャー動的消費電
力上限]を使用すると、[静的電力上限]より多くのブレードに
電源を入れることができます。 

[静的電力上限] [Power Limit] 電力を制限するオプションの設定です。デバイスの電源を入
れたときには、必ず、その新しいデバイスとすでに電源の入っ
ているデバイスの総電力需要が、[静的電力上限]と比較されま
す。総電力需要が限度を超える場合は、新しいデバイスに電
源が入りません。 
[静的電力上限]は、次の場合に効果を発揮します。 
• ブレードの上限を動的に調整することを望まない場合。 
• （通常はそれほど電力を消費しないとしても）十分な電力

を割り当てられない場合はサーバーブレードに電源を入
れることを望まない場合。 

• エンクロージャー内のブレードの1/4以上がエンクロー
ジャー動的消費電力上限のハードウェアまたはファーム
ウェア要件を満たさない場合。 

http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
http://www.hpe.com/support/BLc700-notice-20131008
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モード Insight Display名 説明 

[None] [None] エンクロージャーの電力使用量は管理されないか、消費電力
上限が設定されません。 

消費電力上限、動的消費電力上限、およびエンクロージャー動的消費電力上限について 

Hewlett Packard Enterpriseは、サーバーの電力消費を制限するのに役立つ3つの電源管理オプションを提供します。

3つの消費電力上限オプションは、すべて、消費電力を制限して指定した目標値（W（ワット）またはBtu/時）を超

えないようにするために機能します。3つの技術は、それぞれ「消費電力上限」、「動的消費電力上限」、「エンクロー

ジャー動的消費電力上限」と呼ばれます。 

消費電力上限 

Hewlett Packard Enterpriseは2007年5月に、iLO 2のバージョン1.30で、消費電力上限技術を発表しました。ファー

ムウェアベースのこの技術は、サーバーの平均消費電力をユーザーが定義する目標値（W（ワット）またはBtu/時
単位）までに制限します。この技術はファームウェア内部で実行されます。このため、消費電力の制限に時間がか

かりPDUレベルの回路ブレーカーによる保護は不可能になります。消費電力上限は、冷却インフラストラクチャの

保護には十分なスピードで消費電力を制限します。このため、このソリューションは、冷却能力に制約があるデー

タセンターにとっては効果的なソリューションです。消費電力上限は、iLOマネジメントプロセッサーが搭載され電

力測定機能を備えるProLiantサーバーやブレードでサポートされます。消費電力上限を使用するには、iLO 2のファー

ムウェアバージョン1.30以降と最新のシステムROM/BIOSが必要です。 

動的消費電力上限 

動的消費電力上限はハードウェアベースの技術で、消費電力を迅速に制限できるため、回路ブレーカーや冷却イン

フラストラクチャを保護します。Hewlett Packard Enterpriseは、2008年の12月に、iLO 2のバージョン1.70で、動

的消費電力上限を発表しました。サポートされるサーバーには、1秒を切る間隔でサーバーの消費電力を監視する

ハードウェア回路が内蔵されています。サーバーの消費電力がiLOで設定されている消費電力上限に近づくと、内蔵

ハードウェア回路がすばやく消費電力を制限し、PDUレベルの回路を電力需要超過から保護して電力不足による

サーバーの停止を防ぎます。 

動的消費電力上限を使用するには、システムボード上に特別なハードウェアが必要です。また、動的消費電力上限

にはiLO 2のバージョン1.70（またはそれ以降）のファームウェア、および2008年10月1日付け（またはそれ以降）

のシステムROM/BIOSが必要です。iLOは動的消費電力上限のハードウェア電源回路で自動的にファームウェアを更

新します。 

動的消費電力上限は、次のBladeSystemサーバーブレードでサポートされます。 

• BL260c G5（注：2） 

• BL2x220 G5（注：2） 

• BL460c G1（注：1および2） 

• BL460c G5（注：2） 

• BL465c G5（注：2） 

• BL495c G5（注：2） 

• BL685c G5（注：2）  

• すべてのG6サーバーブレード 

• すべてのG7サーバーブレード 

• すべてのG8サーバーブレード 

追加情報 

• これらのシステムで動的消費電力上限をサポートするには、クアッドコア対応のシステムボードが必要です。 

• Hewlett Packard Enterprise BladeSystemに消費電力上限を導入する場合は、エンクロージャー動的消費電力上

限をOnboard Administratorで設定して使用することをおすすめします。エンクロージャー動的消費電力上限を使

用するには、iLO 2のファームウェアバージョンを1.70以降に更新する必要があります。また、システムROMを

2008年10月1日以降のバージョンに更新することをおすすめします。BL460cサーバーの一部の古いモデルでは、

iLOのファームウェアが動的消費電力上限用のハードウェア回路を自動更新できないことがあります。その場合

は、Onboard Administratorが内蔵ハードウェア回路の欠落を補い、回路保護を引き続き保証します。 
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エンクロージャー動的消費電力上限 

エンクロージャー動的消費電力上限は、BladeSystemサーバーの消費電力上限技術と、Onboard Administratorの電

力消費均一化アルゴリズムを組み合わせてエンクロージャー全体のパフォーマンスを最大限に発揮させる技術です。

エンクロージャー動的消費電力上限は、回路ブレーカーを保護し、エンクロージャーのパフォーマンスを最大限に

発揮させます。 

エンクロージャー動的消費電力上限を使う場合は、エンクロージャー全体に対して消費電力の上限を設定します。

搭載される各サーバーブレードに対する個々の制限値は、Onboard Administratorが割り当てます。各サーバーブレー

ドは、電力消費をその制限を超えないように管理します。Onboard Administratorは、各サーバーブレードの電力消

費要求を絶えず監視して個々の制限のバランスを常に取り直し、ビジーなサーバーブレードにアイドル状態のサー

バーブレードよりも多くの電力が供給されるようにします。このような電力割り当てにより、エンクロージャー全

体のパフォーマンスが向上します。 

BladeSystemサーバーの消費電力上限は、Onboard Administratorで設定されます。エンクロージャー動的消費電力

上限は、冷却インフラストラクチャも電源インフラストラクチャも保護します。エンクロージャー動的消費電力上

限は、サーバー上のファームウェアベースの消費電力上限技術またはハードウェアベースの高速技術と連動して機

能します。エンクロージャー動的消費電力上限ソリューションのパフォーマンスは、ハードウェアベースの高速消

費電力上限技術をサポートするサーバーブレードがアップグレードされた場合に向上します。 

エンクロージャー動的消費電力上限を使用するには、Onboard Administrator 2.30以降、iLO 2のバージョン1.70以降、

および2008年10月1日以降の日付のシステムROM/BIOSが必要です。 
  

 注：消費電力上限を、最大消費電力とアイドル時の消費電力の差の50%未満に設定すると、サーバー内

の変化によりサーバーにアクセスできなくなることがあります。消費電力上限を20%未満に設定するこ

とはおすすめできません。このような設定では、サーバーが再起動するかまたはサーバーのオペレー

ティングシステムが応答しなくなることがあります。 
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[エンクロージャー電力メーター]画面 
[エンクロージャー電力メーター]画面は、ピーク時電力使用、平均電力使用、および割り当てられている利用可能な

電力をグラフで表示します。これにより、エンクロージャーの電力状況を素早く簡単に把握できます。電力メーター

は、消費電力の傾向を示す場合に便利です。また、電源サブシステムのトラブルシューティングに役立ちます。 

 

[グラフィカルビュー]タブ 
この画面には、エンクロージャーの電力測定値がグラフィカルに表示されます。 

W単位、Btu/時、およびA単位を切り替えるには、[値を表示]をクリックします。 

[ライン電圧]の値は、アンペアへの変換を提供するために使用されます。デフォルト値は、実際の線間電圧ではな

く、電源装置ハードウェアモデルに基づいています。より正確なアンペア変換には、エンクロージャーの実際の線

間電圧を選択してください。 

最新の電力メーター情報を表示するには、[ページの更新]をクリックします。 
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平均電力データグラフ 

このグラフは、24時間前からのエンクロージャーの電力使用量を示します。Onboard Administratorは、5分ごとに

エンクロージャーから電力使用量とエンクロージャー動的消費電力上限情報を収集します。5分ごとに、その時間の

最大および平均電力使用量と上限が円バッファーに保存されます。平均値は青色、最大値は赤色、上限値は黒色の

棒グラフで表示されます。このデータは、エンクロージャーがリセットされるときにリセットされます。[平均]、[上
限]、[軽減]、[定格]、および[最小]チェックボックスを選択または選択解除することにより、棒グラフに表示される

項目を選択できます。 

[現在の電力] 

この値は、エンクロージャー内のすべてのデバイスが消費している電力の量（W単位）を示します。 

[最新のパワーメーター測定値] 

この値は、エンクロージャーからの最新の電力測定値を示します。 

[最大電力データグラフ] 

このグラフは、24時間前からの最大電力使用量とエンクロージャー動的消費電力上限を示します。 

N+N冗長電力が適切な場合、[最大電力]のラベルは「最大電力 （サイドAおよびサイドB）」になり、最大が2つの回

路に分割されていることを示します。また、2つのグラフが表示されます。1つはA側、もう1つはB側のものです。 

A側およびB側の間の配電は、各サイドのアクティブな電源装置の台数から推定されます。冗長化が消失した場合は、

消失した側に0のピーク電力が表示されます。 

[エンクロージャー動的消費電力上限] 

この値は、エンクロージャーからの最新の動的消費電力上限の値を示します。 

[平均電力測定値] 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値の平均を示します。エンクロージャーの動作時間が24時
間未満の場合、この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の平均になります。 

[最大電力測定値] 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの最大電力測定値を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間

未満の場合、この値は、エンクロージャーの電源を入れてから、またはOnboard Administratorをリセットしてから

のすべての測定値の最大値になります。 

N+N冗長電力が適切な場合、[最大電力測定値]のラベルは「最大電力測定値 （サイドA+サイドB）」になり、最大が

2つの回路に分割されていることを示します。 

[最小電力測定値] 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの最低電力測定値を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間

未満の場合、この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の最低値になります。 

[ページの更新] 

エンクロージャーを再起動する場合は、電力メーターが動的に更新されないので、5分間待ってから[ページの更新]
をクリックすることをおすすめします。 
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[テーブルビュー]タブ 

 

メニューから、該当するライン電圧を選択します。 
 

行 説明 

[サンプル] 収集されたサンプルの数。 

[平均]（ワット、BTU/時、
またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、BTU/時、またはア
ンペアを選択）の平均を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の平均です。 

[最小値]（ワット、BTU/
時、またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、Btu/時、またはア
ンペアを選択）の最小を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の最小です。 

[最大値]（ワット、BTU/
時、またはアンペア） 
（サイドA+サイドB） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、Btu/時、またはア
ンペアを選択）の最大を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の最大です。 

[現在の電力] この値は、エンクロージャー内のすべてのデバイスが消費している電力を示します。 
 

この画面には、エンクロージャーの電力測定値が表形式で表示されます。 

[エンクロージャー電力概要] 
 

行 説明 

[サンプル] 収集されたサンプルの数。 

[平均]（ワット、BTU/時、
またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、BTU/時、またはア
ンペアを選択）の平均を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の平均です。 

[最小値]（ワット、BTU/
時、またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、Btu/時、またはア
ンペアを選択）の最小を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の最小です。 

[最大値]（ワット、BTU/
時、またはアンペア） 
（サイドA+サイドB） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、Btu/時、またはア
ンペアを選択）の最大を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の最大です。 

[現在の電力] この値は、エンクロージャー内のすべてのデバイスが消費している電力を示します。 
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[エンクロージャー電力詳細] 

[エンクロージャー電力詳細]の表には、5分ごとのサンプル期間の詳細が示されます。表の見出しにある[日付]をク

リックすると、詳細なエンクロージャー電力情報の順番が、新しい日付順から古い日付順に並べ替えられます。 
 

列 説明 

[日付] 取得された電力測定値サンプルの日付。 

[時刻] 取得された電力測定値サンプルの時間。 

[最大値]（ワット、BTU/
時、またはアンペア） 
（サイドA+サイドB） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、Btu/時、またはア
ンペアを選択）の最大を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の最大です。 

[最小値]（ワット、BTU/
時、またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、Btu/時、またはア
ンペアを選択）の最小を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の最小です。 

[平均]（ワット、BTU/時、
またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの電力測定値（ワット、BTU/時、またはア
ンペアを選択）の平均を示します。エンクロージャーの動作時間が24時間未満の場合、
この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値の平均です。 

[上限]（ワット、BTU/時、
またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの最大動的消費電力上限測定値（ワット、
Btu/時、またはアンペア。選択した内容により異なる）を示します。エンクロージャー
の動作時間が24時間未満の場合、この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのす
べての測定値の最大です。 

[負荷軽減]（ワット、BTU/
時、またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの負荷軽減電力測定値（ワット、Btu/時、
またはアンペア。選択した内容により異なる）を示します。エンクロージャーの動作時
間が24時間未満の場合、この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測
定値の最大です。 

[定格]（ワット、BTU/時、
またはアンペア） 

この値は、24時間前からのエンクロージャーの定格電力測定値（ワット、Btu/時、また
はアンペア。選択した内容により異なる）を示します。エンクロージャーの動作時間が
24時間未満の場合、この値は、エンクロージャーの電源を入れてからのすべての測定値
の最大です。 

 

[値を表示] 

メニューから、電力データを表示するための適切な値を選択します。 

[ライン電圧] 

メニューから、該当するライン電圧を選択します。 
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エンクロージャー電力割り当て 

 

[電力アロケーション]画面には、電源サブシステムの総容量、冗長容量、および割り当て済み電力（W単位）に関す

る基本情報が表示されます。[割り当てられた電力/電力容量]グラフには、電源装置の総冗長容量を表す灰色の背景

線の上に、割り当て済み電力（W単位）が緑色の線で表示されます。 

電力をデバイスに割り当てた後でエンクロージャーの冗長モードを変更すると、電源サブシステムの性能が低下す

る可能性があります。デバイスには電力が割り当てられますが、冗長機能が正常に働かなくなる可能性があります。

利用可能な電力がゼロWになり、電力のグラフが性能低下を示している場合は、電源サブシステムと冗長構成を調

べてください。冗長モードを変更するかまたはエンクロージャーに電源装置を追加すれば、性能低下の状態を解決

できる可能性があります。 

冗長性が失われた状態では、[電力容量]と[割り当てられた電力]の値が一致します。 
 

エンクロージャー電力概要 
[エンクロージャー入力電力概要] 

[現在の電力]は、エンクロージャーへの入力電力で、AC入力の電源装置ではWAC、DC入力の電源装置ではWDC単

位で測定されます。[最大入力電力]は、予想される最高入力電力です。[電力制限]の値が設定されている場合、[最大

入力電力]の値は[電力制限]の値と同じになります。[エンクロージャー動的消費電力上限]の値が設定されEDPCが有

効になっている場合、[最大入力電力]の値は[エンクロージャー動的消費電力上限]の値と同じになります。[エンク

ロージャー動的消費電力上限]も[電力制限]も設定されていない場合、エンクロージャーの[最大入力電力]の値は、最

大DC出力で動作するエンクロージャーの予想入力電力値になります。 

[エンクロージャー出力電力概要] 

EDPCが無効の場合、[電力容量]の値は、設置され稼動可能な電源装置の数、電源装置の出力、および[パワーモード]
の冗長設定によって決まります。[割り当てられた電力]は、デバイスベイ、インターコネクトベイ、およびファンに

割り当てられているエンクロージャー電源出力の合計です。[利用可能な電力]の値は、[電力容量]から[割り当てられ

た電力]を差し引いた値になります。 

EDPCが有効な場合、[電力容量]の値は[エンクロージャー動的消費電力上限]（WDC単位）と同じになります。[割り

当てられた電力]の値は、エンクロージャーの消費電力の上限として設定できる（WDC単位）最小の値になります。

[利用可能な電力]の値は、[電力容量]から[割り当てられた電力]を差し引いた値になります。デバイスベイ、インター

コネクトベイ、およびファンに割り当てられている電力の合計値がエンクロージャーの[割り当てられた電力]の値と

一致しないことがあります。これは、各サーバーの消費電力上限が動的に制御されるためです。 

[エンクロージャーベイ 出力電力割り当て] 

エンクロージャーの[割り当てられた電力]は、すべてのデバイスベイ、インターコネクトベイ、およびファンへの電

力割り当ての合計です。 
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[デバイスベイ 出力概要] 

デバイスが装着されている各デバイスベイが、割り当てられている電力とともにリストされます。EDPCが有効に

なっている場合、別のカラムに互換性があるProLiantサーバーの[電力制限]、[%電力制限]、および[現在の電力]が示

されます。[%電力制限]は、現在の[電力制限]のワット数を[割り当てられた電力]のワット数で割った最新値に基づい

て計算されます。EDPCが有効になっている場合、サーバーブレードが電力を要求しても[利用可能な電力]の値が要

求に対応できる値になっているかまたはOnboard Administratorが他のサーバーの消費電力上限を変更して要求への

対応が可能になる場合以外は、サーバーブレードの電源はオンになりません。 

[インターコネクトベイ電力概要] 

インターコネクトデバイスが装着されている各インターコネクトベイが、割り当てられている電力とともにリスト

されます。 

[ファン電力概要] 

ファンの電力は、ファンの規則に基づいて割り当てられます。ファンの規則は、エンクロージャーのタイプ（c3000
またはc7000）とデバイスベイの使用状況によって決まります。ファンの電力割り当てと、すべてのファンを対象

とする最新の合計消費電力がリストされます。 

電力の概要情報を更新するには、[更新]をクリックします。 
 

[電力サブシステム]画面 
BladeSystemエンクロージャーで使用できる電源装置 

1つのエンクロージャー内の電源装置の製品番号は、すべて同じでなければなりません。Onboard Administratorは、

交換する必要がある電源装置について、注意アイコンで警告します。 

電源装置の概要 

[電力サブシステム]画面には、電源サブシステムのステータス、個々の電源装置のステータス、および障害状態が表

示されます。 

 

この画面は、電源サブシステムと各電源装置のステータスを表示します。 

[電力サブシステム] 
 

行 説明 
[電力サブシステムの 
状態] 

電源サブシステムのステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、および[クリ
ティカルエラー]です。 
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行 説明 
[パワーモード] エンクロージャーのエンクロージャーDC電力容量と入力電源冗長化モードを設定する

ためのユーザー設定。表示される値は、[冗長化]、[AC冗長化]、[電源装置冗長化]、[非
冗長化]、または[不明]です。 

[冗長化の状態] 電源サブシステムの冗長ステータス。表示される値は、[冗長化]、[非冗長化]、または[冗
長性喪失]です。 

電源装置ステータス 
 

列 説明 
[ベイ] 対応する電源装置のエンクロージャー内のベイ。電源装置が搭載されているベイのみが

表示されます。空のベイは、このテーブルに表示されません。 
[モデル] 電源装置のモデル名。 
[ステータス] 電源装置の全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、および[クリティ

カルエラー]です。 
[入力の状態] 電源装置の入力ステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、および[クリティカ

ルエラー]です。 
[現在の出力(ワットDC)] 電源装置の出力電力の指標（W）。 
[出力容量(ワットDC)] 電源装置が供給する電力量（W）。電源装置が生成するDC出力の指標（W）です。 

電源サブシステム情報を更新するには、[更新]をクリックします。 
 

[電源装置情報] 
特定の電源装置を選択すると、[電源装置情報 - ベイ x]ページが表示されます。ここでxは、選択した電源装置を収

納するベイの番号です。この画面には、選択した電源装置のステータス情報が表示されます。 

ステータス情報 
 

行 説明 
[ステータス] 電源装置の全体的なステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、および[クリティ

カルエラー]です。 
[入力の状態] 電源装置の入力ステータス。表示される値は、[不明]、[OK]、[劣化]、および[クリティカ

ルエラー]です。 
[現在の出力] 電源装置がACまたはDCモードで供給する電力量。単位はワット数です。 
[出力容量] 電源装置がACまたはDCモードで供給できる最大電力量。単位はワット数です。 
[モデル] 電源装置のモデル名。 
[シリアル番号] 電源装置の一意のシリアル番号。 
[製品番号] このタイプの追加または交換用の電源装置の注文時に使用される製品番号。 
[スペア製品番号] 追加または交換用の電源装置の注文時に使用されるスペア製品番号。 
 

診断情報 

診断情報は、デバイスマイクロコントローラーのポーリングによって収集され（障害が発生していると劣化ステー

タスになります）、または障害をレポートするために（ポーリングされずに）デバイスマイクロコントローラーから

送信されます。 
 

行 説明 
[デバイス識別データ] チェックされるデバイス特定データは、モデル名、製品番号、およびシリアル番号など、

デバイスを特定するために使用される情報です。この情報は、FRUデータとも呼ばれます。
データが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取れない場合は、デ
バイス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[デバイス配置] 電源装置の位置が不適切です。表示される値は、[OK]または[正常なデバイス冷却に適切
な配置ではありません]です。 

[デバイス操作可能] デバイスに障害が発生。ステータスはOnboard Administratorによってリクエストされて
いません。表示される可能性のある値は、[OK]および[エラー]です。 
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行 説明 
[デバイス劣化] デバイスに障害が発生。ステータスはOnboard Administratorによってリクエストされま

した。表示される可能性のある値は、[OK]および[エラー]です。 
[電源コード] 入力電源のステータス。表示される可能性のある値は、[OK]および[エラー]です。 
[デバイス不一致] 同じエンクロージャーにモデルの異なる電源装置が取り付けられており、各ベイにはモ

デルが共通する電源装置を取り付ける必要があることが示されます。 
[サービスアクション] 電源装置のエラーを修正するには、推奨されているサービスアクションが必要です。 
 

電源装置情報を更新するには、[更新]をクリックします。 
 

ファンと冷却機能の管理 

ファンゾーン 
[ファンゾーン]では、ベイの冷却効果、および冷却用のファンが設定されているベイのステータスを監視します。報

告されるゾーン速度は、目標速度です。これらの値は、時間の経過とともに変化します。これは、ファンが、ゾー

ンで必要な冷却能力に合わせて速度を調整するからです。[ファンゾーン]画面は、動的には更新されません。この画

面の情報を更新するには、[更新]をクリックします。 

ファン速度は、総能力に対する割合（パーセント）で表示されます。ブレードが挿入されていないゾーンで稼動す

るファンは、30%の最低回転速度で動作するため、エンクロージャー全体が適切に冷却されるようになります。 

 
 

列 説明 
[温度ゾーン] エンクロージャーの4つの冷却ゾーン（左上、右上、左下、右下）。 
[ゾーン速度] ゾーン中で最も冷却の必要性が高いデバイスを基準にして計算された、必要なファン速度。 
[デバイスベイ  
(Virtual Fan)] 

個別のサーマルゾーン中にあるデバイスベイの番号。 

[ファンベイ] ファンベイの番号。ベイ3および8のファンは、サーマルゾーン間で共有されます。 
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列 説明 
[ファンの状態] 各ファンの全体的なステータス。値は不明、OK、劣化、障害、不在のいずれかです。 
[ファン速度] 最大RPMのパーセンテージで表されるファン速度。 
 

 

[温度サブシステム] 
Onboard Administratorは、エンクロージャー内の最大10個のファンを監視し、温度と電力の測定値に基づいて、必

要に応じてファンの速度を調整します。個々のファンは、騒音や消費電力を抑えたりエンクロージャー内の通気の

相違を補正したりするために、回転速度を調整することができます。各ファンの性能は監視され、Onboard 
Administratorによってすべての障害および警告がシステムログとSIM（SNMPが有効の場合）にレポートされます。 

ファンゾーンの監視は、c7000エンクロージャーだけで使用できます。他のすべての温度サブシステム機能は、注

記がある場合を除き、c3000とc7000エンクロージャーで同じです。 

次の画面は、c7000エンクロージャーの[ファンの概要]ページを示しています。 

 

[ファンの概要] 

この画面は、温度サブシステムと各ファンのステータスを表示します。 

ファンサブシステムのステータス 
 

行 説明 

[温度サブシステムの状態] ファンサブシステムの全体的なステータスを示します。表示される値は、[不明]、[OK]、
[劣化]、および[クリティカルエラー]です。 

[冗長化] ファンの冗長ステータスを示します。表示される値は、[冗長化]または[非冗長化]です。 

[ファンの位置のルール] ファンの配置ルールは、サポートされるファンとデバイスベイの正しい位置を示します。 
 

[ファンステータス] 
 

行 説明 

[温度サブシステムの状態] ファンサブシステムの全体的なステータスを示します。表示される値は、[不明]、[OK]、
[劣化]、および[クリティカルエラー]です。 

[冗長化] ファンの冗長ステータスを示します。表示される値は、[冗長化]または[非冗長化]です。 

[ファンの位置のルール] ファンの配置ルールは、サポートされるファンとデバイスベイの正しい位置を示します。 
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次の画面は、c3000エンクロージャーの[ファンの概要]ページを示しています。 

 

ファンモジュールに障害が発生した場合、回転速度を調節することで、残りのファンは自動的に補正されます。 

各ファンのステータスを表示するには、ナビゲーションツリーかグラフィカルビューから選択します。[ファン情報]
画面には、全体的なステータス、名前、消費電力量（W単位）、製品番号、スペアの製品番号、およびシリアル番号

に関する情報が表示されます。[ファン情報]画面には、内部データエラー、位置エラー、デバイス障害、デバイス劣

化、およびデバイス不一致に関する診断情報も表示されます。ファン速度は、RPM単位で表示されます。このペー

ジの情報を更新するには、[更新]ボタンをクリックします。 
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この画面にはファンの不一致エラーが表示されます。 

 

特定のファンを選択すると、[ファン情報 - ベイx]ページが表示されます。ここでxは、選択したファンを収納する

ベイの番号です。この画面には、選択したファンのステータス情報が表示されます。 

ステータス情報 
 

行 説明 

[ステータス] ファンの全体的なステータス。表示される値は[不明]、[OK]、[劣化]、[障害]、[その他]
のいずれかです。 

[名前] ファンの一般的な記述名。 

[現在の電力] ファンによって消費される電力量。 

[製品番号] このタイプの追加または交換用のファンの注文時に使用される製品番号。 

[スペア製品番号] 追加または交換用のファンの注文時に使用されるスペア製品番号。 

[シリアル番号] ファンの一意のシリアル番号。 
 

診断情報 

診断情報は、デバイスマイクロコントローラーのポーリングによって収集され（障害が発生していると劣化ステー

タスになります）、または障害をレポートするために（ポーリングされずに）デバイスマイクロコントローラーから

送信されます。 
 

行 説明 

[デバイス識別データ] モデル名、製品番号、およびシリアル番号に関する情報や、デバイスを特定するために
使用されるその他の情報がチェックされます。この情報は、FRUデータとも呼ばれます。
データが存在しない場合またはOnboard Administratorがデータを読み取れない場合は、
デバイス特定データエラーが表示されます。表示される値は、[OK]または[エラー]です。 

[デバイス配置] ファンの位置が不適切です。表示される値は、[OK]または[正常なデバイス冷却に適切な
配置ではありません]です。 

[デバイス操作可能] デバイスに障害が発生。ステータスはOnboard Administratorによってリクエストされて
いません。 

[デバイス劣化] デバイスに障害が発生。ステータスはOnboard Administratorによってリクエストされま
した。 

[ファンが存在] このフィールドは、現在のファンルールをサポートするためにファンが必要かどうかを
示します。 

[デバイス不一致] このフィールドは、同じエンクロージャーに異なるファンモデルが取り付けられてお
り、各ベイに同じファンモデルを取り付ける必要があることを示します。 

 

ファンのモデル 

c3000エンクロージャーは、アクティブ冷却ファン100モデルとアクティブ冷却ファン200モデルをサポートしてい

ます。c7000エンクロージャーは、アクティブ冷却ファン200モデルのみサポートします。c3000エンクロージャー

内に複数のファンモデルを混在させることはできません。ファンモデルが混在している場合やエンクロージャーに

間違ったモデルのファンが取り付けられている場合、診断情報テーブルに[デバイス不一致]エラーが表示されます。 

ファン情報を更新するには、[更新]をクリックします。 

エンクロージャーにファンを正しく取り付ける方法については、BladeSystem c7000エンクロージャーのセット

アップとインストールに関する適切なガイドを参照してください。 
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BladeSystem c7000エンクロージャーでのファンの配置ルール 
BladeSystem c7000エンクロージャーには、少なくとも4個のHPEアクティブ冷却ファンモデル200が装備されてお

り、最大10個のファンをサポートします。ファンは以下に示すように、偶数個で、エンクロージャーに取り付けた

サーバーブレードの総数に応じて取り付ける必要があります。未使用のファンベイにはファンブランクを取り付け

てください。 

ファン4個のルール 

 

ファンベイ4、5、9、および10は、デバイスベイ1、2、9、または10にある最大2つのデバイスベイを占有している

サーバーブレードの任意のサポートされる組み合わせに使用されます。 

ファン6個のルール 

 

ファンベイ3、4、5、8、9、および10は、デバイスベイ1、2、3、4、9、10、11、または12にある最大8つのデバイ

スベイを占有しているサーバーブレードの任意のサポートされる組み合わせに使用されます。 

ファン8個のルール 

 

ファンベイ1、2、4、5、6、7、9、および10は、すべてのデバイスベイ内のサーバーブレードの任意のサポートさ

れる組み合わせに使用されます。 
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ファン10個のルール 

 

すべてのファンベイは、すべてのデバイスベイ内のサーバーブレードの任意のサポートされる組み合わせに使用さ

れます。 

 全般的なファンのルール 

• 三相電源入力モジュールで設定された任意のエンクロージャーには、少なくとも6個のファンが必要です。 

• インターコネクトベイ1、3、5、または7に少なくとも1台のスイッチモジュールが取り付けられている場合、

少なくとも8個のファンが必要です。インターコネクトベイ2、4、6、または8に取り付けられている場合、少

なくとも1個のスイッチモジュールが必要です。これはパススルーモジュールには当てはまりません。 

• 以下の設定には、10個のファンが必要です。 

o 1台以上のVirtual Connect FlexFabric-20/40 F8モジュール 

o 1台以上のD2220sbストレージブレード 

o エンクロージャーのデバイスベイの半数以上が占有され、任意の数のD2200sbストレージブレードが存在

する 

o 9台以上のHPE BL460c G1やHPE BL460c G5サーバーブレード 
  

 注：最大の冷却効率と冗長性、消費電力の削減、ノイズの削減を実現するには、Hewlett Packard 
Enterpriseはすべてのファンを使用することを強くおすすめします。 

  

 

BladeSystem c3000エンクロージャーでのファンの配置ルール 
BladeSystem c3000エンクロージャーには、4個のHPEアクティブ冷却ファンモデル100が装備されており、最大6
個のファンをサポートします。ファンは以下に示すように、偶数個で、エンクロージャーに取り付けたサーバーブ

レードの総数に応じて取り付ける必要があります。未使用のファンベイにはファンブランクを取り付けてください。 

ファン4個のルール 

 

1～4台のハーフハイトのストレージまたはサーバーブレード、または1～2台のフルハイトのストレージまたはサー

バーブレードを使用している場合、ファンベイ2、4、5、6を使用して、デバイスベイ1、2、5、または6にある最大

4つのデバイスベイをサポートします。 
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ファン6個のルール 

 

それ以上のストレージまたはサーバーブレードを取り付ける場合は、すべてのデバイスベイを使用して6個のファン

を取り付けます。 
  

 注：アクティブ冷却ファンモデル100とアクティブ冷却ファンモデル200を同じエンクロージャーに取

り付けることはできません。Onboard Administratorがエラーメッセージを送信したら、取り付けられて

いるユニットの数が最も少ないタイプのファンを取り外す必要があります。 
  

 

ユーザーの管理 

[ユーザー/認証] 
この項では、Onboard Administratorによって認識されるユーザー権限のレベルについて説明し、Onboard 
Administratorで提供される管理機能の設定手順を詳しく示します。 

[ユーザー/認証]メニュー項目を選択することはできず、ユーザーアカウントまたは設定の概要情報は表示されませ

ん。代わりに、特定の設定を行うには下位メニュー項目を選択してください。 
 

ユーザーロールおよび権限レベル 
Onboard Administratorの[ユーザー/認証]カテゴリから、[ローカルユーザー]サブカテゴリにアクセスできます。この

サブカテゴリでは、個々のユーザーがOnboard Administratorにログインするために使用するユーザーアカウントを

作成し、ユーザー名、パスワード、および一般的な連絡先情報を設定できます。ユーザーは、次の権限レベルのい

ずれかを持つことができます。 

• [管理者]：設定、ファームウェア更新、ユーザー管理、デフォルト設定へのリセットなど、Onboard Administrator
のすべての機能にアクセスできます。 

• [オペレーター]：すべての情報にアクセスできますが、変更できるコンフィギュレーション設定は限られてい

ます。このアカウントは、定期的に設定を変更する必要があるユーザーに使用されます。 

• [ユーザー]：すべての情報にアクセスできますが、Onboard Administrator内で変更を行うことはできません。

このアカウントは、Onboard Administratorの設定を参照する必要はあっても設定を変更する必要はないユー

ザーに使用されます。 

ユーザー権限のOnboard Administratorの権限レベルアプローチは、サーバーブレードベイのメンテナンスを容易に

します。このアプローチは、次の原則に従って機能します。 

• ユーザーには、[ユーザー管理]で権限レベルが割り当てられます。 

• ユーザーは、デバイスベイ、インターコネクトベイ、およびOnboard Administratorベイの任意の組み合わせに

アクセスできます。 

ユーザーによるサーバーブレードへのアクセスは、ユーザーアカウントに割り当てられる権限レベルに基づきます。

Administrator ACLまたはOA権限を持つユーザーを選択すると、ページがグレー表示に変化し、ブレードと相互接続

へのアクセス権が無効になり、すべてが選択されます。 

SIMが使用されている場合、Onboard Administratorは、SIMと統合でき、SIMユーザーを使用してSIMからOnboard 
Administratorへのシングルログインを容易にすることができます。詳しくは、「[SIM統合]」を参照してください。 
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ロールベースのユーザーアカウント 
Onboard Administratorのロールベースのユーザーアカウントには2つの目的があります。1つは、Onboard 
Administratorでユーザーがアクセスできる機能を制御することで、もう1つは、自動ログインを使用する際にiLOで

一時ユーザーアカウントが採用する権限を制御することです。 

Onboard Administratorのロールベースのユーザーアカウントには、ベイ権限とユーザー権限レベルという2つの主要

な要素があります。ベイ権限は、ユーザーがアクセスを許可されるベイを決定します。ベイ権限は、ユーザーアカ

ウントの作成時に選択され、特定のデバイスベイ、インターコネクトベイ、またはOnboard Administratorベイへの

アクセスを許可します。権限レベルは、ユーザーが実行できる管理機能を決定します。ユーザーの権限レベルには、

管理者、オペレーター、ユーザーがあります。 

管理者権限レベルが設定され、エンクロージャーのOAベイに対する権限を持つユーザーには、自動的にすべてのベ

イへの完全なアクセス権限が与えられ、ユーザーアカウントの管理、エンクロージャーの設定など、エンクロー

ジャーやベイに対してすべての機能を実行できます。OAベイに対する権限だけを持つオペレーター権限のユーザー

は、エンクロージャーを設定できますが、ユーザーやセキュリティ設定を管理することはできず、他のベイにアク

セスすることもできません。OAベイに対する権限を持つユーザー権限のユーザーは、コンフィギュレーション設定

を表示することはできますが変更することはできません。ユーザーアカウントは、複数のベイに対する権限を設定

して作成できますが、ベイごとに権限レベルを変えることはできません。 

サーバーの管理者用に、デバイスベイへのアクセスを許可されるように設定したユーザーアカウントを作成できま

す。そのユーザーは、Onboard Administratorにログインすると、許可されるサーバーベイについての情報を取得で

きます。ユーザーがOnboard AdministratorのWeb GUIからiLOを選択すると、そのユーザーの権限レベルを持つ一

時ユーザーアカウントを使用して、そのiLOに自動的にログインします。管理者権限を持つiLOユーザーには、ユー

ザーアカウントの変更をはじめとする完全な制御権があります。オペレーター権限のユーザーは、サーバーの電源

とコンソールに対する完全な制御権をもちます。user権限のユーザーは、最低限の権限に当たるサーバー情報の読

み取りアクセス権限のみをもちます。このシングルサインオン機能を使用すると、Onboard AdministratorのWeb GUI
からの複数のサーバーの管理が非常に簡単になります。 

インターコネクトモジュールに対する権限は、わずかですが他とは異なります。インターコネクトモジュールでは

自動ログインはサポートされておらず、該当するインターコネクトベイに対する権限があれば、すべてのユーザー

レベルのユーザーがそのベイの管理コンソールリンクにアクセスできます。管理者とオペレーター権限のユーザー

は、Onboard Administratorから仮想ボタンを使用して、インターコネクトモジュールの電源とUIDライトを制御で

きます。ユーザー権限のユーザーは、インターコネクトモジュールのステータスと情報の表示のみが可能です。 

例 

以下では、c-Class環境での管理の例を挙げ、その中で適切なセキュリティレベルを確保するために作成できるユー

ザーアカウントを示します。 

例1：組織のあるメンバーにベイ1～8に挿入されているサーバーへのフルアクセス権限を与え、ログの表示、電源

制御、リモートコンソールの使用を許可する必要がある。ただし、ユーザーにはOnboard Administratorの設定管理

の許可は与えない。このセキュリティレベルに達しているユーザーアカウントは、管理者アクセス権レベルとサー

バーベイ1～8に対するアクセス権を持ちます。したがって、このユーザーにはOnboard Administratorベイまたはイ

ンターコネクトベイに対するアクセス権はありません。 

例2：組織のあるメンバーが、ベイ3およびベイ4の2つのインターコネクトモジュールのポートを管理する必要があ

る。この人物はスイッチのどのポートを特定のサーバーにマップするかを知る必要がありますが、サーバーは管理

できないようにする必要があります。このセキュリティレベルを達成するためのユーザーアカウントは、ユーザー

アクセスレベル、すべてのサーバーベイに対する許可、およびインターコネクトベイ3および4に対する許可を持ち

ます。ただし、このユーザーはインターコネクトモジュールまたはブレードの電源またはUID LEDを制御すること

はできません。インターコネクトモジュールの電源やUIDを制御するには、ユーザー権限をオペレーター権限にす

る必要があります。ただし、その場合は、このユーザーが電源制御、コンソールの使用などのサーバー操作を実行

できないようにするために、アカウントを、インターコネクトベイ3、および4のベイ権限だけに制限します。 
 

ローカルユーザー 
[新規] - 選択したエンクロージャーに新しいユーザーを追加するには、[新規]をクリックします。[ローカルユーザー

の追加]画面が表示されます。 
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 注：FIPSモードがOFFの場合、最大30ユーザーアカウントを設定できます。FIPSモードがONまたは

DEBUGの場合、最大21ユーザーアカウントを設定できます。最大ユーザーアカウント数には、管理者

アカウント、バーチャルコネクトアカウントのような予約済みアカウントも含まれます。 
  

[編集] - ユーザー名の横にあるチェックボックスを選択することにより、ユーザーを選択します（選択できるのは

1つだけです）。[ローカルユーザーの編集]画面で設定を変更するには、[編集]をクリックします。 

[削除] - 削除したいユーザー（複数可）の名前の横のチェックボックスを選択します。[削除]をクリックするとアカ

ウントが削除されます。残っている最後のAdministratorアカウントを削除しようとすると、Administratorアカウン

トを1つ残しておく必要があるために削除処理がキャンセルされることを警告するアラートが表示されます。 
 

ローカルユーザーの追加 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[ユーザー名] 1～40文字。すべての英数字、
ダッシュ（-）、およびアンダー
スコア（_）を使用可能。 

FIPSモードがOFFの場合、最大30ユーザーアカ
ウントを設定できます。FIPSモードがONまたは
DEBUGの場合、最大21ユーザーアカウントを設
定できます。最大ユーザーアカウント数には、管
理者アカウント、バーチャルコネクトアカウント
のような予約済みアカウントも含まれます。 
ユーザー名ALL（大文字と小文字を区別しない）、
ADMINISTRATOR（大文字と小文字を区別しな
い）、switch1、switch2、switch3、switch4、switch5、
switch6、switch7、switch8、ldapuser、nobody、
tbmuser _、vcmuser、および vcmuser_は予約
されているため、使用できません。 
ユーザー名は文字で始める必要があり、大文字と
小文字が区別されます。 

[パスワード] FIPSモードがON/DEBUGの場
合、またはFIPSモードがOFFで
強化パスワードが有効になって
いる場合、パスワードには4種類
のカテゴリのうち3種類以上か
ら1文字ずつ含める必要があり
ます。4種類は、大文字、小文字、
数字、および非英数字です。パ
スワードは8～40文字にする必
要があります。 
FIPSモードがOFFの場合、パス
ワードには印刷可能な文字を含
める必要があります。さらに、
パスワードの長さは3~40文字
にする必要があります。 

ユーザーに関連付けられるパスワード。 

[パスワードの確認] パスワードの文字と長さは、前
の行に説明されているパスワー
ドの規則に準拠していなければ
なりません。 

ユーザーに関連付けられるパスワード。この値は、
[パスワード]の値と一致する必要があります。 

 

設定を保存するには、[ユーザーの追加]をクリックします。[ローカルユーザーの編集]画面が表示されます。 
  

 注：同じ名前でも大文字と小文字が異なるユーザーは、追加することができます。ユーザー承認を割り

当てたり編集したりする場合は、必ず、該当するユーザーを選択してください。 
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ローカルユーザーの編集 
ユーザー情報 
       

フィールド 指定可能な値 説明 

[パスワード] FIPSモードがON/DEBUGの場
合、またはFIPSモードがOFFで
強化パスワードが有効になって
いる場合、パスワードには4種類
のカテゴリのうち3種類以上か
ら1文字ずつ含める必要があり
ます。4種類は、大文字、小文字、
数字、および非英数字です。パ
スワードは8～40文字にする必
要があります。 
FIPSモードがOFFで、強化パス
ワードが無効の場合、パスワー
ドには印刷可能な文字を含める
必要があります。さらに、パス
ワードの長さは3~40文字にす
る必要があります。 

ユーザーに関連付けられるパスワード。 

[パスワードの確認] パスワードの文字と長さは、前
の行に説明されているパスワー
ドの規則に準拠していなければ
なりません。 

ユーザーに関連付けられるパスワード。この値は、
[パスワード]の値と一致する必要があります。 

[フルネーム] 0～20文字。すべての英数字、ダッ
シュ（-）、アンダースコア（_）、
およびスペースを使用可能。 

ユーザーのフルネーム。 
どのユーザーも、自分のフルネームを変更でき
ます。 

[連絡先] 0～20文字。すべての英数字、ダッ
シュ（-）、アンダースコア（_）、
およびスペースを使用可能。 

ユーザーアカウントの連絡先情報。連絡先情報と
しては、個人名、電話番号、またはその他の有益
な情報が可能。 
どのユーザーも、自分の連絡先情報を変更でき
ます。 

 

[ユーザー名]フィールドは、[ローカルユーザーの編集]画面では変更できません。 

権限レベル 
 

アカウントの区分 機能 アカウント名/権限レベル このアカウントで選択され

るベイ 

Administrator • すべてのコマンド 
• ロ ー カ ル ア カ ウ ン ト

（LDAPアカウントでは
ない） 

• Onboard Administratorを出
荷時のデフォルト設定にリ
セットした場合、残るアカ
ウントはこのアカウントだ
けです（アカウントは、設
定済みのAdministratorパス
ワードを維持します）。 

• Administratorのアカウン
トパスワードは、Onboard 
Administratorのシリアル
ポートを介して「L」消失パ
スワード復旧オプションを
使用して出荷時のデフォル
ト値にリセット可能 

• SSHキーをダウンロー
ド、追加、およびクリアで

Administrator/administrator すべて 
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アカウントの区分 機能 アカウント名/権限レベル このアカウントで選択され

るベイ 
きます。このキーは、 
Administratorアカウント
で使用する場合のみ機能
します。 

OA administrator • すべてのコマンド 
• 設定、ファームウェア更

新、ユーザー管理、デフォ
ルト設定のリセットなど、
BladeSystemエンクロー
ジャーとOnboard  
Administratorのすべての
機能にアクセス可能 

ユーザー名/administrator OAベイ（自動的に選択される
すべてのベイ） 

administrator • 仮想電源、コンソールアク
セスなど許可されるデバ
イスベイおよびインター
コネクトベイに対するす
べての操作を実行可能 

• iLO デ バイスに対 する
administrator権限 

ユーザー名/administrator OAベイなし。選択されたデバ
イスベイおよびインターコネ
クトベイのみ 

OA operator • ユーザー管理を除き、
BladeSystemエンクロー
ジャーとOnboard  
Administratorのすべての
機能にアクセス可能 

ユーザー名/operator OAベイ。他のベイを選択でき
ますが、他のベイに対する機能
はoperatorの権限の範囲内で
定義されます*。 

operator • 仮想電源、コンソールアク
セスなど許可されるデバ
イスベイおよびインター
コネクトベイに対するす
べての操作を実行可能 

• iLO デ バイスに対 する
operator権限 

ユーザー名/operator 選択されたデバイスベイおよ
びインターコネクトベイ 

OA user • エンクロージャーのス
テータスおよび情報の 
表示 

• CLI履歴の表示  

ユーザー名/user OAベイ。他のベイを選択でき
ますが、他のベイに対する機能
はuserの権限の範囲内で定義
されます。 

user • 選択されたベイのステー
タスおよび情報の表示 

• CLI履歴の表示 
• 自分のアカウントのパス

ワード設定 
• 自分のアカウントのユー

ザー連絡先情報の設定 
• CLIコマンドの表示 

ユーザー名/user OAベイなし。一部のデバイス
ベイおよびインターコネクト
ベイ 

 

* EBIPAおよびVLAN機能を使用すると、OAオペレーターはすべてのベイにアクセスできます。 
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ユーザーアカウントを有効にするには、[ユーザー有効]を選択する必要があります。ユーザーアカウントを無効に

すると、そのアカウントが開いたセッションがすべて終了します（サインアウト）。 

権限レベルの変更 

ユーザーアカウントの権限レベルを変更すると、そのユーザーアカウントが開いたセッションがすべて終了します

（サインアウト）。権限レベルを変更した後、ユーザーがサインインしなおす必要があります。 

チェックボックス 

デバイスベースベイチェックボックスを選択しても、そのベイのAおよびBを選択しないと、倍密度サーバーへの

ユーザー権限は付与されません。倍密度のサーバーブレード上での一方のサーバーに権限を制限する場合は、デバ

イスベイのAまたはBのみを選択してください。 

ユーザーのアクセス権 
       

チェックボックス 説明 

[Onboard Administratorベイ] Onboard Administratorベイについてユーザー権限を付与します。ユーザーの権限
が管理者の場合、Onboard Administratorベイを選択すると、すべてのデバイスベ
イおよびすべてのインターコネクトベイが自動的に選択され、すべてのチェック
ボックスがグレー表示に変化します。 

[すべてのデバイスベイ] すべてのデバイスベイについてユーザー権限を付与します。 

[選択されたデバイスベイ] 選択されたデバイスベイについてのみユーザー権限を付与します。 

[すべてのインターコネクトベイ] すべてのインターコネクトベイについてユーザー権限を付与します。 

[選択されたインターコネクト
ベイ] 

選択されたインターコネクトベイについてのみユーザー権限を付与します。 

 

変更を保存するには、[Update User]をクリックします。 
 

ローカルユーザーの[証明書情報]タブ 
Two-Factor認証が有効な場合、Onboard Administratorにサインインするためのユーザー証明書が必要です。管理者

権限を持つユーザーは、有効な証明書のアップロードや選択したユーザーへの証明書の割り当てを行うことができ

ます。 
  

 注：Onboard Administrator が FIPS モードで動作して、証明書は、最小の 2048 ビットは、RSA キー

長を持つ必要があり、署名ハッシュアルゴリズムが SHA1、SHA 224、SHA 256、SHA-384 または SHA 
512 にする必要があります。 

  

Onboard Administratorで使用する証明書は、次の2つの方法でアップロードできます。 

• 証明書の内容をテキストフィールドに貼り付け、[アップロード]をクリックする。 

• 証明書のURLをURLフィールドに貼り付け、[適用]をクリックする。 

証明書が正常にアップロードされたら、ユーザー証明書のSHA1指紋が表示されます。 

すでにアカウントに割り当てられた証明書を持っている場合も、証明書のSHA1指紋が表示されます。管理者権限を

持つ任意のユーザーは、自身の証明書を削除し、新しいユーザー証明書をアップロードすることができます。証明

書の期限が切れて更新した場合、更新前と更新後の証明書のサブジェクト名が同じであれば、更新後の証明書を

Onboard Administratorにアップロードする必要はありません。 
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パスワードの設定  
この画面では、強化パスワードの使用を強制できます。ストロングパスワードの管理は、Onboard Administrator権
限を保有する管理者のみが実行できます。 

この機能を有効にするには、[強化パスワード有効]チェックボックスを選択します。設定を保存するには、[適用]
をクリックします。 
  

 注：このオプションは、FIPSモードがON/DEBUGの間、無効にすることができません。 

  

FIPSモードがON/DEBUGであるか、強化パスワードが有効になっている場合、ユーザーパスワードには、次の表の

4種類の文字のうち3種類を含める必要があります。 
             

文字の種類 説明 

大文字 A～Zまでの大文字。 

小文字 a～zまでの小文字。 

数字 0～9までの数字。 

英数字以外の文字 スペースまたは英数字以外の任意の印刷可能文字。 

FIPSモードがOFFで強化パスワードが無効の場合、最小パスワード長は3~40文字です。最小パスワード長が設定さ

れていない場合、デフォルトは3文字です。FIPSモードがON/DEBUG、またはFIPSモードがOFFで強化パスワード

が有効になっている場合、最小パスワード長（とデフォルト）は8文字です。最小パスワード長設定を保存するには、

[適用]をクリックします。 
 

[ディレクトリ設定]画面 
LDAPは、情報ディレクトリにアクセスするためのプロトコルです。LDAPは、X.500規格に基づいていますが、こ

の規格よりも大幅に簡素化されています。LDAPは、TCP/IPもサポートするオープンプロトコルです。 
  

 注：Onboard AdministratorのLDAP機能は、memberOf属性を使用するMicrosoft® Active Directoryをサ

ポートします。groupMembership属性を使用するNovell eDirectoryもサポートされます。OpenLDAP
はサポートされません。 
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[ディレクトリ設定]画面を使用すると、現在選択されているエンクロージャーのディレクトリアクセスを設定できます。 

 
• [LDAP認証を有効] - ディレクトリサーバーがユーザーサインインを認証できるようにするには、このチェッ

クボックスを選択します。 

• [ローカルユーザーを有効] - ユーザーがディレクトリアカウントではなくローカルユーザーアカウントを使

用してサインインできるようにするにはこのチェックボックスを選択します。 

• [検索コンテキスト] - 6つの検索コンテキスト欄に検索コンテキストを指定します。検索コンテキストは、共通

ディレクトリへの検索フィルターまたはショートカットであり、ディレクトリユーザー検索を定義して指定さ

れたパスから検索を開始します。検索コンテキストを指定すると、ログイン時に完全DNを指定する必要はあ

りません。DNが長かったり、ユーザーが自分のDNを知らなかったり、ユーザーが異なるDNでアカウントを

持っている場合があります。Onboard AdministratorはDNでディレクトリサービスに接続を試みてから、順番

に検索コンテキストを適用します。検索は、Search Context 1から始めて、成功するまで連続して次の検

索コンテキストを適用します。 

o 例1： 

user1であるとします。検索コンテキストou=OU1,dc=hp,dc=comを入力すると、cn=user1,ou=OU1,
dc=hp,dc=comのかわりにuser1でログインできます。 

o 例2： 

次の検索コンテキストが定義されているものとします。 

— 検索コンテキスト1：ou=OU1,dc=hp,dc=com 

— 検索コンテキスト2：ou=OU2,ou=OU1,dc=hp,dc=com 

2つのユーザーが両方の検索コンテキストで同じ共通名user1を持っていて、そのパスワードが同じ場合、

どちらかのユーザーがログインを試みると、Onboard Administratorはcn=user1,ou=OU1,dc=hp, 
dc=comに接続します。 

パスワードが異なっていて、かつユーザーのパスワードをOU2で定義していると、Onboard Administrator
はDN cn=user1,ou=OU1,dc=hp,dc=comを使用しますが、パスワードが一致しないために拒否されま

す。次にcn=user1,ou=OU2,ou=OU1,dc=hp,dc=comを使用してログインが試みられ、成功することに

なります。 
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検索コンテキストはLDAPディレクトリグループにも適用でき、LDAPのネストグループが構成されていると

きに有効です。LDAPディレクトリグループに検索コンテキストを指定するとき、厳密なコンテキストは必要

ありません。たとえば、グループの場所がou=OU2,ou=OU1,dc=hp,dc=comであると、より高いレベルの検索

コンテキストou=OU1,dc=hp,dc=comを使用して目的のグループの場所を見つけることができます。この機能

により、検索コンテキストは長さの制約を受けなくてすみます。ネストされたグループについて詳しくは、

「[ディレクトリグループ]（284ページ）」を参照してください。 
 

フィールド 指定可能な値 説明 
[ディレクトリサーバー 
アドレス] 

IPv4 Address:  
###.###.###.###（###は、0～255）、
ディレクトリサーバーのDNS名、ま
たはドメイン名。 
IPv6アドレス： 
####:####:####:####:####:####:#
###:####。ここで、####は0～FFFF
の範囲です。同じIPv6アドレスの圧
縮バージョンもサポートされてい
ます。 

ディレクトリサービスのIPアドレス、DNS名、ま
たはドメイン名。このフィールドは必須フィール
ドです。 

[ディレクトリサーバー
SSLポート] 

1～65535。 LDAP通信に使用するポート。ポート636は標準の
SSL LDAPポートです。このフィールドは必須
フィールドです。 

[検索コンテキスト 1] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用
する1番目の検索可能パス。このパスは、ネストし
ているLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 2] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用
する2番目の検索可能パス。このパスは、ネストし
ているLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 3] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用
する3番目の検索可能パス。このパスは、ネストし
ているLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 4] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用
する4番目の検索可能パス。このパスは、ネストし
ているLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 5] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用
する5番目の検索可能パス。このパスは、ネストし
ているLDAPグループの検索にも使用されます。 

[検索コンテキスト 6] 127文字までの「"」（引用符）を除
くすべての文字。 

ユーザーがディレクトリサービスを利用して認証
を受けようとした場合に、ユーザーの検索に使用
する6番目の検索可能パス。このパスは、ネストし
ているLDAPグループの検索にも使用されます。 

 

• [NTアカウント名のマッピングを使用（ドメイン\ユーザー名）] - NT名マッピングを有効にするには、この

チェックボックスを選択します。このフィールドを有効にすることで、ユーザーはNTの ドメイン\ユーザー

名形式でログインできるようになります。Onboard Administratorはオプションで、ディレクトリサーバーのグ

ローバルカタログを検索し、認証済みユーザー情報と関連する権限グループを探し出すように構成することが

できます。標準のディレクトリサーバーのGC SSLポートは3269です。このフィールドはオプションです。ま

た左側が空白の場合は、グローバルカタログは使用されません。 
  

 重要：グローバルカタログでNTアカウント名マッピングを使用し、検索コンテキストに十分な制限が

設定されていない場合、またはドメイン名が指定されていない場合は、Onboard Administratorは認証済

みユーザーを異なるドメインにある同じ名前のユーザーアカウントと関連付ける可能性があります。結

果として、認証済みユーザーは他のドメインのユーザーの認証情報を受け取ることになります。LDAP
ユーザーにログインする際に曖昧になることを防ぐため、検索コンテキストを選択してドメイン名を指

定してください。 
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 注：グローバルカタログでNTアカウント名マッピングを使用し、1人のユーザーを解決できない場合は、

そのユーザーはOnboard Administratorへのアクセス権がありません。これは検索コンテキストに十分な

制限がなく、異なるドメインに同じ名前の複数のアカウントが存在する場合に起こる可能性がありま

す。曖昧になることを防ぐため、検索コンテキストを選択してください。 
  

[適用]をクリックして設定を保存します。 
  

 注：LDAPサーバー上で強制されるパスワードのルールは、ローカルユーザーアカウントで強制される

パスワードのルールと異なる場合があります。両ルールとも、セキュリティポリシーに準拠しているこ

とを確認してください。 
  

 

ディレクトリの[証明書情報]タブ 
この画面には、Onboard Administratorで現在有効なすべてのLDAP証明書の詳しい情報が表示されます。 
 

行 説明 

[発行先] 証明書の発行先団体の名前 

[発行元] 証明書を発行した認証機関 

[発効日] 証明書が有効になる日時 

[有効期限] 証明書の期限が切れる日時 

[シリアル番号] 認証機関によって証明書に割り当てられるシリアル番号 

[バージョン] 現在の証明書のバージョン番号 

[MD5指紋] 信頼性の確認方法。証明書に組み込まれています。 

[SHA1指紋] 信頼性の確認方法。証明書に組み込まれています。 

[パブリックキー] パブリックキーの名前 
 

LDAP証明書をエンクロージャーから削除する場合は、証明書の下の[削除]をクリックします。 
 

証明書のアップロード 
証明書によって、中間者攻撃からユーザーの信用情報が保護されます。証明書がOnboard Administratorに読み込ま

れていない場合、Onboard AdministratorにログインしたユーザーのLDAP認証情報を中間者が見た可能性がありま

す。Onboard Administratorは、複数のドメインコントローラーの証明書を受け付けます。[ディレクトリ設定]の[証
明書のアップロード]タブを使用すると、この証明書をアップロードできます。 

証明書をアップロードするには、以下の手順に従ってください。 

1. ブラウザーを開き、次のアドレスを入力して、ドメインコントローラーから証明書を入手します。 

 https://<domain controller>:636  

ここで、domain controllerは、ネットワークドメインコントローラーのIPアドレス 

2. 証明書の受け入れを要求するプロンプトが表示されたら、次の手順を実行します。 

o Internet Explorer 6を使用している場合は、[証明書の表示]をクリックします。 

o Internet Explorer 7以降を使用している場合は、[このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）]をクリッ

クし、上部のアドレスバーで[証明書のエラー]をクリックします。[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、[ファイルにコピー]ボタンをクリックします。 

4. エクスポートオプションのリストから、[Base-64 encoded x.509 (.CER)]を選択します。ファイルの名前と位

置を提供し、証明書のアップロードウィザードを終了します。 

5. エクスポートされた証明書ファイルを探し、.txt拡張子（たとえば、dccert.txt）に変更します。テキストエディ

ターでファイルを開き、ファイル全体の内容をクリップボードにコピーします。以下に、エクスポートされた

証明書ファイルの内容の例を示します。 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIIFxDCCBKygAwIBAgIKJWUSwAAAAAAAAjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBVMRMwEQYK 
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CZImiZPyLGQBGRYDY29tMRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCaHAxFzAVBgoJkiaJk/Is 
ZAEZFgdhdGxkZW1vMREwDwYDVQQDEwh3aW5kb3pDQTAeFw0wNjA4MjIyMDIzMTFa 
Fw0wNzA4MjIyMDIzMTFaMCAxHjAcBgNVBAMTFXdpbmRvei5hdGxkZW1vLmhwLmNv 
bTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAy4zeh3iXydUAWKVHIDsxLJ6B 
aRuVT9ZhkL5NQHIDeRjumsgc/jHSERDmHuyoY/qbF7JMhJ9Lh9QQHUg8QfEYsC1y 
qTvgisrZeHtvmrmecvSxZm27b4Bj5XYN0VYcrwqKnH7X/tVhmwqGls7/YZyahNU1 
lGB2OjoCq5eJxX+Ybx0CAwEAAaOCA00wggNJMAsGA1UdDwQEAwIFoDBEBgkqhkiG 
9w0BCQ8ENzA1MA4GCCqGSIb3DQMCAgIAgDAOBggqhkiG9w0DBAICAIAwBwYFKw4D 
…output truncated… 
-----END CERTIFICATE----- 

6. Onboard Administratorに戻り、証明書の内容をウィンドウに貼り付け、[アップロード]をクリックします。 
 

ディレクトリの[証明書のアップロード]タブ 
この画面では、Onboard AdministratorにLDAP証明書をアップロードして、LDAPサーバーとの信頼関係を確立でき

ます。最大4つの証明書をアップロードすることができます。 

Onboard Administratorで使用する証明書は、次の2つの方法でアップロードできます。 

• 証明書の内容をテキストフィールドに貼り付け、[アップロード]をクリックする。 

• 証明書のURLをURLフィールドに貼り付け、[適用]をクリックする。 
 

ディレクトリの[設定のテスト]タブ 
[設定のテスト]タブは、Onboard Administrator管理者が、提供された設定情報に基づいてディレクトリユーザーが

Onboard Administratorおよびエンクロージャー内のリソースに確実にアクセスできるようにできます。[設定のテス

ト]タブは、現在の設定値だけに適用されます。そのため、[ディレクトリ設定]タブに変更を加えた後は、[適用]を
クリックして、[設定のテスト]タブを選択する必要があります。 

[設定のテスト]タブを使用して、テストを実行したり、報告をしたりします。タブページが最初に表示されたとき

には、現在のステータスが[実行されません]になっているテストのリストが示されます。テストを実行するには、

[設定のテスト]をクリックします。テストは、表示されている順序で実行されます。エラーが発生すると、テスト

は終了します。ユーザー認証およびユーザー承認のテストを実行するには、[ディレクトリテストコントロール]で
ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。 

次のテストは、リスト表示されている順序で実行されます。 

• [テストステータス一覧] 
[テストステータス一覧]は、実行されたすべてのテストの集約です。値は、[実行されません]、[パス]、また

は[障害]のいずれかです。失敗したテストが1つでもあれば、ステータスは[障害]になります。 

• [ディレクトリサーバーへのPing] 
ディレクトリサーバーの有効なIPアドレスまたはドメイン名が確認された後、単純なpingテストを実行します。

pingテストは、最大4つのpingパケットをディレクトリサーバーに送信し、成功したか失敗したかをレポート

します。 

o テストが正常に終了すると、Onboard Administratorがディレクトリサーバーへのネットワークパスを確立

できることがレポートされます。 

o テストに失敗すると、Onboard Administratorがディレクトリサーバーへのネットワークパスを確立できな

いことがレポートされます。管理者は、ホスト名またはIPアドレスを確認する必要があります。 

• [ディレクトリサーバーアドレス] 
LDAP設定でDNSではなくIPアドレスが指定されている場合、このテストはIPアドレスが有効なIPv4アドレス

であることを検証します。有効なIPv4アドレスでない場合は、ステータスとして[実行されません]をレポー

トします。 

o テストが正常に終了すると、ディレクトリサーバーに格納されたIPアドレスが有効なIPv4アドレスである

ことがレポートされます。 

o テストに失敗すると、ディレクトリサーバーに格納されたIPアドレスが有効なIPv4アドレスでないことが

レポートされます。管理者は、入力されたIPアドレスと正しいIPアドレスを確認する必要があります。 
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• [ディレクトリサーバーDNS名] 
DNS Lookupテストは、Onboard AdministratorがLDAPサーバーのドメイン名を解決できるかどうかを判別し

ます。LDAPサーバー設定がDNS名ではなくIPアドレスを使用している場合、このテストは[実行されません]
ステータスをレポートします。 

o テストが正常に終了すると、Onboard Administratorがドメイン名を使用してディレクトリサーバーのホス

ト名を解決できることがレポートされます。 

o テストが失敗すると、Onboard Administratorがディレクトリサーバーのホスト名を解決できないことがレ

ポートされます。管理者は、ディレクトリサーバーのホスト名が正しく、ホスト名がディレクトリサーバー

に対して正しいことを確認する必要があります。 

• [ディレクトリサーバーへの接続] 
このテストは、指定されたディレクトリサーバーのIPアドレスとサービスポートへの接続を試行します。 

o 正常にテストが終了すると、Onboard Administratorが、指定されたホスト名またはアドレスおよび指定さ

れたポート番号で、ディレクトリサーバーへの接続を確立できることがサポートされます。正常にテスト

が終了したことは、ネットワークサービスが利用できること、ディレクトリサービスが実行中であること、

指定されたディレクトリサーバーおよびポートで使用可能であることを示しています。 

o テストに失敗すると、Onboard Administratorがディレクトリサーバーへの接続を確立できないことがレ

ポートされます。また、テストに失敗すると、ネットワークサービスが使用不可能であることもレポート

されます。管理者は、ホスト名またはアドレス、およびポート番号を確認する必要があります。 

• [SSLを使用しての接続] 
このテストは、ディレクトリサーバーがSSL接続を介してディレクトリサービスを提供していることを検証し

ます。 

o テストが正常に終了すると、Onboard Administratorがディレクトリサーバーのホスト名またはIPアドレス、

およびポートへSSL接続を確立できることをレポートします。ネットワークサービスは、セキュアSSL接
続として使用可能です。 

o テストに失敗すると、ネットワークサービスがセキュアSSL接続として使用できないことと、Onboard 
Administratorがこのタイプの接続を許可しないことがレポートされます。管理者は、SSL接続をサポート

するディレクトリサーバーを識別するか、またはSSL接続を使用するためのディレクトリサーバーを認識

する必要があります。 

• [ディレクトリサーバーの証明書] 
ディレクトリサーバーSSL証明書がOnboard Administratorにロードされている場合に、このテストで、ディレ

クトリサーバーによって提供された証明書とOnboard Administratorに現在格納されている証明書が一致する

ことを確認します。ディレクトリサーバーのSSL証明書がロードされていない場合は、このテストは実行され

ません。 

o テストが正常に終了すると、ディレクトリサーバーの証明書と、Onboard Administratorに格納されている

指定されたディレクトリサーバーの証明書とが、Onboard Administratorで照合できたことがレポートされ

ます。 

o テストに失敗すると、Onboard Administratorに格納されているディレクトリサーバー証明書がSSL接続で

提供された証明書と一致しないことがレポートされます。 

• [ユーザー認証] 
このテストは、[ディレクトリテストコントロール]で提供されたユーザー名とパスワードを使用してディレク

トリへのユーザーログインを試みます。ユーザー認証が、提供されたユーザー名とパスワードを使用して失敗

した場合、各検索コンテキストが試みられます。検索コンテキストが文字@で始まる場合、ログインに使用さ

れるDNは、入力されたユーザー名を連結した検索名になります。それ以外の場合、ログインに使用される検

索DNはcn=<username>,<search context>となります。このテストの結果は、ユーザーの認証に成功し

た検索コンテキストを示します。 
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• [ユーザー承認] 
ユーザーが正常に認証され、Onboard Administratorにログインすると、そのユーザーが属する設定済みのディ

レクトリグループが識別されます。ユーザーは、複数のディレクトリグループに属する場合があるため、ユー

ザーに最高の権限を付与しているディレクトリグループが識別されます。 

o テストが正常に終了すると、認証されたユーザーの最高の権限レベルを持つディレクトリグループがレ

ポートされます。 

o テストに失敗すると、認証されたユーザーは、設定済みのディレクトリグループに属していないため、

Onboard Administratorに対する権限を持っていないことがレポートされます。 

[テストログ] 

これは、実行されたテストに関連した詳細の実行ログとそれらのテストの結果です。 

[ディレクトリテストコントロール] 

[ユーザー認証]テストと[ユーザー承認]テストが実行される前に、ユーザー名とパスワードが認証用のLDAPサー

バーに送信されます。Onboard Administratorでは、ユーザー名とパスワードの長さが指定された値に制限されます。

認証要件はLDAPサーバーによって定義されます。LDAPサーバーによる長さの上限は、Onboard Administratorによ

る制限に比べてさらに厳しい可能性があります。 

• ユーザー名：0～256文字。 

• パスワード：0～1024文字。 
 

[ディレクトリグループ] 
エンクロージャーへのアクセス権限はLDAPを使用して許諾されます。LDAPサーバーを使用するには、ディレクト

リアカウントを作成する必要があります。 

[ディレクトリグループ]画面には、プライマリコネクションのエンクロージャーに追加されたカレントディレクトリ

グループが表示されます。すべてのエンクロージャーにユーザーグループを追加してもかまいません。プライマリ

コネクションのエンクロージャーだけからユーザーグループを編集したり、削除したりできます。LDAPサービスを

使用するには、少なくとも1つのディレクトリグループを追加する必要があります。 
 

列 説明 

チェックボックス 編集または削除するディレクトリグループを選択する場合に使用します。 

[グループ名] 1～255文字。[検索コンテキスト]と同じ文字を使用できます。グループ名は、LDAPユー
ザーのグループメンバーシップを決定するために使用されます。グループ名は、名前、
識別名、共通名、表示名、およびSAMアカウント名というディレクトリグループの5つ
のプロパティのいずれかと一致している必要があります。ネストグループの場合、マッ
チングはobjectSid（グループのセキュリティIDを指定する属性）に基づいて行われま
す。LDAPのグループを一意に識別するため、識別名をお勧めします。Onboard 
AdministratorがGCポートを検索するように構成され、識別名が使用されていない場合、
複数のドメインで不正確な一致が生じる可能性があります。これは、意図しない認証を
もたらす可能性があります。 

[権限レベル] ユーザーが実行できる管理機能を決定する場合に使用します。ユーザーの権限レベルに
は、管理者、オペレーター、ユーザーがあります。 

[説明] 0～58文字。英数字、ダッシュ（-）、アンダースコア（_）、およびスペースを使用可能。
LDAPグループの説明、グループの分かりやすい別名、またはその他の役立つ情報。 

 

• [新規] - 選択されているエンクロージャーに新しいディレクトリグループを追加するには、[新規]をクリック

します。最大30のディレクトリグループを追加できます。[LDAPグループに追加]画面が表示されます。 

• [編集] - グループ名の横にあるチェックボックスを選択することにより、編集するディレクトリグループを選

択します。[LDAPグループの編集]画面で設定を変更するには、[編集]をクリックします。 

• [削除] - グループ名の横にあるチェックボックスを選択することにより、削除するディレクトリグループを選

択します。グループを削除するには、[削除]をクリックします。 
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LDAPのネストグループのサポート 

Microsoft Active Directoryを使用すると、別のグループに1つ以上のグループを配置できます。別のグループに含ま

れるグループをネストグループと呼びます。ネストグループを含むグループをネスティンググループと呼びます。

ネストグループのメリットは、ネスティンググループが適切に構成されていると、ネストグループのユーザーが

Onboard Administratorにログインできる点です。たとえば、group2がgroup1にネストされているとします。親の

LDAPグループ（group1）がOnboard Administratorに追加され、いずれかの検索コンテキストで検出できると、

group2のユーザーはOnboard Administratorへのログインが許可されます。検索コンテキストは厳密な場所には限定

されません。検索コンテキストパスがLDAPディレクトリツリーの上位にあると、サブツリー検索が使用できます。

Onboard Administratorはセキュリティグループタイプのみをサポートしています。分散グループタイプはサポート

していません。 
 

[LDAPグループの追加] 
グループ情報 
  

 注：最大30のディレクトリグループを追加できます。 

  

 

フィールド 指定可能な値 説明 

[グループ名] 1～255文字。引用符（"）を除く
すべての文字を使用可能。グルー
プ名の1文字目は、アルファベッ
トである必要があります。 

グループ名は、LDAPユーザーのグループメン
バーシップを決定するために使用されます。グ
ループ名は、名前、識別名、共通名、表示名、
およびSAMアカウント名というディレクトリ
グループの5つのプロパティのいずれかと一致
している必要があります。LDAPのグループを
一意に識別するため、識別名をお勧めします。
Onboard AdministratorがGCポートを検索する
ように構成され、識別名が使用されていない場
合、複数のドメインで不正確な一致が生じる可
能性があります。これは、意図しない認証をも
たらす可能性があります。 

[説明] 0～58文字。すべての英数字、ダッ
シュ（-）、アンダースコア（_）、
およびスペースを使用可能。 

グループの分かりやすい別名、またはその他の
役立つ情報を記載できます。 

 

権限レベル 
 

アカウントの区分 機能 アカウント名/権限レベル このアカウントで選択

されるベイ 

Administrator • すべてのコマンド 
• ロ ー カ ル ア カ ウ ン ト

（LDAPアカウントでは
ない） 

• Onboard Administratorを
出荷時のデフォルト設定
にリセットした場合、残
るアカウントはこのアカ
ウントだけです（アカウ
ン ト は 、 設 定 済 み の
Administratorパスワード
を維持します）。 

• Administratorのアカウン
ト パ ス ワ ー ド は 、
Onboard Administratorの
シリアルポートを介して
「L」消失パスワード復旧
オプションを使用して出
荷時のデフォルト値にリ
セット可能 

Administrator/administrator すべて 
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アカウントの区分 機能 アカウント名/権限レベル このアカウントで選択

されるベイ 
• SSHキーをダウンロー

ド、追加、およびクリア
できます。このキーは、
Administratorアカウント
で使用する場合のみ機能
します。 

OA administrator • すべてのコマンド 
• 設定、ファームウェア更

新、ユーザー管理、デフォ
ルト設定のリセットな
ど、BladeSystemエンク
ロージャーと Onboard 
Administratorのすべての
機能にアクセス可能 

ユーザー名/administrator OAベイ（自動的に選択さ
れるすべてのベイ） 

administrator • 仮想電源、コンソールア
クセスなど許可される
デバイスベイおよびイ
ンターコネクトベイに
対するすべての操作を
実行可能 

• iLOデバイスに対する
administrator権限 

ユーザー名/administrator OAベイなし。選択された
デバイスベイおよびイン
ターコネクトベイのみ 

OA operator • ユーザー管理を除き、
BladeSystemエンクロー
ジャーとOnboard  
Administratorのすべての
機能にアクセス可能 

ユーザー名/operator OAベイ。他のベイを選択
できますが、他のベイに
対する機能はoperatorの
権限の範囲内で定義され
ます*。 

operator • 仮想電源、コンソールア
クセスなど許可される
デバイスベイおよびイ
ンターコネクトベイに
対するすべての操作を
実行可能 

• iLOデバイスに対する
operator権限 

ユーザー名/operator 選択されたデバイスベイ
およびインターコネクト
ベイ 

OA user • エンクロージャーのス
テータスおよび情報の
表示 

• CLI履歴の表示  

ユーザー名/user OAベイ。他のベイを選
択できますが、他のベイ
に対する機能はuserの
権限の範囲内で定義さ
れます。 

user • 選択されたベイのステー
タスおよび情報の表示 

• CLI履歴の表示 
• 自分のアカウントのパス

ワード設定 
• 自分のアカウントのユー

ザー連絡先情報の設定 
• CLIコマンドの表示 

ユーザー名/user OAベイなし。一部のデバ
イスベイおよびインター
コネクトベイ 

 

* EBIPAおよびVLAN機能を使用すると、OAオペレーターはすべてのベイにアクセスできます。 
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グループ権限 
 

チェックボックス 説明 

[Onboard Administratorベイ] Onboard Administratorベイについてユーザー権限を付与します。ユーザーの権限が
管理者の場合、Onboard Administratorベイを選択すると、すべてのデバイスベイお
よびすべてのインターコネクトベイが自動的に選択され、すべてのチェックボック
スがグレー表示に変化します。 

[すべてのデバイスベイ] すべてのデバイスベイについてユーザー権限を付与します。 

[選択されたデバイスベイ] 選択されたデバイスベイについてのみユーザー権限を付与します。 

[すべてのインターコネクト
ベイ] 

すべてのインターコネクトベイについてユーザー権限を付与します。 

[選択されたインターコネク
トベイ] 

選択されたインターコネクトベイについてのみユーザー権限を付与します。 

 

設定を保存するには、[グループの追加]をクリックします。 
 

[LDAPグループの編集] 
グループ情報 
 

フィールド 指定可能な値 説明 

[グループ名] 1～255文字。引用符（"）を除く
すべての文字を使用可能。グ
ループ名の1文字目は、アルファ
ベットである必要があります。 

グループ名は、LDAPユーザーのグループメン
バーシップを決定するために使用されます。グ
ループ名は、名前、識別名、共通名、表示名、お
よびSAMアカウント名というディレクトリグ
ループの5つのプロパティのいずれかと一致し
ている必要があります。LDAPのグループを一意
に識別するため、識別名をお勧めします。
Onboard AdministratorがGCポートを検索するよ
うに構成され、識別名が使用されていない場合、
複数のドメインで不正確な一致が生じる可能性
があります。これは、意図しない認証をもたらす
可能性があります。 

[説明] 0～58文字。すべての英数字、ダッ
シュ（-）、アンダースコア（_）、
およびスペースを使用可能。 

グループの分かりやすい別名、またはその他の役
立つ情報を記載できます。 

 

権限レベル 
 

アカウントの区分 機能 アカウント名/権限レベル このアカウントで選択

されるベイ 

Administrator • すべてのコマンド 
• ロ ー カ ル ア カ ウ ン ト

（LDAPアカウントでは
ない） 

• Onboard Administratorを
出荷時のデフォルト設定
にリセットした場合、残
るアカウントはこのアカ
ウントだけです（アカウ
ン ト は 、 設 定 済 み の
Administratorパスワード
を維持します）。 

• Administratorのアカウン
ト パ ス ワ ー ド は 、
Onboard Administratorの
シリアルポートを介して

Administrator/administrator すべて 
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アカウントの区分 機能 アカウント名/権限レベル このアカウントで選択

されるベイ 
「L」消失パスワード復旧
オプションを使用して出
荷時のデフォルト値にリ
セット可能 

• SSHキーをダウンロー
ド、追加、およびクリア
できます。このキーは、
Administratorアカウント
で使用する場合のみ機能
します。 

OA administrator • すべてのコマンド 
• 設定、ファームウェア更

新、ユーザー管理、デフォ
ルト設定のリセットな
ど、BladeSystemエンク
ロージャーと Onboard 
Administratorのすべての
機能にアクセス可能 

ユーザー名/administrator OAベイ（自動的に選択さ
れるすべてのベイ） 

administrator • 仮想電源、コンソールアク
セスなど許可されるデバ
イスベイおよびインター
コネクトベイに対するす
べての操作を実行可能 

• iLO デバイスに対する
administrator権限 

ユーザー名/administrator OAベイなし。選択された
デバイスベイおよびイン
ターコネクトベイのみ 

OA operator • ユーザー管理を除き、
BladeSystemエンクロー
ジャーとOnboard  
Administratorのすべての
機能にアクセス可能 

ユーザー名/operator OAベイ。他のベイを選択
できますが、他のベイに
対する機能はoperatorの
権限の範囲内で定義され
ます*。 

operator • 仮想電源、コンソールアク
セスなど許可されるデバ
イスベイおよびインター
コネクトベイに対するす
べての操作を実行可能 

• iLO デバイスに対する
operator権限 

ユーザー名/operator 選択されたデバイスベイ
およびインターコネクト
ベイ 

OA user • エンクロージャーのス
テータスおよび情報の
表示 

• CLI履歴の表示  

ユーザー名/user OAベイ。他のベイを選択
できますが、他のベイに対
する機能はuserの権限の
範囲内で定義されます。 

user • 選択されたベイのステー
タスおよび情報の表示 

• CLI履歴の表示 
• 自分のアカウントのパス

ワード設定 
• 自分のアカウントのユー

ザー連絡先情報の設定 
• CLIコマンドの表示 

ユーザー名/user OAベイなし。一部のデバ
イスベイおよびインター
コネクトベイ 

 

* EBIPAおよびVLAN機能を使用すると、OAオペレーターはすべてのベイにアクセスできます。 
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グループ権限 
 

チェックボックス 説明 

[Onboard Administratorベイ] Onboard Administratorベイについてユーザー権限を付与します。ユーザーの権限が
管理者の場合、Onboard Administratorベイを選択すると、すべてのデバイスベイお
よびすべてのインターコネクトベイが自動的に選択され、すべてのチェックボック
スがグレー表示に変化します。 

[すべてのデバイスベイ] すべてのデバイスベイについてユーザー権限を付与します。 

[選択されたデバイスベイ] 選択されたデバイスベイについてのみユーザー権限を付与します。 

[すべてのインターコネクト
ベイ] 

すべてのインターコネクトベイについてユーザー権限を付与します。 

[選択されたインターコネク
トベイ] 

選択されたインターコネクトベイについてのみユーザー権限を付与します。 

 

設定を保存するには、[グループの更新]をクリックします。 
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SSH管理 

 

このページには承認済みの各SSHキーの所有者がリスト表示され、新しいキーを追加できます。 

[SSH指紋] - 公開/プライベートキーペアの公開キー部分を示します。 

[承認されたSSHキー] - 承認済みのSSHキーのデータがリスト表示されます。所有者は、常にAdministratorです。

承認済みのSSHキーを追加するには、テキストボックスにSSHキーを入力し、[適用]をクリックします。承認済み

のSSHキーをすべてクリアするには、テキストボックス内のテキストをすべて削除し、[適用]をクリックします。 

[SSHキーファイルへのURL] - [SSHキーファイルのダウンロード]フィールドに公開キーファイルの保存場所を入

力し、[適用]をクリックして、ダウンロードします。SSHキーファイルがダウンロードされると、現在承認済みの

SSHキーはすべて置き換えられます。各キーは、Administratorアカウントに関連付けられます。 
  

 注：Onboard Administrator が FIPS モードで動作して、証明書は、最小の 2048 ビットは、RSA キー

長を持つ必要があり、署名ハッシュアルゴリズムが SHA1、SHA 224、SHA 256、SHA-384 または SHA 
512 にする必要があります。 

  

 

サポートされるSSHとSSLのバージョン 
 

Onboard Administratorのバージョン SSLのバージョン SSHのバージョン 

v1.20 openssl - 0.9.7k openssh - 4.2p1 

v2.00 openssl - 0.9.7l openssh - 4.2p1 

v2.30 - v2.60 openssl - 0.9.7m  openssh - 4.4p1 

v3.00 openssl - fips-1.2 
openssl - 0.9.8j 

openssh - 5.1p1 

v3.10 openssl - fips-1.2 
openssl - 0.9.8n 

openssh - 5.1p1 

v 3.20  openssl - fips-1.2 
openssl - 0.9.8n 

openssh - 5.1p1 

v3.50 - v3.55 openssl - 0.9.8r openssh - 5.8p2 

v3.56 - v3.71 openssl - 0.9.8w openssh - 5.8p2 

v4.01 - 4.02 openssl - 0.9.8y openssh - 5.8p2 

v4.11 - v4.22 openssl – fips-2.0.5 
openssl – 1.0.1e 

openssh – 6.2p2 
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Onboard Administratorのバージョン SSLのバージョン SSHのバージョン 

v4.30 openssl – fips-2.0.5 
openssl – 1.0.1f 

openssh – 6.2p2 

v4.40 - v4.50 openssl – fips 2.0.5 
openssl – 1.0.1h 

openssh – 6.2p2 

 
 

HPE SSO統合 
HPE BladeSystem Onboard Administratorは、HPE OneViewやHPE SIMなどの信頼済みアプリケーションによるシ

ングルサインオン（SSO）をサポートしています。SSO機能により、信頼されている管理アプリケーションにログ

インしてから、SSO証明書がインストールされている管理対象デバイスに自動的にアクセスすることができます。

SSOによって機能するSSOを設定するには、以下の手順に従ってください。 

1. SSOの信頼モードをONに設定します。[SSO統合]画面で、[信頼モード]ドロップダウンメニューから[証明書

による信頼]を選択してください。 
  

 注：[信頼モード]が無効な場合は、HPE SSOシングルサインオンを実行できないため、Onboard 
Administratorの認証情報を入力してログオンする必要があります。 

  

 
2. [HPE SSO統合]画面で、[証明書のアップロード]タブを選択します。 

3. 次のいずれかの方法で証明書をアップデートできます。 

o 証明書の内容をテキストボックスに貼り付けて、[アップロード]をクリックします。 

o エンクロージャーを管理するSSOシステムのIPアドレスを入力して、[適用]をクリックします。 

 
  

 注：Onboard Administrator 4.12以降には、SSO証明書の最小要件を決定するためのSSOアプリケーショ

ンのサポートが含まれています。 
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Two-Factor認証 
Two-Factor認証[設定]タブ 
  

 重要：Virtual Connect ManagerおよびTwo-Factor認証を使用する場合、Two-Factor認証を有効にする前

に、Onboard AdministratorをVirtual Connectモードで設定する必要があります。 
  

Two-Factor認証が有効な場合、有効なユーザー証明書を持つユーザーだけが、Onboard Administratorへのサインイ

ンを許可されます。有効なユーザー証明書は信頼済み認証機関により署名され、Onboard Administrator上で各ユー

ザーに割り当てられます。 

サインイン中のユーザーの認証のためのTwo-Factor認証を有効にするには、[Two-Factor認証を有効]を選択します。

Two-Factor認証が有効になると、デフォルトでは、SSHおよびTelnetアクセスは無効になります。ただし、Two-Factor
認証を無効にしても、SSHおよびTelnetが自動的に有効に戻るわけではありません。[ネットワークアクセス]画面に

アクセスして、[セキュアシェル有効]および[Telnet有効]を選択する必要があります。 

使用中の証明書が証明書失効リスト（CRL）に追加されているかどうかをOnboard Administratorが認証機関に確認

できるようにするには、[証明書取り消しの確認]を選択します。証明書がCRLにある場合は、サインインは拒否さ

れます。 

[証明書オーナー]フィールド 

ディレクトリサーバーを使用してディレクトリユーザーを認証する際、SANの中のユーザープリンシパル名を使用

する（[SAN]を選択）かまたは証明書のサブジェクト名を使用する（[サブジェクト]を選択）ようにOnboard 
Administratorを設定できます。 

設定を保存するには、[適用]をクリックします。 

ローカルユーザーとLDAPグループアカウントのTwo-Factor認証の設定方法については、「ローカルユーザーアカウ

ントおよびLDAPグループアカウント用のCAの作成とTwo-Factor認証の設定（332ページ）」を参照してください。 
 

Two-Factor認証の[証明書情報]タブ 
この画面には、Onboard Administratorが信頼するすべてのInsight Remote Controlサーバー証明書が表示されます。

Onboard Administratorには、最大12個の証明書をアップロードできます。 
 

行 説明 

[証明書バージョン] 現在の証明書のバージョン番号 

[発行機関] 証明書を発行した組織の名前 

[発行機関部署] 証明書を発行した組織単位の名前 

[発行元] 証明書を発行した認証機関 

[機関名] サブジェクト名 

[発行先] 証明書の発行先組織の名前 

[発効日] 証明書が有効になる日時 

[有効期限] 証明書の期限が切れる日時 

[シリアル番号] 認証機関によって証明書に割り当てられるシリアル番号 

[拡張数] 証明書内のExtension（拡張）の数 

[MD5指紋] 証明書の信頼性を確認するために使用可能なフィールド 

[SHA1指紋] 証明書の信頼性を確認するために使用可能なフィールド 
 

既存の証明書を削除するには、[削除]をクリックします。 
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[Two-Factor認証 証明書 アップロード]タブ 
Two-Factor認証を有効にするには、CAに所属する有効な証明書を少なくとも1つOnboard Administratorにアップ

ロードしてください。 

Onboard Administratorで使用する証明書は、次の2つの方法でアップロードできます。 

• 証明書の内容をテキストフィールドに貼り付け、[アップロード]をクリックする。 

• 証明書のURLをURLフィールドに貼り付け、[適用]をクリックする。 
 

サインインしているユーザー 
この画面には、Onboard Administratorにサインインしている現在のセッションがすべて表示されます。この画面は、

Onboard Administratorへのアクセス権限を持つ管理者だけが使用できます。管理者は、この画面で、セッションの

終了、ユーザーの無効化、ユーザーの削除を実行できます。 

[現在のセッション] - このテーブルには、ユーザーがOnboard Administratorにサインインしたときに作成された

セッションが表示されます。 

[その他のセッション] - このテーブルには、Onboard Administratorにサインインしている他のユーザーの一覧が表

示されます。 
 

列 説明 

チェックボックス 個別ユーザーまたはすべてのユーザーを選択するために使用します。 

[ユーザー名] エンクロージャーにサインインしているユーザーの名前。 

[IPアドレス] ユーザーアカウントのIPアドレス。「169.254.1.x」のようなセッションのIPアドレスは、
エンクロージャーにリンクされたアドレスである場合があります。これらのセッション
は、他のリンクされたエンクロージャーによって作成されます。リンクされたエンクロー
ジャーのIPアドレスを持つユーザーでセッションの削除、無効化、または停止を実行する
と、他のユーザーのエンクロージャーリンクセッションが停止する場合があります。 
KVMおよびシリアルログインでは、[IPアドレス]フィールドにローカルと表示されます。 

[経過時間] ユーザーアカウントがサインインしている期間（日、時間、分、秒）。 

[アイドル時間] ユーザーアカウントがアイドル状態にある期間（日、時間、分、秒）。 

[ユーザータイプ] エンクロージャーにサインインしているユーザーの種類。表示される値は、[ローカル]、
[LDAP]、または[SSO]です。 

[セッションタイプ] サインインしているユーザーのセッションの種類。表示される値は、[Web]、[SSH]、
[Telnet]、[KVM]、[シリアル]、および[Factory Diagnostics]です。 

[OAモジュール] ユーザーがサインインしているOnboard Administratorモジュール。表示される値は、[ア
クティブ]または[スタンバイ]です。 

 

[ユーザーを削除] - ユーザー名の横にあるチェックボックスを選択して削除する1つ以上のユーザーを選択し、

[ユーザーを削除]をクリックします。自身のアカウントやビルトインAdministratorアカウントを削除することはでき

ません。 

[ユーザーを無効] - ユーザー名の横にあるチェックボックスを選択して、無効にする1つ以上のユーザーを選択し、

[ユーザーを無効]をクリックします。自身のアカウントやビルトインAdministratorアカウントを無効にすることはで

きません。 

[セッションの終了] - ユーザー名の横にあるチェックボックスを選択して、終了するセッションを所有する1つ以上

のユーザーを選択し、[セッションの終了]をクリックします。自身のセッションを終了することはできません。 
 

[セッションオプション]タブ 
この画面では、アクティブでないユーザーセッションが有効な状態にある時間を指定します。セッションは5分ごと

にチェックされ、システム管理者の指定した時間だけアクティブでない状態が続いていないかどうかが確認されま

す。アクティブでない状態が指定された時間に達しているセッションがあれば、システムから削除されます。 
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[セッションタイムアウト] - アクティブでないセッションが無効になるまでの時間（分）。[セッションタイムアウト]
には、10～1440（24時間）の任意の値を指定できます。セッションタイムアウトを無効にするには、0に設定しま

す。セッションタイムアウトのデフォルト値は、1440です。セッションタイムアウト値を入力し、[適用]をクリッ

クします。 
 

Insight Display 
Onboard Administrator GUIのすべてのユーザーが、ツリービューまたは[ラックの概要]から[Insight Display]を選択

することにより、Insight Display画面にアクセスできます。 

[セキュリティ]タブで、[Insight Display]ボタンをロックし、PINコードを設定して、PIN保護を有効にできます。 
  

 注：Onboard AdministratorがFIPSモードON/DEBUGで動作している場合、PINプロテクションを無効に

することはできません。 
  

[ユーザーノート]タブを使用すると、ノートテキストを編集できます。 

[背景]タブを使用すると、320×240ピクセルのWindowsビットマップを、ユーザーノートの背景イメージとしてアッ

プロードできます。 

[チャットモード]タブを使用すると、管理者は、エンクロージャーでInsight Displayを使用してユーザーとのチャッ

トを開始できます。 
 

Virtual Connect Manager 
ツリーメニューの[Virtual Connect Manager]リンクは、Virtual Connect Managerを新しいウィンドウで起動します。

選択可能なVCMアドレスのリンク（IPv4およびIPv6）を表示するには、リンクの横の下矢印をクリックします。FQDN
リンクのサポートが有効になっていて、特定のDNS構成の要件が満たされている場合は、FQDNベースのアドレス

がデフォルトの選択です。FQDNリンクのサポートの有効化について詳しくは、「ネットワークアクセス（122ペー

ジ）」を参照してください。 

 

Virtual Connect Managerの使用について詳しくは、『Virtual Connect Manager User Guide』を参照してください。 
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iLOとの統合 
HPE BladeSystem Onboard Administratorは、各サーバーブレードのiLOと統合されており、Onboard Administrator
からのパススルー認証が可能です。HPE BladeSystem Onboard AdministratorではCLIと同じく、パススルー認証を

使用したiLOによる接続が同時に最大4ユーザーのみサポートされています。サーバーブレードのiLOポートに接続

するには、iLOのリンクをクリックします。iLOで設定されたユーザーアカウントがOnboard Administratorと一致し

た場合、そのユーザーは同じ画面に表示されるiLO GUIにアクセスできます。 
 

管理ネットワークIP依存関係 
Onboard Administratorの管理ポートを使用すると、外部クライアントを、Onboard Administratorを通じて、Onboard 
Administratorの内部管理ネットワークを使用するように設定されているiLOおよびインターコネクト管理プロセッ

サーに接続できます。 

送信先IPアドレスがOnboard Administratorではない場合、Onboard Administratorファームウェアは、エンクロー

ジャーへのクライアントトラフィックを管理ポートから内部エンクロージャー管理ネットワークにブリッジします。

Onboard Administratorは、エンクロージャー内の各サーバーiLO IPアドレスごとにルートテーブルエントリーを作

成します。このエントリーによってOnboard Administratorは、該当するiLOとのIP通信を実行できます。ユーザーは、

iLOルートテーブルのこれらのエントリーを利用して、Onboard Administratorとは異なるサブネットに所属する各

iLOのネットワークを設定できます。各iLOは、Onboard Administratorの外部管理ポート接続を通じてアクセスでき

るそのサブネットの有効なゲートウェイによって設定できます。管理ネットワーク上に複数のサブネットとゲート

ウェイを提供するには、Onboard Administratorの管理ポートに接続されたネットワーク上にルーターが必要です。

異なるサブネットを使用してiLOとOnboard Administrator管理を分離しようとしても、ネットワークは完全には分離

されません。 
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コマンドラインインターフェイスの使用 

コマンドラインの概要 
Onboard Administrator CLIは、Onboard Administratorシリアルポート、管理ポート、サービスポート、またはc3000 
KVMモジュールオプションから使用でき、このCLIを使用してすべてのOnboard Administratorコマンドおよび情報

にアクセスできます。 

CLIユーザーは、Onboard Administratorにログインするために、有効なユーザー名/パスワードを提供する必要があ

ります。ローカルユーザーアカウントとLDAPユーザーのどちらもCLIを使用できます。Two-Factor認証は、CLIで
は使用できません。 

Onboard AdministratorのEthernet管理ポートまたはサービスポートからOnboard Administrator CLIにアクセスする

には、Onboard Administrator上でtelnetまたはSSHプロトコルが有効になっている必要があります。 

c3000 KVMモジュールまたはOnboard AdministratorシリアルポートからOnboard Administrator CLIへのアクセスは、

telnetまたはSSHプロトコルの設定に関係なく、常に可能です。 

Onboard Administratorのファームウェアフラッシュリカバリまたは喪失した管理者パスワードのリカバリには、

Onboard Administratorシリアルポートを使用する必要があります。 

Onboard Administratorシリアルポートの速度は、9600、N、8、1で固定です。 

コマンドラインインターフェイスについて詳しくは、『Onboard Administratorコマンドラインインターフェイスユー

ザーガイド』を参照してください。 
 

CLIによるOnboard Administratorのセットアップ 
1. シリアルポート、管理ポート、サービスポート、またはc3000 KVMモジュールオプションを使用してOnboard 

Administrator CLIに接続します。 

2. 「Administrator」ユーザーアカウントとOAに付属しているタグのパスワードでOnboard Administratorにログ

インします。 

3. Onboard Administrator名をコマンド「SET OA NAME 1 <name>」で設定します。 

4. 冗長Onboard Administratorが存在する場合は、名前を「SET OA NAME 2 <name>」で設定します。 

5. Onboard AdministratorのIPアドレスを設定します。 

a. OA1/OA2 IPアドレスまたはエンクロージャーIPアドレスのどちらを使用するかを選択します。 

b. OA1 IPアドレスを静的またはDHCPとして設定します。静的アドレスの場合の例："SET IPCONFIG 
STATIC 1 <ipaddress><netmask>" 

6. 冗長Onboard Administratorが存在する場合は、コマンド「SET IPCONFIG STATIC 2 <ip address> <netmask>」
で設定します。 

7. Onboard Administratorゲートウェイをコマンド「SET OA GATEWAY 1 <ip address>」で設定します。 

8. 冗長Onboard Administratorが存在する場合は、コマンド「SET OA GATEWAY 2 <ip address>」で設定します。 

9. iLOのIPアドレスをコマンド「SET EBIPA SERVER <ip address> <netmask>」で設定します。各IPアドレス

に、必要な（最大32）連続した静的IPアドレスを割り当てます。 

10. 管理ネットワークにゲートウェイが存在する場合は、コマンド「SET EBIPA SERVER GATEWAY <ip address>」
でiLOのゲートウェイをそのIPアドレスに設定します。 

11. コマンド「ENABLE EBIPA SERVER」でiLOのEBIPAを開始します。 

12. 必要に応じて残りの設定値を設定します。CLIのユーザーガイドに、エンクロージャーの各設定のデフォルト

値が記載されています。 
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c-Class iLO IPアドレスの設定 

各c-Class iLOの出荷時のデフォルト設定では、DHCPネットワーク設定は有効になっています。DHCPネットワー

クでiLOを使用するには、DHCPサーバーを持つネットワークにOnboard Administrator管理ポートを接続します。

Onboard Administratorと、Virtual ConnectなどのサポートされるインターコネクトモジュールおよびiLO管理プロ

セッサーはすべて、DHCPサーバーからIPアドレスを取得します。 

各iLOに静的IPアドレスを設定するには、5つの代替方法があります。Onboard Administratorから、EBIPAを使用し

て各iLOのIPアドレスをセットアップします。これによって、iLOにTCP/IPを使用してアドレス指定できるため、ネッ

トワーク設定を再構成できます。代替方法2～4では、これらのiLO IPアドレスにアクセスするように、クライアン

トPCを一時的に設定する必要があります。 

代替方法1、EBIPAを使用： 

EBIPAを使用して各iLOにIPアドレスを設定すると、IPアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを含めた固定

のネットワーク設定となります。この設定は、サーバーが取り付けられているエンクロージャーベイに基づいてい

ます。新しいiLOは、そのベイのIPアドレスを取得するため、追加の設定は必要ありません。 

代替方法2、OA GUIを使用： 

管理者権限と対応するiLOへのベイ権限をもつアカウントでOA GUIにログインします。対象のサーバーのiLOリン

クを選択して、iLOのWeb GUIにシングルサインオンします。[管理|ネットワーク設定]を選択します。iLOのDHCP
を無効に変更し、必要なIPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを入力します。[適用]を選択し、iLO
に静的IPアドレスを設定します。各iLOで、上記の手順を繰り返します。エンクロージャー内のすべてのiLOに静的

IPアドレスを設定したら、サーバーのEBIPA設定をオフにします。 

代替方法3、OA CLIを使用： 

管理者権限と対応するiLOへのベイ権限をもつアカウントでOA CLIにログインします。connect server Xコマン

ドを実行します。ここで、Xは設定対象のiLOがあるベイの番号です。iLO SMASH/CLPインターフェイスを使用し

て、iLOに必要なIPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイを設定します。これで、iLOネットワーク設

定値は、設定した値に設定し直されます。各iLOで、上記の手順を繰り返します。エンクロージャー内のすべてのiLO
に静的IPアドレスを設定したら、サーバーのEBIPA設定をオフにします。 

代替方法4、iLO RIBCLスクリプトを使用： 

独自のRIBCL xmlスクリプトを作成し、それぞれのiLOで、iLOのネットワーク設定値を設定したい値に設定します。

次に、Onboard AdministratorからアクセスできるHTTP、FTP、またはTFTPサーバーにスクリプトをコピーします。 

管理者権限と対応するiLOへのベイ権限をもつアカウントでOA CLIにログインします。hponcfg X Yコマンドを実

行します。ここで、Xは設定対象のiLOがあるベイの番号、YはスクリプトファイルへのHTTP、FTP、またはTFTP
サーバーのネットワークパスです（例：hponcfg 2 http://10.128.126.204/Mod_Network_Settings.xml）。Onboard 
Administratorを使用してhponcfgコマンドを実行すると、一意のデフォルトのiLOユーザー名/パスワードを使用し

たRIBCLスクリプトを設定する代わりに、選択したiLOへのシングルサインオンが使用されます。RIBCLスクリプト

のアプリケーションは、iLOネットワーク設定値をリセットして、設定した値にします。各iLOで、上記の手順を繰

り返します。エンクロージャー内のすべてのiLOに静的IPアドレスを設定したら、サーバーのEBIPA設定をオフにし

ます。 

 

代替方法5、サーバーのPOST中にiLO BIOS ROMを使用： 

各サーバーをKVMに接続します。各サーバーを再起動し、iLO ROM初期化中にPOSTを停止します。iLOネットワー

ク設定を変更し、手動でIPアドレス、ネットマスク、およびゲートウェイを入力します。サーバーを再起動します。

各iLOでこれを繰り返します。 
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Onboard AdministratorのシリアルRS232コネクターのピ

ン配列信号 
c7000シリアルポートで使用されるDB9シリアルコネクター（Onboard AdministratorのシリアルRS232ポート）の

ピン配列は次のとおりです。 
 

ピン 名前 方向 説明 

1 CD 入力 キャリア検出 

2 RXD 入力 受信データ 

3 TXD 出力 送信データ 

4 DTR 出力 データ端末レディ 

5 GND  システムグランド 

6 DSR 入力 データセットレディ 

7 RTS 出力 送信要求 

8 CTS 入力 送信可 

9 RI 入力 リングインジケーター 
 

 

サービスポート接続の使用 
Onboard Administratorサービスポートは、エンクロージャーリンクアップコネクターで、上向き矢印の横にラップ

トップアイコンもあります。エンクロージャーリンクコネクターを使用してエンクロージャーにリンクする場合、

一番目のエンクロージャーリンクアップコネクターは、リンクされているすべてのエンクロージャーに対するサー

ビスポートとなります。このポートは100BaseT Ethernetジャックで、標準CAT5パッチケーブルを使用してラップ

トップまたはPCのRJ45 Ethernetコネクターに直接接続できます（PCの100BaseTコネクターに直接接続できるよ

うにリンクアップコネクター上の配線がクロスオーバーしています）。 

サービスポートは、リンクされているすべてのエンクロージャー内の任意のアクティブOnboard Administratorモ
ジュール、またはリンクされている他のエンクロージャーがない場合は単一のエンクロージャー内のアクティブ

Onboard Administratorモジュールのみへの直接接続を提供します。ネットワーク接続はエンクロージャーに対する

プライベート接続であり、内部エンクロージャー管理ネットワークの外部にあるデバイスへのアクセスには使用で

きません。この接続を使用して、アクティブなサービスIPアドレスのアクティブOnboard Administrator（そのエン

クロージャーのInsight Displayの[Enclosure Info]画面に表示されます）に直接アクセスできます。 

エンクロージャーサービスポートに接続されるラップトップまたはPCは、そのネットワーク接続でDHCPが有効に

なっている必要があり、Windowsで動作するラップトップまたはPCの場合は、DHCPのタイムアウト後に

169.254.x.yの範囲でZeroconf IPアドレスを取得します。Linuxで動作するラップトップまたはPCの場合は、

255.255.0.0のネットマスクでネットワークポートを169.254.2.1に手動で設定しなければならない場合があります。 

アクティブOnboard Administrator GUIにアクセスするには、そのエンクロージャーのInsight Displayから、ラップ

トップまたはPCブラウザーのWebアドレスとして、アクティブなOAサービスのIPアドレスを使用します。設定さ

れているユーザーアカウントおよびパスワードを使用してOAにログインしてください。 

アクティブなOnboard Administrator CLIにアクセスするには、設定されているネットワークアクセス設定に基づく

TelnetまたはSSHプログラムを使用して、アクティブなOAサービスのIPアドレスに接続します。設定されているユー

ザーアカウントおよびパスワードを使用してOAにログインしてください。 

設定されているどのデバイスベイiLOもZeroconf IPアドレス範囲内にIPアドレスを持たないため、サービスポート

からiLO IPアドレスにアクセスする必要がある場合は、ネットワークルートをラップトップまたはPCに手動で追加

する必要があります。WindowsラップトップまたはPCのコマンドシェルを使用する場合の構文は、次のとおりです。 

route add iLO_IP_address mask 255.255.255.255 OA_service_IP_address   
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iLOへのルートをラップトップまたはPCに追加すると、OA GUIから、またはSSHを使用して直接、iLOにアクセス

できます。 

アクティブOnboard Administratorは、サービスポートからインターコネクトモジュール管理プロセッサーへのルー

ティングをサポートしていません。ただし、インターコネクトモジュールがOAへのシリアル接続をサポートしてい

る場合は、OA CLIの「connect interconnect」コマンドを使用してインターコネクトモジュールに接続できます。 

サービスポート接続は、メンテナンス時にOnboard Administratorにアクセスする際に外部管理ネットワークから管

理ポートへの接続を切断しないように、エンクロージャープライベートネットワークへの一時的なEthernet接続と

して使用することのみを目的としています。 



 

コマンドラインインターフェイスの使用 300 

設定スクリプトの使用 

設定スクリプト 
特に複数のエンクロージャーおよびOnboard Administratorモジュールをセットアップする場合は、構成スクリプト

を使用して設定および構成の情報をメンテナンスしてください。これによって各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。設定スクリプトは、ブラウザーまたはCLIを使用して、Onboard Administratorで作成および

使用することができ、LinuxまたはUNIXでシェルスクリプトを実行する場合と同じ方法で実行できます。 

 

現在の設定 

エンクロージャーの現在の設定を表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. [設定を表示]リンクをクリックします。新しいブラウザーウィンドウに設定が表示されます。 

2. 設定をテキストファイルで保存するには、次のいずれかのオプションを選択します。 

o Microsoft Internet Explorerを使用している場合は、[名前を付けて保存]を選択します。 

o Mozilla Firefoxを使用している場合は、[名前を付けてページを保存]を選択します。 

o Google Chromeを使用している場合は、[名前を付けてリンクを保存]を選択します。 

設定スクリプトについては、ローカルファイルまたはURLを選択することもできます。 

• [ローカルファイル] - 参照ウィンドウを開いて設定ファイルを選択するか、設定ファイルのパスをテキスト

ボックスに入力することができます。ファイルパスの最大文字数は、256です。設定ファイルパスを入力した

ら、[アップロード]をクリックします。 

• [URL] - 設定ファイルがWebサーバーにある場合は、ファイルのhttp://パスを入力します。ファイルパスの最

大文字数は、256です。URLを入力して[適用]をクリックします。 

セキュリティのために、取得される現在の設定には、ユーザーパスワードは含まれません。スクリプトを手動で編

集して、ADD USER行のユーザー名の後にユーザーパスワードを追加できます。また、取得される現在の設定には、

LCD設定（ロックボタン、PIN保護有効化、およびPINコード）は含まれません。これらの設定は、設定スクリプト

から追加することはできません。 
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現在のエンクロージャーインベントリ 

現在のエンクロージャーインベントリのスクリプトを表示するには、[すべてを表示]リンクをクリックします。新

しいブラウザーウィンドウに現在のエンクロージャーインベントリが表示されます。インベントリをテキストファ

イルで保存するには、次のいずれかのオプションを選択します。 

• Microsoft Internet Explorerを使用している場合は、[名前を付けて保存]を選択します。 

• Mozilla Firefoxを使用している場合は、[名前を付けてページを保存]を選択します。 

• Google Chromeを使用している場合は、[名前を付けてリンクを保存]を選択します。 

ダウンロードされるテキストファイルでは、CLIのSHOW ALLコマンドによって得られる情報と同じ内容が提供され

ます。このテキストファイルには、エンクロージャーの現在の設定も示されます。 
  

 注：新しいブラウザーウィンドウのエンクロージャーインベントリ情報の読み込みには数分かかること

があります。Variable listコマンドが表示されるまでお待ちください。 
  

USBサポート 

このフィールドは、USBキーがアクティブOnboard AdministratorのUSBポートで検出され、設定ファイルが存在す

る場合に表示されます。設定ファイルをダウンロードするには、メニューからファイルを選択して、[適用]をクリッ

クします。FAT32でフォーマットされたUSBキーのサポートされている最大ファイルサイズは、4 GBです。4 GB
を超えるSPPイメージの場合は、ext2でフォーマットされたUSBキーを使用します。 

現在のOnboard Administrator設定ファイルをUSBキーに保存するには、path/fileの形式または先頭にドット（.）
を付けた./path/fileの形式の相対パスか、先頭にスラッシュ（/）を付けた/path/fileの形式の絶対パスのい

ずれかの形式で、単純なファイルパスを入力します。URLを入力しないでください。ファイル名にスペースを含め

ないでください。[適用]をクリックします。 
 

工場出荷時設定にリセット 
  

 重要：エンクロージャーがVCモードにある場合は、工場出荷時設定にリセットする前に、モードをク

リアしてください。 
  

  

 重要：工場出荷時設定にリセットする前に、構成を保存してください。[設定を表示]をクリックして、

現在の構成が含まれるスクリプトをダウンロードします。後でこのスクリプトを使用して、工場出荷時

設定にリセットしたときに失われた設定を復元できます。 
  

  

 注：工場出荷時設定へのリセット後、エンクロージャーのIPv6ネットワークの設定（IPv6、SLAAC、お

よびDHCPv6）はデフォルトで有効になります。 
  

エンクロージャーを出荷時のデフォルト設定にリセットすると、組み込みAdministratorパスワードを除くすべての

エンクロージャー設定がリセットされます。アラートメール、ネットワークとネットワークプロトコル、SNMP、
および電源管理に関するすべての設定がリセットされます。 

管理者パスワードを含むすべてのエンクロージャー設定を工場出荷時のデフォルト値にリセットするには、

Onboard Administrator CLIのSET FACTORY RESTORE_FACTORY_PASSWORDコマンドを使用します。 

エンクロージャーをリセットするには、[工場出荷時設定にリセット]をクリックします。確認画面が表示されます。

エンクロージャーのリセットを確認するには、[OK]をクリックします。エンクロージャーを工場出荷時のデフォル

ト値にリセットしないで終了するには、[キャンセル]をクリックします。 
  

 注：この機能は、FIPSモードON/DEBUGの間、無効になっています。 

  

エンクロージャーの現在の設定を表示するには、以下の手順に従ってください。 

1. [設定を表示]リンクをクリックします。新しいブラウザーウィンドウに設定が表示されます。 

2. 設定をテキストファイルで保存するには、次のいずれかのオプションを選択します。 

o Microsoft Internet Explorerを使用している場合は、[名前を付けて保存]を選択します。 
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o Mozilla Firefoxを使用している場合は、[名前を付けてページを保存]を選択します。 

o Google Chromeを使用している場合は、[名前を付けてリンクを保存]を選択します。 

セキュリティのために、取得される現在の設定には、ユーザーパスワードは含まれません。スクリプトを手動で編

集して、ADD USER行のユーザー名の後にユーザーパスワードを追加できます。また、取得される現在の設定には、

LCD設定（ロックボタン、PIN保護有効化、およびPINコード）は含まれません。これらの設定は、設定スクリプト

を使用して追加することはできません。 

VCモードを解除すると、すべてのVC設定がエンクロージャーから削除されます。VCモードを解除する前に、VC
設定されているすべてのサーバーの電源を切ってください。サーバーの電源を切っておかないと、再起動するまで

VC設定が維持される可能性があります。FIPSモードOFF/ON/DEBUGに変更する前に、VCモードを解除する必要が

あります。 

VCモードを解除するには、以下を実行します。 

1. [Virtual Connectモードのクリア]をクリックします。確認の画面が表示され、「VCモードをクリアする前には、

すべてのサーバーの電源を落とし、Virtual Connectで設定を行わないでください。VCモードをクリアし

てもよろしいですか?」というメッセージが表示されます。 

2. [OK]をクリックします。 
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HPE Integrity i2サーバーブレードのサポート 

HPE Integrity BL860c i2、BL870c i2、およびBL890c i2
サーバーブレードのサポート改善 

Integrity i2サーバーブレードには、Blade Linkハードウェアアセンブリが備わっているため、複数のBL860c i2サー

バーブレードを組み合わせて、デュアルブレード4ソケットサーバーやクアッドブレード8ソケットサーバーにする

ことができます。 

これらのサーバーブレードのサポートには、Onboard Administratorファームウェアバージョン3.00以上が必要です。 

Integrity i2サーバーブレードに対応できるように、Onboard Administrator GUIツリービューおよびグラフィカル

ビューが改善されています。[ポートマッピング]、[ファームウェア]、および[パートナーブレード]画面も改善され

ています。 
 

HPE Integrity i2サーバーブレードのツリービューおよび

グラフィカルビューの変更 
すべてのIntegrity i2サーバーブレードにBlade Linkが備わっています。統合されたサーバーブレードのメインツリー

ビューのエントリーは、接続された個別のサーバーブレードすべてを含むベイ範囲を示します。 

統合サーバーブレードのメインツリービューのエントリーを選択すると、グラフィカルビューのBlade Linkは青い

四角形の実線でハイライト表示され、統合サーバーブレードおよび関連付けられたパートナーブレードはそれぞれ、

青い四角形の点線でハイライト表示されます。[デバイスベイ情報]のタイトルには、Blade Linkのサイズおよび統合

されたサーバーのベイ範囲が表示されます。 

[デバイスベイ情報]の[仮想デバイス]タブは、統合されたサーバーブレード全体のツリービューのメインエントリー

でのみ使用できます。 

ツリービューのiLOエントリーは、統合されたサーバーブレード全体のメインエントリー下のみに表示されます。 

 

統合サーバーのそのサーバーブレードの役割に基づいて、MonarchまたはAuxiliaryという統合サーバーブレードiLO
下のツリービューに新しい項目が追加されます。 
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MonarchまたはAuxiliaryを選択すると、その特定のブレードの[デバイスベイ情報]ページが表示されます。選択した

ブレードは、グラフィカルビューで青色でハイライト表示され、他の統合サーバーブレードおよび関連付けられた

パートナーブレードは青い点線でハイライト表示されます。マルチブレードサーバー情報の表は、製品名とMonarch
ベイを示し、統合サーバーのすべてのサーバーブレードベイも一覧にします。 

 
 

HPE Integrity i2サーバーブレードのポートマッピングの

変更 
統合サーバーブレードのポートマッピングは、そのサーバーブレードのMonarchまたはAuxiliaryの役割下のツリー

ビューで選択された個別のサーバーブレードごとに表示されます。 
 

HPE Integrity i2サーバーブレードのパートナーブレード

の変更 
HPE Integrity i2統合サーバーブレードには、最大3台のパートナーブレードを割り当てることができます。詳しくは、

Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/support/docs）で該当する『Integrity i2サー

バーブレードインストールガイド』を参照してください。（[Products and Solutions]の下で、[HP BladeSystem]
を選択します。[HP BladeSystem]の下で、[Integrity Server Blades]を選択します）。 

http://www.hpe.com/support/docs
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トラブルシューティング 

Onboard Administratorのエラーメッセージ 
• SOAP応答エラー - これは、検証エラー、デバイス障害などについてgSOAPサービスによってレポートされ

る一般エラーです。このエラーは、2つのカテゴリに分類されます。 

o ユーザーリクエストエラー 

o Onboard Administratorエラー 

• SOAPインターフェイスエラー - これらのエラーはgSOAPサービスによる内部問題を示します。 

• CGIアプリケーションエラー - これらのエラーは、個々のCGIプロセスによってレポートされます。それぞれ、

独自のエラーセットを発行します。 

o ファイルアップロードエラー 

o Insight Display画面ショットエラー 

Onboard Administratorエラー 
1 提供されたユーザーはすでに存在します。 

2 提供されたユーザー名は無効です。 

3 すでにユーザー数が最大です。 

5 要求されたユーザーは存在しません。 

6 提供されたグループはすでに存在します。 

7 無効な権限レベルです。 

8 要求される操作の権限が不足しています。 

10 提供されたユーザーはすでに有効です。 

11 提供されたユーザーはすでに無効です。 

12 提供されたユーザーは管理者権限を持っています。 

13 提供されたユーザーは管理者ではありません。 

14 グループエントリーの作成中にエラーが発生しました。 

16 操作を実行できません。操作を再度行うか、OAを再起動します。（システムエラー16） 

17 操作を実行できません。操作を再度行うか、OAを再起動します。（システムエラー17） 

18 操作を実行できません。操作を再度行うか、OAを再起動します。（システムエラー18） 

19 送信したベイはすでに割り当てられています。 

20 送信したベイは割り当てられていません。 

22 提供された値は予約されています。 

23 提供された値の最初の文字が無効です。 

24 入力した値には、無効な文字が含まれています。 

25 提供された値は短すぎます。 

26 提供された値は長すぎます。 

27 送信されたトラップ受信者はすでに存在します。 
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28 トラップ受信者はすでに最大数です。 

29 すでにIP管理者数が最大です。 

30 提供されたIP管理者はすでに存在します。 

31 提供されたベイ番号は範囲外です。 

32 提供されたIPアドレスは無効です。 

33 提供された値はnullです。 

34 イベントの生成中にエラーが発生しました。 

35 エンクロージャーシステムログを開いているときにエラーが発生しました。 

36 送信した日付および/または時刻の値は、正しい形式でないか、範囲外です。 

37 Onboard Administratorのシステムログを開いているときにエラーが発生しました。 

38 送信したブレードのNMIダンプに失敗しました。 

39 送信したブレードのUIDの設定に失敗しました。 

40 送信したブレードの環境変数の設定に失敗しました。 

41 送信したブレードのブート順序の設定に失敗しました。 

42 送信したブレードの電源制御の設定に失敗しました。 

43 送信したブレードの最大電力の設定に失敗しました。 

44 送信したブレードのシャットダウンに失敗しました。 

45 送信したブレードのクリアに失敗しました。 

46 送信したブレードのブレード情報の取得に失敗しました。 

47 送信したブレードのブレードステータスの取得に失敗しました。 

48 送信したセンサーのセンサー情報の取得に失敗しました。 

49 送信したラック名の変更の設定に失敗しました。 

50 送信した電源装置の電源装置情報の取得に失敗しました。 

51 送信した電源装置の電源装置ステータスの取得に失敗しました。 

52 送信した電源装置の電源装置測定値の取得に失敗しました。 

53 Onboard AdministratorのUIDスタータスの設定に失敗しました。 

54 Onboard Administratorステータスの取得に失敗しました。 

55 Onboard Administrator情報の取得に失敗しました。 

56 送信したファンのファン情報の取得に失敗しました。 

57 エンクロージャーの再起動に失敗しました。 

58 エンクロージャーのシャットダウンに失敗しました。 

59 エンクロージャー情報の取得に失敗しました。 

60 エンクロージャー名の取得に失敗しました。 

61 エンクロージャーステータスの取得に失敗しました。 

62 エンクロージャー名の設定に失敗しました。 

63 エンクロージャーアセットタグの設定に失敗しました。 

64 エンクロージャータイムゾーンの設定に失敗しました。 

65 エンクロージャーUIDの設定に失敗しました。 
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66 送信したインターコネクトのUIDの設定に失敗しました。 

67 送信したインターコネクトのリセットに失敗しました。 

68 送信したインターコネクトのインターコネクト情報の取得に失敗しました。 

69 送信したインターコネクトのインターコネクトステータスの取得に失敗しました。 

70 要求されたブレードに接続しているユーザーにアクセスしているときにエラーが発生しました。 

71 送信したブレードのロックファイルの読み込み中にエラーが発生しました。 

72 提供されたE-Mailアドレスは無効です。 

73 Libemは、iLOと対話できません。 

74 送信したファイルのダウンロードに失敗しました。 

75 認証情報を検証できません。 

76 認証キーを保存できません。 

77 SSHキーサイズは正常ではありません。 

78 要求したアドレスにpingできません。 

79 CSRを生成できません。 

80 自己署名認証情報を生成できません。 

81 指紋を読み取れません。 

82 SSHキーを取得できません。 

83 フィールドはすでに有効です。 

84 フィールドはすでに無効です。 

85 システムはすでにDHCPモードです。 

86 システムは現在静的IPモードです。 

87 システムログをクリアできません。 

88 工場出荷時設定に復元できません。 

89 設定ファイルを読み込みできません。 

90 設定ファイルに書き込みできません。 

92 提供されたURLは無効です。 

93 送信したイメージファイルでファームウェアをアップデートできません。 

94 ラックトポロジを適用できません。 

95 無効なドメインです。 

97 ブレードのiLOへの接続に失敗しました。 

98 要求されたブレードへのRIBCLコマンドの送信に失敗しました。 

99 RIBCL応答に要求された要素が見つかりません。 

100 RIBCL応答に要求された属性が見つかりません。 

101 RIBCL応答に開始位置が見つかりません。 

102 RIBCL応答に終了位置が見つかりません。 

103 要求されたブレードのマネジメントプロセッサーのIPアドレスを検出できません。 

104 プライマリNTPサーバーが見つかりません。 

105 信頼済みホストを有効にする前に、信頼済みホストを最低1つ設定しておく必要があります。 
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107 RIBCL要求を作成できません。 

108 このエラーメッセージは、soap errorText（varies）から出されています。 

118 現在のiLOファームウェアバージョンでは、iLOインターフェイスへのシングルサインオンはサポートされませ

ん。ユーザー名をパスワードで直接iLOにログインしてください。 

119 すでにEBIPA DNSサーバーの最大数に到達しています。 

120 EBIPAを有効にする前に開始IPアドレスとネットマスクを設定する必要があります。 

121 LDAPグループは存在しません。 

122 LDAPグループはすでに存在します。 

123 すでにLDAPグループの最大数に到達しています。 

125 Insight Display情報の取得中にエラーが発生しました。 

126 Insight Displayステータスの取得中にエラーが発生しました。 

127 認証情報の読み出し中にエラーが発生しました。 

128 タイムゾーンの設定でエラーが発生しました。 

129 認証情報のインストール中にエラーが発生しました。 

130 SSO認証情報数が最大値を超えています。 

131 X509証明は正しい形式ではありません。 

132 SIMステーションは、すでに信頼済みリストに入っています。 

133 SIMステーション名が見つかりません。 

134 SIM SSO APIは、不正なパラメーターを受信しました。 

135 SIM XEステーションの最大数に到達しています。 

136 すでにEBIPAインターコネクトDNSサーバーの最大数に到達しています。 

137 セッションを作成できませんでした。 

138 セッションを削除できませんでした。 

139 スタンバイモードで実行中は有効なリクエストではありません。 

140 アクティブモードへの移行中は有効なリクエストではありません。 

141 アクティブモードで実行中は有効なリクエストではありません。 

142 すでにLDAP認証情報の最大数です。 

143 LDAP認証情報を削除できません。 

144 LDAPを有効にする前にディレクトリサーバーおよびSSLレポートを設定してください。 

145 LDAPグループの説明を設定できません。 

146 他のOnboard Administratorとの通信中にエラーが発生しました。 

147 操作を実行できません。操作を再度行うか、OAを再起動します。（システムエラー147） 

148 別のOnboard Administratorが存在しません。 

149 冗長Onboard Administratorが見つかりません。フェイルオーバーができません。 

150 ユーザーは、認証できません。 

151 ブレードワンタイムブートを設定するパラメーターが無効です。 

152 ブレードブート優先順位を設定するパラメーターが無効です。 

153 ブレードブートデバイスは一度だけリストに入れられます。 

154 NTPポールタイムは、60と86400秒の間でなければなりません。 
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155 新しいファイルを作成できません。 

156 ファイルをディスクに書き込めません。 

157 送信したイメージは大きすぎます。 

158 送信したイメージは、BMPではありません。 

159 送信したイメージは、適切なサイズではありません。 

160 非標準のBMPイメージはサポートされません。 

161 特定の項目が見つかりません。 

162 URLで指定されているプロトコルはサポートされません。 

163 指定したURLへのアップロードに失敗しました。 

164 Onboard Administratorがフェイルオーバーしませんでした。 

165 ブレードの電源はオフです。 

167 IP管理者が見つかりません。 

168 SSHキーがインストールされていません。 

169 コンフィギュレーションスクリプトの実行時に問題がありました。 

170 信頼情報がありません。 

171 SIGSEGV信号を受信しました。 

173 トラップ受信者が指定されていません。 

174 SSHキーがインストールされていません。 

175 SSHキーを消去しようとしているときに、エラーが発生しました。 

176 IPアドレスはすでに表示されています。 

177 SSO信頼モードに入ろうとしているときに、エラーが発生しました。 

178 送信されたSSO信頼モードは無効です。 

179 証明書は存在しないため、削除できません。 

180 インターコネクトトレイがありません。 

181 ブレードがありません。 

182 ユーザーは自身を削除したり、無効にしたりすることはできません。 

183 無効なタイムゾーン 

184 CLP文字列の設定中にエラーが発生しました。 

185 CLPステータスの取得中にエラーが発生しました。 

186 ISMIC情報ブロックの設定中にエラーが発生しました。 

187 ISMIC情報ブロックの読み込み中にエラーが発生しました。 

188 ブレードシグネチャーの消去中にエラーが発生しました。 

189 ブレードシグネチャーの設定中にエラーが発生しました。 

190 リクエストは、サーバーブレードのみで有効です。 

191 リクエストは、ProLiantサーバーブレードのみで有効です。 

192 入力した文字列は有効なネットマスクではありません。 

193 入力した文字列は有効なゲートウェイではありません。 

194 DNSサーバー1について入力した文字列は有効ではありません。 
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195 DNSサーバー2について入力した文字列は有効ではありません。 

196 存在しないSSO名を削除しようとしているときに、エラーが発生しました。 

197 SSO名を追加しようとしているときに、エラーが発生しました。 

198 無効なSNMPトラップコミュニティ 

201 読み出し用のイベントパイプを開けません。 

202 イベントの適切なサイズを読み出しできません。 

203 イベント長が一致しません。 

204 イベントリスナーが終了しました。 

211 ブレードの電力削減ステータスの取得中にエラーが発生しました。 

212 この機能を有効にするには、他のOAファームウェアを更新してください。 

213 2006年6月14日より前の日付は有効ではありません。 

214 証明書が、有効な最大サイズを超えています。 

215 Eヒューズをリセットできません。 

216 ファームウェアアップデートが進行中です。ログインは無効にされています。 

217 エンクロージャーPDUタイプの設定中にエラーが発生しました。 

218 エンクロージャーの製品番号の設定中にエラーが発生しました。 

219 エンクロージャーのシリアル番号の設定中にエラーが発生しました。 

220 NTPが有効なときは、時間を設定できません。 

221 リクエストは、Itanium/BCS/IPFブレードでのみ有効です。 

222 アクティブおよびスタンバイOnboard Administratorのハードウェア構造は異なります。 

223 Onboard Administratorモジュールにインストールされたファームウェアは、FirmwareSyncと互換性がありません。 

224 ファームウェアイメージを作成できませんでした。 

225 アクティブおよびスタンバイOnboard Administratorには、同じバージョンのファームウェアがインストールさ

れています。 

226 この機能を有効にするには、Onboard Administratorをファームウェア2.10以降にアップグレードしてください。 

227 リクエスト対象のユーザーは、唯一残っている管理者アカウントであるため、iLOから削除することはできま

せん。 

228 iLOローカルアカウントは無効にされているため、リクエスト対象のユーザーをiLOに追加することはできません。 

229 ローカルアカウントはすでに最大数に達しているため、リクエスト対象のユーザーをiLOに追加することはで

きません。 

230 指定された1つ以上のSNMPトラップはOnboard Administratorでまだ設定されていないため、削除できません。 

231 工場出荷時設定へのリセットが進行中です。ログインは無効にされています。 

232 リクエスト対象の操作は、c3000エンクロージャーでは実行できません。 

233 LDAPがOnboard Administratorで有効になっている場合、この機能を使用するには、iLO Select Packライセン

スまたはiLO Advanced Packライセンスがサーバーブレードにインストールされている必要があります。 

234 無効な文字列が検出されました。 

235 Onboard Administratorを初期化中です。ログインは無効にされています。 

236 Onboard Administratorメディアデバイスアレイを取得できません。 

237 リクエスト対象のデバイスは準備ができていません。 

238 パートナーブレードの電源を切るか、取り外してください。 
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239 現在のファームウェアでは、この操作はサポートされていません。 

240 シリアル番号の更新には、新しいバージョンのファームウェアが必要です。 

241 リクエスト対象のデバイスが存在しないか、ファームウェアのアップグレードは必要ありません。 

242 リクエスト対象のデバイスで、この操作は実行できません。 

243 iLO XML Replyが無効になっているため、iLOライセンス情報を取得できません。 

244 SSHはこのブレードで無効にされています。 

245 仮想メディアアプレットを切断してください。 

246 無効なSNMP書き込みコミュニティ名 

247 無効なSNMP読み込みコミュニティ名 

248 無効なポート番号。LDAPサーバーのSSLポートは、1～65535の任意の番号にすることができます。 

249 2月29日が指定されましたが、この年はうるう年ではありません。 

250 CA証明書が無効です。 

251 CA認証情報数が最大値を超えています。 

252 CA証明書がインポートされていません。 

253 このCA証明書はすでにインポートされています。 

254 証明書はすでに、このユーザーにマップされています。 

255 未公開のエラーが発生しました。必要なら最新のファームウェアにアップデートしてください。問題が継続し

て発生する場合は、Hewlett Packard Enterpriseにお問い合わせください。 

256 この証明書はすでに、別のユーザーにマップされています。 

257 ユーザー証明書を検証できません。 

258 Two-Factor認証が有効になっている場合、この操作は許可されません。 

260 アラートメールが無効になっている場合、この操作は実行できません。 

261 アラートメールが設定されていない場合、この操作は実行できません。 

262 SNMPが無効になっている場合、この操作は実行できません。 

263 Two-Factor認証を有効にするには、証明書を管理者にマップするか、LDAPを管理者権限により、設定済みグルー

プで有効にする必要があります。 

265 証明書は、このユーザーアカウントにマップされていません。 

266 Two-Factor認証は有効です。 

267 Two-Factor認証設定は変更されませんでした。 

268 iLOイメージはすでにステージングされています。 

269 このファイルは、適切なブレード用iLOイメージではありません。 

270 指定されたcrc32は、提供されたファイルと一致しません。 

271 Two-Factor認証が有効な最後のCAを削除することができません。 

272 Onboard Administratorは、iLOと通信できません。 

273 EBIPA設定エラーが発生しました。 

274 リンクロスフェイルオーバーの間隔は、30～86400秒にする必要があります。 

275 ネットワーク速度は、10 Mbitまたは100 Mbitにする必要があります。 

276 ネットワークの二重化設定はHALFまたはFULLにする必要があります。 

277 パスワードが、パスワード規則に準拠していません。 
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278 無効な最小パスワード値 

279 ファームウェアイメージはすでにステージングされています。 

280 提供されたファイルは適切なイメージではありません。 

281 不正なイメージCRCチェックサム 

282 この操作を実行するには、リモートシステムログ機能を有効にする必要があります。 

283 無効なリモートポート。ポートの番号は、1～65535にする必要があります。 

284 リモートシステムログ機能を有効にする前に、リモートsyslogサーバーアドレスを設定する必要があります。 

285 無効なリモートサーバーアドレス 

286 この設定はすでに有効になっています。 

287 この設定はすでに無効になっています。 

288 アクティブOnboard Administratorに静的IPv4アドレスが指定されていないため、エンクロージャーIPモードが

有効になりませんでした。 

289 このOnboard Administratorでこの機能を使用することはできません。 

290 エンクロージャーIPモードが有効になっているため、アクティブOnboard Administrator上のDHCPアドレスを

有効にするためのリクエストが拒否されました。 

291 指定された値は適切なbase64ではありません。 

292 提供されたファームウェアイメージは、現在のファームウェアよりも古いバージョンです。Onboard 
Administrator設定を保存できません。 

293 提供されたファイルは、有効なOnboard Administratorファームウェアイメージではありません。 

294 エンクロージャーに接続されているUSBキーがありません。 

295 有効なファームウェアイメージがUSBキーで検出されませんでした。 

296 設定スクリプトがUSBキーで検出されませんでした。 

297 USBキーでI/Oエラーが発生しました。 

298 不正にフォーマットされたUSBファイルURL 

299 USBメディアへのアクセス中に、権限の問題が発生しました。 

300 USBメディアへのアップロード中にエラーが発生しました。 

301 GUIDの無効な番号がOnboard Administratorに渡されました。 

302 マイクロコードダウンロード用のURLフラッシュイメージを入手できません。 

303 無効なセッションタイムアウト 

304 無効な電力値 

305 消費電力上限の変更を保存できませんでした。 

306 エンクロージャー動的消費電力上限機能は許可されていません。 

307 除外する消費電力上限ベイの設定中、エンクロージャーで誤ったベイの数が指定されました。 

308 除外したベイの数が、最大許容値を超えています。 

309 エンクロージャー動的消費電力上限機能は許可されていません。 

310 エンクロージャー動的消費電力上限が設定されています。 

311 エンクロージャー動的消費電力上限が設定されていません。デバイストレイが、必要な最小ファームウェアバー

ジョンを満たしているかどうかを確認できません。 

312 エンクロージャー動的消費電力上限が設定されていません。デバイストレイは、必要な最小ファームウェア

バージョンを満たすことができませんでした。 
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313 リクエストされた消費電力上限が、エンクロージャー動的消費電力上限値の許容範囲外になっています。 

314 現在、サーバー電力削減を有効にすることはできません。エンクロージャー動的消費電力上限は許可されてい

ません。 

315 有効なISOイメージがUSBキーで検出されませんでした。 

316 OA権限を持つ管理者用のベイ権限を失効できません。 

317 無効なDNSホスト名 

318 エンクロージャーがVCモードになっているため、工場出荷時設定を復元できません。 

319 入力した文字列は有効なIPv6アドレスではありません。 

320 IPv6静的アドレスはすでに存在します。 

321 IPv6静的アドレスが検出されませんでした。 

322 追加できません。 

323 無効なSMTPサーバー 

324 無効なSNMPトラップの受信者 

325 無効なNTPサーバー 

326 無効なEBIPA設定。複数のサブネットが検出されました。 

327 指定されたVLAN IDが存在しません。 

328 デフォルトのVLAN IDは削除できません。 

329 最大VLANエントリーに達しました。 

330 重複するVLAN ID 

331 指定されたVLAN IDは無効です。 

332 操作は部分的に処理されました。 

333 重複するVLAN名 

334 保留中のコマンドがすでに存在します。 

337 リモートログ記録が有効な間、リモートsyslogサーバーアドレスを消去することはできません。 

338 無効な検索コンテキスト番号 

339 同じVLAN IDドメイン上にありません。 

340 このコマンドは、補助ブレードでは有効ではありません。 

341 現在、LDAPグループは存在しません。 

342 リクエストされた負荷軽減回路容量は、このエンクロージャーの許容範囲値外になっています。 

343 リクエストされた定格回路容量は、このエンクロージャーの許容範囲値外になっています。 

344 リクエストされた消費電力上限は、リクエストされた負荷軽減回路容量を超えています。 

345 リクエストされた負荷軽減回路容量は、リクエストされた定格回路容量を超えています。 

346 除外するリクエスト対象のベイセットにより、消費電力上限が許容範囲外になります。 

347 除外するリクエスト対象のベイセットにより、負荷軽減回路容量が許容範囲外になります。 

348 除外するリクエスト対象のベイセットにより、定格回路容量が許容範囲外になります。 

353 IPv6は現在、無効になっています。指定されたアドレスから証明書をダウンロードできません。 

354 過去の日付は設定できません。 

356 LDAPが有効な間は設定を消去できません。 
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357 HTTP（S）エンドポイントが設定されるまでは、HTTP（S）を使用するURBレポートを有効にできません。 

358 SMTPサーバーとメールボックスが設定されるまでは、SMTPを使用するURBレポートを有効にできません。 

359 HTTP（S）およびSMTPが設定されるまでは、SMTPとHTTP（S）を使用するURBレポートを有効にできません。 

360 警告：一部のVC-Enetモジュールが同じVLAN ID上にありません。 

361 ファイルがありません。 

362 アラートメールが有効になっている場合、この操作は実行できません。 

363 ソリューションIDの設定に失敗しました。 

364 ソリューションIDは8バイトの16進数で、0000000000000000～FFFFFFFFFFFFFFFFとする必要があります。 

365 Remote Supportの登録に失敗しました。 

366 Remote Supportの登録解除に失敗しました。 

367 Remote Supportの復元登録に失敗しました。 

368 Remote Supportメッセージの送信に失敗しました。（ヒント：Remote Supportプロキシおよびエンドポイント

URLを確認してください。SET REMOTE_SUPPORT PROXYを使用して設定し、再試行してください）。 

369 Remote Supportの間隔の設定に失敗しました。有効な間隔は0～60（日）です。 

370 LDAPをテストする前にディレクトリサーバーおよびSSLポートを設定してください。 

371 文字列には無効な文字が含まれています。 

372 Remote Supportが無効になっている場合、この操作は実行できません。 

373 メンテナンスモードタイムアウトを設定できません。値は5分～2週間にする必要があります。 

374 eRsエラーをここに挿入します。 

375 入力した文字列は有効なLDAPサーバーではありません。LDAPサーバーはIPアドレスまたはDNS名で入力する

必要があります。 

376 操作を実行できません。操作を再度行うか、OAを再起動します。（システムエラー376） 

377 提供されたHP Passport証明書は無効です。 

378 このシステムはすでに登録されています。 

379 この操作を実行する前に、Remote Supportを無効にしてください。 

380 トランザクションUUIDが一致しません。 

381 提供されたURLからiLOフラッシュイメージをダウンロードできません。サポートされるプロトコルは、HTTP、
HTTPS、TFTP、およびFTPです。 

382 Onboard Administratorを初期化中です。後でもう一度実行してください。 

383 Remote Supportメッセージの送信に失敗しました。DNSが有効であることを確認したり、Insight Remote 
Supportのホストおよびポートの情報を確かめたりしてください。 

384 Insight Remote Supportのホスティングサーバーの解決に失敗しました。DNS設定、およびInsight Remote 
Supportのホストとポートの情報を確認してください。 

385 Insight Remote Supportレシーバーへの送信が失敗しました。OAとInsight Remote Supportレシーバー間の接続

を確認してください。 

389 このアクションはFIPSモードON/DEBUGでは実行できません。 

391 変数名がありません - 置換用に値のペアが提供されています。 

392 25個を超える変数を置換しようとしました。 

395 同じ変数を2回置換しようとしています。 

396 String_list searchFlagの範囲外です。 
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397 検索用の変数名が渡されていません。 

398 検索用の変数値が渡されていません。 

401 エンクロージャーファームウェア管理は現在、無効になっています。 

402 エンクロージャーファームウェア管理ISO URLが設定されていません。 

403 エンクロージャーファームウェア管理の実行中は、操作を実行できません。 

404 ISOをマウントできません。または、バージョン情報を検証できません。 

URLを確認して、入力されたURLからISOを利用できるか検証してください。 

405 ファームウェアログを開けません。 

406 ブレードファームウェアが検出されませんでした。 

407 ファームウェアログの読み込み中にエラーが発生しました。 

408 このタイプのデバイスでは、エンクロージャーファームウェア管理はサポートされていません。 

409 ファームウェアISOイメージは使用中です。URLを変更できません。 

410 エンクロージャーファームウェア管理の開始前に、ブレードの電源を切る必要があります。 

411 LDAPユーザーまたはSIMユーザーのパスワードを変更できません。 

412 エンクロージャーファームウェア管理を使用できません。この機能を使用するには、ロックを解除する必要が

あります。 

413 アクティブなOAハードウェアがある場合は、エンクロージャーファームウェア管理はサポートされません。 

414 ファームウェア管理ログを保持できませんでした。 

415 FIPSモードON/DEBUGでは、パスワードの長さは8～40文字の間で設定する必要があります。 

416 FIPSモードON/DEBUGでは、厳密なパスワードが有効である必要があります。 

417 証明書ハッシュアルゴリズムがサポートされていません。詳しくは、OAのsyslogを参照してください。 

418 ダウングレードはFIPSモードON/DEBUGでは実行できません。FIPSモードをOFFにしてから操作を再試行し

てください。 

419 ファームウェア管理ログを保持できませんでした。 

427 E-Keyingがビジーです。 

428 CLP文字列の取得中にエラーが発生しました。 

431 エンクロージャーファームウェア管理の準備が整っていません。数分後に再試行してください。 

434 PINプロテクションはFIPSモードでは無効にできません。 

435 FIPSモードでは工場出荷時設定に復元できません。 

437 EBIPAv6デバイスに不具合があります。 

438 EBIPAv6設定エラーが発生しました。拡張情報はビットコードの理由コードとして使用できます。 

439 無効なハッシュアルゴリズムです。ハッシュアルゴリズムは、SHA1、SHA-224、SHA-256、SHA-384、SHA-512
のいずれかである必要があります。 

440 LCDボタンのロックを解除する前に新しいピンコードを設定する必要があります。 

441 要求された操作は、ファームウェアアップデート中に完了できません。 

442 このエンクロージャーは、非冗長Onboard Administratorでリセットを実行できません。 

444 消費電力上限構成が、アクティブグループ管理によってロックされました。 

REMOTE SUPPORT TIER2  

445 HPE Remote Supportレシーバーが一時的に利用できません。しばらくたってから再試行してください。 
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446 登録解除要求の処理が、Remote Supportレシーバーによって失敗しました。Remote Supportが無効にされま

した。このデバイスが再登録されるまでサービスイベントまたはデータ収集は送信されません。 

447 認証エラー デバイスを登録抹消して再登録してください。 

448 デバイス識別子が見つかりません。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

449 デバイス識別子が破損しています。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

450 デバイス識別子情報が不十分です。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

451 デバイス識別子情報が無効です。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

452 状態デバイス識別子です。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

453 GDIDが見つかりません。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

454 GDIDが破損しています。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

455 登録トークンが見つかりません。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

456 登録トークンが破損しています。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

457 登録トークンの期限が切れています。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

458 HPパスポートの信用情報が無効です。HPパスポートアカウントの信用情報を確認して有効な情報を入力して

ください。 

459 デバイスはすでに登録されています。Insight Remote Supportユーザーインターフェイスからデバイスを削除

して、登録を試してください。 

460 デバイスが不明です。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

461 登録データが不十分です。再登録してください。 

462 SOAPヘッダーが見つかりません。最後のステップを再試行してください。エラーが解消されずデバイスが登

録されている場合は、デバイスを登録抹消して再登録してください。 

463 GUIDが見つかりません。最後のステップを再試行してください。エラーが解消されずデバイスが登録されてい

る場合は、デバイスを登録抹消して再登録してください。 

464 GUIDが破損しています。最後のステップを再試行してください。エラーが解消されずデバイスが登録されてい

る場合は、デバイスを登録抹消して再登録してください。 

465 データパッケージが見つかりません。最後のステップを再試行してください。エラーが解消されずデバイスが

登録されている場合は、デバイスを登録抹消して再登録してください。 

466 データパッケージの検証が失敗しました。最後のステップを再試行してください。エラーが解消されずデバイ

スが登録されている場合は、デバイスを登録抹消して再登録してください。 

467 HPパスポートのパスワードを変更またはリセットする必要があります。再登録を試みてから、HPパスポート

のアカウントの問題点を修正してください。 

468 HPパスポートの信用情報の期限が切れています。再登録を試みてから、HPパスポートのアカウントの問題点

を修正してください。 

469 HPパスポートのアカウントがロックアウトされました。再登録を試みてから、HPパスポートのアカウントの

問題点を修正してください。 

470 GDIDとデバイス識別子が一致しません。エラーが解消されずデバイスが登録されていない場合は、デバイスを

登録抹消して再登録してください。 

471 デバイスはまだ登録されていません。このデバイスでRemote Support登録が無効にされています。このデバイ

スが再登録されるまでサービスイベントまたはデータ収集は送信されません。 

472 デバイスを削除しました。このデバイスは、Insight Remote Supportユーザーインターフェイスから削除され

ています。デバイスを登録抹消して再登録してください。 

473 処理不能なエラーが発生しました。 
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474 Insight Remote Supportの直接接続Webサービスへの接続に失敗しました。DNS設定、プロキシ設定、および接

続性を確認してください。 

475 ダイナミックDNSが有効ではありません。 

476 SNMPエンジンのIDが無効です。エンジンのIDの先頭に「0x」を配置し、その後に、最大64桁の16進数（16進
数の数は偶数）を続ける必要があります。 

477 認証プロトコルは無効です。 

478 認証パスワードは無効です。印字可能な8～40文字を含んでいる必要があります。 

479 プライバシープロトコルが無効です。 

480 プライバシーパスワードは無効です。印字可能な8～40文字を含んでいる必要があります。 

481 複製ユーザー、この名前によるSNMPユーザー、およびエンジンIDはすでに存在します。 

482 最小限のセキュリティ設定が無効です。 

483 セキュリティ設定が無効です。 

484 選択されたアルゴリズムは、FIPSモードが有効である間は使用できません。 

485 FIPSモードが有効である間は、読み書きアクセス権限を持つユーザーを作成できません。 

486 リモートエンジンIDをトラップで使用できません。 

487 ローカルエンジンIDを情報に使用できません。 

489 言語パックの追加中にエラーが発生しました。 

490 言語パックの削除中にエラーが発生しました。 

491 提供されたファイルは、有効なOnboard Administrator言語パックイメージではありません。 

492 英語の言語パックを削除できません。 

493 言語サポートパックがインストールされていません。 

494 サブミットされたファイルは有効なSSHキーではありません。 

499 提供されたファームウェアイメージは、VC最小ファームウェアバージョンの要件を満たしません。詳細につい

ては、OAのsyslogを参照してください。 

500 アクションの完了は成功しませんでした。 

502 レスポンスが無効です。接続またはネットワークはビジーではありません。 

503 Webサービスはビジーまたはサービス中です。 

510 Remote Supportサービスは他のソリューションで提供されています。 

511 DHCP指定のドメイン名は、ユーザー指定のドメイン名が設定されていないと、無効にできません。 

512 テキストには、表示可能な文字が1文字以上含まれる必要があります。 

514 ユーザーIDは必須フィールドです。再登録してください。 

515 ユーザーは認証済みのアクティブセッションを持つ必要があります。再登録してください。 

516 HPパスポートシステムで障害が発生しました。HPパスポートシステムで問題点が検出されました。しばらく

たってから再試行してください。 

517 セッショントークンが次の理由で無効です。復号が失敗した、トークンがヌルまたは空。ユーザーIDが空。セッ

ション開始値が数値でない。再登録してください。 

518 パスワードが必要です。再登録してください。 

519 HPパスポートのユーザーIDは無効です。有効なユーザーIDで再登録してください。 

520 ログイン認証の失敗回数を超えたため、HPパスポートアカウントがロックアウトされました。パスポートをリ

セットして再登録してください。 
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521 ユーザーは、HPパスポートの許容ログイン認証失敗回数の最大値の半数に達しました。ユーザー名とパスワー

ドが正しいことを確認してから再登録してください。 

522 HPパスポートのパスワードの有効期限が切れました。パスポートを更新して再登録してください。 

523 HPパスポートで必要な、不足しているオンラインID要素の内、少なくとも1つの要素を持つ必要があります。

HPパスポートプロファイルを更新して再登録してください。 

524 HPパスポートのセキュリティQおよびAが対応していないため、ログイン時に新しいセキュリティQおよびAを
入力する必要があります。HPパスポートのセキュリティQおよびAを更新して再登録してください。 

525 入力されたHPパスポートのパスワードは間違っています。正しいパスワードで再登録してください。 

526 HPパスポートのユーザーがグループに追加されました。パスポートをリセットして再登録してください。 

527 HPパスポートのセキュリティQおよびAを入力してパスワードを変更する必要があります。セキュリティQおよ

びAを更新し、パスワードを更新して、再登録してください。 

528 Insight Remote Supportレシーバーとの通信中にプロトコルエラーが発生しました。 

529 プロキシの解決に失敗しました。DNS設定、プロキシ設定、および接続性を確認してください。 

530 Insight Remote Supportのホスティングサーバーへの接続に失敗しました。Insight Remote Supportのホストと

ポートの情報を確認してください。 

531 Insight Remote Supportの直接接続Webサービスへの接続に失敗しました。DNS設定、プロキシ設定、および接

続性を確認してください。 

532 HPE Remote Supportレシーバーのプロトコルがエラーです。 

533 ユーザードメイン名が有効であると、設定をクリアできません。 

534 エンクロージャーファームウェア管理が有効であると、操作を実行できません。 

535 SNMPエンジンIDの文字列が無効です。エンジンIDは、印字可能な1～17文字を含んでいる必要があります。 

536 パスワードが短すぎます。 

537 パスワードが長すぎます。 

538 認証情報のインストール中にエラーが発生しました。 

539 エンクロージャーIPモードでは、アクティブなOnboard Administratorに静的IPv4アドレスまたは静的IPv6アド

レスを割り当てる必要があります。IPv6が有効でないと、静的IPv4アドレスだけが使用できます。 

540 アクティブなOAに静的IPv6アドレスを構成するか、エンクロージャーIPモードを無効にしてからIPv4のDHCP
を有効にします。 

541 アクティブなOAに静的IPv4アドレスを構成するか、エンクロージャーIPモードを無効にしてからIPv6を無効に

します。 

542 サブミットされたURLはアップロードには無効です。 

543 このバージョンのOnboard Administratorファームウェアは、UEFIブートモードで設定されるサーバーのブート

オプションをサポートしていません。 

544 セキュアブートが有効になっている場合、この操作は実行できません。 

545 セキュアブートが有効になっている場合、またはブレードがOSを起動している場合、この操作は実行できません。 

561 Insight Remote Supportレシーバーからの転送は不成功でした。 

562 Insight Remote Supportレシーバーからの転送は不成功でした。OAとInsight Remote Supportレシーバー間の接

続を確認してください。 

563 提供されたキーのキー長はこの構成には無効です。 

564 このコマンドは、インターコネクトではサポートされていません。 

565 入力された文字列はリンクローカルアドレスであり、割り当てには使用できません。 
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566 無効なIPv6静的経路ゲートウェイです。経路ゲートウェイは空にすることはできません。また、プレフィック

ス長を含めることはできません。 

567 IPv6静的経路のあて先がすでに存在します。 

568 IPv6ルートを追加することができません。すでにIPv6静的経路の最大数です。 

569 IPv6静的経路が検出されませんでした。 

570 無効なIPv6静的経路のあて先です。経路のあて先は有効なIPv6アドレスでなければなりません。 

571 すべての項目を無効にすることはできません。 

572 このアクションにはFIPSモードON/DEBUGのOAが必要です。 

573 タイムアウトの範囲を使用する場合、MINRATEオプションを設定する必要があります。 

574 最小のデータ速度は0より大きい値でなければなりません。 

575 最大タイムアウトは最小のタイムアウトより大きくなければなりません。 

576 タイムアウトは0より大きくなければなりません。 

577 HTTP読み取りタイムアウトはすでに要求された値に設定されています。 

Insight Display画面ショットエラー 
1 Missing credentials. 

2 The getLCDImage CGI process has caught the SIGSEGV signal. 

3 Could not acquire access to the image in a reasonable amount of time. 

4 Cannot open semaphores. 

5 Produce SEMV does not work. 

6 Consume SEMV does not work. 

7 Cannot lock the image file. 

8 Cannot open the image file. 

9 Cannot seek in the image file. 

10 Unable to resume session. 

11 Insufficient privileges. 
 

Onboard Administratorの出荷時のデフォルト設定 
Onboard Administratorを出荷時のデフォルト設定にリセットしても、管理者パスワードは出荷時のデフォルト設定

にリセットされません。パスワードは、最後に指定されたパスワードに設定されたままになります。管理者パスワー

ドを、出荷時のデフォルト設定（Onboard Administratorに付属のタグに記載されているパスワード）にリセットす

る必要がある場合は、このガイドの「管理者パスワードのリカバリ」（18ページ）の項を参照してください。 

Onboard Administratorを出荷時のデフォルト設定にリセットすると、Onboard Administratorのすべての証明書もリ

セットされます。 
 

Onboard Administrator SNMPトラップ 
BladeSystem Onboard Administratorは、次のSNMPトラップをサポートします。 
 

トラップID トラップ名 説明 
22001 cpqRackNameChanged ラック名が変更されました。 
22002 cpqRackEnclosureNameChanged エンクロージャー名が変更されました。 
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トラップID トラップ名 説明 
22003 cpqRackEnclosureRemoved リンクされているエンクロージャーの取り外しが

検出されました。 
22004 cpqRackEnclosureInserted リンクされているエンクロージャーの挿入が検出

されました。 
22008 cpqRackEnclosureFanFailed エンクロージャーのファンが故障しました。 
22009 cpqRackEnclosureFanDegraded エンクロージャーのファンの性能が低下しています。 
22010 cpqRackEnclosureFanOk エンクロージャーのファンは正常です。 
22011 cpqRackEnclosureFanRemoved エンクロージャーのファンが取り外されました。 
22012 cpqRackEnclosureFanInserted エンクロージャーのファンが挿入されました。 
22013 cpqRackPowerSupplyFailed エンクロージャーの電源装置が故障しました。 
22014 cpqRackPowerSupplyDegraded エンクロージャーの電源装置の性能が低下してい

ます。 
22015 cpqRackPowerSupplyOk エンクロージャーの電源装置は正常です。 
22016 cpqRackPowerSupplyRemoved エンクロージャーの電源装置が取り外されました。 
22017 cpqRackPowerSupplyInserted エンクロージャーの電源装置が挿入されました。 
22018 cpqRackPowerSubsystemNotRedundant エンクロージャーの電源サブシステムは冗長化さ

れていません。 
22019 cpqRackPowerSubsystemLineVoltageProblem エンクロージャーの電源サブシステムのライン電

圧に問題があります。 
22020 cpqRackPowerSubsystemOverloadCondition エンクロージャーの電源サブシステムは過負荷状

態です。 
22028 cpqRackServerBladeRemoved ブレードが取り外されました（OA v1.30では22050

に置き換えられます）。 
22029 cpqRackServerBladeInserted ブレードが挿入されました（OA v1.30では22051に

置き換えられます）。 
22037 cpqRackEnclosureManagerDegraded Onboard Administratorの性能が低下しています。 
22038 cpqRackEnclosureManagerOk Onboard Administratorは正常です。 
22039 cpqRackEnclosureManagerRemoved Onboard Administratorが取り外されました。 
22040 cpqRackEnclosureManagerInserted Onboard Administratorが挿入されました。 
22041 cpqRackManagerPrimaryRole Onboard Administratorはアクティブです。 
22042 cpqRackServerBladeEKeyingFailed ブレードのeKeying config障害。 
22044 cpqRackNetConnectorRemoved インターコネクトが取り外されました。 
22045 cpqRackNetConnectorInserted インターコネクトが挿入されました。 
22046 cpqRackNetConnectorFailed インターコネクトが故障しています。 
22047 cpqRackNetConnectorDegraded インターコネクトの性能が低下しています。 
22048 cpqRackNetConnectorOk インターコネクトは正常です。 
22049 cpqRackServerBladeToLowPower ブレードに消費電力を下げることが要求されてい

ます。 
22050 cpqRackServerBladeRemoved2 ブレードの取り外しの2 
22051 cpqRackServerBladeInserted2 ブレードの挿入の2 
22083 cpqRackEnclosureManagerLinkDown スタンバイOnboard Administratorネットワークが

リンクダウンしています 
22084 cpqRackEnclosureManagerLinkUp スタンバイOnboard Administratorネットワークは

リンクアップしています 
22085 cpqRackErsCommFailure Onboard Administratorにリモートサポートの通信

障害が発生しました 
22086 cpqRackPowerSubsystemOverloadConditionR

epaired 
エンクロージャーの電源サブシステムは過負荷状
態が修復しました 
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ブラウザーの既知の問題 
• Onboard Administrator GUIが提供するリンクからアプリケーションにアクセスする際の一般的な問題 

Onboard Administratorリンクからアクセスしたときに管理アプリケーションを正しく動作させるために、信頼

済みサイトにOnboard Administratorドメインを追加する必要がある場合があります。さらに、リンクによって

開かれる管理アプリケーションがOnboard Administratorによってサポートされている同じブラウザーバー

ジョンをサポートしていない場合があることに注意してください。 

• Internet ExplorerおよびWindows 2003 Active Directory経由でOnboard Administratorへの接続が失敗する 

OA 4.30は、一般的に認められた暗号化アルゴリズムの脆弱性のため、いくつかの暗号スイートをサポートし

ます。Onboard Administratorに正常に接続するには、クライアントは以下の表の暗号化スイートのいずれかを

サポートする必要があります。このバージョンのWindowsは、1つ以上のサポート対象の暗号スイートをデフォ

ルトでサポートしないため、Internet ExplorerやWindows 2003 Active Directoryから接続を試みることはなく

なります。AESベースの暗号スイートをWindows 2003にインストールし、有効化することによって、必要な

サポートを追加できます。MicrosoftサポートのWebサイト（http://support.microsoft.com/kb/948963）で入

手できるMicrosoftのホットフィックスを参照してください 。 
 

SSL/TLS暗号スイート TLS/SSL暗号スイートの標準名 

EDH-RSA-DES-CBC3-SHA TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

DHE-RSA-AES128-SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

DHE-RSA-AES256-SHA TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

AES128-SHA TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 

AES256-SHA TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 

AES128-GCM-SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 

AES256-GCM-SHA384 TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 

AES128-SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 

AES256-SHA256 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 
     

• Mozilla Firefox 3.6（以上）の問題 

Mozilla Firefox 3.6以上を使用している場合、ESCキーを押すと、開いているXMLHttpRequest接続が切断され、

その結果、予期しないクライアント動作が発生します。詳しくは、Mozillaの記事（https://bugzilla.mozilla.org/ 
show_bug.cgi?id=614304）を参照してください。 

• 2004年以前にリリースされたオペレーティングシステム上でのブラウザーの問題 

2004年以前にリリースされた、最新のセキュリティ関連パッチとアップデートが適用されていないオペレー

ティングシステム上のブラウザーは、Onboard AdministratorのWebインターフェイスに接続できない場合があ

ります。Onboard Administrator 3.70では、デフォルトの証明書ハッシュアルゴリズムがSHA1からSHA256に
変更されています。SHA256は、一般的には2003年以降はサポートされていません。各オペレーティングシス

テムの次の最小要件がSHA256のサポート要件に一致することを確認してください。 

o Windows XPではSP3が必要です。 

o Windows 2003 Server SP2では、SHA256をサポートするためのアップデートが必要です。詳しくは、

Microsoft社のサポートWebサイトhttp://support.microsoft.com/kb/968730を参照してください。 

o Red Hat 4は、元々、SHA256をサポートしないOpenSSL 0.9.7を標準装備していました。OpenSSL 0.9.8
以降を使用するために、適切なRPMでオペレーティングシステムを更新してください。 

• Onboard Administratorの証明書がSSLハッシュ署名としてSHA 224を使用して生成されている場合、特定の

ブラウザーがOnboard Administratorにアクセスできない 

o OA 3.70以降では、ハッシュ署名アルゴリズムを変更できます。ネットワークインフラストラクチャで

SHA1証明書が必要な場合は、Onboard AdministratorのGENERATE KEYコマンドを使用して、キーサイズ

とハッシュアルゴリズムを変更してください。 
  

http://support.microsoft.com/kb/948963
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=614304
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=614304
http://support.microsoft.com/kb/968730
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 注：Windowsプラットフォーム上で実行中、特定のブラウザー（Microsoft Internet ExplorerやGoogle 
Chromeなど）で、Onboard Administratorの証明書の生成にSSLハッシュ署名としてSHA-224を使用し

た場合、Onboard Administrator（バージョン3.70以降）のWebインターフェイスにアクセスできないこ

とがあります。SHA-224はOnboard Administratorの自己署名証明書のデフォルトのハッシュ機能ではあ

りません。デフォルトでは、Onboard Administratorは自己署名証明書にハッシュ関数SHA-256を使用し

ます。 
Mozilla Firefoxブラウザーでは、証明書生成のSSLハッシュ署名としてSHA-224を使用しても、これら

のバージョンのOnboard AdministratorのWebインターフェイスにアクセスできます。 
 

  

o SSLおよびハッシュアルゴリズムSHA-224を使用して、OAバージョン3.70から4.50でキーを生成した場合、

Internet ExplorerやGoogle Chromeなどのブラウザーを使用してOAにアクセスすることはできません。 
  

 注：Microsoft Internet Explorer、Google Chrome、Safariブラウザーは、Windows XP、Windows Vista、
Windows 7を実行中に、SHA-224を使用して、SSLハッシュ署名としてOnboard Administrator証明書が

生成された場合、Onboard Administrator Webインターフェイスにアクセスできないことがあります。

SHA-224はOnboard Administratorの自己署名証明書のデフォルトのハッシュ機能ではありません。 
  

• 一部のブラウザーが、IPv6リンクローカルアドレスで「%scope_id」という形式をサポートしていない。こ

のアドレスを使用すると、特定のOnboard Administrator機能が失われる 

一部のブラウザーでは、IPv6リンクローカルアドレスで「%scope_id」という形式をサポートしていません。

特定のブラウザーがこの形式を使用したWebアドレスを受け入れることもありますが、Onboard Administrator
にアクセスするためにこのアドレスを使用すると、特定の機能が失われる可能性があります。影響を受ける

Onboard Administrator GUI機能には、Insight Displayと[設定スクリプト]画面の設定の収集（[設定を表示]機能

と[すべてを表示]機能）が含まれます。 

• Google Chrome v27.0.1453.94がOnboard Administrator 4.01で正しく機能しない  

Chromeはイメージのロードを停止します。スクリプトなどの他のコンテンツは正常にロードされます。詳細

については、http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=244043にあるGoogleの問題のレポート

を参照してください。 

• Google Chrome v43.0.2357.10からv44.0.2383がOnboard Administratorで正しく機能しない 

ユーザーがこれらのChromeバージョンのいずれかからログインしようとすると、ログインは許可されますが、

OA GUIに情報が表示されないか、ユーザーからの入力が受け入れられません。詳しくは、http://code.google. 
com/p/chromium/issues/detail?id=469185にあるGoogleの問題のレポートを参照してください。 

 

ネットワークの既知の問題 
• バージョン4.1.450.7より前のEmulexファームウェアで、10 Gb物理リンクでDCCが使用できない 

バージョン4.1.450.7より前のEmulexファームウェアでは、10 Gb物理リンクでDCCが使用できなくなること

があるという問題が存在します。Virtual Connect環境でHPE NC55x LOMまたはFLB554 FlexibleLOMが構成さ

れているフルハイトG7およびGen8サーバーブレード（ProLiant BL680 G7、BL685c G7、BL620 G7、および

BL660 Gen8を含む）にこの問題が存在する場合は、OAファームウェアをバージョン3.56以前からバージョン

3.60以降に更新すると、ネットワーク接続が失われることがあります。 

Onboard Administratorのファームウェア更新中にネットワーク接続が失われないようにするには、カスタマー

アドバイザリc03600027（http://www.hpe.com/sc/doc/c03600027）で推奨されているように、更新を行う

前にネットワークアダプターのファームウェアを更新して、DCC使用不能状態を解消してください。詳しく

は、このカスタマーアドバイザリを参照してください。 

http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=244043
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=469185
http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=469185
http://www.hpe.com/sc/doc/c03600027
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その他の既知の問題 
• SSHキーを使用して拒否されたCLIアクセス 

SSHキーを使用してOnboard Administrator CLIにログインを試みると、アクセスが拒否される可能性がありま

す。この場合、パスワードの入力を求められます。FIPSモードが有効である場合にこの問題が発生する可能

性があるのは、Onboard Administratorをバージョン3.7xからそれ以降のバージョンにアップデートした後です。

サードパーティのユーティリティツールによっては、Onboard Administratorの最新バージョンで許容された最

小長より短いキーを生成こともあります。インストールされたキー長が少なくとも2048ビット長であること

を確認します。SSHキーサイズ要件（特に、デフォルトSSHキータイプサイズ）について詳しくは、「暗号セ

キュリティ機能とデフォルト値」を参照してください。 

• 再起動後にOnboard Administratorに再接続できない（信頼済みホストが有効） 

信頼済みホストを有効にして、RFC 4941をサポートするOSでホストされているクライアントからOnboard 
Administratorへの再接続の試行は、そのOSの再起動後は失敗する場合があります。 

注意：時間の経過とともに変化するインターフェイス識別子を使用したグローバルスコープの一時IPv6アドレ

スを生成できるIPv6 SLAAC拡張については、RFC 4941に記載されています。RFC 4941をサポートしている

OSを再起動したり、現在のアドレスが期限切れになると、新しい一時IPv6アドレスが生成されます。RFC 4941
をサポートしているOSでホストされているクライアントからOnboard Administratorにアクセスすると、再起

動後の接続は失敗します。これは、クライアントの新しいIPv6アドレスと、そのアドレスと[信頼されたアド

レス]リストのクライアントに設定されているIPv6アドレスの間に生じる不一致のためです。 

この問題を回避するには、OSでのグローバルスコープの一時IPv6アドレスの生成を無効にするか、信頼済み

ホストのIPアドレスを新しく生成されたクライアントIPv6アドレスで再設定します。 

• 証明書の生成が失敗する（「CSRを生成できません。」というエラーメッセージ） 

アクティブまたはスタンバイのOnboard Administratorから、またはCLIからGENERATE CERTIFICATEコマン

ドを使用して証明書を生成しようとすると、「CSRを生成できません。」というエラーメッセージが表示されま

す。これは、自己署名証明書または証明書署名要求（CSR）を生成しようとしたときに表示され、必須と任意

の両方の情報を提供します。 

この問題は、オプションの別名が正しく指定されていなかったために発生した可能性があります。別名の長さ

は0～511文字までにする必要があり、0でない場合は、カンマで区切ったキーワード:値のペアのリストを含め

る必要があります。有効なキーワード:値のエントリーには、IP:<IPアドレス>とDNS:<ドメイン名>が含まれ

ます。 

• CAユーザー証明書を追加（アップロード）しようとしすると検証エラーで失敗する 

[Local Users]>[Administrator]>[証明書情報]タブで証明書を追加しようとすると、次のメッセージが表示さ

れて終了します。 

ユーザー証明書を検証できません。対応するCA証明書をアップロードしてください。 

理由と回避策：[Two-Factor Authentication Certificate Upload]タブを使用して、このユーザーの証明書を発行

したCAのCA証明書をインストールする必要があります。 

• タイムアウトと性能の問題を回避するため、同時iLO仮想メディアセッションの数を制限する 

c-Class BladeSystemのProLiantおよびIntegrity iLO仮想メディアの性能は、同時iLO仮想メディアセッション

の動作状況とセッション数およびOnboard Administratorの作業負荷に基づいて制限されます。Onboard 
AdministratorのエンクロージャーDVD機能とエンクロージャーファームウェア管理機能はiLO仮想メディア機

能を使用し、同様の性能の制限がある場合があります。 

Hewlett Packard Enterpriseは、メディアのタイムアウトの問題を防止するために、同時セッション数を制限す

ることをおすすめします。OSのインストール中やファームウェアの更新中にタイムアウトの問題が発生した

場合は、進行中の仮想メディアセッションの数を減らして、操作を再開してください。 

• iLO 3 Integrated Remote ConsoleへのOnboard Administratorのリンクで起動に失敗することがある 

iLO 3 Integrated Remote ConsoleへのOnboard Administratorのリンクで起動に失敗することがある 問題の

解決方法などについて詳しくは、カスタマーアドバイザリc03077476（http://www.hpe.com/support/OA-
iLO3-Advisory-20111102）を参照してください。 

• サービス拒否攻撃がOAのWebサーバーに接続を試みている 

悪意のあるクライアントが多くのTCP接続を開いており利用可能なすべての接続を占有しているサービス拒

否攻撃（Slowloris攻撃など）のため、OAのWebサーバーに接続しようとすると拒否されます。悪意のあるWeb

http://www.hpe.com/support/OA-iLO3-Advisory-20111102
http://www.hpe.com/support/OA-iLO3-Advisory-20111102
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サーバークライアントからの攻撃の影響を軽減するためには、Onboard Administrator CLIのSET HTTP 
REQUESTREADTIMEOUTコマンドを使用できます。詳しくは、『Onboard Administratorコマンドラインインター

フェイスユーザーガイド』を参照してください。 

• EFMはプロセスの失敗を検出/更新します。ISOイメージサイズは定義されていません。 

OAは、サイズが4GB未満のSPP ISOイメージのみをサポートします。イメージのサイズが4GB以上の場合、

EFM機能は失敗します。OA CLIのSHOW FIRMWARE MANAGEMENTコマンドは、ISO URLのステータスとして

Invalid URLと出力します。 

OA EFMブレードファームウェア更新プロセスに不要なコンポーネントを除外するカスタムISOイメージを作成

する必要があります。詳しくは、「エンクロージャーファームウェア管理」（170ページ）を参照してください。 

• 古いバージョンのOAからのアップグレードの後、[ユーザー/認証]（LDAP）ページ（[ディレクトリ設定]）が

ロードされない 

FIPSモードがON/DEBUGの状態でOAを古いバージョン（バージョン3.71~4.11）から4.20以上にアップグレー

ドした後、[ユーザー/認証]>[ディレクトリ設定]ページがロードされない 次のメッセージが表示されます。 

The key strength for the provided key is invalid for this configuration. 

OA 4.20から、強化されたセキュリティ機能が実装されたためです。最小キー長が2048ビットに変更されてい

ます。OAが、LDAP証明書に古いバージョンのOAにインストールされていた非準拠のキーが含まれているこ

とを検出したことを示します。 

OA管理者は、非準拠のキーを削除して、2048ビット以上のキーと交換する必要があります。 
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Microsoft Active DirectoryへのLDAPディレクトリ

サービス認証の有効化 

証明書サービス 
Microsoft®によるSSL経由のLDAP実装では、ドメインコントローラーが組織のCAからDC証明書をインストールす

る必要があります。このプロセスは、Active DirectoryでサーバーにEnterprise Root CAサービスが追加されるときに

発生します。単独のCAにDC証明書を要求して、CAから証明書を受け取る場合の複雑さをできるだけ減らすために、

Enterprise Root CAの使用を強くおすすめします。 
  

 注：Onboard AdministratorのLDAP機能は、memberOf属性を使用するMicrosoft® Active Directoryをサ

ポートします。groupMembership属性を使用するNovell eDirectoryもサポートされます。OpenLDAP
はサポートされません。 

  

 

ディレクトリの準備 

 

ディレクトリを準備するには、以下の手順に従ってください。 

1. OA Adminsという名前のActive Directoryグループを作成し、TestAdminという名前のユーザーをこのグループ

に追加します。 

2. OA Operatorsという名前のグループを作成し、TestOperatorという名前のユーザーをこのグループに追加しま

す。ユーザー権限は、関係ありません。 

3. エンクロージャー用の[ユーザー/認証]にある[ディレクトリ設定]画面へ移動します。 
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4. [LDAP認証を有効]をクリックし、いずれかのDCのIPアドレスまたは名前を入力します。DCがポート636を
リッスンしているか確認する方法について詳しくは、「Onboard AdministratorでのLDAPのトラブルシュー

ティング」（330ページ）を参照してください。または、サーバー名の代わりに、ご使用中のADドメインのド

メイン名（DOMAIN.COM）を入力し、ドメインの定義済みDNSサーバーがDCを提供できるようにします。

初期設定を単純化するために、1つのIPアドレスを使用することをおすすめします。検索コンテキストは、標

準のLDAP形式です。たとえば、ユーザーアカウントがBLADEDEMO.HPE.COMドメイン内のUsers OUにあ

る場合、検索コンテキストは次のようになります。 

CN=Users,DC=bladedemo,DC=hp,DC=com 
 

DC証明書のアップロード（オプション） 
複数のDC証明書をアップロードすることができます。SSL経由LDAPを許可する証明書をアップロードしてください。 

1. [証明書のアップロード]タブをクリックします。 
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2. 新しいWebブラウザーウィンドウでs://<domain_controller>:636（ここで、domain_controllerはDCです）にア

クセスして、DCから証明書を入手します。なお、このHTTPS URLはセキュリティ保護されているため、証明

書を受け付けるように要求されます。[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、[ファイルにコピー]ボタンをクリックします。 
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4. エクスポートオプションのリストから、[Base-64 encoded x.509 (.CER)]を選択します（これは重要です）。

ファイル（c:\dccert.cer）の名前と位置を提供し、ウィザードを終了します。 

 
5. エクスプローラでエクスポートされた証明書ファイルを探し、.txt拡張子（dccert.txt）に変更します。メモ帳

でファイルを開き、ファイル全体の内容をクリップボードにコピーします。以下に、証明書ファイルの内容の

例を示します。 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIIFxDCCBKygAwIBAgIKJWUSwAAAAAAAAjANBgkqhkiG9w0BAQUFADBVMRMwEQYK 
CZImiZPyLGQBGRYDY29tMRIwEAYKCZImiZPyLGQBGRYCaHAxFzAVBgoJkiaJk/Is 
ZAEZFgdhdGxkZW1vMREwDwYDVQQDEwh3aW5kb3pDQTAeFw0wNjA4MjIyMDIzMTFa 
Fw0wNzA4MjIyMDIzMTFaMCAxHjAcBgNVBAMTFXdpbmRvei5hdGxkZW1vLmhwLmNv 
bTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAy4zeh3iXydUAWKVHIDsxLJ6B 
aRuVT9ZhkL5NQHIDeRjumsgc/jHSERDmHuyoY/qbF7JMhJ9Lh9QQHUg8QfEYsC1y 
qTvgisrZeHtvmrmecvSxZm27b4Bj5XYN0VYcrwqKnH7X/tVhmwqGls7/YZyahNU1 
lGB2OjoCq5eJxX+Ybx0CAwEAAaOCA00wggNJMAsGA1UdDwQEAwIFoDBEBgkqhkiG 
9w0BCQ8ENzA1MA4GCCqGSIb3DQMCAgIAgDAOBggqhkiG9w0DBAICAIAwBwYFKw4D 
…output truncated… 
-----END CERTIFICATE----- 

6. [OA Upload Certificate]画面に戻り、証明書の内容をウィンドウに貼り付け、[アップロード]をクリックします。 
 

ディレクトリグループの作成 
Onboard Administratorは、Onboard Administratorに提供されたユーザー名とパスワードがディレクトリ内の認証情

報と一致することをまず確認して、ユーザーを認証し権限を割り当てます。一致が確認されると、Onboard 
Administratorはディレクトリを照会し、ユーザーがメンバーになっているActive Directoryグループの名前を検出し

ます。Onboard Administratorは次に、このグループ名をOnboard Administrator内に存在するディレクトリグループ

名と照合します。次の例では、Onboard Administratorディレクトリグループがこの手順で作成されています。グルー

プ名は、LDAPユーザーのグループメンバーシップを決定するために使用され、名前、識別名、共通名、表示名、ま

たはSAMアカウント名というディレクトリグループの5つのプロパティのいずれかと一致している必要があります。 

ディレクトリグループを作成するには、以下の手順に従ってください。 

1. Onboard Administratorで、[ユーザー]/[認証]/[ディレクトリグループ]リンクへ移動します。 

2. 新しいディレクトリグループを追加するには、[新規]をクリックします。 



 

Microsoft Active DirectoryへのLDAPディレクトリサービス認証の有効化 329 

3. Active Directoryに作成された名前と同じOA Adminsという名前のグループを作成します。 
  

 注：一部のLDAPサーバーでは、スペースを使用したグループ名がサポートされていない場合があります。 

  

4. すべてのサーバーベイとインターコネクトベイに対する完全な管理権限をこのグループに割り当て、[Add 
Group]をクリックします。 

 
5. Active Directoryに作成されたオペレーターグループと一致する、OA Operatorsという名前の第2のディレクト

リグループを作成します。Administratorの代わりにOperator権限レベルをグループに割り当てます。サーバー

ベイに対するグループアクセスは与えず、インターコネクトベイに対するアクセスを許可して、[追加]をク

リックします。 

 

Onboard Administratorファームウェアを2.40から2.31にダウングレードすると、最初の5つを除くディレクトリグ

ループはすべて失われます。Onboard Administratorバージョン2.40は20グループをサポートしますが、初期のバー

ジョンは5グループのみサポートされます。 
 

ディレクトリログインソリューションのテスト 
1. 現在のOnboard Administratorセッションからログアウトし、すべてのブラウザーウィンドウを閉じます。 

2. Onboard Administratorにアクセスし、次のいずれかのオプションを使用してログインします。 

o TestAdmin 

o TestAdmin@domain.com 

o DOMAIN\TestAdmin 

o FQDN: cn=<TestAdmin>,cn=<users>dc=<domain>,dc=<com> 
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3. ユーザーアカウント用に使用する対応するパスワードを入力します。完全な管理者権限でログインできない場

合は、「Onboard AdministratorでのLDAPのトラブルシューティング（330ページ）」を参照してください。な

お、ユーザー名を使用してログインすることはできません。たとえば、アカウント名がJohn Brownie、アカウ

ントがjbrownieである場合、現在、LDAPがこの形式をサポートしていないため、jbrownieとしてログインでき

ません。 

4. Onboard Administratorからログオフし、次のいずれかのオプションを使用してログインします。 

o TestOperator 

o TestOperator@Domain.com 

o DOMAIN\TestOperator 

o FQDN: cn=<TestOperator>,cn=<users>dc=<domain>,dc=<com> 

5. このアカウント用に使用する対応するパスワードを入力します。インターコネクトベイにはフルアクセスでき

ますが、どのサーバーブレードにもアクセスできません。 
 

Onboard AdministratorでのLDAPのトラブルシューティ

ング 
ドメイン内のドメインコントローラーでSSLが機能していることを確認するには、ブラウザーを開いて

https://<domain_controller>:636（<domain_controller>は、ご使用のドメインコントローラーと置き換えます）にア

クセスします。<domain controller>を<domain>で置き換えてDNSへ進み、現在どのドメインコントローラーがドメ

インに対する要求に応答しているかを確認することもできます。複数のドメインコントローラーをテストして、す

べてのドメインコントローラーに証明書が発行されていることを確認します。ドメインコントローラー上でSSLが
正しく機能している場合（たとえば、証明書がそのドメインコントローラーに対して発行されている場合）、セキュ

リティダイアログが表示され次の操作（サイトにアクセスするかまたは証明書を表示するか）を指定するように指

示されます。[Yes]をクリックすると、Webページは表示されません。テストは、セキュリティダイアログプロンプ

トを表示させるためのものです。ポート636で接続を受け入れていないサーバーは、page cannot be displayed
メッセージを表示します。このテストが失敗する場合は、おそらく、証明書が発行されていないために、ドメインコ

ントローラーがSSL接続を受け付けていません。このプロセスは自動ですが、再起動が必要になる場合があります。 

再起動しないようにするには、以下の手順に従ってください。 

1. ドメインコントローラーで、コンピューターアカウントMMCスナップインをロードして、[個人]、[証明書]フォ

ルダーの順に移動します。 

2. フォルダーを右クリックし、[すべてのタスク| 新しい証明書の要求]を選択します。種類は、デフォルトで「ド

メインコントローラー」になっています。 

3. [次へ]をクリックして、ドメインコントローラーが証明書を発行するまで操作を繰り返します。 

SSLのトラブルシューティングを行うための第2の方法では、DCへ進み、次のコマンドを実行します。 
C:\netstat -an | find /i "636" 

サーバーがポート636で要求をリスニングしている場合は、次の応答が表示されます。 
  TCP    0.0.0.0:636            0.0.0.0:0              LISTENING 

1. 3番目の問題として、ドメインコントローラーが自動登録されていない可能性があります。Microsoft社はGPO
を使用して新たにインストールされたCAをDCが認識するようにしているため、DCが自動登録されて、証明

書が発行されるまでに最大8時間かかる場合があります。DCからDSSTORE -pulseを実行して、これを強制す

ることができます（ツールはw2k reskitにあります）。これは、winlogonによってトリガーされます。そのため、

自動登録が機能するには、いったんログオフしてログオンしなおす必要があります。[発行した証明書]リスト

に、証明書が自動的に表示されます。CAが[保留中の要求]に証明書を表示していないことを確認してください。

証明書を表示している場合、リクエストを受け取る際に、CAを証明書自動発行に変更します。自動登録機能

が機能していない場合は、次の手順を使用して証明書を要求します。 

2. ドメインコントローラーで、MMCを開き、証明書スナップイン（コンピューターアカウント）を追加します。 

3. [個人]へ移動し、フォルダーを右クリックします。 

4. [すべてのタスク|新しい証明書の要求]をクリックし、[次へ]をクリックします。 

5. 証明書の名前を入力します。 
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RPCエラーが発生する場合は、DNSにCAが表示され、CAが動作していることを確認します。 

ウィザードを開始できない場合は、サーバーに強制的にCAを表示させ、ウィザードを実行できるようにします。 

GPOプロセスを高速化してDCにCAを認識させるには、以下のコマンドのいずれかを実行します。 

• Windows® 2003の場合：Gpupdate /force 

• Windows® 2000の場合：Secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce 

ご使用のネットワークで一意になるようにOnboard Administratorのネットワークがすべて正しく設定され（DNSな
ど）、日付と時刻に間違いがないか確認します（証明書では日付が重要です）。Onboard AdministratorがDNSサーバー

に到達できることを確認します（Onboard Administratorコマンドラインインターフェイスから、DNSサーバーに対

してpingを実行します）。 

起動してLost Passwordモードに入るときにLDAPが有効な場合は、ローカル管理者のパスワードが再設定され、

LDAPが無効になり、ローカルログインが再び有効になります。 
  

 注：Onboard AdministratorのLDAP機能は、memberOf属性を使用するMicrosoft® Active Directoryをサ

ポートします。groupMembership属性を使用するNovell eDirectoryもサポートされます。OpenLDAP
はサポートされません。 

  



 

ローカルユーザーアカウントおよびLDAPグループアカウント用のCAの作成とTwo-factor認証の設定 332 

ローカルユーザーアカウントおよびLDAPグループ

アカウント用のCAの作成とTwo-factor認証の設定 

はじめに 
Two-factor認証は、Onboard Administratorで強化されたセキュリティを実現するオプションの機能です。Onboard 
Administratorへのアクセスを許可するため、Two-factor認証にはユーザーがを持っているもの（証明書）と、ユーザー

が知っているもの（パスワードまたはPIN）が必要です。証明書はブラウザーに直接か、またはアクセスするデバ

イス上（スマートカード、ドングル、またはTPM）に保存されます。 

ローカルユーザーアカウントまたはディレクトリ（LDAP）グループアカウントのいずれかでTwo-factor認証を使用

できます。LDAPアカウントの場合、サブジェクトか、またはLDAPログイン名を提供するサブジェクトの別名を使

用できます。どちらの場合でも、CAに対してユーザー証明書を検証する確認があります。 

Two-factor認証の公開キーインフラストラクチャマップ 

CAはツリー構造に基づいています。ルート証明書は自己署名です。他のすべての証明書は、以下の[Certificate Issuer]
フィールドでルートまでトレースすることができます。ツリー内のいずれかのCAでユーザー証明書を発行する場合

があります。Onboard Administratorにはストレージスペースが限られているため、最大12個のCA証明書の保存まで

サポートしています。次の図は、例として使用されるようなツリー構造を示しています。 

 

CAのマップは非常にシンプルにも複雑にもなります。複雑なマップの例については、United States Department of 
Defense public key infrastructure（http://iase.disa.mil/pki-pke/interoperability/）を参照してください。 

ローカルユーザーアカウントおよびLDAPグループアカウント用のCAの作成とTwo-factor認証の設定の手順 

以下の各項では、ローカルユーザーアカウントおよびLDAPグループアカウント用のCAの作成とTwo-factor認証の

設定の手順や例を示します。単純化するために、例に記載されているCA証明書は複数のシステムではなく単一のシ

ステム上で作成されます。CAを実際に実装する場合は複数のシステムを使用します。 

http://iase.disa.mil/pki-pke/interoperability/
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次の表では、ローカルユーザーアカウントおよびLDAPグループアカウント用のTwo-factor認証の設定の手順を一覧

表示し、各手順とそれに続く手順を記載した項を示します。 
    

手順 セクション 

1 ディレクトリの構成（334ページ） 
• ルートCAの最初のディレクトリの作成 
• 各CAのOpenSSL構成ファイルの変更と保存 
• 構成に合わせたデフォルトのディレクトリの変更 

2 ルートCAの作成（335ページ） 
• ルートCAへのOpenSSL構成ファイルのコピー 
• ルートCA証明書と公開キーの作成 
• 統合されたルートCA公開キーと証明書PEMファイルの作成 

3 下位CAの作成（336ページ） 
• 下位CA用ディレクトリの作成 
• X.509証明書情報の提供 
• 各下位CAのCSRおよびサーバーキーの生成 
• ルートCAへのCSR署名 

4 ユーザーキーとCSRの作成（「ユーザーキーとCSRの作成」（338ページ） 
• ユーザーキーおよびCSR用ディレクトリの作成 
• X.509証明書情報の提供 
• 各ユーザー用のCSRサーバーキーの生成 
• 下位CAへのCSR署名 

5 証明書の確認（340ページ） 

6 スマートカードまたはブラウザーへのユーザー証明書の保存 

7 ローカルアカウントによるTwo-factor認証のOnboard Administrator設定（343ページ） 
• Onboard Administratorリカバリプランの策定 
• Onboard Administratorセッションタイムアウトの設定 
• CAチェーンのインストール 
• ローカル管理者アカウントへのユーザーの証明書のインストール 
• Two-Factor認証の有効化 
• Two-Factor認証を使用したOnboard Administratorへのログイン 

8 TFA＋LDAP認証の有効化（349ページ） 
 

以下の項も含まれます。 

• CSRのサブジェクトフィールドの指定方法（349ページ） 

• TFAおよびLDAP認証の問題に関するトラブルシューティング（350ページ） 

• ユーザーアカウントと証明書の設定のCLI例（351ページ） 

• CAおよびWebから使用できる証明書に関する情報（352ページ） 
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ディレクトリの構成 
この項では、ルートCAを作成する前に必要なセットアップ手順を説明します。 

 

各CAおよびユーザーを表すディレクトリの作成 
このチュートリアルでは、次の例でルートCAの最初のディレクトリを設定します。次に各ディレクトリの説明を記

載します。この例とそれに続く例では、必要なユーザーの入力が太字のタイプによって示されます。 
  

 注：これは、シンプルなテスト環境でCAを作成するためのチュートリアルです。実運用環境の場合、

CAサーバーは複数のサーバーとなる可能性があります。このチュートリアルの例では、CAサーバーは

単一のサーバー上の別々のディレクトリで表示されます。 
  

[~/]$ mkdir –m 0755 ~/examples 
[~/]$ mkdir -m 0755 \ 
         ~/examples/rootCA \ 
         ~/examples/rootCA/private \ 
         ~/examples/rootCA/certs \ 
         ~/examples/rootCA/newcerts \ 
         ~/examples/rootCA/crl 
[~/]$ mkdir -m 0755 \ 
        ~/examples/level1CA \ 
        ~/examples/level1CA/private \ 
        ~/examples/level1CA/certs \ 
        ~/examples/level1CA/newcerts \ 
        ~/examples/level1CA/crl 
[~/]$ mkdir -m 0755 \ 
        ~/examples/TestUser \ 
        ~/examples/TestUser/private \ 
        ~/examples/TestUser/certs 

ディレクトリの説明 

• ./private - 秘密キーの保存場所。通常、このディレクトリのパーミッションはroot（0200）かWebサーバー

のユーザーアカウントに対する読み取りアクセスの制限を設定してください。この例は、everyone（0755）
に完全な読み取り/書き込みアクセス権を持っているところから始まっています。 

• ./certs - CA 証明書の保存場所。 

• ./newcerts - 新しい署名付き証明書の保存場所。これらは、暗号化されていないPEM形式でファイル名が

cert_serial_number.pem（03.pemなど）の形式で保存されます。 

• ./crl - 証明書失効リストの保存場所。 
 

各CAディレクトリのOpenSSL構成ファイルの変更と保存 
OpenSSL構成ファイル （openssl.cnf）には、デフォルトのディレクトリ構造、名前、およびオプションが含ま

れています。ほとんどのLinuxディストリビューションでは、次の例に示すように、デフォルトopenssl.cnfファ

イルは/etc/pki/tlsにあります。 
[~/examples]$ cp -v /etc/pki/tls/openssl.cnf ~/examples/ 

 

デフォルトディレクトリの変更 
この例では、すべてのCAとユーザー用に変更します。このファイルは、他のディレクトリのテンプレートとして使

用できます。 
########################################################################## 
[ CA_default ] 
 
dir             = .   # CHANGE from “../../CA” # Everything is stored here 
certs           = $dir/certs            # Issued certs are stored here 
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ルートCAの作成 
この項では、ルートCAを作成するための手順を説明します。 

 

ルートCAディレクトリへのOpenSSL構成ファイルのコピー 
openssl.cnfファイルをルートCAディレクトリ（この例では、rootCA）にコピーします。 

[~/examples]$ cp ~/examples/openssl.cnf ~/examples/rootCA/openssl-rootCA.cnf 
[~/examples]$ cd ~/examples/rootCA 

 

証明書とプライベートキーの作成 
ルートCAキーと証明書（rootCA-private.keyおよびrootCA.crt）を作成します。次の例では、キー長を2048
に設定し、ハッシュ署名アルゴリズムをSHA256にしています。プロンプトが表示されたら、安全なパスフレーズ

を入力します。-nodesオプションを使用する場合、パスフレーズを省略することができます。国、州、都市などの

入力を求めるメッセージが表示された場合、例にあるようにドット（「.」）を入力して空のフィールドを指定するこ

とができます。 
[~/examples/ rootCA]$ openssl req -config ./openssl-rootCA.cnf -newkey \ 
rsa:2048 -x509 -extensions v3_ca -keyout private/rootCA-private.key -out \ 
certs/rootCA.crt -days 1825 -sha256 -nodes 
Generating a 2048 bit RSA private key 
................+++ 
............+++ 
writing new private key to 'private/rootCA-private.key' 
----- 
You are about to be asked to enter information that will be incorporated 
into your certificate request. 
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 
There are quite a few fields but you can leave some blank 
For some fields there will be a default value, 
If you enter '.', the field will be left blank. 
----- 
Country Name (2 letter code) [GB]: . 
State or Province Name (full name) [Berkshire]: . 
Locality Name (eg, city) [Newbury]: . 
Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]: . 
Organizational Unit Name (eg, section) []: . 
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []: My Root CA 
Email Address []: . 
 
[~/examples/rootCA]$ ]$ ls -l private/ certs/ 
certs/: 
total 4 
-rw-rw-r-- 1 xxx 1314 Nov 10 08:11 rootCA.crt 
 
private/: 
total 4 
-rw-rw-r-- 1 xxx 1675 Nov 10 08:11 rootCA-private.key 
 

新しく作成した証明書が正しいことを確認するには、次の例に示すようにコマンドを入力して証明書を表示します。 
[~/examples/rootCA]$ openssl x509 -in certs/rootCA.crt -text 

ルートの自己署名証明書については、-issuerフィールドと-subjectフィールドを一致させてください。これら

が一致していることを確認するには、次のコマンドを使用すると-issuerおよび-subjectフィールドだけが表示

されます。 



 

ローカルユーザーアカウントおよびLDAPグループアカウント用のCAの作成とTwo-factor認証の設定 336 

[~/examples/rootCA]$ openssl x509 -in certs/rootCA.crt \ 
   –noout –issuer –subject 

 

統合された秘密キーと証明書PEMファイルの作成 
CAが他の証明書に相互で署名するには、統合された秘密キーと証明書PEMファイルが必要です。ファイルは、

OpenSSL構成ファイルで参照します。次のコマンドで、デフォルトディレクトリを変更し、統合された秘密キーと

証明書PEMファイルcakey.pemを作成します。 
[ ]$ cd ~/examples/rootCA 
[ rootCA]$ cat private/rootCA-private.key certs/rootCA.crt > private/cakey.pem 

 

下位CAの作成 
この項では、別のCAによって発行（署名）されたサーバー証明書を作成するための手順を説明します。 

 

下位CA用ディレクトリの作成 
まだ存在しない場合は、次の例に示すように、下位CAデータベースを格納するディレクトリ構造を作成します。 

[~/]$ mkdir -m 0755 \ 
     ~/examples/level1CA \ 
     ~/examples/level1CA/private \ 
     ~/examples/level1CA/certs \ 
     ~/examples/level1CA/newcerts \ 
     ~/examples/level1CA/crl 

例に示すように、変更したopenssl.cnfファイルを作業ディレクトリにコピーします。 
[~/examples]$ cp -v openssl.cnf level1CA/ 
`openssl.cnf' -> `level1CA/openssl.cnf' 

 

X.509証明書情報の提供 
証明書には、証明書を記述する多数のデータ項目が含まれています。データはプロンプトに手入力するか、OpenSSL
構成ファイルを通じて自動的に提供することができます。以下に、スクリプトファイルでOpenSSL構成ファイルを

作成する方法の例を示します。 
#!/bin/sh 
# 
cat << _end_marker_ > openssl-level1CA.cnf 
[ req ] 
distinguished_name=req_DN 
attributes=req_attr 
prompt=no 
 
[ req_DN ] 
CN=level1CA 
C=US 
ST=TX 
L=Houston 
O=Development 
subjectAltName=otherName:Gorilla 
OU=Jungle 
emailAddress=george@theJungle.com 
surname=. 
givenName=Frederick 
initials=FGG 
# dnQualifier= 
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name=George of the Jungle 
 
[ req_attr ] 
# challengePassword= 
# unstructuredName= 
 
_end_marker_ 

 

CSRおよび新しいサーバーキーの生成 
この手順は、新しいキーを生成（-newkey）し、CAへ送信できるようCSRを生成します。新しい秘密キーはkeyout
の場所に保存されます。CSRは-outパラメーターにダンプされます。単純化するために、-nodesオプションはパ

スフレーズによる保護を不要にして使用しています。 
[~/examples/level1CA]$ openssl req -config ./openssl-level1CA.cnf -newkey rsa:2048 -sha256 
-keyout \ ./private/level1CA-private.key -nodes -out ./temp-level1CA.csr 

新しいキーを生成しないCSRの生成（省略可能） 

この例で示すように、新しいプライベートキーを生成せずにCSRを生成します。 
[~/examples/level1-ca]$ openssl req -config ./openssl-level-1-ca.cnf \ 
-new -key ./level-1-CA-private.key  -nodes -out ./level-1-CA.csr 

秘密キーの表示 

秘密キーを表示するには、次の例に示すようにコマンドを使用します。 
[~/examples/level1CA]$ openssl rsa -in ./private/level1CA-private.key -text 

 

ルートCAキーによるLevel1CA CSRの署名 
CSRを生成する（前の手順）と、信頼済みチェーン内に構築されたCAで署名する必要があります。最初の署名要求

（ルートCAのみが存在する場合）の後、CSRをルートCAによって署名する必要があります。後続のCSRは、権限

があれば下位レベルのCAで署名することができます。 

この例では、ルートCAが第1レベルのCSR（level-1-CA.csr）に署名しています。 

1. 署名するCAに移動し、CSRを表示して実際に署名するものであるか確認します。 
[ ]$ cd ~/examples/rootCA/ 
[ rootCA]$ openssl req -in ../level1CA/temp-level1CA.csr -noout -text 

2. 次の1回限りのセットアップ手順を実行します。 
[ rootCA]$ echo '01' > serial  
[ rootCA]$ touch index.txt  

3. 署名したいCSRであることを確認したら、次のコマンドを発行してCSRに署名します。 
[~/examples/rootCA]$ openssl ca \ 
 -config openssl-rootCA.cnf \ 
 -extensions v3_ca -policy policy_anything \ 
 -in ../level1CA/temp-level1CA.csr \ 
 -cert certs/rootCA.crt \ 
 -default_md sha256 \ 
 -key private/rootCA-private.key 
署名した証明書が./certs/{serialNumber}.pemに書き込まれます。ファイルのserialおよびindex.txt
が更新されました。 

4. 適切なシリアル番号を指定し（この例では、シリアル番号は01）、第1レベルのCAサーバーに証明書をインス

トールします。 
[ ~]$ cp ~/examples/rootCA/newcerts/01.pem ~/examples/level1CA/certs/level1CA.pem 
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ユーザーキーとCSRの作成 
新しいユーザーキーおよびCSRを作成するための手順は、異なる種類を指定することを除き、CAのCSRを作成する

手順に似ています。 
 

ユーザーキーとCSRデータベース用のディレクトリの作成 
まだ存在しない場合は、ユーザーキーとCSRデータベースを格納するディレクトリ構造を作成します。 

[~/]$ mkdir -m 0755 \ 
     ~/examples/TestUser \ 
     ~/examples/TestUser/private \ 
     ~/examples/TestUser/certs  

変更したopenssl.cnfファイルを作業ディレクトリにコピーします。 
[~/examples]$ cp -v ~/examples/openssl.cnf ~/examples/TestUser/ 
`~/examples/openssl.cnf' -> `~/examples/TestUser/openssl.cnf'  

 

X.509ユーザー証明書情報の提供 
データはプロンプトに手入力するか、OpenSSL構成ファイルを通じて自動的に提供することができます。デフォル

トの構成ファイルは十分です。 
 

ユーザーCSRと新しいサーバーキーの生成 
この手順は、新しいキーを生成し（-newkey）し、ユーザーの証明書要求を生成します。生成された証明書には、

サブジェクトフィールド（subj-）が含まれます。サブジェクトフィールドは、1つのパラメーターとしてOpenSSL
コマンドラインで指定するか、openssl.cnfファイル内のさまざまなフィールドから設定することができます。（詳

しくは以下を参照してください「CSRのサブジェクトフィールドの指定方法（349ページ）」）CSRは-outパラメー

ターで指定されたファイルに書き込まれます。次のコマンドの例では、サブジェクトフィールドを単一のパラメー

ターとして指定し、CSRは./temp-test-user.csrに書き込まれます。 
[~/examples/TestUser]$ openssl req \ 
-subj "/O=Hewlett-Packard Company/OU=Employment Status - 
Employees/OU=VPN-WEB-H/CN=Jonathan Smith/emailAddress=jonathan.smith@hp.com" \ 
-config ./openssl.cnf \ 
-newkey rsa:2048 –sha256 \ 
-keyout ./private/test-user-private.key \ 
-nodes \ 
-out ./temp-test-user.csr 

CSRを表示し、署名したいものであることを確認します。次のコマンドでCSRを表示します。 
[ ]$ openssl req -in ./temp-test-user.csr -text 

 

level1CAキーによるユーザーCSRの署名 
ユーザー証明書の署名と設定を行うには、次の手順を使用します。 

1. 次の例のように、level1CAキーでユーザーCSRに署名します。 

[ ]$ cd ~/examples/level1CA/ 
2. CSRを表示し、署名したいものであることを確認します。次のコマンドでCSRを表示します。 

[ level1CA]$ openssl req -in ../TestUser/temp-test-user.csr -text 
3. ユーザー証明書がどのように使用されるかを指定することが重要です。これはX.509拡張機能を使用して行い

ます。（X.509拡張機能について詳しくは、OpenSSLのWebサイト（http://www.openssl.org/docs/apps/
x509v3_config.html#を参照してください）。サーバー証明書と、ユーザー証明書の違いは、CAを証明書に割

り当てる権限です。たとえば、CA証明書は一般的にSSLサーバーとして使用されており、ユーザー証明書は

SSLクライアントやスマートカードのログイン情報として使用する必要があります。 

http://www.openssl.org/docs/apps/x509v3_config.html
http://www.openssl.org/docs/apps/x509v3_config.html
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拡張機能を指定するには、次の例に示すように、openssl.cnfファイルの[user_cert]セクションを変更

します。例のように、nsCertTypeとkeyUsageの行のコメントを外します。変更後の行は太字で記載されて

います。 
[ usr_cert ] 
 
# These extensions are added when 'ca' signs a request. 
 
# This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some software 
# requires this to avoid interpreting an end user certificate as a CA. 
 
basicConstraints=critical, CA:FALSE 
 
# Here are some examples of the usage of nsCertType. If it is omitted 
# the certificate can be used for anything *except* object signing. 
 
# This is OK for an SSL server. 
# nsCertType                    = server 
 
# For an object signing certificate this would be used. 
# nsCertType = objsign 
 
# For normal client use this is typical 
nsCertType = client, email # Uncomment this line 
 
# and for everything including object signing: 
# nsCertType = client, email, objsign 
 
# This is typical in keyUsage for a client certificate. 
# Uncomment this line:   
keyUsage = critical, nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment  
 
# If extendedKeyUsage is specified, it MUST include all three items 
# to be used for Two-Factor authentication. 
#     Client Authentication (1.3.6.1.5.5.7.3.2) 
#     Code Signing (1.3.6.1.5.5.7.3.3) 
#     Smart Card Login (1.3.6.1.4.1.311.20.2.2) 
# 
extendedKeyUsage=clientAuth,codeSigning,1.3.6.1.4.1.311.20.2.2 
 
# This will be displayed in Netscape's comment listbox. 
nsComment = "OpenSSL Generated Certificate" 
 
# PKIX recommendations harmless if included in all certificates. 
subjectKeyIdentifier=hash 
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer 
 
# This stuff is for subjectAltName and issuerAltname. 
# Import the email address. 
# subjectAltName=email:copy 
# An alternative to produce certificates that aren't 
# deprecated according to PKIX. 
# subjectAltName=email:move 
 
# Copy subject details 
# issuerAltName=issuer:copy 
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# For testing purposes we will just use some well known CR 
nsCaRevocationUrl  = 
http://onsitecrl.verisign.com/HewlettPackardCompanyITInfrastructure/LatestCRL.crl 
#nsBaseUrl 
#nsRevocationUrl 
#nsRenewalUrl 
#nsCaPolicyUrl 
#nsSslServerName 

4. 次の例のように、証明書要求に署名します。 
[level1CA]$ openssl ca  -config ./openssl.cnf  -extensions usr_cert \ 
-policy policy_anything  -in ../TestUser/temp-test-user.csr -cert \  
certs/level1CA.pem  -md sha256  -keyfile private/level1CA-private.key 

5. 結果を表示するには、次のコマンドを発行します。 
[ level1CA]$ openssl x509 -in newcerts/07.pem -noout –text 

6. スマートカードで証明書の使用を有効にするには、[KeyUsage]フィールドにsslAuthを含める必要があり、

存在する場合はextendedKeyUsageフィールドにクライアント認証、コード署名、およびスマートカードロ

グイン情報を指定する必要があります。詳しくは、「TFAおよびLDAP認証の問題に関するトラブルシューティ

ング（350ページ）」を参照してください 

7. 次のコマンドを使用して、ユーザーに公開証明書を付与します。 

[ TestUser]$ cp -v ~/examples/level1CA/newcerts/07.pem 
~/examples/Test/User/certs/test-user.pem 

`../level1CA/newcerts/06.pem' -> `certs/test-user.pem' 
8. PKCS #12証明書を作成し、証明書用のパスワード（PIN）を提供して、PKCS #12の.pemファイルに、公開

証明書と秘密キーを統合します。パスワード（PIN）を求められます。このパスワードによって、PKCS #12
証明書に含まれている秘密キーを保護します。 

[ ]$ cd ~/examples/TestUser 
[ TestUser]$ openssl pkcs12 -export -in certs/test-user.pem -inkey \ 
private/test-user-private.key  -out private/test-user-private.p12 

 

証明書の確認 
証明書を確認するには、以下の手順に従ってください。 

1. 証明書を確認するには、次の例に示すようにコマンドを使用します。 

[ examples]$ mkdir CA 

 

[ examples]$ cp -v rootCA/certs/rootCA.crt CA/CA.pem 

`rootCA/certs/rootCA.crt' -> `CA/CA.pem' 

 

[ examples]$ cat  level1CA/certs/level1CA.pem >> CA/CA.pem 

 

[ examples]$ openssl verify -CAfile CA/CA.pem -verbose -purpose sslserver 
./level1CA/certs/level1CA.pem 

./level1CA/certs/level1CA.pem: OK 

2. 次の例で行っているように、ユーザー証明書をSSLサーバーで使用できないことを確認します。 

[examples]$ openssl verify -CAfile CA/CA.pem -verbose -purpose sslserver 
./TestUser/certs/test-user.pem 

./TestUser/certs/test-user.pem: /O=Hewlett-Packard Company/OU=Employment 
Status - Employees/OU=VPN-WEB-H/CN=Jonathan 
Smith/emailAddress=jonathan.smith@hp.com 
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error 26 at 0 depth lookup:unsupported certificate purpose 

OK 

ユーザー証明書がSSLクライアントに使用できることを確認します。 

[user1@user1-station examples]$ openssl verify -CAfile CA/CA.pem -verbose -purpose 
sslclient ./TestUser/certs/test-user.pem 

./TestUser/certs/test-user.pem: OK  
 

スマートカードまたはブラウザーへのユーザー証明書の

保存 
この項では、スマートカードまたはブラウザー上のユーザー証明書を保存する方法について説明します。この項の

ブラウザー情報はMicrosoft Internet Explorerに基づいています。 

Microsoft Internet ExplorerはPEM形式のファイルをサポートしまていせん。次のようなコマンドを使用して、秘密

キーと公開キーの両方を含む.p12証明書を作成します。 
[ TestUser]$ openssl pkcs12 -export -in certs/test-user.pem -inkey private/test-user-private.key  
-out private/test-user-private.p12 

Internet Explorer 8を使用して.p12証明書をインストールするには、以下の手順に従ってください。 

1. [ツール]>[インターネットオプション]>[コンテンツ]>[証明書]をクリックしてInternet Explorerのインター

ネット証明書ウィザードにアクセスします。 

 
2. [次へ]をクリックします。 

3. [参照....]をクリックします。 

a. .P12証明書ファイルを含むディレクトリを指定します。 
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b. ファイルの種類をPersonal Information Exchange (.p12)に変更します。 

 
c. 適切な.p12証明書ファイルを選択します。 

4. .p12ファイルを選択し、[次へ]をクリックします。 

5. PKCS #12ファイルが作成されたときに指定したパスワードを入力（「level1CAキーによるユーザーCSRの署

名」（338ページ）を参照）し、[次へ]をクリックします。（チェックボックスのデフォルト値を受け入れます）。 

 
6. [証明書ストア]ウィンドウが表示されます。[次へ]をクリックします。 

7. ウィザードのインストール（インポート）プロセスを完了するため、[完了]をクリックします。 

8. 次のウィンドウでは、アプリケーションが保護対象の項目を作成し、その項目のセキュリティレベルが設定さ

れていることが表示されます。[OK]をクリックします。 
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9. ウィザードにインポートが成功したと表示されたら、[OK]をクリックします。 
 

ローカルアカウントによるTwo-factor認証のOnboard 
Administrator設定 

この項では、Two-factor認証を強制的に使用するようOnboard Administratorを設定する方法の例を示します。 
 

Onboard Administratorリカバリプランの策定 
Onboard AdministratorをTwo-factor証明書認証に設定する前に、リカバリプランを策定することをおすすめします。

設定で問題が起こった場合、Onboard Administratorの設定はシリアルポートまたはInsight Displayパネルのいずれか

からUSBキードライブにアクセスするすことでリカバリできる場合があります。いずれの方法もOnboard 
Administratorへの物理アクセスが必要です。 
  

 重要：LCD PINが設定されている（または忘れた）場合、およびローカルアカウントを無効になってい

るかTFAが正しく設定されていない場合、リカバリする唯一の方法はシリアルポート経由です。 
  

Onboard Administratorの復旧が必要な最も一般的な状況を2つ挙げると、LDAPが無効なローカルアカウントで設定

されている場合と、Two-factor認証が証明書にアクセスしない（keyUsage）よう設定されている場合です。 
 

Insight DisplayおよびUSBキーによるリカバリ 
USBキー経由でOnboard Administratorをリカバリするには、USBキー上の構成ファイルを作成して必要な設定を復

元するします。アクセスを回復するかまたは完全に工場出荷時設定に復元する必要があるファイルに限って、リセッ

トするよう構成できます。 

• GAIN_ACCESS.CFG（アクセスの回復に必要なものだけをリセット）： 

DISABLE TWOFACTOR 

DISABLE LDAP 

SET USER PASSWORD “Administrator” “My.Password123” 

• SET_FACTORY.CFG（工場出荷時デフォルトにリセット）： 

SET FACTORY 

構成をリカバリするには、次の操作を行います。 

1. 構成ファイルを含むUSBキーをOnboard AdministratorのUSBポートに挿入します。 

2. Insight Display画面を使用して、メインメニューに移動し、[USB Key menu]を選択して[OK]をクリックします。 

3. [Restore Configuration]を選択して、[OK]をクリックします。 

4. 表示されている構成ファイルを選択し、[OK]をクリックします。 

5. [Confirm Operation]画面が表示されます。[OK]をクリックします。 
 

シリアルコンソールからの復旧 
シリアルポート経由でOnboard Administratorを復旧するには、以下の手順に従ってください。 

1. Onboard Administratorのシリアルポートに接続する適切なケーブルとソフトウェアがあることを確認します。

シリアル接続のデフォルト設定は、9600、8、N、1です。詳しくは、「管理者パスワードのリカバリ」（18ペー

ジ）を参照してください。 

2. リセットボタンを5秒間押し続けます。 

3. シリアルコンソールに、「Flash Recovery」または「Reset Password」の選択を求めるメッセージが表示され

たら、L（パスワードの紛失）を押します。 

コンソールに組み込みのAdministratorアカウントのパスワードが表示され、ローカルログインが有効になります。 



 

ローカルユーザーアカウントおよびLDAPグループアカウント用のCAの作成とTwo-factor認証の設定 344 

 

Onboard Administratorセッションタイムアウトの設定 
デフォルトでは、ユーザーセッションが1日（1440分）無効になると、タイムアウトが発生します。この設定を、

セキュリティポリシーに合う値を適切な値に減らします。テスト目的で、最短で10分までタイムアウト値を設定で

きます。タイムアウト設定を変更するには、Onboard Administrator GUIまたはCLIコマンドを使用します。有効な

タイムアウト値は0（タイムアウト無効）、または10から1440までの範囲の整数です。 

GUIの使用 

1. [サインインしているユーザー]画面（[エンクロージャー情報]>[Users/Authentication]>[サインインしている

ユーザー]に移動し、[セッションオプション]タブを選択します。 

 
2. [セッションタイムアウト]フィールドを変更します。 

3. [適用]をクリックします。 

CLIの使用 

次のコマンドを使用します。<timeout-value>は分を表します。 
SET SESSION TIMEOUT<timeout-value> 

 

TFA用CAチェーンのインストール  
証明書チェーンはユーザー証明書を確認するために必要なすべての証明書で構成されます。証明書チェーンはすべ

て中間機関証明書に続くルート証明書から始まります。チェーン内の中間CAはすべて、信頼済みの階層の1つ上の

レベルのCAによって発行された証明書を保持します。ルートCAは、自身の証明書を発行します。 

この項では、Two-factor認証用にCAをインストールする方法を説明します。 
  

 重要：Two-factor認証とLDAPはCA用に個別のレポジトリがあります。互いに混同しないでください。 

  

Two-factor認証用にCA証明書をインストールするには、Onboard Administrator GUIを次のように使用します。 

1. [エンクロージャー情報]>[Users/Authentication]>[Two-Factor Authentication]で[Two-Factor Authentication]
画面に移動します。 
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2. [Certificate Upload]タブをクリックします。次の例に示すように、[Certificate Upload] 画面が表示されます。 

 
3. ルートCA証明書をコピーし、[Certificate Upload]画面のテキストボックスに貼り付けます。証明書には次の

ように開始と終了の区切り文字が含まれています。 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIIDkTCCAnmgAwIBAgIJALg8cO2Ikvr8MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMDkxDDAKBgNV 
BAMTA2NhMDEUMBIGCgmSJomT8ixkARkWBHRlc3QxEzARBgoJkiaJk/IsZAEZFgNj 
 
 
  
Ob6IFCSUTKbCVT95cYTRHiSbgBYaqDXBJk3Lyjvtb7ZovmMT5dnU/w061wV5MEce 
RZfXH3U= 
-----END CERTIFICATE----- 

4. [アップロード]をクリックします。証明書が正常にアップロードされたら、[証明書情報]タブが、次の例のよ

うに表示されます。 
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5. 次の手順で中間CAまたは最後のCAをチェーンに追加します。 

a. [Certificate Upload]タブに戻ります。 

b. 次のCA証明書をコピーし、表示されているテキストボックスに貼り付けます。 

c. [アップロード]をクリックします。証明書が正常にアップロードされると、[証明書情報]タブが次の例のよ

うに表示されます（この例では、CA1の証明書がルートCA、CA0によって発行されています）。 

 
d. 追加のCAをインストールするには、各中間証明書に対して手順a～cを繰り返します。 

 

証明書を管理するためのCLIコマンド 
証明書を追加、ダウンロード、表示、および削除するには、次のCLIコマンドを使用します。詳しくは、『Onboard 
Administratorコマンドラインインターフェイスユーザーガイド』を参照してください。 

• ADD CA CERTIFICATE 

• DOWNLOAD CA CERTIFICATE 

• SHOW CA CERTIFICATE 

• REMOVE CA CERTIFICATE 
 

HTTPプロキシの設定 
証明書の確認やCRLの取得に必要なアドレスに到達するため、Onboard Administratorにプロキシサーバーが必要と

なる場合があります。（CRLは証明書の期限が切れる前に無効にする証明書データベースです）。この目的のため、

次のコマンドを使用して、Onboard AdministratorでHTTPプロキシサーバーを構成します。 
SET URB PROXY URL { <URL> } 

URLは最大128文字まで指定できます。 

Onboard Administrator GUIでは、プロキシのURLを設定する機能は含まれません。 
 

ローカル管理者アカウントへのユーザー証明書のインストール 
Onboard AdministratorのAdministratorアカウントにユーザー証明書をインストールするには、以下の手順に従います。 

1. [エンクロージャー情報]>[Users/Authentication]>[Local Users]>[Administrator]で、[Local Users Administrator]
画面（[ローカルユーザーの編集]）に移動します。 
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2. [証明書情報]タブをクリックします。Administratorの証明書がまだインストールされていない場合は、[証明書

情報]画面に空のテキストボックスが表示されます。例のように、適切なユーザー証明書をコピーし、表示さ

れているテキストボックスに貼り付けます。 

 
3. [アップロード]をクリックします。証明書が正常にアップロードされたら、[証明書情報]タブが、次の例のよ

うに表示されます。 

 

アップロードされたユーザー証明書を確認できない場合は、「その他の既知の問題（323ページ）」を参照してくだ

さい。 
 

Two-Factor認証の有効化 
Two-factor認証用CA証明書のアップロードが成功し、Onboard AdministratorのAdministratorアカウントを少なくと

も1つアップロードすると、Two-factor認証を有効にすることができます。 

1. [Two-Factor Authentication Settings]タブに移動（[エンクロージャー情報]>[Users/Authentication]>[Local 
Users]>[Two-Factor Authentication]をクリック）します。 

2. 次の例に示すように、[Enable Two-Factor Authentication]チェックボックスを選択します。 
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Two-factor認証をLDAPと組み合わせて使用する場合、 [Certificate Owner Field]を使用してOnboard 
Administratorがサブジェクトの別名フィールド（SAN）または証明書サブジェクトフィールド（サブジェクト）

を使用するか指定します。LDAPとTwo-factor認証の使用について詳しくは、「TFA＋LDAP認証」（348ページ）

を参照してください。 

 
3. [適用]をクリックします。 

 

Two-factor認証を使用したOnboard Administrator Web GUIへのログイン 
Onboard Administrator Web GUIにアクセスし、適切なユーザー証明書をクリックします（複数ある場合）。ブラウ

ザーから、証明書を確認するよう求められます。 

証明書は、Onboard AdministratorでSL/TLSセッションを確立するために必要です。接続が正常に行われていれば、

ユーザー証明書に関連付けられているローカルユーザーアカウントとしてOnboard Administratorにログインした状

態になります。 

問題が発生した場合は、「TFAおよびLDAP認証の問題に関するトラブルシューティング（350ページ）」を参照して

ください。 

 
 

TFA+LDAP認証 
通常のTwo-factor認証に加えて、Onboard AdministratorではTFA＋LDAP認証もサポートします。このモードでは、

ユーザーは次の状態である必要があります。 

• Onboard Administratorにインストールされているユーザー証明書を保有している。 

• 証明書にアクセスするPINを知っている。 

• 関連付けられたLDAPユーザーパスワードを知っている。 

TFA＋LDAP認証の利点は、次のとおりです。 

• 2つの項目ではなく3つの項目が認証に必要なため、セキュリティを強化できます。 

• 認証（アクセス権限）は、個別のローカルOnboard Administratorユーザーアカウントにユーザー証明書をマッ

ピングするのではなくLDAPグループを使用して管理されます。 
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TFA＋LDAP認証の仕組み 
LDAPが構成されており、Two-factor認証のユーザー証明書がローカルOnboard Administratorユーザーアカウントに

マッピングされていない場合、ユーザーがOnboard Administrator GUIログインページにログインしようとすると、

Onboard Administratorがユーザー証明書からユーザーIDを抽出し、ユーザーにLDAPのパスワードを要求します。 

LDAPのユーザー名は、[Two-Factor Authentication Settings]タブで選択した内容に応じて、サブジェクト、または

証明書のサブジェクト別名フィールドのいずれかから抽出され、Onboard Administratorのログインページに表示さ

れます。詳しくは、「Two-Factor認証の有効化（347ページ）」を参照してください。サブジェクトが選択されてい

る場合、ユーザー名はFQDNを作成するためにRFC 2253に従ってフォーマットされます。SAN（サブジェクト別名）

が選択されている場合、Onboard Administratorは証明書のEMAIL、OTHERNAME、DNS、またはURIタイプの最初

のSANフィールドを使用します。CAは署名プロセス中に、サブジェクト別名フィールドの順序と内容を制御します。

GUIで使用される名前を変更することはできません。 

LDAPのパスワードを指定すると、以下のチェックが発生します。 

• ユーザー証明書をOnboard Administrator上にインストールされたCA証明書に対して確認します。 

• LDAP認証情報の認証を設定されているLDAPサーバーに対して行います。 

• LDAPユーザーがOnboard Administratorの権限を持つグループのメンバーであるか確認します。 

3つの条件がすべて満たされている場合、Onboard Administratorへのセッションが確立され、ユーザーはOnboard 
Administratorに完全にログインします。 

 

TFA＋LDAP認証の有効化 
TFA＋LDAP認証を使用するには、以下の手順に従ってください。 

1. 「ローカルアカウントによるTwo-factor認証のOnboard Administrator設定（343ページ）」の指示に従い、

Onboard AdministratorにTwo-factor認証を設定します。 

2. 「 [ディレクトリ設定 ]画面（278ページ）」の説明にあるように、LDAP認証を使用するようOnboard 
Administratorを設定します。 

3. Two-factor認証のみを使用してOnboard Administratorにログインし、次にLDAPを再度有効にします（Two-factor
認証を有効にすることで自動的にLDAPが無効になるため必須）。LDAPの有効化について詳しくは、「[ディレク

トリ設定]画面（278ページ）」および「ディレクトリの準備（325ページ）」を参照してください。 

4. すべてが正常に機能することを確認したら、[ディレクトリ設定]画面の[Enable Local Users]チェックボック

スの選択を解除することでローカルアカウントアクセスを無効にすることができます。 
 

CSRのサブジェクトフィールドの指定方法 
次の方法のいずれかを使用して、CSRのサブジェクトフィールドの内容を制御します。 

• OpenSSLコマンドラインに対話形式で 

• OpenSSLコマンドラインに手動で（例については「ユーザーCSRと新しいサーバーキーの生成（338ページ）」

を参照してください） 

• OpenSSL構成ファイル （.cnf） 

• 省略されたOpenSSL応答ファイル（応答ファイルはCAによって生成され、公開キーが含まれており、CAによっ

てデジタル署名されています。作成した応答ファイルはユーザーがWebサーバーにインストールします） 

ニーズに最適な方法を使用します。 
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TFAおよびLDAP認証の問題に関するトラブルシュー

ティング 
この項では、TFAとLDAP証明書を使用して認証しようとすると発生する問題の解決策を説明します。 

問題：ブラウザーにWebページを表示できないまたは認証が失敗したというメッセージが表示される。 

解決策：Webページを表示できない場合： 

1. 証明書はがSSLクライアントで使用できるよう承認されていることを確認します。たとえば、次のコマンドを

使用します。 

[ examples]$ openssl verify -CAfile CA/CA.pem -verbose \ 
-purpose sslclient ./TestUser/certs/test-user.pem 

./TestUser/certs/test-user.pem: OK 

2. この証明書がブラウザーに利用できることを確認します。（Internet Explorerでは、[ツール]>[インターネット

オプション]>[コンテンツ]>[証明書]） 

3. 証明書がキーまたはトークンに保存されている場合は、キーまたはトークンが正しく取り付けられていること

を確認します。 

ブラウザーに認証が失敗したというメッセージが表示される場合は、証明書とSSLクライアントを使用してSSL/TLS
セッションを確立できましたが、他の問題があります。そのような場合には、次の手順を実行してください。 

1. 次のようなコマンドを使用して証明書が有効であることを確認してください。 

[level1CA]$ openssl verify -CAfile CA/CA.pem -verbose -purpose sslclient 
~/examples/level1CA/newcerts/0A.pem 

. 

. 

 

error 9 at 0 depth lookup:certificate is not yet valid 

2. 証明書が有効でない場合は、OpenSSLのエラーメッセージが提供する手順に従ってください。証明書が有効

でない場合、システムの時計が故障しています。証明書を検証できない場合、対応するCA証明書を使用でき

ない場合があります。さらに、以下の手順に従ってください。 

a. 証明書に関連付けられている日付の期限が切れていないことを確認します。 

b. CSR OpenSSL構成ファイルの[keyUsage]および[extendedKeyUsage]のフィールドを調べます。

[KeyUsage]フィールドでは、使用制限を指定します。存在する場合、[extendedKeyUsage]フィール

ドに、使用に関する追加の制限を入力します。 

[ExtendedKeyUsage]フィールドが存在し、[clientAuth]のみを指定している場合、ブラウザー

（Internet Explorer）はOnboard Administratorへの証明書を許可しません。このため、Webページを表示で

きないというメッセージが表示されます。 

[ExtendedKeyUsage]フィールドが存在しない場合は、証明書をスマートカードのログインに使用でき

ます。スマートカードで証明書の使用を有効にするには、[KeyUsage]フィールドにsslAuthを含める必

要があり、存在する場合はextendedKeyUsageフィールドにクライアント認証、コード署名、およびス

マートカードログイン情報を指定する必要があります。 

例： 

以下の証明書は、[sslClient]の使用に関する項目がないために機能しません。 

X509v3 Key Usage: critical 

                Digital Signature, Non Repudiation 
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以下の証明書は、必要なすべての項目が含まれているために機能します。 

X509v3 Extended Key Usage: 

                TLS Web Client Authentication, E-mail Protection,  
Microsoft Smartcardlogin 

            X509v3 Key Usage: critical 

                Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment 

問題：同じシステム上の複数のクライアントユーザーを切り替える場合の問題。 

解決策：ブラウザーキャッシュによって必要以上に大きいエクステントに認証情報が与えられることがあります。

ブラウザーキャッシュをクリアし、すべての一時ファイルを削除し、すべてのブラウザーウィンドウを閉じてみて

ください。または、セッションが期限切れになるまで待つだけで解決する可能性があります。 

同一のクライアントシステムから複数のクライアント証明書をテストするには、個別のログインが必要になる場合

があります。または、ブラウザーによって最後の既知の有効な証明書が選択されます。 
 

ユーザーアカウントと証明書の設定のCLI例 
次の例では、ローカルユーザーアカウントと証明書を設定するために使用するOnboard Administrator CLIコマンド

を表示しています。例の後に説明を記載しています。 
======================================= 
== Add user, CA certs, and user cert 
======================================= 
 
set script mode on 
add user "marc" "password" 
set user contact "marc" "800-555-1212" 
set user fullname "marc" "Marc Last-name" 
set user access "marc" ADMINISTRATOR 
enable user "marc" 
assign server all "marc" 
assign interconnect all "marc" 
assign oa "marc" 
show user "marc" 
 
download ca certificate http://dev-srvr/certs/Common-Policy.cer 
download ca certificate http://dev-srvr/certs/SHA-1-Federal-Root-CA.cer 
download ca certificate http://dev-srvr/certs/DoD-Interoperability-Root-CA-1.cer 
download ca certificate http://dev-srvr/certs/DoD-Root-CA-2.cer 
download ca certificate http://dev-srvr/certs/DOD-EMAIL-CA-19.cer 
 
download user certificate "marc" http://dev-srvr/certs/Marc-Lastname.cer 
show user "marc" 
set script mode off 
 
================================================== 
== Go to the GUI, enable TFA, then 
== log in via the Web browser using the TFA token. 
================================================== 
 
======================================= 
== Remove Fed certificates and user 
======================================= 
set script mode on 
remove ca certificate 
"CD:78:54:4C:CA:C6:EA:15:72:81:86:EB:86:59:F6:E6:C0:FA:A7:41" 
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remove ca certificate 
"B1:10:5C:D1:0F:C3:70:F5:6B:89:DD:1D:49:F6:D8:30:DF:35:F2:DE" 
remove ca certificate 
"FD:F3:F4:F8:C7:3B:5A:63:20:62:08:88:29:00:D1:92:B1:75:BA:E8" 
remove ca certificate 
"30:BE:4D:40:F6:10:E5:65:B3:53:F3:44:C7:27:64:1E:EE:E7:86:D2" 
remove ca certificate 
"CB:44:A0:97:85:7C:45:FA:18:7E:D9:52:08:6C:B9:84:1F:2D:51:B5" 
remove user certificate "Marc" 
remove user "marc" 
set script mode off 

例の最初のセクションのコマンドでは、管理者権限を持つユーザーを追加し、証明書をインストールします。 

• ユーザーアカウントの追加（ADD USER） 

• ユーザープロパティの設定（SET USER） 

• ユーザーアカウントの有効化（ENABLE USER） 

• すべてのサーバーとインターコネクトベイをユーザーの制御下に割り当てる（ASSIGN SERVER ALL、ASSIGN 
INTERCONNECT ALL） 

• Onboard Administratorのベイに指定したユーザーのアクセス権限を付与する（ASSIGN OA） 

• ユーザー情報、ユーザーのアクセスレベル、およびユーザーに割り当てられているベイの表示（SHOW USER） 

• 指定した位置からのCA証明書のインストール （DOWNLOAD CA CERTIFICATE） 

• 指定した場所からのユーザー証明書のインストール（DOWNLOAD USER CERTIFICATE） 

スクリプトのコメントは、Onboard Administrator GUIを使用してTwo-factor認証を有効にし、適切なTFAキーを使用

してWebブラウザー経由でログインすることを忘れないためのリマインダーです。 

例の2番目のセクション： 

• CA証明書の削除（REMOVE CA CERTIFICATE） 

• ユーザー証明書の削除（REMOVE USER CERTIFICATE） 

• ユーザーの削除（REMOVE USER） 
 

CAおよびWebから使用できる証明書に関する情報 
CAおよび証明書について詳しくは、次のWebサイトを参照してください。 

• OpenSSLドキュメントのWebサイト （http://www.openssl.org/docs） 

• Linux Documentation ProjectのWebサイト （http://www.tldp.org/HOWTO/SSL-Certificates-HOWTO）（CA
および問題の管理方法、またはSSL証明書の署名方法） 

• G-Loaded JournalのWebサイト （http://www.g-loaded.eu/2005/11/10/be-your-own-ca/）（CAになりサーバー

の証明書を発行する方法） 

• Debian AdministrationのWebサイト （http://www.debian-administration.org/articles/284）（自己署名証明

書の作成および使用） 

http://www.openssl.org/docs
http://www.tldp.org/HOWTO/SSL-Certificates-HOWTO
http://www.g-loaded.eu/2005/11/10/be-your-own-ca/
http://www.debian-administration.org/articles/284
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タイムゾーン設定 

ユニバーサルタイムゾーン設定 
  

 重要：タイムゾーンは、記載されているとおりに入力する必要があります。 

  

次の表に、Onboard Administratorによってサポートされているユニバーサルタイムゾーン設定を示します。 
 

CET Etc/GMT+2 Etc/GMT+8 Etc/UCT MST 

CST6CDT Etc/GMT-3 Etc/GMT-9 Etc/Universal MST7MDT 

EET Etc/GMT+3 Etc/GMT+9 Etc/UTC Navajo 

EST Etc/GMT-4 Etc/GMT-10 Etc/Zulu PST8PDT 

EST5EDT Etc/GMT+4 Etc/GMT+10 Factory UCT 

Etc/GMT Etc/GMT-5 Etc/GMT-11 GMT Universal 

Etc/GMT0 Etc/GMT+5 Etc/GMT+11 GMT+0 UTC 

Etc/GMT-0 Etc/GMT-6 Etc/GMT-12 GMT0 WET 

Etc/GMT+0 Etc/GMT+6 Etc/GMT+12 GMT-0 W-SU 

Etc/GMT-1 Etc/GMT-7 Etc/GMT-13 Greenwich Zulu 

Etc/GMT+1 Etc/GMT+7 Etc/GMT-14 HST — 

Etc/GMT-2 Etc/GMT-8 Etc/Greenwich MET — 
 

 

アフリカタイムゾーン設定 
  

 重要：タイムゾーンは、記載されているとおりに入力する必要があります。 

  

次の表に、Onboard Administratorによってサポートされているアフリカタイムゾーン設定を示します。 
 

Africa/Abidjan Africa/Ceuta Africa/Kinshasa Africa/Niamey 

Africa/Accra Africa/Conakry Africa/Lagos Africa/Nouakchott 

Africa/Addis_Ababa Africa/Dakar Africa/Libreville Africa/Ouagadougou 

Africa/Algiers Africa/Dar_es_Salaam Africa/Lome Africa/Porto-Novo 

Africa/Asmara Africa/Djibouti Africa/Luanda Africa/Sao_Tome 

Africa/Asmera Africa/Douala Africa/Lubumbashi Africa/Timbuktu 

Africa/Bamako Africa/El_Aaiun Africa/Lusaka Africa/Tripoli 

Africa/Bangui Africa/Freetown Africa/Malabo Africa/Tunis 

Africa/Banjul Africa/Gaborone Africa/Maputo Africa/Wjndhoek 

Africa/Bissau Africa/Harare Africa/Maseru Egypt 

Africa/Blantyre Africa/Johannesburg Africa/Mbabane Libya 

AfricaBrazzaville Africa/Juba Africa/Mogadishu — 

Africa/Bujumbura Africa/Kampala Africa/Monrovia — 

Africa/Cairo Africa/Khartoum Africa/Nairobi — 

Africa/Casablanca Africa/Kigali Africa/Ndjamena — 
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アメリカタイムゾーン設定 
  

 重要：タイムゾーンは、記載されているとおりに入力する必要があります。 

  

次の表に、Onboard Administratorによってサポートされているアメリカタイムゾーン設定を示します。 
 

America/Adak America/Guatemala America/Rainy_River 

America/Anchorage America/Guayaquil America/Rankin_Inlet 

America/Anguilla America/Guyana America/Recife 

America/Antigua America/Halifax America/Regina 

America/Araguaina America/Havana America/Resolute 

America/Argentina/Buenos_Aires America/Hermosillo America/Rio_Branco 

America/Argentina/Catamarca America/Indiana/Indianapolis America/Rosario 

America/Argentina/ComodRivadavia America/Indiana/Knox America/Santa_Isabel 

America/Argentina/Cordoba America/Indiana/Marengo America/Santarem 

America/Argentina/Jujuy America/Indiana/Petersburg America/Santiago 

America/Argentina/La_Rioja America/Indiana/Tell_City America/Santo_Domingo 

America/Argentina/Mendoza America/Indiana/Vevay America/Sao_Paulo 

America/Argentina/Rio_Gallegos America/Indiana/Vincennes America/Scoresbysund 

America/Argentina/Salta America/Indiana/Winamac America/Shiprock 

America/Argentina/San_Juan America/Indianapolis America/Sitka 

America/Argentina/San_Luis America/Inuvik America/St_Barthelemy 

America/Argentina/Tucuman America/Iqaluit America/St_Johns 

America/Argentina/Ushuaia America/Jamaica America/St_Kitts 

America/Aruba America/Jujuy America/St_Lucia 

America/Asuncion America/Juneau America/St_Thomas 

America/Atikokan America/Kentucky/Louisville America/St_Vincent 

America/Atka America/Kentucky/Monticello America/Swift_Current 

America/Bahia America/Knox_IN America/Tegucigalpa 

America/Bahia_Banderas America/Kralendijk America/Thule 

America/Barbados America/La_Paz America/Thunder_Bay 

America/Belem America/Lima America/Tijuana 

America/Belize America/Los_Angeles America/Toronto 

America/Blanc-Sablon America/Louisville America/Tortola 

America/Boa_Vista America/Lower_Princes America/Vancouver 

America/Bogota America/Maceio America/Virgin 

America/Boise America/Managua America/Whitehorse 

America/Buenos_Aires America/Manaus America/Winnipeg 

America/Cambridge_Bay America/Marigot America/Yakutat 

America/Campo_Grande America/Martinique America/Yellowknife 

America/Cancun America/Matamoros Brazil/Acre 

America/Caracas America/Mazatlan Brazil/DeNoronha 

America/Catamarca America/Mendoza Brazil/East 

America/Cayenne America/Menominee Brazil/West 

America/Cayman America/Merida Canada/Atlantic 

America/Chicago America/Metlakatla Canada/Central 

America/Chihuahua America/Mexico_City Canada/Eastern 



 

タイムゾーン設定 355 

America/Coral_Harbour America/Miquelon Canada/East-Saskatchewan 

America/Cordoba America/Moncton Canada/Mountain 

America/Costa_Rica America/Monterrey Canada/Newfoundland 

America/Creston America/Montevideo Canada/Pacific 

America/Cuiaba America/Montreal Canada/Saskatchewan 

America/Curacao America/Montserrat Canada/Yukon 

America/Danmarkshavn America/Nassau Chile/Continental 

America/Dawson America/New_York Chile/EasterIsland 

America/Dawson_Creek America/Nipigon Cuba 

America/Denver America/Nome Jamaica 

America/Detroit America/Noronha Mexico/BajaNorte 

America/Dominica America/North_Dakota/Beulah  Mexico/BajaSur 

America/Edmonton America/North_Dakota/Center Mexico/General 

America/Eirunepe America/North_Dakota/New_Salem US/Alaska 

America/El_Salvador America/Ojinaga US/Aleutian 

America/Ensenada America/Panama US/Arizona 

America/Fort_Wayne America/Pangnirtung US/Central 

America/Fortaleza America/Paramaribo US/Eastern 

America/Glace_Bay America/Phoenix US/East-Indiana 

America/Godthab America/Port_of_Spain US/Indiana-Starke 

America/Goose_Bay America/Port-au-Prince US/Michigan 

America/Grand_Turk America/Porto_Acre US/Mountain 

America/Grenada America/Porto_Velho US/Pacific 

America/Guadeloupe America/Puerto_Rico US/Pacific-New 
 

 
 
 
 

アジアタイムゾーン設定 
  

 重要：タイムゾーンは、記載されているとおりに入力する必要があります。 

  

次の表に、Onboard Administratorによってサポートされているアジアタイムゾーン設定を示します。 
 

Asia/Aden Asia/Dhaka Asia/Khandyga Asia/Qyzylorda Asia/Ulaanbaatar 

Asia/Almaty Asia/Dili Asia/Kolkata Asia/Rangoon Asia/Ulan_Bator 

Asia/Amman Asia/Dubai Asia/Krasnoyarsk Asia/Riyadh Asia/Urumqi 

Asia/Anadyr Asia/Dushanbe Asia/Kuala_Lumpur Asia/Riyadh87 Asia/Ust-Nera 

Asia/Aqtau Asia/Gaza Asia/Kuching Asia/Riyadh88 Asia/Vientiane 

Asia/Aqtobe Asia/Harbin Asia/Kuwait Asia/Riyadh89 Asia/Vladivostok 

Asia/Ashgabat Asia/Hebron Asia/Macao Asia/Saigon Asia/Yakutsk 

Asia/Ashkhabad Asia/Ho_Chi_Minh Asia/Macau Asia/Sakhalin Asia/Yekaterinburg 

Asia/Baghdad Asia/Hong_Kong Asia/Magadan Asia/Samarkand Asia/Yerevan 

Asia/Bahrain Asia/Hovd Asia/Makassar Asia/Seoul Hongkong 

Asia/Baku Asia/Irkutsk Asia/Manila Asia/Shanghai Iran 

Asia/Bangkok Asia/Istanbul Asia/Muscat Asia/Singapore Israel 

Asia/Beirut Asia/Jakarta Asia/Nicosia Asia/Taipei Japan 

Asia/Bishkek Asia/Jayapura Asia/Novokuznetsk Asia/Tashkent Mideast/Riyadh87 

Asia/Brunei Asia/Jerusalem Asia/Novosibirsk Asia/Tbilisi Mideast/Riyadh88 
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Asia/Choibalsan Asia/Kabul Asia/Omsk Asia/Tehran Mideast/Riyadh89 

Asia/Chongqing Asia/Kamchatka Asia/Oral Asia/Tel_Aviv PRC 

Asia/Chungking Asia/Karachi Asia/Phnom_Penh Asia/Thimbu ROC 

Asia/Colombo Asia/Kashgar Asia/Pontianak Asia/Thimphu ROK 

Asia/Dacca Asia/Kathmandu Asia/Pyongyang Asia/Tokyo Singapore 

Asia/Damascus Asia/Katmandu Asia/Qatar Asia/Ujung_Pandang Turkey 
 

 

オセアニアタイムゾーン設定 
  

 重要：タイムゾーンは、記載されているとおりに入力する必要があります。 

  

次の表に、Onboard Administratorによってサポートされているオセアニアタイムゾーン設定を示します。 
 

Atlantic/Azores Australia/Melbourne Kwajalein Pacific/Marquesas 

Atlantic/Bermuda Australia/North NZ Pacific/Midway 

Atlantic/Canary Australia/NSW NZ-CHAT Pacific/Nauru 

Atlantic/Cape_Verde Australia/Perth Pacific/Apia Pacific/Niue 

Atlantic/Faeroe Australia/Queensland Pacific/Auckland Pacific/Norfolk 

Atlantic/Jan_Mayen Australia/South Pacific/Chatham Pacific/Noumea 

Atlantic/Madeira Australia/Sydney Pacific/Chuuk Pacific/Pago_Pago 

Atlantic/Reykjavik Australia/Tasmania Pacific/Easter Pacific/Palau 

Atlantic/South_Georgia Australia/Victoria Pacific/Efate Pacific/Pitcairn 

Atlantic/St_Helena Australia/West Pacific/Enderbury Pacific/Pohnpei  

Atlantic/Stanley Australia/Yancowinna Pacific/Fakaofo Pacific/Ponape 

Australia/ACT Iceland Pacific/Fiji Pacific/Port_Moresby 

Australia/Adelaide Indian/Antananarivo Pacific/Funafuti Pacific/Rarotonga 

Australia/Brisbane Indian/Chagos Pacific/Galapagos Pacific/Saipan 

Australia/Broken_Hill Indian/Christmas Pacific/Gambier Pacific/Samoa 

Australia/Canberra Indian/Cocos Pacific/Guadalcanal Pacific/Tahiti 

Australia/Currie Indian/Comoro Pacific/Guam Pacific/Tarawa 

Australia/Darwin Indian/Kerguelen Pacific/Honolulu Pacific/Tongatapu 

Australia/Eucla Indian/Mahe Pacific/Johnston Pacific/Truk 

Australia/Hobart Indian/Maldives Pacific/Kiritimati Pacific/Wake 

Australia/LHI Indian/Mauritius Pacific/Kosrae Pacific/Wallis 

Australia/Lindeman Indian/Mayotte Pacific/Kwajalein Pacific/Yap 

Australia/Lord_Howe Indian/Reunion Pacific/Majuro US/Hawaii 

— — — US/Samoa 
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ヨーロッパタイムゾーン設定 
  

 重要：タイムゾーンは、記載されているとおりに入力する必要があります。 

  

次の表に、Onboard Administratorによってサポートされているヨーロッパタイムゾーン設定を示します。 
 

Eire Europe/Kaliningrad Europe/Sarajevo 

Europe/Amsterdam Europe/Kiev Europe/Simferopol 

Europe/Andorra Europe/Lisbon Europe/Skopje 

Europe/Athens Europe/Ljubljana Europe/Sofia 

Europe/Belfast Europe/London Europe/Stockholm 

Europe/Belgrade Europe/Luxembourg Europe/Tallinn 

Europe/Berlin Europe/Madrid Europe/Tirane 

Europe/Bratislava Europe/Malta Europe/Tiraspol 

Europe/Brussels Europe/Mariehamn Europe/Uzhgorod 

Europe/Bucharest Europe/Minsk Europe/Vaduz 

Europe/Budapest Europe/Monaco Europe/Vatican 

Europe/Busingen Europe/Moscow Europe/Vienna 

Europe/Chisinau Europe/Nicosia Europe/Vilnius 

Europe/Copenhagen Europe/Oslo Europe/Volgograd 

Europe/Dublin Europe/Paris Europe/Warsaw 

Europe/Gibraltar Europe/Podgorica Europe/Zagreb 

Europe/Guernsey Europe/Prague Europe/Zaporozhye 

Europe/Helsinki Europe/Riga Europe/Zurich 

Europe/Isle_of_Man Europe/Rome GB 

Europe/Istanbul Europe/Samara GB-Eire 

Europe/Jersey Europe/San_Marino Poland 

— — Portugal 
 

 

極地タイムゾーン設定 
  

 重要：タイムゾーンは、記載されているとおりに入力する必要があります。 

  

次の表に、Onboard Administratorによってサポートされている極地タイムゾーン設定を示します。 
 

Antarctica/Casey Antarctica/Mawson Antarctica/South_Pole 

Antarctica/Davis Antarctica/McMurdo Antarctica/Syowa 

Antarctica/DumontDUrville Antarctica/Palmer Antarctica/Vostok 

Antarctica/Macquarie Antarctica/Rothera Arctic/Longyearbyen 
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サポートと他のリソース 

Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス 
• ライブアシスタンスについては、Webサイト「Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide」（http://www.

hpe.com/assistance）にアクセスします。 

• ドキュメントサービス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（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスします。 
 

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、およびシリアル番号 

• 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 

• 他社製製品またはコンポーネント 
 

アップデートへのアクセス 
• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセスす

るためのメカニズムが提供されます。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。 

o 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） 

o Software DepotのWebサイト（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• お客様の資格を表示または更新したり、契約と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

（http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials）にアクセスします。 
  

 重要：Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターを経由して一部のアップデートにアクセスするとき

に、製品資格が必要と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。 
  

 

Webサイト 
• Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/enterprise/docs） 

• Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc） 

• Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide（http://www.hpe.com/assistance） 

• サブスクリプションサービス/サポートのアラート（http://www.hpe.com/support/e-updates-ja） 

• Software Depot（http://www.hpe.com/support/softwaredepot） 

• カスタマーセルフリペア（http://www.hpe.com/support/selfrepair） 

http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/assistance
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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• Insight Remote Support（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs） 

• HP-UX用のServiceguardソリューション（http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs） 

• Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のストレージ互換性マトリックス

（http://www.hpe.com/storage/spock（英語）） 

• ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート（http://www.hpe.com/storage/whitepapers） 
 

Customer Self Repair 
Hewlett Packard Enterprise products are designed with many Customer Self Repair (CSR) parts to minimize repair 
time and allow for greater flexibility in performing defective parts replacement. If during the diagnosis period Hewlett 
Packard Enterprise (or Hewlett Packard Enterprise service providers or service partners) identifies that the repair 
can be accomplished by the use of a CSR part, Hewlett Packard Enterprise will ship that part directly to you for 
replacement. There are two categories of CSR parts: 

• Mandatory—Parts for which customer self repair is mandatory. If you request Hewlett Packard Enterprise to 
replace these parts, you will be charged for the travel and labor costs of this service. 

• Optional—Parts for which customer self repair is optional. These parts are also designed for customer self 
repair. If, however, you require that Hewlett Packard Enterprise replace them for you, there may or may not be 
additional charges, depending on the type of warranty service designated for your product. 

NOTE:  Some Hewlett Packard Enterprise parts are not designed for customer self repair. In order to satisfy the 
customer warranty, Hewlett Packard Enterprise requires that an authorized service provider replace the part. These 
parts are identified as "No" in the Illustrated Parts Catalog. 

Based on availability and where geography permits, CSR parts will be shipped for next business day delivery. Same 
day or four-hour delivery may be offered at an additional charge where geography permits. If assistance is required, 
you can call the Hewlett Packard Enterprise Support Center and a technician will help you over the telephone. 
Hewlett Packard Enterprise specifies in the materials shipped with a replacement CSR part whether a defective part 
must be returned to Hewlett Packard Enterprise. In cases where it is required to return the defective part to Hewlett 
Packard Enterprise, you must ship the defective part back to Hewlett Packard Enterprise within a defined period of 
time, normally five (5) business days. The defective part must be returned with the associated documentation in the 
provided shipping material. Failure to return the defective part may result in Hewlett Packard Enterprise billing you 
for the replacement. With a customer self repair, Hewlett Packard Enterprise will pay all shipping and part return 
costs and determine the courier/carrier to be used. 

For more information about the Hewlett Packard Enterprise CSR program, contact your local service provider. For 
the North American program, go to the Hewlett Packard Enterprise CSR website 
(http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Réparation par le client (CSR) 
Les produits Hewlett Packard Enterprise comportent de nombreuses pièces CSR (Customer Self Repair = 
réparation par le client) afin de minimiser les délais de réparation et faciliter le remplacement des pièces 
défectueuses. Si pendant la période de diagnostic, Hewlett Packard Enterprise (ou ses partenaires ou mainteneurs 
agréés) détermine que la réparation peut être effectuée à l'aide d'une pièce CSR, Hewlett Packard Enterprise vous 
l'envoie directement. Il existe deux catégories de pièces CSR : 

• Obligatoire—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est obligatoire. Si vous demandez à Hewlett 
Packard Enterprise de remplacer ces pièces, les coûts de déplacement et main d'œuvre du service vous 
seront facturés. 

• Facultatif—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est facultative. Ces pièces sont également 
conçues pour permettre au client d'effectuer lui-même la réparation. Toutefois, si vous demandez à Hewlett 
Packard Enterprise de remplacer ces pièces, l'intervention peut ou non vous être facturée, selon le type de 
garantie applicable à votre produit. 

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs
http://www.hpe.com/storage/spock
http://www.hpe.com/storage/whitepapers
http://www.hpe.com/support/selfrepair


 

サポートと他のリソース 360 

REMARQUE:  Certaines pièces Hewlett Packard Enterprise ne sont pas conçues pour permettre au client 
d'effectuer lui-même la réparation. Pour que la garantie puisse s'appliquer, Hewlett Packard Enterprise exige que le 
remplacement de la pièce soit effectué par un Mainteneur Agréé. Ces pièces sont identifiées par la mention "Non" 
dans le Catalogue illustré. 

Les pièces CSR sont livrées le jour ouvré suivant, dans la limite des stocks disponibles et selon votre situation 
géographique. Si votre situation géographique le permet et que vous demandez une livraison le jour même ou dans 
les 4 heures, celle-ci vous sera facturée. Pour toute assistance, appelez le Centre d’assistance Hewlett Packard 
Enterprise pour qu’un technicien vous aide au téléphone. Dans les documents envoyés avec la pièce de rechange 
CSR, Hewlett Packard Enterprise précise s'il est nécessaire de lui retourner la pièce défectueuse. Si c'est le cas, 
vous devez le faire dans le délai indiqué, généralement cinq (5) jours ouvrés. La pièce et sa documentation doivent 
être retournées dans l'emballage fourni. Si vous ne retournez pas la pièce défectueuse, Hewlett Packard Enterprise 
se réserve le droit de vous facturer les coûts de remplacement. Dans le cas d'une pièce CSR, Hewlett Packard 
Enterprise supporte l'ensemble des frais d'expédition et de retour, et détermine la société de courses ou le 
transporteur à utiliser. 

Pour plus d'informations sur le programme CSR de Hewlett Packard Enterprise, contactez votre Mainteneur Agrée 
local. Pour plus d'informations sur ce programme en Amérique du Nord, consultez le site Web Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Riparazione da parte del cliente 
Per abbreviare i tempi di riparazione e garantire una maggiore flessibilità nella sostituzione di parti difettose, i 
prodotti Hewlett Packard Enterprise sono realizzati con numerosi componenti che possono essere riparati 
direttamente dal cliente (CSR, Customer Self Repair). Se in fase di diagnostica Hewlett Packard Enterprise (o un 
centro di servizi o di assistenza Hewlett Packard Enterprise) identifica il guasto come riparabile mediante un 
ricambio CSR, Hewlett Packard Enterprise lo spedirà direttamente al cliente per la sostituzione. Vi sono due 
categorie di parti CSR: 

• Obbligatorie—Parti che devono essere necessariamente riparate dal cliente. Se il cliente ne affida la 
riparazione ad Hewlett Packard Enterprise, deve sostenere le spese di spedizione e di manodopera per il 
servizio. 

• Opzionali—Parti la cui riparazione da parte del cliente è facoltativa. Si tratta comunque di componenti 
progettati per questo scopo. Se tuttavia il cliente ne richiede la sostituzione ad Hewlett Packard Enterprise, 
potrebbe dover sostenere spese addizionali a seconda del tipo di garanzia previsto per il prodotto. 

NOTA:  alcuni componenti Hewlett Packard Enterprise non sono progettati per la riparazione da parte del cliente. 
Per rispettare la garanzia, Hewlett Packard Enterprise richiede che queste parti siano sostituite da un centro di 
assistenza autorizzato. Tali parti sono identificate da un "No" nel Catalogo illustrato dei componenti. 

In base alla disponibilità e alla località geografica, le parti CSR vengono spedite con consegna entro il giorno 
lavorativo seguente. La consegna nel giorno stesso o entro quattro ore è offerta con un supplemento di costo solo in 
alcune zone. In caso di necessità si può richiedere l'assistenza telefonica di un addetto del centro di supporto 
tecnico Hewlett Packard Enterprise. Nel materiale fornito con una parte di ricambio CSR, Hewlett Packard 
Enterprise specifica se il cliente deve restituire dei component. Qualora sia richiesta la resa ad Hewlett Packard 
Enterprise del componente difettoso, lo si deve spedire ad Hewlett Packard Enterprise entro un determinato periodo 
di tempo, generalmente cinque (5) giorni lavorativi. Il componente difettoso deve essere restituito con la 
documentazione associata nell'imballo di spedizione fornito. La mancata restituzione del componente può 
comportare la fatturazione del ricambio da parte di Hewlett Packard Enterprise. Nel caso di riparazione da parte del 
cliente, Hewlett Packard Enterprise sostiene tutte le spese di spedizione e resa e sceglie il corriere/vettore da 
utilizzare. 

Per ulteriori informazioni sul programma CSR di Hewlett Packard Enterprise, contattare il centro di assistenza di 
zona. Per il programma in Nord America fare riferimento al sito Web (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

http://www.hpe.com/support/selfrepair
http://www.hpe.com/support/selfrepair
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Customer Self Repair 
Hewlett Packard Enterprise Produkte enthalten viele CSR-Teile (Customer Self Repair), um Reparaturzeiten zu 
minimieren und höhere Flexibilität beim Austausch defekter Bauteile zu ermöglichen. Wenn Hewlett Packard 
Enterprise (oder ein Hewlett Packard Enterprise Servicepartner) bei der Diagnose feststellt, dass das Produkt 
mithilfe eines CSR-Teils repariert werden kann, sendet Ihnen Hewlett Packard Enterprise dieses Bauteil zum 
Austausch direkt zu. CSR-Teile werden in zwei Kategorien unterteilt: 

• Zwingend—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren zwingend vorgegeben ist. Wenn Sie den 
Austausch dieser Teile von Hewlett Packard Enterprise vornehmen lassen, werden Ihnen die Anfahrt- und 
Arbeitskosten für diesen Service berechnet. 

• Optional—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren optional ist. Diese Teile sind auch für Customer 
Self Repair ausgelegt. Wenn Sie jedoch den Austausch dieser Teile von Hewlett Packard Enterprise 
vornehmen lassen möchten, können bei diesem Service je nach den für Ihr Produkt vorgesehenen 
Garantiebedingungen zusätzliche Kosten anfallen. 

HINWEIS:  Einige Hewlett Packard Enterprise Teile sind nicht für Customer Self Repair ausgelegt. Um den 
Garantieanspruch des Kunden zu erfüllen, muss das Teil von einem Hewlett Packard Enterprise Servicepartner 
ersetzt werden. Im illustrierten Teilekatalog sind diese Teile mit „No“ bzw. „Nein“ gekennzeichnet. 

CSR-Teile werden abhängig von der Verfügbarkeit und vom Lieferziel am folgenden Geschäftstag geliefert. Für 
bestimmte Standorte ist eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden gegen einen Aufpreis 
verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das Hewlett Packard Enterprise Support Center anrufen und sich 
von einem Mitarbeiter per Telefon helfen lassen. Den Materialien von Hewlett Packard Enterprise, die mit einem 
CSR-Ersatzteil geliefert werden, können Sie entnehmen, ob das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise 
zurückgeschickt werden muss. Wenn es erforderlich ist, das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise 
zurückzuschicken, müssen Sie dies innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums tun, in der Regel innerhalb von fünf 
(5) Geschäftstagen. Das defekte Teil muss mit der zugehörigen Dokumentation in der Verpackung zurückgeschickt 
werden, die im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie das defekte Teil nicht zurückschicken, kann Hewlett Packard 
Enterprise Ihnen das Ersatzteil in Rechnung stellen. Im Falle von Customer Self Repair kommt Hewlett Packard 
Enterprise für alle Kosten für die Lieferung und Rücksendung auf und bestimmt den Kurier-/Frachtdienst. 

Weitere Informationen über das Hewlett Packard Enterprise Customer Self Repair Programm erhalten Sie von Ihrem 
Servicepartner vor Ort. Informationen über das CSR-Programm in Nordamerika finden Sie auf der Hewlett Packard 
Enterprise Website unter (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Reparaciones del propio cliente 
Los productos de Hewlett Packard Enterprise incluyen muchos componentes que el propio usuario puede 
reemplazar (Customer Self Repair, CSR) para minimizar el tiempo de reparación y ofrecer una mayor flexibilidad a 
la hora de realizar sustituciones de componentes defectuosos. Si, durante la fase de diagnóstico, Hewlett Packard 
Enterprise (o los proveedores o socios de servicio de Hewlett Packard Enterprise) identifica que una reparación 
puede llevarse a cabo mediante el uso de un componente CSR, Hewlett Packard Enterprise le enviará dicho 
componente directamente para que realice su sustitución. Los componentes CSR se clasifican en dos categorías: 

• Obligatorio—componentes cuya reparación por parte del usuario es obligatoria. Si solicita a Hewlett Packard 
Enterprise que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que hacerse cargo de los gastos de 
desplazamiento y de mano de obra de dicho servicio. 

• Opcional—componentes cuya reparación por parte del usuario es opcional. Estos componentes también 
están diseñados para que puedan ser reparados por el usuario. Sin embargo, si precisa que Hewlett Packard 
Enterprise realice su sustitución, puede o no conllevar costes adicionales, dependiendo del tipo de servicio de 
garantía correspondiente al producto. 

NOTA:  Algunos componentes de Hewlett Packard Enterprise no están diseñados para que puedan ser reparados 
por el usuario. Para que el usuario haga valer su garantía, Hewlett Packard Enterprise pone como condición que un 
proveedor de servicios autorizado realice la sustitución de estos componentes. Dichos componentes se identifican 
con la palabra "No" en el catálogo ilustrado de componentes. 

http://www.hpe.com/support/selfrepair
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Según la disponibilidad y la situación geográfica, los componentes CSR se enviarán para que lleguen a su destino 
al siguiente día laborable. Si la situación geográfica lo permite, se puede solicitar la entrega en el mismo día o en 
cuatro horas con un coste adicional. Si precisa asistencia técnica, puede llamar al Centro de asistencia técnica de 
Hewlett Packard Enterprise y recibirá ayuda telefónica por parte de un técnico. Con el envío de materiales para la 
sustitución de componentes CSR, Hewlett Packard Enterprise especificará si los componentes defectuosos 
deberán devolverse a Hewlett Packard Enterprise. En aquellos casos en los que sea necesario devolver algún 
componente a Hewlett Packard Enterprise, deberá hacerlo en el periodo de tiempo especificado, normalmente 
cinco días laborables. Los componentes defectuosos deberán devolverse con toda la documentación relacionada y 
con el embalaje de envío. Si no enviara el componente defectuoso requerido, Hewlett Packard Enterprise podrá 
cobrarle por el de sustitución. En el caso de todas sustituciones que lleve a cabo el cliente, Hewlett Packard 
Enterprise se hará cargo de todos los gastos de envío y devolución de componentes y escogerá la empresa de 
transporte que se utilice para dicho servicio. 

Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de Hewlett Packard 
Enterprise, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado en el programa para 
Norteamérica, visite la página web de Hewlett Packard Enterprise CSR (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

Customer Self Repair 
Veel onderdelen in Hewlett Packard Enterprise producten zijn door de klant zelf te repareren, waardoor de 
reparatieduur tot een minimum beperkt kan blijven en de flexibiliteit in het vervangen van defecte onderdelen groter 
is. Deze onderdelen worden CSR-onderdelen (Customer Self Repair) genoemd. Als Hewlett Packard Enterprise (of 
een Hewlett Packard Enterprise Service Partner) bij de diagnose vaststelt dat de reparatie kan worden uitgevoerd 
met een CSR-onderdeel, verzendt Hewlett Packard Enterprise dat onderdeel rechtstreeks naar u, zodat u het 
defecte onderdeel daarmee kunt vervangen. Er zijn twee categorieën CSR-onderdelen: 

• Verplicht—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant verplicht is. Als u Hewlett Packard Enterprise 
verzoekt deze onderdelen voor u te vervangen, worden u voor deze service reiskosten en arbeidsloon in 
rekening gebracht. 

• Optioneel—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant optioneel is. Ook deze onderdelen zijn ontworpen 
voor reparatie door de klant. Als u echter Hewlett Packard Enterprise verzoekt deze onderdelen voor u te 
vervangen, kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van het type 
garantieservice voor het product. 

OPMERKING:  Sommige Hewlett Packard Enterprise onderdelen zijn niet ontwikkeld voor reparatie door de klant. 
In verband met de garantievoorwaarden moet het onderdeel door een geautoriseerde Service Partner worden 
vervangen. Deze onderdelen worden in de geïllustreerde onderdelencatalogus aangemerkt met "Nee". 

Afhankelijk van de leverbaarheid en de locatie worden CSR-onderdelen verzonden voor levering op de 
eerstvolgende werkdag. Levering op dezelfde dag of binnen vier uur kan tegen meerkosten worden aangeboden, 
indien dit mogelijk is gezien de locatie. Indien assistentie is gewenst, belt u het Hewlett Packard Enterprise Support 
Center om via de telefoon ondersteuning van een technicus te ontvangen. Hewlett Packard Enterprise vermeldt in 
de documentatie bij het vervangende CSR-onderdeel of het defecte onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet 
worden geretourneerd. Als het defecte onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet worden teruggezonden, 
moet u het defecte onderdeel binnen een bepaalde periode, gewoonlijk vijf (5) werkdagen, retourneren aan Hewlett 
Packard Enterprise. Het defecte onderdeel moet met de bijbehorende documentatie worden geretourneerd in het 
meegeleverde verpakkingsmateriaal. Als u het defecte onderdeel niet terugzendt, kan Hewlett Packard Enterprise u 
voor het vervangende onderdeel kosten in rekening brengen. Bij reparatie door de klant betaalt Hewlett Packard 
Enterprise alle verzendkosten voor het vervangende en geretourneerde onderdeel en kiest Hewlett Packard 
Enterprise zelf welke koerier/transportonderneming hiervoor wordt gebruikt. 

Neem contact op met een Service Partner voor meer informatie over het Customer Self Repair programma van 
Hewlett Packard Enterprise. Informatie over Service Partners vindt u op de Hewlett Packard Enterprise website 
(http://www.hpe.com/support/selfrepair). 

http://www.hpe.com/support/selfrepair
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Reparo feito pelo cliente 
Os produtos da Hewlett Packard Enterprise são projetados com muitas peças para reparo feito pelo cliente (CSR) 
de modo a minimizar o tempo de reparo e permitir maior flexibilidade na substituição de peças com defeito. Se, 
durante o período de diagnóstico, a Hewlett Packard Enterprise (ou fornecedores/parceiros da Hewlett Packard 
Enterprise) concluir que o reparo pode ser efetuado pelo uso de uma peça CSR, a Hewlett Packard Enterprise 
enviará a peça diretamente ao cliente. Há duas categorias de peças CSR: 

• Obrigatória—Peças cujo reparo feito pelo cliente é obrigatório. Se desejar que a Hewlett Packard Enterprise 
substitua essas peças, serão cobradas as despesas de transporte e mão-de-obra do serviço. 

• Opcional—Peças cujo reparo feito pelo cliente é opcional. Essas peças também são projetadas para o reparo 
feito pelo cliente. No entanto, se desejar que a Hewlett Packard Enterprise as substitua, pode haver ou não a 
cobrança de taxa adicional, dependendo do tipo de serviço de garantia destinado ao produto. 

OBSERVAÇÃO:  Algumas peças da Hewlett Packard Enterprise não são projetadas para o reparo feito pelo 
cliente. A fim de cumprir a garantia do cliente, a Hewlett Packard Enterprise exige que um técnico autorizado 
substitua a peça. Essas peças estão identificadas com a marca "No" (Não), no catálogo de peças ilustrado. 

Conforme a disponibilidade e o local geográfico, as peças CSR serão enviadas no primeiro dia útil após o pedido. 
Onde as condições geográficas permitirem, a entrega no mesmo dia ou em quatro horas pode ser feita mediante 
uma taxa adicional. Se precisar de auxílio, entre em contato com o Centro de suporte técnico da Hewlett Packard 
Enterprise para que um técnico o ajude por telefone. A Hewlett Packard Enterprise especifica nos materiais 
fornecidos com a peça CSR de reposição se a peça com defeito deve ser devolvida à Hewlett Packard Enterprise. 
Nos casos em que isso for necessário, é preciso enviar a peça com defeito à Hewlett Packard Enterprise, você 
deverá enviar a peça com defeito de volta para a Hewlett Packard Enterprise dentro do período de tempo definido, 
normalmente em 5 (cinco) dias úteis. A peça com defeito deve ser enviada com a documentação correspondente no 
material de transporte fornecido. Caso não o faça, a Hewlett Packard Enterprise poderá cobrar a reposição. Para as 
peças de reparo feito pelo cliente, a Hewlett Packard Enterprise paga todas as despesas de transporte e de 
devolução da peça e determina a transportadora/serviço postal a ser utilizado. 

Para obter mais informações sobre o programa de reparo feito pelo cliente da Hewlett Packard Enterprise, entre em 
contato com o fornecedor de serviços local. Para o programa norte-americano, visite o site da Hewlett Packard 
Enterprise (http://www.hpe.com/support/selfrepair).  

http://www.hpe.com/support/selfrepair
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リモートサポート（HPE通報サービス） 
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモートサ

ポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントをHewlett Packard Enterpriseに安全

な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われ

ます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。 

デバイスサポートについて詳しくは、次のWebサイト（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）
を参照してください。 

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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頭字語と略語 

CA 
certificate authority。認証機関 

 

CRL 
certificate revocation list。証明書失効リスト 

 

CSR 
certificate signing request。証明書署名要求 

 

DC 
domain controller。ドメインコントローラー 

 

DCC 
device control channel。デバイス制御チャネル 

 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol 

 

DN 
distinguished name。識別名 

 

DNS 
domain name system。ドメインネームシステム 

 

EBIPA 
Enclosure Bay IP Addressing。エンクロージャーベイIPアドレッシング 

 

EDPC 
Enclosure Dynamic Power Capping。エンクロージャー動的消費電力上限  

 

EEPROM 
electrical erasable programmable read only memory 

 

EFM 
Enclosure Firmware Management。エンクロージャーファームウェア管理 

 

ext2 
second extended file system 
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FAT32 
File Allocation Table with cluster values represented by 32-bit numbers。32ビットの数で表されるクラスターの値を

持つファイルアロケーションテーブル 
 

FIPS 
Federal Information Processing Standard 

 

FQDN 
Fully Qualified Domain Name。完全修飾ドメイン名 

 

FRU 
field replaceable unit。フィールド交換可能ユニット 

 

GC 
global catalog。グローバルカタログ 

 

HPESC 
Hewlett Packard Enterprise Support Center。Hewlett Packard Enterpriseサポートセンター 

 

HTTPS 
hypertext transfer protocol secure sockets 

 

I2C 
inter-integrated circuit 

 

iLO 
Integrated Lights-Out 

 

KVM 
keyboard, video, and mouse。キーボード、ビデオ、およびマウス 

 

LDAP 
Lightweight Directory Access Protocol 

 

LOM 
LAN on Motherboard 

 

MAC 
Media Access Control 

 

MMC 
Microsoft Management Console。Microsoftマネジメントコンソール 

 

NTP 
network time protocol。ネットワークタイムプロトコル 
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NVRAM 
nonvolatile memory。不揮発性メモリ 

 

PCI 
payment card industry 

 

PCIe 
PCI Express（Peripheral Component Interconnect Express） 

 

PEM 
Privacy Enhanced Mail 

 

PIC 
peripheral interface controller 

 

PIN 
Personal Identification Number。個人識別番号 

 

PKCS 
Public-Key Cryptography Standards 

 

PXE 
preboot execution environment 

 

RBSU 
ROM-Based Setup Utility。ROMベースセットアップユーティリティ 

 

RIBCL 
Remote Insight Board Command Language。リモートInsightボードコマンド言語 

 

RPM 
Red Hat Package Manager 

 

RSA 
Rivest, Shamir, and Adelman public encryption key 

 

SAM 
Security Account Manager 

 

SAS 
serial attached SCSI 

 

SLAAC 
Stateless address autoconfiguration。ステートレスアドレス自動設定 
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SOAP 
Simple Object Access Protocol 

 

SSH 
Secure Shell 

 

SSL 
Secure Sockets Layer 

 

SUV 
serial, USB, video。シリアル、USB、ビデオ 

 

TFA 
Two-Factor Authentication 

 

TFTP 
Trivial File Transfer Protocol 

 

TLS 
Transport Layer Security。トランスポート層セキュリティ 

 

TPM 
Trusted Platform Module 

 

UEFI 
Unified Extensible Firmware Interface 

 

UID 
unit identification。ユニット識別子 

 

VC 
Virtual Connect 

 

VCM 
Virtual Connect Manager 

 

VLAN 
virtual local-area network。仮想ローカルエリアネットワーク 

 

VM 
Virtual Machine。仮想マシン 

 

VSP 
virtual serial port。仮想シリアルポート 
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Ａ 

AC冗長化、選択   253 
AC冗長化、喪失   252、253 

Ｂ 

[Blade and Port Info]画面   37 
BladeSystemネットワークアーキテクチャー   19 

Ｃ 

CA（認証機関）   325 
CD-ROMドライブ   141、143 
[Chat Mode]画面   41 
CLI、アクセス拒否   323 
CLI（コマンドラインインターフェイス）   296 
CSR、サブジェクトフィールド   349 
CSR、生成   337、338 
CSR生成エラー   323 

Ｄ 

DHCPv6アドレス   182 
DNSサーバー   197 
DVD-ROMのインストール   143 
DVD接続   203、211 
DVDドライブ   141、143、211 
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）   74、114、

116、182、197 
Dynamic Power   30、81、253 

Ｅ 

EBIPA for IPv4   135 
EBIPA for IPv6   137 
EBIPA構成ガイドライン   63、132 
EBIPA、サーバーベイ   63 
EBIPA、設定   63 
[Enclosure Info]画面   38 
[Enclosure Settings]画面   37 

Ｆ 

FIPSモード、有効   55、125 
FQDNリンクのサポート   94、203、215、245、247 

Ｈ 

Hewlett Packard Enterpriseテクニカルサポート   358、366 
Hewlett Packard EnterpriseのWebサイト   358 
Hewlett Packard Enterpriseへのご連絡   358 

Hewlett Packard Enterprise連絡先情報   358 
HPE BladeSystem Insight Display   27 
HPE BladeSystem Insight Display、[Main Menu]   35 
HPE BladeSystem Insight Display、[Chat Mode]画面   41 
HPE BladeSystem Insight Display、[Enclosure Info]画

面   38 
HPE BladeSystem Insight Display、[Enclosure Settings]画

面   37、38 
HPE BladeSystem Insight Display、[Health Summary]オプ

ション   36 
HPE BladeSystem Insight Display、[KVM Menu]画面   45 
HPE BladeSystem Insight Display、[Turn Enclosure UID 

On/Off]オプション   40 
HPE BladeSystem Insight Display、USB Key Menu   42 
HPE BladeSystem Insight Display、[View User Note]画

面   41 
HPE BladeSystem Insight Display、アクセス   29 
HPE BladeSystem Insight Display、エンクロージャーの設

定   30 
HPE BladeSystem Insight Display、操作   35 
HPE BladeSystem Insight Displayのエラー   45、46 
HPE BladeSystem Insight Displayのコンポーネント   27 
HPE SSO統合   291 

Ｉ 

I/O拡張ブレード情報   244 
I/O拡張ブレードステータス   242 
iLOのリセット   203 
iLO、プロセッサー情報   215 
iLO、リモート管理   215 
iLO連携対応   215 
IML（インテグレーテッドマネジメントログ）   214 
Insight Display   27、28、29、294 
Insight Display、[KVM Menu]画面   45 
Insight Display、[USB Key Menu]画面   42 
Insight Display、アクセス   29 
Insight Display、操作   35 
Insight Displayのエラー   45 
Insight Displayの画面、[Chat Mode]   41 
Insight Displayの画面、[Enclosure Info]   38 
Insight Displayの画面、[Enclosure Settings]   30、37 
Insight Displayの画面、[Health Summary]   36 
Insight Displayの画面、[Turn Enclosure UID On/Off]   40 
Insight Displayの画面、[View User Note]   41 
Insight Displayのコンポーネント   27、28 
Insight Remote Supportの登録   160 
Insight Remote Supportの登録解除   160 
[IPv4設定]タブ   114 
IPv6静的アドレス   74、116、182 
[IPv6設定]タブ   116、121、122、127 
IPv6の有効化   116 

索引 
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IPv6、有効化   74、116 
IPアドレスアクセス、制限   122 
IP設定、エンクロージャー   114 
ISOイメージ   141、203 

Ｋ 

[KVM Menu]画面   45 
KVM、使用   181 

Ｌ 

LDAP+TFA認証   348 
LDAPグループ、追加   285 
LDAPグループ、ネスト   69、72、278 
LDAPグループのテスト   282 
LDAPグループ、編集   287 
LDAP、認証とアクセス制御   325、348 
LDAP認証、有効化   72、278 
LED、ユニット識別子（UID）   45 
Linuxサポート   296 
Location Discovery Service   14、94、97、101、104 

Ｎ 

[NICオプション]タブ   121 
NIC情報   209 
NIC設定   114、121、197 

Ｏ 

Onboard Administrator UID、切り替え   197 
Onboard Administrator、インターフェイス   12 
Onboard Administratorエラー   305 
Onboard Administrator管理、概要   11 
Onboard Administrator、冗長化   8 
Onboard Administrator、初期実行   13 
Onboard Administrator、操作   88 
Onboard Administratorの概要   8 
Onboard Administratorの名前   197 
Onboard Administratorへのアクセス   10、14 
Onboard Administratorへのサインイン   14 
Onboard Administratorモジュール   25 
Onboard Administratorモジュールの取り付け   25 
OpenSSL構成ファイル   334 

Ｒ 

Remote Support、前提条件   160 
Remote Support、データ収集   160、167 
Remote Support、登録解除   160 

Ｓ 

[SNMP設定]画面   131 
SNMPの設定   81、131 
[SSH管理]   290 
SSHバージョン、サポート済み   290 
SSH、有効化   122 

SSLバージョン、サポート済み   290 
SSO（シングルサインオン）   291 

Ｔ 

TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol）   197 

TCP/IP設定、スタンバイOnboard Administratorからアクセ

ス   197 
TCP/IP設定   74、114、182、197 
Telnet、有効化   122 
TFA+LDAP認証   348 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol

（TCP/IP）   197 
Two-Factor認証   292、332、335、336 
Two-factor認証、CAおよび証明書に関する情報   352 
Two-factor認証、CLI構成例   351 
Two-factor認証、LDAP   348 
Two-factor認証、OA GUIへのログイン   348 
Two-factor認証およびLDAPのトラブルシューティン

グ   350 
Two-Factor認証、概要   332 
Two-factor認証、公開キーインフラストラクチャ   332 
Two-Factor認証、サーバー証明書   336 
Two-Factor認証、証明書の確認   323、340 
Two-Factor認証、証明書の保存   341 
Two-factor認証、証明書用ディレクトリの構成   334 
Two-Factor認証、有効化   292 
Two-factor認証、ユーザーキーの作成   338 
Two-Factor認証、ユーザー証明書   277、292、338、340、

341 
Two-factor認証、リカバリプラン   343 
Two-factor認証、ローカルユーザーアカウントの設定   343 
Two-factor認証、ローカルユーザーおよびLDAPグループア

カウントを使用した設定   332 

Ｕ 

UEFI、ブートモード   209 
[USB Key Menu]画面   42 
USBキー、サポート   141、190、203 
USBデバイス   181 
[User Note]画面   41 

Ｖ 

Virtual Connect Manager   114 
VLAN、設定   153、154、156 
VLANの追加   156 
VLANの編集   156 

Ｗ 

Webアクセス、有効化   122 
Webサイト、Hewlett Packard Enterprise   358 

あ 

[アクティブOnboard Administrator]画面   179 
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[アクティブOnboard Administrator]の[TCP/IP設定]   182 
[アクティブOnboard Administrator]の[仮想ボタン]タ

ブ   180 
[アクティブOnboard Administrator]の[言語パック]タ

ブ   193 
[アクティブからスタンバイ]   141 
アジアタイムゾーン   355 
アドホックDVDアクセス   153 
アフリカタイムゾーン   353 
アメリカタイムゾーン   354 
アラート   45、46 
暗号   125 
暗号化プロトコル   125 

い 

イベント障害   176 
イベントログ   167 
インターコネクトベイ   245、247 
インターコネクトベイ、[UID状態]メニュー   245 
インターコネクトベイ、概要   245 
インターコネクトベイ、[仮想電源]メニュー   245 
インターコネクトベイ、仮想ボタン   250 
インターコネクトベイ、管理URL情報   245 
インターコネクトベイ、ステータス情報   249 
インターコネクトベイ、パワーシーケンス   112 
インターコネクトベイ、ポートマッピング   251 
インターフェイス   12 
インターフェイスの操作   88 

え 

エラー、Insight Display   45 
エラー、位置   46 
エラー、構成   46 
エラー、デバイス障害   46 
エラー、電源   45 
エラー、取り付け   46 
エラー、ファン   45 
エラーメッセージ   305 
エラー、冷却   45 
エンクロージャーUID、切り替え   104 
エンクロージャー、仮想ボタン   104 
エンクロージャー、管理   11、178 
エンクロージャー管理モジュールの取り付け   25 
エンクロージャー、設定   103、104 
エンクロージャー、選択   57、104 
エンクロージャー、電源切断   178 
[エンクロージャー動的消費電力上限]   252 
エンクロージャーのステータス情報   14、104 
エンクロージャーの設定   104 
エンクロージャーのリンク   178 
エンクロージャーファームウェア管理ログ   176、235 
エンクロージャーベイIPアドレッシング（EBIPA）   132 
エンクロージャー、リンク   178 

お 

オセアニアタイムゾーン   356 

か 

概要   8 
拡張システムログ   194 
仮想デバイス   141、211 
仮想電源   211 
仮想ボタン   104、180、197、211、244、250 
仮想ボタン、Onboard Administrator   180、197 
仮想ボタン、エンクロージャー   104 
仮想ボタン、サーバーベイ   211、250 
仮想メディア、トラブルシューティング   323 
[管理者アカウントセットアップ]   61 

き 

既知の問題   321、322、323 
強化パスワード   55、125 
強力な暗号   55、125 
強力な暗号化の実施   55、125 
極地タイムゾーン   357 

く 

グラフィカルビューの操作   91 

け 

ゲートウェイアドレス   63、74、114、116、135、137、
197 

ケーブル接続   25 
ケーブル接続、Onboard Administratorモジュール   25 
権限レベル   275、285、287 
言語パック   193 
現在のデフォルトゲートウェイ   182、197 

こ 

構成エラー   46 
高度なセキュリティ設定   125 
コネクター、シリアル   298 
コマンドラインインターフェイス   296 
コマンドラインインターフェイス（CLI）   296 
コンポーネント、識別   10 

さ 

サーバー情報   209 
サーバーの起動オプション   213 
サーバーブレード、パートナー   304 
サーバーブレード、FRU情報   209 
サーバーブレードUID、切り替え   203 
サーバーブレード、仮想デバイス   211 
サーバーブレード、ステータス情報   209、244 
サーバーブレード、電源のリセット   203 
サーバーベイ、情報   205 
サービスポートのケーブル接続   298 
[サインインしているユーザー]   293 
サブネットマスク   197 
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し 

システムログ   194、195、203 
システムログ、拡張   194 
重大アラート   45 
出荷時設定、リセット   301 
手動アップデート   175、176、232 
手動検出   175、232 
冗長化   8 
消費電力上限   252、253 
証明書管理   185 
証明書サービス、概要   325 
証明書のアップロード   281 
証明書、リクエスト   201 
シリアルポート   298 
[信頼されたホスト]タブ   122、124 
信頼済みIPアドレス   122 

す 

スクリプトファイル   58 
スタンバイOnboard Administratorの[証明書リクエスト]タ

ブ   201 
スタンバイからアクティブへ   203 
スタンバイ状態のOnboard Administratorモジュール   196 
ステータス情報、I/O拡張ブレード   242 
ステータス情報、Onboard Administrator   179、196 
ステータス情報、電源装置   265 
ステータス情報、ファン   267 
ストレージブレード   239 

せ 

製品販売店   358 
セキュアブート   209 
セキュアブート、ファームウェア管理の制限事項   203、

213、232 
セキュリティ暗号   125 
セキュリティ設定   125 
セキュリティプロトコル   125 
[セッションオプション]   293 
セッションタイムアウト設定   293 
接続エラー、再起動後   124、323 
設定、NIC   197 
設定、エンクロージャー   104 
設定スクリプト、使用   300 
設定の管理   58 
設定、パスワード   278 
セットアップウィザード、使用   17、53 

た 

ダイナミックDNS   74、114、116、121 

ち 

注意   45 
注意アラート   45 

つ 

ツリー操作   88 

て 

ディレクトリグループ、設定   69、285、287 
ディレクトリグループ、追加   285 
ディレクトリグループの追加   285 
ディレクトリ証明書、情報   281 
[ディレクトリ設定]   72、278、325 
ディレクトリ[設定のテスト]   282 
ディレクトリの証明書、アップロード   282 
ディレクトリログイン、テスト   329 
ディレクトリログインのテスト   329 
テクニカルサポート   358 
テスト、ディレクトリサービス   282 
テスト、リモートログ   195 
[デバイス概要]   139 
デバイス障害エラー   46 
デバイスベイ   203 
デバイスベイ、概要画面   203 
デバイスベイ、[ステータス]タブ   205、209 
デフォルトゲートウェイ   182 
電源エラー   45 
電源管理   81、252、253 
電源管理オプション   81 
電源管理計画   252 
電源切断   178 
電源装置   264 
電源装置冗長化、選択   81、253 
電源装置、ステータス   264、265 
電源の管理   253 
電源の冗長性、喪失   81、253 
[電力および温度]画面   252 

と 

統合リモートコンソール（IRC）   323 
[匿名データ]タブ   124 
トポロジモード   96 
トラブルシューティング   305 
トラブルシューティング、ファームウェアアップグレード

ユーティリティ   305 
取り付けエラー   46 

な 

ナビゲーション   88 

ね 

ネットワークアクセス、設定   74、122、127 
ネットワーク設定   74 
ネットワークの問題   322 

は 

パスワード、強化   55、125、278 
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[パスワード設定]   278 
パスワードのリカバリ、管理者   18 
パワーシーケンス、インターコネクトベイ   112 

ひ 

日付と時刻   112 
表示言語   54 
ピンの割り当て   298 

ふ 

ファームウェアアップグレードユーティリティ、トラブル

シューティング   305 
[ファームウェアアップデート]   190 
ファームウェア、ダウングレード   190 
ファームウェアの概要   101 
ファームウェアの更新ソース   190 
ファームウェアバージョン、表示   101、237 
ファームウェアバージョン、不規則的   238 
ファイルのダウンロード   358 
ファンエラー   45 
ファンサブシステム、ステータス   267 
ファンステータス   267 
ファンの管理   266、267 
ブートモード   209、211 
フェイルオーバー   127 
フェイルオーバー、強制   141 
ブラウザー、トラブルシューティング   321 
ブラウザー要件   10、321 
フラッシュディザスタリカバリ   16 
プロトコル制限   122 

へ 

ヘルプ資料   18、358 
ヘルプの使用   18 

ほ 

ポートマッピング、AMC Telco   220、227 
ポートマッピング、インターコネクトベイ   251 
ポートマッピング、グラフィカルビュー   218、223 
ポートマッピング、サーバーブレード   218、220、223、

304 
ポートマッピング、ノードサーバーブレード   218、220、

223 

ま 

マネジメントコンソール、iLOリモート管理   215 
マネジメントコンソール、インターコネクト   245、247 

も 

モジュールの取り付け   25 
問題の診断   305 

ゆ 

ユーザーアカウント   12 
ユーザーアカウント、削除   62、273 
ユーザーアカウント、追加   62、273 
ユーザーアカウントの削除   62、273 
ユーザーアカウント、変更   62 
ユーザー管理   272 
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