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摘要

本書では、HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントのトラブルシュー
ティング情報について説明します。これは、使用する HPE OneView のバージョンに従って提
供されます。このエディションは、HPE OneView 3.1 を実行する HPE Synergy ソリューショ
ンでハードウェアとソフトウェアのインストール、管理、およびトラブルシューティングの担
当者を対象としています。本書は、すばやくこれらのソリューションの問題を診断し解決する
必要があるインフラストラクチャ管理者および技術者も対象としています。HPE Synergy ハ
ードウェアコンポーネントの操作については、コンピューター機器の保守の資格があり、高電
圧製品の危険性について理解していることを前提としています。
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このガイドについて

ようこそ

Hewlett Packard Enterprise Synergy トラブルシューティングガイドへようこそ

ドキュメントの概要
HPE Synergy トラブルシューティングガイド、HPE OneView 3.1 Edition では、HPE OneView 3.1 を実行
する HPE Synergy ソリューションの次のトラブルシューティング情報を提供します。

• 一般的なトラブルシューティング

• HPE Synergy ハードウェア

◦ HPE Synergy 12000 フレーム

◦ HPE Synergy Gen9 コンピュートモジュール

◦ HPE Synergy Gen10 コンピュートモジュール

◦ ストレージ

◦ インターコネクト

• コンポーザブルインフラストラクチャ

◦ HPE OneView 3.1

◦ HPE OneView Global Dashboard 1.2

◦ HPE イメージストリーマー 3.1

• 内蔵管理

◦ HPE iLO 5

◦ Intelligent Provisioning

◦ Smart Update Manager

◦ HPE Synergy Gen9 コンピュートモジュールおよび HPE Synergy Gen10 コンピュートモジュール
用の UEFI システムユーティリティ

◦ SPP

◦ Windows および Linux 用の Scripting Toolkit

トラブルシューティングの概要
HPE Synergy トラブルシューティング情報は、次の 3 つのドキュメントで構成されるソリューションと
して提供されています。

このガイドについて 15



• HPE Synergy トラブルシューティングガイド

• Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy

• Integrated Management Log Messages and Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 Servers
and HPE Synergy

すべての HPE Synergy トラブルシューティングガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library に掲載されています。

HPE Synergy トラブルシューティングガイド

本書では、HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェアのトラブルシューティング情報について説明し
ます。使用する特定のエディションは、実行している OneView のバージョンによって異なります。

正しいトラブルシューティングガイドエディションの選択

手順

1. 実行している HPE OneView のバージョンを次のように確認します。

メインメニューから、設定 > アプライアンスを選択します。

2. ご使用の HPE OneView のバージョンに対応する適切なトラブルシューティングガイドを選択します。

• HPE OneView 3.0 を実行している場合、HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェアのトラブ
ルシューティング情報については HPE Synergy トラブルシューティングガイド、HPE OneView
3.0 Edition を使用してください。

• HPE OneView 3.1 を実行している場合、HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェアのトラブ
ルシューティング情報については HPE Synergy トラブルシューティングガイド、HPE OneView
3.1 Edition を使用してください。

• HPE OneView の異なるバージョンを使用している場合は、そのバージョンに適切なトラブルシュ
ーティングガイドのエディションを参照してください。

Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 Servers and HPE Synergy
本書では、HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy のエラーメッセージとその解決策について
説明します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にあるドキュメントを参照し
てください。

Integrated Management Log Messages and Troubleshooting Guide for HPE
ProLiant Gen10 Servers and HPE Synergy

本書では、HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy 用のインテグレーテッドマネジメントログ
メッセージおよびトラブルシューティングについて説明します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library にあるドキュメントを参照してください。

このガイドのナビゲーション
トピックの一覧を参照するか、または検索機能を使用して、ハードウェアおよびソフトウェアの問題の解
決策をすばやく簡単に検索できます。
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一般的な用語

• 「サーバー」という用語は、「コンピュートモジュール」という用語と同じ意味で使用されています。

• 「エンクロージャー」という用語は、「シャーシ」および「フレーム」という用語と同じ意味で使用さ
れています。

一般的な用語 17



製品説明

HPE Synergy ハードウェア
フレーム、アプライアンス、コンピュートモジュール、ストレージモジュール、インターコネクト、およ
びコンピュートモジュールオプションを含む、HPE Synergy に関連するハードウェア。

コンポーザブルインフラストラクチャ
中規模のデータセンターや企業のデータセンター用に設計されたインフラストラクチャ管理。

HPE OneView

HPE サーバー（コンピュートモジュール）、ストレージモジュール、およびネットワーキング全体で自動
化および簡素化を実現するコンバージド管理。

HPE イメージストリーマー

HPE Synergy コンピュートモジュールを起動するオペレーティングシステムのホスト、構成、およびサー
ビス提供に使用される HPE Synergy 管理アプライアンスであり、コンピュートモジュールにステートレ
スサーバー環境を提供します。

内蔵管理
HPE Synergy やほとんどの ProLiant サーバーに内蔵されているすべての管理ツール。

• HPE iLO 4（HPE Integrated Lights-Out）

すべての HPE Synergy コンピュートモジュールに内蔵されており、すぐに使用でき、サーバーの動作
状態にかかわらず、重要なリモート管理と制御を提供します。

• Intelligent Provisioning

サーバーのセットアップと構成を簡素化する単一サーバー OS 展開ツール。

• Smart Update Manager（SUM）

ファームウェア、ドライバー、およびシステムソフトウェアをインストールおよびアップデートする
ために使用するメンテナンスツール。

• Smart Update ツール（SUT）

ファームウェアとドライバーの更新をステージ、インストール、およびアクティブ化するために HPE
OneView によって使用されるソフトウェアユーティリティ。

• Service Pack for ProLiant（SPP）

SUM を使用して展開される包括的なシステムソフトウェアおよびファームウェアソリューション。

• Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）

UEFI ベースのシステム ROM に内蔵されている構成ツール。
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一般的なトラブルシューティング

トラブルシューティングの準備

トラブルシューティングの前提条件

警告:
問題の発生を防止するため、必ず、製品のドキュメントに掲載されている警告および注意事項をよ
く読んでから、システムコンポーネントの取り外し、交換、再取り付け、または変更を行ってくだ
さい。

重要:
このガイドは、複数の Hewlett Packard Enterprise サーバー製品をサポートする各種のソフトウェア
ツールを使用したトラブルシューティングに関する情報を提供します。本書のいくつかのセクショ
ンおよびソフトウェアツールでは、サーバーおよびエンクロージャーは、複数の製品をサポートす
る一般的な用語として使用されます。HPE Synergy 固有の用語について詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）の HPE Synergy の用語
集を参照してください。

手順

1.「安全に使用していただくために」を参照します。

2. 症状に関する情報を収集します。詳しくは、「症状に関する情報の収集」を参照してください。

3. 表示される完全な POST エラーメッセージおよび IML など、すべてのエラー情報を収集します。

4. Hewlett Packard Enterprise に問い合わせる必要がある場合は、Active Health System ログをダウンロ
ードし、Active Health System Viewer（AHSV）を使用してサポートケースを送信してください。

詳しくは、http://www.hpe.com/support/ahsv-docs で入手できる AHSV ユーザーガイドを参照して
ください。

5. 診断のためにコンピュートモジュールを準備します。詳しくは、「診断のための HPE Synergy の準備」
を参照してください。

安全に使用していただくために
安全、環境、および規定に関する情報については、サーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、および
ラック製品の安全と準拠に関する情報（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してくださ
い。

装置の記号

潜在的な危険の存在を示すために、装置には以下の記号がある場合があります。

 
装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感
電の危険があることを示します。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してくださ
い。

警告：感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。メンテ
ナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。
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装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。カバー内に
は、ユーザーや使用現場の担当者が修理できる部品は入っていません。カバーは、絶
対に開けないでください。

警告：感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。

 
この記号が貼付された RJ-45 ソケットはネットワークインターフェイス接続を示しま
す。

警告：感電、火災、装置の損傷を防止するため、電話または電気通信用のコネクター
をこのソケットに接続しないでください。

 
装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。こ
の表面に手を触れるとやけどをする場合があります。

警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十
分に冷めてから手を触れてください。

 

重量 kg

重量 lb

製品や機械にこの記号が付いている場合、1 人で安全に取り扱うことができる重量を超
えていることを示します。

警告： けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の
安全な取り扱いに関する規定に従ってください。

電源装置やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを
示します。

警告：感電によるけがを防止するために、電源コードをすべて抜き、システムの電源
を完全に切ってください。

警告および注意事項

警告:
この装置の修理は、Hewlett Packard Enterprise によるトレーニングを受けた認定技術者のみが行っ
てください。このガイドで説明するトラブルシューティングと修理に関するすべての手順は、サブ
アセンブリ/モジュールレベルの修理だけを対象にしています。個々のボードおよびサブアセンブリ
は複雑な仕組みになっているため、コンポーネントレベルの修理を試みたり、プリント配線基板に
変更を加えようとしたりしないでください。不正な修理を行うと、安全上の問題が発生する可能性
があります。

警告:
けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注
意事項とユーザードキュメントを参照してください。

一部のサーバーには、危険な高エネルギー回路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、ま
たはその任意の組み合わせが含まれ、製品が電源に接続されているときにカバーやアクセスパネル
を取り外すと危険にさらされる場合があります。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製
品の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行ってください。エン
クロージャーを取り外したり、このような危険な条件から保護するためのインターロックを無効に
したりしないでください。
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警告:
けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• ラックの水平脚を床まで延ばしてください。

• ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。

• 1 つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。

• 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。

• コンポーネントは、一度に 1 つずつしか引き出すことができません。いかなる理由にせよ、複数
のコンポーネントを引き出すとラックが不安定になります。

警告:
感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。

• 電源コードのアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要です。

• 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してくださ
い。

• 電源装置の電源を切る場合は、電源コードを電源装置から抜き取ってください。

• 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線して
ください。プラグ、電源コンセント、コンピュートモジュールと電源コードの接続部には、特に
注意してください。

 

重量 kg

重量 lb

警告:
  けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定
に従ってください。

• シャーシの設置および取り外し作業中には、必ず適切な人数でシャー
シを持ち上げたり固定する作業を行ってください。

• サーバーはレールに固定されていないと不安定になります。

• サーバーをラックに取り付ける際は、重量を軽くするために、電源装
置やその他のリムーバブルモジュールをすべて取り外してください。

注意:
システムの通気を正しく確保するには、サーバーの前後に 7.6 cm（3.0 インチ）以上の隙間を空け
てください。

注意:
サーバーはアースして使用するように設計されています。サーバーを正しく動作させるために、正
しくアースされた AC コンセント以外には、AC 電源コードを接続しないでください。
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静電気対策

静電気による損傷の防止

システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項
を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気
に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。

手順

• 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。

• 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたま
まにしておきます。

• 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。

• ピン、リード線、または回路には触れないようにします。

• 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行いま
す。

静電気による損傷を防止するためのアースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上の方
法でアースを行ってください。

• すでにアースされているワークステーションまたはコンピューターシャーシにアースバンドをつなぎ
ます。アースバンドは柔軟な帯状のもので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ±10%です。アースを正
しく行うために、アースバンドを肌に密着させてください。

• 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の
場合、両足にアースバンドを付けます。

• 作業用具は導電性のものを使用します。

• 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。

上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。

静電気対策や製品の設置について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターに問い合わせ
ください。

症状に関する情報の収集
問題をトラブルシューティングする前に、以下の情報を収集してください。

• コンピュートモジュールまたはコンポーネントの電源はオンになりますか。

• コンピュートモジュールで POST は完了していますか。

完了していない場合、ヘルス LED はどのような状態ですか。

ビデオディスプレイは使用できますか。

コンピュートモジュールで POST が完了しており、ビデオを使用できる場合、POST エラーメッセー
ジは表示されていますか。表示されている POST エラーメッセージのテキストをメモしてください。

• コンピュートモジュールのオペレーティングシステムまたはハイパーバイザーは正常に起動します
か。起動しない場合、コンピュートモジュールのディスプレイに以下のいずれかの症状は見られまし
たか。また、以下の症状はどの時点では発生しましたか。
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◦ 訂正不能なマシンチェック例外

◦ STOP エラーまたはブルースクリーン（Windows）

◦ パープルスクリーン（Linux）

◦ Linux カーネルパニック

◦ システムの「ハング」

◦ システムの「フリーズ」

• OS のインストール後に問題が発生した場合：

◦ 問題は、新しいアプリケーションのロード中に発生しましたか。

◦ コンピュートモジュールが誤動作したとき、コンピュートモジュールのディスプレイにはどのよう
な症状が見られましたか（たとえば、「再起動した」、「LED コードが示された」、「ヘルスログが記
録された」、「画面にメッセージが表示された」などがあります）。

• 誤作動がメモリエラー、PCI エラーなどとして報告されたことを示す何らかの兆候はありましたか。

プロセッサーはメモリコントローラーおよびコントローラーを備えているため、他の領域での障害が、
プロセッサーの誤動作を原因とする場合があります。

• 問題は、いつ発生しましたか。

問題が発生したタイミング（日時を含む）を正確に記録してください。複数回発生する場合は、発生
ごとのすべての症状のリストを保持してください。

• 障害の前に何かイベントが発生しましたか。

問題は、どの手順を実行した後に発生するのですか。

• コンピュートモジュールが動作していたときから何を変更しましたか。

• 近、ハードウェアまたはソフトウェアを追加もしくは削除しましたか。

その場合、必要に応じて、コンピュートモジュールのセットアップユーティリティで適切な設定を変
更した記憶がありますか。

• コンピュートモジュールが問題の症状を示すのはどのくらいの長さの時間ですか。

• 問題がランダムに発生する場合、その期間または頻度はどのくらいですか。

• HPE iLO イベントログ、IML、または HPE OneView に基づいて判断すると、何が故障していますか。

診断のための HPE Synergy の準備

手順

1. 電力が十分に供給され、空調が効き、湿度が制御されている適切な動作環境に HPE Synergy があるこ
とを確認します。環境要件については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品の
QuickSpecs を参照してください。

2. HPE OneView サポートダンプをキャプチャします。詳しくは、HPE OneView ユーザーインターフェ
イスに組み込まれている、または Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できる
HPE OneView オンラインヘルプを参照してください。

3. ブート可能デバイスではないすべての CD-ROM、DVD-ROM、USB ドライブキー、または SD カード
を取り外します。
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4. 問題のトラブルシューティングに必要なすべてのツールとユーティリティを用意します。たとえば、
トルクスドライバー、ループバックアダプター、静電気防止リストバンド、ソフトウェアユーティリ
ティなどがあります。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できる製品
のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

5. 次の情報を確認し、収集します。

a. すべての HPE OneView エラーを確認します。

b.「Windows および Linux 用の Scripting Toolkit」から CONREP を実行して、現在のすべての ROM
設定の記録を取得します。

c. IML を確認します。

d. iLO 情報（概要とシステム情報の両方のページ）を確認します。

e. 診断ページを確認します。

f. OS が動作しており、System Management Homepage がインストールされている場合は、System
Management Homepage で動作ステータスを確認します。

g. Active Health System Viewer を使用して、Active Health System ログをダウンロードします。

詳しくは、Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）で入手できる Active Health
System Viewer のドキュメントを参照してください。

h. Survey データを記録します。

6. テストに必要のない周辺装置、すなわち HPE Synergy の電源を入れるのに必要のないデバイスを切り
離します。
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HPE OneView を使用したアプライアンスのト
ラブルシューティング

HPE OneView でのトラブルシューティングの基本的な手法
HPE OneView には、問題の解決に使用できるさまざまなトラブルシューティングツールがあります。画
面とログを調査するという複合的なアプローチに従うことで、アクティビティと発生したエラーの履歴を
取得できます。

• アクティビティ画面には、ユーザーによるものかアプライアンスによるものかにかかわらず、アプラ
イアンスに対して行われたすべての変更のログが表示されます。これは監査ログに似ていますが、内
容はより詳細で、UI から簡単にアクセスできます。

アクティビティ画面には、ヘルスアラートおよびステータス通知のログも表示されます。

• 監査ログをダウンロードすると、システムに対して行われたセキュリティ関連の処置を把握するため
に役立ちます。

• サポートダンプファイルを作成は、デバッグに必要なログなどの情報を収集し、分析のために認定テ
クニカルサポートに送信できる暗号化された圧縮ファイルにまとめます。

• インターコネクト、サーバー、およびエンクロージャーのステータスのレポートを確認します。レポ
ートはインベントリ情報も提供でき、データセンター内のプロセッサーとサーバーモデルの種類も確
認できます。更新が必要なファームウェアを表示することもできます。

注記:

UI が利用できない場合は、トラブルシューティングに Maintenance Console を使用できます。

HPE OneView を使用したアプライアンスのトラブルシューティング 25



推奨 説明

メッセージを探す 構文エラーについて：

値を入力すると、ユーザーインターフェイスにより構文がチェックされます。構文
エラーがあると、エントリーの横に説明のメッセージが表示されます。正しい値が
入力されるまで、ユーザーインターフェイスまたはコマンドラインには引き続きメ
ッセージが表示されます。

ネットワークのセットアップエラーについて：

• それらを適用する前に、アプライアンスが、IP アドレスや完全修飾ドメイン名
（FQDN）のような重要なネットワークパラメーターを検証して、それらのフォ
ーマットが適切かどうか確認します。

• ネットワーク設定が適用された後、アプライアンスは、到達可能性チェックや
ホスト名からの IP のルックアップなどのその他の検証を実行します。パラメ
ーターが正しくない場合、アプライアンスはネットワークインターフェイスカ
ード（NIC）に対する検証エラーを示すアラートを生成し、ブラウザーとの間の
接続は失われる可能性があります。

報告された重大なエラーについて：

• アプライアンスからエンクロージャーへの接続をチェックします。

• サポートダンプを作成して、認定テクニカルサポートに問い合わせます。

アクティビティ画
面を調査する

アクティビティについてのメッセージを見つけるには：

1.
注記:

仮想コンソールから以下の手順を実行する必要がある場合があります。

2. ステータスがクリティカルまたは警告の 新のアクティビティを見つけます。

3. アクティビティを展開して、エラーの解決方法の推奨処置を表示します。

4. 指示に従ってください。

サポートダンプファイルの作成

以下の手順では、HPE Synergy Maintenance Console を使用して、ローカルアプライアンス（HPE Synergy
Maintenance Console を実行しているアプライアンス）からサポートダンプファイルを作成し、USB ドラ
イブに格納する方法について説明します。

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

サポートダンプファイルはデフォルトで暗号化されます。
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注意:
サポートダンプファイルを作成すると、アプライアンス上に存在するすべてのバックアップファイ
ルが上書きされます。可能であれば、安全な保管のために外部の場所にバックアップファイルをコ
ピーしていない場合は、サポートダンプを作成しないようにします。

前提条件

• 必要な 小権限：インフラストラクチャ管理者

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

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

HPE Synergy Maintenance Console からのサポートダンプファイルの作成

手順

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

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

2. アプライアンスコンソールを使用して、HPE Synergy Maintenance Console のメインメニューにアク
セスします。

3. サポートダンプを選択します。

新しい一連のコマンドが表示されます。

4. 次のいずれかを実行します。

• Create support dump を選択してサポートダンプを作成し、USB ドライブにコピーします。

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

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

アクティビティのトラブルシューティング
以下の情報を使用して、アクティビティ画面に表示されるアラートのトラブルシューティングを行いま
す。

アラートが生成されない(28 ページ)

HPE OneView アラートがロックされている(28 ページ)

アラートが HPE OneView ユーザーインターフェイスに表示されない (28 ページ)

HPE OneView でアラートのステータスが空白または予期しないとしてレポートされる(29 ページ)

HPE OneView でのアラート状態が予期されたものではありません。(29 ページ)
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アラートが生成されない

症状

アラートが生成されません。

原因

アプライアンスがコンプライアンスに従っていない。

サーバーハードウェアのライセンス数が超過している。

アクション

サーバーハードウェアにライセンスを適用します。

HPE OneView アラートがロックされている

症状

アラートがロックされており消去できない。

原因

ロックされたアラートがリソースによって作成された。

アクション

1. アラートを展開し、解決策に記された推奨アクションに従います。

2. 詳細が必要な場合は、イベント詳細を展開し、correctiveAction の詳細を参照してください。

3. リソースは変更を検出すると、自動的にアラートステータスをクリア済に変更します。

アラートが HPE OneView ユーザーインターフェイスに表示されない

症状

アラート画面にアクセスできないか、その画面にアラートが投稿されていない

原因

権限が適切でない

アクション

1. 可能であれば、特権ユーザーとしてログインします。可能でない場合は、物理リソースタイプのアラ
ートを認識できる役割に変更するように、インフラストラクチャ管理者に要求します。

2. 再度ログインします。

3. アクティビティ画面を表示します。

28  アラートが生成されない



HPE OneView でアラートのステータスが空白または予期しないとしてレポート
される

症状

以下に示す以外のアラートステート：

• クリティカル

• 警告

• OK

• 不明

アクション

1. アクティビティをクリアします。

2. クリアされたアクティビティをリストアします。

HPE OneView でのアラート状態が予期されたものではありません。

症状

以下に示す以外のアラート状態：

• アクティブ

• ロック済

• クリア済

原因

リソースが、原因になっている問題について予期しないアラート状態を報告しました。

アクション

1. アラートを展開し、解決策に記された推奨アクションに従います。

2. 詳細が必要な場合は、イベント詳細を展開し、correctiveAction の詳細を参照してください。

3. リソースは変更を検出すると、自動的にアラートの状態をクリア済に変更します。
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HPE OneView ユーザーインターフェイス

グラフィカルユーザーインターフェイスについて
UI 画面でよく使用する領域、アイコン、およびコントロールの名称については、画像の後に記載されてい
る番号付きの説明を参照してください。

図 1: 画面の配置

1. HPE OneView のメインメニュー：リソースに移動するためのメインメニュー。

2. ビューセレクター：リソースについて表示される情報を制御して、目的とする情報のみに焦点を絞る
ことができます。

3. マップビューアイコン：選択したリソースと他のリソースの関係をグラフィカルに表示します。これ

らの関係を表示するには、ビューセレクターで マップビューを選択します。

4. アクションメニュー：現在のリソースで実行可能な操作が表示されます。この操作には、リソースイ
ンスタンスの追加、作成、削除、編集などがあります。操作を実行するのに適切な権限がユーザーに
ない場合、その操作はアクションメニューに表示されません。

5. アクティビティコントロール：現在のログインセッションおよびブラウザーウィンドウのアプライア
ンス、リソース、またはユーザーの 近のアクティビティが表示されるサイドバーを展開または非表
示にします。

6. セッションコントロール：このコントロールでは、現在ログインしているユーザーをログアウトでき
ます。また、現在ログインしているユーザーをより低い特権モードで動作させることもできます。
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7. ヘルプコントロール：UI と REST API のヘルプ、EULA と書面による申し込みにアクセスできるサイ
ドバーを展開または非表示にします。

8. アクティビティサイドバー：現在のリソースでの 新のアラートおよびタスクの操作が表示されま
す。アクティビティコントロールアイコンを使用してこのサイドバーを展開または非表示にします。

9. 詳細ペイン：選択したリソースインスタンスに関する既知の情報をすべて提供します。特定のリソー
スインスタンスに関する詳細を表示するには、マスターウィンドウでその名前をクリックします。

10. マスターペイン：RMC アプライアンスで構成されているすべてのリソースインスタンスを一覧表示
します。 ステータスアイコンによって、リソースの全般的なヘルスが示される場合があります。

示されている画面コンポーネントに加えて、各 UI 画面には、注意が必要なイベントやアクティビティを
通知する 通知領域があります。

一部の画面には、マスターペインに表示される情報の種類を制御できる フィルターサイドバーも表示され
ます。

ダッシュボードのグラフの解釈方法
ダッシュボードのグラフの色で、報告されているデータをすばやく解釈することができます。

表 1: ダッシュボードのグラフの色

色 意味

緑色 ヘルスが良好なステータス

黄色 注意を要する可能性のあるイベントが発生

赤色 ただちに注意を要するクリティカルな状態

青色 ステータスグラフでは、測定されているデータと一致するリソースインスタンス（青
色だけのグラフは 100%を示します）

カスタムグラフでは、属性の値の違い（青色の明るさによる）

ライトグレー 測定対象のデータと一致しないリソースインスタンス（青色と組み合わせて使用し、
合計で 100%になります）

ダークグレー OK、警告、またはクリティカル以外のステータス、つまり無効または不明のステー

タスを報告しているリソースインスタンス

ステータスアイコン

ヘルスが良好でない状態のリソースの識別に役立つよう、ステータスアイコンには、ステータスが OK

（ ）、警告（ ）、またはクリティカル（ ）のリソースも表示できます。

ステータスアイコンを選択すると、リソースのメイン画面が表示され、そのステータスによってフィルタ
リングされたリソースインスタンスが表示されます。円グラフで目的のステータスの色をクリックする
こともできます。リソースが定義されていない場合、または特定のステータス（数字のゼロで示されま
す）のリソースインスタンスが検出されない場合は、関連付けられているアイコンの色がほぼ無色（非常
に淡いグレー）になります。

グラフに表示されるデータを解釈する方法については、図の後に示されている番号付きの説明を参照して
ください。
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図 2: ダッシュボードの例

• リソース名をクリックしてリソースのメイン画面を表示し、詳細を確認します。隣接する数字は、ア
プライアンスによって管理されているそのリソースのインスタンスの数を示します。この例では、ア
プライアンスに 3 つのエンクロージャーが追加されており、1 つはヘルスが良好な状態です。

• ダッシュボードパネルにポインターを合わせると、エンクロージャーパネルに表示されるような追加
のアイコンが表示されます。

◦ 削除（x）アイコンを使用すると、

ダッシュボードから

パネルを削除します。

◦ 移動（ ）カーソルを使用すると、ダッシュボード上の異なる位置にパネルを移動できます。

◦ カスタムパネルの場合、編集（ ）カスタムパネルを編集できます。

• インターコネクトリソース用のグラフ例は、合計 7 つのインターコネクトを示しており、その 4 つは

クリティカルな状態で、他の 3 つは正常なステータスであることを示しています。

原因の調査を開始するには、クリティカルステータスアイコンをクリックしてインターコネクト画面
を表示します。

• ステータスグラフで、ダークグレーの部分は、リソースが無効になっているか、ステータスが不明の
ためにステータス情報を報告していないリソースの数を表します。

サーバーハードウェアリソースのグラフ例には、合計 30 のサーバーハードウェアのインスタンスが表
示されており、そのうち、14 は、無効なデバイスまたは不明なデバイスです。グラフのダークグレー

の部分にポインターを合わせると、無効および不明のステータスのサーバーハードウェアインスタン
ス数が表示されます。

• アイコンを使用すると、カスタムパネルまたは事前に定義されたパネルを追加してダッシュボード
をカスタマイズできます。
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• イーサーネットネットワークグラフは、ユーザーが自分に割り当てられている Ethernet ネットワーク
の数を定義している、カスタマイズされたパネルを示します。

• ストレージプールグラフは、アプライアンスによって管理されているストレージプールがある場合に、
その状態を報告します。

• アプライアンスアラート領域には、通常はバックアップやライセンスの問題など、アプライアンス関
連の重要なアラートの概要が表示されます。ほかのリソースに関連するアラートはここには含まれま
せん。

1 つのアプライアンスアラートが検出された場合は、そのアラートテキストがここに表示されます。複
数のアラートの場合は、アラートの数が表示されるので、アプライアンスをクリックして直接アクテ
ィビティ画面に移動し、アプライアンス関連のすべてのアラートを絞り込んで表示できます。
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ファームウェアアップデート方法

ファームウェアをアップデートする
以下のコンポーネントでアップデートが必要です。

• HPE Synergy コンポーザー

• HPE Synergy イメージストリーマー

• 共有インフラストラクチャ（フレームリンクモジュール、インターコネクトモジュール、および I/O ア
ダプター）

• コンピュートモジュール

重要:
コンポーネントのアップデートは、以下の順番に行うことをお勧めします。

1. HPE Synergy コンポーザー

2. HPE Synergy イメージストリーマー

3. インフラストラクチャコンポーネントとコンピュートモジュール。

ベストプラクティス：新しいカスタム SPP バンドルを HPE OneView 3.10 にロードする前に、HPE
Synergy コンポーザーで容量を確認します。

手順

1. http://www.hpe.com/downloads/synergy からリリースキットをダウンロードします。

2. すべての重要な前提条件を満たしていることを確認します。

3. ファームウェアをアップデートする前に、HPE Synergy コンポーネントのバックアップを実行します。

4. HPE Synergy コンポーザーのファームウェアをアップデートします。

5. イメージストリーマーアプライアンスのアップデート

6. 論理エンクロージャー経由で起動される統合アップデート方法を使用して、コンピュートモジュール
上で共有インフラストラクチャを更新し、ファームウェアをステージングします。論理エンクロージ
ャーのコンポーネントを参照してください。

リリースセットレベルのコンポーネントをすでに持っているかもしれませんが、アップデートの 終
的な結果が適格なリリースセットであることを確認します。個々のコンポーネントのファームウェア
のアップデートについて詳しくは、コンポーネント特有のファームウェアとドライバーのアップデー
ト方法を参照してください。

7. コンピュートモジュールでファームウェアを有効にするには、メンテナンスウィンドウ中に再起動し
ます。

HPE Synergy コンポーザーのファームウェアのアップデート

注記: 高可用性アプライアンスクラスターをアップデートする際の重要な留意事項
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• この操作によって、アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの両方のソフトウェアお
よびファームウェアがアップデートされます。

• スタンバイアプライアンスにアクセスできない場合、アップデート操作は許可されません。

• クラスター化されたアプライアンスのアップデート中は高可用性がなく、両方のクラスターメンバー
がアップデートされ、同期されるまで高可用性のない状態が続くことに留意してください。

• 初にアクティブアプライアンスがアップデートされます。そのアップデートが成功すると、次にス
タンバイアプライアンスがアップデートされます。

• アクティブアプライアンスは、アップデートされた後に使用可能になり、スタンバイアプライアンス
のアップデート中はバックグラウンドプロセスとして使用できます。スタンバイアプライアンスのア
ップデートステータスは、アクティビティページに Update applianceタスクとして表示されます。

• アップデート操作中にネットワークパラメーターを変更することはできません。

注記:

ブラウザーの考慮事項

• UI を使用して 4 GB より大きなイメージファイルをアップロードする場合は、Firefox や Chrome
ブラウザーを使用する必要があります。Internet Explorer ではファイルサイズが制限されている
ので、大容量のデータを転送できません。

• Firefox または Chrome ブラウザーにアクセスできない場合、またはコマンドラインからファイル
のアップロードを実行したい場合は、説明されている REST コールを使用して、Windows また
は Linux のコマンドラインからファイルをアップロードできます。REST コールを使用してイメ
ージファイルをアップロードした後は、サポート対象のどのブラウザーでも、UI からアップデー
トをインストールできます。

再起動によって、管理下にあるシステムの操作は中断しませんが、管理コンソールは閉じられます。

アプライアンスのアップデートについて詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）にある「アプライアンスのアップデートについて」トピックを参照
してください。

始める前に

• 必要な 小権限：インフラストラクチャ管理者、ソフトウェア管理者。

• アプライアンスのアップデートを開始する前に、ほかのユーザーがアプライアンスにログインしてい
ないこと、およびアップデート中にだれもログインしないことを確認します。

• アプライアンスをアップデートする前に、バックアップファイルを作成してダウンロードします。フ
ァイルの作成とバックアップについて詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）の「バックアップファイルの作成およびダウンロード」トピック
を参照してください。

• HPE OneView で管理されるすべての iPDU 電力供給デバイスを、2.0.22.12 の 小のファームウェアバ
ージョンにアップグレードします。Hewlett Packard Enterprise は、利用可能な 新のファームウェア
のバージョンにアップグレードすることをおすすめします。

手順

1. http://www.hpe.com/downloads/synergy にある適応可能なリリースセットから HPE Synergy コン
ポーザーバンドルをダウンロードします。

ファームウェアアップデート方法 35

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


ダウンロードに必要な時間の長さは、イメージファイルの中の内容とネットワーク接続速度によって
異なります。ピーク時でないときに、アップデートプロセスを実行します。

2. イメージファイルをローカルコンピューターからアプライアンスへアップロードするには、次のいず
れかを行います。

a. ローカルコンピューター上のフォルダーからイメージファイルをドラッグして、アプライアンスの
アップデート画面のボックスにドロップします。

注記: この方法は、Microsoft Internet Explorer の一部のバージョンではサポートされません。

b. 参照をクリックし、イメージファイルを参照して選択します。

アプライアンスは、アップロードされたイメージファイルを確認します。

イメージファイルが無効である場合、またはディスク容量が足りない場合、アプライアンスはイメ
ージファイルを削除し、エラーを表示します。

3. イメージファイルをアプライアンスにアップロードします。イメージファイルはすぐに、または後で
インストールできます。

• イメージファイルをアップロードしてすぐにインストールするには、アップデートイメージの選択
を選択してアップロードおよびインストールをクリックします。

• イメージファイルをすぐにアップロードするけれどもインストールを後で行う場合は、アップデー
トイメージの選択を選択してアップロードのみをクリックします。

• アップロードしたイメージファイルをインストールするには、次の手順を実行します。

a. アップロードされたイメージからのアップデートを選択して、正しいイメージファイルであるこ
とを確認します。正しいファイルが選択されていない場合は、正しいファイルを参照して選択し
ます。

b. エンドユーザー使用許諾契約書、書面による申込みをクリックします。

条項を確認して、同意します。

c. 更新をクリックします。

4. 更新のステータスと進行状況を進捗バーで確認します。

5. アプライアンスがアクティビティを再開した後に、アクティビティ画面にアクセスして、Update
applianceタスクを探してクリックするとその関連メッセージが表示されます。

アプライアンスはアップデート中に再起動します。サービスは再起動後に実行されます。高可用性で
クラスター化アプライアンスの場合、アップデートは順番に、まずアクティブアプライアンスに対し
て行われ、次にスタンバイアプライアンスに対して行われます。

6. 操作を確認するために、ファームウェアのバージョンと日付を調べます。詳しくは、HPE OneView
（HPE Synergy 用）ヘルプ（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）にある「アプライアンスパネ
ル画面の詳細」を参照してください。

アップデートに成功すると、アプライアンスが再起動します。アプライアンスは、再起動後にログイン画
面に戻ります。アプライアンスにログインします。設定画面に新しいアプライアンスバージョンが表示
されます。インストールが失敗すると、アプライアンスは前の状態に戻り、それから再起動します。
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イメージストリーマーアプライアンスのアップデート

始める前に

• アプライアンスをアップデートするには、インフラストラクチャ管理者としてログインする必要があ
ります。

• アップグレード後のイメージストリーマーアプライアンスのバージョンが、使用している HPE
Synergy コンポーザーのバージョンと互換性があることを確認してください。イメージストリーマー
アプライアンスと HPE Synergy コンポーザー間のバージョンの互換性については、Hewlett Packard
Enterprise Information Library にある HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックスの
アプライアンスの要件を参照してください。

• http://www.hpe.com/downloads/synergy でイメージストリーマーに適したリリースセットか
ら.bin形式の更新ファイルをローカルコンピューターにダウンロードします。

• 更新が進行中のアプライアンスのバックアップがあることを確認します。

手順

1. メインメニューから、展開アプライアンスを選択します。

2. 展開アプライアンス画面からアクションをクリックし、アプライアンスのアップデートを選択します。

3. 次のいずれかを実行します。

a. アップデートイメージの選択を選択して、アップデートイメージをアップロードします。

b. 必要な.binファイルをドラッグアンドドロップするか、参照をクリックしてファイルを選択しま

す。

• アップロードおよびインストールをクリックすると、イメージのアップロードとインストールが
行われます。アップロードが完了すると、ダイアログが表示されます。アップデートをクリック
すると、アプライアンスがアップデートされます。

• アップロードのみをクリックすると、アプライアンス上のイメージのアップロードのみ行われま
す。この操作ではアップデートプロセスは開始されません。

c. アップロードされたイメージからのアップデートをクリックして、すでにアップロードされたイメ
ージを使用してアプライアンスをアップデートします。

アップデートをクリックすると、アプライアンスのアップデートが実行されます。

更新失敗の様々な状況および考えられる原因について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library にある HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイドを参照してください。

共有インフラストラクチャおよびコンピュートモジュールのフ
ァームウェアのアップデート

Hewlett Packard Enterprise では、論理エンクロージャーからアップデートプロセスを開始することによ
って、共有インフラストラクチャとコンピュートモジュールを更新することをお勧めします。論理エンク
ロージャーからは、HPE Synergy フレームリンクモジュール、インターコネクト、SAS インターコネク
ト、コンピュートモジュールおよびそれに関連付けられているサーバープロファイルを更新して、ファー
ムウェアを指定のベースラインに設定することができます。
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共有インフラストラクチャとコンピュートモジュールの両方を更新するには、論理エンクロージャーのフ
ァームウェアのアップデートページにあるファームウェアアップデートオプションとして共有インフラ
ストラクチャとプロファイルを選択します。インターコネクトの非中断ファームウェアアップデートの
場合は、論理インターコネクトのアクティベーションのファームウェアアクティブ化のタイプとして統合
を選択します。

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

フレームリンクモジュール、論理インターコネクト、Serial Attached SCSI（SAS）インターコネクト、
およびサーバープロファイルのあるサーバーをアップデートして、指定したベースラインにファームウェ
アを設定することができます。

共有インフラストラクチャ、および共有インフラストラクチャとプロファイル（存在する場合）で、論理
エンクロージャーからファームウェアをアップデートできます。

注記:

論理エンクロージャーファームウェアの更新中に、その論理エンクロージャーの一部である論理イ
ンターコネクトからファームウェアのアップデートを開始しないでください。

始める前に

• 必要な 小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

• 1 つまたは複数の SPP がアプライアンスのファームウェアレポジトリに追加されている。

• サーバープロファイルを持たない、またはオフラインモードに設定されている、またはサーバープロ
ファイルで手動管理されているサーバーの電源をオフにします。

手順

1. メインメニューから、論理エンクロージャーを選択します。

2. マスターウィンドウで、ファームウェアバンドルをアップデートしたいエンクロージャーを選択しま
す。

3. アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

4. 画面で要求されるデータを入力します。

5. OK をクリックします。

アップデートが進行すると、アップデートの 1 つのコンポーネントに障害が発生した場合、論理エン
クロージャーのアップデートは失敗します。

6. 論理エンクロージャー画面の詳細ウィンドウに、新しいファームウェアベースラインが表示されてい
ることを確認します。

論理エンクロージャーのコンポーネント

論理エンクロージャーごとに、以下のコンポーネントを搭載できます。

• 共有インフラストラクチャ

◦ HPE Synergy フレームリンクモジュール

◦ インターコネクトモジュール
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– HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 モジュール

– HPE Synergy 40Gb F8 スイッチ

– HPE Synergy 10Gb インターコネクトリンクモジュール

– HPE Synergy 20Gb インターコネクトリンクモジュール

– HPE Virtual Connect SE 16Gb FC モジュール

– Brocade 16Gb/12 ファイバーチャネル SAN スイッチモジュール

– Brocade 16Gb/24 PowerPack+ファイバーチャネル SAN スイッチモジュール

– HPE 10Gb パススルーモジュール

– HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュール

– Mellanox® SH2200 スイッチモジュール

• ドライブエンクロージャーの I/O アダプター

◦ HPE Synergy D3940 ストレージモジュール：このモジュールは、HPE Synergy 12Gb SAS 接続モ
ジュールの一部としてアップデートされます。

• コンピュートモジュール：

◦ HPE Synergy 480 Gen10 コンピュートモジュール

◦ HPE Synergy 480 Gen9 コンピュートモジュール

◦ HPE Synergy 660 Gen10 コンピュートモジュール

◦ HPE Synergy 660 Gen9 コンピュートモジュール

◦ HPE Synergy 620/680 Gen9 コンピュートモジュール

詳しくは、以下を参照してください。

ファームウェアをアップデートする(34 ページ)
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一般的なトラブルシューティングの手順

HPE Synergy コンソール
HPE OneView ユーザーインターフェイスにアクセスできない場合、HPE Synergy コンソールは、 フレー
ムに直接接続して利用できます。コンソールで使用できる機能は、特定のユーザー認証情報を必要とする
場合があります。

HPE Synergy コンソールを使用すると、ユーザーは、 フレーム内の問題をトラブルシューティングした
り、取り付けられているアプライアンスに対する通常のメンテナンスを完了したりすることができます。
HPE Synergy コンソールから、以下の操作を実行できます。

• アプライアンスの詳細の表示

• アプライアンスの再起動またはシャットダウン

• オフラインアプライアンスのアクティブ化。

• サポートダンプファイルを作成します。

• アプライアンスパスワードのリセット。

• アプライアンスの工場出荷時設定へのリセット。

• サービスコンソールの起動。

HPE Synergy コンソールについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE
Synergy 12000 Frame Maintenance and Service Guide または HPE OneView ユーザーガイドを参照して
ください。

HPE Synergy で使用されるコンソール

• HPE Synergy コンソール — フレームリンクモジュールによってホストされ、次のものにアクセスで
きます。

◦ HPE OneView

◦ Composer にシリアルポートで接続された HPE OneView Maintenance Console

◦ イメージストリーマー Maintenance Console

◦ FLM Maintenance Console

• HPE OneView Maintenance Console — アプライアンスの次の手順を実行できます。

◦ アプライアンスを再起動します。

◦ アプライアンスをリセットします。

◦ 工場出荷時の設定にリセットします

◦ ネットワーク設定を構成します。

◦ アプライアンスをシャットダウンします。

• サービスコンソール（HPE OneView Maintenance Console） — HPE OneView Maintenance Console
からアクセスでき、認定を受けた HPE サポート技術者が診断を実行することができます。
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• HPE Synergy イメージストリーマー Maintenance Console — イメージストリーマーの次の手順を実
行できます。

◦ イメージストリーマーを再起動します。

◦ イメージストリーマーをシャットダウンします。

◦ 工場出荷時設定にリセットします。

◦ パスワードをリセットします。

◦ サービスコンソールを起動します。

◦ MGMT ポートを設定します。

• サービスコンソール（HPE Synergy イメージストリーマー） — HPE Synergy イメージストリーマー
Maintenance Console からアクセスでき、認定を受けた HPE サポート技術者が診断を実行することが
できます。

• FLM Maintenance Console — 認定を受けた HPE サポート技術者が診断を実行することができます。

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

手順

1. HPE Synergy コンソールにローカルで接続します。

2. ページの右上にある画面アイコンをクリックします。

3. Appliances メニューから HPE Synergy コンポーザーアプライアンスを選択します。

空白のテキストウィンドウが表示されます。

4. Enter を押します。

5. ログインプロンプトで、ユーザー名 maintenanceを使用してログインします。

HPE OneView Maintenance Console が開きます。

HPE OneView Maintenance Console について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに
ある HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドを参照してください。

SSH を使用した HPE OneView Maintenance Console への接続

注記: SSH 接続を通じて HPE OneView Maintenance Console にアクセスする場合、次のツールの使
用をお勧めします。

• PuTTY

• MTPuTTY

• vSphere/vCenter コンソール（HPE BladeSystem c7000）

• Hyper-V コンソール（HPE BladeSystem c7000）

以下の手順を使用して、アプライアンスコンソールにアクセスします。
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手順

1. ローカルコンピューターで推奨されるツールのいずれかを開きます。

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

3. ログインプロンプトでユーザー名 maintenanceを入力します。

4. HPE OneView Maintenance Console にログインします。

5. 入力を要求された場合には、ローカル管理者の認証情報を指定します。

アプライアンスの Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成す
る

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

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

注意:

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

サポートダンプファイルはデフォルトで暗号化されます。

前提条件

• 特権：インフラストラクチャ管理者

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

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

手順

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

重要:

操作が完了し、USB ドライブを取り外しても安全であることがアプライアンスの Maintenance
Console で示されるまでは、USB ドライブを取り外さないでください。

2. アプライアンスコンソールを使用して、アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューに
アクセスします。

3. サポートダンプを選択します。
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4. 新しい一連のコマンドが表示されます。

5. 次のいずれかを実行します。

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

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

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

HPE Synergy コンソールへの接続
ノートパソコンやキーボード、モニター、マウスを使用して Synergy コンソールに接続できます。

Synergy コンソールは、HPE Synergy コンポーザーアプライアンスで実行中の HPE OneView へのアクセ
スを提供します。

Synergy コンソールは、 フレーム内に取り付けられているモジュール（管理アプライアンス、インターコ
ネクト、コンピュートモジュールなど）のシリアルコンソールへのアクセスも提供します。モジュールの
シリアルコンソールにアクセスするには、モジュールと同じ フレーム内のポート経由で Synergy コンソ
ールに接続します。

重要:

初のハードウェア取り付け時に、Synergy コンポーザーを含む フレームを特定します。ハードウ
ェアのセットアップが完了する前に HPE OneView にアクセスするには、特定された フレームから
Synergy コンソールにアクセスします。

キーボード、モニター、およびマウスを使用した HPE Synergy コンソールへの
接続

手順

1. モニターケーブルをモニターポートに接続して、USB ケーブルを、次のいずれかの USB ポートに接続
します。

• フレームの前面—フロントパネルモジュール
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• フレームの背面—フレームリンクモジュールのいずれか

2. モニターケーブルを使用してモニターを フレームに接続します。

3. USB キーボードおよびマウスをモニターの USB ポートに接続し、モニター USB を USB ケーブルで
フレームに接続します。

USB キーボードおよびマウスを、 フレームに接続されている USB ハブに接続する方法もあります。

ノートパソコンを使用した HPE Synergy コンソールへの接続

注記:

フロントパネルノートパソコンポートをスイッチに接続しないでください。フロントパネルノート
パソコンポートは、ノートパソコンを使用して HPE Synergy コンソールにアクセスできるように設
計されています。
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手順

1. ノートパソコンの Ethernet ポートが DHCP 用に構成されていることを確認します。

あるいは、ノートパソコンの Ethernet ポートを、IP アドレス 192.168.10.2、サブネット 255.255.255.0
に構成することができます。

2. CAT5 ケーブルを使用して、ノートパソコンの Ethernet ポートをフロントパネルモジュールのノート
パソコンポートに接続します。

3. ノートパソコンにフレームリンクモジュールから IP アドレスが割り当てられるのを待ちます。

4. VNC クライアントまたは Web ブラウザーのいずれかを使用して Synergy コンソールにアクセスしま
す。

a. Web ブラウザー：Web ブラウザーを開き、"http://192.168.10.1:5800"を入力します。

b. VNC クライアント：VNC クライアントを開き、192.168.10.1、ポート 5900 に接続します。

VNC クライアントが Web ブラウザーにロードされ、Synergy コンソールを開きます。

HPE Synergy コンソールを使用した HPE OneView への接続

始める前に

HPE Synergy コンソールへの接続(43 ページ).

手順

1. 接続されているときは、GUI が開いたままで Synergy コンソールバッファー画面が表示されます。

初めて電源を入れると、Synergy コンポーザーに接続できるようになるまで 大 10 分かかることがあ
ります。

2. Synergy コンソールの Frame Healthy & Inventory 画面で、取り付けられているすべてのコンポーネン
トのヘルスステータスを確認します。HPE OneView に接続するには、すべてのコンポーネントが緑色
で表示されている必要があります。
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緑色でないコンポーネントがある場合は、画面に表示される情報を使用してコンポーネントの問題を
トラブルシューティングしてください。詳しくは、http://www.hpe.com/info/synergy-docs にある
HPE Synergy Frame Link Module User Guide を参照してください。

3. Connect を選択します。

HPE OneView は、 初の起動時に 大 18 分かかります。

Synergy Console

Home

Actions

OneView

Frame Link Module Ports

Click “Connect” to start OneView

Not Claimed. 

Connect

Frame Health & Inventory >

Synergy 12000 Frame XXXXXXXXX

Hewlett Packard
Enterprise

4. HPE OneView を使用して取り付けを確認します。

HPE OneView を使用した取り付けの確認

手順

1. Synergy コンソールから、Connect をクリックして HPE OneView を起動します。

2. インストール技術者ユーザー権限で接続するには、ハードウェアセットアップをクリックします。
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3. ハードウェアのインベントリを確認します。

a.
注記: インベントリセクションの上部にある回転アイコンは、HPE OneView がエンクロージ
ャーおよびそれらの内部のデバイスを管理下に置いていることを示します。デバイスは検出
プロセスが完了するまでリストされない場合があります。

HPE OneView の追加動作の完了を待ちます。

b. 取り付けたすべてのコンポーネントがインベントリに含まれていることを確認します。

c. HPE OneView で検出されないハードウェアについては、フレームリンクモジュールのケーブル接
続の問題、完全に挿入されていないハードウェア、またはその他のハードウェアの問題を調べてく
ださい。

4. ハードウェアセットアップのチェックリストに記載されている問題を確認して修正します。

a. すべての問題をトラブルシューティングするには、HPE OneView の修正処置に従います。

b. ハードウェアセットアップ画面に戻って、チェックリストに Setup complete が表示されるまで他
の問題がないかどうかを調べます。

HPE OneView の使用について詳しくは、Synergy コンソールの上段のバーにあるクエスチョンマーク
をクリックしてオンラインヘルプを参照してください。

5.（オプション）ハードウェアセットアップ画面で、ネットワークの編集を選択します。

HPE OneView ネットワーク設定を編集し、OK をクリックします。サービスコンソールへのアクセス
を無効にしている場合を除き、メンテナンス IP アドレスフィールドは必須です。

6. リモートエンクロージャーを追加するには、ハードウェアセットアップ画面からアクション > リモー
トエンクロージャーの追加を選択します。

リモートフレームリンクトポロジのフレームに接続されているフレームリンクモジュールの IPv6 ア
ドレスを入力します。リモートフレームリンクトポロジは、プライマリフレームリンクトポロジと同
じサブネットになければなりません。
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7. 非管理インターコネクトモジュールでは、初期セットアップ時のコンソールアクセスが必要です。
Synergy コンソールの上段のバーの Actions メニューをクリックして、Serial Consoles >
Interconnects メニューからモジュールを選択します。Enter キーを押して、そのインターコネクトモ
ジュールとのシリアルコンソールセッションを開始します。インターコネクトモジュールの構成を、
モジュールに付属の手順を使用して行います。セッションを閉じるには、右上隅の X をクリックしま
す。

注記: インターコネクトモジュールのシリアルコンソールにアクセスするには、モジュールと同
じ フレーム内のポート経由で Synergy コンソールに接続します。詳しくは、「Synergy コンソー
ルへの接続」を参照してください。

8. HPE OneView ハードウェアセットアップセッションからログアウトします。

Synergy コンソールの右上隅の X をクリックして、セッションを閉じます。

ハードウェアセットアップが完了すると、システムは本番環境用に構成する準備ができています。
HPE OneView 管理者は、追加のユーザー権限を提供するアカウントで構成タスクを行うことができま
す。

HPE OneView の管理について詳しくは、HPE OneView のオンラインヘルプまたは HPE OneView
（Synergy 用）ユーザーガイドを参照してください。

HPE Synergy でのオペレーティングシステム展開オプションについては、HPE Synergy 12000 フレー
ムセットアップ/インストールガイドを参照してください。

アプライアンスの Maintenance Console を使用して工場出荷
時設定へのリセットを実行

前提条件

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

• すべてのユーザーファイルをバックアップします。

• アプライアンスの Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成する(42 ページ)安全に
保管するために外部の場所に保管します。

手順

1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。

2. メインメニューで Factory reset を選択します。

（イメージストリーマーアプライアンスでは、常に工場出荷時設定に完全にリセットするようにしま
す。）

3. 後続のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。

a. Y を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。

注意:

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

b. P を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を進める一方でネットワークの設定およびログを保
存します。
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このオプションは、バックアップファイルからアプライアンスをリストアする場合、または新しい
構成を適用したい場合に使用します。

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

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

5. 次のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。

a. Y を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。

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

6. 動作を観察して、確認します。

注記:

詳細を表示して、画面の右上で進行状況を確認できます。リセットが完了すると Reset
successfulが表示されます。

工場出荷時設定に HPE Synergy フレームリンクモジュールを
リセット

フレームリンクモジュールを工場出荷時設定にリセットすると、すべての構成設定およびその他のデータ
が消去され、工場出荷時設定に戻されます。この手順を実行するのは、HPE OneView の解決メッセージ
で指示された場合、アプライアンスを 初の工場出荷時設定にリセットする場合、またはフレームを別の
管理対象エンクロージャーグループに移動する場合です。

注意:

サーバーハードウェアとインターコネクトが使用中の場合は、この手順を実行しないでください。
フレームリンクモジュールをリセットするとワークロードが中断されるため、HPE OneView がフレ
ームを再利用して再構成するまで大幅に中断されることになります。

HPE Synergy コンポーザーを工場出荷時設定にリセットするかイメージを再構築する場合は、その
Synergy コンポーザーによって管理されているすべてのフレームリンクモジュールも工場出荷時設定に
リセットする必要があります。ただし、Synergy コンポーザーをリセットするかイメージを再構築した後
でその設定をバックアップからリストアする予定で、そのバックアップにフレームコンポーネント用の管
理構成が含まれている場合は、すべてのフレームリンクモジュールをリセットする必要はありません。

手順

1. Synergy コンポーザーの前面パネルにあるピンホールのリセットボタンを見つけます。2 つのコンポ
ーザーアプライアンスが存在する場合は、リセットが必要な方のボタンを見つけます。
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1 Power/Reset ボタン内のピンホール

2. アプリケータまたはペーパークリップを使用して、リセットボタンのピンホールを 10 秒以上押し下げ
ます。

注記:

このボタンを一瞬押すと、フレームリンクモジュールが再起動してリセットされますが、工場出
荷時設定へのリセットは実行されません。

ボタンを押すと UID LED がオンになり、10 秒後に点滅を開始します。

3. ボタンを離します。

リセット操作が開始されます。

4. 工場出荷時設定へのリセットが正常に完了するまで待ちます。

Synergy コンソールを使用して、工場出荷時へのリセットが正常に完了したことを確認します。HPE

Synergy コンソールで を選択します。Synergy コンソールについて詳しくは、HPE Synergy セット
アップ/インストールガイドを参照してください。

工場出荷時へのリセット操作後、フレームは HPE OneView により管理されます。

5. 適切な手順を実行してください。

• Synergy コンポーザーをリセットせずにフレームリンクモジュールを工場出荷時設定にリセットし
た場合、エンクロージャーの存在が検出されると、HPE OneView の管理下に戻されます。

複数のエンクロージャーが管理下にあるとき、単一のエンクロージャー上で工場出荷時設定へのリ
セットを実行すると、そのエンクロージャーは自動的に管理下に戻されます。

単一のエンクロージャーが管理下にある場合は、以下の操作を実行します。
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a. Enclosures ページに移動します。

b. Action > Refresh を選択します。

• この工場出荷時設定へのリセットを、Synergy コンポーザーの工場出荷時設定へのリセットと同時
に実行した場合、バックアップファイルからリストアするか、ハードウェアセットアップを再実行
してフレームを管理下に戻します。

アプライアンスをリストアするには、Maintenance Console から利用できる IPv6 リンクローカルア
ドレスを使用して、HPE OneView にアクセスする必要があります。IPv6 リンクローカルアドレス
を使用できない場合、ネットワーキングを有効にするためにハードウェアを設定する必要がありま
す。

リストア操作が完了したら、Synergy フレームリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセットを
さらに行う必要があります。

フレームリンクモジュールのリセット
エラーが発生してリセットが必要になった場合に備えて、以下の手順を実行します。アクティブフレーム
リンクモジュールをリセットすると、スタンバイフレームリンクモジュールへのフェイルオーバーが発生
します。

フレームリンクモジュールのリセットについて知っておくべきこと：

• フレームリンクモジュール（アクティブまたはスタンバイ）をリセットすると、アプライアンスへの
アクセスが一時的に中断されることがあります。Synergy フレームはリセット中は管理できず、進行
中のタスクが失敗する可能性があります。サーバーまたはインターコネクトへのアクセスは中断され
ません。

• さらに、アクティブフレームリンクモジュールをリセットするとスタンバイフレームリンクモジュー
ルのフェイルオーバーが発生し、以前のアクティブフレームリンクモジュールが新しいスタンバイに
なります。

始める前に

必要な 小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順

1. メインメニューから、エンクロージャーを選択します。

2. アクション > リンクモジュールをリセットの順に選択します。

3. リセットするフレームリンクモジュールを選択します。

フレームリンクモジュールが 1 つだけの場合は、自動的にそれが選択されます。

4. はい、リセットしますをクリックします。

5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色
になっているかどうかをチェックします。

6. フレームリンクモジュールがアクティブまたはスタンバイ状態に戻ったことをチェックすることでも
確認できます。
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プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン

HPE Synergy Gen9 コンピュートモジュールのプロセッサーのトラブルシューティング

注意:

トラブルシューティングのためにコンピュートモジュールを 小構成に縮小する場合は、Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターから具体的に要求されていない限り、追加プロセッサーを削除
しないでください。プロセッサーの交換や再取り付けが不適切であると、システムボードを損傷す
る可能性があります。

HPE Synergy Gen10 コンピュートモジュールのプロセッサーのトラブルシューティング

注意:

トラブルシューティングのために Gen10 サーバーまたはコンピュートモジュールを 小構成にす
る際は、追加のプロセッサーを取り外さないでください。プロセッサーとヒートシンクはカスタマ
ーセルフリペアには対応していません。プロセッサーとヒートシンクの取り外しと交換は、認定サ
ービスプロバイダーが行う必要があります。

プロセッサーを含むトラブルシューティング手順を実行する前に、次のガイドラインを参照してくださ
い。

• プロセッサーの取り付け、取り外し、または交換を含むトラブルシューティング手順は、必ず認定さ
れた担当者のみが行ってください。

• 認定サービスプロバイダーがプロセッサーの取り外しや交換を行う前に、その他のトラブルシューテ
ィング手順を必ずすべて完了してください。

コンピュートモジュールの 小ハードウェア構成への分割

注意:

トラブルシューティングのために Gen10 サーバーまたはコンピュートモジュールを 小構成にす
る際は、追加のプロセッサーを取り外さないでください。プロセッサーとヒートシンクはカスタマ
ーセルフリペアには対応していません。プロセッサーとヒートシンクの取り外しと交換は、認定サ
ービスプロバイダーが行う必要があります。

注意:

トラブルシューティングのために Gen9 サーバーまたはコンピュートモジュールを 小構成に縮小
する場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから要求されていない限り、追加プロセ
ッサーを取り外さないでください。プロセッサーの交換や再取り付けが不適切であると、システム
ボードを損傷する可能性があります。

注意:

プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、このドキュメントのプロセッサーのトラブルシュ
ーティングに関するガイドラインに必ず従ってください。推奨されているガイドラインに従わない
と、プロセッサーやシステムボードが損傷してシステムボードの交換が必要になる場合があります。

トラブルシューティングの際に、コンピュートモジュールを 小ハードウェア構成に分割するように求め
られることがあります。 小構成とは、コンピュートモジュールが起動して POST に合格するために必要
なコンポーネントだけによる構成のことです。
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コンピュートモジュールを 小構成に分割することを求められたら、次のコンポーネントのうち取り付け
ているものがあれば取り外してください。

• すべてのハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ

• すべての SFF フラッシュストレージアダプター

• すべてのオプションメザニンカード

• microSD カード

• USB デバイス

• HPE Smart ストレージバッテリ

コンポーネントを取り外す前に、各コンポーネントの 小構成を確認し、コンピュートモジュールのユー
ザーガイドのすべてのガイドラインに従ってください。

プロセッサーまたは DIMM を取り外す前に、必ず推奨されている 小構成を使用してください。

一般的なトラブルシューティングの手順 53



HPE Synergy ハードウェア

よく発生する問題の解決策

接続不良の解決策

• すべての電源コードが確実に接続されていることを確認します。

• すべての外付および内蔵コンポーネントについて、すべてのケーブルが正しい位置にしっかりと接続
されていることを確認します。

• すべてのデータケーブルおよび電源ケーブルを取り外して、損傷していないかどうかをチェックしま
す。ピンが曲がっていたり、コネクターが損傷しているケーブルがないことを確認します。

• ケーブルがエアバッフルまたはその他のコンポーネントを介して配線されている場合は、コンピュー
トモジュールに接続されているコードとケーブルが、バッフルを介して正しく配線されていることを
確認します。

• 各デバイスが正しく固定されていることを確認します。コンポーネントを取り付けなおす場合は、回
路基板が歪まないように、または曲がらないようにしてください。

• デバイスにラッチが付いている場合は、ラッチが完全に閉じられ、ロックされていることを確認しま
す。

• インターロック LED またはインターコネクト LED をチェックします。これらの LED は、コンポーネ
ントが正しく接続されていないことを示す場合があります。

• 問題が解決されない場合は、各デバイスを取り外し、取り付けなおしてください。その際、コネクタ
ーやソケットを調べ、曲がっているピンやその他の損傷がないかどうかを確認します。

サービス通知の検索
サービス通知は、既知の問題のソリューションを提供するために作成されます。問題が、既存のサービス
通知の対象になっていないか確認してください。

手順

1.「Hewlett Packard Enterprise サポートセンター」を参照してください。

2. 製品名または製品番号を入力して、実行をクリックします。

3. 重要な問題およびソリューション、アドバイザリ、技術情報&通知を順に選択します。

ドキュメントの完全なリストが表示されます。

コンポーネントの LED の定義とコンポーネントに関する情報
LED を確認することにより、多数の一般的な問題を特定できます。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library にある HPE Synergy のドキュメントを参照してください。

54  HPE Synergy ハードウェア

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs


DIMM の取り付けおよび構成に関するガイドライン
DIMM の取り付け順序と構成は、システムのパフォーマンスを 大にするために非常に重要です。詳しく
は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの Gen10 メモリのユーザーガイドを参照してください。

DIMM の取り扱いのガイドライン

注意:
DIMM を正しく処理できない場合、 DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損傷が
発生する可能性があります。

DIMM を取り扱うときは、次のガイドラインに従ってください。

• 静電気対策を行ってください。

• DIMM は必ず側面の端部のみでつかみます。

• DIMM の下部にあるコネクターに触れないようにしてください。

• DIMM を握るようにして持たないでください。

• DIMM の両側のコンポーネントに触れないようにしてください。

• DIMM を曲げたり折ったりしないでください。

DIMM を取り付ける際は、次のガイドラインに従ってください。

• DIMM を固定する前に、 DIMM スロットを開いて、 DIMM の位置をスロットに合わせてください。

• DIMM の位置合わせをして取り付けるには、側面の端部にそって 2 本の指で DIMM を押したままにし
ます。

• DIMM を固定する際は、2 本の指で DIMM の上部をゆっくりと押してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

ハードウェアの問題

HPE Synergy コンポーネントのトラブルシューティング手順
この項で説明する手順は包括的なものであり、ご使用のトラブルシューティングするコンピュートモジュ
ールまたはコンポーネントがサポートしていないハードウェア機能に関する手順や説明が含まれている
場合があります。

トラブルシューティング手順の多くは、トラブルシューティングのステップのリストとして使用するため
のものです。 初の手順で問題が解決されることもあれば、複数のステップが必要な場合もあります。
初の手順を実行し、状態がまだ存在することを確認してから次のステップに進むことが意図されていま
す。

注意:

プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、必ず「プロセッサーのトラブルシューティングに
関するガイドライン(52 ページ)」に記載されているガイドラインに従ってください。推奨されてい
るガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボードの交換が必要になる場合
があります。
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取り付け中の問題
ハードウェアのセットアップ時に、取り付けエラーがある場合には 終チェックリストに記載されて返さ
れます。例としては、以下のイメージがあります。

• —修正しなければならないクリティカルエラーを示します。

• —修正できるが必須ではない警告を示します。ハードウェアの問題の場合、この警告は、冗長性が
失われていて、さらに障害によってサービスの損失が発生する可能性があることを意味します。

表示されたエラーを修正するには、推奨される修正処置の右にあるハイパーリンクを選択し、画面で推奨
される追加の手順に従います。

詳細なトラブルシューティングについては、アプライアンスモジュールの Maintenance Console または
HPE OneView 内のトラブルシューティングを参照してください。

フレームとフレームリンクモジュール

フレームリンクモジュールが応答せず、リセットボタンを押し
てもフレームリンクモジュールがリセットされない

症状

フレームリンクモジュール管理トラフィックがフリーズしているか、フレームリンクモジュールが応答し
ないため、フレームリンクモジュールのリセットボタンを押してもフレームリンクモジュールがリセット
されません。
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アクション

1. フレームリンクモジュールを フレームから取り外します。

2. フレームリンクモジュールを元のベイに取り付け直します。

すべての管理トラフィックは、フレームリンクモジュールの再起動中に停止します。フレームリンク
モジュールのリセットが完了したらすぐにフレームリンクモジュールはオンラインに戻ります。

フレームの電力と冷却

フレーム内の冷却不足のためデバイスを電源オンできない

症状

• デバイスに電源を投入できません。

• HPE OneView にメッセージが表示されます。

原因

フレームリンクモジュールが、冷却要件を満たすために必要なファン構成を持たないため、特定のベイの
デバイスに電源を投入できませんでした。すべてのファンベイで使用可能なファンが取り付けられる必
要があります。

アクション

1. すべてのファンが取り付けられ、フレームリンクモジュール内で稼働中であることを確認します。

2. フレームリンクモジュールにファンを取り付けるか交換します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるフレームリンクモジュール
のセットアップ/インストールガイドを参照してください。

フレーム内の電力不足のためデバイスを電源オンできない

症状

HPE OneView にメッセージが表示されます。

原因

現在の電源モードで電力割り当てを満たすために必要な電力供給構成がフレームに存在しないため、特定
のベイのデバイスに電源を投入できませんでした。

アクション

1. フレームの電源装置と電源モードの要件を確認します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library にある HPE Synergy 構成および互換性ガイドを参照してください。

2. フレームに追加の電源装置を取り付けるか、動作していない電源装置を交換してください。フレーム
に電源装置を取り付けることについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library の
セットアップ/インストールガイドを参照してください。
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一般的な UPS の問題

症状

UPS が正常に動作していない。

原因

• UPS スイッチがオンの位置にない。

• UPS バッテリが適切なレベルまで充電されていない。

• UPS ソフトウェアが 新でない。

• UPS 電源コードが接続されていない。

• UPS 電源コードが UPS およびコンピュートモジュールが設置されている国/地域に適合したタイプで
はない。

アクション

1. 操作に適切なレベルまで UPS バッテリが充電されていることを確認します。詳しくは、UPS のドキュ
メントを参照してください。

2. UPS の電源スイッチがオンの位置になっていることを確認します。スイッチの位置については、UPS
のドキュメントを参照してください。

3. UPS のソフトウェアが 新バージョンに更新されていることを確認します。Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトにある電源管理ソフトウェアを使用します。

4. その UPS、およびサーバーが設置されている国/地域に適合したタイプの電源コードが使用されている
ことを確認してください。仕様については、UPS のリファレンスガイドを参照してください。

5. 電源コードの接続を確認してください。

6. 各回路ブレーカーがオンの位置に設定されていることを確認します。また、必要に応じて、ヒューズ
を交換します。この問題が繰り返し発生する場合は、サービス窓口に連絡してください。

7. バッテリや設置場所の配線に問題がないかを確認するには、UPS の LED を調べます。UPS のドキュ
メントを参照してください。

8. UPS がスリープモードに入ったら、スリープモードを無効にして正常に動作させます。UPS のスリー
プモードは、フロントパネルの構成モードでオフにすることができます。

9. 過熱により損傷していないかどうかを確認するには、 近、空調が停止した場合は特にし、バッテリ
を交換してください。

注記:

UPS バッテリに 適な動作温度は、25°C です。周囲温度が 適な温度よりも平均約 8°C～10°C
上昇するごとに、バッテリの寿命は 50%ずつ短くなります。

UPS に低バッテリの警告が表示される

症状

UPS に低バッテリの警告が表示される。
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原因

• バッテリを充電する必要がある。

• バッテリの充電に失敗している。

• バッテリが故障している。

アクション

1. UPS をアース付きのコンセントに 24 時間以上接続して、バッテリを充電します。

2. バッテリをテストします。

3. その後、バッテリをテストし、必要に応じて交換します。

4. バッテリの残量が少なくなったことを示す警告が表示されるまでの時間を変更して、アラームを正し
く設定します。詳しくは、UPS のドキュメントを参照してください。

UPS の 1 つ以上の LED が赤色で点灯する
症状

1 つ以上の UPS の LED が赤色である。

アクション

製品固有の LED および追加のトラブルシューティングの情報については、UPS のドキュメントを参照し
てください。

ファンが予想よりも高速で回転している

症状

ファンが予想よりも高速で回転している。

原因

• システムの温度センサーが警告しきい値の約 10°C 以内を示している。

• エアバッフルまたはブランクが見つからないか、正しく取り付けられていないことが原因で、通気が
妨げられている。

• プロセッサーヒートシンクがコンピュートモジュールのドキュメントの指示どおりに取り付けられて
いない。

• サポートされているファンがフレームに取り付けられていない。

アクション

1. iLO ファームウェア、システム BIOS、オプションのファームウェアなど、 新のファームウェアバー
ジョンにコンピュートモジュールを更新します。

2. HPE OneView エンクロージャー画面のファンセクションを使用して、ファンのステータスを確認しま
す。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できる HPE OneView ヘルプ
または HPE OneView ユーザーガイドを参照してください。
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3. HPE iLO の温度タブを確認します。センサーの温度が警告しきい値の約 10°C 以内である場合は、ファ
ンの速度が速くなる可能性があります。

4. すべてのエアバッフルと必須のブランクが取り付けられていることを確認します。必須のブランクパ
ネルには、ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランクパネル、電源装置ブランクなどが
あります。
製品固有の情報については、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE Synergy
のドキュメントを参照してください。

過剰なファンの雑音（高速）

症状

ファンが過剰な雑音を出しながら高速で回転している。

原因

ファンが（予想どおりに）高速で回転している場合や、ファンに問題がある場合は低速度時に、雑音が発
生する可能性がある。

アクション

1. HPE OneView エンクロージャー画面のファンビューにアクセスして、ファンのステータスおよびファ
ンの回転速度を確認します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手でき
る HPE OneView ユーザーガイドを参照してください。
ファンの速度が 60%を超えると、騒音になると予想されます。

2. ファンが予想よりも高速で回転している場合は、「ファンが予想よりも高速で回転している」を参照し
てください。

過剰なファンの雑音（低速）

症状

低速で異常なガタガタという雑音が確認され、ファンに問題がある可能性がある。

アクション

ファンを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で提供される HPE Synergy 12000 Frame
Maintenance and Service Guide を参照してください。

アプライアンスモジュール

アプライアンスモジュールがフレームリンクモジュールにより
検出できない

症状

アプライアンスがフレームリンクモジュールにより検出できないことを示すメッセージが HPE OneView
に表示されます。
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原因

• アプライアンスがインストールされた後、アプライアンスがタイムアウト期間内にフレームリンクモ
ジュールとの通信を開始しませんでした。

• フレームリンクモジュールからの通信を受信した後、タイムアウト期間内に GPIO の存在信号が受信
されませんでした。

• アプライアンスデータが破損しているか、または読み出せませんでした。

• アプライアンス上の iLO との通信を試行中にエラーが発生しました。

アクション

1. アプライアンスベイからアプライアンスを取り外します。

2. 同じアプライアンスベイにアプライアンスを再度取り付けます。

3. 問題が解決されない場合は、Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに連絡してください。詳
しくは、「Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス」を参照してください。

アプライアンスモジュールは現在インストールされているフレ
ームリンクモジュールファームウェアバージョンと互換性がな
い

症状

アプライアンスは現在インストールされているフレームリンクモジュールファームウェアバージョンと
互換性がないというメッセージが表示されます。

原因

フレームリンクモジュールファームウェアは、取り付けられているアプライアンスと互換性がありませ
ん。

アクション

1. フレームリンクモジュールファームウェアを、アプライアンスをサポートするバージョンにアップデ
ートしてください。
詳しくは、HPE Synergy ファームウェアのアップデートを参照してください。

2. 問題が解決されない場合は、Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに連絡してください。詳
しくは、「Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス」を参照してください。

アプライアンスモジュールがフレームと互換性がない

症状

アプライアンスはフレームと互換性がないというメッセージが表示されます。

原因

アプライアンスはフレームと互換性がありません。
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アクション

Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせます。
詳しくは、「Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス」を参照してください。

コンピュートモジュール

ファームウェアアップデートおよび互換性要件

注意:

HPE OneView 3.0 で管理する HPE Synergy 12000 フレームに HPE Synergy Gen10 コンピュート
モジュールを取り付ける前に、システムを HPE Synergy Software Release Set バージョン
3.10.20170721（またはそれ以降）に更新して、HPE Synergy Gen10 コンピュートモジュールの適
切な機能とサポートを確認する必要があります。

Release Set を見つけるには、http://www.hpe.com/downloads/synergy にアクセスします。

HPE Synergy ファームウェアのアップデートについて詳しくは、HPE Synergy ファームウェアアップデ
ートの概要（http://www.hpe.com/info/synergy-firmware-update-overview-ja）を参照してください。

システムが microSD カードから起動しない

症状

システムが microSD カードから起動しません。

原因

• microSD カードから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。

• microSD カードが HPE iLO で検出されない。

• microSD カードが適切に取り付けられていない。

アクション

1. UEFI システムユーティリティのドライブブート順序が、コンピュートモジュールが microSD カードか
ら起動するように設定されていることを確認します。

2. HPE iLO Web インターフェイスを使用して、microSD カードが HPE iLO によって検出されているこ
とを確認します。

3. コンピュートモジュールからすべての電源を取り外します。microSD カードを取り付けなおし、コン
ピュートモジュールの電源を入れます。

システムバッテリが低電力または電力損失

症状

低電力または電力損失を示すエラーメッセージが受信される。

原因

リアルタイムクロックシステムのバッテリが低電力または電源損失の状態で動作している。
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アクション

バッテリを交換します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトのコンピュートモジュー
ルのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

TPM が故障しているか検出されない

症状

TPM が故障しているか、検出されなくなった。

原因

• TPM に障害が発生した。

• UEFI システムユーティリティで TPM が正しく構成されていない。

• ブートモードがコンピュートモジュールに取り付けられている TPM 用に構成されていない。

アクション

1. TPM が取り付けられ、BitLocker が使用されている場合は、TPM が UEFI システムユーティリティで
有効化されていることを確認します。オペレーティングシステムのドキュメントに記載されている
TPM 交換リカバリ手順を参照してください。

2. TPM が取り付けられている場合は、TPM がコンピュートモジュールで実行されている OS と互換性が
あるモード用に構成されていることを確認してください。OS がコンピュートモジュールに取り付け
られて構成されている TPM のバージョンをサポートしていることを確認します。

3. TPM 2.0 が取り付けられている場合は、コンピュートモジュールが UEFI ブートモード用に構成されて
いることを確認します。

4. TPM は取り付けたままにして、Hewlett Packard Enterprise 認定サービスプロバイダーに新しいシステ
ムボードと TPM を依頼してください。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
(279 ページ)を参照してください。

Trusted Platform Module が取り付けられて BitLocker が有
効になっている場合の手順の前提条件

TPM が取り付けられて UEFI システムユーティリティで有効化されており、Microsoft Windows BitLocker
ドライブ暗号化機能が有効になっている場合は、以下のいずれかの手順を実行する前に、必ず BitLocker
を無効にしてください。

• PIN またはスタートアップキーを使用せずにメンテナンスのためにコンピュートモジュールを再起動
する

• 重要な初期起動コンポーネントをアップグレードする

• TPM を交換するまたは取り外すためにシステムボードをアップグレードする

• TPM を無効化またはクリアする

• BitLocker によって保護されたドライブを別のコンピュートモジュールに移動する

• ストレージコントローラーやネットワークアダプターなどのオプションの PCI デバイスを追加する
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コンピュートモジュールのメモリ

コンピュートモジュールがメモリ不足になる

症状

• コンピュートモジュールがメモリ不足になる

• POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。

原因

• メモリが適切に構成されていない。

• OS エラーが示されている。

アクション

1. メモリが正しく構成されていることを確認します。詳しくは、製品のドキュメントを参照して、メモ
リの構成要件を確認してください。

2. オペレーティングシステムエラーが示されていないことを確認します。

3. システム ROM を 新バージョンに更新します。

メモリカウントエラーが発生している

症状

メモリカウントエラーが POST または IML に表示されます。

原因

• メモリモジュールが正しく設置されていません。

• OS エラーが発生しました。

アクション

1. メモリが正しく固定されていることを確認します。DIMM を取り扱う際は注意が必要です。詳しく
は、「DIMM の取り扱いのガイドライン」を参照してください。

2. オペレーティングシステムエラーが示されていないことを確認します。

3. コンピュートモジュールを再起動して、それでもエラーメッセージが表示されるかどうかを確認しま
す。

4. Insight Diagnostics を実行してください。指示に従って故障したコンポーネントを交換します。
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コンピュートモジュールが既存のメモリを認識できない

症状

コンピュートモジュールが既存のメモリを認識しません。

原因

• コンピュートモジュールは、コンピュートモジュールに取り付けられたプロセッサーをサポートしま
せん。

• コンピュートモジュールに取り付けられているすべての DIMM に関連付けられたプロセッサーが取り
付けられていない。

• メモリが適切に構成されていない。

• DIMM が劣化している。

• DIMM が正しく取り付けられていないか、固定されていない。

• DIMM が取り付けられていない。

アクション

1. コンピュートモジュールが、コンピュートモジュールに取り付けられたプロセッサーをサポートする
ことを確認します。
サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品のコン
ピュートモジュールの QuickSpecs を参照してください。

2. コンピュートモジュールに取り付けられているすべての DIMM について、関連付けられたプロセッサ
ーが取り付けられていることを確認します。
各プロセッサーに関連付けられている DIMM スロットの詳細については、Hewlett Packard
Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュールのユーザーガイドを参照して
ください。

3. メモリが正しく構成されていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュールの
ユーザーガイドを参照してください。

4. メモリを取り付けなおします。
DIMM を取り扱う際は注意が必要です。詳しくは、「DIMM の取り扱いのガイドライン」を参照してく
ださい。

5. 劣化した DIMM をすべて交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュールの
メンテナンス&サービスガイドを参照してください。

6. システム ROM を 新バージョンに更新します。

コンピュートモジュールが新しいメモリを認識できない

症状

コンピュートモジュールに取り付けられている新しいメモリがコンピュートモジュールで認識されない。
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原因

• このコンピュートモジュールでメモリがサポートされていない。

• メモリがコンピュートモジュールの要件に従って取り付けられていない。

• コンピュートモジュールのメモリ制限を超過した。

• コンピュートモジュールでプロセッサーがサポートされていない。

• メモリが正しく取り付けられていないか、固定されていない。

アクション

1. メモリがコンピュートモジュールに適したタイプであることを確認します。
サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品の
QuickSpecs を参照してください。

2. メモリがコンピュートモジュールの要件に従って取り付けられていることを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュール
のユーザーガイドを参照してください。

3. コンピュートモジュールまたはオペレーティングシステムで許容されるメモリ容量を超えていない
ことを確認します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュール
のユーザーガイドを参照してください。

4. コンピュートモジュールがプロセッサーコアの数をサポートしていることを確認します。一部のコ
ンピュートモジュールモデルでは、32 コアしかサポートしていないために、認識されるメモリ容量
が減少する場合があります。

5. IML にイベントリストエラーメッセージが表示されていないことを確認します。
詳しくは、「インテグレーテッドマネジメントログ」を参照してください。

6. メモリが正しく固定されていることを確認します。

7. 既存のメモリとの競合がないことを確認します。コンピュートモジュールセットアップユーティリ
ティを実行します。

8. 正常に機能することがわかっているコンピュートモジュールにメモリを取り付けて、メモリをテスト
します。メモリが、メモリをテストする新しいコンピュートモジュールの要件を満たしていることを
確認しておいてください。

9. システム ROM を 新バージョンに更新します。

10. メモリを交換します。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュール
のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

コンピュートモジュールのプロセッサー

プロセッサーのトラブルシューティングの前提条件
この項では、プロセッサーの取り外し、交換、取り付けなおしの操作について説明します。プロセッサー
を取り外し、交換、または取り付けなおす前に、必ず、アラート情報を確認してください。プロセッサー
ソケットについては、非常に特殊な取り付け、取り外し、および交換の手順が必要です。プロセッサーの
取り外しおよび交換について詳しくは、コンピュートモジュール Information Library で入手できる
Hewlett Packard Enterprise のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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注意:

一部のプロセッサーおよびヒートシンクの取り外しについては、交換のために取り外す際に十分な
注意が必要です。その他のプロセッサーとヒートシンクは、一体化されており、分離すると再利用
できません。トラブルシューティングするコンピュートモジュールの具体的な手順については、コ
ンピュートモジュール Information Library の Hewlett Packard Enterprise ユーザーガイドのプロ
セッサー情報を参照してください。

注意:

プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、このドキュメントのプロセッサーのトラブルシュ
ーティングに関するガイドラインに必ず従ってください。推奨されているガイドラインに従わない
と、プロセッサーやシステムボードが損傷してシステムボードの交換が必要になる場合があります。

プロセッサーのトラブルシューティング

症状

POST エラーメッセージまたは IML メッセージが受信される。

原因

• 1 つまたは複数のプロセッサーがコンピュートモジュールでサポートされていない。

• コンピュートモジュールでプロセッサー構成がサポートされていない。

• コンピュートモジュール ROM が 新ではない。

• プロセッサーが正しく固定されていない。

• プロセッサーの障害が発生した。

アクション

1. 各プロセッサーが、コンピュートモジュールによってサポートされており、コンピュートモジュール
のドキュメントの指示どおりに取り付けられていることを確認します。プロセッサーソケットは非常
に特殊な取り付け手順を必要とするため、サポートされているプロセッサーだけを取り付けてくださ
い。プロセッサーの要件については、コンピュートモジュールのユーザーガイドを参照してください。

2. コンピュートモジュール ROM が 新のものであることを確認してください。

3. コンピュートモジュールで、ステッピング、コア速度、またはキャッシュサイズの異なるプロセッサ
ーの混在をサポートしていない場合は、これらの点で異なるプロセッサーを混在させていないことを
確認してください。詳しくは、「製品 QuickSpecs」を参照してください。

4. コンピュートモジュールにプロセッサーが 1 基だけ取り付けられている場合は、プロセッサーを取り
付けなおします。コンピュートモジュールの再起動後問題が解決される場合は、プロセッサーが正し
く取り付けられていませんでした。

5. コンピュートモジュールにプロセッサーが 1 基だけ取り付けられている場合は、正常に機能すること
がわかっているプロセッサーと交換します。コンピュートモジュールの再起動後問題が解決される場
合は、元のプロセッサーが故障しています。

6. コンピュートモジュールに複数のプロセッサーが取り付けられている場合は、以下の手順に従って各
プロセッサーをテストします。
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a. プロセッサーを 1 基だけ残して、他のすべてのプロセッサーをコンピュートモジュールから取り外
します。コンピュートモジュールでプロセッサーターミネータボードまたはブランクを使用してい
る場合は、各プロセッサーをプロセッサーターミネータボードまたはブランクと交換します。

b. 取り外していないプロセッサーを正常に機能することがわかっているプロセッサーと交換します。
コンピュートモジュールの再起動後問題が解決される場合は、1 つ以上の元のプロセッサーが故障
しています。各プロセッサーを 1 基ずつ取り付けて、そのたびに再起動してみます。これにより、
故障しているプロセッサー（複数の場合もあります）が見つかります。各手順で、コンピュートモ
ジュールがプロセッサーの構成をサポートしていることを確認してください。

訂正不能なマシンチェック例外

症状

訂正不能なマシンチェック例外を示す POST エラーメッセージまたは IML メッセージが受信される。

注意:

プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、必ず「プロセッサーのトラブルシューティングに
関するガイドライン(52 ページ)」に記載されているガイドラインに従ってください。推奨されてい
るガイドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボードの交換が必要になる場合
があります。

アクション

プロセッサーを交換してください。
詳しくは、コンピュートモジュール Information Library で入手できる Hewlett Packard Enterprise のメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

コンピュートモジュールのメザニンカードオプ
ション

メザニンカードの交換時にシステムがリカバリメソッドを要求
する

症状

BitLocker で暗号化されているコンピュートモジュールのメザニンカードの交換中にシステムがリカバリ
メソッドを要求する

アクション

BitLocker で暗号化されているコンピュートモジュールのメザニンカードを交換する場合は、メザニンカ
ードを交換する前に必ず BitLocker を無効にしてください。BitLocker を無効にしていない場合、システム
は、BitLocker が構成されたときに選択されたリカバリメソッドを要求します。1 つまたは複数の正しいリ
カバリパスワードを入力できないと、暗号化されているすべてのデータにアクセスできなくなります。

取り付けが完了してから BitLocker を有効にしてください。

68  訂正不能なマシンチェック例外

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


BitLocker については、Microsoft 社の Web サイトから、サーバー用の BitLocker に関する資料を参照し
てください。

コンピュートモジュールコントローラーおよび
HPE Smart Storage バッテリ

ネットワークコントローラーは取り付けられているが、動作し
ていない

症状

ネットワークコントローラーが動作していません。

アクション

1. ネットワークコントローラーの LED を調べて、問題の原因を示すステータスがあるかどうかを確認
します。LED については、ネットワークコントローラーのドキュメントやコンピュートモジュールの
ドキュメントを参照してください。

2. 「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、「接続不良の解決策」を参照してください。

3. ネットワーク速度に適した正しい種類のケーブルが使用されていること、あるいは正しい SFP また
は DAC ケーブルが使用されていることを確認します。デュアルポートの 10 GB ネットワークデバ
イスの場合、両方の SFP ポートのメディア（DAC ケーブルや同等の SFP+モジュールなど）が同じ
である必要があります。1 台のデバイスに種類が異なる SFP（SR/LR）が混在することはサポートさ
れていません。

4. ネットワークケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、このネットワーク
ケーブルが機能していることを確認します。

5. ソフトウェアの問題が障害の原因になっているのではないことを確認します。詳しくは、オペレーテ
ィングシステムのドキュメントを参照してください。

6. コンピュートモジュールおよびオペレーティングシステムがコントローラーをサポートしているこ
とを確認します。詳しくは、「製品 QuickSpecs」を参照してください。.

7. UEFI システムユーティリティでコントローラーが有効になっていることを確認します。

8. コンピュートモジュールが 新バージョンであることを確認します。

9. コントローラーのドライバーが 新バージョンであることを確認します。

10. コントローラーに有効な IP アドレスが割り当てられ、構成設定が正しいことを確認します。

11. Insight Diagnostics を実行してください。指示に従って故障したコンポーネントを交換します。

ネットワークコントローラーが動作しなくなった

症状

ネットワークコントローラーが動作を停止しました。
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アクション

1. ネットワークコントローラーの LED を調べて、問題の原因を示すステータスがあるかどうかを確認し
ます。LED については、ネットワークコントローラーのドキュメントやコンピュートモジュールのド
キュメントを参照してください。

2. コントローラー用の正しいネットワークドライバーがインストールされ、ドライバーファイルが壊れ
ていないことを確認します。ドライバーを再インストールします。

3.「接続不良」がないことを確認します。詳しくは、「接続不良の解決策」を参照してください。

4. ネットワークケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、このネットワーク
ケーブルが機能していることを確認します。

5. ネットワークコントローラーが損傷していないことを確認します。

6. Insight Diagnostics を実行してください。指示に従って故障したコンポーネントを交換します。

一般的なコントローラーの問題

症状

• POST プロセス中にコントローラーが表示されない。

• POST プロセス中にコントローラーにエラーが表示される。

原因

• ハードウェアが物理的に損傷している。

• コントローラーがコンピュートモジュールでサポートされていない。

• コントローラーが正しく固定されていない。

• コントローラーが故障している。

• ファームウェアが古くなっている。

アクション

1. コントローラーがコンピュートモジュールでサポートされていることを確認します。
サポートされるオプションについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるコン
ピュートモジュールの QuickSpecs を参照してください。

2. コントローラーが物理的に損傷していないことを確認します。

3. コントローラーがシステム BIOS で認識されている場合は、コントローラーを取り付けなおします。

4. コントローラーの診断を実行し、表示された手順に従います。

5. ファームウェアを更新します。
ファームウェアの更新について詳しくは、HPE Synergy ファームウェアのアップデートを参照してく
ださい。

6. Active Health System ログをダウンロードします。
詳しくは、Active Health System ログを参照してください。

7. Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせます。
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詳しくは、「Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス」を参照してください。

8. コントローラーを交換してください。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュールの
メンテナンス&サービスガイドを参照してください。

コントローラーの冗長化が失われた

症状

• POST プロセス中にコントローラーにエラーが表示される。

• キャッシュが無効になっている。

原因

• 1 つまたは複数のコントローラー上のハードウェアが物理的に損傷している。

• 1 つまたは複数のコントローラーがコンピュートモジュールでサポートされていない。

• コントローラーに冗長操作の互換性がない。

• 1 つまたは複数のコントローラーが正しく取り付けられていない。

• 1 つまたは複数のコントローラー上のファームウェアが古いか、互換性がない。

• HPE Smart Storage バッテリが取り付けられていない。

• HPE Smart Storage バッテリがシステムボードに正しく接続されていない。

アクション

1. コントローラーがコンピュートモジュールでサポートされていることを確認します。
サポートされるオプションについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるコン
ピュートモジュールの QuickSpecs を参照してください。

2. 両方のコントローラーが正しく取り付けられているか、固定されていることを確認します。

3. コントローラーが互換性のあるコントローラーモデルであることを確認します。

4. コントローラーのファームウェアバージョンに互換性があり、 新バージョンであることを確認しま
す。

5. コントローラーのキャッシュサイズに互換性があることを確認します。

6. HPE Smart Storage バッテリが正しく取り付けられ、接続されていることを確認します。

7. すべてのコントローラーケーブルが正しく接続されていることを確認します。

8. 問題が解決されない場合は、Active Health System ログをダウンロードします。
詳しくは、Active Health System ログを参照してください。

9. Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせます。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセスを参照してください。
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RAID モードが無効の場合に HPE Dynamic Smart アレイ
B140i ドライブが検出されない

症状

RAID モードが無効の場合に、HPE Dynamic Smart アレイ B140i ドライブが検出されない。

原因

コンピュートモジュールで HPE Dynamic Smart アレイ B140i RAID コントローラーが有効になってお
り、UEFI システムユーティリティで RAID モードが無効になっている場合、ドライブは AHCI ドライブ
または HPE H220i ドライブとして表示され、RAID コントローラーは POST またはデバイスマネージャ
ーで検出されません。RAID モードが有効になっている場合、ドライブは HPE Dynamic Smart アレイ
B140i コントローラードライブとして表示されます。

アクション

1. 起動プロセス中に F9 キーを押して、UEFI システムユーティリティにアクセスします。

2. システム構成メニューで、BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > システムオプション >SATA コン
トローラーオプション > 内蔵 SATA 構成 > HP Dynamic Smart アレイ RAID サポートを有効を選択
します。

3. F10 キーを押して、設定を保存します。

4. コンピュートモジュールを再起動します。

RAID モードでアクセスされるドライブ上のデータが、非 RAID
モードからアクセスされるデータと互換性を持たない

症状

RAID モードでアクセスされるドライブ上にあるデータには、非 RAID モードからアクセスされるデータ
との互換性がなく、非 RAID モードでアクセスされるドライブ上にあるデータには、RAID モードからア
クセスされるデータとの互換性がない。

アクション

Hewlett Packard Enterprise は、同じモード（RAID モードまたは非 RAID モード）が有効のときにのみド
ライブデータにアクセスすることをお勧めします。ドライブのデータをバックアップし、リストアしてく
ださい。

ドライブを新しいコンピュートモジュールまたは JBOD に移
動すると、Smart アレイコントローラーが論理ドライブを表示
しない

症状

ドライブを新しいコンピュートモジュールまたは JBOD に移動すると、Smart アレイコントローラーが論
理ドライブを表示しません。
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原因

ドライブの移行に関する問題が発生した。

アクション

ドライブを移行する際に、ドライブローミングに関するすべてのルールが守られていることを確認してく
ださい。
「ドライブローミング」を参照してください。

ドライブローミング

ドライブローミング機能により、データの可用性を維持しながら、ディスクドライブおよびアレイを移動
することができます。新しいベイ位置が同じコントローラーからアクセス可能であるかぎり、構成済みの
論理ドライブに含まれる 1 台または複数のディスクドライブを、異なるベイ位置に移動することができま
す。さらに、1 つのアレイ全体をあるコントローラーから別のコントローラーに移動できます。これは異
なったサーバーに搭載されているコントローラー間でも可能です。物理ドライブを新しいベイ位置に移
動するには、論理ドライブのステータスが正常である必要があります。

ドライブローミングは、オフライン機能です。サーバーがオンラインのときにアレイを削除して新しい物
理位置に移動させる方法はありません。

HPE Smart Storage バッテリが長時間中断されると、充電が失
われる場合がある

症状

HPE Smart アレイコントローラー用に HPE 96W Smart Storage バッテリまたは HP 12W Smart Storage
バッテリが構成されている任意のコンピュートモジュールに、POST エラーメッセージが表示される場合
がある。

原因

HPE Smart Storage バッテリの充電が失われ、交換する必要がある。

アクション

1. HPE iLO で HPE Smart Storage バッテリのバージョンを確認します。

バッテリのバージョンは、次の例のように文字 Z で示された場所によって識別されます。

xxxxx0Zxxxxxxx

2. Active Health System ログをダウンロードします。

3. Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせます。
詳しくは、「Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス」を参照してください。

HPE Synergy 480 Multi MXM 拡張モジュール
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Multi MXM 拡張モジュール内で予期される GPU の半分が見つ
からないか OS 内で使用できない

症状

• Multi MXM エキスパンダー内で予期される GPU の個数の半分が検出されないか使用可能ではありま
せん。

• コンピュートモジュールに電源を入れる前にエキスパンダーの LED が緑色で点灯します。

原因

メザニンパススルーが取り付けられていないか、メザニンコネクター 2 に正しく装着されていません。

アクション

1. メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 2 に取り付けられていることを確認します。

2. メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 2 に取り付けられている場合は、メザニンパススル
ーカードを取り付け直します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

Multi MXM 拡張モジュールが取り付けられた状態でコンピュ
ートモジュールに電源が入らない

症状

• 拡張モジュール LED が点灯しない。

• メザニンコネクター 1 とメザニンコネクター 2 が、HPE OneView および iLO デバイスインベントリで
空として表示されています。

• IML には以下のいずれかのメッセージが表示されます。

◦ Power On Denied (Service Information: Mezz Slot #, Read Error)

◦ Server Critical Fault (Service Information: Power On Fault, MEZZ Cards, MEZZ 2 (01h)) Mezzanine

◦ Server Blade Enclosure Inadequate Power To Power On: Not Enough Power

原因

• メザニンコネクター 1 またはメザニンコネクター 1 および 2 に、メザニンパススルーが取り付けられ
ていません。

• メザニンパススルーがメザニンコネクターに正しく装着されていません。

• コンピュートモジュールのシステムメンテナンススイッチのスイッチ 9 がオンの位置に設定されてい
ません。
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アクション

1. メザニンコネクター 1 とメザニンコネクター 2 の両方にメザニンパススルーカードが取り付けられて
いることを確認します。

2. メザニンパススルーカードが取り付けられている場合は、メザニンコネクターにメザニンパススルー
カードを取り付け直します。

3. システムボードのシステムメンテナンススイッチの位置を確認し、スイッチ 9 がオンの位置に設定さ
れていることを確認します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

GPU が iLO の温度ページに 0°C と報告するか結果を報告しな
い

症状

GPU が iLO の温度ページに 0°C と報告するか結果を報告しない。

原因

同じコンピュートモジュール上で、さまざまなタイプの GPU を混在させることはサポートされていませ
ん

アクション

1. Multi MXM 拡張モジュールに取り付けられているすべての GPU が同じタイプであることを確認しま
す。

2. Multi MXM 拡張モジュールに取り付けられている他の GPU と同じタイプでないすべての GPU を取り
外します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

iLO デバイスインベントリが MXM スロットを取り付けられた
ときに MXM スロットが空であることを示している

症状

iLO デバイスインベントリが MXM スロットを取り付けられたときに MXM スロットが空であることを示
しています。

原因

MXM カードが MXM 拡張モジュールに正しく装着されていません。

アクション

1. MXM カードを装着し直し、両方のねじが正しく固定されていることを確認してください。

2. MXM カードが正しく装着されていることと、両方の取り付けねじが取り付けられていることを確認し
ます。
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コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

MXM カードが PCIe x16 リンク幅で実行されていない

症状

MXM カードが PCIe x16 リンク幅で実行されていません。

原因

• MXM カードが MXM 拡張モジュールに正しく装着されていません。

• MXM カードは故障しています。

アクション

1. iLO デバイスインベントリページを使用して、PCIe x16 リンク幅で動作していないカードとして識別
される MXM カードの位置を特定します。
対応する MXM スロット番号図は MXM 拡張モジュール内にあります。

2. MXM カードを装着し直し、両方のねじが正しく固定されていることを確認してください。

3. MXM カードが正しく装着されていることと、両方の取り付けねじが正しく取り付けられていることを
確認します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

Multi MXM 拡張モジュールが取り付けられているコンピュー
トモジュールの取り付けの問題

症状

拡張モジュールが取り付けられているコンピュートモジュールが、 フレームに完全に装着されていない。

原因

拡張モジュールがコンピュートモジュールに正しく取り付けられていません。

アクション

1. コンピュートモジュールから拡張モジュールを取り外します。

2. コンピュートモジュールに拡張モジュールを再び取り付けます。

3. 拡張モジュールを取り付けたコンピュートモジュールを フレームに取り付けます。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。
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iLO での製品名およびステータスフィールドが、取り付けられ
ているアクセラレータまたはグラフィックスオプションに固有
のものでない

症状

iLO での製品名およびステータスフィールドが、取り付けられているアクセラレータまたはグラフィック
スオプションに固有のものではありません。製品名フィールドには製品名の代わりに一般的な説明が表
示され、ステータスフィールドには不明と表示される場合があります。

原因

一部の他社製オプションは、一般的に認められているプラットフォーム管理仕様に準拠していません。

アクション

新バージョンの iLO 4 ファームウェアおよびシステム ROM を使用していることを確認します。

HPE Synergy 480 PCIe 拡張モジュール

PCIe 拡張モジュールの PCIe カードが見つからないか OS 内
で使用できない

症状

• PCIe 拡張モジュールの PCIe カードが見つからないか OS 内で使用できません。

• PCIe スロットに取り付けられている場合でも、iLO デバイスインベントリは PCIe スロットが空であ
ることを示しています。

• エキスパンダー LED が点灯していません。

• iLO デバイスインベントリはメザニンコネクター 1 が空であることを示しています。

• HPE OneView は、コンピュートモジュールを検出できないことを報告しています。

原因

• メザニンパススルーが取り付けられていないか、メザニンコネクター 1 に正しく装着されていません。

• PCIe カードが PCIe 拡張モジュールに正しく装着されていません。

アクション

1. メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 1 に取り付けられていることを確認します。

2. メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 1 に取り付けられている場合は、メザニンパススル
ーカードを取り付け直します。

3. PCIe ライザーケージを PCIe 拡張モジュールから取り外します。

4. PCIe ケージから PCIe カードを取り外します。
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5. PCIe カードを PCIe ライザーケージに取り付け直します。

6. PCIe ライザーケージを PCIe 拡張モジュールに取り付け直し、すべてのつまみねじが完全に固定され
ていることを確認します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

PCIe 拡張モジュールが取り付けられた状態でコンピュートモ
ジュールに電源が入らない

症状

IML は次のメッセージを報告します。Power on Denied (Service Information: Mezz Slot 1, Read Error)

原因

• メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 1 に取り付けられていません。

• メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 1 に正しく装着されていません。

• システムメンテナンススイッチのスイッチ 9 が ON 位置に設定されていません。

アクション

1. メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 1 に取り付けられていることを確認します。

2. メザニンパススルーカードがメザニンコネクター 1 に取り付けられている場合は、メザニンコネクタ
ー 1 でカードを取り付け直します。

3. システムボードのシステムメンテナンススイッチの位置を確認し、スイッチ 9 がオンの位置に設定さ
れていることを確認します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

PCIe 拡張モジュールが取り付けられているコンピュートモジ
ュールが、フレーム内のコンピュートモジュールベイに完全に
装着されていない

症状

拡張モジュールが取り付けられているコンピュートモジュールが、 フレームに完全に装着されていない。

原因

拡張モジュールがコンピュートモジュールに正しく取り付けられていません。

アクション

1. コンピュートモジュールから拡張モジュールを取り外します。

2. コンピュートモジュールに拡張モジュールを再び取り付けます。

3. 拡張モジュールを取り付けたコンピュートモジュールを フレームに取り付けます。
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コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にあるコンピュートモジュールのユーザーガイドを参照してください。

PCIe カードが正しい PCIe リンク幅で実行されていない

症状

PCIe カードが正しい PCIe リンク幅で実行されていません。

原因

PCIe カードが PCIe 拡張モジュールに正しく装着されていません。

アクション

1. PCIe ライザーケージを PCIe 拡張モジュールから取り外します。

2. PCIe ケージから PCIe カードを取り外します。

3. PCIe カードを PCIe ライザーケージに取り付け直します。

4. PCIe ライザーケージを PCIe 拡張モジュールに取り付け直し、すべてのつまみねじが完全に固定され
ていることを確認します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

ブート時に電源ケーブルエラーがリモートコンソールに表示さ
れる

症状

iLO リモートコンソールではブート時に次のメッセージが表示されます。電源を切断してすべてのグラ
フィックスカードに対して PCIe 電源ケーブルを接続してください

原因

PCIe カードの電源ケーブルが正しく取り付けられていません。

アクション

1. 電源ケーブルが各 PCIe カードに取り付けられていることを確認します。

2. 電源ケーブルが取り付けられている場合は、電源ケーブルが適切に接続されるように装着し直します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にある製品のユーザーガイドを参照してください。

HPE Synergy D3940 ストレージモジュール

ドロワー電源 LED が緑色に点灯しない

症状

HPE Synergy D3940 ストレージモジュールのドロワー電源 LED が緑色に点灯しません。
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アクション

1 つまたは複数の論理 JBOD がコンピュートモジュールに割り当てられていることを確認します。

ドロワーステータス LED がオレンジ色で点滅している

症状

HPE Synergy D3940 ストレージモジュールの前面にあるドロワーステータス LED がオレンジ色で点滅
している。

原因

サーマル警告

アクション

ドライブドロアーを閉じます。

ドライブステータス LED が黄色で点灯する

症状

HPE Synergy D3940 ストレージモジュールの前面のドライブステータス LED が黄色で点灯します。

原因

1 つまたは複数のドライブが故障しています。

アクション

ドライブおよび I/O アダプターの個別の状態をチェックして障害がないか調べ、 ストレージモジュールが
正常に動作しているかどうかを判断します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library で製品ドキュメントを参照してください。

ヘルスステータス LED が赤色で点滅する

症状

HPE Synergy D3940 ストレージモジュールの前面にあるヘルスステータス LED が赤色で点滅していま
す。
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アクション

ドライブおよび I/O アダプターの個別の状態をチェックして障害がないか調べ、 ストレージモジュールが
正常に動作しているかどうかを判断します。詳細については、HPE Synergy コンポーザー管理ユーティリ
ティを参照してください。

ヘルスステータス LED がオレンジ色で点滅する

症状

HPE Synergy D3940 ストレージモジュールの前面にあるヘルスステータス LED がオレンジ色で点滅し
ています。

アクション

ドライブおよび I/O アダプターの個別の状態をチェックして障害がないか調べ、 ストレージモジュールが
正常に動作しているかどうかを判断します。詳細については、HPE Synergy コンポーザー管理ユーティリ
ティを参照してください。

Drive failure（ドライブ障害）

症状

HPE Synergy D3940 ストレージモジュールの前面にあるドライブステータス LED が一定してオレンジ
色で点灯しており、ドライブの障害が発生したことを示している。

アクション

1. 個々のドライブ LED をチェックして、どのドライブが故障しているかを調べます。故障したドライブ
では、ステータス LED がオレンジ色で点灯します。

注意:
システムの電源を一度切り再度入れるか、または (ホットプラグ対応ドライブの場合)ドライブを
取り外して再度取り付けると、前にコントローラーが故障していると判断したドライブが動作可
能な状態に見える場合があります。ただし、このような不完全なドライブを使用し続けると、結
果的にデータが消失する可能性があります。不完全なドライブはできるだけ早く交換してくだ
さい。

2. 故障したホットプラグ対応ドライブを交換します。
論理ドライブが劣化している場合、Smart アレイはデータの再構築を開始します。ドライブが故障し
ている場合は、取り外し禁止 LED が点灯しているドライブを取り外さないでください。

RAID コントローラーがなくなった

症状

RAID コントローラーがありません。
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アクション

RAID コントローラーが内蔵ストレージコントローラーまたはメザニンスロット 1 にあることを確認しま
す。

コンピュートモジュールによってドライブが検出されない

症状

コンピュートモジュールがすべてのドライブを検出しません。

アクション

1. コントローラーが適切な HBA または RAID モードであることを確認します。

2. コントローラーが HPE Smart アレイ P542D RAID コントローラー（プレミアムバックプレーンを使
用）の場合、内部ケーブルが接続されていることを確認します。
バックプレーンのケーブル配線について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
で入手できるコンピュートモジュールのユーザーガイドを参照してください。

ストレージモジュールの電子ヒューズエラー

症状

HPE OneView で次のメッセージが表示されます。

ベイ X のデバイスに障害が発生しました。

原因

ストレージモジュールの電子ヒューズに障害があります。

アクション

ベイ X のデバイスを交換してください。

HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュール

ヘルス LED がオレンジ色で点滅する

症状

SAS 接続モジュールにオレンジ色の LED が表示される。

アクション

• ステータスアラートのフレームリンクモジュールをチェックして問題を特定します。

• LED を確認します。詳細については、HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュールのフロントパネル
LED を参照してください。
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コントローラーが POST 実行中にロックアップする

症状

ストレージの準備ができていないかコントローラーが POST 実行中にロックアップします。

アクション

電源投入シーケンスを確認します。各コンポーネントへの電源投入には十分な時間をとってください。

ストレージにアクセスできない

症状

SAS 接続モジュールがストレージにアクセスできません。

アクション

HPE Synergy 12Gb SAS コネクションモジュールとストレージエンクロージャーが、互いに使用できるこ
とがサポートされていることを確認します。サポート情報については、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトの HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module QuickSpecs を参照してください。

ストレージオプション

ドライブの問題（ハードディスクドライブおよびソリッドステ
ートドライブ）

Drive failure（ドライブ障害）

症状

ドライブに障害が発生している。

アクション

1.「接続不良」がないことを確認します。
詳しくは、「接続不良の解決策」を参照してください。

2. ファームウェアとドライバーのアップデートが必要であるかどうかを確認します。
詳しくは、HPE Synergy ファームウェアのアップデートを参照してください。

3. ドライブバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します（取り付けられている場
合）。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュールの
メンテナンス&サービスガイドを参照してください。

4. コンピュートモジュールの動作時には、ドライブブランクが正しく取り付けられているようにします。
ドライブが過熱し、応答が遅くなったりドライブ障害が発生したりする可能性があります。

5. Insight Diagnostics を実行してください。指示に従って故障したコンポーネントを交換します。

6. HPE SSA を実行して、障害が発生したドライブのステータスを確認します。
HPE SSA について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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7. アレイ内の交換用ドライブが同じ容量以上であることを確認します。

8. アレイ内の交換用ドライブが同じドライブタイプ（SAS、SATA、SSD など）であることを確認しま
す。

9. コンピュートモジュールの電源を切って、入れなおします。ドライブが認識されたら、ドライブファ
ームウェアの更新が必要かどうか確認します。

ドライブが認識されない

症状

ドライブが認識されない。

アクション

1. 電力の問題がないことを確認します。

2. ファームウェアとドライバーのアップデートが必要であるかどうかを確認します。
詳しくは、HPE Synergy ファームウェアのアップデートを参照してください。

3. ドライブバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します（取り付けられている場
合）。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュール
のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

4. ドライブの LED を調べて、正常な動作を示していることを確認します。ドライブの LED について
は、「ホットプラグ対応ドライブ LED の定義」を参照してください。コンピュートモジュール固有の
ドライブ LED 情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にあるコン
ピュートモジュールのユーザーガイドを参照してください。

5. ドライブがサポートされていることを確認します。
製品によってサポートされるドライブについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トにある製品の QuickSpecs を参照してください。

6. コンピュートモジュールの電源を再投入します。ドライブが表示されたら、ドライブファームウェア
の更新が必要かどうか確認します。
ファームウェアの更新について詳しくは、HPE Synergy ファームウェアのアップデートを参照して
ください。

7. ハードディスクドライブを別のベイに取り付けて、ドライブベイが故障していないことを確認しま
す。

8. ドライブが、アレイコントローラー上の交換用ドライブである場合は、元のドライブと同じ種類およ
び同じ容量以上であることを確認します。

9. Insight Diagnostics を実行してください。指示に従って故障したコンポーネントを交換します。

10. アレイコントローラーを使用する場合は、アレイ内でドライブが構成されていることを確認します。
HPE SSA を実行します。
HPE SSA について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

11. 正しいコントローラードライバーがインストールされており、コントローラーが、取り付けられてい
るハードディスクドライブをサポートしていることを確認します。

12. コントローラーが Smart Array Advanced Pack（SAAP）のライセンスキーをサポートしており、構
成がデュアルドメインの場合は、SAAP のライセンスキーがインストールされていることを確認しま
す。
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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13. SAS エキスパンダーが使用されている場合は、Smart アレイコントローラーがキャッシュモジュール
を備えていることを確認します。

14. ストレージエンクロージャーが使用されている場合は、ストレージエンクロージャーの電源が入って
いることを確認します。

15. SAS スイッチを使用している場合は、Virtual SAS Manager を使用してディスクがサーバーにゾーニ
ングされていることを確認します。

重要:
HPE Dynamic Smart アレイ B140i RAID コントローラーおよび AHCI は、SAS ドライブをサポ
ートしません。

16. HPE Dynamic Smart アレイ B140i RAID コントローラーがコンピュートモジュールに取り付けられ
ている場合は、UEFI システムユーティリティで RAID モードが有効になっていることを確認します。

データにアクセスできない

症状

ドライブ上のデータにアクセスできない。

原因

• ファイルが壊れている。

• コンピュートモジュール上にウィルスが存在する。

• TPM が取り付けられているが、コンピュートモジュール上で正しく有効化されていない。

アクション

1. ファイルが壊れていないことを確認します。オペレーティングシステムに対応した修復ユーティリテ
ィを実行してください。

2. コンピュートモジュール上にウィルスが存在しないことを確認します。 新バージョンのウィルスス
キャンユーティリティを実行してください。

3. TPM が取り付けられ、BitLocker が使用されている場合は、TPM が UEFI システムユーティリティで
有効化されていることを確認します。
オペレーティングシステムのドキュメントに記載されている TPM 交換リカバリ手順を参照してくだ
さい。

4. 暗号化されたデータを新しいコンピュートモジュールに移行する場合は、オペレーティングシステム
のドキュメントに記載されているリカバリ手順に従ってください。

コンピュートモジュールの応答時間が通常より遅い

症状

コンピュートモジュールの応答時間が通常より遅い。
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原因

• ドライブがいっぱいである。

• オペレーティングシステムの暗号化テクノロジーが原因でパフォーマンスが低下している。

• 論理ドライブ上でリカバリ動作が保留されている。

アクション

1. ドライブの容量に空きがあることを確認してください。必要に応じて、ドライブの空き容量を増やし
ます。
ドライブでは、15%以上の空き容量を確保しておくことをお勧めします。

2. オペレーティングシステムの暗号化テクノロジーに関する情報を調べてください。暗号化テクノロジ
ーがコンピュートモジュールのパフォーマンスを低下させている可能性があります。
詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

3. HPE SSA を使用して、リカバリ動作が論理ドライブで保留になっていないことを確認します。
HPE SSA について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

HPE SmartDrive アイコンまたは LED によって間違ったドライブに関するエラ
ーが示されるか、POST、HPE SSA、または HPE SSADUCLI でエラーメッセー
ジが表示される

症状

• HPE SmartDrive アイコンまたは LED が点灯し、エラーを示している。

• POST、HPE SSA、または HPE SADUCLI にエラーメッセージが表示される。

アクション

ドライブバックプレーンからシステムボードへのケーブル接続が正しいことを確認します。
コンピュートモジュール固有の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information
Library にあるコンピュートモジュールのユーザーガイドを参照してください。

SSD Smart Wear のエラー

症状

POST メッセージまたは IML メッセージが受信される。

原因

デバイスへの書き込みの 大使用制限に近づいている。

アクション

デバイスを交換してください。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できるコンピュートモジュールのメ
ンテナンス&サービスガイドを参照してください。

USB ドライブキーの問題

システムが USB ドライブから起動しない

症状

コンピュートモジュールが USB ドライブキーから起動しません。

原因

• UEFI システムユーティリティで USB ドライブキーが有効になっていない。

• USB ドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。

• USB ドライブキーが適切に取り付けられていない。

アクション

1. UEFI システムユーティリティで USB が有効になっていることを確認します。

2. UEFI システムユーティリティのドライブブート順序が、コンピュートモジュールが USB ドライブキ
ーから起動するように設定されていることを確認します。

3. USB ドライブキーを取り付けなおします。

4. USB ドライブキーを別の USB ポート（使用可能な場合）に移動します。

コンポーネントと LED の説明

フレームのフロントコンポーネントおよびデバイスベイ

USB ドライブキーの問題 87
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番号 説明

1 デバイスベイ—コンピュートモジュールとストレージモジュール

2 フロントパネル—KVM またはラップトップを介して HPE Synergy コンソールへのアク
セスを提供します。

3 アプライアンスベイ

フロントパネルのコンポーネント

番号 説明 機能

1 UID ボタン フレーム UID ボタンを押すと、 フレーム UID がオンまたはオ
フに切り替わります。

2 ヘルス LED
• 緑色で点灯—正常に動作しています。

• 黄色の点滅—警告。トラブルシューティングを行うには
HPE OneView ハードウェアセットアップに接続します。

• 赤の点滅—クリティカル。トラブルシューティングを行う
には HPE OneView ハードウェアセットアップに接続しま
す。

フレームのヘルス LED は、 フレーム内のすべてのコンポー
ネントの 大の深刻度ステータスを示します。 フレームの
ヘルス LED が警告またはクリティカルステータスを示して
いる場合は、Synergy コンソールに接続してトラブルシュー
ティングを行ってください。

表は続く
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番号 説明 機能

3 ノートパソコンポート 以下の機能を備えた RJ-45 Ethernet 100BASE-TX。

• Synergy コンソールへの接続にラップトップを使用します。

• ラップトップの Ethernet ポートを DHCP に構成して、オー
トネゴシエーションを有効にします。

• CAT5 ケーブルを使用してラップトップの Ethernet ジャッ
クをノートパソコンポートに接続し、ラップトップがそのポ
ートで IP アドレスとゲートウェイを受信することを確認し
ます。

• ポート 5900 を使用してゲートウェイ IP アドレスに接続す
るように VNC アプリケーションを構成してから、Synergy
コンソールに接続します。

4 モニターポート モニターデバイスまたはアクティブなモニターポートアダプタ
ーの接続に使用されるコネクター。

5 リセット ペーパークリップなどの道具を使用して埋め込み型ボタンを押
し、フレームリンクモジュールをリセットします。

• 押して放す—アクティブなフレームリンクモジュールをリ
セットし、 フレームに 2 つのフレームリンクモジュールが
取り付けられている場合はフェイルオーバーを強制的に実
施します。

• UID が青色に点滅するまで押し続ける— フレーム内のフレ
ームリンクモジュールを工場出荷時設定にリセットします。

6 USB キーボードやマウスなどのサポートされている USB デバイス
を Synergy コンソール用に接続する際に使用する USB 2.0 コ
ネクター。複数のデバイスを接続するには、USB ハブ（付属し
ていません）が必要です。

HPE Synergy ハードウェア 89



アプライアンスモジュールの LED とコンポーネント

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

番号 説明 機能

1 UID LED UID ボタンを押すと、青色のロケーター LED が点灯します。

• 青色で点灯—アプライアンスモジュールが位置確認されて
います。

• 青色で点滅—アプライアンスモジュールのファームウェア
の更新を示します。UID LED が点滅しているときに、電源を
オフにしたり、アプライアンスモジュールを取り外したりし
ないでください。

2 ヘルス LED アプライアンスモジュールの稼働状態を示します

• 緑色で点灯—正常に動作しています。

• オレンジ色で点滅—警告

• 赤色で点滅—クリティカルエラー

アプライアンスのヘルス LED は、アプライアンスのヘルス
ステータスを示します。ヘルス LED が警告またはクリティ
カルエラーを示している場合は、Synergy コンソールに接続
してトラブルシューティングを行ってください。

表は続く
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番号 説明 機能

3 動作 LED アプライアンスモジュールが動作しているかどうかを示しま
す。

• 消灯—アプライアンスモジュールが高可用性構成でスタン
バイ状態にあるか、HPE OneView がエラー状態であること
を示します。

• 緑色で点灯—アプライアンスモジュールが動作しているこ
とを示します。

• 緑色で点滅—リセットボタンが 10 秒を超えて押されている
ことを示します。この操作により、アプライアンスモジュー
ルのイメージの再構築が開始されます。イメージの再構築
プロセス中は、動作 LED は緑色に点滅しなくなります。

4 電源 LED アプライアンスへの電源供給を示します。

• 消灯—電源が供給されていません。アプライアンスモジュ
ールがフレームリンクモジュールに完全に挿入されている
ことを確認します。

• オレンジ色で点滅—アプライアンスモジュールが初期化中
です。

• オレンジ色で点灯—アプライアンスモジュールの電源が入
っていません。

• 緑色で点灯—アプライアンスモジュールの電源が入ってい
ます。

5 リセットボタン ペーパークリップなどの道具を使用して埋め込み型ボタンを押
し、アプライアンスモジュールをリセットします。

• 押して放す—アプライアンスモジュールをリセットします。

• 動作 LED が緑色に点滅するまで押し続ける—アプライアン
スモジュールに接続されている USB フラッシュドライブ上
のファイルから、アプライアンスモジュールのイメージの再
構築を開始します。

6 USB ポート USB ドライブを接続して USB リカバリイメージをフラッシュ
するための USB 3.0 ポート。
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コンピュートモジュールの LED とボタン

番号 説明 ステータス

1 UID LED 青色で点灯 = 動作しています。

青色で点滅（毎秒 1 回） = リモー
ト管理またはファームウェアア
ップグレードを実行中です。

消灯 = 動作していません。

2 ヘルスステータス LED 緑色で点灯 = 正常

緑色で点滅（毎秒 1 回） = iLO が
再起動中です。

オレンジ色で点滅 = システムの
機能が劣化しています。

赤色で点滅（毎秒 1 回） = システ
ムはクリティカルな状態です。

3 メザニン NIC ステータス LED 緑色で点灯 = メザニン NIC でリ
ンクしています。

緑色で点滅 = メザニン NIC で動
作しています。

消灯 = メザニン NIC でリンクし
ておらず、動作もしていません。

4 電源ボタンおよびシステム電源
LED

緑色で点灯 = システムに電源が
入っています。

緑色で点滅（毎秒 1 回）=電源投
入シーケンス実行中

オレンジ色で点灯 = システムは
スタンバイ状態です。

消灯 = 電源が供給されていませ
ん。1
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1 他のすべての LED がオフ場合、電源がコンピュートモジュールに供給されていません。システム電源 LED がオフで

あるが、ヘルス LED が緑色で点滅している場合は、電源ボタンのサービスが初期化中であるか、iLO が再起動中であ

ることを示しています。施設電源が存在しない、電源コードが接続されていない、電源が設置されていない、電源障

害が発生した、または電源ボタンケーブルが接続されていません。

ストレージモジュールの LED
次の図で示すフロントパネルと LED の配置は、1 つの例です。ご使用のスイッチモデルによって、LED
が図と異なる場合があります。

番号 LED ステータス 定義

1 ドロワーのステータス 1 緑色に点灯 ドライブドロワーは閉じ
ています。

  緑色で点滅 ドライブドロワーは開い
ています。

  オレンジ色で点滅 温度が異常です。ドライ
ブドロワーを閉じてくだ
さい。

2 UID 青色で点灯 1 つまたは複数のドライ
ブが搭載されています。

  青色で点滅 ファームウェアのフラッ
シュ中です。

  消灯 搭載されているドライブ
はありません。

3 ヘルスステータス 緑色 正常に動作しています。

  オレンジ色で点滅 劣化状態

  赤色で点滅 クリティカルな状態

4 ドライブステータス（優
先順位の高い順）

オレンジ色で点灯 1 つまたは複数のドライ
ブが故障しています。

表は続く
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番号 LED ステータス 定義

  オレンジ色で点滅 1 つまたは複数のドライ
ブが障害予測状態です。

  緑色で点滅 1 つまたは複数のドライ
ブを再構築または変換し
ています。

  緑色で点灯 1 つまたは複数のドライ
ブが論理ドライブのメン
バーです。

  消灯 RAID コントローラーに
より構成されているドラ
イブがありません。

5 ドロワー電源 緑色 ストレージモジュールを
使用中です。取り外しで
きません。

  消灯 ストレージモジュールを
使用していません。取り
外しできます。

1 ドライブドロワーは、開いてから 5 分以内に閉じる必要があります。

HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュールのフロントパネル LED

番号 LED ステータス 定義

1 UID 消灯 正常

  青色で点灯 識別されています。

  青色で点滅 ファームウェアの更新中
です。

2 ヘルス 消灯 電源が入っていません。

  緑色 正常

  オレンジ色で点滅 エラー、モジュールに問
題があります。

ストレージオプションの LED、コンポーネント、およびガイドライン
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ホットプラグ対応ドライブ LED の定義

番号 LED ステータス 定義

1 位置確
認

青色で点灯 ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。

  青色で点滅 ドライブキャリアのファームウェアが更新中かまたは更新を必要とし
ています。

2 アクテ
ィビテ
ィリン
グ

緑色で回転 ドライブが動作中です。

  消灯 ドライブが動作していません。

3 取り外
し禁止

白色で点灯 ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと、1 つまた
は複数の論理ドライブで障害が発生します。

  消灯 ドライブを取り外しても、論理ドライブで障害は発生しません。

4 ドライ
ブステ
ータス

緑色で点灯 ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。

  緑色で点滅 ドライブを再構築中か、ドライブで RAID 移行、ストリップサイズの移
行、容量拡張、または論理ドライブの拡大が進行中か、あるいはドライ
ブを消去しています。

  オレンジ色/緑
色で点滅

ドライブは 1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの障
害が予測されています。

  オレンジ色で点
滅

ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。

  オレンジ色で点
灯

ドライブに障害が発生しました。

  消灯 ドライブでは、RAID コントローラーによる構成は行われていません。

SAS、SATA、および SSD ドライブのガイドライン

コンピュートモジュールにドライブを追加するときには、以下の一般的なガイドラインに従ってくださ
い。
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• ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、 も効率的にストレージ容量を使
用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。

• 同じ論理ボリュームに属するドライブの種類は、一致しなければなりません。HPE SSA は、同じ論理
ボリュームでの SAS、SATA、および SSD ドライブの混在をサポートしていません。

NVMe SSD のコンポーネント

NVMe SSD は PCIe バスデバイスです。PCIe バスに接続されたデバイスは、デバイスとバスの信号また
はトラフィックフローが完全に終了するまで取り外すことはできません。

注意:
取り外し禁止ボタンの LED が点滅している場合は、ドライブベイから NVMe SSD を取り外さない
でください。取り外し禁止ボタンの LED の点滅は、デバイスがまだ使用されていることを示しま
す。デバイスの信号またはトラフィックフローが完全に終了する前に NVMe SSD を取り外すと、デ
ータが消失する可能性があります。

1 2 3 4 5

678

番号 説明 ステータス

1 LED 位置
• 青色で点灯 = ドライブはホストアプリケーションによって認識

されています。

• 青色で点滅 = ドライブキャリアファームウェアが更新中である
か、更新を必要としています。

2 アクティビティリング
LED • 緑色で回転 = ドライブが動作しています。

• 消灯 = ドライブが動作していません。

表は続く
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3 ドライブステータス LED
• 緑色で点灯 = ドライブは 1 つ以上の論理ドライブのメンバーに

なっています。

• 緑色点滅 = ドライブは RAID の再構築または移行、ストライプ
サイズの移行、容量の拡張、論理ドライブの拡張または消去中で
す。

• オレンジ色/緑色で点滅 = ドライブが 1 つ以上の論理ドライブ
に属しており、ドライブの障害が予測されます。

• オレンジ色で点滅 = ドライブが構成されておらず、ドライブの
障害が予測されます。

• オレンジ色で点灯 = ドライブで障害が発生しました。

• 消灯 = ドライブが RAID コントローラーによって設定されてい
ません。

4 取り外し禁止 LED
• 白色で点灯 = ドライブを取り外さないでください。取り外す前

に、PCIe バスからドライブを取り外す必要があります。

• 白色で点滅 = 取り外し要求が保留中です。

• 消灯 = ドライブが取り外されました。

5 電源 LED
• 緑色で点灯 = ドライブを取り外さないでください。取り外す前

に、PCIe バスからドライブを取り外す必要があります。

• 緑色で点滅 = 取り外し要求が保留中です。

• 消灯 = ドライブが取り外されました。

6 電源ボタン 瞬間的に押すと、PCIe の取り外しが要求されます。取り外し要求
は、次のものによって拒否される場合があります。

• RAID コントローラー（1 つまたは複数の論理ドライブが失敗す
る可能性があります）

• オペレーティングシステム

7 取り外し禁止ボタン 押すと、リリースレバーが開きます。

8 リリースレバー 取り外しと挿入のドライブハンドルをリリースします。
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SFF（2.5 型）フラッシュアダプターコンポーネントと LED の定義

番号 コンポーネント 説明

1 位置確認
• 消灯 - 正常

• 青色で点灯 - ドライブは、ホストアプリケーションによって
識別されています。

• 青色で点滅 - ドライブのファームウェアが更新中かまたは更
新を必要としています。

2 uFF ドライブ取り出しラッチ このラッチを解除して、uFF ドライブを取り外します。

3 取り外し禁止 LED
• 消灯 - ドライブを取り外せます。ドライブを取り外しても、

論理ドライブで障害は発生しません。

• 白色で点灯 - ドライブを取り外さないでください。ドライブ
を取り外すと、1 つまたは複数の論理ドライブで障害が発生し
ます。

表は続く
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番号 コンポーネント 説明

4 ドライブステータス LED
• 消灯 - ドライブでは、RAID コントローラーによる構成は行わ

れていません。

• 緑色で点灯 - ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメ
ンバーです。

• 緑色で点滅（4 Hz） - ドライブは正常に動作し、アクティブ
です。

• 緑色で点滅（1 Hz） - ドライブを再構築中か、ドライブで
RAID 移行、ストライプサイズの移行、容量拡張、論理ドライ
ブの拡大が進行中か、あるいはドライブを消去しています。

• オレンジ色/緑色で点滅（1 Hz） - ドライブはドライブの障害
が予測されている 1 つまたは複数の論理ドライブのメンバー
です。

• オレンジ色で点灯 - ドライブに障害が発生しました。

• オレンジ色で点滅（1 Hz） - ドライブが構成されておらず、
ドライブの障害が予測されています。

5 アダプター取り出しリリース
ラッチとハンドル

このラッチを解除して、SFF（2.5 型）フラッシュアダプターを
取り外します。

フレームのリアコンポーネントとベイ番号

フレームのリアコンポーネントとベイ番号 99



コンポーネント ベイ ラベル

フレームリンクモジュール 1 および 2

インターコネクトモジュール

これらのインターコネクトモジ
ュールは、ファブリック 1 の冗長
ペアです。

1 および 4

インターコネクトモジュール

これらのインターコネクトモジ
ュールは、ファブリック 2 の冗長
ペアです。

2 および 5

インターコネクトモジュール

これらのインターコネクトモジ
ュールは、ファブリック 3 の冗長
ペアです。

3 および 8

ファン 1～10

電源装置 1～6

各電源装置アイコンの矢印の向きは、推奨される A 側または B 側への電力経路を示します。詳しくは、
Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手できる HPE Synergy 12000 フレームセットア
ップ/インストールガイドを参照してください。

フレームリンクモジュールのコンポーネントおよび LED

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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番号 説明 機能

1 MGMT の動作 LED MGMT ポートアクティビティを報告します。

• 緑色の点滅 = MGMT ポート上で動作

• 消灯 = MGMT ポートで動作なし

2 MGMT ポート 10GBASE-T 1RJ-45 コネクター。次の 2 つの機能があります。

• 管理ネットワークに管理アップリンクを提供します。

• イメージストリーマー管理アプライアンスがフレームに取り付けら
れると、データネットワークへのデータ接続を提供します。

3 MGMT ポートの接続
LED

MGMT ポートの接続を報告します。

• 緑色の点灯 = MGMT ポートが接続されています。

• 消灯 = MGMT ポートは接続されていません。

4 ヘルス LED フレームリンクモジュールのヘルスステータスを表示します。

• 緑色で点灯—正常に動作しています。

• オレンジ色で点滅—警告

• 赤色で点滅—クリティカルエラー

ヘルス LED が警告またはクリティカルエラーを示している場合は、
HPE OneView ハードウェアセットアップまたは HPE Synergy コン
ソールに接続してトラブルシューティングを行ってください。

5 UID ボタン UID LED のオンまたはオフを切り替えます。

• 青色で点灯 = 動作しています。

• 消灯 = 動作していません。

• 青色で点滅 = ファームウェアのアップグレードがフレームリンクモ
ジュール上で進行中です。

UID LED が点滅している間はどのフレームリンクモジュールも取り外
さないでください。

6 USB キーボードやマウスなどのサポートされている USB デバイスを HPE
Synergy コンソール用に使用してフレームに接続できます。複数のデ
バイスを接続するには、USB ハブ（付属していません）が必要です。

7 LINK ポートの動作
LED

LINK ポートアクティビティを報告します。

• 緑色の点滅 = LINK ポート上で動作

• 消灯 = LINK ポートで動作なし

表は続く
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番号 説明 機能

8 LINK ポート 10GBASE-T1 RJ-45 コネクター。次の 2 つの機能があります。

• 単一 フレーム内の 2 つのフレームリンクモジュールのために高可用
性管理ネットワーク接続を提供する別のフレームリンクモジュール
への LINK ポートへのリンクを提供します。

• HPE Synergy コンポーザーアプライアンスモジュールによる自動検
出のために複数の フレームへのリンクを提供します。

9 LINK ポートの接続
LED

LINK ポートの接続を報告します。

• 緑色の点灯 = LINK ポートが接続されています。

• 消灯 = LINK ポートは接続されていません。

10 モニターポート モニターデバイスまたはアクティブモニターポートアダプターを使用
してフレームに接続できます。

1 10GBASE-T MGMT ポートは、その接続に基づいて自動的に速度を 10GbE または 1GbE にネゴシエートします。

電源装置 LED

電源 LED 状態

消灯 電源装置に入力電源が供給されていないか、電源装置に障害が発生して
います。HPE Synergy コンソールに接続して、電源装置のエラーメッセ
ージを確認します。

緑色に点灯 正常動作。

黄色で点滅 警告。トラブルシューティングを行うには HPE OneView ハードウェ
アセットアップに接続します。
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ファンの LED

LED の色 ファンステータス

緑色に点灯 正常動作。

赤色の点滅 クリティカル。トラブルシューティングを行うには HPE OneView ハ
ードウェアセットアップに接続します。

システム電源 LED の定義
システム電源 LED は電源ボタン上にあります。

システム電源 LED 定義

消灯（コンピュートモジュール） 電源が供給されていません。

黄色で点灯 システムがスタンバイモード

緑色で点滅（毎秒 1 回） 電源投入手順を実行中です。

緑色に点灯 システムの電源はオンです。

情報プルタブ
Synergy フレームリンクモジュールの正面と背面にあるプルタブは、システム情報を示しています。
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番号 説明

1 正面プルタブ（左上）には、フレームリンクモジュールの製品 ID、シリアル番号、およ
びフレームリンクモジュールのフロントベイのデバイスベイ番号があります。

2 背面プルタブ（左上）には、フレームリンクモジュールのリアベイのベイ番号がありま
す。

3 シリアルラベルプルタブは各コンピュートモジュール上にあり、次の情報が記載されて
います。

• 製品シリアル番号

• iLO 情報

• モバイルに適したドキュメントを指す QR コード

レポートおよびログ

概要
Hewlett Packard Enterprise に連絡したとき、以下のレポートまたはログのいくつかを収集することを求
められる場合があります。

• Active Health System ログ

• インテグレーテッドマネジメントログ
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• HPE SSA 診断タスク

• HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI レポート

• HPS レポート

• sosreport と supportconfig

Active Health System ログ
Active Health System ログは、Hewlett Packard Enterprise サポートがシステムを分析するために必要な基
本情報が含まれている単一のファイルです。

Active Health System ログは、手動でダウンロードして Hewlett Packard Enterprise に送信することがで
きます。ログは、次のツールを使用してダウンロードできます。

• HPE iLO

• Intelligent Provisioning

• Windows オペレーティングシステム用の Active Health System Download CLI

• Linux ディストリビューション用の Active Health System Download CLI

• curl コマンド行ツール

Active Health System ログは、オフラインまたはオンラインのいずれかの方法で取得できます。

オペレーティングシステム オンラインのサーバー オフラインのサーバー

Microsoft Windows AHS Download CLI、HPE iLO
Web インターフェイス

Intelligent Provisioning

Linux Active Health System
Download CLI、

HPE iLOWeb インターフェイ
ス

Intelligent Provisioning

VMware HPE iLOWeb インターフェイ
ス

Intelligent Provisioning

その他のオペレーティングシステム HPE iLOWeb インターフェイ
ス

Intelligent Provisioning

Active Health System Download CLI ユーティリティ

Active Health System Download CLI は、Microsoft Windows オペレーティングシステムおよび Linux ディ
ストリビューション用に提供されています。Active Health System Download CLI には、HPE ProLiant
Integrated Lights-Out マネジメントインターフェイスドライバー v1.15 以降が必要です。

Active Health System Download CLI は、サポートされるオペレーティングシステムがインストールされ
ている場合、ログをダウンロードするための推奨ツールです。HPE Active Health System Download for
Windows のパッケージを入手するには、Hewlett Packard Enterprise の FTP の Web サイトを参照して
ください。HPE Active Health System Download for Linux のパッケージを入手するには、Hewlett
Packard Enterprise の FTP の Web サイトを参照してください。

Active Health System ログ 105

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p1783870791/v75797/AHSdownload_Windows_1.0.8.04.zip
http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_ed5e4d37632543a8b9ef950b2b#tab-history
http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_ed5e4d37632543a8b9ef950b2b#tab-history


HPE iLO Web インターフェイス

HPE iLO Web インターフェイスには、既存の HPE iLO アカウント情報を使用するか、POST の実行時に
サーバー画面に表示される IP アドレスと、サーバーに付属の HPE iLO デフォルトネットワーク設定タグ
に記載されているユーザー名およびパスワード（この HPE iLO デフォルトネットワーク設定タグには
HPE iLO IP DNS 名も記載されています）を使用することによってアクセスできます。

Active Health System ログは、HPE iLO Web インターフェイスから、Active Health System ログメニュー
を使用してダウンロードできます。この HPE iLO Web インターフェイスによる Active Health System ロ
グのダウンロード方法は、Active Health System Download CLI ツールを使用できない場合に、Active
Health System ログをオンラインでダウンロードできる唯一のオプションです。

Intelligent Provisioning 診断ツール

診断ツールは、コンピュートモジュール起動時の POST 実行中に F10 キーを押すことによってアクセス
できる NAND フラッシュモジュールに組み込まれています。詳しくは、Intelligent Provisioning ソフト
ウェアドキュメントを参照してください。

Active Health System ログのダウンロード

この項で説明するいずれかの方法で Active Health System ログをダウンロードしてください。

HPE iLO の使用

Active Health System ログは、次の方法でダウンロードできます。

• Active Health System ログ全体のダウンロード

• 日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード

詳しくは、HPE iLO 4 ユーザーガイドおよび HPE Insight Remote Support のドキュメントを参照してく
ださい。

HPE iLO による Active Health System ログ全体のダウンロード

Active Health System ログ全体のダウンロードには、かなり時間がかかる場合があります。技術的な問題
のために Active Health System ログをアップロードする必要がある場合は、「HPE iLO による日付範囲を
指定した Active Health System ログのダウンロード」の手順に従って、問題が発生した特定の日付範囲
のログをダウンロードすることをお勧めします。15 MB を超える Active Health System ログは、圧縮して
から Hewlett Packard Enterprise サポートに送信するか、FTP サイトにアップロードする必要があります。

日付範囲のログをダウンロードするには、以下の手順に従ってください。

1. 情報、Active Health System ログページの順に移動します。

2. アドバンス設定を表示をクリックします。

3. ダウンロードしたファイルに含める連絡先情報を入力します。

• サポートケース番号

• 連絡先の氏名

• 電話番号

• メール

• 会社名

4. Active Health システムログ全体をダウンロードをクリックします。
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ファイルを開く、またはファイルを保存するためのダイアログボックスが表示されます。

5. 保存をクリックします。

ファイルの位置を選択するためのダイアログボックスが表示されます。

6. ファイルの位置とファイル名を指定し、保存をクリックします。

7. サポートケースがまだ開いている場合は、ログファイルをメールで HPsupport_Global@hpe.com に送
信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。

<CASE:XXXXXXXXXX>。ここで、XXXXXXXXXX は Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号
です。

HPE iLO による日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード

iLO を使用して Active Health System ログをダウンロードするには、以下の手順に従ってください。

1. 情報、Active Health System ログページの順に移動します。

2. ログに含める日付の範囲を入力します。

デフォルト設定では、 後の 7 日間のログ情報が含まれます。日付をリセットするには、範囲をデフ
ォルトの値にリセットをクリックします。

a. 開始ボックスをクリックします。

カレンダーが表示されます。

b. カレンダーで範囲の開始日を選択します。

c. 終了ボックスをクリックします。

カレンダーが表示されます。

d. カレンダーで範囲の終了日を選択します。

3. ダウンロードしたファイルに含める連絡先情報を入力します（省略可能）。

• サポートケース番号

• 連絡先の氏名

• 電話番号

• メール

• 会社名

4. ダウンロードをクリックします。

ファイルを開く、またはファイルを保存するためのダイアログボックスが表示されます。

5. 保存をクリックします。

ファイルの位置を選択するためのダイアログボックスが表示されます。

6. ファイルの位置とファイル名を指定し、保存をクリックします。

7. サポートケースがまだ開いている場合は、ログファイルをメールで HPsupport_Global@hpe.com に送
信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。
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<CASE:XXXXXXXXXX>。ここで、XXXXXXXXXX は Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号
です。

15 MB を超える Active Health System ログは、圧縮してから Hewlett Packard Enterprise サポートに送信
するか、FTP サイトにアップロードする必要があります。

Intelligent Provisioning の使用

Intelligent Provisioning Maintenance Options 画面の Active Health System ダウンロードオプションを使
用すると、Active Health System テレメトリデータを、次の Active Health System ログファイル形式で、
サーバーから USB キーにダウンロードできます。

hp_serial#_date.ahs
ログファイルは、問題を解決するために Hewlett Packard Enterprise サービスに送信されます。この画面
を使って、データが抽出される期間と、送信先メディアとして使用する USB キーを選択します。特定の
開始/終了日を選択して、データ抽出の期間を限定できます。Active Health System テレメトリのサンプル
は、Active Health System ダウンロード画面に表示されます。

Active Health System ログファイルをダウンロードして送信するには、以下の手順に従ってください。

1. USB キーをサーバーに挿入します。

2. サーバーの起動中に F10 キーを押して Intelligent Provisioning を起動します。

3. Intelligent Provisioning メンテナンスページから Active Health System ダウンロードを起動します。

4. Active Health System ダウンロード画面のドロップダウンメニューから USB キーを選択します。

Active Health System ダウンロードを起動した後に USB キーを挿入した場合は、再スキャンをクリ
ックします。

5. データ取得期間を日付で選択するか、Active Health System ダウンロードで利用できるすべてのデー
タを抽出する場合は Active Health System ログをダウンロードするを選択します。

ファイルサイズを 小限に抑えるために 7 日分のデータを取得することをお勧めします。15 MB を
超えるファイルを Hewlett Packard Enterprise に送信することはできません。

6. USB キーにデータを保存するには、ダウンロードをクリックします。

7. フォームに連絡先の情報を入力します（任意）。連絡先の情報は、Hewlett Packard Enterprise サポー
トがよりよい支援を提供するために役立ちます。

8. メールで送信できるようにログファイルを用意して、Hewlett Packard Enterprise サポートに連絡し
ます。

9. Hewlett Packard Enterprise サポートから Case ID を取得したら、ログファイルをメールで
HPSupport_Global@hpe.com に送信します。件名に Case ID を入れてください （例：<CASE:
123456789>）。

10. 開かれている Hewlett Packard Enterprise サポートケースに対して Active Health System ログファイ
ルが正しく関連付けられ、Hewlett Packard Enterprise サポートで受信されると、確認のメールが返
信されます。

キャンセルをクリックすると、いつでも操作をキャンセルできます。
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Windows オペレーティングシステム用の Active Health System Download CLI の使用

1. Active Health System Download ユーティリティを Hewlett Packard Enterprise の Web サイトから
ダウンロードします。

2. .zip ファイルを解凍します。

3. README.txt ファイルを参照して使用可能なコマンドラインオプションを確認するか、次のコマンドを
入力してファイルを実行します。

AHSdownload
Active Health System Download の実行中に、仮想的にマウントされるドライブに関するポップアップ
ウィンドウがダウンロード時に短時間表示されます。このドライブは、自動的に切断されます。

ログが 15 MB を超える場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートに送信する前に zip などで圧縮して
ください。

サポートケースがまだ開いている場合は、ログファイルをメールで HPsupport_Global@hpe.com に送信
できます。メールの件名は、次のように表記してください。

<CASE:XXXXXXXXXX>。ここで、XXXXXXXXXX は Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号で
す。

Linux ディストリビューション用の Active Health System Download CLI の使用

手順

1. Active Health System Download ユーティリティを Hewlett Packard Enterprise の Web サイトから
ダウンロードします。

2. 次の例を使用して Active Health System Download を展開します。

tar -xf {AHSdownload file name}.tar
3. README.txt ファイルを参照して使用可能なコマンドラインオプションを確認するか、次のコマンドを

入力してファイルを実行します。

./AHSdownload
Active Health System Download の実行中に、仮想的にマウントされるドライブに関するポップアップ
ウィンドウが短時間表示されます。このドライブは、自動的に切断されます。

ログが 15 MB を超える場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートに送信する前に zip などで圧縮して
ください。

サポートケースがまだ開いている場合は、ログファイルをメールで HPsupport_Global@hpe.com に送信
できます。メールの件名は、次のように表記してください。

<CASE:XXXXXXXXXX>。ここで、XXXXXXXXXX は Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号で
す。

curl コマンド行ツールの使用

iLO 4 1.30 以降では、curl コマンド行ツールを使用した Active Health System ログの抽出がサポートさ

れています。curl は、curl の Web サイトからダウンロードできます。

Active Health System ログをダウンロードするには：

1. curl をインストールします。

2. コマンドウィンドウを開きます。

Windows オペレーティングシステム用の Active Health System Download CLI の使用 109

ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p1783870791/v75797/AHSdownload_Windows_1.0.8.04.zip
http://h20565.www2.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_ed5e4d37632543a8b9ef950b2b#tab-history
http://curl.haxx.se/


3. 日付範囲に対応する Active Health System ログをダウンロードするには、次のコマンドを入力します。

curl "https://<iLO IP address>/ahsdata/ahs.ahs?from=<yyyy-mm-dd>&to=<yyyy-
mm-dd>" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs
ここで、

• <iLO IP address>は、iLO の IP アドレスです。

• from=<yyyy-mm-dd>&to=<yyyy-mm-dd> はログの開始と終了の日付範囲を示します。year-
month-day の形式で日付を入力してください。たとえば、2013/07/29 は、2013-07-29 と入力しま
す。

• –kを指定すると、HTTPS 警告が無視されます。

• –vを指定すると、詳細な出力が表示されます。

• –u <username>:<password>には、iLO ユーザーアカウントの認証情報を指定します。

• –o <filename>には、出力ファイルの名前とパスを指定します。

ログ全体をダウンロードするには、from と to のパラメーターを省略して、次のコマンドを使用しま
す。

curl "https://<iLO IP address>/ahsdata/ahs.ahs" -k -v -u
<username>:<password> -o <filename>.ahs
ファイルは指定したパスに保存されます。

4. コマンドウィンドウを閉じます。

インテグレーテッドマネジメントログ
IML は、数百のイベントを記録して簡単に表示できる形式で格納します。IML は、各イベントに 1 分単位
のタイムスタンプを設定します。

IML に記録されたイベントは、次のような複数の方法で表示できます。

• HPE SIM から

• UEFI システムユーティリティから

• 内蔵 UEFI シェルから

• オペレーティングシステム固有の IML ビューアーから

◦ Windows の場合: IML ビューアー

◦ Linux の場合: IML ビューアーアプリケーション

• iLO Web インターフェイスから

• Insight Diagnostics から

HPE SSA 診断タスク

1. HPE SSA を開きます。
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HPE SSA について詳しくは、HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイド（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト）を参照してください。

2. 次のいずれかの操作を実行して、診断パネルを開きます。

• クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して診断をクリックします。

• 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある診断をクリック
します。

3. レポートタイプを選択します。

この例では、アレイ診断レポートの選択を使用します。

4. アレイ診断レポートを選択します。

アレイ診断レポートのアクションパネルが表示されます。

5. いずれかのタスクボタンをクリックします。
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• 診断レポートの表示を選択すると、レポートが表示されます。現在のレポートの表示が完了した
ら、閉じるまたは保存をクリックします。

• 診断レポートの保存を選択した場合は、レポートが生成されるのを待って、レポートを閉じるまた
はレポートを保存するをクリックします。

レポートとそれらをブラウザーで表示する方法について詳しくは、HPE Smart Storage Administrator ユー
ザーガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI
レポート

Windows

手順

1. スタート、すべてのプログラム、Windows システム、Smart Storage Administrator Diagnostics
Utility、Read Me の順にクリックします。

2. コマンドプロンプトを開きます。

3. ssaducli.exeがインストールされているディレクトリに移動します（cd）。

通常、このディレクトリは C:\Program Files\Smart Storage Administrator\ssaducli
\binです。

4. 次のいずれかを実行します。

• 次のコマンドで診断レポートを生成します：ssaducli -f adu-report.zip。
• 次のコマンドで SmartSSD Wear Gauge レポートを生成します：ssaducli -ssd -f ssd-

report.zip。

他のオプションを表示するには、次のコマンドを使用します。

ssaducli -help
Linux

1. 次の readme ファイルを表示します：/opt/hp/hpssaducli/README.TXT。
2. コマンドプロンプトを開きます。

3. 次のいずれかを実行します。

• 次のコマンドで診断レポートを生成します：hpssaducli -f adu-report.zip
• 次のコマンドで SmartSSD Wear Gague レポートを生成します：hpssaducli -ssd -f ssd-

report.zip

他のオプションを表示するには、次のコマンドを使用します。

hpssaducli -help
レポートとそれらをブラウザーで表示する方法について詳しくは、HPE Smart Storage Administrator ユー
ザーガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。
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HPS レポート
HPS レポートは、Windows サーバー環境から重要な動作および構成情報を取得するために使用されます。
HPS レポートユーティリティは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダウンロードできま
す。レポートの作成を開始するには、実行ファイルを実行します。これにより、cab ファイルが C:
\WINDOWS\HPSReports\Enhanced\Report ディレクトリに保存されます。

このレポートは、Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせる前に実行し、cab ファ
イルを送信できるように準備してください。

sosreport と supportconfig
HPE ProLiant サーバーで発生する可能性のある Linux のインストールに関する問題の解決を容易にする
ために、Hewlett Packard Enterprise サポートに問い合わせる前に sosreport または supportconfig を取
得してください。
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コンポーザブルインフラストラクチャ

HPE OneView を使用した HPE Synergy のト
ラブルシューティング

HPE Synergy コンポーザーのトラブルシューティング

アプライアンスネットワークのトラブルシューティング

アプライアンスがネットワークにアクセスできない

症状

ネットワークアクセスを必要とする操作が機能しない。

原因

アプライアンスネットワークが正しく構成されていませんでした。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. IP アドレス割り当てが正しいことを確認します。

3. DNS IP アドレスが正しいことを確認します。

4. DNS サーバーが動作していることを確認します。

5. ネットワークのゲートウェイアドレスが正しいことを確認します。

6. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインし、ネットワーク設定を修正します。

HPE Synergy Composer は DHCP サーバーから DNS 情報を取得できない

症状

DHCP サーバーが IP アドレスへのアクセスを提供しない。

原因

DNS または DHCP サーバーが正しく構成されていません。

アクション

1. 各 DNS IP アドレスが正しいことを確認します。

2. DNS サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。

背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

3. DNS サーバーが動作していることを確認します。

4. 必要に応じて、DHCP の代わりに静的アドレス割り当てを使用します。
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HPE OneView から DNS サーバーに到達できない

症状

警告メッセージは IP アドレスが DNS サーバーとして応答していないことを報告する。

アクション

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. 各 DNS IP アドレスが正しいことを確認します。

2. DNS サーバーが動作していることを確認します。

3. DNS サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。

背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

4. 状況に応じてネットワーク設定を変更します。

HPE OneView からゲートウェイサーバーに到達できない

症状

警告メッセージで、IP アドレスが有効なゲートウェイでないと報告される。

原因

アクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. ネットワークのゲートウェイアドレスを確認します。

3. ゲートウェイサーバーが動作していることを確認します。

4. 状況に応じてネットワーク設定を変更します。

HPE OneView でネットワーク設定を変更できない

症状

ネットワーク設定を変更できない。

原因

権限が適切でない

アクション

1. 可能であれば、特権ユーザーとしてログインします。可能でない場合は、ネットワーク設定を変更で
きる役割に変更するように、インフラストラクチャ管理者に要求します。

2. 再度ログインします。

3. ネットワーク設定を変更します。
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HPE OneView で NTP 同期に失敗する

症状

アプライアンスの日時の設定が、NTP サーバーと一致しない。

解決方法 1

原因

アプライアンスが NTP 用に正しく構成されていない。アプライアンスの構成にエラーが含まれていま
す。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、指定したホスト名または IP アドレスが NTP サーバーであるこ
とを確認します。

2. 設定画面のアプライアンスパネルをチェックして、NTP サーバーの IP アドレスが正しいことを確認し
ます。

3. NTP サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。

4. 背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

5. NTP サーバーが動作し、通信していることを確認します。

6. アプライアンスクロックを NTP サーバーと同期化します。詳細については、オンラインヘルプを参照
してください。

7. アプライアンスと NTP サーバーが同期するのに十分な時間を与えてください。グローバルな NTP サ
ーバーの場合、この値は 1 時間ほどになり得ます。

解決方法 2

原因

アプライアンスと NTP サーバーの時刻の差が、1000 秒を超えている。アプライアンスが NTP サーバー
と同期できません。

アクション

1. アプライアンスの時刻とロケールの設定を編集し、アプライアンスの時刻を手動で設定します。手順
の詳細については、オンラインヘルプを参照してください。

2. アプライアンスによる時刻が、NTP サーバーの時刻と一致していることを確認します。

3. アプライアンスを NTP サーバーと同期します。詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

4. アプライアンスと NTP サーバーが同期するのに十分な時間を与えてください。この値は 10 分ほどに
なり得ます。

アプライアンスのトラブルシューティング

アプライアンスのパフォーマンスが低い

症状

アプライアンスは動作するが、パフォーマンスが低い。
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原因

アプライアンスの構成が 適なパフォーマンスのために設定されていません。

アクション

1. アプライアンスと管理対象デバイスの間で適切なネットワーク接続を確認してください。

2. 電力管理が有効でないことを確認します。

3. 使用可能なストレージが許容可能なことを確認します。

4. ホストが過負荷でないことを確認します。

5. ローカルコンピューターから pingコマンドを使用して、ping の往復時間が許容可能かどうかを確認

します。長い時間は、ブラウザーの問題を示すことがあります。

6. ブラウザー設定が正しいことを確認します。

7. プロキシサーバーをバイパスすることを検討してください。

8. 規模の制限を超えていないことを確認します。HPE OneView サポートマトリックスを参照してくだ
さい。

9. サポートダンプファイルを作成して、認定テクニカルサポートに問い合わせます。

iLO が適切に動作するようにリモートコンソールを再インストールする

症状

Windows クライアントで Firefox または Chrome を実行しているときは、iLO リモートコンソールの初回
のインストールにより、インストールダイアログボックスが再度表示されることがなくなります。コンソ
ールソフトウェアを再インストールする必要がある場合は、インストールダイアログボックスをリセット
する必要があります。インストールダイアログボックスが表示されない。

原因

iLO リモートコンソールソフトウェアのインストールに使用したブラウザー（Firefox または Chrome）と
は異なるブラウザーを使用中の場合は、ソフトウェアがすでにインストールされていても、ソフトウェア
をインストールするよう求めるダイアログボックスが表示されます。

アクション

1. コンソールを再インストールするには、Shift キーを押し、アクション > コンソールの起動を選択しま
す。

2. ソフトウェアを再インストールするには、ソフトウェアのインストールをクリックし、アプリケーシ
ョンのインストールのためのダイアログボックスをすべて閉じます。

3. インストール完了 — コンソールの起動をクリックして、インストール後にコンソールを起動します。

詳しくは

アプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アップデートが失敗する(157 ページ)
アプライアンスのアップデートが失敗する(159 ページ)
アプライアンスアップデートが失敗する(158 ページ)
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HPE Synergy コンポーザーのバックアップとリストアのトラ
ブルシューティング

HPE Synergy Composer のバックアップファイルの作成やダウンロードができ
ない

症状

バックアップファイルを作成またはダウンロードできなかった。

解決方法 1

原因

関連するほかの操作が進行中である。バックアップファイルは、一度に 1 つしか作成できません。バック
アップファイルは、リストア操作中や、前のバックアップファイルのアップロードまたはダウンロード中
には作成できません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 別のバックアップまたはリストア操作が実行中でないかを確認します。設定画面の進行状況バーまた
はアクティビティのサイドバーに示された完了状況を確認します。

3. ジョブの操作が完了するまで待ちます。

4. アラートが表示された場合は、その解決方法に従います。

• バックアップ操作を再試行します。

• バックアップ操作が失敗した場合は、アプライアンスを再起動します。

• アプライアンスを再起動した後、バックアップ操作を再度実行します。

解決方法 2

原因

ネットワーク接続の問題によってダウンロードできません。

アクション

ネットワークが正しく構成されていて、予期したとおりに実行されていることを確認します。

解決方法 3

原因

バックアップ操作中にプロファイル操作が実行されていたため、次のいずれかが発生しました。

• ネットワーク内で GUID が重複する

• サーバーに前のプロファイルの設定が適用される
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• エラーメッセージ：操作は中断されました

• エラーメッセージ：構成に整合性がありません

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 影響を受けるサーバーを特定します。

3. サーバーからプロファイルの割り当てを解除します。

4. サーバーにプロファイルを再割り当てします。

いずれかのエラーメッセージが報告された場合は、この状態に関係した、（HPE OneView には関連の
ない）次のような要因を確認します。

サーバーが移動されたかどうか?

サーバーの電源がオフにされたかどうか?

5. サポートダンプファイルの作成(160 ページ).

6. 認定サポート担当者に、この問題を報告します。

HPE Synergy Composer の復元操作に失敗した

症状

リストア操作と工場出荷時設定へのリセット操作が失敗したため、アプライアンスは再起動できませんで
した。

解決方法 1

原因

バックアップファイルに互換性がない。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 次の条件を満たす 新のバックアップファイルを使用してリストア操作を再試行してください。

リストア中のアプライアンスの HPE OneView メジャーおよびマイナーのバージョン番号が、バックア
ップファイルが作成されたアプライアンスと同じであること。設定画面には、次の形式でバージョン
番号が表示されます。

バージョンメジャー.マイナー.nn-nnnnn 月—日—年
3. リストア操作で自動的に解決できなかった不一致を調整します。

解決方法 2

原因

重大なエラーが発生した。
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アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 認定サポート担当者にお問い合わせいただく必要がある場合、サポートダンプファイルを作成します。

3. 可能であれば、アプライアンスを工場出荷時設定にリセットします。それ以外の場合、HPE Synergy
コンポーザーのイメージを再構築します。

4. リストア操作を再試行します。

解決方法 3

原因

リストア操作が失敗する。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 認定サポート担当者にお問い合わせいただく必要がある場合、サポートダンプファイルを作成します。

3. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。

• 新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。

• アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行います。

4. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

解決方法 4

原因

リストア操作のステータスは、進行中だが、変化の比率（%）が 2.5 時間以上変更されません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. アプライアンスを再起動します。

3. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。

• 新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。

• アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行います。
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HPE Synergy コンポーザーの高可用性の問題のトラブルシュ
ーティング

HPE Synergy Composer のアクティブアプライアンスとスタンバイアプライア
ンスが接続されていない

症状

設定ページのアプライアンスパネルに、アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスが接続さ
れていないことが示される。

解決方法 1

原因

スタンバイアプライアンスの電源が入っていない。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. エンクロージャーページを開きます。

3. スタンバイアプライアンスの電源が入っていることを確認します。

4. Maintenance Console にログインし、アプライアンスのヘルスステータスを確認します。

解決方法 2

原因

エンクロージャーの電源が入っていない。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. エンクロージャーページを開きます。

3. エンクロージャーの電源が入っていることを確認します。

アプライアンスがオフラインで、手動のアクションが必要

症状

アプライアンスがオフラインであり、安全なリストア操作のために手動操作が必要なことが、Maintenance
Console に示されている。

アプライアンスクラスター内のどのアプライアンスもアクティブではない。データ整合性の制約により、
アプライアンスの自動アクティベーションができない。

解決方法 1

原因

リンクエンクロージャーネットワークでの、ネットワークの問題、または複数の切断により、障害が発生
した可能性があります。エンクロージャーの LINK ポートに接続するケーブルが切断されています。
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アクション

1. 障害の原因を修正することで高可用性をリストアします。可能であれば、

a. ネットワーク接続を修復します。

すべてのリンクエンクロージャーのネットワークケーブルが正しく接続されていることを確認しま
す。

b. LINK ポートを接続するケーブルを接続しなおします。

2. エンクロージャーをオンラインに戻します。

Maintenance Console の詳細の表示コマンドを使用して、ステータスが確認できないアプライアンス
を識別します。アプライアンスは、そのエンクロージャーとアプライアンスのベイ番号で識別されま
す。

対応するエンクロージャー、またはフレームリンクモジュールがオフラインの場合、電源をオンにす
ると問題が解決する可能性があります。

3. エンクロージャーまたはフレームリンクモジュールをオンラインに戻すことができない場合は、動作
中のエンクロージャーにアプライアンスを移動します。

障害保護を改善するため、クラスター化されたアプライアンスはできるだけ別々のエンクロージャー
にインストールしてください。

解決方法 2

原因

アプライアンスが機能できず、高可用性をリストアすることはできません。

注意:

この手順では、データの整合性保護をオーバーライドする必要があります。この手順では、細心の
注意を払ってください。

アクション

1. アプライアンスのクラスター内で両方のアプライアンスの位置を確認します。位置は、エンクロージ
ャーとアプライアンスのベイから得られます。Maintenance Console の詳細の表示アクションを使用
すると、いずれかのアプライアンスから他のアプライアンスのこの情報を提供できます。

注意:

アプライアンスを誤認すると、復旧不能なデータ損失につながる可能性があります。

2. 各アプライアンスについて以下を確認します。

• エンクロージャー内に存在するか。

• 電源が投入されているか。

• Maintenance Console の通知バナーに、アプライアンス間で同期されていない変更についての警告
が表示されているか。

3. アクティブ化するアプライアンスを選択します。以下の要件を使用してください。

122  コンポーザブルインフラストラクチャ



• アプライアンスに、同期されていない変更の警告が表示されている場合はそれを選択します。

• アプライアンスが以下の場合は、他のアプライアンスを選択します。

◦ 失われていて、復元することはできない。

◦ オンラインにできない。

同期されていない変更が、失われたアプライアンスに含まれている場合は、修復不能なデータの消
失が発生する可能性があります。

4. 選択していないアプライアンスについて以下を確認します。

• 電源が切れていること。

• エンクロージャーから削除されていること、または

• 再起動の直後であること。

重要:

この手順は、両方のアプライアンスが同時にアクティブにならないことを確実にするために重要
です。そうしないと、それらを再同期することが不可能になり、復旧不能なデータ損失が発生し
ます。

5. 選択したアプライアンスの Maintenance Console で、Activateを選択し、アクションを確認します。

詳しくは、「高可用性がない場合、手動で Synergy コンポーザーをアクティブ化する」を参照してくだ
さい。

進捗をモニターするには、状態を参照してください。

アプライアンスはオフラインで、使用できません

症状

アプライアンスがオフラインであり、データが不完全なためにアプライアンスを使用できないことが、
Maintenance Console に示されている。

アプライアンスクラスター内のどのアプライアンスもアクティブではない。データ整合性の制約により、
アプライアンスの自動アクティブ化ができない。

原因

オフラインおよび使用不能（不完全なデータ）状態のアプライアンスがデータの同期中に機能停止した
か、ディスクの書き込みエラーが発生した。この状態のアプライアンスはアクティブ化できません。

アクション

1. クラスター内の他のアプライアンスと、オフラインおよび使用不能のアプライアンスを再接続しま
す。

2. 別のアプライアンスに 新のデータがある可能性が高いです。

3. アプライアンスの間の接続を再確立するとデータ同期を完了することができます。

4. 新のアプライアンスのエンクロージャーをオンラインに戻します。
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5. 新のアプライアンスの Maintenance Console から詳細の表示コマンドを使用して場所（エンクロー
ジャーとアプライアンスのベイ）を見つけます。

6. そのエンクロージャー、またはフレームリンクモジュールがオフラインの場合、電源をオンにすると
問題が解決する可能性があります。

7. エンクロージャーまたはフレームリンクモジュールをオンラインに戻すことができない場合は、動作
中のエンクロージャーに 新のアプライアンスを移動します。

8. 障害保護を改善するため、クラスター化されたアプライアンスはできるだけ別々のエンクロージャー
にインストールしてください。

9. LINK ポート間の接続を修復します。

10. 新のアプライアンスが動作中である場合、LINK ポートをリンクしているケーブルが切断されてい
る可能性があります。このようなケーブルすべてが正しく接続されていることを確認します。再接
続すると問題が解決する可能性があります。

11. バックアップからリストアします。

12. 新のアプライアンスが、復旧不能な状態にある場合は、リストア操作にアプライアンスのデータの
バックアップコピーを使用します。

a. 両方のアプライアンスを工場出荷時設定へリセットまたはイメージを再構築します。

b. 1 つのアプライアンスを互換性のある 近のバックアップ ファイルからリストアします。

c. その他（または別の）アプライアンスが、リストアされたアプライアンスとともに高可用性クラ
スターに参加することを許可します。

13. 交換用アプライアンスが必要な場合は、高可用性をリストアするために後で追加できます。

HPE Synergy の再起動およびシャットダウンの問題のトラブ
ルシューティング

アプライアンスがシャットダウンしなかった

症状

シャットダウン操作をしてもアプライアンスが起動したままだった。

原因

内部サーバーエラーが発生した可能性があります。

アクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

3. シャットダウン操作を再試行します。

4. Maintenance Console からシャットダウン操作を再試行します。

5. 問題が解決しない場合は、サポートダンプを作成します。

6. 認定サポート担当者に連絡して、サポートダンプを提供します。Hewlett Packard Enterprise への問い
合わせについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセスを参照してください。
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シャットダウン後にアプライアンスを再起動できない

症状

再起動操作の結果、再起動ではなくシャットダウンした。

原因

内部サーバーエラーが発生した可能性があります。

アクション

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 再起動操作を再実行します。

3. Maintenance Console から再起動操作を再試行します。

4. 問題が解決しない場合は、サポートダンプを作成します。

5. 認定テクニカルサポートに連絡して、サポートダンプを提供します。

予期しないアプライアンスのシャットダウン

症状

アプライアンスがクラッシュする

原因

計画外のシャットダウン

アクション

1. 予期しないシャットダウンはまれです。重大なアラートや失敗したタスクをチェックします。解決策
が提示される場合は、その指示に従ってください。

2. 表示されるリソース情報が正しくない、または一貫していないと思われる場合は、手動でリソースを
更新します（アクション > 更新）。

3. 認定サポート担当者が問題のトラブルシューティングを行う際に役立つよう、予期しないシャットダ
ウンについてのサポートダンプファイルの作成(160 ページ)（設定 > アクション > サポートダンプの
作成）。
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HPE OneView の問題のトラブルシューティン
グ

HPE OneView のメール通知のトラブルシューティング

HPE OneView のアラートのメール通知を構成できない

症状

アラート機能のメール通知を構成できない。

原因

この機能を使用するのに必要なパーミッションがありません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. メール受信者とフィルターのエントリーを追加または編集します。

3. メール受信者を追加または編集し、エントリーを正常にフィルタリングできたことを確認します。受
信者はパネルに表示されます。

ホストが SMTP サーバーとして HPE OneView に応答しない

症状

メールメッセージの送信を行うはずのホスト名が SMTP サーバーとして応答しない。

解決方法 1

原因

ホスト名が正しく構成されませんでした。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、送信先メールアドレスのホスト名がネットワーク上に存在する
ことを、そのホストに対して ping を実行することで確認します。

2. 使用されるポート番号が正しいことを確認します。

3. アラートの電子メール通知を構成するためのパラメーターを表示します。詳しくは、オンラインヘル
プを参照してください。

4. 必要に応じてメールのパラメーターを更新します。

5. 構成を保存します。

6. telnetコマンドで、構成を確認します。例：

telnet mail.example.com 25
7. メール通知を監視することによっても確認します。
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解決方法 2

原因

メール通知の送信に使用される SMTP サーバーが、TLS/SSL セキュリティプロトコルを使用しています。

アクション

1. telnetコマンドで正しいポートを使用して、SMTP サーバーへの接続を確認します。例：

telnet mail.example.com 587
2. アラートの電子メール通知を構成するためのパラメーターを表示します。詳しくは、オンラインヘル

プを参照してください。

3. SMTP サーバーが TLS/SSL をサポートしていないことを確認します。

必要に応じてメールのパラメーターを更新します。

4. 構成を保存します。

5. telnetコマンドで、構成を確認します。例：

telnet mail.example.com 25
6. メール通知を監視することによっても確認します。

解決方法 3

原因

メール通知の構成で、無効な SMTP サーバーのパスワードが指定されています。正しい認証情報の提供に
失敗したため、メールを送信することができません。

アクション

1. SMTP サーバーに接続してパスワードを確認するには、telnetコマンドを使用します。例：

telnet mail.example.com
2. アラートの電子メール通知を構成するためのパラメーターを表示します。詳しくは、オンラインヘル

プを参照してください。

3. SMTP サーバーのパスワードが正しいことを確認します。

必要に応じてメールのパラメーターを更新します。

4. 構成を保存します。

5. メール通知を監視して確認します。

HPE OneView で<メールアドレスホスト名の送信>を通じて接続できない

症状

アプライアンスがメールアドレスホスト名の送信を通して接続できない。アプライアンスが、構成されて
いるメールアドレスを使用してアラートメッセージを送信できない。
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解決方法 1

原因

メール通知を構成するためのパラメーターが 1 つ以上無効なため、メールの送信に使用されるホストにア
プライアンスが到達できません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、構成パラメーターを表示します。詳しくは、オンラインヘルプ
を参照してください。

2. 無効な構成のすべてのパラメーターを訂正します。

3. 構成を保存します。

4. ホストに ping を送信するか、テストメッセージを送信することで、構成を確認します。

解決方法 2

原因

アプライアンスでネットワークの問題が発生していて、アプライアンスがメールメッセージを送信できま
せん。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストに ping を送信し、送信側メールアドレスのホスト名がネ
ットワーク上にあることを確認します。

2. ネットワークとの接続の問題を解決するには、「アプライアンスがネットワークにアクセスできない」
を参照してください。

指定の受信者が HPE OneView からのイベントのメール通知を受信していない

症状

構成した受信者がアラートのメール通知を受信していない。

解決方法 1

原因

現在、メール通知が無効になっている。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、構成パラメーターを表示します。

2. メール通知機能が有効になっていることを確認します。

3. 各メール受信者およびフィルターのエントリーが適切に有効または無効になっていることを確認しま
す。

4. メール通知を監視して確認します。
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解決方法 2

原因

受信者のパラメーターが正しく構成されていないため、受信者はメールメッセージを受信できません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者は、構成パラメーターを表示できるようにします。

2. 受信者が指定されていて、そのメールアドレスが有効であることを確認します。

3. 受信者が指定されていない場合は、適宜、次のいずれかを実行します。

a. 受信者およびフィルターのエントリーを編集して、メールアドレスのリストに受信者を含めます。

b. 新しいフィルターに受信者を追加します。

4. メール通知を監視して確認します。

解決方法 3

原因

メール受信者の構成に、通知のアラートをキャプチャしない無効なフィルター指定が含まれます。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、オンラインヘルプにあるメール受信者を編集するための手順に
従って、フィルターのエントリーを表示します。

2. アクティビティ画面で報告されるアラートを調べ、フィルターによってキャプチャされている必要が
あると考えるアラートに注目します。

3. フィルターのエントリーを確認します。

フィルターが的確かつ正確に定義されていることを確認します。

4. メール受信者とフィルターのエントリーを保存します。

5. メール通知を監視して構成を確認します。

HPE OneView から一部のメール ID にメールメッセージを配信できない

症状

一部のユーザーはアラートに関するメールメッセージを受信するのに、他のユーザーは同じメッセージを
受信しない。

解決方法 1

原因

受信者が、構成されていないか、正しく構成されていません。

HPE OneView から一部のメール ID にメールメッセージを配信できない 129



アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、受信者を表示してエントリーを絞り込めるように、オンライン
ヘルプにあるメール受信者を編集するための手順に従います。

2. 受信者が指定されていることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

3. 各受信者のメールアドレスが有効であることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

4. メール通知を監視して確認します。

解決方法 2

原因

メールメッセージが迷惑メールまたはスパムと見なされているため、フィルタリングされて配信されませ
ん。

アクション

1. メールを送信しているホストと受信者が同じドメイン内の場合は、受信者のメールアプリケーション
を調べます。

2. メールアプリケーションがメッセージをブロックしていないこと、およびメッセージをスパムとして
扱ったり、迷惑メールフォルダーに送信したりしていないことを確認します。

3. メール通知を監視して確認します。

HPE OneView からの頻繁で無関係なメールメッセージ

症状

特定の受信者に、その受信者には関係がないメールメッセージが送信される。

原因

メール受信者の構成に、不要で無関係なアラートを許可するフィルター指定が含まれています。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、オンラインヘルプにあるメール受信者を編集するための手順に
従って、フィルターのエントリーを表示します。

2. フィルターのエントリーを確認します。

a. 空のフィルターのエントリーがないことを確認します。フィルターのエントリーが空である場合、
すべてのアラートに対してメールメッセージが生成されます。

b. フィルターのエントリーが一意であることを確認します。そうでない場合、少なくとも 2 倍の数の
メッセージが送信されます。

c. フィルターの条件は的確に指定します。フィルターのエントリーを編集して、通知を受けることを
希望するアラートに対してのみ動作するようにします。
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3. メール受信者とフィルターのエントリーを保存します。

4. メール通知を監視して構成を確認します。

HPE OneView からの一部のテストメッセージが受信されていない

症状

一部の受信者はテストメッセージを受信するのに、他の受信者は同じメッセージを受信しない。

解決方法 1

原因

受信者が、構成されていないか、正しく構成されていません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、受信者を表示してエントリーを絞り込めるように、オンライン
ヘルプにあるメール受信者を編集するための手順に従います。

2. 受信者が指定されていることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

3. 各受信者のメールアドレスが有効であることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

4. 別のテストメッセージを送信して確認します。

解決方法 2

原因

テストメッセージが迷惑メールまたはスパムと見なされているため、フィルタリングされて配信されませ
んでした。

アクション

1. メールを送信しているホストと受信者が同じドメイン内の場合は、受信者のメールアプリケーション
を調べます。

2. メールアプリケーションがメッセージをブロックしていないこと、およびメッセージをスパムとして
扱ったり、迷惑メールフォルダーに送信したりしていないことを確認します。

3. 別のテストメッセージを送信して確認します。

HPE OneView からテストメッセージを送信できなかった

症状

テストメッセージが送信されたが、どの受信者もそのメッセージを受信しなかった。
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解決方法 1

原因

メール通知を構成するためのパラメーターが 1 つ以上無効なため、メールの送信に使用されるホストにア
プライアンスが到達できません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、アラートのメール通知を構成するためのパラメーターを表示し
ます。詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

2. 無効な構成のすべてのパラメーターを訂正します。

3. 構成を保存します。

4. ホストに対して ping を実行するか、テストメッセージを再度送信して、構成を確認します。

解決方法 2

原因

アプライアンスでネットワークの問題が発生していて、アプライアンスがメールメッセージを送信できま
せん。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストに ping を送信し、送信側メールアドレスのホスト名がネ
ットワーク上にあることを確認します。

2. ネットワークとの接続の問題を解決するには、アプライアンスがネットワークにアクセスできない
(114 ページ)を参照してください。

HPE OneView で非スコープリソースから予期しないアラート通知を受信した

症状

非スコープリソースによって生成されたアラートに関する予期しない電子メール通知を受信した。

原因

メール通知フィルターはスコープを指定していますが、スコープ内のリソースタイプに対して適切なリソ
ースカテゴリを指定していません。

アクション

リソースカテゴリごとに関連付けられているリソースカテゴリを 1 つのスコープに含めるようにメール
通知フィルターを編集します。

HPE OneView GUI のトラブルシューティング

ブラウザーに、HPE OneView ユーザーインターフェイスが表示されません。

症状

ブラウザーに、HPE OneView ユーザーインターフェイスが表示されません。
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解決方法 1

原因

ブラウザーがサポートされていません。

アクション

サポートされているブラウザーを使用してください。HPE OneView サポートマトリックスを参照してく
ださい。

解決方法 2

原因

ブラウザーのキャッシュがいっぱいになっている。

アクション

1. ブラウザーのキャッシュをクリアして、再試行します。

2. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

解決方法 3

原因

Javascript が有効でない。

アクション

ブラウザーで Javascript を有効にします。

解決方法 4

原因

アプライアンスとの接続に問題があります。

アクション

1. ブラウザーのプロキシ設定が正確であることを確認します。

2. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

3. アプライアンスがネットワークにアクセスできることを確認します。

アプライアンスがネットワークにアクセスできない(114 ページ)

解決方法 5

原因

HPE OneView で、ブラウザーからの要求に応答できないというエラーが発生しました。
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アクション

1. Maintenance Console にログインします。

2. アプライアンスの状態を調べます。

3. アプライアンスの Maintenance Console でのアプライアンスの状態(134 ページ)に記載されている
適切なアクションを使用します。

サポートされる Web ブラウザーとバージョン

以下の Web ブラウザーは、HPE OneView で使用するためにテストされ、適格とされました。

• Microsoft Internet Explorer バージョン 11

• Microsoft Edge

• Mozilla Firefox バージョン 45.x

• Mozilla Firefox ESR（延長サポート版）バージョン 52.x

• Google Chrome バージョン 54.x

注記:

Microsoft Internet Explorer（IE）および Microsoft Edge は、4 GB より大きいファイルを転送できま
せん。このようなファイルには、Mozilla Firefox または Google Chrome ブラウザーを使用してくだ
さい。

重要:

Hewlett Packard Enterprise は、サポートされる Web ブラウザーの新しいバージョンおよびアップ
デートをサポートできるように 大限努力します。ただし、新しいバージョンが予想どおりに動作
しない場合があります。現在のリリースの HPE OneView でのサポートを不可能にする問題が Web
ブラウザーにあったり、Web ブラウザーのリリース時期と HPE OneView でその Web ブラウザーを
サポートできる時期との間が空いたりする場合があります。このような場合、Hewlett Packard
Enterprise は、HPE OneView の次のメンテナンスリリースまたはフルリリースで新しいブラウザー
バージョンをサポートできるように取り組みます。

テストされていない新しいバージョンの Web ブラウザーに関する問題が発生した場合は、認定サポ
ート担当者にレポートを提出してください。場合によっては、前のバージョンのサポート対象の
Web ブラウザーに戻すことが、短期的な解決策となる可能性があります。

アプライアンスの Maintenance Console でのアプライアンスの状態

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

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

有効

ディスクに障害が発生

アプライアンスクラスターではありません。 認定テクニカルサポートに問
い合わせて障害が発生したデ
ィスクを交換します

アクティブなアプライアンスのディスクに
障害が発生しました。

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

認定テクニカルサポートに問
い合わせて障害が発生したデ
ィスクを交換します

スタンバイのアプライアンスのディスクに
障害が発生しました。

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

認定テクニカルサポートに問
い合わせて障害が発生したデ
ィスクを交換します

有効

スタンバイの同調中

ローカルアプライアンスは正常に動作して
います。

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

有効

スタンバイに到達不能

同調されていない変更

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

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

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

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

スタンバイ

ディスクに障害が発生

ローカルアプライアンス上のディスクに障
害が発生しました。

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

認定テクニカルサポートに問
い合わせて障害が発生したデ
ィスクを交換します

ピアアプライアンス上のディスクに障害が
発生しました。

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

認定テクニカルサポートに問
い合わせて障害が発生したデ
ィスクを交換します

表は続く
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状態 状況 操作

スタンバイ

同調中

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

同調が完了する前に障害が発生した場合、ア
クティブにできません。

オフライン

手動のアクションが必要

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

この問題の解決方法の詳細に
ついては、アプライアンスが
オフラインで、手動のアクシ
ョンが必要(121 ページ)を参
照してください。

オフライン

復旧不能エラー

復旧不能エラーによりアプライアンスに障
害が発生しました。

この問題の解決方法について
詳しくは、オンラインヘルプ
で「アプライアンスのエラー
画面」を参照してください。

オフライン

使用不能（不完全なデー
タ）

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

この問題の解決方法の詳細に
ついては、 アプライアンスは
オフラインで、使用できませ
ん(123 ページ)を参照してく
ださい。

リセット中 アプライアンスは工場出荷時のデフォルト
設定にリセット中です。

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

再起動中 アプライアンスは再起動中で、まもなく利用
可能になります。

バックアップからのリス
トア

復元が完了した後、アプライアンスが再起動
されます。

起動中 アプライアンスは起動中で、まもなく利用可
能になります。

シャットダウン中 ローカルアプライアンスがシャットダウン
します。

一時的に利用不可 ローカルアプライアンスは移行中で、状態は
変更されます。

更新中 ローカルアプライアンスは、ソフトウェアの
アップデート中です。

HPE OneView ダッシュボードにアイコンが表示されない

症状

ダッシュボードのアイコンが表示されません。
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原因

ブラウザーがアイコンをロードする前にタイムアウトが発生しました。

アクション

1. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

2. アプライアンスがネットワークにアクセスできることを確認します。

詳しくは

アプライアンスがネットワークにアクセスできない(114 ページ)

ブラウザーセッションを取得できなかった

症状

ブラウザーにセッションが表示されないか、セッションがフリーズしたように表示される。

解決方法 1

原因

セッションがタイムアウトした

アクション

1. ログアウトします。

2. ログインし直して新しいセッションを開始します。

解決方法 2

原因

セッションからログアウトしている。

アクション

ログインして新しいセッションを開始します。

HPE OneView レポートのトラブルシューティング

HPE OneView でレポートを表示できない

症状

どのレポートにもアクセスできない。

原因

権限が適切でない

アクション

1. ログアウトし、レポートを確認することができるユーザー役割でログインします。例：
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• インフラストラクチャ管理者

• ネットワーク管理者

• サーバー管理者

• ストレージ管理者

• 読み取り専用

スコープのトラブルシューティング

HPE OneView でスコープを追加できない

症状

作成または作成+をクリックしてもスコープが生成されない。

解決方法 1

原因

無効な文字を使用してスコープ名が入力されました。

アクション

英数字、プラス記号（+）、およびスペース文字だけを使用して、スコープ名を再入力します。

解決方法 2

原因

指定されたスコープ名はすでに使用されています。

アクション

スコープに一意の名前を指定します。

HPE OneView でスコープを編集または削除できない

症状

REST API コールが、エラー 412「Precondition Failed」で失敗した。

原因

「If-Match」リクエストヘッダーで渡された eTag が、編集または削除されているスコープの現在の eTag
と一致しません。
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アクション

現在の eTag または「*」に設定された eTag のいずれかを使用して、もう一度操作を試みてください。

HPE OneView ユーザーアカウントのトラブルシューティング

HPE OneView での不正な権限

症状

ユーザーがユーザーインターフェイスで管理対象オブジェクトを表示するには、（ 低でも）そのオブジ
ェクトに対する表示権限を持っている必要があります。

特定のリソース情報を表示したり、リソースのタスクを実行したりできない

原因

割り当てられている役割に正しい権限がない。

アクション

作業を行うために、インフラストラクチャ管理者に別の役割または追加の役割を要求します。

HPE OneView でローカルユーザーアカウントを変更できない

症状

ローカルユーザーアカウントを追加、編集、または削除することができない。

解決方法 1

原因

適切な権限がないか、無効なパラメーターを入力しました。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

解決方法 2

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. アプライアンスがネットワークにアクセスできないを参照してください。

3. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

解決方法 3

原因

アプライアンス証明書が無効であるか、失効しています。
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アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. 新しいアプライアンス証明書を取得します。

3. ブラウザーページを更新します。

4. 新しい証明書を承諾します。

5. ユーザーアカウントを追加します。

6. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

HPE OneView でローカルユーザーアカウントを削除できない

症状

エラーコード 500 で削除が失敗する。

アクション

1. 次の REST API コールを実行して、削除するユーザーアカウントを修正します。

PUT https://{appl}/rest/users
              

2. もう一度ユーザーアカウントの削除を試みてください。

HPE OneView で認証されていないユーザーまたはグループ

症状

各ユーザーは、アプライアンスへのログイン時に、ユーザー名とパスワードを確認する認証サービスによ
って認証されます。認証の編集画面を使用して、アプライアンスで認証設定を構成できます。デフォルト
値は、 初に、アプライアンスの初回セットアップ中に設定されます。

ディレクトリのユーザーまたはグループを構成できない

原因

認証設定が正しくありません

アクション

1. ユーザー画面から、ユーザーまたはグループをディレクトリに追加をクリックします。

2. ディレクトリの追加をクリックします。

3. 証明書の編集画面から、ディレクトリの追加をクリックします。

要求される情報を入力します。

4. OK をクリックします。

HPE OneView によってユーザーのパブリックキーが受け付けられない

症状

ユーザーのパブリックキーが動作しない、または受け付けられない。
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原因

コピー/貼り付け操作中に取り込まれた非表示の文字によってキーコードが変更される。

アクション

パブリックキーフィールドに貼り付けるときに、特殊文字がキーに挿入されないように注意しながら、キ
ーを再度入力します。

サポートされるのは、RSA キーのみです。

ディレクトリサービスが HPE OneView から使用できない

症状

アプライアンスはディレクトリサービスにアクセスできません。

解決方法 1

原因

ディレクトリサービスのサーバーにはアクセスできません。

ディレクトリサービスのサーバーまたはネットワークのいずれかがダウンしています。

アクション

1. ディレクトリサーバーの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで pingコマンドを実行して、

オンラインかどうかを確認します。

2. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

3. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、サーバーがダウンしているかどうかを確認します。

解決方法 2

原因

構成エラーは、ディレクトリサービスの到達を妨げます

アクション

1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。重複する名前は
使用できません。

2. ディレクトリの種類が正しいことを確認します。

3. ベース DN フィールドと、OpenLDAP の場合はユーザーネーミング属性フィールド、および組織ユニ
ットフィールドが正しいことを確認してください。

4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。

5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。

6. グループに割り当てられている役割が正しいことを確認します。
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ディレクトリサービスを HPE OneView に追加できない

症状

ディレクトリサービスをアプライアンスに追加することはできません。

解決方法 1

原因

外部的な問題により、ディレクトリサーバーのホストが切断されました。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

3. ディレクトリサーバーの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで pingコマンドを実行して、

オンラインかどうかを確認します。

4. ディレクトリサービスとの LDAP 通信用のポートがポート 636 であることを確認します。

5. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブロックされてい
ないことを確認します。

6. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

7. アプライアンスが適切に機能していることと、十分なリソースがあることを確認します。

解決方法 2

原因

証明書の期限が切れているので、ディレクトリサーバーのホストがアプライアンスの認証を拒否していま
す。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

4. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

解決方法 3

原因

証明書が有効な x509 のフォーマットではありません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 構成を修正して、もう一度実行してください。
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3. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

4. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

解決方法 4

原因

証明書に x509v3 key usage extension が含まれていません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 証明書に key usage extension が含まれていることを確認します。

3. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

解決方法 5

原因

認証情報が有効ではないため、ディレクトリサーバーのホストはアプライアンスを認証できません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. 検索コンテキスト情報が正確であることを確認します。別のアカウントまたはグループにアクセスし
ようとしている可能性があります。

4. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

5. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

HPE OneView で必要なポート

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

表 2: HPE OneView で必要なポート

ポート番号 プロトコル 使用 説明

22 TCP インバウンドと
アウトバウンド

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

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

表は続く
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ポート番号 プロトコル 使用 説明

123 UDP インバウンド HPE OneView は、NTP サーバーとして機能します。
iLO にアクセス権限が必要です。

123 UDP アウトバウンド NTP クライアントとして使用され、アプライアンスの
時刻を同期します。

161 UDP アウトバウンド iLO を介してサーバーからステータスデータを取得す
る SNMP GET 呼び出しをサポートします。iPDU に
も使用します。

162 UDP インバウンド iLO、および iPDU デバイスからの SNMP トラップの
サポートに使用します。このポートは、VC インター
コネクトの監視とトラップ転送にも使用します。

443 TCP インバウンド ユーザーインターフェイスと API への HTTPS インタ
ーフェイスに使用します。

443 TCP アウトバウンド iLO へのセキュアな SSL アクセスに使用します。

Redfish、RIBCL、SOAP、および iPDU 通信に使用し
ます。

2162 UDP インバウンド 代替 SNMP トラップポートとして使用します。

5671 TCP インバウンド 外部スクリプトまたはアプリケーションが State-
Change Message Bus（SCMB）に接続したり、SCMB
からのメッセージを監視したりできるようにします。

17988 TCP アウトバウンド HPE OneView から iLO への仮想メディアアクセスの
ために使用されます。

17990 TCP ブラウザーから
iLO

リモートコンソールへのブラウザーアクセスを提供
します。

63001 および
63002

TCP ローカル（ホス
ト OS の場合）

SUT（Smart Update ツール）がインストールされてい
るホスト OS で使用されます。通信は、SUT と SUM
（Smart Update Manager）プロセス間では
localhostで行われます。

HPE OneView のディレクトリサービス用にサーバーを追加できない

症状

ディレクトリサービス用にサーバーを構成することはできません。

解決方法 1

原因

アプライアンスがディレクトリサービスとの接続を失ったため、その接続が失われました。
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アクション

1. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

2. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。

3. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブロックされてい
ないことを確認します。

4. ディレクトリサービスホストの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで pingコマンドを実行

して、オンラインかどうかを確認します。

5. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

解決方法 2

原因

ディレクトリサービス用のサーバーにログインすると、認証エラーになります。

アクション

1. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

2. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

解決方法 3

原因

ディレクトリサービスの構成時に、正しくないパラメーターが使用されました。

アクション

1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。重複する名前は
使用できません。

2. ディレクトリの種類が正しいことを確認します。

3. ベース DN フィールドと、OpenLDAP の場合はユーザーネーミング属性フィールド、および組織ユニ
ットフィールドが正しいことを確認してください。

4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。

5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。

HPE OneView でディレクトリグループを追加できない

症状

ディレクトリグループをアプライアンスのグループとして追加できませんでした。
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解決方法 1

原因

指定された認証ディレクトリおよびグループはすでに存在しています。グループは固有のものであるこ
とが必要です。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 現在のグループを別の役割に割り当て直してください。それ以外の場合は、グループを固有にしてく
ださい。

解決方法 2

原因

外部的な問題により、ディレクトリサーバーのホストが切断されました。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。

4. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブロックされてい
ないことを確認します。

ディレクトリサービスを HPE OneView に追加できない(142 ページ)を参照してください。

5. ディレクトリサービスホストの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで pingコマンドを実行

して、オンラインかどうかを確認します。

6. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

解決方法 3

原因

認証の問題が、アプライアンスがディレクトリサービスへログインするのを妨げました。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

4. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

HPE OneView でディレクトリグループが見つからない

症状

認証ディレクトリサービスで、指定されたグループを見つけられなかった。
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解決方法 1

原因

認証ディレクトリサービスでグループが構成されていないか、検索パラメーターにエラーが含まれていま
した。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 認証ディレクトリサービスの認証情報を確認します。

3. ディレクトリサービスが動作していることを確認します。

4. グループの名前を確認します。

5. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、ディレクトリサービスにグループのアカウントが構成
されていることを確認します。

6. もう一度グループを検索してみてください。

解決方法 2

原因

ディレクトリのタイプが正しく指定されていません。たとえば、Active Directory サービスが OpenLDAP
として指定されている可能性があります。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスの設定が正確であることを確認します。

解決方法 3

原因

指定した認証ディレクトリサービスの検索には、どのグループも含まれていません。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバー構成を確認します。

3. OpenLDAP の場合、OneView for NEC が検索結果を読み取れるように、ディレクトリサーバーのユー
ザーが読み取り権限 （rscdx）を持っていることを確認します。

4. OpenLDAP では、必要な 1 つ以上のグループを取得するためのすべての検索コンテキストを追加しま
す。追加追加ボタンを使用して組織単位をさらに複数生成し、これを使って UIDまたは CNを指定し

ます。
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解決方法 4

原因

ディレクトリグループへのアクセス中にエラーが発生しました。ディレクトリサービスサーバーに到達
できませんでした。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバー構成を確認します。

3. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。

4. OpenLDAP では、必要な 1 つ以上のグループを取得するためのすべての検索コンテキストを追加しま
す。追加追加ボタンを使用して組織単位をさらに複数生成し、これを使って UIDまたは CNを指定し

ます。

解決方法 5

原因

外部の問題によって、ディレクトリサービス用に構成されたサーバーへのアプライアンスの到達が妨げら
れました。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。HPE OneView のディレクトリサービス用にサ
ーバーを追加できない(144 ページ)を参照してください。

3. ディレクトリサーバー構成を確認します。

HPE OneView のセキュリティと認証の問題のトラブルシュー
ティング

工場出荷時設定へのリセット操作後に HPE OneView にログインできない

症状

工場出荷時設定へのリセット操作後にログインが許可されない。

原因

工場出荷時設定へのリセットによって認証が削除されました。
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アクション

初めてログインしたときに使用したデフォルトの認証情報でアプライアンスにログインします。

ハードウェアをセットアップするユーザーがログインできない

症状

ハードウェアをセットアップするユーザーの認証がブロックされる。

原因

アプライアンスは、ハードウェアをセットアップするユーザーに対してアクセスを拒否するように構成さ
れています。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. セキュリティの編集画面にアクセスします。

3. ハードウェアセットアップアクセスを有効にします。

4. ログアウトし、ハードウェアをセットアップするユーザーとしてログインしなおします。

5. 操作を再試行してください。

証明書が失効した

症状

認証機関が証明書を認識しない。

原因

証明書が有効ではなくなっています。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者として、アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得します。

2. 新しい署名要求を生成します。

無効な証明書チェーンによって HPE OneView で操作ができない

症状

リモートアプライアンスの証明書チェーンが破損した。

アクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者として、アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得します。

3. 新しい署名要求を生成します。

ハードウェアをセットアップするユーザーがログインできない 149



HPE OneView で証明書の内容が無効で処理ができない

症状

HPE OneView で証明書の内容が無効で処理ができない。

原因

証明書のフォーマットが無効である。

アクション

1. 権限をインフラストラクチャ管理者に設定します。

2. インフラストラクチャ管理者として、有効なフォーマットを使用して新しいアプライアンスを作成ま
たは取得します。証明書署名要求の作成または自己署名証明書の作成を参照してください。

3. 証明書をインポートする。。

HPE OneView で使用する証明書をインポートできない

症状

アプライアンスで、証明書のインポート操作が許可されない、または受け入れられない。

解決方法 1

原因

お使いのログインアカウントでは証明書をインポートする権限が与えられません。

アクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

3. 操作を再実行してください。

解決方法 2

原因

アプライアンスとブラウザーとの接続が失われた。

アクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. ネットワークが正常に動作するか確認してください。

アプライアンスがネットワークにアクセスできない

3. Web サーバーが再起動するまで待ち、操作を再実行してください。
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HPE OneView にログインできない

HPE OneView でログイン画面が表示されない

症状

ログイン画面がない

原因

アプライアンスがまだ起動していないか、ブラウザーが正しく動作していない

アクション

1. アプライアンスが完全に起動するまで待ちます。

2. ブラウザーを更新して、再試行します。

3. 新しいブラウザーを開いて、再試行します。

4. インフラストラクチャ管理者として、REST API を使用してアプライアンスを再起動します。

アプライアンスが HPE OneView のログインを拒否している

症状

ログイン画面はあるが、アプライアンスがログインを拒否している

解決方法 1

原因

ローカルユーザーアカウントの認証が無効です。

アクション

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力します。

2. インフラストラクチャ管理者に、ログイン名と役割設定を確認します。アプライアンスが元の工場出
荷時設定にリセットされた場合、インフラストラクチャ管理者がユーザーを復権させる必要が生じる
ことがあります。

3. インフラストラクチャ管理者として以下を実行します。

a. アカウント名を確認し、ユーザーに役割が割り当てられていることを確認します。

b. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

解決方法 2

原因

認証ディレクトリサービスの認証が無効です。
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アクション

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力し、正しい認証ディレクトリを選択します。

2. インフラストラクチャ管理者がログイン名と、グループおよび役割設定を確認します。アプライアン
スが元の工場出荷時設定にリセットされた場合、インフラストラクチャ管理者がユーザーを復権させ
る必要が生じることがあります。

3. インフラストラクチャ管理者として以下を実行します。

a. アカウント名を確認し、ユーザーがディレクトリサービス内のグループのメンバーであることを確
認します。

b. 認証ディレクトリサービスが正しく構成されていることを確認します。

c. ディレクトリサービスサーバーが動作していることを確認します。「ディレクトリサービスが HPE
OneView から使用できない」を参照してください。

d. ディレクトリサービスホスト証明書が有効であることを確認します。有効でなければ、証明書を再
取得してインストールします。

e. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

f. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

152 HPE OneView の問題のトラブルシューティング



コンポーザブルインフラストラクチャアプライ
アンス

HPE OneView でのアラート機能のトラブルシューティング

アラートが生成されない

症状

アラートが生成されません。

原因

アプライアンスがコンプライアンスに従っていない。

サーバーハードウェアのライセンス数が超過している。

アクション

サーバーハードウェアにライセンスを適用します。

HPE OneView アラートがロックされている

症状

アラートがロックされており消去できない。

原因

ロックされたアラートがリソースによって作成された。

アクション

1. アラートを展開し、解決策に記された推奨アクションに従います。

2. 詳細が必要な場合は、イベント詳細を展開し、correctiveAction の詳細を参照してください。

3. リソースは変更を検出すると、自動的にアラートステータスをクリア済に変更します。

アラートが HPE OneView ユーザーインターフェイスに表示されない

症状

アラート画面にアクセスできないか、その画面にアラートが投稿されていない

原因

権限が適切でない
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アクション

1. 可能であれば、特権ユーザーとしてログインします。可能でない場合は、物理リソースタイプのアラ
ートを認識できる役割に変更するように、インフラストラクチャ管理者に要求します。

2. 再度ログインします。

3. アクティビティ画面を表示します。

HPE OneView でアラートのステータスが空白または予期しないとしてレポート
される

症状

以下に示す以外のアラートステート：

• クリティカル

• 警告

• OK

• 不明

アクション

1. アクティビティをクリアします。

2. クリアされたアクティビティをリストアします。

HPE OneView でのアラート状態が予期されたものではありません。

症状

以下に示す以外のアラート状態：

• アクティブ

• ロック済

• クリア済

原因

リソースが、原因になっている問題について予期しないアラート状態を報告しました。

アクション

1. アラートを展開し、解決策に記された推奨アクションに従います。

2. 詳細が必要な場合は、イベント詳細を展開し、correctiveAction の詳細を参照してください。

3. リソースは変更を検出すると、自動的にアラートの状態をクリア済に変更します。
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HPE OneView アプライアンスのアップデートのトラブルシュ
ーティング

HPE OneView アプライアンスを更新できない

症状

アプライアンスのアップデート操作が失敗する。

解決方法 1

原因

権限が適切でない

アクション

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. アップデート操作をもう一度実行します。

解決方法 2

原因

アプライアンスがネットワークにアクセスできない。

アクション

アプライアンスがネットワークにアクセスできないを参照してください。

解決方法 3

原因

アプライアンス証明書が無効、失効した、あるいは変更された。

アクション

1. 設定画面のセキュリティウィンドウから、証明書の設定を調べます。

2. アプライアンス証明書が無効か失効している場合は、新たに取得します。

メディアタイプに応じて、アプライアンス自己署名証明書の作成(156 ページ)またはアプライアンス証
明書署名要求の作成(156 ページ)を参照します。

3. ブラウザーページを更新します。

4. 新しい証明書を承諾します。

5. アップデート操作を再度試します。
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解決方法 4

原因

十分なディスク容量がない。アップデート操作には、アップデートファイル update.binの 2 倍の空き

ディスク容量が必要です。

アクション

1. 以下の REST API 呼び出しを実行して、アップデート操作に関連するファイルを削除し、ディスクス
ペースを解放します。

DELETE https://{appl}/rest/appliance/firmware/pending
Accept: application/json
Auth: authorization
X-Api-Version:200
              

2. アップデート操作を再度試します。

アプライアンス自己署名証明書の作成

アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライア
ンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。

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

これに代わるよりセキュアな方法が、第三者の認証機関によって発行された証明書です。これらの証明書
については、アプライアンス証明書署名要求の作成(156 ページ)を参照してください。

始める前に

必要な 小権限：インフラストラクチャ管理者

手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. アクション > 自己署名証明書の作成を選択します。

4. 画面で要求されるデータを入力します。

5. 必要に応じてオプションの情報を入力します。

6. OK をクリックします。

7. 証明書が作成されたことを確認します。証明書の情報は、画面に表示されます。

アプライアンス証明書署名要求の作成

アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライア
ンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。

CA とは、その CA を信頼している他のユーザーがホストも信頼できるようにする証明書を発行する、信
頼できる機関です。基本的に、CA はホストを保証します。

自己署名証明書の作成については、アプライアンス自己署名証明書の作成(156 ページ)を参照してくださ
い。
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始める前に

• 権限：インフラストラクチャ管理者。

• 認証機関（CA）が必要としている、要求のための情報を収集します。

• CA チャレンジパスワードを取得します。

手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. アクション > 証明書要求の作成の順に選択します。

4. 画面で要求されるデータを入力します。

5. OK をクリックします。

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

7. OK をクリックします。

次のステップ：CA から証明書を受信したら、アプライアンス証明書のインポート(157 ページ)。

アプライアンス証明書のインポート

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

始める前に

• 権限：インフラストラクチャ管理者。

• 他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確認します。

手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. アクション > 証明書のインポートを選択します。

4. 証明書のテキストをコピーし、表示されるボックスに貼り付けます。

5. OK をクリックします。

6. アプライアンス Web サーバーが再起動し、再接続した後、アプライアンスにログインします。

この証明書は、SCMB サーバー証明書としても使用されます。

アプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アップデートが失
敗する

症状

アップデートファイルが正常にダウンロードされたが、アップデート操作によってアプライアンスがアッ
プデートされない。
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解決方法 1

原因

ダウンロードファイルがブラウザーには大きすぎる。

アクション

1. ダウンロードサイズがブラウザーの機能内であることを確認します。

2. 別のブラウザーを使用します。

解決方法 2

原因

ファイルがアプライアンスから削除された。

アクション

1. アップデートファイルをダウンロードします。

2. アップデート操作を再度試します。

詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

解決方法 3

原因

アプライアンスのバージョンは、アップデートの対象となるバージョンの範囲外です。

アクション

1. サポートされているバージョン（アプライアンスのバージョンに基づいた）のアップデートファイル
をダウンロードします。

2. アップデート操作を再度試します。詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

アプライアンスアップデートが失敗する

症状

アプライアンスは再起動するが、 初の状態に戻っています。

原因

アップデートファイルはダウンロード中に壊れてしまったか、アップデートファイルまたはコンポーネン
トファイルの署名が間違っている可能性があります。

アクション

1. 別のアップデートファイルをダウンロードして、もう一度やり直してください。

2. 問題を解決できない場合は、認定サポート担当者にアップデートファイルの修正に関して問い合わせ
てください。
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アプライアンスのアップデートが失敗する

症状

アップデート操作の前に、アプライアンスのアップデートに影響するすべてのブロックまたは警告の条件
が表示されます。

アップデートが失敗する

原因

アクション

1. すでにインストールされている同じバージョンにアップグレードしていないことを確認します。

2. アップデートを再試行する前に、設定画面のアプライアンスパネルで、LAN、CPU、およびメモリの
すべてのステータスインジケーターが緑色であることを確認します。

3. サポートダンプおよび Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセスを作成します。

HPE OneView 監査ログのトラブルシューティング

HPE OneView に監査ログが存在しない

症状

監査ログが削除された。

アクション

アプライアンスを再起動して、監査ログを作成し、ログ記録を再開します。

HPE OneView から監査ログをダウンロードできない

症状

監査ログをダウンロードするためのアクションメニュー項目が表示されていない。

原因

権限が適切でない

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 監査ログをダウンロードします。

HPE OneView で監査のエントリーがログに記録されていない

症状

監査ログのエントリーが欠けている。

アプライアンスのアップデートが失敗する 159



原因

監査ログの編集によってログ記録が停止した。

アクション

アプライアンスを再起動します。

HPE Synergy コンポーザーのサポートダンプのトラブルシュ
ーティング

HPE Synergy コンポーザーで暗号化されていないサポートダンプを作成できな
い

症状

暗号化されたサポートダンプファイルを作成できるが、暗号化されていないものを作成できない。

原因

暗号化されていないサポートダンプファイルを作成する適切な権限がありません。その操作は、インフラ
ストラクチャ管理者のみが実行できます。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

3. 暗号化されていないサポートダンプのオプションを指定します。

4. サポートダンプを作成します。

5. 進行状況バーを調べることで、成功を確認します。

サポートダンプファイルの作成

アプライアンスのみ、または論理エンクロージャーおよびアプライアンスのサポートダンプファイルを作
成するには、この手順を使用します。

注意:

サポートダンプファイルを作成すると、既存のバックアップファイルが上書きされる可能性があり
ます。バックアップファイルがアプライアンスに存在する場合は、外部の場所に移動して安全に保
管してから、サポートダンプを作成してください。

始める前に

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

160  HPE Synergy コンポーザーのサポートダンプのトラブルシューティング



注記:

インフラストラクチャ管理者だけが、サポートダンプファイルを暗号化しないことを選択できます。
別の役割を持つユーザーが作成する場合、サポートダンプファイルは自動的に暗号化されます。

手順

1. アプライアンスのサポートダンプファイルでは、次のいずれかを実行します。

a. メインメニューで設定をクリックして、アプライアンスパネルでサポートダンプの作成をクリック
します。

b. メインメニューで設定をクリックし、アプライアンスをクリックして、アクションサポートダンプ
の作成の順に選択します。

2. 論理エンクロージャーサポートダンプを作成します。

a. メインメニューで論理エンクロージャーをクリックし、アクション論理エンクロージャーのサポー
トダンプの作成を選択します。

3. インフラストラクチャ管理者の場合は、サポートダンプファイルを暗号化するかどうかを選択します。

a. サポートダンプファイルを暗号化するには、サポートダンプの暗号化を有効チェックボックスが選
択されていることを確認します。

b. 暗号化を無効にするには、サポートダンプの暗号化を有効チェックボックスをクリアします。

4. はい、作成しますをクリックします。

サポートダンプファイルの作成中は、他のタスクの実行を続行できます。

5. このタスクが完了すると、サポートダンプファイルがダウンロードされます。ブラウザーの設定でデ
フォルトのダウンロードフォルダーが指定されている場合、サポートダンプファイルはそのフォルダ
ーに配置されます。そうでない場合は、ファイルをダウンロードする位置を指定するように求められ
ます。

6. サポートダンプファイルが正しいフォルダーに保存されたことを確認します。

7. サポートダンプファイルを Hewlett Packard Enterprise に送信する手順については、認定テクニカルサ
ポートにお問い合わせください。

Hewlett Packard Enterprise への問い合わせについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise サポート
へのアクセスを参照してください。

重要:

その他の指定をしない限り、サポートダンプファイルは、認定テクニカルサポートだけがその内容
を表示できるように暗号化されます。

Hewlett Packard Enterprise データ保管ポリシーでは、送信されたすべてのサポートダンプファイル
を使用後に削除することが義務付けられています。
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詳細情報

HPE Synergy Composer のサポートダンプが作成されなかった (163 ページ)

USB フラッシュドライブに HPE Synergy コンポーザーサポートダンプをダウ
ンロードできない

症状

USB フラッシュドライブへのサポートダンプファイルの作成およびダウンロードの試みが失敗する。

解決方法 1

原因

USB フラッシュドライブに、サポートダンプファイルを格納するための十分なディスク領域がありませ
ん。

アクション

1. USB フラッシュドライブに 1～4 GB の空きディスク領域があることを確認します。

2. Linux または Windows オペレーティングシステムを実行するコンピューターを使用して、不要なファ
イルを削除します。

3. サポートダンプの作成手順を再試行して、サポートダンプファイルを USB フラッシュドライブにダウ
ンロードします。

解決方法 2

原因

USB フラッシュドライブがマウントされていないか、その形式に互換性がありません。

アクション

1. 次のいずれかを実行します。

a. USB フラッシュドライブが正しくマウントされていることを確認します。

b. NTFS または exFAT ファイルシステムとして、USB フラッシュドライブを再フォーマットします。

c. NTFS または exFAT ファイルシステムとしてフォーマットされた、別の USB フラッシュドライブ
を使用します。

2. サポートダンプの作成手順を再試行して、サポートダンプファイルを USB フラッシュドライブにダウ
ンロードします。

解決方法 3

原因

USB フラッシュドライブのファイルシステムのタイプが FAT32 であり、サポートダンプファイルが 4 GB
を超えています。
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アクション

1. 次のいずれかを実行します。

a. NTFS または exFAT ファイルシステムとして、USB フラッシュドライブを再フォーマットします。

b. NTFS または exFAT ファイルシステムとしてフォーマットされた、別の USB フラッシュドライブ
を使用します。

2. サポートダンプの作成手順を再試行して、サポートダンプファイルを USB フラッシュドライブにダウ
ンロードします。

HPE Synergy Composer のサポートダンプが作成されなかった

症状

想定したサポートダンプが見つからない

解決方法 1

原因

経過時間が不十分

アクション

1. しばらく待ちます。サポートダンプファイルの作成には、数分かかる場合があります。ログファイル
が大きい場合、またはシステムが大規模の場合、サポートダンプファイルの作成にかかる時間はさら
に長くなります。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

解決方法 2

原因

アプライアンスのエラー画面からサポートダンプファイルを作成できるのはインフラストラクチャ管理
者のみです。

アクション

インフラストラクチャ管理者の認証情報を入力して、もう一度実行してください。

HPE Synergy Composer のサポートダンプファイルが保存されていない

症状

アプライアンスにサポートダンプファイルがない。

解決方法 1

原因

ブラウザーの設定が正しく設定されていない場合、自動ダウンロードの通知を見逃す可能性があります。
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アクション

1. ダウンロードが完了したことを確認します。

2. 対応する HPE OneView サポートマトリックスを参照して、ご使用のアプライアンスのブラウザーの要
件を確認してください。

3. サポートダンプの作成操作を再実行し、アクティビティサイドバーでダウンロードの進行状況バーを
調べます。

解決方法 2

原因

サポートダンプファイルに十分なディスク領域がクライアント側にありません。

アクション

1. ローカルコンピューターに、サポートダンプファイルを収容できる十分なディスクスペースがあるこ
とを確認します。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

サポートダンプに HPE Synergy Composer スタンバイアプライアンスのデー
タが含まれていない

症状

サポートダンプファイルに、クラスターのアクティブアプライアンスのデータは含まれているが、スタン
バイアプライアンスのデータが含まれていない。

解決方法 1

原因

アプライアンスに、すべてのデータを格納するための十分な空き領域がない。

アクション

1. オプション：アプライアンス以外の場所にサポートダンプファイルを移動します。

2. アプライアンスのサポートダンプファイルを削除します。

3. 不要なファイルを探して削除します。

4. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

解決方法 2

原因

スタンバイアプライアンスがオンラインでない
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アクション

1. スタンバイアプライアンスがオンラインであることを確認します。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

3. スタンバイアプライアンスの Maintenance Console にアクセスし、Maintenance Console を使用して、
サポートダンプファイルを作成します。

HPE Synergy Composer サポートダンプ中に USB ドライブが認識されない

症状

No USB mountedメッセージが表示される。

原因

USB フラッシュドライブのファイルシステムが 16 GB を超えています。

アクション

1. 正しいエンクロージャーに USB フラッシュドライブを挿入していることを確認します。

2. サイズが 16 GB 以下の 1 つのファイルシステムでフォーマットされた USB フラッシュドライブを使
用します。

FAT32 ファイルシステムの 大サイズは 4 GB です。

3. サポートダンプの作成手順を再試行して、サポートダンプファイルを USB フラッシュドライブにダウ
ンロードします。
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HPE OneView を使用したリソースの管理

HPE OneView を使用したエンクロージャーとエンクロージャ
ーグループのトラブルシューティング

HPE Synergy フレームリンクモジュールから HPE OneView への通信に失敗し
ました

症状

Communication error with an HPE Synergy frame というアラートまたはエラーが表示される。

原因

HPE Synergy フレームとの接続が失敗したか中断されました。

通信障害の一般的な原因は以下のとおりです。

• HPE Synergy フレームリンクモジュールは、リセットまたは工場出荷時設定へリセットされている

• ファームウェアアップデートが進行中である

• フレームリンクモジュールのフェイルオーバーが進行中である

• フレームリンクモジュール間のリンク接続の変更が行われている

アクション

1. 上記のような何らかの操作が完了するまで待ちます。接続が回復しない場合、アラートに記載されて
いる解決策の手順に従ってください。

2. 接続された Synergy フレームグループ内のすべての Synergy フレームにおいて、LINK ポート接続に関
連するすべてのアラートが解決したことを確認します。

3. 接続が回復しない場合、オンラインヘルプの「エンクロージャーとアプライアンス間の通信の更新」
を参照します。

4. 通信が引き続き失敗する場合、オンラインヘルプの「Synergy フレームリンクモジュールをリセット
する」を参照します。

5. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

HPE OneView でエンクロージャーの構成が不完全

症状

エンクロージャー管理設定が完全に適用されていませんというアラートまたはエラーが表示される。

原因

HPE Synergy フレームの追加または更新が失敗し、一部の設定を適用できません。
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アクション

1. アラートに記載されている解決策の手順に従ってください。

フレームリンクモジュールをリセットするように指示された場合の詳細については、を参照してくだ
さい。オンラインヘルプの「フレームリンクモジュールをリセットする」指示されない限り、この手
順を実行しないでください。

2. フレームに関するすべてのアラートを確認し、他のフレームリンクモジュール、または他のハードウ
ェアコンポーネントが適切に機能しているかどうかをチェックします。アラートごとに、解決策の手
順に従います。

3. 各フレームリンクモジュールが適切に装着されており、リンクモジュールのヘルスインジケーターラ
ンプが緑色になっていることを確認します。

4. オンラインヘルプの「エンクロージャーとアプライアンス間の通信の更新」を参照します。

5. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

エンクロージャーが HPE OneView から管理できなくなっている

症状

Link port on link module is disconnected というアラートまたはエラーが表示される

原因

ケーブルが切断されているため、HPE Synergy フレームの冗長化が適切に構成されていません。

アクション

各フレームをグループ内の別のフレームに接続し、各 LINK ポートを別の LINK ポートにケーブル接続し
ます。

HPE OneView でエンクロージャーインベントリが不完全

症状

エンクロージャーインベントリが不完全な可能性がありますというアラートまたはエラーが表示される。

原因

Synergy フレーム内のリソースに関する情報の収集に失敗しました。

情報収集障害の一般的な原因は以下のとおりです。

• 通信エラーが発生した

• ファン、電源装置、サーバー、フレームリンクモジュール、またはインターコネクトなどのデバイス
が 近挿入されたものであり、それらを検出する準備ができていない

アクション

1. アラートに記載されている解決策の手順に従ってください。

2. この特定のデバイスに関連するすべてのアラートを確認します。アラートごとに、解決策の手順に従
います。
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3. デバイスが適切に装着されており、デバイスのヘルスインジケーターランプが緑色になっていること
を確認します。

4. デバイスで HPE OneView REST API を使用して EFuse を実行するか、デバイスを物理的に取り外し
て再度挿入します。HPE OneView REST API スクリプティングヘルプの「EFuse を使用してベイのハ
ードリセットを実行する」を参照してください。

5. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。

フレームリンクモジュールリンクポートが不明なデバイスに接続されている

症状

エンクロージャー管理設定が完全に適用されていませんというアラートまたはエラーが表示される。リ
ンクポートは不明なデバイスに接続されていますというアラートまたはエラーが表示される。

原因

フレームリンクモジュールを接続するケーブルが正しく接続されていない。または LINK ポートが不明な
デバイスに接続されている。

アクション

1. ケーブル接続を確認します。

• HPE Synergy フレームが複数ある場合、フレームグループ内の各フレームリンクモジュールが、
LINK ポート経由でグループ内の別のフレームリンクモジュールにケーブル接続されていることを
確認します。グループ内の 後のフレームのリンクモジュールが、 初のフレームのリンクモジュ
ールにケーブル接続されている必要があります。

• HPE Synergy フレームが 1 つのみの場合、2 つのフレームリンクモジュールが相互にケーブル接続
されていることを確認します。

2. ケーブル接続が正しい場合、フレームリンクモジュールを再度装着します。

ケーブル接続について詳しくは、HPE Synergy 構成および互換性ガイド（http://www.hpe.com/info/
synergy-docs）を参照してください。

その他のソリューション

• フレームリンクモジュールリンクポートが接続されていない

• フレームリンクモジュールの不一致

• フレームリンクモジュール MGMT ポートが接続解除されている

フレームリンクモジュールリンクポートが接続されていない

症状

LINK port is not connected というアラートまたはエラーが表示される。

原因

LINK ポートに接続されるケーブルが接続されていません。
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アクション

1. ケーブル接続を調べて、リンクされたフレームのグループ内の各フレームリンクモジュールが、LINK
ポート経由でグループ内の別のフレームリンクモジュールにケーブル接続されていることを確認しま
す。

その他のソリューション

• フレームリンクモジュールリンクポートが不明なデバイスに接続されている

• フレームリンクモジュールの不一致

• フレームリンクモジュール MGMT ポートが接続解除されている

フレームリンクモジュール MGMT ポートが接続解除されている

症状

MGMT port is disconnected というアラートまたはエラーが表示される。

原因

HPE OneView アプライアンスに対応するフレームリンクモジュールの MGMT ポートが接続されていま
せん。

アクション

1. ケーブル接続を確認します。Synergy 管理アプライアンスベイに関連付けられたフレームリンクモジ
ュールの MGMT ポートは、管理ネットワークに接続されている必要があります。たとえば、ベイ#1
にフレームリンクモジュールがあり、アプライアンスのベイ#1 に HPE Synergy コンポーザーがある場
合、フレームリンクモジュール 1 の MGMT ポートを管理ネットワークに接続する必要があります。ケ
ーブル接続について詳しくは、HPE Synergy 構成および互換性ガイド（http://www.hpe.com/info/
synergy-docs）を参照してください。

その他のソリューション

• フレームリンクモジュールリンクポートが不明なデバイスに接続されている

• フレームリンクモジュールリンクポートが接続されていない

• フレームリンクモジュールの不一致

フレームリンクモジュールの不一致

症状

Link module mismatch - enclosure is managed by another appliance というアラートまたはエラーが
表示される。

原因

フレームリンクモジュールが、異なる HPE Synergy フレームグループ内の別のフレームリンクモジュー
ルに接続されています。
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アクション

1. 異なるフレームグループ内のフレームに接続されたフレームリンクモジュールを取り外します。

2. ケーブル接続を調べて、同一グループ内の各フレームリンクモジュールが、LINK ポート経由でグルー
プ内の別のフレームリンクモジュールにケーブル接続されていることを確認します。

ケーブル接続について詳しくは、HPE Synergy 構成および互換性ガイド（http://www.hpe.com/info/
synergy-docs）を参照してください。

3. HPE Synergy フレームリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセットを実行し、新しいフレームグ
ループと通信できるようにします。

その他のソリューション

• フレームリンクモジュールリンクポートが不明なデバイスに接続されている

• フレームリンクモジュールリンクポートが接続されていない

• フレームリンクモジュール MGMT ポートが接続解除されている

HPE OneView ファームウェアバンドルのトラブルシューティ
ング

認証情報が正しくない場合、HPE OneView との通信が阻止される

症状

iLO のユーザー名またはパスワードが無効である。

原因

サーバーファームウェアをアップデートしようとしていますが、指定したユーザー名またはパスワードが
iLO 管理プロセッサーに対して有効でないか、誤った認証情報がサーバーに指定されています。

アクション

問題を解決するには、正しい認証情報を入力し、もう一度エンクロージャーの追加を行います。

HPE OneView iLO 接続が切断される

症状

接続エラー

アクション

1. サーバーをリセットして、サーバーの管理プロセッサーへのネットワーク接続をリストアします。

2. ファームウェアを再度アップデートします。

HPE OneView でファームウェアアップグレードのログファイルを削除できない

症状
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原因

SUM エラーによって HPE OneView での操作が阻止される。

アクション

1. アプライアンスを再起動します。

2. ファームウェアをもう一度アップデートします。

HPE OneView で iLO ファームウェアをアップデートできない

症状

注記:

エンクロージャーを追加するときに、ネットワークや電源の停止、またはその他の問題のために、

iLO ファームウェアを 小バージョンにアップデートできないことがあります。デバイスは非管理
状態で表示されます。

アクション

1. メインメニューからサーバーハードウェアを選択します。

2. マスターウィンドウで、管理されていないサーバーハードウェアを選択します。

3. アクション > iLO ファームウェアのアップデートの順に選択します。

注記:

iLO ファームウェアが 小限必要なものより古い場合は、iLO ファームウェアのアップデートだ

けが表示され、サーバーハードウェアは非管理 サポートされていないファームウェア状態で表

示されます。

4. OK をクリックします。

5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色
になっているかどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

HPE OneView とのインターコネクトのトラブルシューティン
グ

HPE OneView でインターコネクトの編集が失敗する

症状

インターコネクトの変更が失敗したという通知が表示される。

原因

インターコネクトの編集が失敗している。
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アクション

1. オンラインヘルプにリストされている前提条件が満たされているかどうかを確認します。

2. 通知メッセージに記載されている指示に従ってください。

インターコネクトが正常に編集されている場合は、画面上部のバナーに通知が表示され、目的のポー
ト設定とポートステータスが表示されます。

HPE OneView ライセンスのトラブルシューティング

HPE OneView のライセンス数が見つかりません

症状

HPE OneView Standard ライセンスのライセンス数が見つからない。ただし、HPE OneView Standard ラ
イセンスでライセンスされたサーバーハードウェアの数を取得することはできます。

原因

アプライアンスに HPE OneView Standard ライセンスの数が表示されない。

アクション

1. サーバーハードウェア画面から、スマート検索ボックスをクリックし、スコープでサーバーハードウ
ェアを選択します。

2. スマート検索ボックスに、「state:Monitored」と入力し、Enter キーを押します。

マスターウィンドウに、すべての監視対象サーバーハードウェアが表示されます。すべての監視対象
サーバーハードウェアに HPE OneView Standard ライセンスが割り当てられています。

HPE OneView でライセンスを追加できなかった

症状

アプライアンスのライセンスを追加できない。

解決方法 1

原因

ライセンスキーが空白、正しくない、または無効です。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 入力したライセンスキーを確認します。

3. 適切な値を入力し、ライセンスキーの形式が有効であることを確認します。

4. 再試行してください。

5. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。
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解決方法 2

原因

ライセンスキーが失効しています。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 有効な 新のライセンスキーを入手します。

3. 新しいライセンスキーで再試行します。

解決方法 3

原因

アプライアンスの日付と時刻の設定が無効です。ライセンスがまだアクティブではありません。ライセ
ンスを追加するには早すぎます。

アクション

1. アプライアンスの日付と時刻の設定を確認します。

2. ライセンスがアクティブになる時刻と日付を調べます。

3. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。

HPE OneView でライセンスキーを追加できなかった

症状

アプライアンスのライセンスキーを追加できない。

解決方法 1

原因

ライセンスキーが空白、正しくない、または無効です。

アクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

3. 入力したライセンスキーを確認します。

4. 適切な値を入力し、ライセンスキーの形式が有効であることを確認します。

5. 再試行してください。

6. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。

解決方法 2

原因

ライセンスキーが失効しています。
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アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 有効な 新のライセンスキーを入手します。

3. 新しいライセンスキーで再試行します。

解決方法 3

原因

アプライアンスの日付と時刻の設定が無効です。ライセンスがまだアクティブではありません。ライセ
ンスを追加するには早すぎます。

アクション

1. アプライアンスの日付と時刻の設定を確認します。

2. ライセンスがアクティブになる時刻と日付を調べます。

3. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。

HPE OneView でライセンスを適用できなかった

症状

ライセンスまたはライセンスキーをインスタンスに適用できなかった。

解決方法 1

原因

ライセンスキーのすべてのライセンスが使用されています。ライセンスを取得しようとしたインスタン
スが、ライセンスされていないと記録されています。

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 新しいライセンスキーを取得します。

3. 新しいライセンスキーで再試行します。

解決方法 2

原因

適用しようとするライセンスは、すでに使用されています。

アクション

1. 未使用のライセンスが残っている場合は、別のライセンスでもう一度試してください。

2. それ以外の場合は、未使用のライセンスを含むライセンスキーを取得し、新しいライセンスキーから
のライセンスで再度実行してください。
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解決方法 3

原因

すでにライセンスが付与されているインスタンスまたは製品に、ライセンスが適用されました。

アクション

1. ライセンスを取得しようとしているインスタンスまたは製品を確認します。

2. 必要な場合は、正しいインスタンス名または製品名で再試行します。

HPE OneView でライセンスの詳細を表示できなかった

症状

アプライアンスについてライセンスの詳細を表示できない。

解決方法 1

原因

ライセンスがアプライアンスに割り当てられていない。

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ライセンスを割り当てます。

3. もう一度ライセンスの詳細を表示します。

解決方法 2

原因

症状

フィルターの条件が、空白、または正しくない。アプライアンスは結果を返せなかった。

原因

フィルターの条件が正確でなかったため、結果を返せませんでした。

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

アクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. フィルター条件を修正します。

3. もう一度ライセンスの詳細を表示します。
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ライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が管理下にある数より多い

症状

ライセンスグラフに表示されるライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が、管理下にあるサーバー
ハードウェアの現在の数より多い。

原因

HPE OneView Advanced ライセンスが割り当てられたサーバーハードウェアが、管理対象から削除され
た。HPE OneView Advanced ライセンスが割り当てられたサーバーハードウェアが管理対象から削除さ
れたときに、ライセンスが割り当てられたままになっていました。これによって、ライセンスされたサー
バーの数が、現在管理されているライセンス適用済みサーバーハードウェアの数より大きくなる可能性が
あります。

アクション

REST API を使用して、ライセンスに割り当てられているすべてのサーバーのリスト全体を表示できま
す。

近追加または割り当てられたライセンスが不正確であることが表示される

症状

近追加または割り当てられたライセンスがライセンスグラフに報告されない

原因

ライセンスグラフが 新でない。

アクション

ライセンスグラフの設定画面を更新し、 新の変更を表示します。

HPE OneView 論理インターコネクトのトラブルシューティン
グ

HPE OneView での I/O ベイの占有エラー

症状

インターコネクトの状態エラー

原因

インターコネクトの状態が変わる

アクション

1. 以下のいずれかのインターコネクト状態エラーを解決します。
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• インターコネクトが IO ベイからなくなっている（インターコネクトの状態が Absentである）

• IO ベイにサポートされていないインターコネクトモデルが見つかった（インターコネクトの状態は

未サポート）

• サポートされていないファームウェアが原因で、IO ベイのインターコネクトを管理できない（イン

ターコネクトの状態は非管理）

• インターコネクトタイプと論理インターコネクトグループで指定されたタイプの間の不一致

• 水平方向に隣接したインターコネクトモジュールの不一致

HPE OneView でのファームウェアアップデートエラー

症状

ファームウェアのアップデート障害のエントリーがアクティビティログに表示される。

原因

インターコネクトのファームウェアエラーは、以下が原因で発生することがあります。

• ファームウェアのアップデートが進行中にインターコネクトモジュールを再起動する。

• 別のファームウェアアップデートがすでに進行中のときにファームウェアアップデートを開始する。

• 論理インターコネクト内のインターコネクトがアップグレードの開始前に Configured状態になっ

ていない。

• HPE OneView がエンクロージャーのと通信できない。

アクション

1. ファームウェアのアップデートの進行中にインターコネクトモジュールを再起動しないでください。

2. 根本的な原因について詳しくは、アクティビティログをチェックしてください。

a. ファームウェアのステージングが失敗する場合は、アクティビティログをチェックし、問題を解決
してアップデートを再開します。

b. ファームウェアのアクティブ化が失敗する場合は、アクティビティログをチェックしてから、手動
でファームウェアをアクティブ化します。

3. アップグレードを開始する前に、論理インターコネクトのすべてのインターコネクトが Configured
状態になっていることを確認します。

4. どうしてもファームウェアのアップデートが失敗する場合は、オンラインヘルプを参照し、論理イン
ターコネクトのサポートダンプファイルを作成して Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口に問
い合わせてください。

HPE OneView での物理インターコネクトの警告またはエラー

症状

インターコネクトレベルの警告またはエラー
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原因

インターコネクトの警告またはエラーは、以下が原因で発生することがあります。

• 展開された接続によるダウンリンクが使用可能ではない

• ファームウェアのバージョンが正しくない（ファームウェアベースラインのバージョンと異なる）

• 構成エラー

• ハードウェア障害

• 通信の切断

• 管理上ポートが無効になっている

HPE OneView でのアップリンクセットの警告またはエラー

症状

アップリンクセットが動作していない

原因

以下の理由により、アップリンクセットが動作していない：

• 1 つまたは複数のアップリンクが、不良ケーブル、ケーブルがない、トランシーバーの不足、または無
効なトランシーバーという理由で動作していない

• ネットワークが割り当てられていない

• FCoE ネットワークの DCBX 情報がない

アクション

1. 次の前提条件が満たされているかどうかを確認してください。

a. 少なくとも 1 つのネットワークが定義されている

b. ネットワーク管理者の権限またはネットワークを管理するための同等の権限を持っている。

c. DCBX 情報が FCoE ネットワークに必要である

2. アップリンクセットの追加画面上の入力したデータが正しいことと、アップリンクセット名が一意で
あることを確認します。

3. 操作を再試行してください。

HPE OneView ネットワークのトラブルシューティング

HPE OneView でのネットワーク作成操作が失敗する

症状

ネットワークの作成が失敗する。

原因

ネットワーク構成が正しくない。
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アクション

1. 以下のことを確認してください。

a. ネットワーク名が一意である。

一括操作を使用して複数のタグ付きネットワークを作成すると、VLAN ID はネットワーク名に付加
されます。

b. ネットワークの数が、HPE Synergy Compatibility and Configuration Guide に示されている 大
数を超えていない。

c. プライベートネットワークの数が、HPE Synergy Compatibility and Configuration Guide に示さ
れている 大数を超えていない。

2. ネットワークの作成操作を再実行します。

HPE OneView を使用した OS 展開サーバーのトラブルシュー
ティング

HPE OneView から選択したプライマリクラスターと通信できない

症状

HPE OneView は、選択したプライマリクラスターと通信できない。

原因

選択したプライマリクラスターがペアになっていないか、使用できない。

アクション

OS 展開サーバーで編集操作を実行することで新しいプライマリクラスターを選択し、展開サーバーのバ
ックアップを新しいプライマリクラスターにリストアします。

サーバーハードウェアのトラブルシューティング

HPE OneView からサーバーの電源を制御できない

サーバーの電源制御に問題がある場合は、 新の構成と、この機能に影響する可能性のあるセキュリティ
の変更を調査してください。多くの場合、これらの変更を確認するための第一歩として、iLO のイベント
ログが役に立ちます。

ハードウェアにも障害がある可能性があります。iLO で POST（電源投入時セルフテスト）エラーについ
てのインテグレーテッドマネジメントログ（IML）を使用して、ハードウェアエラーが発生したかどうか
を確認します。

電源オンまたは電源オフ操作が失敗する場合は、通知メッセージに表示される指示に従ってください。

HPE OneView によって Gen10 ハードウェアが検出されない

症状

HPE OneView にエンクロージャーをインポートしたり、Gen10 コンピュートモジュールにエンクロージ
ャーを追加したりするときは、HPE OneView のハードウェアセットアップ画面またはサーバーハードウ
ェア画面に Gen10 ハードウェアのリストは表示されません。
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原因

HPE Synergy で Gen10 ハードウェアの検出をサポートしていないソフトウェアまたはファームウェアの
バージョンが実行されています。

• HPE Synergy フレームリンクモジュールがファームウェアバージョン 1.x を実行しています。

• HPE Synergy Composer が 3.00.xx バージョンの HPE OneView を実行しています。

アクション

• HPE Synergy（3.10.xx 以降）の 新のリリースセットをダウンロードします。

• リリースセットから HPE Synergy Composer ファームウェアバンドルを展開します。これには HPE
OneView（3.10.00 以降）のアップデートが含まれています。

• HPE OneView を更新します。

• リリースセットから HPE Synergy Custom SPP バンドルを展開して、ファームウェアレポジトリに保
存します。

• 論理エンクロージャー画面に移動して、フレームリンクモジュールのファームウェアを更新します。

• フレームリンクモジュールが 2.0（またはそれ以降）に正常に更新されると、Gen10 コンピュートモ
ジュールが、確認のためにハードウェアセットアップのインベントリ画面またはサーバーハードウェ
アの概要画面に表示されるはずです。

コンピュートモジュールが表示されない場合は、エンクロージャーを更新して強制的に検出を実施し
てください。

HPE OneView オンラインヘルプ

HPE OneView アプライアンスの再起動後にサーバーハードウェアへの接続が失
われた

クラッシュ後にアプライアンスが再起動すると、長時間実行されていて失敗したアクティビティについて
サーバーインベントリが評価されます。このようなアクティビティには、クラッシュの発生時に進行中だ
った可能性のある、サーバープロファイル設定の適用などのアクティビティなどが含まれます。サーバー
プロファイル設定の再適用など、同じ操作を再度実行することによって復旧することができます。

アプライアンスはサーバーを再同期します。再同期中、各サーバーハードウェアは resyncPending状

態に入ります。個々のサーバーハードウェアの完全再同期には、サーバーハードウェアの再検出、サーバ
ーハードウェアの電源状態の確認とそれに応じたリソース状態のアップデート、およびヘルスステータス
のアップデートが含まれます。アプライアンスは、再同期操作中に、タスクごとのタスクキューを作成し
ます。

HPE OneView で割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーハードウ
ェア上のサーバーアダプターの交換

症状

サーバーアダプターの障害

原因

サーバーアダプターで障害が発生し、交換する必要がある
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アクション

1. 正常にサーバーをシャットダウンします。

2. サーバーのアダプターを交換します。

3. 対応するサーバープロファイルが仮想識別子（MAC および WWN アドレス）で構成されている場合
は、ステップ 4 に進みます。プロファイルが物理識別子（MAC および WWN）で構成されている場合
は、以下の点を考慮します。

a. 識別子の変更により、任意のイーサーネットネットワーク構成が OS 上で失われ、再構成が必要に
なる場合があります。

b. ストレージネットワークゾーン内とストレージアレイ上で、サーバーホスト WWN の更新が必要に
なる場合があります。

4. 新しいアダプターのファームウェアバージョンをチェックします。

a. メインメニューからサーバーハードウェアまたはサーバープロファイルを選択し、交換されるアダ
プターを含んでいるサーバーハードウェアまたはサーバープロファイルを選択します。

b. サーバーハードウェアまたはサーバープロファイル画面でアクション > コンソールの起動の順に
選択します。

iLO リモートコンソールが起動されます。

5. サーバーの電源を入れ、ブート中に新しいアダプターのファームウェアバージョンをチェックします。

a. ファームウェアバージョンがファームウェアベースラインと一致することを確認するには、メイン
メニューからファームウェアバンドルを選択します。

b. ファームウェアベースラインを選択します。

c. ファームウェアのリストをスクロールして、ベースラインで提供されている内容を見つけ、それを
アダプターファームウェアと比較します。

6. ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルが Gen8 サーバー以降
に割り当てられている場合は、サーバーファームウェアをサーバープロファイルの再割り当てによっ
て自動的にアップデートできます。

a. メインメニューからサーバープロファイルを選択し、編集するサーバープロファイルを選択します。

b. アクション > 編集の順に選択します。必要な場合は、適切なサーバーハードウェアを選択します。

c. ファームウェアアップデートを手動で管理するには、ファームウェアベースラインリストから、手
動で管理を選択します。

d. ファームウェアを自動的にアップデートするには、適切なファームウェアベースラインを選択しま
す。同じまたはより新しい場合でも、すべてのファームウェアを強制的にインストールするには、
強制的にインストールを選択します。

e. OK をクリックします。

HPE OneView で割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーの交換

症状

サーバーハードウェアの障害
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原因

サーバーハードウェアで障害が発生し、交換する必要があります。

アクション

1. 正常にサーバーハードウェアをシャットダウンします。

2. 元のサーバーを取り外し、交換用のサーバーを設置します。

3. 交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプが元のサーバーのサーバーハードウェアタイプに一
致する場合は、以下を行います。

a. プロファイルで定義されているアフィニティがデバイスベイに設定されている場合、サーバープロ
ファイルは新しいサーバーに自動的に再割り当てされます。ステップ 5 に進んでください。

b. アフィニティがデバイスベイ + サーバーハードウェアに設定されている場合は、サーバープロファ
イルを編集し、再保存して、アプライアンスが新しいサーバーのプロファイルを再構成できるよう
にする必要があります。サーバープロファイルの変更は必要ありません。ステップ 5 に進んでく
ださい。

4. 交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプが元のサーバーのサーバーハードウェアタイプと一
致しない場合は、交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプと一致する新しいプロファイルを
作成する必要があります。サーバーに割り当てられている元のプロファイルを割り当て解除または削
除し、新しいプロファイルを交換用のサーバーに割り当てる必要があります。または、サーバーハー
ドウェアのタイプを更新して、挿入されたハードウェアに一致させる必要があります。

5. iLO ファームウェアバージョンが必要な 小ファームウェアバージョン以上の場合は手順 6 に進みま
す。iLO ファームウェアの 小バージョンは、HPE OneView 互換性および構成マトリックスに記載さ
れています。交換用のサーバーの iLO ファームウェアバージョンが必要な 小ファームウェアバージ
ョンより小さい場合は、サーバーハードウェア画面に警告が表示され、サーバーステータスが非管理/
サポートされていないファームウェアになります。

a. アクション > iLO ファームウェアのアップデートの順に選択します。

b. OK をクリックします。

6. iLO ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルが Gen8 サーバー以
降に割り当てられている場合は、iLO サーバーファームウェアをサーバープロファイルの再割り当てに
よって自動的にアップデートできます。

a. メインメニューからサーバープロファイルを選択し、編集するサーバープロファイルを選択します。

b. アクション > 編集の順に選択します。必要な場合は、適切なサーバーハードウェアを選択します。

c. ファームウェアアップデートを手動で管理するには、ファームウェアベースラインリストから、手
動で管理を選択します。

d. ファームウェアを自動的にアップデートするには、適切なファームウェアベースラインを選択しま
す。強制的にファームウェアをインストールするには、強制的にインストールを選択します。

e. OK をクリックします。

ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルが G7 サーバーに割り当
てられている場合は、アプライアンスの外部でファームウェアをアップデートする必要があります。
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HPE OneView サーバープロファイルのトラブルシューティン
グ（コンピュートモジュール用）

HPE OneView でサーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされな
い

症状

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされないと、画面上部に、プロファイル操作が失
敗したことを示す通知が表示されます。詳細を表示するには、通知領域をクリックします。また、サーバ

ープロファイル名の横にあるステータスアイコンは、エラー状態（ ）であることを示します。プロフ
ァイルはアプライアンスに残りますが、修正するにはプロファイルを編集する必要があります。サーバー

プロファイルを修正すると、プロファイルステータスは OK（  ) に変わります。

原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。

アクション

1. オンラインヘルプに記載された前提条件が満たされていることを確認します。

2. 以下の条件が当てはまることを確認します。

• 新の SPP がインストールおよび適用されていること。

• プロファイル名が入力されており、固有であること。

• 選択されたサーバーハードウェアの電源がオフになっていること。

• サーバーハードウェアがプロファイルが適用されていない状態で、正しいファームウェアがあり、
ポートが正しいインターコネクトにマッピングされており、デバイスベイに割り当てられているプ
ロファイルがないこと。

• サーバーハードウェアは電源を切ってすぐに入れ直すことができ、ユーザーは、プロファイル設定
の適用中にサーバーハードウェアをシャットダウンしなかった。

• 正しいレベルの iLO およびシステム ROM ファームウェアを適用した。

• サポートされているサーバーハードウェアを使用している。

• iLO に IP アドレスとネットワーク接続がある。

• iLO は機能していて、ネットワークケーブルは接続され動作していて、管理ネットワークにスイッ
チまたはインターコネクトの問題がないかどうかを含むがこれに限定されず、サーバーハードウェ
ア iLO との通信が存在する。

• アプライアンスと管理対象リソースは、ファイアウォールによって切り離されない。

• エンクロージャーの追加操作が正常に完了した。

• サーバーハードウェアの追加操作が正常に完了した。

• 指定したネットワークまたはネットワークセットがサーバーハードウェアのポートで使用可能で
ある。

• インターコネクトが構成済み状態であり、ファームウェアが正しい。
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• 論理インターコネクト構成が、その論理インターコネクトグループと一致する。

• 物理ポート上に重複ネットワークがない。

• 複数のアダプターが取り付けられている場合は、すべてのアダプターのファームウェアバージョン
が同じである必要がある。

• ユーザーが指定したアドレスが一意の正しい形式になっている。

3. すでに問題に対処した場合は、プロファイルを編集するか、プロファイルを削除し、別のプロファイ
ルを作成します。

サーバープロファイルに、同じ物理ポート上の重複ネットワークがある場合、以下を行います。

• 接続を別のポートに変更します。

• 別の VLAN を使用するように接続を変更します。

接続の割り当て中または展開中に、FlexNIC の自動割り当てが失敗する

症状

接続の割り当て中または展開中に、FlexNIC の自動割り当てが失敗する。

原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。無効な構成がある。

FlexNIC 接続の自動割り当てでは、以下の点は検証されません。

• 物理ポートの帯域幅のオーバーサブスクリプション

• 物理ポートの 大ネットワーク（VLAN）

• 物理ポートの重複ネットワーク（VLAN）

アクション

手動割り当てが必要です。

接続を追加するときに、ネットワークが見つからない

症状

接続を追加するときに、ネットワークが見つかりません。

原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。
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アクション

論理インターコネクトグループが、アップリンクセットに構成されているネットワークでセットアップさ
れていることを確認します。

プロファイルから接続を追加できない

症状

プロファイルから接続を追加できません。

原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。

アクション

1. 以下の条件が当てはまることを確認します。

• 論理インターコネクトグループのインターコネクトの状態が構成済みであり、ファームウェアが正
しい。

• サーバーの状態がプロファイルが適用されていない状態であり、正しいファームウェアがあり、ポ
ートが正しいインターコネクトにマップされている。

BIOS 設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになる。

症状

BIOS 設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになる。

原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。サーバーのハードウェアまたはその
iLO が、電源切断/リセットされているか、アプライアンスが、iLO から進行状況の情報を収集できない。

アクション

ほとんどの場合、操作を再実行すると問題は解決します。

HPE OneView でサーバープロファイルを適用できない

症状

サーバープロファイルを適用できません。Intelligent Provisioning が所要時間内に起動できなかったとい
うエラーが発生しました。

アクション

1. POST 中に F10 を押して、影響を受けたシステム上で Intelligent Provisioning を手動で起動してみま
す。

2. Intelligent provisioning を手動で起動できた場合は、この操作を HPE OneView から再度試してくださ
い。
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手動での起動が引き続き失敗する場合は、iLO を再起動して手順 1 を再度試します。

3. 前の手順が失敗する場合には、サーバーが BL465c で Smart アレイコントローラーがアクティブであ
れば、RBSU を使用してサーバー上の IOMMU を一時的に無効にします。

a. システム起動時に F9 キーを押して、RBSU に入ります。

b. システムオプションを選択します。

c. プロセッサーオプションを選択します。

d. AMD-Vi（IOMMU）を選択します。

e. 無効を選択します。

f. 保存して RBSU を終了します。

4. 起動がそれでも失敗する場合は、http://www.hpe.com/jp/intelligentprovisioning にある 新バージョ
ンの Intelligent Provisioning テストをインストールしてください。

サーバーハードウェアの状態を確認できない

症状

サーバーハードウェアの状態を確認できない。

アクション

1. キャンセルをクリックしてサーバープロファイルの作成画面を終了します。

2. メインメニューからサーバーハードウェア画面に移動します。

3. サーバーハードウェアを検索して選択し、サーバーハードウェアの動作ステータスを確認できるよう
にします。

HPE OneView でプロファイルの操作が成功していない

症状

サーバーが別の管理システムによって管理されていることがメッセージに示される。

割り当てられたすべての仮想 ID が失われないようにするには、サーバープロファイルを強制的に削除す
る前に、このセクションにある手順を実行します。

原因

エンクロージャーが HPE OneView によって管理されなくなっている。

アクション

1. REST API または Powershell を使用して、サーバープロファイルを取得します。
GET /rest/server-profiles

2. UI または REST API を使用して、プロファイルを強制的に削除します。

3. UI の User Specified オプションを使用して ID を再作成するか、REST API を使用してサーバープロ
ファイルを作成します。

a. サーバープロファイルを取得します。
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GET /rest/server-profiles
b. サーバープロファイルを編集します。uri、serverHardwareTypeUri、enclosureGroupUri、

enclosureUri、および enclosureBayを削除します

c. serverHardwareUriの値を、プロファイルを関連付ける予定のサーバーに変更します。

d. serialNumberTypeを、Virtualから UserDefinedに変更します。

e. connectionsプロパティで、macTypeを Virtualから UserDefinedに変更します。

f. connectionsプロパティで、wwpnTypeを Virtualから UserDefinedに変更します

g. connectionsプロパティで、該当する場合は networkUriを正しいネットワークに変更します。

h. サーバープロファイルを作成します。
POST /rest/server-profiles

HPE OneView でプロファイルのアップデートや削除ができない

症状

プロファイル：MyProfile を更新することができない、またはファームウェアの変更を追加できない

原因

ファームウェアのアップデートが進行中である。

アクション

ファームウェアのインストールが完了するまで待ちます。

プロファイルを削除できない：MyProfile を削除することができない、またはファームウェア
の変更を追加できない

症状

プロファイルを削除できません。次のメッセージが表示されます。

MyProfileを削除することができない、またはファームウェアの変更を追加できない

解決方法 1

原因

ファームウェアのアップデートが進行中である。

アクション

1. 次のいずれかを実行します。
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• ファームウェアのインストールが完了するまで待ちます。インストールが完了するまで中止しな
いことを強くお勧めします。

• 強制削除オプションを選択します。

解決方法 2

原因

サーバーの電源がオフにならない。

アクション

プロファイルを削除するには、サーバーの電源をオフにします。

注記:

瞬間的に押すことは常に許可されますが、押し続ける操作は、サーバーが不安定な状態になる可能
性があるため制限されています。

サーバープロファイルの電源をオフにできない

症状

サーバープロファイルの電源をオフにできない。

原因

押し続ける操作が拒否される。

アクション

1. 次のいずれかを実行します。

• 電源ボタンを瞬間的に押しても、SUT でハードウェアが不安定な状態になることはありません。

• 電源を押し続ける操作は、SUT が終了状態になった後で試してください。

注記:

• 電源を押したまま保持する操作は、Smart Update ツールがファームウェアやドライバーを更
新している間は許可されません。

• ファームウェアのインストールが完了するまで待ち、中断しないことを強くお勧めします。

ファームウェアのインストールを完了できない

症状

ファームウェアのインストールを完了できません。

原因

{サーバー}のファームウェアがファームウェアベースラインと一致しない。
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アクション

SUT を使用してファームウェアの更新を選択した場合、SUT をインストールしてファームウェアとドラ
イバーの更新を完了する必要があります。

不整合なファームウェアバージョンが HPE OneView に表示される

症状

ファームウェアはインストールを完了できないか、ベースラインと一致しない。

原因

ファームウェアがファームウェアベースラインと一致しない。

アクション

1. 次のいずれかを実行します。

• Smart Update ツールをインストールして実行します。

• ファームウェアベースラインのインストールでファームウェアのみオプションを使用するよう、サ
ーバープロファイルを編集します。

ファームウェアをアップデートできない

症状

ファームウェアをアップデートできない。

解決方法 1

原因

ベースラインが Smart Update ツールでサポートされていない。

アクション

1. 次のいずれかを実行します。

• HP SUM が 7.4 以降で iLO ファームウェアのバージョンが 2.30 以降のベースラインを選択しま
す。HP SUM について詳しくは、http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation にある HP
SUM ベストプラクティス実装ガイドを参照してください。

• 影響を受けるサーバープロファイルを、ファームウェアのみを使用するよう編集します。

解決方法 2

原因

サーバーに、仮想メディアに必要なライセンスがない。
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アクション

サーバー上で iLO Advanced ライセンスを適用するか、2.30 用の iLO ホットフィックスを適用します。

サーバーの電源をオンにしても、SUT が構成されない

症状

サーバーの電源をオンにしても、SUT が構成されない。

原因

サーバーの電源をオンにしても、サーバープロファイルが Smart Update ツールを使用するよう構成され
ない。

アクション

影響を受けるサーバープロファイルを編集し、Smart Update ツールを使用するファームウェアアップデ
ートオプションを選択します。

注記:

この症状は、論理エンクロージャー共有インフラストラクチャとサーバープロファイルファームウ
ェアのアップデートを試みたときに見られることもあります。

ファームウェアと OS ドライバーのアップデートでエラーが発生する

症状

ファームウェアと OS ドライバーのアップデートでエラーが発生している。

原因

いくつかのコンポーネントが展開されない。

アクション

1. いくつかのコンポーネントが展開できない場合は、ターゲットサーバー OS にログインして
gatherlogs bat/shを実行します（OS が Windows の場合は bat、Linux の場合は shを使用）。

gatherlogsは、ターゲットサーバーのステージングディレクトリにあります。

2. ステージングディレクトリを確認するために、hpesut—statusコマンドをステージングディレクト

リから実行して、レポートをトラブルシューティング用に HPE へ送ってください。http://
www.hpe.com/info/hpsut/docs にある Smart Update Tools User Guide を参照してください。

HPE OneView でのストレージのトラブルシューティング

HPE OneView で Brocade Network Advisor（BNA）SAN Manager を追加でき
ない

症状

SAN Manager の追加が失敗し、以下のエラーが発生する：指定されたロケーションに SAN Managerが

見つかりません。
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解決方法 1

原因

BNA またはスタンドアロンの SMI エージェントがサーバーにインストールされていない。

アクション

BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

解決方法 2

原因

フルアクセス権を持つ BNA 管理者アカウントが構成されておらず、アプライアンスで使用できない。

アクション

BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

解決方法 3

原因

共通情報モデルオブジェクトマネージャー（CIMOM）がインストールされておらず、サーバー上で構成
されていない。

アクション

BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

解決方法 4

原因

BNA SSL 設定とアプライアンス上の BNA の SSL 設定が一致しない。

アクション

1. BNA ソフトウェアを使用して、SSL が有効になっているかどうかを確認します。詳細は BNA ソフト
ウェアのドキュメントを参照してください。

2. SAN Manager 画面で、BNA のアプライアンスの SSL を使用設定と BNA ソフトウェアの SSL 設定が
一致することを確認します。SSL 設定が一致しない場合：

a. メインメニューで、SAN Manager を選択し、次のいずれかの操作を実行します。

• マスターパネルで、BNA を選択し、アクション > 編集の順に選択します。

• 詳細パネル内にポインティングデバイスを置き、編集アイコンをクリックします。

3. SSL を使用で、BNA ソフトウェアの SSL 設定と一致するように値を変更します。

4. OK をクリックして、変更を保存します。
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HPE OneView でのターゲットポートの障害

症状

ターゲットポートで障害が発生している。

解決方法 1

原因

ターゲットポートの障害は、実際のネットワークと予想されたネットワークが一致しないことです。予想
されたネットワークをアプライアンス上で更新する必要があります。

アクション

1. アプライアンス上の予想されるネットワークを更新します。メインメニューから、ネットワークを選
択します。

2. マスターパネルで、管理対象 SAN に関連付けるファイバーチャネルネットワークを選択し、アクショ
ン > 編集の順に選択します。

3. OK をクリックします。

このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。

/rest/storage-systems/{id}
詳しくは、HPE OneView REST API リファレンスを参照してください。

解決方法 2

原因

物理配線が正しく構成されていない（ファブリックアタッチ）。

アクション

ストレージシステムと SAN スイッチ間の配線が正しく構成されていることを確認します。

解決方法 3

原因

デバイスでポートの障害が発生した。

アクション

ストレージシステムハードウェアを調べます。必要に応じて修復します。

Brocade Network Advisor（BNA）SAN Manager との接続を確立できない

症状

SAN Manager との接続を確立できない。

原因

CIMOM がアプライアンスと同じサブネット上にある NIC にバインドされていない
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アプライアンスを接続し、BNA のネットワーク管理ソフトウェアと通信するためには、CIMOM をアプラ
イアンスと同じサブネット上の NIC とバインドする必要があります。

アクション

BNA ソフトウェアのドキュメントを参照してください。

HPE OneView のサーバーハードウェアでボリュームを利用できない

症状

サーバーでボリュームにアクセスできない。

解決方法 1

原因

SAN ゾーンが正しく構成されていない、または存在しないことが、サーバーでボリュームにアクセスで
きない原因として考えられます。

アクション

1. アタッチメントを再び有効にする（管理対象 SAN の場合）：

a. メインメニューからサーバープロファイルを選択します。

b. マスターパネルで、サーバープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

c. 有効にするポートを見つけ、有効を選択します。

d. OK をクリックします。

2. SAN 管理ソフトウェアを使用してゾーンを作成または構成します（管理対象 SAN なし）。

a. OK をクリックします。

b. SAN Manager ドキュメントを参照してください。

3. 管理対象 SAN を使用する場合

a. SAN Manager と SAN がネットワークに関連付けられていることを確認します。

b. 自動ゾーニングが有効になっていることを確認します。

4. SAN の自動ゾーニングが有効になっていない

a. ゾーンが手動で構成されていることを確認します。

b. SAN Manager ドキュメントを参照してください。

解決方法 2

原因

インターコネクトポートが無効になっているためにサーバーイニシエーターがファブリックにログイン
していないことが、サーバーでボリュームにアクセスできない原因として考えられます。
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アクション

1. アプライアンスでインターコネクトポートを有効にする

a. メインメニューから、インターコネクトを選択します。

b. マスターパネルで、インターコネクトを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

c. 有効にするポートを見つけ、有効を選択します。

d. OK をクリックします。

2. このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。

REST API: /rest/interconnects/{id}/ports

詳しくは、HPE OneView REST API リファレンスを参照してください。

3. 論理インターコネクトグループを再構成してください。

a. メインメニューから、論理インターコネクトグループを選択します。

b. マスターパネルで、論理インターコネクトグループを選択し、アクション > 編集の順に選択しま
す。

c. ネットワークが希望するインターコネクトポートと接続するようにアップリンクセットを編集しま
す。

d. OK をクリックします。

e. 論理グループインターコネクトリンクがオンラインに復帰することを確認します。

f. メインメニューから、論理インターコネクトを選択します。

g. マスターパネルで論理インターコネクトを選択し、アクション > グループからアップデートの順に
選択します。

4. このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。

REST API：/rest/logical-interconnect-groups/{id}および/rest/logical-
interconnects/{id}/compliance
詳しくは、HPE OneView REST API リファレンスを参照してください。

5. 物理配線が意図したとおりに構成されていることを確認します。

解決方法 3

原因

接続がサーバープロファイルで定義されていないことが、サーバーでボリュームにアクセスできない原因
として考えられます。

アクション

1. サーバープロファイルでネットワークに接続を追加します。メインメニューからサーバープロファイ
ルを選択します。

2. マスターパネルで、サーバープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

3. 接続で、接続の追加をクリックします。
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4. デバイスタイプで、Fibre Channel over Ethernet を選択します。

5. ネットワークで、ストレージシステムに接続されているネットワークを選択し、追加をクリックしま
す。

6. OK をクリックします。

ボリュームがストレージシステムから認識されるが、アプライアンス上で認識さ
れない

症状

ボリュームが正常な状態でない。

原因

ボリュームがアプライアンス上で認識されないのは、ボリュームが、アプライアンスによって管理されて
いないストレージプールに移動されていることが原因と考えられます。

アクション

1. アプライアンスによって管理されているプールにボリュームを移動し、ストレージシステムソフトウ
ェアを使用してボリュームを更新します。詳しくは、ストレージアシステムのドキュメントを参照し
てください。

2. ボリュームが配置されているストレージプールをアプライアンスの管理下に置きます。

ボリュームがアダプティブオプティマイゼーションによって移動された場合は、アダプティブオプテ
ィマイゼーションが使用する可能性のあるすべてのプールをアプライアンスの管理下に置くことをお
勧めします。この手法により、アダプティブオプティマイゼーションによって移動される場合、ボリ
ュームを引き続きアプライアンスで使用できます。

a. メインメニューからストレージプールを選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターパネルで+ストレージプールの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

b. ストレージシステムで、追加するストレージプールを含むストレージシステムを選択します。

c. ストレージプールで、追加するストレージプールを選択します。

d. 追加をクリックしてストレージプールを追加するか、追加+をクリックして別のプールを追加しま
す。

3. このタスクを完了するのに REST API を使用することもできます。

/rest/storage-pools
詳しくは、HPE OneView REST API リファレンスを参照してください。

HPE OneView でゾーン操作が Cisco SAN Manager で失敗する

症状

Cisco SAN Manager でのゾーン操作が失敗する。
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原因

snmpdサービスがクラッシュした。

SAN Manager ソフトウェアの SAN Manager ログを見て、snmpdサービスがクラッシュしたことを確認

してください。 snmpdサービスがクラッシュする原因の 1 つは、SAN Manager のファームウェアが古い

ためです。

アクション

SAN Manager のファームウェアを 新バージョンに更新する

1. SAN Manager のファームウェアを更新する際は、メーカーの指示に従ってください。

2. ゾーン操作をアプライアンス上で再度試してください。

ストーレジシステムポートが予期されてない状況にある

ストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にある

症状

ストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にある。

原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートへのフェイルオーバーの 中です。

アクション

状態が変わるのを待ちます。

ストレージシステムポートがフェイルオーバーしましたの状態にある

症状

ストレージシステムポートがフェイルオーバーしましたの状態にある。

原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイルオーバーしました。

アクション

1. ストレージシステム上のポートに関する問題を解決します。

2. インフラストラクチャとの接続を確認します。

ストレージシステムポートが失敗の状態にある

症状

ストレージシステムポートが失敗の状態にある。

原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイルオーバーできません。
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アクション

1. 両方のストレージポートのステータスと構成を確認します。

2. ケーブル接続や他のインフラストラクチャの問題を確認します。

ストレージシステムポートが復旧中の状態にある

症状

ストレージシステムポートが復旧中の状態にある。

原因

ポートはオンラインであり、正常な状態に復帰している 中です。

アクション

状態が変わるのを待ちます。

ストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーしましたの状態にある

症状

ストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーしましたの状態にある。

原因

パートナーポートはフェイルオーバーしました。ポートはパートナーポートトラフィックです。

アクション

1. ストレージシステム上のパートナーポートの問題を解決してください。

2. インフラストラクチャとのポート接続を確認してください。

ストレージシステムポートがパートナーが失敗しましたの状態にある

症状

ストレージシステムポートがパートナーが失敗しましたの状態にある。

原因

パートナーポートに障害が発生し、フェイルオーバー操作が成功しませんでした

アクション

1. 両方のストレージポートのステータスと構成を確認します。

2. ケーブル接続や他のインフラストラクチャ問題を確認してください。
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Global Dashboard のトラブルシューティング

アプライアンスを Global Dashboard に追加できない

症状

アプライアンスの追加に失敗した。

解決方法 1

原因

Global Dashboard では、アプライアンス証明書を確認できません。

アクション

アプライアンスを追加するときに、Global Dashboard の Ignore certificates when connecting to an
appliance オプションを有効にします。

解決方法 2

原因

ホスト名または IP アドレスが証明書リストにない。

アクション

1. Global Dashboard に追加しようとしていた HPE OneView アプライアンスにログインします。

2. 設定 > セキュリティに移動します。

3. 証明書の代替名の IP アドレスとホスト名を調べます。正しくない場合は、アクション > 自己署名証明
書の作成 > 代替名をクリックして、編集します。

4. Global Dashboard を使用して、もう一度アプライアンスの追加を試みます。

解決方法 3

原因

ホスト名または IP アドレスが証明書リストにない。

アクション

1. Global Dashboard に追加しようとしていた HPE OneView アプライアンスにログインします。

2. 設定 > ネットワークを編集します。

3. ネットワークを再設定してから、その設定を適用します。

4. Global Dashboard を使用して、もう一度アプライアンスの追加を試みます。
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解決方法 4

原因

ホスト名または IP アドレスが証明書リストにない。

アクション

1. Global Dashboard に追加しようとしていた HPE HC380 にログインします。

2. Settings > Identity を編集します。

3. ネットワークを再設定してから、その設定を適用します。

4. 再度 HPE HC380 を追加します。

解決方法 5

原因

証明書がまだ有効ではない。

アクション

エラーメッセージが表示されたら、HPE OneView または HPE HC380 の証明書が有効な期間を確認しま
す。HPE OneView Global Dashboard の OS システム時刻が有効期間内でない場合、アプライアンスは追
加できません。

解決方法 6

原因

サーバー証明書を取得できない。

アクション

アプライアンスの IP アドレスの有効性を確認して、HPE OneView Global Dashboard がそのアドレスに
正常に ping できることを確認します。次に、再度アプライアンスを追加します。

Global Dashboard で、アプライアンスのステータスがオフラ
インである

症状

Global Dashboard が、アプライアンスにアクセスできないというエラーメッセージを受け取る。

アクション

1. エラーの原因を以下の操作で確認します。

a. アプライアンスの IP アドレスまたはホスト名に ping を実行します。

b. 電源のオフ/オンを行い、アプライアンスのステータスを確認します。

c. アプライアンスのユーザー名またはパスワードが変更されたかどうかを確認します。有効なユーザ
ー名、パスワード、およびログインドメインでアプライアンスに再接続します。
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d. アプライアンスの証明書が有効であることを確認（または検証）します。証明書が変更されている
場合は、アプライアンスを削除して再度追加ください。

e. アプライアンスの IP アドレスが変更されたかどうかを確認します。IP アドレスが変更されている
場合は、アプライアンスを削除してから、新しい IP アドレスで追加します。

2. 上記の確認を行っても、まだエラーが表示される場合は、アプライアンスを削除してから、再度追加
します。

Global Dashboard で、アプライアンスの再接続が失敗した

症状

アプライアンスに再接続を試みているときにエラーが発生する。

解決方法 1

原因

無効な引数のエラー。

アクション

1. 次の点を確認してください。

• ユーザー名とパスワードが正しく入力されていることを確認します。

• ログインドメインが正しいことを確認します。

• アプライアンスが使用できること（HPE OneView Global Dashboard がアプライアンスに正常に
ping できること）を確認します。

• アプライアンスの証明書が有効であることを確認します。

2. アプライアンスへの再接続を試みます。

3. それでもまだエラーが表示される場合は、アプライアンスを削除してから、再度追加します。

解決方法 2

原因

再接続時に進行状況バーが停止する。
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アクション

アプライアンスが接続されていることを確認してバーを無視するか、F5 を使用してページを更新するか
します。

Global Dashboard からアプライアンスへのシングルサインオ
ン（SSO）が失敗した

解決方法 1

原因

ローカルユーザーがシングルサインオンを使用できない。

注記: HPE HC380 ではシングルサインオンをサポートしていません。

アクション

1. Global Dashboard と HPE OneView で、同じユーザー名とパスワードが定義されていることを確認し
ます。

2. アプライアンスにアクセスできることを確認します。

3. それでも SSO が機能しない場合、Global Dashboard からログアウトし、次に再度ログインしてくだ
さい。

解決方法 2

原因

ディレクトリユーザーがシングルサインオンを使用できない。

注記: HPE HC380 ではシングルサインオンをサポートしていません。

アクション

1. 同じディレクトリサーバーと同じグループが Global Dashboard と HPE OneView で定義されている
こと、およびホスト名/IP アドレスが Global Dashboard と HPE OneView で同じであることを確認し
ます。

2. アプライアンスおよびディレクトリサーバーにアクセスできることを確認します。

3. それでも SSO が機能しない場合、Global Dashboard からログアウトし、次に再度ログインしてくだ
さい。

追加の Global Dashboard のトラブルシューティング
製品の問題に関する 新情報については、http://www.hpe.com/info/oneview/docs にある HPE OneView
Global Dashboard リリースノートを参照してください。
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イメージストリーマーのトラブルシューティン
グ

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

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

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

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

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

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

プライマリイメージストリーマーアプライアンスが取り外され
て再挿入された後、OS の展開が失敗する

症状

マルチエンクロージャーのセットアップで、CIM スロットからプライマリイメージストリーマーアプライ
アンスペアを取り外す場合：

• HPE OneView を使用して、既存のセカンダリアプライアンスを新しいプライマリアプライアンスとし
て割り当てることで、展開アプライアンスを変更します。

• 取り外したアプライアンスを再挿入した後で、論理エンクロージャーを再構成し、再挿入したアプラ
イアンスをプライマリアプライアンスとして再度割り当てることもできます。

• 再挿入したアプライアンスをプライマリ展開アプライアンスとして割り当てた後で、OS の展開を実行
します。

上記の一連のタスクを実行すると、次のエラーが発生する可能性があります。

Unable to expand golden image

原因

このエラーは、ゴールデンイメージがプライマリアプライアンスとセカンダリアプライアンスの間で同期
されていないときに発生します。プライマリアプライアンスからゴールデンイメージを同期させる前に、
再挿入したアプライアンスをセカンダリからプライマリに変更しました。
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アクション

1. ゴールデンイメージのバックアップは常に、CIM スロットからプライマリアプライアンスを取り外す
前に実行する必要があります。

このプライマリアプライアンスからのゴールデンイメージのバックアップを、任意の場所に保存しま
す。

2. 取り外したプライマリアプライアンスを再挿入して、プライマリ状態に復元した後で、OS の展開の前
にバックアップからゴールデンイメージを復元する必要があります。

3. OS の展開前にゴールデンイメージを復元しなかったために、Unable to expand golden image
エラーが発生した場合は、ゴールデンイメージをバックアップから復元して、OS の展開を再試行して
ください。

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

症状

アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスが高可用性ではない。

原因

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

アクション

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

コンピュートモジュール設定への変更がイメージストリーマー
に反映されない

症状

再起動後にコンピュートモジュール設定への変更が反映されない。

原因

インターコネクトからコンピュートモジュールへのダウンリンクが切れている。
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アクション

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

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

症状

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

原因

ダウンタイムの後にエンクロージャーの電源を入れると、コンピュートモジュールはすぐに電源オンにな
るが、イメージストリーマーアプライアンスが起動するまでに 15 分から 20 分かかる。この間、iLO はブ
ートシーケンスに OS ボリュームを追加しません。イメージストリーマーの準備ができる前にコンピュ
ートモジュールを起動しようとすると、起動が失敗するか、コンピュートモジュールが PXE ブートモー
ドで待機します。

注記:

この問題を避けるには、イメージストリーマーの電源がオンになった後、30 分待ってからコンピュ
ートモジュールを起動します。

アクション

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

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

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

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

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

れるかどうかを確認します。アラートがクリアされるまで待ちます。

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

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

症状

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

選択した IP アドレスがすでに使用されている。

アクション

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

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

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

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

症状

次の場合に OS ボリュームの作成が失敗する。

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

および

• 論理エンクロージャーの作成後すぐにこの操作を試みた。

原因

ゴールデンイメージが展開されない。

アクション

15～20 分後に OS ボリュームの作成を再試行してください。

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

症状

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

解決方法 1

原因

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

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

解決方法 2

原因

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

アクション

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

リセットのためにイメージストリーマーアプライアンスを使用
できない

症状

イメージストリーマーアプライアンスを使用できない。

原因

アクティブアプライアンスがリセットされた。

アクション

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

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

症状

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

原因

この問題は以下の場合に発生します。

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

アクション

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

2. イメージストリーマーアプライアンスを再挿入してください。
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3. エンクロージャーを更新してください。

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

イメージストリーマーの AMVM を使用できない

症状

AMVM を使用できない。

解決方法 1

原因

論理エンクロージャーの作成時に AMVM が作成されない。

アクション

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

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

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

解決方法 2

原因

仮想マシンをホストするアクティブアプライアンスが失敗する。

アクション

新しいアクティブアプライアンスで、仮想マシンを起動するための REST コールを再発行してください。
REST コールの再発行方法について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある
HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイドを参照してください。

イメージストリーマープライマリアプライアンスが応答しない

症状

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

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

原因

現在のプライマリアプライアンスが機能していない、または使用停止されている。
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アクション

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

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

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

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

a. イメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにした後、2 時間以上待ってからプライマリ展
開アプライアンスの変更を試みてください。

これにより、スケジュールされたバックアップ操作のための時間が確保され、 新のバックアップ
を使用してアプライアンスを復元できます。

b. バックアップを使用できる場合に、プライマリ配置アプライアンスを変更する準備ができたら、
HPE OneView ユーザーインターフェイスの OS 展開サーバーの編集画面に移動します。

c. 展開アプライアンスドロップダウンメニューからアプライアンスを選択します。

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

イメージストリーマーのリストア操作が突然停止する

症状

イメージストリーマーのリストア操作が突然停止する。

解決方法 1

原因

バックアップバンドル内のアーティファクトがアプライアンスにすでに存在する。

アクション

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

解決方法 2

原因

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

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

イメージストリーマーを使用した OS 展開が失敗する

症状

イメージストリーマーを使用した OS 展開が失敗する。

原因

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

• 展開で使用するプランスクリプトが無効であり、エラーを含んでいる。

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

アクション

• 展開で使用するプランスクリプトが有効であることを確認してください。

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

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

イメージストリーマースタンバイアプライアンスの機能の問題

症状

スタンバイアプライアンスが使用できない、またはアクティブ化できない。

解決方法 1

原因

アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスとの間の同期が進行中である。この同期化は、ア
プライアンスの再起動または再挿入後にアクティブ/スタンバイクラスターが再編成される場合にトリガ
ーされる可能性があります。

アクション

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

待機時間は、同期が進行中のデータ量によって異なります。通常、60 分から 90 分かかります。

解決方法 2

原因

スタンバイアプライアンスが存在するアプライアンスベイが機能していない。
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アクション

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

解決方法 3

原因

スタンバイアプライアンスが故障している。

アクション

スタンバイアプライアンスを交換してください。

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

症状

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

解決方法 1

原因

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

アクション

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

解決方法 2

原因

イメージストリーマーアプライアンスがフェイルオーバーまたは再起動中である。

アクション

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

アクション

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

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

症状

アクティブアプライアンスからの情報のみのサポートダンプが作成される。

原因

サポートダンプはアクティブアプライアンスに対してのみ作成されます。

アクション

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

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

症状

複数エンクロージャーのセットアップでリモートエンクロージャーのイメージストリーマーアプライア
ンスの電源をオンにしようとすると、HPE OneView のエンクロージャー画面に次のエラーメッセージが
表示される。
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図 3: リモートエンクロージャーのイメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにしたときのエラ
ーメッセージ

アクション

イメージストリーマーアプライアンスの電源を手動でオンにしてください。

リモートエンクロージャーで使用できるイメージストリーマーアプライアンスの電源を、HPE OneView
を使用してオンにすることはできません。
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内蔵管理

HPE iLO 4
この章では、HPE iLO 4 のトラブルシューティング情報について説明します。iLO 4 の使用について詳し
くは、HPE iLO 4 ユーザーガイドを参照してください。

iLO ログインとアクセスの問題

iLO ファームウェアのログイン名とパスワードが受け付けられない

症状

iLO ファームウェアのログインに失敗します。

解決方法 1

原因

入力されたユーザーアカウント情報が誤っています。

アクション

1. 正しいユーザーアカウント情報を入力します。

• パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

• ユーザー名は、大文字と小文字が区別されません。大文字と小文字は同一として扱われます（例：
Administrator は administrator と同一として扱われます）。

解決方法 2

原因

ユーザーアカウントが無効です。

アクション

• ユーザーアカウントが存在し、ログイン権限を持っていることを確認します。

• ユーザーアカウントパスワードを変更します。管理者ユーザーアカウント権限のあるすべてのユーザ
ーは、アカウントのパスワードを変更できます。パスワードの変更後にログインが失敗した場合、無
効なユーザーアカウントを削除してから再度追加します。

• シリアルラベルのプルタブに記載されているデフォルトのアカウント情報の使用して、ログインを試
みます。

• 管理者アカウントが 1 つしかなく、パスワードを忘れた場合は、次のいずれかの操作を実行します。
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◦ システムメンテナンススイッチの iLO セキュリティ設定を使用します。ログインして、新しい管理
者ユーザーアカウントを作成します。

◦ 管理者アカウントを作成するには、HPONCFG を使用します。詳しくは、iLO スクリプティング/コ
マンドラインガイドを参照してください。

名前を使用して iLO マネジメントポートにアクセスできない

症状

名前を使用して iLO マネジメントポートにアクセスできません。

原因

iLO マネジメントポートは、WINS サーバーまたは DDNS サーバーを使用して、iLO マネジメントポート
に名前でアクセスするために必要な名前-IP アドレス解決を提供することができます。名前を使用して
iLO マネジメントポートにアクセスできるように環境が構成されていません。

アクション

1. 環境が以下の要件を満たすことを確認します。

• iLO マネジメントポートの電源を入れる前に、WINS サーバーまたは DDNS サーバーが稼働してい
る必要があります。

• iLO マネジメントポートは、WINS サーバーまたは DDNS サーバーの IP アドレスを使用して構成さ
れます。DHCP を使用して、必要な IP アドレスを構成できます。

• iLO マネジメントポートは、WINS サーバーまたは DDNS サーバーへの有効な経路を持っている必
要があります。

• iLO マネジメントポートにアクセスするために使用するクライアントは、マネジメントポートの IP
アドレスが登録された DDNS サーバーを使用するように構成されます。

WINS サーバーと動的でない DNS サーバーを使用する場合は、DNS サーバーが名前解決用に WINS
サーバーを使用するように設定すると、iLO マネジメントポートアクセスを高速化させることができま
す。詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してください。

iLO ログインページにアクセスできない

症状

iLO Web インターフェイスのログインページがロードされません。

解決方法 1

原因

ブラウザーの SSL 暗号化レベルが 128 ビット以上に設定されていません。

iLO の SSL 暗号化レベルは 128 ビット以上に設定されており、変更することはできません。ブラウザー
と iLO の暗号化レベルは一致していなければなりません。
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アクション

ブラウザーの SSL 暗号化レベルを 128 ビット以上に設定します。

解決方法 2

原因

iLO は共有ネットワークポートを使用するように構成され、その共有ネットワークポートが使用する NIC
に対する NIC チーミングが有効になっています。この構成では、次の場合にネットワーク通信がブロック
される可能性があります。

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

• 選択した NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有するように
構成されている以外の NIC/ポートに送信されます。

アクション

共有ネットワークポート構成が、iLO ユーザーガイドに記載されている iLO NIC チーミングガイドライン
に従うことを確認します。

iLO のリセット後に iLO ログインページに戻れない

症状

iLO のリセット後に iLO ログインページが開きません。

アクション

ブラウザーのキャッシュをクリアし、ブラウザーを再起動します。

ネットワーク設定の変更後 iLO に接続できなくなった

症状

ネットワーク設定を変更した後、iLO にアクセスできません。

原因

NIC とスイッチの設定が同じではありません。

アクション

接続の両端（NIC およびスイッチ）で、トランシーバー速度の自動選択、速度、およびデュプレックスに
ついて同じ設定が行われていることを確認してください。

たとえば、一方の側で接続が自動選択されるように設定されている場合、もう一方の側でも同じ設定を使
用してください。
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iLO ネットワーク設定の構成方法について詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

iLO ファームウェアの更新後に iLO 接続エラーが発生する

症状

ファームウェアの更新後に、Web インターフェイスを使用して iLO に接続できません。

アクション

ブラウザーのキャッシュをクリアして、再試行します。

NIC を用いて iLO プロセッサーに接続できない

症状

NIC 経由で iLO プロセッサーにアクセスできません。

アクション

• NIC が有効になっていることを確認し、割り当てられた IP アドレスとサブネットマスクを確認するに
は、iLO 5 構成ユーティリティを実行します。

• ネットワーク上の別のワークステーションから、その NIC の IP アドレスを ping します。

• ブラウザーで、NIC の IP アドレスを URL として入力して、NIC との接続を試みます。このアドレス
で、iLO のログインページを表示できます。

• iLO をリセットします。ネットワーク接続が確立した場合、DHCP サーバー要求を 大 90 秒待つ必要
がある場合があります。

iLO の証明書のインストール後 iLO にログインできない

症状

iLO の自己署名証明書をブラウザーの証明書ストアにインストールした後、iLO にアクセスできません。

原因

iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするか、iLO ホスト名を変更すると、新しい自己署名証明
書が生成されます。一部のブラウザーでは、自己署名証明書を永久的にインストールすると、新しい自己
署名証明書を生成した後で iLO にログインできないことがあります。

アクション

自己署名証明書をブラウザーの証明書ストアから削除します。

自己署名証明書の証明書名は iLO で、発行元値にはデフォルトの発行元というテキストが含まれていま
す。

iLO の自己署名証明書をブラウザーの証明書ストアにインストールしないでください。証明書をインス
トールする場合は、CA に永久的な証明書を要求し、iLO にインポートします。
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証明書の使用について詳しくは、ブラウザーのドキュメントを参照してください。

iLO の IP アドレスに接続できない

症状

iLO の IP アドレスを使用して iLO に接続できません。

原因

プロキシサーバーを使用するように Web ブラウザーが構成されています。

アクション

プロキシサーバーを使用せずに iLO に接続するには、プロキシサーバーの例外リストに iLO を追加しま
す。

手順については、ブラウザーのドキュメントを参照してください。

iLO TCP/IP 通信が失敗する

症状

iLO 通信が失敗します。

原因

1 つまたは複数の TCP/IP ポートを介した iLO 通信をファイアウォールが防げていす。

アクション

iLO が使用するポートでの通信を許可するようにファイアウォールを構成します。

iLO ポート設定の表示および変更については、iLO ユーザーガイドを参照してください。

Firefox を使用して iLO に接続するときのセキュアな接続の失敗エラー

症状

Firefox 使用して iLO に接続しようとするときに、次のエラーが発生します：
sec_error_reused_issuer_and_serial。

解決方法 1

原因

インストールされている証明書には、認証機関によって発行された別の証明書と同じシリアル番号が含ま
れています。

アクション

1. メニューボタンをクリックし、オプションを選択します。

2. 詳細設定をクリックします。

3. 証明書をクリックします。

4. 証明書の表示をクリックします。

iLO の IP アドレスに接続できない 217



5. サーバータブをクリックし、iLO に関係する証明書をすべて削除します。

6. その他タブをクリックし、iLO に関係する証明書をすべて削除します。

7. OK をクリックします。

8. Firefox を起動し、iLO に接続します。

解決方法 2

原因

インストールされている証明書には、認証機関によって発行された別の証明書と同じシリアル番号が含ま
れています。

アクション

1. Firefox を閉じます。

2. Firefox の AppDataフォルダーに移動して、すべての Firefox ディレクトリにある*.dbファイルをす

べて削除します。

AppDataフォルダーは通常次の場所にあります。C:\\Users\<ユーザー名>\AppData\Local
\Mozilla\Firefox\

Internet Explorer を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの
証明書エラー

症状

Internet Explorer を使用して iLO Web インターフェイスに移動すると、証明書のエラーが表示されます。

解決方法 1

アクション

1. このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）。リンクをクリックします。

2. iLO にログインします。

解決方法 2

アクション

1. 管理 > セキュリティ > SSL 証明書情報ページに移動します。

2. SSL 証明書を取得してインポートします。

手順については、iLO を参照してください。

3. iLO をリセットします。
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Chrome を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラ
ー

症状

Chrome を使用して iLO Web インターフェイスに移動すると、証明書のエラーが表示されます。

解決方法 1

アクション

1. 詳細設定をクリックします。

2.（iLO のホスト名または IP アドレス）にアクセスする（安全ではありません）をクリックします。

3. iLO にログインします。

解決方法 2

アクション

1. 管理 > セキュリティ > SSL 証明書情報ページに移動します。

2. SSL 証明書を取得してインポートします。

手順については、iLO を参照してください。

3. iLO をリセットします。

Firefox を使用して iLO の Web インターフェイスに移動するときの証明書エラ
ー

症状

Firefox を使用して iLO Web インターフェイスに移動すると、証明書のエラーが表示されます。

解決方法 1

アクション

1. 危険性を理解した上で接続するにはをクリックし、例外を追加をクリックします。

2. セキュリティ例外の追加ダイアログボックスで、場所ボックスに https://<iLOホスト名または IP
アドレス>と入力します。

3. セキュリティ例外を承認をクリックします。

セキュリティ例外が保存され、iLO ログイン画面が表示されます。

4. iLO にログインします。
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解決方法 2

アクション

1. 管理 > セキュリティ > SSL 証明書情報ページに移動します。

2. SSL 証明書を取得してインポートします。

手順については、iLO を参照してください。

3. iLO をリセットします。

iLO ログインページに「Web サイトは不明な機関で認証されています」メッセー
ジが表示される

原因

iLO ログインページに移動すると、「Webサイトは不明な機関で認証されています」というメッセージが

表示されます。

アクション

1. 証明書を表示して、（にせのサーバーでなく）正しいマネジメントサーバーにアクセスしていることを
確認します。

a. 発行先の名前がマネジメントサーバーであることを確認します。必要と思われる手順を実行して、
マネジメントサーバーの識別情報を確認します。

b. これが正しいマネジメントサーバーかどうか確信が持てない場合は、先に進まないでください。に
せのサーバーにアクセスしている可能性があり、ログインするときにログイン認証情報をにせのサ
ーバーに渡すおそれがあります。管理者に連絡してください。接続を取り消すには、証明書ウィン
ドウを終了し、いいえまたはキャンセルをクリックします。

2. 前のステップの項目を確認した後、次のオプションを選択します。

• このセッションのために一時的に証明書を受け入れる。

• 永久的に証明書を受け入れる。

• いったん中止し、管理者から提供されたファイルからブラウザーに証明書をインポートする。

HPEOneView によって管理されるサーバー上で iLO にアクセスできない

症状

HPEOneView が管理するサーバー上で iLO にアクセスできません。

原因

サーバー署名が変更され、HPE OneView はサーバーの再検出および構成を実行していません。
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アクション

HPE OneView を使用して、サーバーを含むフレームを更新します。

iLO Kerberos とディレクトリの統合

Kerberos 認証による iLO へのログインが失敗する

症状

Kerberos へのログインを試みて失敗しました。

解決方法 1

原因

クライアントにチケットがないか、チケットが無効である。

アクション

クライアント PC をロックして新しいチケットを取得するには、Ctrl+Alt+Del を押します。

解決方法 2

原因

Kerberos ログインの設定が誤っています。考えられる原因は、以下のとおりです。

• クライアント PC がログインしている Kerberos レルムが、iLO が設定されている Kerberos レルムと一
致しない。

• iLO に保存されている Kerberos キータブファイル内のキーが、Active Directory のキーと一致しない。

• iLO が不正な KDC サーバーアドレス用に構成されている。

• クライアント PC、KDC サーバー、および iLO の間で、日時が一致しない。これらのシステム上の日
時を同じ値に設定します。これらのシステム上の日時は 5 分以上異なっていてはいけません。

アクション

ご使用の環境が、Kerberos サポートの要件を満たしていることを確認します。

詳しくは、iLO ユーザーガイドを参照してください。

解決方法 3

原因

ディレクトリユーザーアカウントに関わる問題があります。次のような問題が考えられます。

• iLO コンピューターアカウントが Active Directory 内に存在しないか、アカウントが無効になっている。

• クライアント PC にログインしているユーザーが、iLO アクセスを認可された（汎用またはグローバル
な）ディレクトリグループのメンバーでない。
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アクション

DNS サーバーを修復します。

Kerberos ログインの試行中に iLO 認証情報プロンプトが表示される

症状

ユーザーが Zero Sign In ボタンをクリックしたとき、認証情報プロンプトが表示されます。

原因

ブラウザーが Kerberos ログイン用に正しく構成されていません。

アクション

Kerberos ログインをサポートするようにブラウザーを構成します。

手順については、iLO を参照してください。

名前による Kerberos ログインの試行中に iLO 認証情報プロンプトが表示され
る

症状

ユーザーが Kerberos SPN 形式のユーザー名および関連付けられているドメインパスワードを使用して
iLO にログインしようとするときに、認証情報プロンプトが表示されます。

原因

iLO 用のコンピューターアカウントは子ドメインの一部であり、Kerberos 構成パラメーターは親ドメイン
を参照します。

アクション

以下の Kerberos パラメーターが正しく構成されていることを確認します。Kerberos Realm、Kerberos
KDC Server Address、Kerberos KDC Server Port。

手順については、iLO を参照してください。

iLO へのディレクトリ接続が途中で終了する

症状

アクティブディレクトリセッションが途中で終了します。

原因

ネットワークエラーによって、iLO は、ディレクトリ接続が無効になったと判断することがあります。iLO
がディレクトリを検出できない場合、iLO は、ディレクトリ接続を終了します。終了された接続を使用し
て作業の継続を試みても、ブラウザーは、ログインページに転送されます。

この問題は、以下の状況で発生する可能性があります。

• ネットワーク接続が切断された。

• ディレクトリサーバーがシャットダウンした。
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アクション

ログインしなおして iLO の使用を継続します。

ディレクトリサーバーを使用できない場合は、ローカルユーザーアカウントを使用してログインします。

構成されているディレクトリユーザーコンテキストが iLO ログインで動作しな
い

症状

ディレクトリユーザーコンテキストが構成されていますが、ディレクトリユーザーコンテキストが提供す
るログインオプションが機能しません。

原因

ディレクトリまたはユーザーコンテキスト内のユーザーオブジェクトが正しく構成されていません。

アクション

• ユーザーオブジェクトの完全な DN がディレクトリに存在することを確認します。

この情報は DN の 初の CN =の後にあります。

• DN の残りの部分はユーザーコンテキストとして追加されていることを確認します。

ユーザーコンテキストは、大文字と小文字を区別しません。また、それ以外の文字は、空白も含めて、
ユーザーコンテキストの一部です。

ディレクトリタイムアウトになった後も iLO ディレクトリユーザーアカウント
がログアウトしない

症状

ディレクトリユーザーは、ディレクトリログインタイムアウトのために構成された時間だけアイドル状態
になった後、ログアウトされません。

原因

iLO の Idle Connection Timeout 値が無限に設定されています。この構成の場合、リモートコンソール
は、定期的に iLO ファームウェアの ping を実行して、接続が存在することを確認します。リモートコン
ソールが iLO に ping を送信すると、iLO ファームウェアは、ユーザー権限についてディレクトリにクエリ
を実行します。この定期的なクエリによりディレクトリ接続がアクティブであり続け、ディレクトリタイ
ムアウト設定に基づくユーザーのログアウトが行われなくなります。

アクション

Idle Connection Timeout 設定を変更します。

iLO Zero サインイン構成用の Kerberos キータブファイルの生成の失敗

症状

ktpassを使用してキータブファイルを生成しようとしたときにプロセスが失敗します。
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原因

ktpassコマンドの書式が正しくありませんでした。

アクション

もう一度実行し、ktpassコマンド内のプリンシパル名の書式が正しいことを確認してください。

iLOKerberos 構成での Setspnの実行中のエラー

症状

Setspnコマンドの実行中にエラーが発生しました。

アクション

1. ADSIEditスナップインを備えた MMC を使用し、iLO のコンピューターオブジェクトを検索します。

2. DNSHostNameプロパティを iLO の DNS 名に設定します。

例：cn=iloname,ou=us,ou=clients,dc=example,dc=net

ドメインコントローラー OS の再インストール後に iLO Zero サインインが失敗
する

症状

ドメインコントローラー OS を再インストールした後に iLO Web インターフェイスの Zero Sign In オプ
ションが動作しません。

原因

ドメインコントローラー OS が再インストールされると、キーバージョン番号がリセットされます。

アクション

新しい Kerberos キータブファイルを生成してインストールします。

Active Directory の認証情報での iLO ログインに失敗する

症状

Active Directory を使用するように iLO が構成されている場合にユーザー認証に失敗します。

原因

証明書の問題があります。

• Active Directory サーバーに SSL 証明書がインストールされていません。

• Active Directory サーバー上の古い SSL 証明書は、現在の証明書の CA と同じ名前の以前の信頼済み
CA を指しています。これは、証明書サービスが追加された後削除され、再度、追加された場合に発生
することがあります。

Directory Tests ページの SSL 接続テスト結果を確認することによって、この原因を確認できます。
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アクション

1. MMC を起動します。

2. 証明書スナップインを追加します。

3. プロンプトが表示されたら、表示する証明書のタイプとしてコンピューターアカウントを選択します。

4. 証明書スナップインに戻るために、OK をクリックします。

5. 個人 > 証明書フォルダーを選択します。

6. フォルダーを右クリックして、新しい証明書の要求を選択します。

7. 証明書の種類がドメインコントローラーになっていることを確認したら、証明書が発行されるように
なるまで次へをクリックします。

iLO リモートコンソールの問題

Linux クライアントで Firefox を使用して Java IRC を実行すると、iLO Java
IRC に赤色の X が表示される

症状

Linux システム上で Java IRC を実行すると、Java IRC に赤色の X アイコンが表示されます。

原因

Firefox が cookie を受け入れる設定になっていません。

アクション

cookie を受け入れるように Firefox を構成します。

iLO Java IRC が起動しない

症状

セキュリティ警告を受け入れずに、アプリケーションを実行することを確認した場合、Java IRC は起動
しません。

原因

セキュリティ警告を受け入れてアプリケーションを実行することを確認することなく Java IRC を起動す
ることはできません。

アクション

1. Java コンソールウィンドウのクリアボタンをクリックします。

2. Java コンソールウィンドウの閉じるボタンをクリックします。

3. iLO をリセットします。

4. ブラウザーのキャッシュをクリアします。
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5. ブラウザーを閉じて、新しいブラウザーウィンドウを開きます。

6. iLO にログインして、Java IRC を起動し、証明書を受け入れます。

カーソルが iLO のリモートコンソールウィンドウの隅にアクセスできない

症状

マウスカーソルをリモートコンソールウィンドウの隅に移動できません。

アクション

マウスカーソルを右クリックしてリモートコンソールウィンドウの外側にドラッグしてから、内側にドラ
ッグして戻してください。

iLO リモートコンソールのテキストウィンドウが正しく更新されない

症状

リモートコンソールを使用して、高速でスクロールするテキストウィンドウを表示する場合、テキストウ
ィンドウが正しく更新されないことがあります。

原因

この問題は、iLO のファームウェアの検出/表示速度よりもビデオの更新速度のほうが速いときに発生する
ことがあります。通常、テキストウィンドウの左上隅だけが更新され、残りの部分の表示は更新されませ
ん。

アクション

テキストウィンドウのスクロールが停止した後、更新をクリックしてリモートコンソールウィンドウを更
新します。

iLO .NET IRC または Java IRC（Java Web Start）でマウスやキーボードを使用
できない

症状

.NET IRC または Java IRC（Java Web Start オプション）でマウスやキーボードを使用できません。

解決方法 1

アクション

1. .NET IRC または Java IRC を閉じます。

2. 電力設定ページに移動します。

3. マウス、キーボードの持続接続チェックボックスをクリアし、適用をクリックします。

4. .NET IRC または Java IRC を再び起動します。
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解決方法 2

アクション

マウスカーソルを右クリックしてリモートコンソールウィンドウの外側にドラッグしてから、内側にドラ
ッグして戻してください。

iLO Java IRC（Java Applet）でマウスやキーボードを使用できない

症状

Java IRC（Java Applet オプション）でマウスやキーボードを使用できません。

解決方法 1

アクション

1. Java IRC を閉じます。

2. 電力設定ページに移動します。

3. マウス、キーボードの持続接続チェックボックスをクリアし、適用をクリックします。

4. Java IRC を再び起動します。

解決方法 2

アクション

マウスカーソルを右クリックしてリモートコンソールウィンドウの外側にドラッグしてから、内側にドラ
ッグして戻してください。

解決方法 3

アクション

1. ブラウザーウィンドウを閉じて、新しいブラウザーを開きます。

2. Java コントロールパネルを開きます。

3. Java Runtime Environment 設定ダイアログボックスに移動します。

4. 次のランタイムパラメーターを追加します。–Dsun.java2d.d3d=false。
5. OK をクリックして Java Runtime Environment 設定ウィンドウを閉じます。

6. 適用をクリックし、了解をクリックして Java コントロールパネルを閉じます。

適用をクリックする前に変更内容を表示すると、ランタイムパラメーターダイアログボックスがリセ
ットされ、編集内容が失われることがあります。

7. ブラウザーを起動して、iLO にログインします。

8. Java IRC を再び起動します。
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iLO .NET IRC がウィンドウの切り替え後に継続して文字を送信する

症状

別のウィンドウに切り替えると、.NET IRC は継続的に文字を送信します。

原因

.NET IRC セッション時にキーを押して、ウィンドウを切り替えた場合、キーはセッション中に押された
ままの状態になります。これにより、文字が継続的に繰り返されることになります。

アクション

.NET IRC ウィンドウをクリックして、デスクトップの前面にリモートコンソールウィンドウを移動させ
ます。

iLO Java IRC のディスケットおよび USB キーデバイス情報の表示が誤ってい
る

症状

Firefox ブラウザーを使用する場合、Java IRC が表示するディスケットドライブおよび USB キーデバイス
情報が誤っている可能性があります。

原因

クライアント OS または Java ソフトウェアが期限切れの場合があります。

アクション

1. Red Hat Enterprise Linux 6 以降がローカルクライアントシステムにインストールされていることを確
認します。

2. 新バージョンの Java をインストールし、Firefox ブラウザーで接続するように Java を設定します。

3. iLO Web インターフェイスにログインします。

4. USB キーまたはディスケットをローカルクライアントシステムに挿入します。

5. USB キーまたはディスケットにアクセスできることを確認します。

6. Java IRC セッションを開きます。

7. 仮想ドライブ > イメージファイルリムーバルメディアの順に選択します。

ディスクイメージファイルを選択してくださいダイアログボックスが開きます。

8. クライアントに挿入した USB キーまたはディスケットのパス（/dev/disk）を入力または選択しま

す。

USB キーまたはディスケットを by-label でマウントすることもできます。

9. OK をクリックします。

iLO と Java IRC の間で Caps Lock が同期しない

症状

Java IRC にログインすると、iLO と Java IRC の間で Caps Lock 設定が同期しない場合があります。
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アクション

Caps Lock 設定を同期させるには、Java IRC でキーボード > Caps Lock の順に選択して、Caps Lock 設
定を同期させます。

iLO と共有リモートコンソールの間で Num Lock が同期しない

症状

共有リモートコンソールセッションにログインすると、iLO と一部のリモートコンソールセッションの間
で Num Lock 設定が同期しない場合があります。

アクション

Num Lock 設定を同期させるには、リモートコンソールでキーボード > Num Lock の順に選択します。

iLO リモートコンソールセッション中に意図しないキーストロークが繰り返され
る

症状

リモートコンソールセッション中に意図しないキーストロークが繰り返されます。

解決方法 1

原因

ネットワークの問題がネットワーク遅延を引き起こしている可能性があります。

アクション

ネットワーク遅延を引き起こす場合がある問題を特定し、解決します。

解決方法 2

原因

リモートシステムの設定により遅延が生じています。

アクション

1. リモートマシンで以下の設定を調整します。

• Increase the typematic delay - この設定は、キーボードのキーを押したままにしたときに文字を
繰り返す前の遅延を制御します。

• Decrease the typematic rate - この設定は、キーボードのキーを押したままにしたときに文字を繰
り返す速度を制御します。
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これらの設定の正式名称は、使用している OS によって異なります。キーリピート遅延と速度の変更
について詳しくは、OS のドキュメントを参照してください。

iLO .NET IRC が再生モードにあるとき、セッションリーダーが接続要求を受信し
ない

症状

リモートコンソールセッションリーダーがキャプチャされたビデオデータを再生する場合、別のユーザー
が.NET IRC へのアクセスまたは共有を要求するときにプロンプトが表示されません。

原因

.NET IRC をアクセスまたは共有する要求がタイムアウトしました。

アクション

他のユーザーに連絡するか、リモートコンソール取得機能を使用して.NET IRC を制御します。

iLO リモートコンソールのキーボード LED が正しく動作しない

症状

クライアントのキーボード LED は、リモートコンソールキーボードの状態を反映しません。

原因

クライアントのキーボード LED は、リモートコンソールキーボードの実際の状態を反映しません。リモ
ートコンソールでキーボードオプションを使用すると、Caps Lock、Num Lock、および Scroll Lock キ
ーは完全に機能します。

アクション

操作は必要ありません。

iLO .NET IRC が非アクティブになるか切断される

症状

iLO .NET IRC は、稼働率が高くなると非アクティブになったり、切断されたりします。.NET IRC は非ア
クティブになる前に、動作が遅くなります。非アクティブな.NET IRC の症状には以下のものがあります。

• .NET IRC の画面が更新されない。

• キーボードおよびマウスの動作が記録されない。

• 共有リモートコンソール要求が登録されない。

• キャプチャされたビデオファイルを再生することはできますが、他の.NET IRC 機能が非アクティブの
ままです。

解決方法 1

原因

複数のユーザーが iLO にログインしています。
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アクション

• 同時 iLO ユーザーセッション数を減らします。

• iLO をリセットします。

解決方法 2

原因

接続されている仮想メディアセッションは、継続したコピー動作の実行に使用されています。継続したコ
ピー動作が優先されるため、.NET IRC の同期が失われます。やがて仮想メディア接続が何度かリセット
され、OS が仮想メディアクライアントとの同期を失います。

アクション

• .NET IRC と仮想メディアを接続しなおします。

• iLO をリセットします。

iLO .NET IRC がサーバーに接続できない

症状

iLO は.NET IRC セッションの確立時に Failed to connect to serverというメッセージを表示し

ます。

解決方法 1

原因

ネットワークの応答が遅延している。iLO .NET IRC クライアントは、iLO との接続が確立されるまで、指
定された時間待ちます。クライアントサーバーは、この時間内に応答を受信しない場合、エラーメッセー
ジを表示します。

アクション

ネットワーク遅延を修正して、.NET IRC 接続を再試行します。

解決方法 2

原因

共有リモートコンソールセッションが要求されたが、セッションリーダーの受諾または拒否のメッセージ
送信が遅延している。iLO .NET IRC クライアントは、iLO との接続が確立されるまで、指定された時間待
ちます。クライアントサーバーは、この時間内に応答を受信しない場合、エラーメッセージを表示しま
す。
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アクション

.NET IRC セッションリーダーに問い合わせて要求の再試行を行うか、リモートコンソール取得機能を使
用してください。

サーバーから iLO 仮想メディア USB キーにファイルをコピーした後にファイル
が表示されない

症状

ファイルをターゲットサーバーから iLO 仮想ドライブにコピーした場合、ファイルがクライアントコンピ
ューター上の Windows エクスプローラーに表示されません。

原因

iLO 仮想メディア USB キー上のファイルの変更を、クライアントコンピューターのユーザーが Windows
エクスプローラーで表示するこ Virtual Drives とはできません。

Windows エクスプローラーでは、ファイルのキャッシュされたコピーを USB キー上に保持します。USB
キーがファイルの変更によって更新されたとき、iLO リモートコンソールは Windows シェルに通知しま
せん。エクスプローラーウィンドウを更新すると、キャッシュされた情報が USB キーに送り返されるた
め、変更された情報を表示することはできません。

アクション

1. Windows クライアントコンピューターに USB キーを接続します。

2. .NET IRC を起動し、USB キーを仮想ドライブメニューで選択することによって USB キーを接続しま
す。

3. 接続したデバイス上のファイルを変更（コピー、削除など）します。

4. デバイス上のすべてのデータが更新されたことを確認するには、ターゲットサーバーからデバイスを
アンマウントします。

5. .NET IRC の Virtual Devices メニューを使用して、デバイスを切断します。

USB キーの内容の更新に、Windows エクスプローラーを使用しないでください。

6. ハードウェアの安全な取り外し機能を使用して、クライアントコンピューターからデバイスを取り出
します。

7. クライアントコンピューターからデバイスを取り外します。

USB キーをコンピューターに接続すると、Windows エクスプローラーでファイルの変更を確認できま
す。

iLO .NET IRC はアプリケーション要件を確認するのに長い時間がかかる

症状

.NET IRC を iLO Web インターフェイスから起動すると、アプリケーションの起動中ダイアログボックス
が表示され、その画面が長い間表示されます。

アクション

1. Internet Explorer を起動します。

2. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
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インターネットオプションウィンドウが開きます。

3. 接続タブをクリックし、LAN の設定ボタンをクリックします。

ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定ウィンドウが開きます。

4. 設定を自動的に検出するチェックボックスの選択を解除します。

5. オプション：必要に応じてプロキシサーバーの設定を行います。

6. すべてのブラウザーウィンドウを閉じます。

7. ブラウザーを再起動し、.NET IRC を起動します。

iLO .NET IRC が起動しない

症状

.NET IRC を起動すると、アプリケーションを起動できませんでした。ダイアログボックスが表示され、

Application cannot be startedのメッセージが表示されます。アプリケーションベンダーにお問

い合わせください。

アクション

Windows コマンドプロンプトから次のコマンドを入力して、ClickOnce アプリケーションキャッシュをク
リアします。rundll32 %windir%\system32\dfshim.dll CleanOnlineAppCache

iLO .NET IRC を共有できません

症状

共有.NET IRC セッションに参加しようとしたときに、接続できませんダイアログボックスが表示され、

Unable to connect to shared IRCというメッセージが表示されます。これは 17990ポートをブ

ロックするファイアウォールが原因かもしれません。

アクション

• セッションリーダーの.NET IRC クライアントと各共有.NET IRC クライアントの間に通信パスが存在
することを確認します。

• すべてのクライアントのファイアウォール設定が、リモートコンソールポート（デフォルトポートは
17990）へのインバウンド接続を許可していることを確認します。

iLO .NET IRC が Firefox で起動しない

症状

Mozilla Firefox で.NET IRC を起動すると、アプリケーションが起動に失敗する場合があります。

原因

iLO システムがデフォルトの iLO SSL 証明書（署名されている信頼済み証明書ではない）を使用している
場合、iLO Web インターフェイスは、HTTPS ではなく HTTP を使用して、.NET IRC を起動します。iLO
Web インターフェイスは HTTPS を使用し、Web インターフェイスは HTTP を使用してリモートコンソ
ールを起動するため、ブラウザーに警告が表示されます。
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アクション

• iLO に SSL 証明書をインポートし、iLO 統合リモートコンソールページの IRC は iLO 内の信頼された
証明書を要求します設定を有効にします。この構成が も安全な解決方法です。

• アドレスバーの盾アイコンをクリックし、 オプション > Disable protection for now を選択します。

• 別のブラウザーを使用します。

• スタンドアロンの IRC を使用します。

スタンドアロンの IRC を次の Web サイトからダウンロードできます。http://www.hpe.com/
support/hpesc

• iLO Mobile アプリケーションを使用します。

詳しくは、http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp を参照してください。

iLO .NET IRC が Google Chrome で起動しない

症状

Google Chrome で.NET IRC を起動すると、アプリケーションが起動に失敗します。

原因

Google Chrome の以前のバージョンでは、ClickOnce をサポートする NPAPI プラグインを使用して.NET
IRC を実行できました。Google Chrome バージョン 42 以降では、NPAPI ベースのプラグインがサポート
されません。

アクション

• 別のブラウザーを使用します。

• Java IRC を使用します。

• スタンドアロンの IRC を使用します。

スタンドアロンの IRC を次の Web サイトからダウンロードできます。http://www.hpe.com/
support/hpesc

• iLO Mobile アプリケーションを使用します。

詳しくは、http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp を参照してください。

iLO リモートコンソールを使用してマウントされた USB キーを使用して DOS
からブートできない

症状

iLO リモートコンソールを使用して、マウントされている DOS ブート可能な USB キーから起動しようと
すると、エラーが発生します。

USB キーの容量が 2 GB 以下の場合は、次のメッセージが表示されます。

Attempting Boot from CD-ROM
Attempting Boot from USB DriveKey (C:)
Cannot load DOS! Any key to retry
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USB キーの容量が 2 GB を超える場合は、次のメッセージが表示され、サーバーがその時点で操作を停止
します。

Attempting Boot from USB DriveKey (C:)Boot from Drive
Operating system load error

原因

リモートコンソールが USB キーのブートセクタにアクセスするための十分な権限を持っていません。

アクション

• Internet Explorer を右クリックし、管理者として実行を選択します。iLO の Web インターフェイスを
起動し、リモートコンソールを起動してから、USB キーからブートします。

• USB キーをサーバーに挿入します。

iLO と SSH の問題

iLO との PuTTY の初期接続時の入力が緩慢である

症状

PuTTY クライアントを使用して初めて iLO に接続を行う際、入力の受け付けが緩慢（約 5 秒間）になり
ます。

アクション

• クライアントの構成オプションが正しいことを確認します。

• Low-level TCP connection options の Disable Nagle's algorithm チェックボックスの選択を解除して
ください。

iLO 共有ネットワークポートを使用する場合、PuTTY クライアントが応答しない

症状

共有ネットワークポートで PuTTY クライアントを使用する場合、PuTTY セッションが応答しなくなりま
す。

原因

大量のデータが転送されているか、仮想シリアルポートとリモートコンソールを使用しています。

アクション

PuTTY クライアントを終了して、セッションを再開してください。

iLO への SSH 接続を使用する場合にテキストが正しく表示されない

症状

80 文字×25 行を超える拡張テキスト構成は、SSH を使用する場合は、正しく表示されません。
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原因

テキストベースのリモートコンソールからの SSH アクセスでは、標準の 80 文字×25 行構成のテキスト画
面がサポートされます。このモードは、ほとんどのテキストモードインターフェイスで、テキストベース
のリモートコンソール に対する互換性を備えています。

アクション

Hewlett Packard Enterprise は、テキストアプリケーションを 80 文字×25 行モードで設定するか、グラフ
ィックリモートコンソールを使用することをお勧めします。

iLO 連携の問題

iLO 連携ページでクエリエラーが発生する

症状

iLO 連携ページを開いたときに、iLO ピアおよび関連付けられたデータがページに表示されないことがあ
り、次のエラーが表示されます。

Errors occurred during query, returned data may be incomplete or 
inconsistent.（クエリの実行中にエラーが発生しました。返されたデータが完全でないか、不整合が

ありません。）

原因

このエラーはネットワーク通信エラー、構成の問題、または障害が発生した iLO システムによって、iLO
連携グループ内のすべてのシステムからデータを取得できないときに発生することがあります。

アクション

• 構成済みのマルチキャストアナウンスメント間隔の 2 倍待ってから、iLO 連携ページを更新します。

iLO システムが再構成され、ローカル iLO システムと通信できない場合は、期限が切れた後でピア関係
から削除されます。

• マルチシステムマップページのエラーを確認します。

このページでは、iLO ピア間の通信の問題を識別することができます。

• BladeSystem エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場合、Onboard Administrator Web イ
ンターフェイスのエンクロージャー設定 > ネットワークアクセス > プロトコルページで、エンクロー
ジャー iLO 連携サポートが構成されているか確認します。

Onboard Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりません。

これは、エンクロージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。

• ネットワーク内のスイッチが iLO ピア間で通信できるように構成されていることを確認します。

• iLO ピアのネットワークルート、サブネットマスク、IP アドレス、または HTTP ポートを変更した場
合、ピアがローカル iLO システムへの通信パスを持っていることを確認します。

• ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認します。

中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の変更により、ローカル
の iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性があります。
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iLO のマルチシステムマップページにタイムアウトエラーが表示される

症状

マルチシステムマップページに、ローカル iLO システムのピアに対する Timed Outエラーが表示されま

す。

原因

このエラーは、次の状況で発生する可能性があります。

• ローカル iLO システムのピアに障害のあるピアがある。

• 中間のファイアウォールによってローカル iLO システムとピア間の通信が妨害されている。

• ネットワーク構成の変更によってローカル iLO システムとピア間の通信が妨害されている。

• ピアが搭載されているエンクロージャーが、iLO 連携をサポートするように構成されていない。

アクション

• 障害が発生したピアを削除するか修復します。

• ネットワークが iLO ピアの間で通信できるように構成されていることを確認します。

• Onboard Administrator Web インターフェイスのエンクロージャー設定 > ネットワークアクセス > プ
ロトコルページで、iLO サーバーブレードピアを含むエンクロージャーが iLO 連携サポートに構成され
ていることを確認します。

Onboard Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりません。これは、エンクロ
ージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。

iLO ピアが iLO 連携ページに表示されない

症状

iLO ピア（ローカル iLO システムと同じグループ内のシステム）が iLO 連携ページに表示されていませ
ん。

アクション

• 選択したグループのメンバーになっているすべての iLO システムのグループキーが一致することを確
認してください。

• 構成済みのマルチキャスト間隔の 2 倍待ってから、iLO 連携ページを更新します。

iLO システムが再構成され、ローカル iLO システムと通信できない場合は、期限が切れた後でピア関係
から削除されます。

• エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場合、Onboard Administrator Web インターフェイ
スのエンクロージャー設定 > ネットワークアクセス > プロトコルページで、エンクロージャー iLO 連
携サポートが構成されているか確認します。

Onboard Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりません。これは、エンクロ
ージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。

• ネットワーク内のスイッチが iLO ピア間で通信できるように構成されていることを確認します。

• ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認します。
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中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の変更により、ローカル
の iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性があります。

iLO マルチシステムマップページに 502 エラーが表示される

症状

マルチシステムマップページで 502 エラーが表示されます。

原因

一覧表示されているピアがローカル iLO システムからの要求を拒否しました。

アクション

ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認します。

中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の変更により、ローカルの
iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性があります。

iLO マルチシステムマップページに 403 エラーが表示される

症状

マルチシステムマップページで 403 禁止/認証エラーが表示されます。

原因

ローカル iLO システムのグループキーとピア iLO システムのグループキーが一致しません。

アクション

選択したグループのメンバーになっているすべての iLO システムのグループキーが一致することを確認
してください。

ファームウェア更新の問題

iLO ファームウェアの更新が失敗する

症状

iLO ファームウェアを更新しようとすると次の問題が発生します。

• iLO ファームウェアが応答していません。

• iLO がファームウェア更新要求を受け入れませんでした。

• iLO ファームウェアの更新は、更新が完了する前に停止しました。

解決方法 1

原因

通信またはネットワークの問題が発生しました。
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アクション

1. iLO に Web ブラウザー経由で接続を試みます。接続できない場合は、通信に問題があります。

2. iLO に対して ping を実行します。成功する場合、ネットワークは動作しています。

3. ファームウェアアップデートを再度実行してください。

解決方法 2

アクション

別のファームウェアアップデート方法を試してください。

詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

iLO ファームウェア更新エラー

症状

ファームウェアの更新中に次のエラーが表示されます。

後のファームウェアのアップデートは成功しませんでした。次のアップデートの準備をしてください。

原因

iLO ファームウェアの更新で間違ったファイルを使用しました。

アクション

フラッシュプロセスをリセットするには、クリアエラーをクリックして正しいファームウェアファイルで
ファームウェアの更新を再び実行します。

エラーをクリアしないと、正しいファームウェアファイルを使用しても、同じエラーが発生する場合があ
ります。

iLO ファームウェアアップデートが終了しない

症状

iLO ファームウェアアップデートが 1%完了のままで終了しません。

アクション

1. サーバーに HPONCFG をインストールします。

HPONCFG は Web サイト http://www.hpe.com/support/hpesc からダウンロードできます。

HPONCFG の使用方法については、iLO スクリプティングおよび CLI ガイドを参照してください。

2. コマンドウィンドウを開きます。

3. HPONCFG を含むディレクトリを変更します。

4. 次のいずれかのコマンドを入力します。
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• Windows の場合：hponcfg /reset
• Linux の場合：hponcfg -r

5. iLO ファームウェアアップデートを再度実行してください。

一般的な iLO の問題

AMS がインストールされているのに、iLO で使用できない

症状

AMS がサーバーにインストールされているのに、iLO の Web インターフェイスで利用不可と表示されま
す。

アクション

1. AMS がインストールされていることを確認します。

2. AMS を再起動します。

3. iLO をリセットします。

iLO サービスポートの問題

iLO サービスポート（Gen10 サーバーのみ）に接続された USB キーのマウント
が失敗する

症状

iLO サービスポートに接続された USB キーのマウントが失敗する

原因

USB キーは、FAT32 フォーマットでフォーマットされていないか、無効なパーティションテーブルがあ
ります。

アクション

• USB キーが FAT32 にフォーマットされていることを確認します。フォーマットされていない場合、
USB キーを再フォーマットします。

• USB キーが FAT32 にフォーマットされており、かつマウントされない場合、Microsoft DiskPart など
のユーティリティを使用してそのパーティションを削除して再作成します。
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Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning で、メンテナンスタスクを実行できな
い

症状

Intelligent Provisioning を使用して、HPE Synergy コンピュートモジュールに以下のメンテナンスタスク
のいずれかを実行しようとすると、タスクが失敗します。

• Active Health System データのダウンロード

• ファームウェアの更新

• iLO 設定ユーティリティの使用

• 消去ユーティリティの使用

原因

Intelligent Provisioning は、HPE Synergy コンピュートモジュールではこれらのメンテナンスタスクをサ
ポートしていません。

アクション

タスクを実行するには、HPE OneView を使用します。

リソースを HPE OneView で管理している場合、Intelligent
Provisioning を使用した構成を行えない

症状

Intelligent Provisioning で、サーバーの構成タスクを実行するための設定が無効です。

原因

タスクを実行するには、HPE OneView を使用する必要があります。

アクション

HPE OneView を使用して、サーバーの設定を構成します。

HPE OneView から Intelligent Provisioning を起動できない

症状

HPE OneView を使用して Intelligent Provisioning を起動すると、Intelligent Provisioning が必要な時間内
に起動できなかったという内容のエラーが表示されます。

原因

新バージョンの Intelligent Provisioning がインストールされていないか、になっています。
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アクション

1. POST 中に F10 を押して、影響を受けたシステム上で Intelligent Provisioning を手動で起動してみま
す。

2. Intelligent provisioning を手動で起動できた場合は、この操作を HPE OneView から再度試してくださ
い。

3. 手動での起動がそれでも失敗する場合は、iLO を再起動して手順 1 を再度試します。

4. 起動がそれでも失敗する場合は、http://www.hpe.com/jp/intelligentprovisioning にある 新バージョ
ンの Intelligent Provisioning をインストールしてください。

HPE Synergy がネットワーク共有または FTP サーバーに接続
できない

症状

Intelligent Provisioning 環境設定ページには HPE Synergy コンピュートモジュール上の Ethernet ポート
が表示されるが、モジュールがネットワーク共有または FTP サーバーに接続できない。

アクション

HPE Synergy コンピュートモジュールのネットワークを構成するには、HPE OneView を使用します。

HPE Synergy コンピュートモジュールで、iLO、Erase、IRS、
AHSD、およびファームウェアの更新の機能が機能しない

症状

HPE Synergy コンピュートモジュールを構成しているが、Intelligent Provisioning で iLO、Erase、IRS、
AHSD、およびファームウェアの更新が機能しない。

アクション

これらの機能を構成するには、HPE OneView を使用する必要があります。
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Smart Update Manager
SUM の依存関係の問題

症状

1. SUM がコンポーネントエラーの Missing 32 lib dependを表示する。

2. SUM で Red Hat Enterprise Linux システムの SUSE Enterprise Linux の依存関係がリストされる

解決方法 1

原因

ご使用のシステムに一部の 32 ビット依存関係がインストールされていない可能性があります。

アクション

システムにすべての 32 ビットライブラリがインストールされていることを確認してください。必要なラ
イブラリの詳細については、コンポーネントのリリースノートを参照してください。

解決方法 2

原因

SUM で Red Hat コンポーネントではなく SUSE コンポーネントが誤ってリストされる。

アクション

アクションは不要です。

SUM が応答を停止する。

症状

• アップデートの展開に、予想よりも長い時間がかかる。

• ベースラインでインベントリを実行すると、SUM が応答を停止する。

• SUM が突然シャットダウンする。

解決方法 1

アクション

1. 以下の操作を試してください。

• SUM を起動します。

• clean-cacheを実行し、SUM を起動します。
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• SUM エンジンをシャットダウンします。SUM ディレクトリからコマンド smartupdate
shutdownengineを使用します。

• コンピューターを再起動して、SUM をもう一度実行します。

解決方法 2

原因

SUM にシステムリソースまたはネットワークリソースがない可能性があります。

アクション

一度に 50 以上のノードまたは 10 以上の VMware ノードを展開しないでください。

解決方法 3

原因

複数のベースラインでインベントリを実行すると、非常に多くのシステムリソースを使用する場合があり
ます。

アクション

SPP ベースラインへのインベントリの実行は、一度に 1 つずつとしてください。

SUM 画面に古い情報が表示される

症状

SUM 画面に表示される情報が古いか、正しくない。

原因

Web ブラウザーで、SUM 画面のキャッシュされたバージョンが保存されています。

アクション

Web ブラウザーのキャッシュをクリアします。

SUM が展開用のコンポーネントを選択できない

症状

バージョンが異なるコンポーネントを使用できますが、SUM ではそのバージョンは自動選択されません。

原因

SUM は、日付のフォーマットを認識しません。
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アクション

Smart インストーラーを使用してコンポーネントを更新してください。

選択したすべてのサーバーで、SUM のオフライン展開を開始で
きない

症状

選択したすべてのサーバーで、iLO 連携グループでのオフラインレビュー/展開処置が開始されない。

原因

管理ネットワークが、オフライン展開要求を処理できません。

アクション

1. サーバーグループの規模を小さくして、オフライン展開要求を試みます。

エンクロージャーで複数のサーバーを使用している場合は、サーバーグループのメンバーを 8 つまで
に制限することをお勧めします。

2. ご使用の環境に適用されるアップデートだけを含むカスタム ISO を使用して、オフライン展開要求を
試みます。

SUM で sudo ユーザーの問題が発生する

症状

sudo を使用してノードを編集すると SUM が応答しない。

原因

ユーザー認証情報にリモートノードの管理者権限がない可能性があります。

アクション

SUM にログインしたユーザーがシステムの管理者グループに属していることを確認してください。

SUM 展開ボタンが表示されない

症状

SUM のノードの展開画面に展開ボタンが表示されない。

原因

SUM が、失敗した依存関係を検出しました。
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アクション

アップデートの展開を試行する前に、すべての依存関係が SUM で解決されていることを確認してくださ
い。

SUM ノードのインベントリが失敗する

症状

• リモートの Windows ノードでインベントリの障害が発生する。ノードのログに、RegOpenKeyEx
failed with error RegOpenKeyEx completed with error 997: Overlapped I/O
operation is in progresというエラーが表示されます。

• SUM に VMware ノードのインベントリエラーが表示される。

解決方法 1

原因

これは、バックアップやレジストリにアクセスするプロセスなど、リモートの Windows ノードで動作し
ている別のプロセスでの問題である可能性があります。

アクション

レジストリにアクセスしているリモートプロセスをシャットダウンするか、ノードでローカルに SUM を
実行し、インベントリを実行してアップデートを展開します。

解決方法 2

原因

VMware サービスが開始されていません。

アクション

1. VMware サービスが実行されていることを確認します。VMware ESXi シェルにログインします。

2. プロバイダーバージョンを確認し、esxcli software vib list | grep smxと入力します。

3. プロバイダーサービスが実行されていることを確認し、/etc/init.d/sfcbd-watchdog status
と入力します。

4. プロバイダーがクエリに応答することを確認し、enum_instances
SMX_SCInstallationService root/hpqと入力します。

5. サービスを再起動するには、/etc/init.d/sfcbd-watchdog restart; /etc/init.d/sfcbd-
watchdog status;と入力します。

解決方法 3

原因

pciinfo.depotファイルが誤った場所にあります。
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アクション

1. すべてのタスクを閉じ、ノードの重要データをバックアップします。

2. root 権限でノードにログインします。

3. SUM ディレクトリ/ia64/にあるファイル pciinfo.depotをノードに転送します。

4. swinstall -x autoreboot=true -s ‘pwd’ ./pciinfo.depot PCCIINFOを実行します。

5. アップデートが終了したら、リモートホストで SUM を再実行して、追加のアップデートを続行できま
す。

SUM がノードを検出しない

症状

SUM が、一部のノード（たとえば、ソリッドステートハードドライブ）を検出しない場合がある。

原因

SUM がコンポーネントから収集した情報が、ノードからの情報と一致していない可能性があります。

アクション

ベースライン内にコンポーネントがあり、SUM がノードを検出しない場合、SUM の外部でコンポーネン
トを実行します。

SUM が Broadcom ポートをスキップする

症状

SUM が Broadcom ノードをアップデートしない。

原因

SUM がアップデートの展開を試みても、Broadcom ポートが起動しません。

アクション

ネットワークアダプターの取り付けに関して、該当するドライバーの前提条件を確認し、必要なポートの
状態を確認します。

SUM で Windows クラスターノードへの展開が行われない

症状

Windows クラスターのメンバーノードにアップデートを展開するとき、予期しない問題が発生する。

原因

SUM は、Windows クラスター環境をサポートしません。
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アクション

1. Windows クラスターからノードを削除します。

2. 操作を再実行してください。

SUM がレポートを生成しない

症状

SUM がノード用のレポートを生成できない。

原因

ノードがオフラインであるか、SUM がノードにアクセスできません。

アクション

ノードがオンラインか、ファイアウォールが開いているか、および SUM がノードに ping を送信できるか
を確認します。
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Smart Update ツール

iSUT ステージングディレクトリをクリアできない

症状

コンポーネントのステージング中に、 iSUT がステージングディレクトリをクリアできません。

解決方法 1

原因

ユーザーにはディレクトリまたはファイルに対する実行権限がありません。

アクション

管理者がディレクトリに対する書き込み権限を持つようにします。

解決方法 2

原因

他のプロセスが、ステージングされたファイルを使用しています。

アクション

他のプロセスが、ステージングされたファイルを使用していないことを確認します。

iSUT がインストールされているが、コマンドを発行しない

症状

iSUT のインストールに成功しましたが、コマンドが機能しません。

原因

管理者権限または root ユーザー権限を持たないユーザーアカウントが iSUT をインストールしました。

アクション

iSUT をアンインストールして管理者アカウントまたは root ユーザーで再インストールします。

iSUT がファイルをステージできない

症状

iSUT がファイルをステージできない。

解決方法 1

原因

iSUT ファイルには、ディスク上で利用可能なスペースよりも多くのスペースが必要です。
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アクション

ステージングドライブ上のディスクスペースをクリアし、ステージング操作を再試行します。

解決方法 2

原因

コンポーネントがベースライン SPP にありません。

アクション

コンポーネントがベースライン SPP にあることを確認してください。

解決方法 3

原因

SPP が Windows でのセキュリティの検証に失敗する。

アクション

Windows ルート証明書を更新します。GlobalSign Root CAおよび AddTrust External Root CA
証明書を手動で更新します。

iSUT が iLO 仮想メディアからベースライン ISO をマウントで
きない

症状

iLO 仮想メディアからのベースライン ISO のマウントに失敗しました。

原因

• ベースラインにアクセスできません。

• ベースライン ISO をホストしている HTTPS サーバーがビジーです。

• HPE iLO Advanced ライセンスがインストールされていません。

アクション

1. iLO 仮想メディアから他のベースライン ISO がすでにマウントされていないか確認してください。

2. HPE iLO Advanced ライセンスがインストールされていることを確認します。

3. ステージングディレクトリ URI にアクセスできることを確認します。

4. 操作を再試行してください。
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iSUT が展開を開始できない

症状

iSUT がアップデートを展開できません。

解決方法 1

原因

ステージングディレクトリにアクセスできないか、削除されています。

アクション

ステージングディレクトリが有効であることを確認します。

解決方法 2

原因

Windows 2008 R2 は(SHA)ｰ256 で署名されたアプリケーションを処理できません。

アクション

Windows 2008 SP2 のアップデートをインストールします。詳しくは、https://
support.microsoft.com/en-us/kb/2763674 を参照してください。

iSUT がコンポーネントを適用していない

症状

適用する必要があるコンポーネントが適用されていません。

原因

このことは次の状況で起こります。

• SUM を含むカスタムベースラインが作成された。

• カスタム SPP に、元の SPP の一部ではないコンポーネントが含まれている。

アクション

1. SPP に含まれるバージョンとは異なる SUM を使用します。

2. %temp%/HPSUM/HPSUM_VERSION/hpsum.pdbファイルを削除します。

3. ファームウェアのアップデートを実行します。

iSUT がサーバーを再起動できない

症状

iSUT はサーバーにアップデートを展開した後、サーバーを再起動できません。
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アクション

手動でサーバーを再起動してください。

iSUT が SUM を起動しない

症状

SUM が実行しません。

解決方法 1

原因

SUM バイナリがステージングロケーションに存在しません。

アクション

SUM が SPPISO 内に存在することを確認します。

解決方法 2

原因

SUM バイナリに適切な権限がありません。

アクション

SUM バイナリに適切な権限があることを確認します。

iSUT が HPE OneView 要求を処理できない

症状

iSUT が HPE OneView 要求を発行できない。

原因

iSUT は HPE OneView のバージョンをサポートしていません。

アクション

Integrated Smart Update Tools リリースノートで、 iSUT の 小要件を確認します。

特権を持たないアカウントが iSUT をインストールした

症状

iSUT のインストールに成功しましたが、コマンドが機能しません。

原因

管理者権限または root ユーザー権限を持たないユーザーアカウントが iSUT をインストールしました。
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アクション

iSUT をアンインストールして管理者アカウントまたは root ユーザーで再インストールします。

iSUT がコマンドを予期せずに変更する

症状

要求されたコマンドが処理中に変更されます。

原因

ユーザーは要求を送信しましたが、 iSUT は別の要求を処理しました。

アクション

変更されたコマンドを再発行します。1 つのコマンドが終了してから別のコマンドを発行するようにし
ます。
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デバイスをブートできません

症状

起動するオプションまたはデバイスが見つからない、または不明なデバイスとしてシステム構成内にリス
トされている、というメッセージが表示されます。

解決方法 1

原因

UEFI オプション ROM ドライバーがないオプションを起動しようとしています。

アクション

1. ブート機能に x64 または EFI バイトコードのいずれかをサポートしている UEFI オプションドライバ
ー（オプション ROM）がご使用のオプションカードにあることを確認してください。

注記:

• UEFI ドライバーは、システムユーティリティ画面にメッセージを表示したり、ファンクショ
ンキーのプロンプトを表示したりしません。

• マザーボードを交換すると、UEFI 変数は失われます。

• ブートイメージで PXE サーバーを構成する必要があります。また、x64 EFI マシンの場合、
x64 EFI DHCP のブート要求をサポートするように DHCP サーバーを構成する必要がありま
す。詳しくは、UEFI Information Library（http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs）を
参照してください。

2. ブート手順を再度試みます。

解決方法 2

原因

サポートされていないオプションまたは 新のファームウェアを実行していないオプションで起動しよ
うとしています。

アクション

1. ご使用のサーバーの Quick Specs または Read This First カードを参照して、ご使用のカードがサポー
トされていることを取り付ける前に確認します。他社製のオプションカードも動作する可能性があり
ますが、これらは、UEFI システムユーティリティを実行しているサーバー用に 適化されていませ
ん。

2. オプションのシステムヘルス設定に正しい情報が一覧表示されることを確認します。

3. 必要に応じて、 新の SPP をオフラインモードで使用して、ファームウェアを 新バージョンにアッ
プグレードします。
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解決方法 3

原因

デフォルトブートモード設定がユーザー定義の設定と異なります。

アクション

1. User Default Options は、カスタムのデフォルト構成を保存して、システムの復元時に使用します。

2. ブート手順を再度試みます。

システムデフォルトを復元できない

症状

• Windows で、あるサーバーから別のサーバーにドライブを移動した後、特定の設定が検出できないと
いうエラーメッセージが表示されます。

• マザーボードを交換した後、セキュアブートなどの構成設定が失われます。

原因

ドライブを移動したり、システムのハードウェアを交換したりすると、以前に構成した設定へのポインタ
ーが破壊される可能性があります。

アクション

1. Restore Default System Settings オプションまたは Restore Default Manufacturing Settings を使
用して、設定を復元します。

2. この手順を再度試みます。

ネットワークブート URL のファイルをダウンロードできない

症状

ネットワークブート用として指定した URL のファイルをダウンロードしようとすると、エラーメッセー
ジが表示されます。

解決方法 1

原因

静的構成時に指定したネットワーク URL が正しくありません。

アクション

1. 内蔵 UEFI シェルの pingコマンドを使用してネットワーク接続をチェックします。UEFI シェルユー

ザーガイドの「Ping」を参照してください。

2. 静的なネットワーク接続設定を変更し、URL にあるファイルをもう一度ダウンロードします。
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解決方法 2

原因

DHCP サーバーが応答していません。

アクション

1. DHCP サーバーが使用可能で、動作していることを確認します。

2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 3

原因

選択した NIC ポートにケーブルが接続されていません。

アクション

1. ケーブルが接続されていることを確認します。

2. URL をもう一度ダウンロードします。

解決方法 4

原因

ファイルが正しくないかサーバーに存在しない、または必要な権限がないためダウンロードできません。
ファイル名をチェックし、サーバーに存在していることを確認します。そのサーバーに対する管理者権限
があることを確認します。

アクション

1. ファイルが存在し、正しいファイル名を使用していること、そのファイルをダウンロードする十分な
権限を持っていることを確認します。

2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 5

原因

HTTP または FTP サーバーが停止、または応答しませんでした。

アクション

1. 指定した HTTP または FTP サーバーが利用可能で動作可能であるか確認します。

2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。
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ダウンロードしたイメージファイルを使用してネットワークブ
ートを行うことができない

症状

URL に指定されているイメージからの起動に失敗します。

解決方法 1

原因

イメージが署名されておらず、セキュアブートが有効になっています。

アクション

1. イメージが署名されており、そのセキュアブート設定が正しいことを確認します。See "Secure Boot
Settings" in the UEFI System Utilities User Guide for HPE ProLiant Gen9 Servers.

2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 2

原因

ダウンロードしたファイルが破損しています。

アクション

1. 新規ファイルを選択します。

2. URL 構成を繰り返して新しいファイルを指定します。

3. URL にある新規ファイルのダウンロードを再度試行します。

UEFI シェルスクリプトから展開できない

症状

UEFI シェルスクリプトを使用して OS を展開しようとすると、展開が失敗したことを示すエラーメッセ
ージが表示されます。

原因

構成設定が正しくありません。

アクション

1. 以下を確認します。

a. 内蔵 UEFI シェルインターフェイスが UEFI ブート順序リストまたはワンタイムブートメニューに
追加されている。

b. UEFI ブート順序リストに追加されると、内蔵 UEFI シェルインターフェイスが UEFI ブート順序リ
スト内の 初のブートオプションになり、ロードする他のブートオプションよりも優先される。

c. UEFI シェルスクリプト自動起動が有効になっている。

ダウンロードしたイメージファイルを使用してネットワークブートを行うことができない 257



d. 接続されているメディアまたはネットワーク上の startup.nshスクリプトファイルの場所が正

しく指定されている。接続メディア内の場合は、startup.nshスクリプトは fsX:\ または、

fsX:\efi\boot\ディレクトリ内になければなりません。

e. .nshスクリプトに、サポートされているコマンドのみが含まれている。

f. 使用しているシステムに、自動スクリプトの実行中に RAM ディスクを作成するための十分な RAM
メモリある。

g. .nsh scriptを使用して起動された OS ブートローダーや診断アプリケーションの UEFI 環境で

の実行がサポートされている。

h. シェルスクリプトの検証が有効になっている場合、スクリプトがセキュアブートデータベースに登
録され、スクリプトが#!NSH 行で始まることを確認する。

2. 展開をやり直します。

1 つ以上のデバイスのオプション ROM を実行できない

症状

1 つ以上のデバイスのオプション ROM を実行できません。

原因

利用可能なオプション ROM の総容量を超えました。

アクション

1. 不要なオプション ROM があれば（PXE など）無効にします。

2. この手順を再度試みます。

ブート順序リストに新しいネットワークまたはストレージデバ
イスが見つからない

症状

ネットワークまたはストレージデバイスを接続しましたが、ブート順序リストに表示されません。

原因

新しく追加されたデバイスは、システムを再起動するまで、ブート順序リストには表示されません。

アクション

1. システムを再起動します。

2. ご使用のデバイスがブート順序リストに表示されることを確認します。

Intel TXT が正常に動作していない

原因

いずれかの前提条件が有効になっていない可能性があります。
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アクション

• 前提条件が有効になっていることを確認します。

◦ すべてのインテルプロセッサーコア

◦ ハイパースレッディング

◦ VT-d

◦ TPM

無効なサーバーシリアル番号と製品 ID
症状

サーバーのシリアル番号と製品 ID が無効化、破損、または喪失したことを示すエラーメッセージが表示
されます。

原因

シリアル番号、製品 ID、またはその両方が有効でない、壊れている、あるいは失われました。

アクション

1. これらのフィールドに正しい値を入力します。

2. エラーメッセージが再び表示されないことを確認します。

無効な日付/時刻

症状

日付と時刻が設定されていないことを示すメッセージが表示されます。

原因

構成メモリの時間または日付が無効です。

アクション

1. Date and Time オプションを使用して、設定を変更します。

2. メッセージが再び表示されないことを確認します。

ネットワークデバイスが正しく機能しない

原因

サポートされるサーバーオプションのリストにあるネットワーキングデバイスのみを使用する必要があ
ります。
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アクション

ネットワーキングデバイスをサーバーで使用する前に、ファームウェアを 新バージョンに更新すること
をお勧めします。オペレーティングシステムをインストールする前に、 新の Service Pack for ProLiant
をオフラインモードで使用して、ファームウェアを 新バージョンにアップグレードしてください。

注記:

デフォルトのブートモード設定とユーザーが構成した設定が異なる場合は、デフォルト設定に復元
すると、システムが OS インストールを起動しなくなる可能性があります。この問題を回避するに
は、UEFI システムユーティリティのユーザーデフォルトオプション機能を使用して、工場出荷時の
デフォルト設定をオーバーライドしてください。

システムが応答しなくなる

原因

PCIe 拡張カードが誤って構成されているか誤動作を起こしています。

アクション

問題のカードを識別するために PCIe デバッグ情報の収集を有効にします。UEFI システムユーティリテ
ィによる UEFI シリアル出力ログデータの取得を参照してください。

サーバーが起動しない

原因

メンテナンススイッチでシリアルデバッグを有効にします

アクション

1. サーバーの電源を切ります。

2. サーバーメンテナンススイッチ（12 ポジションスイッチ）を探して、DIP 4 をオンの位置に設定しま
す。スイッチの位置についてはシャーシのフードラベルを参照してください。

3. NULL モードケーブルをサーバーのシリアルポートに接続するか、iLO 仮想シリアルポート（VSP）セ
ッションを開きます。

4. PuTTY などのユーティリティを使用して接続を確立し、ファイルへのログを有効にしてください（All
session output を選択します）。

次の例は、ログデータの収集のための PuTTY 設定の例を示します。
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Smart アレイコントローラーが正しく機能しない

原因

他の Smart アレイコントローラーはサポートされておらず、正しく機能しません。

サポートされるオプションについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるサーバー
の QuickSpecs を参照してください（http://www.hpe.com/info/qs）。

ファームウェアとドライバーの 新バージョンについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を参照してください。

アクション

Smart アレイコントローラーをサーバーで使用する前に、ファームウェアを 新バージョンに更新するこ
とをお勧めします。オペレーティングシステムをインストールする前に、 新の Service Pack for
ProLiant をオフラインモードで使用して、ファームウェアを 新バージョンにアップグレードしてくださ
い。

VMware は UEFI モードで起動しません

原因

UEFI 適化ブートは有効ではありません。
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アクション

UEFI 適化ブートを有効にします。
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SPP
USB キーにコピーすると SPP が正常に動作しない

症状

SPP が USB キーから起動しない。

アクション

USB キーを ext2または ext3としてフォーマットするか、カスタムベースラインを作成し、4 GB より

小さいカスタム SPP ISO イメージを作成します。
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Windows および Linux 用の Scripting Toolkit -
トラブルシューティング

Scripting Toolkit ユーティリティ使用時のデータの消失

症状

Scripting Toolkit ユーティリティの使用時にデータが消失する。

原因

Scripting Toolkit の不適切な使用や、CONREPデータファイルの不適切な変更により、データが消失する可

能性があります。

アクション

データ消失の危険を防ぐため、Scripting Toolkit ユーティリティは、経験豊富なユーザーだけが使用するよ
うにしてください。Scripting Toolkit を使用する前に、障害が発生してもミッションクリティカルなシステ
ムがオンラインであり続けるように、すべての必要な注意事項に従ってください。

オプションを構成できない

症状

Scripting Toolkit ユーティリティを使用してオプションを構成できません。

原因

すべてのオプションが、Scripting Toolkit ユーティリティを使用して構成できるわけではありません。

アクション

オプションによっては、Scripting Toolkit で使用する前に、手動でまたは他の構成ユーティリティ（オンラ
インで入手可能）を使用して構成しなくてはなりません。構成について詳しくは、オプションのドキュメ
ントを参照してください。

HPONCFGの入力ファイルが機能していない

症状

HPONCFGで作成された入力データファイルが機能していない

原因

-w引数は管理者パスワードなど特定のタイプの情報を取得しないため、HPONCFGで-w引数を使用して

作成されたデータファイルは、修正してからでないと HPONCFGの入力ファイルとして使用することはで

きません。
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アクション

必要に応じて、入力データファイルを変更します。

スクリプトファイルのサンプルが機能しない

症状

スクリプトファイルのサンプルが機能しない。

原因

このガイドに示すスクリプトファイルとスクリプトセグメントはあくまで例として提供されています。
そのため、使用中の環境に合わせてスクリプトを修正する必要があります。専用のスクリプトを作成また
は修正するときは、pause コマンドが役立ちます。このコマンドを使用すると、スクリプトの各手順が期
待どおりに機能しているかどうかを判断することができます。

アクション

必要に応じて、ご使用の環境に合うようにサンプルスクリプトファイルを変更します。

Scripting Toolkit ユーティリティが正常に機能しない

症状

Scripting Toolkit ユーティリティが正常に機能していない。

原因

必要な ProLiant ドライバーが欠落している可能性があります。Scripting Toolkit ユーティリティを正常に
動作させるために、必ず、Windows PE のカスタマイズ時に ProLiant ドライバーを追加してください。

アクション

ご使用のシステムに必要な ProLiant ドライバーを追加します。付属の readme.txtファイルを参照して

ください。

IFHWが機能しない

症状

IFHWユーティリティが正常に動作していない。

原因

IFHWでは大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字の間違い、スペルの誤り、不正なスペースな

どがあると、クエリが失敗する可能性があります。
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アクション

大文字と小文字、スペル、およびスペースを正しく使用していることを確認します。

HPRCUが機能しない

症状

HPRCUユーティリティが、UEFI ベースの ProLiant サーバーで正しく動作していない。

原因

HPRCUユーティリティは、UEFI ベースの ProLiant サーバーと互換性がありません。

アクション

UEFI ベースの ProLiant サーバーでは、代わりに CONREPを使用します。

USB ドライブキーから起動できない

症状

USB ドライブキーからサーバーを起動できない。

原因

USB ドライブキーからの起動は、特定の ProLiant サーバーでのみサポートされます。

アクション

ご使用のサーバーで、USB ドライブキーからの起動がサポートされていることを確認してください。詳
しくは、SPP の Web サイト http://www.hpe.com/jp/spp を参照してください。

STK for Windows と WinPE で HPDISCOVERY を使用できな
い

症状

WinPE で HPDISCOVERY を使用して、iSCSI およびファイバーチャネル HBA 情報を検出できません。

原因

StorageWMI パッケージおよびその依存関係がインストールされていません。

アクション

StorageWMI パッケージおよびその依存関係をインストールします。手順については、Scripting Toolkit for
Windows の readme.txtを参照してください。
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トラブルシューティング用情報の入手先

オンライン情報

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト
トラブルシューティングのためのツールと情報および 新バージョンのドライバーとフラッシュ ROM
イメージは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトから入手できます。

Hewlett Packard Enterprise Information Library
HPE ProLiant サーバーのドキュメントは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手でき
ます。

モバイル対応コンテンツ
HPE Synergy 12000 フレームには、ご使用のモバイルデバイスからモバイル対応のドキュメントを直接
示す QR コードが含まれています。

セットアップ、取り付け、ユーザー、トラブルシューティングの各ドキュメントなど、モバイル対応コン
テンツにアクセスするには、モバイルデバイスを使用して製品固有の QR コードをスキャンします。

モバイル QR コードの場所
モバイル QR コードは HPE Synergy コンポーネントとプルタブにあり、これによってコンポーネントの
製品固有のコンテンツを迅速かつ効率的にアクセスできます。QR コードでは、HPE Synergy コンポーネ
ントを選択することで、オンラインドキュメントを参照できるページに移動します。

HPE Synergy のドキュメントおよびトラブルシューティング
の資料

HPE Synergy のドキュメント

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

• HPE Synergy テクノロジーについての学習

• HPE Synergy のインストールおよびケーブル接続

• HPE Synergy コンポーネントの更新

• HPE Synergy の使用および管理

• HPE Synergy のトラブルシューティング

HPE Synergy 構成および互換性ガイド

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

HPE Synergy Frame Link Module User Guide
HPE Synergy Frame Link Module User Guide は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。本ガイドでは、フレームリンクモジュールの管
理、構成、およびセキュリティについて説明します。

HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

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

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

HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド

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

HPE Synergy イメージストリーマー GitHub
HPE Synergy イメージストリーマー GitHub レポジトリ（https://github.com/HewlettPackard）には、
サンプルアーティファクトと、サンプルアーティファクトの使用法に関するドキュメントが含まれます。
また、イメージストリーマーを使用して実行できる展開手順について説明するテクニカルホワイトペーパ
ーも含まれます。

HPE Synergy Software Overview Guide
HPE Synergy Software Overview Guide は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy をサポートするさまざまなソフト
ウェアおよび構成ユーティリティの概要と詳細な参考資料について説明します。 このガイドは、タスクベ
ースであり、かつ以下について利用可能な、サポートされるすべてのソフトウェアおよび構成ユーティリ
ティに関するドキュメントとリソースについて説明しています。

• HPE Synergy のセットアップと構成

• OS の展開

• ファームウェアの更新

• トラブルシューティング

• リモートサポート（HPE 通報サービス）
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HPE Synergy ファームウェアアップデートの概要

HPE Synergy ファームウェアアップデートの概要は、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。本書では、HPE Synergy のファームウェ
アをアップデートする方法について説明します。

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

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

HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックス

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

HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックス

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

HPE Synergy 用語集

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

HPE Synergy のトラブルシューティング資料

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

HPE OneView でのトラブルシューティング

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

検出されたすべての HPE Synergy ハードウェアのステータスをすばやく表示するには、エンクロージャ
ービューおよびマップビューも使用できます。

HPE Synergy トラブルシューティングガイド

HPE Synergy トラブルシューティングガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェア
コンポーネントの両方に対し、一般的な問題の解決のための情報、障害の分離と識別のための手順、問題
の解決、および保守を提供します。

Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy
Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy は、Hewlett Packard Enterprise
Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy ハード
ウェアおよびソフトウェアコンポーネントの両方で受け取った特定のエラーメッセージに関連する、一般
的な問題を解決するための情報を提供します。
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HPE OneView ヘルプ、HPE OneView REST API スクリプティングヘルプ、および HPE
OneView API リファレンス

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

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

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

HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメントマップ）
http://www.hpe.com/info/synergy-docs
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プランニング

• HPE Synergy 12000 Frame Site Planning
Guide

• HPE Synergy 構成および互換性ガイド

• HPE OneView（HPE Synergy 用）サポート
マトリックス

• HPE Synergy イメージストリーマーサポー
トマトリックス

• Setup Overview for HPE Synergy

• HPE Synergy Software Overview Guide

ハードウェアの取り付け

• HPE Synergy はじめに（フレームに付属）

• HPE Synergy 12000 フレームセットアッ
プ/インストールガイド

• HPE ラックレールインストール手順 HPE
Synergy 12000 フレーム用（フレームに付
属）

• HPE Synergy 12000 Frame Rack Template
（フレームに付属）

• フードラベル

• ユーザーガイド類

• HPE Synergy Cabling Interactive Guide

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ
— ハードウェアセットアップ

管理および監視の構成

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザー
ガイド

• HPE OneView API Reference for HPE
Synergy

• HPE OneView REST API スクリプティン
グヘルプ（HPE Synergy 用）

• ユーザーガイド

管理

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ

• HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド

• HPE Synergy イメージストリーマー API リファレン
ス

• HPE Synergy イメージストリーマー展開ワークフロ
ー

• HPE Synergy Frame Link Module User Guide

監視

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE OneView Global Dashboard ユーザーガイド

メンテナンス

• Product maintenance and service guides

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

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy Appliances Maintenance and Service
Guide for HPE Synergy Composer and HPE
Synergy Image Streamer

トラブルシューティング

• HPE OneView アラートの詳細

• HPE Synergy トラブルシューティングガイド

• Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10
servers and HPE Synergy

• Integrated Management Log Messages and
Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 and
HPE Synergy

• HPE OneView API Reference for HPE Synergy

• HPE Synergy イメージストリーマー API リファレン
ス
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ユーザーガイド
コンピュートモジュールのユーザーガイドは、コンポーネントと LED の識別、コンピュートモジュール
のセットアップ、ケーブル配線、ソフトウェア、ハードウェアオプションの取り付け、およびコンピュー
トモジュール仕様に関する情報を提供します。

製品のドキュメントには、次の場所からアクセスできます。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library—製品を選択して、リストに表示されるドキュメン
トを絞り込んでください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

メンテナンスとサービスガイド
コンピュートモジュールのメンテナンス&サービスガイドは、コンピュートモジュールの交換用部品のリ
スト、コンピュートモジュールの交換用部品の取り外しと交換、ケーブルの配線、コンポーネントと LED
の識別、コンピュートモジュールの仕様に関する情報を提供します。

コンピュートモジュールのドキュメントには、次の場所からアクセスできます。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library—製品を選択して、リストに表示されるドキュメン
トを絞り込んでください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

HPE　iLO ソフトウェアのドキュメント
HPE iLO について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE iLO のユーザーガ
イドを参照してください。

UEFI システムユーティリティのドキュメント
UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで提供さ
れる UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。このユーザーガイドは、数多く
のトピックに関する情報を提供し、以下の内容を含んでいます。

• システム構成メニューオプションの使用

• iLO 4 構成ユーティリティの使用

• Smart アレイコントローラー情報の表示

• NIC および FCoE 設定の表示と構成

• ワンタイムブートメニューの使用

• トラブルシューティング

Intelligent Provisioning ソフトウェアのドキュメント
Intelligent Provisioning について詳しくは、Intelligent Provisioning ユーザーガイド（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト）を参照してください。このユーザーガイドは、サーバーの構成、OS のイン
ストール、メンテナンスタスクの実行、トラブルシューティング、およびその他の高度なトピックに関す
る情報を提供します。
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ホワイトペーパー
ホワイトペーパーは、専門的な技術分野の知識に関するオンラインドキュメントです。一部のホワイトペ
ーパーでは、詳細な説明と手順が説明されています。Hewlett Packard Enterprise 製品、Hewlett Packard
Enterprise テクノロジー、OS、ネットワーク製品、パフォーマンスなどの項目について説明しています。
下記 Web サイトにあるいずれかのホワイトペーパーを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

サービス通知、アドバイザリ、およびお知らせ
サービス通知を検索するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターを参照してください。製品
名または製品番号を入力して、実行をクリックします。重要な問題およびソリューション、アドバイザ
リ、技術情報&通知を順に選択します。ドキュメントの完全なリストが表示されます。

サブスクリプションサービス
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに登録することで、サポートアラート、製品サポートコミュ
ニケーション、ドライバー更新、ソフトウェアリリース、ファームウェア更新、およびお客様による交換
可能部品の情報をメールで受け取ることができます。

すでに受け取っているサポートアラートのオプションを変更するには、設定変更（サインイン）のリンク
をクリックしてください。

HPE Pointnext ポートフォリオ
HPE Pointnext は、信頼を提供し、リスクを軽減して、俊敏性と安定性を実現します。ハイブリッド IT に
より、オンプレミス環境を簡素化して強化し、パブリッククラウドの性質や特性を活かすことで、お客様
の成功を支援します。

サポートサービスでは、ビジネスニーズに合わせて、適切なサービスレベル、対象期間、応答時間を選択
できます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

https://www.hpe.com/us/en/services/operational.html

次の分野でアドバイザリおよび変換サービスを利用します。

• プライベートまたはハイブリッドのクラウドコンピューティング

• ビッグデータおよびモビリティの要件

• データセンターのインフラストラクチャの改善

• サーバー、ストレージ、およびネットワーク技術の活用

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/jp/services/consulting

製品情報

製品に関する追加情報
Hewlett Packard Enterprise のサーバーの Web サイトの製品情報を参照してください。
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製品の登録
より迅速なサービスとより効果的なサポートを受けるには、Hewlett Packard Enterprise 製品登録 Web
サイトで製品を登録してください。

製品の機能およびインストール手順の概要
サーバーの機能については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品の QuickSpecs を参
照してください。

インストール手順については、次の場所にある製品のユーザーガイドを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

主な機能とオプションの部品番号
製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトで入手できる製品の QuickSpecs を参照してください。

HPE Synergy コンポーネントおよびオプションの仕様、記号、
取り付けに関する警告、および注意事項

次の提供元から入手できる HPE Synergy のドキュメントを参照してください。

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

交換用部品の部品番号
Hewlett Packard Enterprise では、製品の部品を継続的に改善および変更します。現在サポートされてい
るスペア部品の完全な情報については、Hewlett Packard Enterprise PartSurfer の Web サイトを参照して
ください。

• デスクトップ：http://www.hpe.com/info/partssurfer

• 携帯電話：http://partsurfermobile.ext.hpe.com

分解手順、製品番号、仕様
次の提供元から入手できるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

分解または取り外しおよび交換手順のビデオ
HPE ProLiant サーバーの取り外しおよび交換手順について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトを参照してください。
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技術的な情報
ホワイトペーパーは、専門的な技術分野の知識に関するオンラインドキュメントです。一部のホワイトペ
ーパーでは、詳細な説明と手順が説明されています。Hewlett Packard Enterprise 製品、Hewlett Packard
Enterprise テクノロジー、OS、ネットワーク製品、パフォーマンスなどの項目について説明しています。
下記 Web サイトにあるいずれかのホワイトペーパーを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

製品インストール情報

外部ケーブル接続に関する情報
ケーブル接続については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

電源容量
すべての HPE ProLiant Gen9 サーバーについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの HPE
Power Advisor を参照してください。

スイッチの設定、LED の機能、ドライブ、メモリ、拡張ボー
ド、およびプロセッサーの取り付け手順、ボードのレイアウト

アクセスパネルのラベルおよびサーバーのユーザーガイドを参照してください。アクセスパネルラベル
は、サーバーに貼付されています。サーバーのユーザーガイドは次の場所にあります。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

製品構成情報

デバイスドライバーに関する情報
デバイスドライバーの情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

DDR4 メモリ構成
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで、DDR4 Smart Memory Configurator を探します。  

オペレーティングシステムのバージョンサポート
サポートされているオペレーティングシステムの特定のバージョンについては、オペレーティングシステ
ムサポートマトリックスを参照してください。
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オペレーティングシステムのインストールおよび構成情報（工
場出荷時にインストールされたオペレーティングシステムの場
合）

サーバーに同梱されているプリインストールオペレーティングシステムのインストールドキュメントを
参照してください。

設定情報
次の提供元から入手できる HPE Synergy のドキュメントを参照してください。

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

セットアップソフトウェアのインストールおよび構成情報
次の提供元から入手できる HPE Synergy のドキュメントを参照してください。

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

HPE Synergy のソフトウェアのインストールと構成
次の提供元から入手できる HPE Synergy のドキュメントを参照してください。

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

HPE iLO に関する情報
HPE iLO のすべてのドキュメントについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してく
ださい。

フォールトトレランス機能、セキュリティ機能、メンテナンス、
構成とセットアップ

次の提供元から入手できる HPE Synergy のドキュメントを参照してください。

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterpriseewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメン
トマップ）

http://www.hpe.com/info/synergy-docs
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プランニング

• HPE Synergy 12000 Frame Site Planning
Guide

• HPE Synergy 構成および互換性ガイド

• HPE OneView（HPE Synergy 用）サポート
マトリックス

• HPE Synergy イメージストリーマーサポー
トマトリックス

• Setup Overview for HPE Synergy

• HPE Synergy Software Overview Guide

ハードウェアの取り付け

• HPE Synergy はじめに（フレームに付属）

• HPE Synergy 12000 フレームセットアッ
プ/インストールガイド

• HPE ラックレールインストール手順 HPE
Synergy 12000 フレーム用（フレームに付
属）

• HPE Synergy 12000 Frame Rack Template
（フレームに付属）

• フードラベル

• ユーザーガイド類

• HPE Synergy Cabling Interactive Guide

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ
— ハードウェアセットアップ

管理および監視の構成

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザー
ガイド

• HPE OneView API Reference for HPE
Synergy

• HPE OneView REST API スクリプティン
グヘルプ（HPE Synergy 用）

• ユーザーガイド

管理

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ

• HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド

• HPE Synergy イメージストリーマー API リファレン
ス

• HPE Synergy イメージストリーマー展開ワークフロ
ー

• HPE Synergy Frame Link Module User Guide

監視

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE OneView Global Dashboard ユーザーガイド

メンテナンス

• Product maintenance and service guides

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

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy Appliances Maintenance and Service
Guide for HPE Synergy Composer and HPE
Synergy Image Streamer

トラブルシューティング

• HPE OneView アラートの詳細

• HPE Synergy トラブルシューティングガイド

• Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10
servers and HPE Synergy

• Integrated Management Log Messages and
Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 and
HPE Synergy

• HPE OneView API Reference for HPE Synergy

• HPE Synergy イメージストリーマー API リファレン
ス
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サポートと他のリソース

Web サイト

全般的な Web サイト

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

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）ストレージ互換性マトリックス

http://www.hpe.com/storage/spock
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

http://www.hpe.com/storage/whitepapers

その他の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

http://www.hpe.com/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。

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

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

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

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

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

重要:

一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセ
スするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセ
ットアップしておく必要があります。

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

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠
に関する情報に関するドキュメントを確認するには、「エンタープライズの安全性、規制への適合」の Web
サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
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HPE ネットワーク製品

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

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサ
ーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくだ
さい。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
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社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキ
ュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござい
ましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子
メールには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊
行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバー
ジョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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API

Application Program Interface。アプリケーションプログラムインターフェイス

CONREP

Configuration Replication utility。Configuration Replication ユーティリティ

DDR4

double data rate-4。ダブルデータレート 4

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol。動的ホスト構成プロトコル

FAT32

File Allocation Table with cluster values represented by 32-bit numbers。クラスター値が 32 ビットの数
で表される File Allocation Table

FRU

field replaceable unit。フィールド交換可能ユニット

HPE SSA

HPE Smart Storage Administrator

HPE SSADUCLI

HPE Smart Storage Administrator Diagnostic Utility Command Line Interface。HPE Smart Storage
Administrator Diagnostic Utility コマンド行インターフェイス

ICM

interconnect module。インターコネクトモジュール

iLO

Integrated Lights-Out。内蔵 Lights-Out

IML

Integrated Management Log。インテグレーテッドマネジメントログ

KVM

keyboard, video, and mouse。キーボード、ビデオ、およびマウス

NTFS

NT File System。NT ファイルシステム

NVMe

non-volatile memory express。不揮発性メモリ（高速）

NVRAM

nonvolatile memory。不揮発性メモリ

PCIe

Peripheral Component Interconnect Express

POST

Power-On Self Test。電源投入時セルフテスト
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RBSU

ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ

REST

Representational State Transfer

RoHS

Restriction of Hazardous Substances。特定有害物質使用制限指令

SAS

serial attached SCSI。シリアル接続 SCSI

SATA

serial ATA。シリアル ATA

SD

Secure Digital。セキュアデジタル

SEP

Symantec Endpoint Protection

SFF

small form factor。スモールフォームファクター

SFP+

enhanced small form-factor pluggable。拡張 small form-factor pluggable

SPP

Service Pack for ProLiant

SSD

solid-state device。ソリッドステートデバイス

SSH

Secure Shell。セキュアシェル

TPM

Trusted Platform Module

UEFI

Unified Extensible Firmware Interface

UID

unit identification。ユニット識別子

UPS

uninterruptible power system。無停電電源装置

USB

universal serial bus。ユニバーサルシリアルバス

VCA

Version Control Agent。バージョンコントロールエージェント
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