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1 概要
RESTful インターフェイスツールは、RESTful API を利用する Hewlett Packard Enterprise 製
品を管理できるコマンドラインインターフェイスです。ツールのこのリリースでは、iLO 4 2.00
以降を実行している HPE Gen9 サーバーを、iLO RESTful API を介して管理できます。ツール
は、ご使用のコンピューターにインストールしてリモートで使用することも、Windows OS ま
たは Linux OS を搭載するサーバーにローカルでインストールすることもできます。ツールを
手動で使用して個々のコマンドを実行するほか、スクリプトを作成してタスクを自動化するこ
ともできます。

RESTful インターフェイスツールでは、以下のパラメーターを表示して設定できます。

• HPE BIOS/UEFI（セキュアブートを含む）

• HPE iLO 4
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2 インストール
RESTful インターフェイスツールのインストールと起動

プロセスの概要：

1. 「要件」 (6 ページ)
2. 「RESTful インターフェイスツールによって使用される JSON スキーマの更新」 (6 ペー
ジ)

3. 「RESTful RESTful インターフェイスツールのインストール」 (6 ページ)
4. 「RESTful インターフェイスツールの起動」 (7 ページ)

要件

このツールを使用して管理するサーバーの要件は次のとおりです。

• ローカル管理：Windows OS または Linux OS（64 ビット）がインストールされている
Gen9 サーバー（ツールをサーバーにローカルでインストールする場合）

• リモート管理：OS がインストールされている、またはインストールされていない Gen9
サーバー

• iLO 4 2.00 以降。

• インストールパッケージは、http://www.hpe.com/info/resttool （英語）からダウンロー
ドできます。

RESTful インターフェイスツールによって使用される JSON スキーマの更新
iLO 2.10 以降および RESTful インターフェイスツール 1.30 以降を使用している場合、JSON
スキーマは自動的に更新されます。iLO の以前のバージョンまたは RESTful インターフェイス
ツールの以前のバージョンを使用している場合、\hp_restful_api ディレクトリにある SPP
から最新の JSON スキーマを手動で入手する必要があります。適切なディレクトリにスキーマ
ファイルをコピーします。

• Windows
\Program Files\Hewlett Packard Enterprise\HP RESTful Interface Tool\

• Linux
/usr/share/hprest

一部の新機能ではアップデート済みのファームウェア（iLO ファームウェアバージョン 2.10 以
上および最新の BIOS ファームウェア）が必要です。

RESTful RESTful インターフェイスツールのインストール
以下のインストール手順で、Windows OS または Linux OS にツールをインストールする方法
について説明します。

Windows
1. RESTful インターフェイスツール（Windows MSI パッケージ）を http://www.hpe.com/

info/resttool （英語）からダウンロードします。
2. ローカル管理で管理するサーバーにパッケージをインストールします。リモート管理の場
合は、管理対象サーバーネットワークにアクセスできるラップトップまたはサーバーで
パッケージをインストールします。

Linux
1. Red Hat、SUSE の場合には、RESTful インターフェイスツール（Linux RPM パッケージ）

を http://www.hpe.com/info/resttool （英語）からダウンロードします。Debian、Ubuntu
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の場合には、SDR（http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/hprest/pool/non-free/
）（英語）からダウンロードします。

2. ローカル管理で管理するサーバーにインストールパッケージをインストールします。リ
モート管理の場合は、管理対象サーバーネットワークにアクセスできるラップトップまた
はサーバーでパッケージをインストールします。

RESTful インターフェイスツールの起動

Windows
1. [スタート] メニューをクリックします。
2. [Hewlett Packard Enterprise]→[HPE RESTful Interface Tool] をクリックします。
3. [HPE RESTful Interface Tool] プロンプトを右クリックして、[管理者として実行]をクリッ

クします。

Linux
1. ターミナルウィンドウを開きます。

2. /usr/sbin/hprest コマンドを実行して（管理者権限を使用）、対話型モードを開始し
ます。

RESTful インターフェイスツールのインストールと起動 7

http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/hprest/pool/non-free/


3 RESTful インターフェイスツールの使用法
RESTful インターフェイスツールの操作モード

RESTful インターフェイスツールには、3 つの操作モードがあります。デフォルトでは、RESTful
インターフェイスツールを起動すると、対話型モードが使用されます。スクリプタブルモード
では、RESTful インターフェイスツールにコマンドを提供するスクリプトを使用できます。
ファイルベースモードでは、RESTful インターフェイスツールにコマンドを提供するスクリプ
トを使用でき、ファイルを使用して設定をロードおよび保存することができます。

対話型モード

RESTful インターフェイスツールを、コマンドラインパラメーターを指定しないで実行する
と、対話型モードが開始されます。hprest> プロンプトが表示され、一度に 1 つずつコマン
ドを入力できます。対話型モードを終了するには、プロンプトでexit コマンドを入力します。
Windows システムで、hprest.exe をダブルクリックして対話型セッションを開始します。
hprest.exe を実行するには管理者である必要があります。

スクリプタブルモード

スクリプタブルモードは、外部入力ファイルを使用してすべてのコマンドをスクリプト化する
場合に使用します。スクリプトには、サーバーオブジェクトのプロパティの取得や設定に使用
できる RESTful インターフェイスツールコマンドラインがリスト形式で含まれます。
たとえば、次のスクリプトを呼び出して、HpBios タイプに関する情報を取得できます。
:: This is a batch file that logs into a remote server,
:: selects the HpBios type, and gets the BootMode value

:: Usage ::
:: selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
@echo off

set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
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if %argC% LSS 3 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
goto :EOF

:main
@echo *****************************************
@echo ************* Logging in... *************
@echo *****************************************
hprest.exe login %1 -u %2 -p %3
@echo *****************************************
@echo ******* selecting HpBios type... ********
@echo *****************************************
hprest.exe select HpBios.
@echo *****************************************
@echo ********** getting BootMode... **********
@echo *****************************************
hprest.exe get BootMode
pause

上記のスナップショットは、動作中のスクリプトを示しています。まず、HpBios タイプを選
択し、続いて get コマンドを使用して、HpBios のBootMode プロパティに関する情報を取得
しています。

ファイルベースモード

ファイルベースモードでは、設定をファイルに保存し、ファイルからロードすることができま
す。これは、CONREP で使用される conrep.dat ファイルと似ています。ファイルベース
モードは、JSON 形式をサポートしています。
次のスクリプトでは、ファイルの保存、編集、およびサーバーへのロードを行えます。

:: This a file-based edit mode helper for RESTful Interface Tool
:: 1. Run to download selected type to a file called hprest.json
:: 2. Edit the hprest.json file to make changes.
:: 3. Press any key running batch program to continue with program,
:: uploading the newly edited program to the server.

:: Usage ::
:: saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
:: Specify a type with the SELECTOR tag, and
:: save to a file called FILENAME
@echo off
set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
if %argC% LSS 2 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
@echo specify a type with the SELECTOR tag, and
@echo save to a file called FILENAME
goto :EOF

:main
hprest.exe login
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hprest.exe save --selector=%1 --json -f %2
@echo Edit the file, then:
pause
hprest.exe load -f %2

このスクリプトを実行すると、次の結果が作成されます。

ここでは、HpBios タイプは hprest1.json というファイルに保存されます。次に、プロパ
ティを変更した後、load コマンドを使用してサーバーでこれらの変更を行います。構成の保
存後、hprest1.json ファイルは、次のようになります。
{
"Comments":{
"Manufacturer": "HP",
"Model": "ProLiant DL360 Gen9",
"BIOSFamily": "P89",
"BIOSDate": "05/03/2015"
}
},
{
"HpBios.1.2.0": {
"/rest/v1/systems/1/bios/Settings": {
"AcpiRootBridgePxm": "Enabled",
"AcpiSlit": "Enabled",
"AdminName": "Jean Kranz",
...
"WakeOnLan": "Enabled"
}
}
}
}
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HpBios のプロパティはここで編集してから、サーバー上にロードできます。サーバーにファ
イルがロードされるとき、読み取り専用の値には変更内容は反映されません。スペースの制約
上、この例ではリストが途中から省略されています。

エラーコード
以下に示すエラーコードは、管理対象サーバーではなく、RESTful インターフェイスツールに
よって返されます。

説明

エ
ラー
コー
ド

構成ファイルの読み込み中に、発生するエラーです。詳しくはエラーメッセージを参照してください。1

有効になっていないコマンドを起動しようとしたときに発生するエラーです。2

HPREST コマンドライン構文が無効です。コマンドラインパラメーターの一覧を表示するには、-h パラメーターを
使用してください。

3

入力 JSON ファイルが無効な形式です。4

Windows ユーザーが管理者ではありません。5

操作の内容が見つかりません。6

無効なファイル入力によりエラーが発生しています。7

変更が行われていないか、または見つかりません。8

有効な情報がないためエラーが発生しています。9

ユーザーのコマンドライン入力の解析中に発生するエラーです。詳しくはエラーメッセージを参照してください。10

コマンドライン入力の解析中に発生する警告です。詳しくはエラーメッセージを参照してください。11

個々のコマンドの使用法が無効です。個々のコマンドラインパラメーターを表示するには、-h パラメーターを使用し
てください。

12

存在しないコマンドを起動しようとしたときに発生するエラーです。13

アクティブなクライアントがない（通常は、ユーザーがログインしていない）場合に発生します。21

ログイン中に、別のインスタンスに対して操作を試みたときに発生するエラーです。22

存在しないインスタンスを選択しようとしたときに発生するエラーです。23

選択していないオブジェクトタイプにアクセスしようとしたときに発生するエラーです。24

フィルターの使用中に、選択していないオブジェクトタイプにアクセスしようとしたときに発生するエラーです。25

選択していないオブジェクトタイプを設定しようとしたときに発生するエラーです。26

選択した引数と一致するものが何もない場合に発生するエラーです。27

スキーマファイルとユーザー入力を照合したときに発生するエラーです。28

Rich Infrastruture Services（RIS）で ID トークンが欠落しています。29

RIS セッションが期限切れになりました。30

選択したサーバーへのアクセスを何度か試みてその回数が上限に達したときに発生するエラーです。31

無効な iLO 認証情報が指定されたときに発生します。32

正しい認証情報が指定されているのにサーバーが応答しない場合に発生するエラーです。33

CHIF ドライバーがありません。34
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説明

エ
ラー
コー
ド

CHIF に DLL がありません。35

予期しない応答が発生したため、エラーが発生しました。36

iLO のエラーが原因で、エラーが発生しました。37

BLOB の作成を試みているときにエラーが発生しました。38

BLOB の読み取りを試みているときにエラーが発生しました。39

同じ設定エラー。40

ファームウェアのアップデートエラー。41

ブート順序エントリーのエラー。42

NIC の欠落または無効エラー。43

現在、確立しているセッションはありません。44

コミット操作中の障害45

複数サーバー構成の障害51

複数サーバー入力ファイルのエラー。52

スキップ設定の読み込みエラー。53

値の変更を試みているときに、エラーが発生しました。61

BLOB の書き込みを試みているときに、エラーが発生しました。70

BLOB の削除を試みているときにエラーが発生しました71

BLOB の終了を試みているときにエラーが発生しました72

BLOB が見つかりませんでした73

BIOS プロバイダーの登録が解除されています。この問題について詳しくは、ドキュメントを参照してください。100

サーバーの設定を操作しているときに発生する一般的なエラーです。詳しくは、エラーメッセージを参照してくださ
い。

255

その他のエラー

次のエラーメッセージが発生する可能性があります：Missing token required for
operation. Please add the proper token. このエラーを解決するには、コマンドを
実行する際に、サーバーの BIOS パスワードを追加します。

構成ファイル （hprest.conf）
構成ファイルには、ツールのデフォルト設定が記載されています。ツールのデフォルト動作
は、テキストエディタで変更できるため（例：サーバーの IP アドレス、ユーザー名、パスワー
ドの追加）、ツールを使用するたびにこれらの情報を入力する必要がなくなります。

構成ファイルの場所：

• Windows OS の場合：ツールを起動する実行可能ファイルと同じ場所。

• Linux OS の場合：/etc/hprest/hprest.conf

Windows のデフォルトの構成ファイル
[hprest]
#hprest reads the following environment variables, and applies them at runtime.
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#Note that they can be overridden by command line switches.

##### Log Settings #####
##########################################
# directory where hprest writes its log file
# logdir = .\hprest_logs

##### Cache Settings #####
##########################################
# option to disable caching of all data
# cache = False

##### Credential Settings #####
##########################################
# option to use the provided url to login
# url = https://127.0.0.1

# option to use the provided username to login
# username = admin

# option to use the provided password to login
# password = password

##### Commit Settings #####
##########################################
# flag to commit in all places where applicable
# commit = True

##### Output Default Settings #####
##########################################
# flag to change output format in all places where applicable
# format = json

##### Schema Default Settings #####
##########################################
# directory where hprest will look for ilo schemas
# iloschemadir = .\

# directory where hprest will look for bios schemas
# biosschemadir = .\

##### Default Save/Load Settings #####
##########################################
# option to set default save output file
# savefile = hprest.json

# option to set default load input file
# loadfile = hprest.json

Linux のデフォルトの構成ファイル
[hprest]
#hprest reads the following environment variables, and applies them at runtime.
#Note that they can be overridden by command line switches.

##### Log Settings #####
##########################################
# directory where hprest writes its log file
# logdir = /var/log/hprest/
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##### Cache Settings #####
##########################################
# option to disable caching of all data
# cache = False

##### Credential Settings #####
##########################################
# option to use the provided url to login
# url = https://127.0.0.1

# option to use the provided username to login
# username = admin

# option to use the provided password to login
# password = password

##### Commit Settings #####
##########################################
# flag to commit in all places where applicable
# commit = True

##### Output Default Settings #####
##########################################
# flag to change output format in all places where applicable
# format = json

##### Schema Default Settings #####
##########################################
# directory where hprest will look for ilo schemas
# iloschemadir = /usr/share/hprest/

# directory where hprest will look for bios schemas
# biosschemadir = /usr/share/hprest/

##### Default Save/Load Settings #####
##########################################
# option to set default save output file
# savefile = hprest.json

# option to set default load input file
# loadfile = hprest.json
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4 RESTful インターフェイスツールのコマンド
グローバルコマンド

このセクションでは、RESTful インターフェイスツールの一般的なコマンドについて、それぞ
れのコマンドとその使用法、および例を示します。ここには、コマンドの使用に関するヘルプ
の表示、サーバープロパティに対する変更内容の表示、取得、修正、およびコミット、サー
バーに対する認証およびログインとログアウトなどの操作を実行するために使用するコマンド
が含まれています。

Help コマンド

構文

help [コマンド] [オプションのパラメーター]

説明

個々のコマンドのコマンドライン構文およびヘルプメニューを表示します。コマンドの詳細を
確認する場合やコマンドを使用するためのヘルプが必要な場合は、このコマンドを使用しま
す。また、使用可能なコマンドとオプションをすべて表示する場合は、特定のコマンドを指定
せずに help コマンドを使用できます。

パラメーター

• コマンド

ヘルプを表示するコマンドを指定した場合、このコマンドは指定されたコマンドに対応す
るヘルプメッセージと、このコマンドに関連するオプションを表示します。

注記: コマンドを指定しなかった場合、help コマンドは使用可能なすべてのコマンドと
オプションに関するヘルプを表示します。

• -h、--help

–h または –help コマンドを付けて help コマンドを実行すると、help コマンドの使用方
法に関する情報が表示されます。

• -c ファイル、--config= ファイル

デフォルトの構成ファイルではなく、指定した構成ファイルを使用します。

• --cache-dir= パス

データをキャッシュする場所として、指定したディレクトリを使用します（デフォルトの
位置：C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\.hprest）。

グローバルオプション

-v、--verbose

冗長情報を表示します。

-d、--debug

デバッグ情報を表示します。

--nocache

実行中、アプリケーションはメモリにのみデータを一時的に保存します。

--nologo

著作権情報およびロゴをブロックする場合に含めます。

--latestschema
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オプションで、ファイルによって要求されたスキーマではなく、最新のスキーマを使用しま
す。注：このことが原因で、スキーマバージョンの違いが生じ、一部のデータの取得でエラー
が発生する可能性があります。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > help
Usage: hprest [GLOBAL OPTIONS] [COMMAND] [ARGUMENTS] [COMMAND OPTIONS]

help - Displays command line syntax and help menus
for individual commands. Example: help login

login - Connects to a server, establishes a secure
session, and discovers data from iLO.

types - Displays all selectable types within the
currently logged in server.

select - Selects the object type to be used.
get - Displays the current value(s) of a

property(ies) within a selected type.
list - Displays the current value(s) of a

property(ies) within a selected type
including reserved properties.

info - Displays detailed information about a
property within a selected type.

set - Changes the value of a property within the
currently selected type.

status - Displays all pending changes within a
selected type that need to be committed.

commit - Applies all the changes made during the
current session.

save - Saves the selected type's settings to a file.
load - Loads server configuration settings from a

file.
logout - Ends the current session and disconnects from

the server.
exit - Exits from the interactive shell.

BIOS COMMANDS
bootorder - Displays and sets the current boot order.
biosdefaults - Set the currently logged in server to default

BIOS settings.
iscsiconfig - Displays and configures the current iscsi

settings.
results - Show the results of a BIOS change after a

server reboot.

iLO COMMANDS
reboot - Reboot the current logged in server.
iloreset - Reset iLO on the current logged in server.
firmwareupdate - Perform a firmware update on the currently

logged in server.
serverstate - Returns the current state of the server.

RAW COMMANDS
rawget - This is the raw form of the GET command.
rawpost - This is the raw form of the POST command.
rawput - This is the raw form of the PUT command.
rawdelete - This is the raw form of the DELETE command.
rawhead - This is the raw form of the HEAD command.
rawpatch - This is the raw form of the PATCH command.
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help を入力すると、使用可能なすべてのコマンドのグローバルな hprest オプションと help
オプションが一覧表示されます。

コマンド例 2
hprest > help login

Usage: login [URL] [USER] [PASSWORD]

To login remotely run using iLO url and iLO credentials
example: login <iLO url> -u <iLO username> -p <iLO password>

To login on a local server run without arguments
example: login

Options:
-h, --help show this help message and exit
-u USER, --user=USER use the provided iLO username to login
-p PASSWORD, --password=PASSWORD

use the provided iLO password to login
--includelogs use this flag to include logs in the data retrieval
--selector=SELECTOR use the provided type as the current selection
--filter=FILTER use the provided filter for the current selection

usage: --filter [FILTER_ATTRIBUTE=FILTER_VALUE]
--path=PATH starting point for data collection

default: /rest/v1
--biospassword=BIOSPASSWORD

use the provided password for second level BIOS
authentication

特定のコマンドを指定すると、そのコマンドに関するヘルプが表示されます。

コマンド例 3
hprest > login -h

Usage: login [URL] [USER] [PASSWORD]

To login remotely run using iLO url and iLO credentials
example: login <iLO url> -u <iLO username> -p <iLO password>

To login on a local server run without arguments
example: login

Options:
-h, --help show this help message and exit
-u USER, --user=USER use the provided iLO username to login
-p PASSWORD, --password=PASSWORD

use the provided iLO password to login
--includelogs use this flag to include logs in the data retrieval
--selector=SELECTOR use the provided type as the current selection
--filter=FILTER use the provided filter for the current selection

usage: --filter [FILTER_ATTRIBUTE=FILTER_VALUE]
--path=PATH starting point for data collection

default: /rest/v1
--biospassword=BIOSPASSWORD

use the provided password for second level BIOS
authentication

コマンドに関する詳細を一覧表示する代替構文。
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Login コマンド

構文

login [URL] [ユーザー] [パスワード] [オプションのパラメーター]

説明

iLO からサーバーに接続して、セキュアセッションを確立し、データを検出します。サーバー
に接続するには、login コマンドを使用します。このコマンドは、セキュアセッションを確立
し、iLO からデータを検出します。ローカルサーバーにログインする場合は、引数を付けずに
コマンドを実行します。ローカルサーバーにログインしない場合は、以下を参照してくださ
い。

パラメーター

• URL

指定された URL にあるサーバーに接続します。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名

指定されたユーザーとしてサーバーに接続します。

• -p パスワード

指定のユーザーに対応するパスワードでサーバーに接続します。

• --includelogs

オプションで、includelogs フラグの設定を選択します。選択した場合、データの取得
プロセスにログが含まれます。

• --selector= セレクター

オプションで、selector フラグを含めると、現在のコマンドを実行するタイプを選択で
きます。別のコマンドを入力せずにタイプを選択する場合、または現在選択しているもの
とは異なるタイプを使用する場合は、このフラグを使用します。

• --filter [フィルター属性 = フィルター値]

オプションで、フィルター属性のフィルター値を設定します。現在選択しているタイプに
対し、指定したフィルターが使用されます。

注記: 結果を絞り込む場合は、このフラグを使用します。たとえば、一般的なタイプを
選択すると、そのタイプのすべてのオブジェクトが返される可能性があります。これらの
オブジェクトの 1 つだけについてプロパティを変更する場合は、filter フラグを使用し
て、プロパティに基づいて結果を絞り込みます。

• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは/rest/v1 になります。

注記: path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグでパスは変更されません。login コマンド以外のコマンドを入力し
ているが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。
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• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password --selector=HpBios.

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select
Current selection: 'HpBios.'

リモートからログインするには、サーバーの URL、ユーザー名、およびパスワードを入力しま
す。ここでは selector タグが含まれているので、ユーザーがログインすると、HpBios タイプ
が選択されます。select コマンドを入力すると、HpBios タイプが実際に選択されていること
がわかります。

コマンド例 2
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password --path=/rest/v1/systems/1/bios

Discovering data from iLO.....Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > types
Type options:
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpBiosMapping.1.2.0
HpServerBootSettings.1.2.0
HpiSCSISoftwareInitiator.1.0.0
…
VirtualMedia.0.10.0

hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password –path=/rest/v1
hprest > types
Type options:
AccountService.1.0.0
BaseNetworkAdapter.1.1.0
BaseNetworkAdapterCollection
Chassis.1.0.0
ChassisCollection
ComputerSystem.1.0.1
ComputerSystemCollection
…
SnmpService.1.0.0
Thermal.1.1.0
VirtualMedia.1.0.0
VirtualMediaCollection

ここでは、パスは、デフォルトの/rest/v1/ではなく/rest/v1/systems/1/bios に設定
されました。パスが実際に別の場所に設定されていることを確認するために、types コマンド
が入力され、デフォルトの/rest/v1/ではなく指定したパスでタイプが返されました。変更
内容を表示するために、デフォルトの/rest/v1/で再びログインできます。
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警告! キャッシュはアクティブ化されているセッションキーであり、通常、これらのキーは
プレーンテキストで保存されています。

注記: 
• 通常、アクティブ化されているキャッシュに関する警告が表示されます。

• スペースの制約上、途中からリストが省略されています。

コマンド例 3
hprest > login

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

ここでは、URL、ユーザー名、およびパスワード情報は例の中でも構成ファイルでも指定され
ていません。サーバーにはローカルからログインしました。

Types コマンド

構文

types [オプションのパラメーター]

説明

この types コマンドは、現在ログイン中のサーバー内で使用できるすべての選択可能なタイプ
を表示します。タイプには、名前とバージョン情報が含まれます。タイプは、リソースで使わ
れるスキーマを表し、スキーマのバージョンを示します。バージョン情報は
major.minor.errata（SystemRoot.0.9.5 など）です。メジャーバージョンには下位互
換性がありませんが、それ以外はすべて下位互換性があります。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、includelogs フラグの設定を選択します。選択した場合、データの取得
プロセスにログが含まれます。
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• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは/rest/v1 になります。

注記: path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグはパスを変更しません。login コマンド以外のコマンドを入力して
いるが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。

• -fulltypes

簡素化されたバージョンではなく完全なタイプの名前を返したい場合は、オプションで、
このフラグを含めます。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done

WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > types
Type options:
AccountService.0.9.5
BaseNetworkAdapter.0.9.6
Chassis.0.10.1
Collection.0.9.5
ComputerSystem.0.9.7
…
HPPowerMeter.0.9.5
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpServerPCISlot.0.9.5
HpServerPciDevice.0.9.6
SnmpService.0.9.6
ThermalMetrics.0.9.7
VirtualMedia.0.10.0

このコマンドは選択できるすべての利用可能なタイプのリストを表示します。

注記: スペースの制約上、途中からリストが省略されています。

コマンド例 2
hprest > types -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Type options:
AccountService.0.9.5
BaseNetworkAdapter.0.9.6
Chassis.0.10.1
Collection.0.9.5
ComputerSystem.0.9.7
…
HPPowerMeter.0.9.5
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpServerPCISlot.0.9.5
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HpServerPciDevice.0.9.6
SnmpService.0.9.6
ThermalMetrics.0.9.7
VirtualMedia.0.10.0

このコマンドは、指定されたユーザー名およびパスワードで、指定の URL にあるサーバーに
同時にログインし、選択できるすべての利用可能なタイプを一覧表示します。

注記: スペースの制約上、ここでは途中からリストが省略されています。

コマンド例 3
hprest > types -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --path=/rest/v1/systems/1/bios

Discovering data from iLO.....Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Type options:
HpBaseConfigs.0.10.0
HpBios.1.2.0
HpBiosMapping.1.2.0
HpServerBootSettings.1.2.0
HpiSCSISoftwareInitiator.1.0.0

type コマンドのパスを指定すると、指定のパスで検出されたタイプが出力されます。ここで
は、/rest/v1/systems/1/bios/にあるタイプだけが返されました。

詳細情報

可能なすべてのタイプのリストと説明については、http://www.hpe.com/info/restfulinterface/
docs にある『iLO RESTful API Data Model Reference (iLO 4)』を参照してください。

Select コマンド

構文

select [タイプ] [オプションのパラメーター]

説明

操作する特定のタイプを選択する場合は、select を使用します。選択の対象になるタイプは、
types コマンドで示されるタイプです。コマンドは RESTful インターフェイスツールで個別
に入力するので、特定のタイプを操作するには、操作する特定のタイプをハイライトまたは選
択する必要があります。操作できるようにタイプをハイライトする場合は、select コマンド
を使用します。

パラメーター

• Type

選択するタイプを指定します。選択するタイプを省略すると、select は現在選択されてい
るタイプを表示します。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。
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• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、includelogs フラグの設定を選択します。選択した場合、データの取得
プロセスにログが含まれます。

• --filter [フィルター属性 = フィルター値]

オプションで、フィルター属性のフィルター値を設定します。現在選択しているタイプに
対し、指定したフィルターが使用されます。

注記: 結果を絞り込む場合は、このフラグを使用します。たとえば、一般的なタイプを
選択すると、そのタイプのすべてのオブジェクトが返される可能性があります。これらの
オブジェクトの 1 つだけについてプロパティを変更する場合は、filter フラグを使用して、
プロパティに基づいて結果を絞り込みます。

• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは /rest/v1 になります。

注記: path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグはパスを変更しません。login コマンド以外のコマンドを入力して
いるが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > select HpBios. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select
Current selection: 'HpBios.'

ここでコマンドが入力される前に、ユーザーはサーバーにログインしていませんでした。ログ
イン認証情報で select タグを使用すると、サーバーにログインし、入力したタイプが選択され
ます。タイプを指定せずに select コマンドを入力することでタイプが選択されていたことが確
認されます。つまり、現在選択されているタイプが返されます。選択されたタイプ（HpBios）
の後にピリオドが追加されていることに注意してください。ここでピリオドを使用すること
で、選択の内容が制限され、誤ってHpBiosMapping も選択されることがなくなります。これ
により、バージョンを含める必要もなくなります。

コマンド例 2
hprest > select ComputerSystem. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
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WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select
Current selection: 'ComputerSystem.'

ここでは、上記の例でのHpBios タイプではなく、ComputerSystem タイプが選択されてい
ました。

List コマンド

構文

list [オプションのパラメーター]

説明

現在選択されているタイプの JSON モデルを表示します。プロパティ（予約済みのプロパティ
を含む）の現在の値が表示されます。タイプを選択した後、list コマンドを使用して、現在
選択されているタイプの詳細を確認できます。これには、プロパティの現在の値などの情報が
含まれます。

注記: list コマンドではタイプの予約済みのプロパティが表示されますが、get コマンドで
は表示されません。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、includelogs フラグの設定を選択します。選択した場合、データの取得
プロセスにログが含まれます。

• --selector= セレクター

オプションで、現在のコマンドを実行するタイプを選択する場合は、selector フラグを
含めます。別のコマンドを入力せずにタイプを選択する場合、または現在選択しているも
のとは異なるタイプを使用する場合は、このフラグを使用します。

• --filter [フィルター属性 = フィルター値]

オプションで、フィルター属性のフィルター値を設定します。現在選択しているタイプに
対し、指定したフィルターが使用されます。
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注記: 結果を絞り込む場合は、このフラグを使用します。たとえば、一般的なタイプを
選択すると、そのタイプのすべてのオブジェクトが返される可能性があります。これらの
オブジェクトの 1 つだけについてプロパティを変更する場合は、filter フラグを使用して、
プロパティに基づいて結果を絞り込みます。

• -j、--json

オプションで、表示された出力を JSON 形式に変更する場合は、このフラグを含めます。
JSON データ構造を保存すると、情報が読みやすくなります。

• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは /rest/v1 になります。

注記:  path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグはパスを変更しません。login コマンド以外のコマンドを入力して
いるが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。

• --logout

オプションで、このコマンドが完了した後にサーバーからログアウトする場合は、logout
フラグを含めます。このフラグを使用するにはログインしている必要があります。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > list

AdminPassword=None
BootMode=Uefi
Dhcpv4=Enabled
DynamicPowerCapping=Auto
…
Type=HpBios.1.2.0
UrlBootFile=""
Usb3Mode=Auto
VlanPriority=0
WakeOnLan=Enabled
links

self
href=/rest/v1/systems/1/bios/Settings

このコマンドは、選択したタイプのプロパティ（予約済みのプロパティを含む）の現在値を表
示します。

注記: スペースの制約上、ここでは途中からリストが省略されています。

コマンド例 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
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WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > list --json

{
"AdminPassword": null,
"BootMode": "Uefi",
"Dhcpv4": "Enabled",
"DynamicPowerCapping": "Auto",
…
"Type": "HpBios.1.2.0",
"UrlBootFile": "",
"Usb3Mode": "Auto",
"VlanPriority": 0,
"WakeOnLan": "Enabled",
"links": {
"self": {
"href": "/rest/v1/systems/1/bios/Settings"

}
}

}

--json タグを含めると、JSON 構造のタイプの情報が維持されます。

注記: スペースの制約上、ここでは途中からリストが省略されています。

コマンド例 3
hprest > list -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
AdminPassword=None
BootMode=Uefi
Dhcpv4=Enabled
DynamicPowerCapping=Auto
…
Type=HpBios.1.2.0
UrlBootFile=""
Usb3Mode=Auto
VlanPriority=0
WakeOnLan=Enabled
links

self
href=/rest/v1/systems/1/bios/Settings

コマンド例 4
hprest > select EthernetNetworkInterface. –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > list --json
{
"Description": "Configuration of this Manager Network Interface",
…
"Name": "Manager Dedicated Network Interface",
…
"Type": "EthernetNetworkInterface.0.91.2",
"links": {
"NetworkServices": [
{
"href": "/rest/v1/Managers/1/NetworkService"

}
],
"self": {
"href": "/rest/v1/Managers/1/NICs/1"

}
}

}
{
"Description": "Configuration of this Manager Network Interface",
…
"Name": "Manager Shared Network Interface",
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…
"Type": "EthernetNetworkInterface.0.91.2",
"links": {
"NetworkServices": [
{
"href": "/rest/v1/Managers/1/NetworkService"

}
],
"self": {
"href": "/rest/v1/Managers/1/NICs/2"

}
}

}
hprest > list --filter Id=2 --json

{
"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#Managers/Members/1/EthernetInterfaces/Members/$entity",
"@odata.id": "/redfish/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/2/",
"@odata.type": "#EthernetInterface.1.0.0.EthernetInterface",
"AutoNeg": null,
"Autosense": null,
"Description": "Configuration of this Manager Network Interface",
"FQDN": "f250asha.americas.hpqcorp.net",
"FactoryMacAddress": "FC:15:B4:8E:11:3B",
"FullDuplex": true,
"HostName": "f250asha",
"IPv4Addresses": [
{
"SubnetMask": "255.255.252.0",
"AddressOrigin": "DHCP",
"Gateway": "16.83.60.1",
"Address": "16.83.63.43"

}
],

…
"Type": "EthernetNetworkInterface.0.92.0",
"VLANEnable": false,
"VLANId": null,
"links": {
"NetworkServices": [
{
"href": "/rest/v1/Managers/1/NetworkService"

}
],
"self": {
"href": "/rest/v1/Managers/1/EthernetInterfaces/2"

}
}

}

サーバーにログインし、EthernetNetworkInterface タイプを選択した後、list コマンドに
より、サーバー上のそのタイプのオブジェクトが 2 つあることが示されています。そのため、
href=/rest/v1/Managers/1/NICs/2 にあるオブジェクトだけを示すために、--filter
フラグを含めて list コマンドが再度実行されました。

注記: スペースの制約上、ここでは途中からリストが省略されています。

Info コマンド

構文

info [プロパティ] [オプションのパラメーター]

説明

選択されたタイプ内のプロパティに関する詳細情報を表示します。このセクションでは、RESTful
インターフェイスツールの一般的なコマンドについて、それぞれのコマンドとその使用法、お
よび例を示します。ここには、コマンドの使用に関するヘルプの表示、サーバープロパティに
対する変更内容の表示、取得、修正、およびコミット、サーバーに対する認証およびログイン
とログアウトなどの操作を実行するために使用するコマンドが含まれています。

パラメーター

• プロパティ

プロパティを指定すると、info コマンドはその特コマンドに関する詳細情報を一覧表示し
ます。プロパティを指定しない場合は、選択されているタイプのすべてのプロパティに関
する情報が表示されます。
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• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、includelogs フラグの設定を選択します。選択した場合、データの取得
プロセスにログが含まれます。

• --selector= セレクター

オプションで、現在のコマンドを実行するタイプを選択する場合は、selector フラグを含
めます。別のコマンドを入力せずにタイプを選択する場合、または現在選択しているもの
とは異なるタイプを使用する場合は、このフラグを使用します。

• --filter [フィルター属性 = フィルター値]

オプションで、フィルター属性のフィルター値を設定します。現在選択しているタイプに
対し、指定したフィルターが使用されます。

注記: 結果を絞り込む場合は、このフラグを使用します。たとえば、一般的なタイプを
選択すると、そのタイプのすべてのオブジェクトが返される可能性があります。これらの
オブジェクトの 1 つだけについてプロパティを変更する場合は、filter フラグを使用して、
プロパティに基づいて結果を絞り込みます。

• --latestschema

オプションで、ファイルによって要求されたスキーマではなく、最新のスキーマを使用し
ます。

注記: このことが原因で、スキーマの組織構造でバージョン間の違いが生じ、一部のデー
タの取得でエラーが発生する可能性があります。

• -j、--json

オプションで、表示された出力を JSON 形式に変更する場合は、このフラグを含めます。
JSON データ構造を保存すると、情報が読みやすくなります。

• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは/rest/v1 になります。

注記:  path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグはパスを変更しません。login コマンド以外のコマンドを入力して
いるが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。

• --logout

オプションで、このコマンドが完了した後にサーバーからログアウトする場合は、logout
フラグを含めます。このフラグを使用するにはログインしている必要があります。
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入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > info

Info options:
AdminPassword
BootMode
Dhcpv4
…
UrlBootFile
Usb3Mode
VlanPriority
WakeOnLan

info コマンドを使用するときにプロパティを省略すると、すでにタイプが選択されていれば、
info は使用可能なすべてのオプションを一覧表示します。

注記: スペースの制約上、途中からリストが省略されています。

コマンド例 2
info PowerSupplies – u admin – p password --url xx.xx.xx.xx --selector=Power.
NAME

PowerSupplies

DESCRIPTION
Details of the power supplies associated with this system or device

TYPE
array

READ-ONLY
True

コマンド例 3
VirtualMedia タイプの下の複数のプロパティを指定します。コマンドは、複数のプロパティを
渡すことによって、渡されるすべてのプロパティに関する情報を返します。

hprest > info Id Name –u user –p password --url=xx.xx.xx.xx
NAME

Id

DESCRIPTION
Uniquely identifies the resource within the collection of like
resources.

TYPE
string
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READ-ONLY
True

NAME
Id

DESCRIPTION
Uniquely identifies the resource within the collection of like
resources.

TYPE
string

READ-ONLY
True

**************************************************

NAME
Name

DESCRIPTION
The name of the resource or array element.

TYPE
string

READ-ONLY
True

NAME
Name

DESCRIPTION
The name of the resource or array element.

TYPE
string

READ-ONLY
True

**************************************************

Get コマンド

構文

get [プロパティ] [オプションのパラメーター]
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説明

現在選択されているタイプのプロパティの現在の値を表示します。プロパティの現在の値を取
得する場合は、get コマンドを使用します。このコマンドは、タイプがすでに選択されている
場合にのみ使用します。調べているプロパティに値がない場合、そのプロパティエントリーの
内容が見つからなかったと返されます。

注記: get コマンドと list コマンドの違いは、list コマンドでは予約済みのプロパティに関す
る詳細も一覧表示されますが、get コマンドでは表示されないという点です。

パラメーター

• プロパティ

プロパティを指定すると、get はそのプロパティの現在の値を表示します。そうではなく
すべてのプロパティを取得する場合は、引数を付けずに実行します。この場合も、すでに
選択されているタイプがあると想定しています。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、Includelogs フラグの設定を選択します。選択した場合、データの取得プロ
セスにログが含まれます。

• --selector= セレクター

オプションで、現在のコマンドを実行するタイプを選択する場合は、selector フラグを含
めます。別のコマンドを入力せずにタイプを選択する場合、または現在選択しているもの
とは異なるタイプを使用する場合は、このフラグを使用します。

• --filter [フィルター属性 = フィルター値]

オプションで、フィルター属性のフィルター値を設定します。現在選択しているタイプに
対し、指定したフィルターが使用されます。

注記: 結果を絞り込む場合は、このフラグを使用します。たとえば、一般的なタイプを
選択すると、そのタイプのすべてのオブジェクトが返される可能性があります。これらの
オブジェクトの 1 つだけについてプロパティを変更する場合は、filter フラグを使用して、
プロパティに基づいて結果を絞り込みます。

• -j、--json

オプションで、表示された出力を JSON 形式に変更する場合は、このフラグを含めます。
JSON データ構造を保存すると、情報が読みやすくなります。
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• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは/rest/v1 になります。

注記: path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグはパスを変更しません。login コマンド以外のコマンドを入力して
いるが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。

• --logout

オプションで、このコマンドが完了した後にサーバーからログアウトする場合は、logout
フラグを含めます。このフラグを使用するにはログインしている必要があります。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > get

AdminPassword=None
…
UrlBootFile=""
Usb3Mode=Auto
VlanPriority=0
WakeOnLan=Enabled

どのプロパティも指定せずに get を使用すると、選択されているタイプのプロパティが表示さ
れます。

注記: get コマンドでは、予約済みのプロパティは表示されません。また、スペースの制約
上、途中からリストが省略されています。

コマンド例 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > get AdminName

AdminName=MichaelHendricks

特定のプロパティを付けて get を使用すると、タイプがすでに選択されている場合は、プロパ
ティの現在の値が表示されます。

コマンド例 3
hprest > get BootOrderPolicy -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
BootOrderPolicy=RetryIndefinitely

ここでは、xx.xx.xx.xx にあるサーバーにログインし、タイプHpBios を選択し、get コマンド
を使用してHpBios のBootOrderPolicy プロパティを取得します。
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コマンド例 4
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > get UefiOptimizedBoot --logout

UefiOptimzedBoot=Enabled
Logging session out.

ここには logout フラグが含まれていたので、ここで get コマンドが実行された後に、ユーザー
はサーバーからログアウトされます。

コマンド例 5
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
hprest > select VirtualMedia.
hprest > get ConnectedVia MediaTypes
ConnectedVia=NotConnected
ConnectedVia=NotConnected
MediaTypes
Floppy
USBStick
MediaTypes
CD
DVD
hprest > get ConnectedVia MediaTypes --filter links/self/href=/rest/v1/Managers/1/VirtualMedia/2
ConnectedVia=NotConnected
CD
DVD

ここでは、get コマンドは、引数として複数のプロパティを取る能力を利用しています。初め
てConnectedVia プロパティおよびMediaTypes プロパティに対して get コマンドが使用さ
れたときに、VirtualMedia タイプの 2 つのオブジェクトとMediaTypes が返されました。
しかし、1 つのタイプだけについて、ConnectedVia 値およびMediaTypes 値を取得するた
めに、filter タグが含められました。get コマンドがフィルター付きで実行され、その結果出力
された値は、指定のアドレスにあるVirtualMedia のConnectedVia 値とMediaTypes 値だ
けでした。

Set コマンド

構文

set [プロパティ = 値] [パス] [オプションのパラメーター]

注記: プロパティの設定に使用する構文の形式は、正しく使用しないと、問題が発生する可
能性があります。構文の仕組みを説明した次の例を参照してください。

• set AdminName=John

これは正しい構文です。これは、AdminName を John に設定します。

• set “AdminName=John Doe”

これは正しい構文です。プロパティに空白がある場合は、プロパティと値のペア全体を引
用符で囲みます。ここでは、AdminName が John Doe に設定されています。

• set AdminName=””

これは正しい構文です。AdminName プロパティの値を削除する場合は、2 つの二重引用
符の間に何も記さないでこの構文を使用します。

• set AdminName=’’

これは正しい構文です。これも AdminName プロパティを削除し、なしに設定する代替構
文です。間に何も記さずに一重引用符を使用します。

• set AdminName=’””’

これは正しい構文です。これは、AdminName 値を削除します。
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• set AdminName=”John Doe”

これは正しくない構文であり、サーバーに正しく反映されません。

説明

タイプが現在選択されている場合は、そのタイプのプロパティの値を変更します。タイプがす
でに選択されている場合は、そのタイプのプロパティに値を割り当てるために、set コマンド
を使用します。このコマンドを使って、複数レベルのパス内のプロパティを設定でき、1 つの
タイプの複数のプロパティを同時に設定することもできます。

注記: 設定した変更内容は、その後で変更内容をコミットしない限り、サーバーに反映され
ません。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、データ取得プロセスにログを含めるように、includelogs フラグの設定を選
択します。

• --selector= セレクター

オプションで、現在のコマンドを実行するタイプを選択する場合は、selector フラグを含
めます。別のコマンドを入力せずにタイプを選択する場合、または現在選択しているもの
とは異なるタイプを使用する場合は、このフラグを使用します。

• --filter [フィルター属性 = フィルター値]

オプションで、フィルター属性のフィルター値を設定します。現在選択しているタイプに
対し、指定したフィルターが使用されます。

注記: 結果を絞り込む場合は、このフラグを使用します。たとえば、一般的なタイプを
選択すると、そのタイプのすべてのオブジェクトが返される可能性があります。これらの
オブジェクトの 1 つだけについてプロパティを変更する場合は、filter フラグを使用して、
プロパティに基づいて結果を絞り込みます。

• --latestschema

オプションで、ファイルによって要求されたスキーマではなく、最新のスキーマを使用し
ます。
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注記: このことが原因で、スキーマの組織構造でバージョン間の違いが生じ、一部のデー
タの取得でエラーが発生する可能性があります。

• --commit

現在の選択に対するすべての変更内容をコミットする準備ができたら、このフラグを使用
します。--commit フラグを含めると、コマンドの実行後にサーバーからログアウトしま
す。この方法で行った変更内容の一部はただちにアップデートされますが、他の変更内容
はサーバーが次回起動するときに反映されます。

• --logout

オプションで、このコマンドが完了した後にサーバーからログアウトする場合は、logout
フラグを含めます。このフラグを使用するにはログインしている必要があります。

• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは/rest/v1 になります。

注記: path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグはパスを変更しません。login コマンド以外のコマンドを入力して
いるが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

• --reboot= リブート

操作の完了後にリブートコマンド機能を実行する場合は、このフラグを使用します。reboot
フラグに関するパラメーターと説明のヘルプについては、help reboot を実行してくだ
さい。

• --uniqueitemoverride

ツールを利用してシステム固有の項目を上書きできますが、この機能を制止する手段を無
効にします。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set “AdminName=John Doe” ServiceName=ExampleService
hprest > get AdminName ServiceName
AdminName=”John Doe”
ServiceName=ExampleService

ここでは、タイプHpBios のAdminName プロパティの値がJohn Doe に、ServiceName の
値がExampleService に設定されています。get コマンドを次回実行すると、AdminName
の値はJohn Doe を表示し、ServiceName の値はExampleService を表示します。
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ここでは、タイプHpBios のServiceName プロパティの値がExampleService に設定され
ました。get コマンドを次に実行するときに、ServiceName の値はExampleService に設
定されています。

注記: get コマンドはServiceName がExampleService に設定されていることを示します
が、次に commit コマンドを実行しないと、次回サーバーにログインするときにその変更内容
は反映されません。

コマンド例 2
hprest > set ServiceName=ExampleService2 -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > get ServiceName
ServiceName=ExampleService2

set コマンドを使用してタイプの属性を設定します。ここでは、username、password、および
URL のフラグを使用してサーバーにログインし、selector フラグでHpBios が選択されます。
続いて、ServiceName プロパティが設定されます。

注記: get コマンドはServiceName がExampleService に設定されていることを示します
が、次に commit コマンドを実行しないと、次回サーバーにログインするときにその変更内容
は反映されません。

コマンド例 3
hprest > set AdminName=JohnDoe -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.
--biospassword=BIOSPASSWORD --commit

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
Logging session out.
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > get AdminName --selector=HpBios.
AdminName=JohnDoe

ここでは、タイプHpBios のAdminName プロパティの値がJohnDoe に設定されました。commit
フラグを含めることで変更内容がコミットされ、その結果、サーバーに再度ログインした後、
AdminName がJohnDoe になります。それ以外の場合は、以前の値に戻ってしまいます。第 2
レベルの BIOS 認証が必要な場合は、パスワードを入力するためにbiospassword フラグを
含めます。

コマンド例 4
hprest > set AdminName=JohnDoe -u admin -p password --url=xx.xx.xx.xx --selector
=HpBios. --biospassword=BIOSPASSWORD --reboot=ForceRestart

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is res
et.
Logging session out.
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > get AdminName –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios.

AdminName=""

ここでは、タイプHpBios のAdminName プロパティの値がJohnDoe に設定されました。ただ
し、reboot フラグは含まれていましたが commit フラグが含まれていなかったので、サーバー
に再度ログインした後、AdminName プロパティは元の値に戻りました。
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Save コマンド

構文

save [オプションのパラメーター]

説明

選択したタイプの JSON 情報をローカルのファイルに保存します。ファイルの編集を通じて、
選択されているタイプのプロパティを変更する場合は、load コマンドとともにこのコマンドを
使用します。このコマンドを使用すると、選択されているタイプの JSON 情報のローカルコ
ピーが保存されます。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -f ファイル名、--filename= ファイル名

デフォルト以外のファイル名を使用する場合は、このフラグを使用します。デフォルトの
ファイル名は hprest.json です。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、データ取得プロセスにログを含めるように、includelogs フラグの設定を選
択します。

• --selector= セレクター

現在のコマンドを実行するタイプを選択する場合は、selector フラグを含めます。別のコ
マンドを入力せずにタイプを選択する場合、または現在選択しているものとは異なるタイ
プを使用する場合は、このフラグを使用します。

• --filter [フィルター属性 = フィルター値]

オプションで、フィルター属性のフィルター値を設定します。現在選択しているタイプに
対し、指定したフィルターが使用されます。

注記: 結果を絞り込む場合は、このフラグを使用します。たとえば、一般的なタイプを
選択すると、そのタイプのすべてのオブジェクトが返される可能性があります。これらの
オブジェクトの 1 つだけについてプロパティを変更する場合は、filter フラグを使用して、
プロパティに基づいて結果を絞り込みます。

• -j、--json

オプションで、表示された出力を JSON 形式に変更する場合は、このフラグを含めます。
JSON データ構造を保存すると、情報が読みやすくなります。

グローバルコマンド 37



• --path= パス

オプションで、データ収集の開始点を設定します。開始点を指定しない場合、デフォルト
パスは/rest/v1 になります。

注記: path フラグはログイン時にのみ指定できるので、すでにサーバーにログインして
いる場合、path フラグはパスを変更しません。login コマンド以外のコマンドを入力して
いるが、自分のログイン情報を含める場合も、そこで path フラグを指定できます。

• --logout

オプションで、このコマンドが完了した後にサーバーからログアウトする場合は、logout
フラグを含めます。このフラグを使用するにはログインしている必要があります。

入力

なし

出力

JSON ファイル

コマンド例 1
hprest > save --selector=HpBios. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Saving configuration...
Configuration saved to: hprest.json

ここでは、サーバーにログインして、HpBios を選択し、対応する JSON ファイルを hprest.json
ファイルとしてローカルディレクトリに保存します。hprest.json ファイルには、選択されてい
るタイプに関するすべての情報が保存されます。ここでは、save 機能が HpBios タイプに対し
て実行されたので、保存された hprest.json ファイルには HpBios に関する情報が保存されてい
ます。情報が保存されたファイルは、以下のようになります。

注記: スペースの制約上、ファイルは途中から省略されています。

[
{
"Comments": {
"Manufacturer": "HP",
"Model": "ProLiant DL360 Gen9",
"BIOSFamily": "P89",
"BIOSDate": "05/03/2015"

}
},
{
"HpBios.1.2.0": {
"/rest/v1/systems/1/bios/Settings": {
"AdminPassword": null,
"BootMode": "Uefi",
"Dhcpv4": "Enabled",
"DynamicPowerCapping": "Auto",
"EmbeddedSerialPort": "Com1Irq4",
"EmbeddedUefiShell": "Enabled",
"IntelPerfMonitoring": "Disabled",

…
"UrlBootFile": "",
"Usb3Mode": "Auto",
"VlanPriority": 0,
"WakeOnLan": "Enabled"

}

38 RESTful インターフェイスツールのコマンド



}
}

]

コマンド例 2
hprest > save –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --selector=HpBios. --filename=HpBiosInfo.json --logout

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Saving configuration...
Configuration saved to: HpBiosInfo.json

ここでは、HpBios が選択され、対応する JSON ファイルが、ローカルディレクトリに
HpBiosInfo.json というファイルで保存されます。付加されている--logout フラグにより、
このコマンドが完了した後で、ユーザーはログアウトされます。

Load コマンド

構文

load [オプションのパラメーター]

説明

サーバーの構成をファイルからロードします。hprest.json というファイルに記載されている構
成を使用する場合は、パラメーターを指定せずにこのコマンドを実行します。それ以外の場合
は、指定したファイルを使用するようにこのコマンドに指示できます。タイプのプロパティを
新しい値に変更する場合は、この機能を使用します。このコマンドは、タイプのプロパティの
新しい値をサーバーにアップロードします。

注記: 読み取り専用プロパティはスキップされ、読み取り専用ではないプロパティの設定が
続けられます。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -f ファイル名、--filename= ファイル名

デフォルト以外のファイル名を使用する場合は、このフラグを使用します。デフォルトの
ファイル名は hprest.json です。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --latestschema

オプションで、ファイルによって要求されたスキーマではなく、最新のスキーマを使用し
ます。
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注記: このことが原因で、スキーマバージョンの違いが生じ、一部のデータの取得でエ
ラーが発生する可能性があります。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

• --logout

オプションで、このコマンドが完了した後にサーバーからログアウトする場合は、logout
フラグを含めます。このフラグを使用するにはログインしている必要があります。

• --uniqueitemoverride

ツールを利用してシステム固有の項目を上書きできますが、この機能を制止する手段を無
効にします。

• -m マルチプロセッシングファイル名、--multiprocessing= マルチプロセッシング
ファイル名

データを取得するために、指定したファイル名を使用します。

• -o 出力ファイル名、--outputfilename= 出力ファイル名

データを出力するために、指定したファイル名を使用します。

入力

JSON オブジェクト
カスタム構成ファイルからロードする JSON オブジェクトを入力します。入力しない場合、構
成はデフォルトで hprest.json というファイルを検索します。

出力

なし

コマンド例 1
hprest > load -m mpfilename.txt -f output.json
Local login initiated...
Loading configuration for multiple servers...
Logging session out.
Checking given server information...
Create multiple processes to load configuration concurrently to all servers...
Loading Configuration for 10.0.0.100 : SUCCESS

これは、マルチサーバー構成のセットアップです。マルチサーバーファイルを次の形式で渡す
必要があります。

--url https://10.0.0.100 -u admin -p password
--url https://10.0.0.101 -u admin -p password
--url https://10.0.0.102 -u admin -p password
--url https://10.0.0.103 -u admin -p password

すべてのサーバーが同時に構成されます。filename タグが付加されているため、output.json
というファイルを検索し、変更されたプロパティ値を設定することによって、サーバーにその
情報をロードします。値が変更されていない場合は、ロード処理は完了します。プロパティ値
が変更されている場合、変更がコミットされユーザーはサーバーからログアウトします。その
後、プロセス全体のログが、hprest ログと同じ場所に保存されます。

コマンド例 2
hprest > load -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
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WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Loading configuration...
Property is read-only skipping 'TpmType'
Property is read-only skipping 'SecureBootStatus'
Property is read-only skipping 'TpmState'
Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
Logging session out.

ここで入力した load コマンドは最初に指定された情報を使用してサーバーにログインします。
続いて、ロードするファイルが指定されていなかったので、このコマンドは hprest.json と
いうファイルを検索し、変更のあったプロパティ値を設定することによって、サーバーにその
情報をロードします。値が変更されていない場合は、終了します。変更されている場合は、変
更内容をコミットし、サーバーからユーザーをログアウトします。ここでは、変更が行われて
いたため、プロパティ値の変更後、変更内容がコミットされ、サーバーからログアウトされま
す。

コマンド例 3
hprest > load -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD --filename=biosconfig.json

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Loading configuration...
Property is read-only skipping 'TpmType'
Property is read-only skipping 'SecureBootStatus'
Property is read-only skipping 'TpmState'
Error: No differences found from current configuration.

ここで入力した load コマンドは最初に指定された情報を使用してサーバーにログインします。
filename タグが付加されていたので、biosconfig.json というファイルを検索し、変更され
たプロパティ値を設定することによって、サーバーにその情報をロードします。値が変更され
ていない場合は、終了します。変更されている場合は、変更内容をコミットします。ここで
は、biosconfig.json で指定されたすべてのプロパティが、サーバー上の値と同じなので、
コマンドの実行が終了します。

Status コマンド

構文

status [オプションのパラメーター]

説明

保留中の変更内容をすべて表示します。現在選択されているタイプに関係なく、保留中の変更
内容がすべて表示されます。すでに –commit フラグを使用して変更内容をコミットしている場
合以外は、プロパティに対して行う変更内容はキューに入れられます。まだコミットされてい
ないすべての変更内容を確認するには、status コマンドを使用します。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

入力

なし

出力

なし
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コマンド例

hprest > select ComputerSystem. –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > set Description=ComputerSystemView
hprest > select HpBios.
hprest > set ServiceName=SimpleService
hprest > status
Current changes found:
ComputerSystem.0.9.7

Description=ComputerSystemView
HpBios.1.2.0 (Currently selected)

ServiceName=SimpleService

status コマンドは、コミットする変更内容を表示します。ここでは、ComputerSystem の
Description プロパティがComputerSystemView に設定されており、HpBios のServiceName
プロパティがSimpleService に設定されていることがわかります。status コマンドは、異な
るタイプに対する変更内容も含め、すべての保留中の変更内容を表示します。

Commit コマンド

構文

commit [オプションのパラメーター]

説明

現在のセッション中に行われたすべての変更内容を適用し、logout コマンドを実行します。タ
イプのプロパティの 1 つまたは複数の値を変更したら、それらの変更内容をサーバーに反映さ
せるためにこれらの変更内容をコミットする必要があります。これを行うときに commit コマ
ンドを使用します。commit コマンドを実行すると、自動的にサーバーからログアウトします。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

• --reboot= リブート

操作の完了後にリブートコマンド機能を実行する場合は、このフラグを使用します。reboot
フラグに関するパラメーターと説明のヘルプについては、help reboot を実行してくだ
さい。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > select HpBios. –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > set AdminName=DeniseHarkins
hprest > commit --biospassword=BIOSPASSWORD --reboot=FORCERESTART
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Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
After the server is rebooted the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Rebooting server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

変更を行って、その変更を有効にする準備ができたら、commit コマンドを使用して、変更内
容をコミットします。ここでは、commit コマンドはHpBios のAdminName プロパティに新し
い値 DeniseHarkins を保存します。また、第 2 レベルの BIOS 認証のbiospassword=BIOSパ
スワードが含まれています。含まれている reboot フラグによりサーバーは再起動します。
commit コマンドは常にサーバーからログアウトします。

コマンド例 2
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set "AdminName=ExampleName"
hprest > set "AdminEmail=person@place.com"
hprest > set "AdminPhone=888-888-8888"

hprest > status
Current changes found:
HpBios.1.2.0 (Currently selected)

AdminName=ExampleName
AdminEmail=person@place.com
AdminPhone=888-888-8888

hprest > commit

Committing changes...
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
Logging session out.
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set EmbSata1Enable=Disabled -logout
Logging session out.
hprest >

ここでは、別のコマンドの後でサーバーからログアウトできることを示すために、logout フラ
グが使用されました。ここでは、logout フラグが含まれていたので、HpBios の
EmbSata1Enabled プロパティが新しい値に設定された後でサーバーからログアウトしました。
ここでは、commit フラグが使用されていなかったため、ログアウト時に変更内容がコミット
されていないことに注意してください。

Logout コマンド

構文

logout [オプションのパラメーター]

説明

セッションを終了してサーバーから切断するときは、logout コマンドを使用します。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。
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入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > logout

Logging session out.

logout コマンドを使用して、セッションを終了し、サーバーから切断します。

コマンド例 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > select HpBios.
hprest > set EmbSata1Enable=Disabled –logout

Logging session out.
hprest >

ここでは、別のコマンドの後でサーバーからログアウトできることを示すために、logout フラ
グが使用されました。ここでは、logout フラグが含まれていたので、HpBios の
EmbSata1Enabled プロパティが新しい値に設定された後でサーバーからログアウトしまし
た。

Exit コマンド

構文

exit [オプションのパラメーター]

説明

対話型シェルを終了するときは、exit コマンドを使用します。exit を使用すると、さらにログ
アウトされサーバーから切断されます。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u admin -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
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hprest > logout
Logging session out.
hprest > exit

Bye for now

このコマンドは、対話型シェルを終了します。

BIOS コマンド
このセクションでは、BIOS の構成に関連する RESTful インターフェイスツールのコマンドの
使用法および例について詳しく説明します。これらのコマンドは、ブート順序の表示と変更、
BIOS 構成のデフォルト設定へのリセット、iSCSI 設定の構成などを行います。

Bootorder コマンド

構文

bootorder [ブート順序] [オプションのパラメーター]

説明

現在のブート順序を表示するには、引数なしでこのコマンドを実行します。それ以外の場合
は、ブートの順序の変更、ワンタイムブートの実行、連続ブートの実行、連続ブートまたはワ
ンタイムブートオプションの無効化を行うコマンドとともに実行します。

パラメーター

• ブート順序

ブート順序は、数字のリストとして指定できます。省略した場合は、現在のブート順序が
表示されます。使用法と構文については以下の例を参照してください。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --commit

現在の選択に対するすべての変更内容をコミットする準備ができたら、このフラグを使用
します。--commit フラグを含めると、コマンドの実行後にサーバーからログアウトしま
す。この方法で行った変更内容の一部はただちにアップデートされますが、他の変更内容
はサーバーが次回起動するときに反映されます。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。
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• --reboot= リブート

操作の完了後にリブートコマンド機能を実行する場合は、このフラグを使用します。reboot
フラグに関するパラメーターと説明のヘルプについては、help reboot を実行してくださ
い。

• --onetimeboot= ワンタイムブート

ワンタイムブートオプションを構成する場合は、このフラグを使用します。このフラグを
使用すると、サーバーが次回に起動したときにのみ、指定したブートソースが優先されま
す。

• --continuousboot= 連続ブート

連続ブートオプションを有効にする場合は、このフラグを使用します。このフラグを使用
すると、システムは常に選択したデバイスで起動します。

• --disablebootflag

連続ブートとワンタイムブートのいずれかのモードを無効にする場合に使用します。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx -u username -p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder

Current Persistent Boot Order:
1. HD.Emb.8.2
2. Generic.USB.1.1
3. NIC.LOM.1.1.IPv4
4. NIC.LOM.1.1.IPv6
5. HD.Emb.8.1

Continuous and one time boot options:
1. None
2. Cd
3. Hdd
4. Usb
5. Utilities
6. Diags
7. BiosSetup
8. Pxe
9. UefiShell

Continuous and one time boot uefi options:
1. HD.Emb.8.2
2. Generic.USB.1.1
3. NIC.LOM.1.1.IPv4
4. NIC.LOM.1.1.IPv6
5. HD.Emb.8.1
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hprest > bootorder [2,1,4] --commit

この例では、最初は、ブート順序が指定されませんでした。現在の固定ブート順序が表示され
ます。連続ブートオプション、ワンタイムブートオプション、ならびに連続ブート UEFI オプ
ションおよびワンタイムブート UEFI オプションなどの他のオプションも表示されます。次に、
指定済みのリストと一緒に bootorder コマンドを呼び出します。これにより、ブート順序が
Generic.USB.1.1、HD.Emb.8.2、NIC.LOM.1.1.IPV6、NIC.LOM.1.1.IPV4、HD.Emb.8.1 の順に
設定されます。commit フラグは変更内容をコミットしますが、このフラグがない場合変更内
容は保存されません。

コマンド例 2
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder --onetimeboot=Hdd --biospassword=BIOSPASSWORD --commit

Committing changes...
The operation completed successfully.
Logging session out.

ここでは、サーバーが次回起動するときにハードディスクドライブから起動するように、ワン
タイムブート順序が変更されました。

コマンド例 3
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder --continuousboot=Cd --biospassword=BIOSPASSWORD --commit

Committing changes...
The operation completed successfully.
Logging session out.

ここでは、CD ドライブから起動し続けるように、連続ブートオプションが変更されました。

コマンド例 4
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > bootorder --disablebootflag --commit

Committing changes...
The operation completed successfully.
Logging session out.

構成されている連続ブートオプションまたはワンタイムブートオプションをオフにするには、
disablebootflag オプションを含めます。

BiosDefaults コマンド

構文

biosdefaults [オプションのパラメーター]

説明

現在ログイン中のサーバーの BIOS 設定をデフォルト設定に戻す場合は、このコマンドを実行
します。
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パラメーター。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

• --reboot= リブート

操作の完了後にリブートコマンド機能を実行する場合は、このフラグを使用します。reboot
フラグに関するパラメーターと説明のヘルプについては、help reboot を実行してくださ
い。

入力

なし

出力

なし

例 1
hprest > biosdefaults -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Resetting the current logged in servers BIOS settings to defaults.
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

ここでは、サーバーにログインした後、biosdefaults コマンドが BIOS 設定をデフォルト値に
リセットします。

注記: 一部の変更内容はシステムがリセットされるまで適用されません。

例 2
hprest > biosdefaults -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD --reboot=ForceRestart

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Resetting the current logged in servers BIOS settings to defaults.
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

After the server is rebooted the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Rebooting server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.
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ここでは、サーバーにログインした後、biosdefaults コマンドが BIOS 設定をデフォルト
値にリセットします。リブートが必要な一部の変更内容が反映されるように、reboot フラグが
含められています。

iSCSIConfig コマンド

構文

iscsiconfig [iSCSI 構成] [オプションのパラメーター]

説明

このコマンドは、現在の iSCSI 構成を表示する、現在の iSCSI 構成をファイルに保存する、
iSCSI 構成をファイルからロードする、または iSCSI 構成に対して使用可能な NIC リソースを
表示する場合に使用します。

パラメーター

• --add=ADD

iSCSI 構成オプションを追加する場合は、この iSCSI 構成オプションを使用します。

• --delete=DELETE

iSCSI 構成オプションを削除する場合は、この iSCSI 構成オプションを使用します。

• --modify=MODIFY

iSCSI 構成オプションを変更する場合は、この iSCSI 構成オプションを使用します。

• --list

さまざまな iSCSI 構成の詳細を一覧表示する場合は、この iSCSI 構成オプションを使用し
ます。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -f ファイル名、--filename= ファイル名

オプションで、デフォルトの hprest.json ファイルではなく指定のファイル名を使用す
る場合は、このフラグを含めます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。
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• --reboot= リブート

操作の完了後にリブートコマンド機能を実行する場合は、このフラグを使用します。reboot
フラグに関するパラメーターと説明のヘルプについては、help reboot を実行してくださ
い。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > iscsiconfig

Iscsi Initiator Name: "iqn.1986-03.com.hp:uefi-P89 "

Available iSCSI Boot Network Interfaces:
[1] Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
[2] Embedded LOM 1 Port 2 : Port 2 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
[3] Embedded LOM 1 Port 3 : Port 3 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
[4] Embedded LOM 1 Port 4 : Port 4 - HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter

フラグを付けずに iscsiconfig コマンドを使用すると、iSCSI イニシエーター名と現在構成
されているブートエントリーを含む現在の iSCSI 構成が表示されます。

コマンド例 2
hprest > iscsiconfig --list –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Current iSCSI Attempts:
[
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

list フラグを使用して、現在構成されている iSCSI ブート試行を取得します。何も構成されて
いない場合は、上にあるように、Not Added というメッセージを含むセクションが表示され
ます。

コマンド例 3
hprest > iscsiconfig --add [2] –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
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One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > iscsiconfig --list
Current iSCSI Attempts:
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM57

19)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot2",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": true,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}
}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

ここでは、ブート試行を追加するためにadd [2] フラグが含められています。この[2] のエ
ントリーにより、サーバーにiSCSINicSource NicBoot 値が2 のブート試行が追加されま
す。つまり、ここで指定した[2] によって、iSCSINicSource 値がNicBoot2 の新しいエン
トリーが追加されました。

注記: ここで入力した2 は、2 番目のブート試行の削除を行う “iscsiconfig --delete
2” とは異なり、試行番号ではありません。

コマンド例 4
hprest > iscsiconfig --add [1] –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --biospassword=BIOSPASSWORD

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > iscsiconfig --list –f output.txt

Results written out to 'output.txt'
hprest > iscsiconfig --modify output.txt --biospassword=BIOSPASSWORD

One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

Original file:
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM5719)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot1",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": true,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}

}
},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

BIOS コマンド 51



Modified File
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM5719)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot1",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": false,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}

}
},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

ここでは、最初にブート試行を追加し、続いて一部のプロパティを変更することにしました。
このため、最初に –f フラグを使用して output.txt というファイルにiscsiconfig プロパ
ティを書き込みます。

注記: --list フラグも含まれている場合、結果はこのファイルだけに書き込まれます。

次に、ワードプロセッサーで output.txt ファイルを開き、目的のプロパティを変更し、
modify フラグを使用してサーバーに構成を再アップロードしました。第 2 レベルの BIOS 認
証が必要だったので、biospassword フラグも含めました。元の output.txt ファイルと変
更後のファイルが上に示されており、iSCSITargetInfoViaDHCP 値が true から false に変更さ
れています。

元の output.txt ファイルと変更後のファイルが上に示されており、
iSCSITargetInfoViaDHCP 値がtrue からfalse に変更されています。

コマンド例 5
hprest > iscsiconfig --list -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
Current iSCSI Attempts:
[
{
"Embedded LOM 1 Port 1 : Port 1 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (BCM57

19)": {
"Attempt 1": {
"iSCSIConnectTimeoutMS": 0,
"iSCSIChapUsername": null,
"iSCSIChapSecret": null,
"iSCSIInitiatorGateway": "0.0.0.0",
"iSCSINicSource": "NicBoot1",
"iSCSITargetInfoViaDHCP": false,
"iSCSIBootAttemptName": "1",
"iSCSIChapType": "OneWay",
"iSCSITargetIpAddress": "0.0.0.0",
"iSCSIIpAddressType": "IPv4",
"UEFIDevicePath": null

}
}

},
{
"Not Added": {}

},
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{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]
hprest > iscsiconfig --delete 1 --biospassword=BIOSPASSWORD

One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > iscsiconfig --list

Current iSCSI Attempts:
[
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

},
{
"Not Added": {}

}
]

ここでは、サーバーにログインしたときに、構成済みのブート試行がすでに存在していまし
た。ブート試行を削除するには、delete フラグを使用してブート試行を削除します。続いて、
別の list フラグでブート試行が削除されたことを確認しました。

注記: ここでは、"iscsiconfig --delete 1"が、最初の iSCSI 試行を削除します。これ
は、NicBoot1 の iSCSI 試行の追加を意味する "iscsiconfig --add [1]"で指定した数字
とは異なります。

Results コマンド

構文

results [オプションのパラメーター]

説明

サーバーの再起動後の BIOS 変更の結果を表示します。

パラメーター

-h、--help

このフラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示されます。

-u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを含
めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

-p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使用し
てログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワードを使用し
ます。

--url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO URL
を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。
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入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > results

Results of the previous BIOS change:

Bios:

The operation completed successfully.

Iscsi:

The operation completed successfully.

Boot:

The operation completed successfully.

ここでは、パラメーターを指定しないで results コマンドが使用され、再起動後の BIOS の変
更が示されています。ここでは、Bios、Iscsi、および Boot がすべて正常に完了したものとし
て表示されています。

iLO コマンド
このセクションでは、RESTful インターフェイスツールを使用して iLO を操作するための高度
な機能について説明します。これらのコマンドには、サーバーハードウェアのオンとオフ、iLO
のリセット、ファームウェアのアップデートなどの操作が含まれます。

Reboot コマンド

構文

reboot [リブートタイプ] [オプションのパラメーター]

説明

このコマンドは、システムをオンにする、正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行す
る、システムの再起動後に正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行する、マスク不可
能割り込みを生成しシステムを即時停止させる、システムの物理的な電源ボタンの押し下げを
シミュレートする場合に実行します。

パラメーター

• On

システムをオンにする場合は、このリブートタイプを使用します。システムがすでにオン
になっている場合、これは効果がありません。
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• ForceOff

正常な手順に沿わない即時シャットダウンをシステムで実行する場合は、このリブートタ
イプを使用します。

• ForceRestart

正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行した後で、システムを再起動する場合
は、このリブートタイプを使用します。

• Nmi

マスク不可能割り込みを生成しシステムを即時停止させる場合は、このリブートタイプを
使用します。

• PushPowerButton

このシステムの物理的な電源ボタンの押し下げをシミュレートする場合は、このリブート
タイプを使用します。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、includelogs フラグの設定を選択できます。選択した場合、データの取
得プロセスにログが含まれます。

入力

なし

出力

なし

コマンド例 1
hprest > reboot On -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

Session will now be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Turning on the server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.
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サーバーが現在オフである場合、reboot On コマンドを使用してサーバーをオンにすることが
できます。reboot コマンドは、サーバーからユーザーをログアウトします。

コマンド例 2
hprest > reboot ForceOff -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

Session will now be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Turning on the server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

サーバーがオンになっている場合は、reboot ForceOff コマンドを使用すると、即座にサー
バーをオフにすることができます。

注記: reboot コマンドは、サーバーからユーザーをログアウトします。

コマンド例 3
hprest > reboot ForceRestart -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

After the server is rebooted the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely to login again.
Rebooting server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

サーバーが現在オンになっている場合は、reboot ForceRestart コマンドを使用すると、即
座にサーバーをオフにし再度起動することができます。

注記: reboot コマンドは、サーバーからユーザーをログアウトします。

コマンド例 4
hprest > reboot Nmi -username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

The session will be now be terminated.
Please wait for the server to boot completely its operations to login again.
Generating interrupt in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

サーバーが現在オンになっている場合は、reboot Nmi コマンドを使用すると、システムを即時
停止させるマスク不可能割り込みを生成することができます。

注記: reboot コマンドは、サーバーからユーザーをログアウトします。

コマンド例 5
hprest > reboot PushPowerButton -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
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Server is powering off the session will be terminated.
Please wait for the server to boot completely its operation to login again.
Powering off the server in 3 seconds...
The operation completed successfully.
Logging session out.

reboot PushPowerButton コマンドを使用すると、サーバーでの物理的な電源ボタンの押し
下げをシミュレートできます。サーバーがオフの場合、このコマンドはサーバーをオンにしま
す。サーバーがオンの場合、このコマンドはサーバーをオフにします。

注記: reboot コマンドは、サーバーからユーザーをログアウトします。

iLOReset コマンド

構文

iloreset [オプションのパラメーター]

説明

現在ログイン中のサーバーで iLO をリセットする場合は、このコマンドを実行します。

パラメーター

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

入力

なし

出力

なし

コマンド例

hprest > iloreset -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

After ilo resets the session will be terminated.
Please wait for iLO to initialize completely before loggin-in again.
This process may take up to 3 minutes.
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An iLO reset is in progress.
Logging session out.

現在ログイン中のサーバーで iLO をリセットする場合は、このコマンドを使用します。これは
iLO をオフにし、再度オンにします。

Firmware update コマンド

構文

Firmwareupdate [URI] [オプションのパラメーター]

説明

URI を使用してファームウェアをアップデートする場合は、このコマンドを使用します。

注記: ファームウェアのアップデートコマンドは iLO 2.20 以降でのみサポートされていま
す。

パラメーター

• URI

firmwareupdate コマンドに、ファームウェアアップデート用のファイルを保持する.bin
ファイルの場所を指定します。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --includelogs

オプションで、includelogs フラグの設定を選択できます。選択した場合、データの取得プ
ロセスにログが含まれます。

• --tpmenabled

現在、ログインしているサーバーに TPM チップが取り付けられている場合は、このフラ
グを使用します。

入力

ファイル

firmwareupdate コマンドを実行するための .bin ファイルを指す URI を入力します。.bin
ファイルはファームウェアアップデートの実行に必要なファイルを保持している必要がありま
す。
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出力

なし

コマンド例
hprest > firmwareupdate https://fileurl/file.bin -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
The operation completed successfully.
Starting upgrading process...

Updating: \

Firmware update has completed and iLO may reset.
If iLO resets the session will be terminated.
Please wait for iLO to initialize completely before logging in again.
A reboot may be required for firmware changes to take effect.
Logging session out.

firmwareupdate コマンドは、iLO のファームウェアをアップデートします。サーバーにロ
グインした後、所定の場所にあるファームウェアアップデートを使用してファームウェアの
アップデートが行われました。アップデートが完了した後、iLO がリセットされ、セッション
が終了しました。

注記: iLO は、必ずしもファームのウェアアップデート後にリセットするわけではありませ
ん。

Serverstate コマンド

構文

serverstate [オプションのパラメーター]

説明

サーバーの現在の状態を返します。

パラメーター

-h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、コマンドの使用法に関するヘルプが表示されます。
-U ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを含
めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

-P パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使用し
てログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワードを使用し
ます。

--url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO URL
を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

入力

なし

出力

なし
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コマンド例 1
hprest > serverstate

The server is currently in state: InPostDiscoveryComplete

ここでは、serverstate コマンドをパラメーターを指定しないで使用しています。このコマ
ンドは、サーバーの現在の状態を通知します。

コマンド例 2
hprest > serverstate –u user –p password –url=xx.xx.xx.xx

Discovering data from iLO…Done

WARNING: Cache is activated. Session keys are stored in plaintext.

The server is currently in state: InPostDiscoveryComplete

ここでは、ログインと サーバーの状態の取得を 1 回の手順で行うために、serverstate をロ
グイン情報とともに使用しています。

Raw コマンド
これらのコマンドは、RESTful インターフェイスツールで使用可能な raw HTTP RESTful 操作
を行います。このセクションで説明するコマンドとその例には、HTTP RESTful PATCH、GET、
POST、PUT、DELETE、および HEAD に相当するものが含まれています。

RawPatch コマンド

構文

rawpatch [ファイル名] [オプションのパラメーター]

説明

HTTP RESTful Patch コマンドを実行する場合は、このコマンドを使用します。入力ファイル
のデータからパッチの送信を実行します。

パラメーター

• ファイル名

ファイル名を指定して、パッチの送信にこの入力ファイルのデータを使用します。以下
に、rawpatch に使用できる JSON ファイルの例を示します。
{

"path": "/rest/v1/systems/1/bios/Settings",
"body": {

"AdminName": "Jean Kranz"
}

}

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。
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• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

• --providerid= プロバイダー ID

プロバイダー ID ヘッダーでの受け渡しに使用します。

• --service

保守モードを有効にして、機能の速度を上げるためには、このフラグを使用します。

入力

ファイル

HTTP RESTful PATCH コマンドに使用する JSON 情報を含むファイルを入力します。

出力

なし

コマンド例

hprest > get AdminName –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx –-selector=HpBios.
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
AdminName=""
hprest > rawpatch patch.json --biospassword=BIOSPASSWORD

One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.
hprest > logout
Logging session out.
hprest > get AdminName --selector=HpBios. -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
AdminName=Jean Kranz

例では、次の patch.json ファイルを使用しました。
{

"path": "/rest/v1/systems/1/bios/Settings",
"body": {

"AdminName": "Jean Kranz"
}

}

ここでは、タイプHpBios のAdminName は、以前は、""でした。rawpatch コマンドは
patch.json を送信して、AdminName プロパティをJean Kranz に変更しました。ここで
は、commit コマンドは意図的に省略されています。その理由は raw コマンド（rawpost、
rawput など）では、変更が直接行われるため commit コマンドは不要だからです。

注記: この変更には、第 2 レベルの BIOS 認証が必要であり、このために biospassword
フラグが含まれていました。
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RawGet コマンド

構文

rawget [パス] [オプションのパラメーター]

説明

HTTP RESTful GET コマンドを使用する場合は、このコマンドを使用します。パスの受け渡し
からデータの取得を実行します。

パラメーター

• パス

rawget コマンドにパスを渡して、コマンドに場所を指示します。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -f、--filename

このフラグを使用して、指定された操作を実行するときに渡されるファイルを使用しま
す。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --service

保守モードを有効にして、機能の速度を上げるためには、このフラグを使用します。

入力

なし

出力

ファイル

filename フラグを指定した場合、このコマンドは、rawget コマンドが実行されたときに取得
された情報の出力ファイルを返します。

コマンド例 1
hprest > rawget "/rest/v1/systems/1/bios/Settings" –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext

The operation completed successfully.
{
"MemFastTraining": "Enabled",
"NvDimmSanitize": "Disabled",
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…
"TpmState": "NotPresent",
"CollabPowerControl": "Enabled"

}

ここでの rawget コマンドは、パス/rest/v1/systems/1/bios/Settings で GET コマン
ドを実行しました。これは、所定のパスにおける情報を表示します。

注記: スペースの制約上、途中からリストの情報が省略されています。

コマンド例 2
hprest > rawget "/rest/v1/systems/1/bios/Settings" –u username –p password --url=xx.xx.xx.xx --filename=output.json
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
The operation completed successfully.
Results written out to 'output.json'.

RawPost コマンド

構文

rawpost [ファイル名] [オプションのパラメーター]

説明

HTTP RESTful POST コマンドを実行する場合は、このコマンドを使用します。パスの受け渡
しからデータのポストを実行します。

パラメーター

• ファイル名

ファイル名を指定して、この入力ファイルに含まれるデータからポストを送信します。以
下に JSON ファイルの例を示します。
{

"path": "/rest/v1/Systems/1",
"body": {

"Action": "Reset",
"ResetType": "ForceRestart"

}
}

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --providerid= プロバイダー

プロバイダー ID ヘッドでの受け渡しに使用します。
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• --service

保守モードを有効にして、機能の速度を上げるためには、このフラグを使用します。

入力

ファイル

HTTP RESTful POST コマンドに使用する JSON 情報を含むファイルを入力します。

出力

なし

コマンド例

hprest > rawpost forcerestart.json -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

The operation completed successfully.

次の forcerestart.json ファイルを使用して、rawpost コマンドを実行しました。
{

"path": "/rest/v1/Systems/1",
"body": {

"Action": "Reset",
"ResetType": "ForceRestart"

}
}

rawpost コマンドは、提供されたファイルから得た情報を使用して HTTP REST POST 操作
を実行します。ここでは、ForceRestart ResetType が設定されていたので、rawpost が
変更のポストを実行した後、iLO がForceRestart を実行しました。

注記: フルパスが指定されていない場合、ツールは RESTful インターフェイスツールが起動
した場所でファイルを検索します。

RawPut コマンド

構文

rawput [ファイル名] [オプションのパラメーター]

説明

HTTP RESTful PUT コマンドを実行する場合は、このコマンドを使用します。パスの受け渡し
からデータの取得を実行します。

パラメーター

• ファイル名

ファイル名を指定して、その入力ファイルに含まれるデータから PUT を送信します。入力
ファイルの例：

{
"path": "/rest/v1/Systems/1/bios/Settings",
"body":{

"BaseConfig": "default"
}

}

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。
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• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --biospassword=BIOS パスワード

BIOS パスワードを入力する場合は、このフラグを選択します。第 2 レベルの BIOS 認証
がコマンドの実行に必要な場合は、このフラグを含めます。

• --providerid= プロバイダー ID

プロバイダー ID ヘッダーでの受け渡しに使用します。

• --service

保守モードを有効にして、機能の速度を上げるためには、このフラグを使用します。

入力

ファイル

HTTP RESTful PUT コマンドに使用する JSON 情報を含むファイルを入力します。

出力

なし

コマンド例
hprest > rawput put.json –u username –p password –-url=xx.xx.xx.xx –biospassword=BIOSPASSWORD

One or more properties were changed and will not take effect until system is reset.

この例では、以下の put.json ファイルを使用します。
{

"path": "/rest/v1/Systems/1/bios/Settings",
"body":{

"BaseConfig": "default"
}

}

ここでは、上記の put.json ファイルをサーバーに配置するために rawput コマンドを使用
しました。変更しようとしているリソースで、第 2 レベルの BIOS 認証が変更に必要な場合
は、biospassword フラグを使用します。

RawDelete コマンド

構文

rawdelete [パス] [オプションのパラメーター]

説明

HTTP RESTful DELETE コマンドを実行する場合は、このコマンドを使用します。パスの受け
渡しからデータの削除を実行します。
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パラメーター

• パス

HTTP RESTful DELETE コマンドに場所を指示するパスを渡します。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --providerid= プロバイダー ID

プロバイダー ID ヘッダー内で受け渡すためにこのフラグを含めます。

• --sessionid= セッション ID

通常のログインを行う代わりに、セッション ID を使用して接続する場合は、オプション
でこのフラグを含めます。

• --service

保守モードを有効にして、機能の速度を上げるためには、このフラグを使用します。

入力

なし

出力

なし

コマンド例

hprest > login xx.xx.xx.xx –u username –p password
Discovering data from iLO...Done
WARNING: Cache is activated session keys are stored in plaintext
hprest > rawdelete "/rest/v1/Sessions/admin556dba8328b43959"

The operation completed successfully.

ここでは、セッションを削除するために rawdelete コマンドが使用されました。サーバーに
ログインした後、指定されたセッションが削除されました。

RawHead コマンド

構文

rawhead [パス] [オプションのパラメーター]
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説明

HTTP RESTful HEAD コマンドを実行する場合は、このコマンドを使用します。パスの受け渡
しからヘッダーデータの取得を実行します。

パラメーター

• パス

HTTP RESTful HEAD コマンドに場所を指示するパスを渡します。

• -h、--help

このコマンドに help フラグを含めると、このコマンドの使用法に関するヘルプが表示さ
れます。

• -f、--filename=FILENAME

現在の操作を実行するファイル名を含めます。

• -u ユーザー名、--user= ユーザー名

まだログインしていない場合は、password フラグおよび URL フラグとともにこのフラグ
を含めると、同じコマンドでサーバーにログインできます。

• -p パスワード、--password= パスワード

まだログインしていない場合は、user フラグおよび URL フラグとともにこのフラグを使
用してログインします。ログインで指定したユーザー名に対応する指定の iLO パスワード
を使用します。

• --url=URL

まだログインしていない場合は、user フラグおよび password フラグとともに指定の iLO
URL を使用して、同じコマンドでサーバーにログインします。

• --service

保守モードを有効にして、機能の速度を上げるためには、このフラグを使用します。

入力

なし

出力

ファイル

filename フラグを指定すると、rawhead コマンドは rawhead コマンドの実行時に取得した情
報が含まれるファイルを出力します。

コマンド例
hprest > rawhead /rest/v1/systems/1/bios/Settings -u username -p password --url=xx.xx.xx.xx

[200] No message returned by iLO.
{
"Content-length": "3835",
"Server": "HP-iLO-Server/1.30",
"Connection": "keep-alive",
"ETag": "BB642DA122E434087C3E7E7A646A8DAB",
"Allow": "GET, HEAD, PUT, PATCH",
"Cache-Control": "no-cache",
"Date": "Mon, 01 Jun 2015 14:51:07 GMT",
"X_HP-CHRP-Service-Version": "1.0.3",
"Content-type": "application/json"

}

rawhead コマンドは、HTTP RESTful HEAD 操作です。パスの受け渡しからデータを取得す
るために使用されます。
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5 マクロコマンドとスクリプトの例
RESTful インターフェイスツールによって提供されるコマンドカタログでは、さまざまなオプ
ションでサーバーを操作し処理することができます。複数のコマンドを連携させることによ
り、より高度な機能を実行し、抱えている作業で発生するさまざまなニーズを満たすことがで
きます。非常に一般的なコマンド（bootorder コマンドなど）がいくつか、すでにコマンドカ
タログに組み込まれています。以下の bootorder の例では、コマンドカタログの利用可能なコ
マンドを結合して、ブートデバイスの順序を操作する方法を示しています。

ブート順序の変更の例
bootorder コマンドは、select、get、および set コマンドのリストで構成されます。こ
れらのイベントの順序を実際に示すために、bootorder コマンドを一度に 1 手順ずつ手動で
進め、他の指定されたコマンドだけを使用してタスクを実行することを示します。
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最初にサーバーにログインし、select および get コマンドを、それぞれHpBios タイプと
BootMode プロパティに対して実行します。
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次に、select および get コマンドを使用して、ComputerSystem タイプの
BootSourceOverrideSupported プロパティを取得します。

注記: select や get などの操作はすべて、RESTful インターフェイスツールにすでに実装
されています。
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以前に取得したbootmode が UEFI だった場合、
UefiTargetBootSourceOverrideSupported プロパティ（ワンタイムブート設定）は get
コマンドで取得されます。bootmode が UEFI ではなかった場合、ワンタイムブート設定は
None に設定されます。

ブート順序の変更の例 71



これがワンタイムブートや連続ブートでなく、disable boot フラグが設定されていない場合、
select コマンドでHpServerBootSettings タイプが選択され、get コマンドで
PersistentBootConfigOrder プロパティが取得されます。
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次に、この情報と、コマンドに入力された指定のブート順序を使用して、この新しいブート順
序が set コマンドを使用してアップデートされます。
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ブート順序に対して変更が行われると、変更内容は最後に commit コマンドでコミットされ、
ユーザーもログアウトされます。

ここに示されたすべてのコマンドは、実際の bootorder コマンドで同じ方法で実行され、同
じ順序で呼び出されて bootorder コマンドを実行しました。bootorder と同じようにコマ
ンドを結合して独自のスクリプトを作成し、RESTful インターフェイスツールに用意されたコ
マンドを使用して、より高度な機能を実行できます。

BIOS 管理者パスワードの変更の例
RESTful インターフェイスツールには実装されていませんが、マクロとして簡単に設定できる
もう 1 つのコマンドは、第 2 レベルの BIOS 認証の管理者パスワードを変更するというもので
す。以下の例では、このようなコマンドの作成方法を示し、さらに BIOS パスワードの仕組み
を説明します。
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HpBios タイプには、AdminPassword およびOldAdminPassword という 2 つのプロパティ
があり、どちらも管理者パスワードの変更に使用する必要があります。AdminPassword は変
更後の新しいパスワードであり、OldAdminPassword は現在使用しているパスワードです。

注記: 現在のパスワードがない場合、OldAdminPassword=”” を組み込む必要があります。

get コマンドを実行して現在のAdminPassword およびOldAdminPassword の値を検索する
と、上のように、実際の値が何であるかにかかわらず、それらの値はNone と一覧表示されま
す。

BIOS 管理者パスワードの変更の例 75



管理者パスワードを変更するには、AdminPassword（必要な新しい値）とOldAdminPassword
（以前の管理者パスワード）を設定し、さらに –biospassword フラグを含める必要がありま
す。

注記: biospassword 値は、OldAdminPassword 値と同じです。
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AdminPassword およびOldAdminPassword の値を設定したら、変更内容をコミットし、
サーバーを再起動する必要があります。

注記: 管理者パスワードを変更するには、AdminPassword とOldAdminPassword を同じ
行で設定する必要があります。
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その後サーバーに再びログインすると、BIOS パスワードは新しい値にアップデートされてい
ます。ただし、AdminPassword またはOldAdminPassword の値は確認できません。

サーバーでの Trusted Platform Module（TPM）の無効化の例
サーバーのグループで TPM を無効にする必要がある場合は、RESTful インターフェイスツー
ルの一連のコマンドを使用できます。たとえば、ベアメタルサーバーに SPP および OS をイ
ンストールしており、インストールを開始する前に TPM を無効にする必要があるとします。
hprest login https://clientilo.domain.com -u username -p password
set Tpm2Visibility=Hidden --selector HpBios.
commit --reboot=ForceRestart

サーバーが再起動すると、TpmState がPresentEnabled からPresentDisabled に変更さ
れます。

サーバーの TPM を有効にする
TPM を有効にするために、TpmState をPresentEnabled に設定できます。
hprest login https://clientilo.domain.com -u username -p password
set Tpm2Visibility=Visible --selector HpBios.
commit --reboot=ForceRestart

注記: TPM を無効または有効にする際、[TPM ビジビリティ] がTpm2Visibility または
TpmVisibility と表示される場合があります。これは、サーバー上の TPM チップタイプに
よって異なります。
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Parallel Distributed Shell（PDSH）を使用したコマンドの並列実行の例
PDSH を使用すると、1 つの hprest コマンドを複数の管理対象 iLO に同時並行して送信できる
ので効率的です。このとき、hprest ツールのオプション --cache-dir を使用して、各管理対
象サーバーのデータを別々のディレクトリにローカルでキャッシュします。

例

次の例は、10 台の iLO に同じ hprest コマンドを送信する方法を示します。
1. hprest セッションを 10 台の iLO サーバーで開始するには、pdsh -R exec -w

server[1-10] hprest --cache-dir %h login ilo-%h -u ユーザー名 -p パス
ワードというコマンドを実行します。

この例の -R exec の部分では、hprest 実行可能ファイルを探して、ローカルで実行しま
す。-w server[1-10] の部分では、後のコマンドの文字列%h を1, 2, … 10 と置換しま
す。

この例のコマンドを実行すると、PDSH は次の 10 個のコマンドを一括で、バックグラウ
ンドモードで実行します。コマンドごとに、hprest ツールはデータを別々の場所に保存し
ます。たとえば server1 では、データはディレクトリサーバー 1 にキャッシュされ、server2
ではディレクトリサーバー 2 にキャッシュされます。

• hprest --cache-dir server1 login ilo-server1 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server2 login ilo-server2 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server3 login ilo-server3 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server4 login ilo-server4 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server5 login ilo-server5 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server6 login ilo-server6 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server7 login ilo-server7 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server8 login ilo-server8 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server9 login ilo-server9 -u ユーザー名 -p パスワード

• hprest --cache-dir server10 login ilo-server10 -u ユーザー名 -p パスワード
2. これで hprest セッションが各 iLO で作成されました。情報を select、set、または get
するためのコマンドは、pdsh -R exec --cache-dir server[1-10] hprest
<select、list、get、または set> < タイプまたはプロパティ > です。

HPE iLO ライセンスキーの更新
iLO のライセンスキーを更新するには、rawpost コマンドを使用します。詳しくは、「RawPost
コマンド」 (63 ページ) を参照してください。
以下は、rawpost コマンドを使用する際に含める JSON の例です。
{

"path": "/rest/v1/Managers/1/LicenseService",
"body": {

"LicenseKey": "license key"
}

}

iLO ライセンスを削除する場合は、rawdelete コマンドを使用します。詳しくは、「RawDelete
コマンド」 (65 ページ) を参照してください。
rawdelete /rest/v1/Managers/1/LicenseService
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Service Pack for ProLiant（SPP）の展開
SPP を展開するには、rawpost コマンドを使用します。詳しくは、「RawPost コマンド」
(63 ページ) を参照してください。
hprest -v --nologo rawpost virtualmedia.json --url=xx.xx.xx.xxx
--user=Admin --password=password

以下は、rawpost コマンドを使用する際に含める JSON の例です。
{

"path": "/rest/v1/Managers/1/VirtualMedia/2",
"body": {

"Action": "InsertVirtualMedia",
"Target": "/OEM/Hp",
"Image": "http://xx.xxx.xxx.xxx:xx/spp.iso

}
}

スクリプトの例

タイプからのプロパティの選択と取得
:: This is a batch file that logs into a remote server,
:: selects the HpBios type, and gets the BootMode value

:: Usage ::
:: selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
@echo off

set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
if %argC% LSS 3 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo selectget.bat [URI] [USERNAME] [PASSWORD]
goto :EOF

:main
@echo *****************************************
@echo ************* Logging in... *************
@echo *****************************************
hprest.exe login %1 -u %2 -p %3
@echo *****************************************
@echo ******* selecting HpBios type... ********
@echo *****************************************
hprest.exe select HpBios.
@echo *****************************************
@echo ********** getting BootMode... **********
@echo *****************************************
hprest.exe get
pause

ファイルベースの編集モードを使用したファイルの保存およびロード
:: This a file-based edit mode helper for RESTful Interface Tool
:: 1. Run to download selected type to a file called hprest.json
:: 2. Edit the hprest.json file to make changes.
:: 3. Press any key running batch program to continue with program,
:: uploading the newly edited program to the server.
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:: Usage ::
:: saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
:: Specify a type with the SELECTOR tag, and
:: save to a file called FILENAME
@echo off
set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1
if %argC% LSS 2 goto :failCondition
goto :main

:failCondition
@echo Usage:
@echo saveload.bat [SELECTOR] [FILENAME]
@echo specify a type with the SELECTOR tag, and
@echo save to a file called FILENAME
goto :EOF

:main
hprest.exe login
hprest.exe save --selector=%1 --json -f %2
@echo Edit the file, then:
pause
hprest.exe load -f %2

セキュアブート設定の変更
:: This is a batch file that enables you
:: to change secureboot settings quickly
::
:: Usage:
:: Param 1: True or False
:: (optional) Param 2: IP address for iLO
:: (optional) Param 3: iLO username
:: (optional) Param 4: iLo password
@echo off

if "%1"=="True" goto passcondition
if "%1"=="False" goto passcondition
if "%1"=="true" goto passcondition
if "%1"=="false" goto passcondition
goto :failcondition

:passCondition
set argC=0
for %%x in (%*) do Set /A argC+=1

if %argC% == 0 goto :failcondition
if %argC% == 1 goto :local
if %argC% == 4 goto :remote
goto :failcondition

:failcondition
@echo Usage:
@echo Param 1: True or False
@echo.
@echo Remote Only Parameters:
@echo (optional) Param 2: IP Address for ILO
@echo (optional) Param 3: ILO Username
@echo (optional) Param 4: ILO Password
goto :EOF

:local
@echo.
@echo *******************************************
@echo *********** Initiating script *************
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@echo *******************************************
@echo.
hprest.exe login
hprest.exe set SecureBootEnable=%1 --selector HpSecureBoot. --commit
goto :finalcomment

:remote
@echo.
@echo *******************************************
@echo *********** Initiating script *************
@echo *******************************************
@echo.
hprest.exe set SecureBootEnable=%1 --url %2 -u %3 -p %4 --selector HpSecureBoot. --commit

:finalcomment
@echo.
@echo ********************************************
@echo ********** Done applying changes ***********
@echo ********************************************

pause
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6 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を受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide」に移動します。
http://www.hpe.com/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポー
トセンターの Web サイトに移動します。
http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• 増設した製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップ
デートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。製品のドキュメントを確認し、
推奨されるソフトウェアアップデートの方法を特定します。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

◦ Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリ
ンクしたりするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information
on Access to Support Materials] ページに移動します。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンターからアクセスするときに製品の資格が必要になる場合があります。関連する資格を
使って HP パスポートをセットアップしておく必要があります。
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Web サイトおよびドキュメント
表 1 Web サイト

リンクWeb サイト

http://www.hpe.com/info/enterprise/docsHewlett Packard Enterprise Information Library

http://www.hpe.com/support/hpescHewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/assistanceContact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

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

http://www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

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

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docsHP-UX 用の Serviceguard ソリューション

http://www.hpe.com/storage/spock （英語）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/whitepapers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/info/restfulapi （英語）iLO RESTful API

http://www.hpe.com/support/proliantgen9/docsHPE ProLiant Gen9 サーバーの管理

http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docsHPE Intelligent Provisioning

http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docsUEFI システムユーティリティ

http://www.hpe.com/info/hpsum （英語）SUM

http://www.hpe.com/servers/spp/supportpolicy-jaService Pack for ProLiant（SPP）

http://www.hpe.com/info/ilo/docsHPE iLO 4

http://www.hpe.com/info/ilo/videos （英語）HPE iLO University Videos

http://www.hpe.com/jp/hpsimHPE Systems Insight Manager

http://www.hpe.com/support/service_locator米国内の 製品販売店

表 2 ドキュメント

ドキュメント

『iLO RESTful API Data Model Reference (iLO 4)』

『HPE iLO 4 スクリプティング/コマンドラインガイド』

『HPE iLO 4 リリースノート』

『HPE ROM ベースセットアップユーティリティユーザーガイド』

『HPE UEFI システムユーティリティユーザーガイド』

HPE Intelligent Provisioning ユーザーガイド（HPE ProLiant Gen9 サーバー向け）

『Scripting Toolkit for Linux ユーザーガイド』

『Scripting Toolkit for Windows ユーザーガイド』

Smart Update Firmware DVD ユーザーガイド

Smart Update Manager ユーザーガイド

『Service Pack for ProLiant ユーザーガイド』
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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
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/info/restfulapi
http://www.hpe.com/support/proliantgen9/docs
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs
http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs
http://www.hpe.com/info/hpsum
http://www.hpe.com/servers/spp/supportpolicy-ja
http://www.hpe.com/info/ilo/docs
http://www.hpe.com/info/ilo/videos
http://www.hpe.com/jp/hpsim
http://www.hpe.com/support/service_locator


表 2 ドキュメント (続き)

ドキュメント

『HPE Systems Insight Manager ユーザーガイド』

『HPE BladeSystem Onboard Administrator ユーザーガイド』

『HPE ProLiant Gen9 トラブルシューティングガイド、ボリューム I：トラブルシューティング』

『HPE Insight Remote Support 7.0.5 インストール/設定ガイド』

『HPE Insight Remote Support 7.0.5 管理対象システムガイド』

『HPE ProLiant サーバーおよび HPE BladeSystem c-Class エンクロージャー用 HPE Insight Remote Support お
よび Insight Online セットアップガイド』

『HPE iLO 連携ユーザーガイド 』

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品
をお客様ご自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様の
ご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりませ
ん。Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かど
うかを判断します。

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 サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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