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摘要

このドキュメントでは、HPE ストレージファイルコントローラーの初期インストールおよび
設定に関するシステム管理者の手順を説明します。HPE はシステムの展開後、HPE ストレー
ジファイルコントローラーのすべてのモデルの構成およびメンテナンスの方法について管理
者ガイドを読むことをお勧めします。

製品モデル

本書で説明する設置手順は、次の HPE ストレージファイルコントローラーを含む、システム
に適用されます。

SKU モデルの説明

Q9D43A HPE ストレージファイルコントローラー

Q9D44A HPE ストレージパフォーマンスファイルコ
ントローラー

1. HPE ストレージファイルコントローラーの開梱

始める前に、配送ボックスに以下のアイテムがあることを確認します。

• ハードウェアコンポーネント

◦ HPE ストレージファイルコントローラーシステム

◦ 電源コード

◦ ラックにシステムを設置するためのレールキット

◦ 購入した他のハードウェアオプション

• ドキュメントとメディア

◦ HPE ストレージファイルコントローラー Read This First ドキュメント

◦ HPE ストレージファイルコントローラークイックスタートガイド

◦ Windows Storage Server 2016（WSS2016）Certificate of Authenticity（COA）のラベ
ル（製品に貼付）

◦ HPE Integrated Lights-Out（iLO）Advanced Premium Security Edition のライセンスキー
とドキュメントを同封するエンベロープ

◦ HPE ストレージファイルコントローラーシステムリカバリ DVD（注文した場合）

上記のアイテムのいずれかが含まれていない場合は、Hewlett Packard Enterprise

（https://www.hpe.com/jp/ja/japan/contact.html）までお問い合わせください。

重要: サポートの目的で、HPE ストレージファイルコントローラーシステムのシリアル
番号、WSS2016 COA に記載された製品 ID キー 、および iLO Advanced Premium
Security Edition ライセンスキーのコピーの取得方法を知っているか、これらの情報を
持っている必要があります。

HPE 担当者は、システムのシリアル番号を使用して、モデルおよびサービスとサポートを確
認します。シリアル番号は、システムの次の場所にあります。

• HPE ストレージファイルコントローラーの配送ボックスの外側に貼付されたラベル（1）

1

• HPE ストレージファイルコントローラーシャーシの上面（1）

1

• HPE ストレージファイルコントローラーシャーシの内側（1）

1

• 製品のシリアル番号タブを引き出す（1）

1

COA ラベルの製品 ID キーは、次の場合に必要です。

• WSS2016 オペレーティングシステムが再インストールされた場合。

• HPE ストレージファイルコントローラー製品のマザーボードを交換した場合。

• 工場出荷時にインストールされた元のオペレーティングシステムが、WSS オペレーティ
ングシステムの新しいバージョンにアップグレードされる場合。

iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスキーは、次の場合に必要です。

• HPE ストレージファイルコントローラー製品のマザーボードを交換した場合。

• iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスキーを再インストールする必要があ
る場合。

2. レール キットの取り付けとラックへのシステムのマウント

安全に使用していただくために

注意: 静電気の放電（ESD）によって電子部品が破損する可能性があります。取り付け
を始める前に、正しくアースされていることを確認してください。

インストールのガイドライン

設置作業は、高電圧製品の取り扱い手順、注意事項、および危険性を熟知した、資格のある
担当者が実行してください。

警告:

• 取り付けたレールキットは、HPE ストレージファイルコントローラーを乗せるため
の唯一の支えとなります。HPE ストレージファイルコントローラーをレールに固定
する手段は他にありません。HPE ストレージファイルコントローラーをラックから
引き出すときは、細心の注意を払ってください。ストレージシステムは滑り落ちる
ことがあり、HPE ストレージファイルコントローラーの損傷の原因となる場合があ
ります。HPE ストレージファイルコントローラーの誤った取り扱いによる装置の損
傷および人体のけがについて、HPE は一切の責任を負いかねます。

• ラックの作業を開始する前に、ラックが水平で安定していることを確認します。水
平脚が床まで伸び、ラックの全重量が床にしっかりかかっている必要があります。

• ラックの製造元や該当する規約によって規定されている、ボルトによる床への固定、
転倒防止脚、安定器、またはそれらの組み合わせによる転倒防止措置が講じられて
いることを確認してください。

• 取り付け作業中に 1 つまたは複数の製品を支えることができるように、十分な人数
の作業者がいることを確認します。HPE では、取り付け作業を補助するために適切
なリフト装置を使用することをお勧めします。

• ラックを安定させるために、最も重いアプライアンスを一番下にして、ラックの下
から上へとアプライアンスが搭載されていることを確認します。

• ラックに電力を供給する分岐回路に過負荷をかけることは避けてください。ラック
の負荷の合計が、分岐回路の定格の 80%を超えないようにしてください。

取り付け

1. レールキットを取り付けます。

HPE ラックレールを HPE 1U ストレージシステムの角穴ラックと丸穴ラックに取り付け
る手順の詳細は、HPE ラックレールキットの取り付け手順のドキュメントを参照してくだ
さい。

2. 図 1 に示すように、HPE ストレージファイルコントローラーをレールの定位置にスライド
させます。

図 1: ストレージファイルコントローラーをラックに挿入

3. HPE ストレージファイルコントローラーをレールに固定するには、レールの後端にあるカ
スタマイズ済みのブラケットが図 2 のようにシャーシタブと重なる必要があります。

図 2: カスタマイズ済みのブラケットの位置

4. 図 3 と図 4 のように、フロントベゼルのつまみネジを使用して HPE ストレージファイル
コントローラーをラックレールに固定します。

図 3: HPE ストレージファイルコントローラーをラックに固定

5. 図 5 のように、ラック レールの背面の穴を使用して結束バンドを取り付け、必要な外部
ケーブルを配線します。
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図 4: 結束バンドのケーブル管理

6. すべての電源コードをファシリティの電源に接続します。

3. HPE ストレージファイルコントローラーシステムのネットワー
クケーブル接続

iLO ネットワーク ポートは、ストレージファイルコントローラーハードウェアをリモートで
管理するために使用します。管理者はこのポートでシステムに対してリモートコンソール
セッションを起動できます。HPE では、iLO ポートを管理ネットワークに接続することをお
勧めします。iLO ポートは、DHCP を介して IP アドレスを取得するように事前構成されてい
ます。ご使用の環境が DHCP をサポートしていない場合は、KVM を使用して静的 IP アドレ
スを使用するように iLO を設定します。手順については、HPE ストレージファイルコント
ローラー管理者ガイドを参照してください。

4 つの 1GbE ネットワークポートは、ストレージネットワーク用、および Active Directory、
DNS、NTP などのインフラストラクチャサービスにシステムを接続するために使用します。
これらのポートは、分離されたネットワークポートまたはネットワークチームとして構成す
ることができます。スイッチがいずれかの構成用に準備されていることを確認します。

番号 説明

1 スロット 1 PCIe3

2 スロット 2 PCIe3

3 スロット 3PCIe3（オプション - 2 つ目のプロセッサーが必
要）

4 電源装置 2（PS2）

5 電源装置 1（PS1）

6 ビデオポート

7 NIC ポート 4

8 NIC ポート 3

9 NIC ポート 2

10 NIC ポート 1

11 iLO マネジメントポート

12 シリアルポート（オプション）

13 USB 3.0 ポート

14 FlexibleLOM（オプション）

HPE ストレージファイルコントローラーの接続

HPE ストレージファイルコントローラーのネットワーク接続

• ネットワーク情報の記録

• HPE ストレージファイルコントローラーコンソールへのアクセス

• クラスターハートビート接続用のケーブル接続

ネットワーク情報の記録

システムのインストールと構成を進める前に、正しいネットワーク情報を得ることが不可欠
です。DNS 情報をあらかじめ設定することが必要になることもあります。ネットワーク構成
の要件については、システム管理者にお問い合わせください。

重要: システムを Active Directory ドメインに追加する前に、各ノードとドメインコント
ローラー間にネットワーク接続があることを確認してください。

これらのアドレスは静的に割り当てることも、DHCP によって割り当てることも、両方の方
法で割り当てることもできます。静的な IP アドレスを使用するか、DHCP サーバーが自動的
に DNS を更新しない場合は、正引きと逆引きの DNS 情報(A レコード、PTR レコード)が
DNS サーバーにあらかじめ設定されていることを確認してください。2 ノードクラスターを
設定する場合は、HPE ストレージファイルコントローラーの情報を両方とも収集してくださ
い。

表 1: ネットワーク情報

ネットワークデバイス 完全修飾 DNS 名(FQDN) IP アドレス

システム

iLO

制限的な Active Directory 環境

システムが制限的な Active Directory 環境に導入される場合には、Active Directory オブジェク
トまたは一部の管理者権限をあらかじめ設定することが必要になる場合もあります。詳細に
ついては、次の Microsoft の記事を参照してください。

•
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/prestage-
cluster-adds

HPE ストレージファイルコントローラーコンソールへのアクセス

ストレージファイルコントローラーの設定を完了するには、直接接続または iLO のいずれか
の方法で接続する必要があります。各ストレージファイルコントローラーのメインディスプ
レイを観察および操作できます。

重要: ストレージシステムの設置には、直接接続と iLO のアクセス方式しか使用できま
せん。ストレージシステムの設置プロセスが完了し、サーバーの IP アドレスが割り当
てられると、ストレージシステムへのアクセス時にリモートデスクトップも使用できる
ようになります。

手順

1. 直接接続: ネットワークに DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーがない
場合には、このアクセス方式は必須です。ケーブルを、キーボード、マウス、ネットワー
クケーブル、モニターケーブル、電源ケーブル順に、ストレージシステムのリアパネルに
接続します。

注記: キーボード、マウス、およびモニターは、ストレージシステムには付属していませ
ん。

2. iLO: iLO リモート管理機能を使用してストレージシステムにアクセスします。

a. ストレージシステムの背面にある iLO ポートにネットワークケーブルを接続します。

b. 電源ケーブルをストレージシステムに接続します。

c. ストレージシステムに添付されている iLO のネットワーク設定タグを見つけ、デフォル
トのユーザー名、パスワード、DNS 名を記録します。

d. リモートコンピューターから標準の Web ブラウザーを開き、ストレージシステムの
iLO の管理ホスト名を入力します。

注記: デフォルトでは、iLO はネットワークの DHCP サーバーから管理用の IP アドレ
スとサブネットマスクを取得します。iLO のタグに記載されているホスト名は、ネット
ワークの DNS サーバーに自動的に登録されます。DHCP が構成できない、またはシス
テムが DNS で見つからない場合、直接接続方式を使用して、静的 IP アドレスで iLO
を構成します。

e. iLO のネットワーク設定タグで提供されているデフォルトのユーザー情報を使用して、
iLO にログオンしてストレージシステムに対するリモートコンソールを起動します。

注記: 初期構成が 2 ノードクラスターの場合は、両方のファイルコントローラーへの直接接続
または iLO 接続があることを確認してください。

アクセス方式の手順については、HPE ストレージファイルコントローラー管理者ガイドを参
照してください。

クラスターハートビート接続用のケーブル接続

2 ノードストレージファイルコントローラーフェイルオーバークラスターは、初期セットアッ
プ中に構成されます。イーサーネットケーブルは、下の図に示すように、2 つのファイルコン
トローラーの間のポート 4 に接続されています。クラスターネットワークインターコネクト
とも呼ばれます。設定中に、2 ノードクラスターのセットアップを求められます。このネット
ワーク接続は、サーバー間の初期通信を確立するために使用されます。

図 5: サーバー接続

HPE 3PAR ストレージアレイの接続

3PAR ストレージアレイへ接続します。

• ストレージファイルコントローラー

• 3PAR ストレージアレイ管理接続

HPE 3PAR ストレージアレイのストレージファイルコントローラーへの接続

HPE ストレージファイルコントローラーのインストールを開始する前に、HPE 3PAR スト
レージアレイの他のストレージ接続（ファイバーチャネルまたは iSCSI）が接続されているこ
とを確認してください。3PAR ストレージアレイを接続するには、推奨されるケーブル接続ガ
イドラインを使用してください。ケーブル接続の詳細については、HPE 3PAR StoreServ ケー
ブル接続構成ガイドを参照してください。

HPE 3PAR ストレージアレイの 3PAR ストレージアレイ管理接続への接続

HPE 3PAR ストレージアレイ管理ネットワーク接続をネットワークに接続します。3PAR ア
レイ管理 IP アドレスおよびログイン認証情報は、ストレージファイルコントローラーの初期
構成タスク（ICT）に必要です。ICT の構成中、ストレージファイルコントローラーは 3PAR
ストレージアレイ管理 IP アドレスと通信できます。詳細については、HPE ストレージファイ
ルコントローラー管理者ガイドを参照してください。

HPE MSA ストレージの接続

MSA アレイを接続します。

• HPE ストレージファイルコントローラー

• （推奨）リモート管理ホスト

MSA ストレージのストレージファイルコントローラーへの接続

直接接続およびスイッチ接続の環境は、MSA ストレージおよびファイルコントローラーの間
でサポートされます。MSA ストレージホスト接続ポートは、クラスター環境のファイバー
チャネルまたは iSCSI のいずれかになります。スイッチ接続構成の場合は、MSA コントロー
ラーホスト接続ポートからスイッチのポートにケーブルを接続して、スイッチのポートから
ファイルコントローラーにケーブルを接続します。

ケーブル接続例 (サーバーへの直接接続など) については、HPE MSA ケーブル接続構成ガイ
ドを参照してください。

MSA アレイの接続ガイドライン

• ホストインターフェイスケーブルは、MSA には付属していません。HPE 提供のケーブル
のリストについては、HPE MSA QuickSpecs を参照してください。

• 直接接続構成の場合は、各ホストを両方の MSA アレイの同じポートに接続してください。

• スイッチ接続構成の場合は、MSA アレイ A の 1 つのポートおよび MSA アレイ B の対応す
るポートを 1 台のスイッチに接続し、MSA アレイ A の 2 つ目のポートおよび MSA アレイ
B の対応するポートを別のスイッチに接続してください。

MSA アレイのリモート管理ホストへの接続（推奨）

MSA ストレージのリモート管理ポートは、ファイルコントローラーと同じネットワークに接
続することをお勧めします。ファイルコントローラーの初期構成時にファイルコントロー
ラーからリモート管理（アウトオブバンド）を構成できます。

RJ-45 イーサネットケーブルを各 MSA ストレージ管理のネットワーク管理ポートから、ファ
イルコントローラーがアクセスできるスイッチ（可能であれば同じサブネット）に接続しま
す。

HPE Nimble ストレージアレイの接続

アレイのイーサーネットを管理ネットワークに接続します。HPE Nimble ストレージアレイ
をネットワーク管理ポートへ接続する場合は、初期設定および構成のためにストレージファ
イルコントローラーと同じネットワークセグメント上で進めることをお勧めします。スト
レージファイルコントローラーの初期構成タスク（ICT）中に、構成されていないアレイに対
して Nimble 検出を実行するオプションがあります。詳細については、HPE ストレージファ
イルコントローラー管理者ガイドを参照してください。Nimble ストレージアレイが既に構成
されている場合は、ICT 中に Nimble 管理グループの IP アドレスおよび認証情報を使用でき
ることを確認してください。

HPE ストレージファイルコントローラーの構成を開始する前に、HPE Nimble ストレージア
レイがインストールおよびケーブルに接続されていることを確認してください。

4. 電源投入

サーバーの電源を入れるには、以下のいずれかの方法を使用します。

• 電源オン/スタンバイボタンを押します。

• iLO 経由の仮想電源ボタンを使用します。

重要: ストレージファイルコントローラーが、JBOD などの外部ストレージに接続され
ている場合は、ストレージファイルコントローラーの電源を入れる前に、外部ストレー
ジシステムの電源をオンにします。

5. 電源投入時の初期起動シーケンス

単一ノードストレージファイルコントローラー、または 2 ノードストレージファイルコント
ローラー（クラスター設定）の電源を入れる前に、直接接続または iLO リモートコンソール
接続を通してコンソールとキーボードを設定してください。ストレージファイルコントロー
ラー接続の詳細については、HPE ストレージファイルコントローラーの接続を参照してくだ
さい。

DHCP と DNS の自動登録が有効なネットワークセグメントに iLO ポートが接続されている
場合は、DNS 名を使用します。DNS 名、iLO の初期ログイン、および iLO の初期パスワード
はシステムの右側正面に付いている情報タグに記載されています。

DHCP の構成および DNS 登録の詳細は、HPE ストレージファイルコントローラー管理者ガ
イドを参照してください。

注記: 2 ノードのフェイルオーバークラスターを設定する場合は、プライマリノードを使用し
て両方のノードの設定を制御します。プライマリノードは、初期設定時に使用されます。

2 番目のノードは、プライマリノードによって構成されます。構成プロセス中に、2 番目の
ノードのライセンス契約に同意すると、2 番目のノードが入力されます。コンソールとキー
ボード（iLO または直接接続のいずれか）で 2 番目のノードに接続していることを確認しま
す。

HPE ストレージファイルコントローラーの電源を入れると、言語選択画面が表示されます。

注記: 言語選択の画面が表示されない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
（https://www.hpe.com/jp/ja/japan/contact.html）にお問い合わせください。

ウィザードに表示される指示に従います。

手順

1. 使用する言語を選択します。

注記: 2 ノードクラスターを設定する場合は、1 つのノードのみ選択してください。選択し
たノードがプライマリノードです。

2. ライセンス条件を読み、同意します。

3. 2 ノードクラスターの作成

a. 単一ノードのサーバーを作成する場合は、いいえをクリックします。

b. 2 番目のノードクラスターを作成する場合は、はいをクリックします。

2 番目のノードを見つけると、2 番目のノードはプライマリノードの言語の選択に基づ
いて選択されていることがわかります。

2 番目のノードのライセンス画面が表示されます。

注記: 2 番目のノードのインストールプロセスは、ライセンス契約に同意するまで停止
されます。

c. 2 番目のノードのライセンスに同意します

4. プライマリノードに戻り、ストレージファイルコントローラーに接続する HPE ストレー
ジアレイを選択します

お使いのアレイが Nimble または 3PAR アレイでない場合は、MSA/Other を選択します。

5. ストレージアレイタイプを選択すると、選択したアレイタイプに基づいてさまざまなコン
ポーネントのインストールが開始されます。このプロセスは完了までに約 20 分を要しま
す。

インストールが完了したら、システムが再起動します。

6. 再起動後、システムはデフォルトのローカルの管理者アカウントを使用して自動的にログ
インします。

ストレージファイルコントローラーのデフォルトパスワードは HPEStorage!です。HPE
は、初期設定を完了した後にパスワードを変更することをお勧めします

初期構成タスク (ICT) アプリケーションが自動的に表示されます。

図 6: 初期構成タスク

ICT が自動的に起動しない場合は、キーボードで Windows + R を押し 、OEMOOBEと入力

してから OK をクリックします。
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注記: 2 ノードクラスターを設定すると、2 番目のノードには ICT アプリケーションが表示
されない代わりに、ICT アプリケーションによってプライマリノードの構成にリダイレク
トされます。詳細については、HPE ストレージファイルコントローラー管理者ガイドを参
照してください。

初期設定タスク (ICT) アプリケーションは、選択したストレージアレイによって異なりま
す。これは、単一ノード、またはスタンドアロンノードストレージファイルコントローラー
の例です。ICT タスクの詳細については、HPE ストレージファイルコントローラーオンラ
インヘルプおよび HPE ストレージファイルコントローラー管理者ガイドを参照してくだ
さい。

次のステップ

ICT タスクを開始する最初のタスクから、すべての手順に従ってください。追加オンラインヘ
ルプについては、各タスクの右上にある疑問符を使用してください。

2 ノードクラスターの作成を選択した場合は、ICT 接続手順 1 を開始する前に追加タスクが 1
つあります。接続タスクを展開して、プライマリノードと 2 番目のノードの間の接続を確保
し、通信可能であることを確認します。

初期構成タスクの使用手順の詳細、追加の構成、およびセットアップ情報については、HPE
ストレージファイルコントローラー管理者ガイドを参照してください。

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、下記の 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
HPE ネットワーク製品

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