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摘要
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はじめに

説明
iLO Amplifier Pack は、iLO Advanced の機能を活用して迅速な検出、詳細なインベントリレポート、ファー
ムウェア、およびドライバーのアップデートを可能にする、高度なサーバーインベントリ、ファームウェ
ア、およびドライバーのアップデートソリューションです。iLO Amplifier Pack は、ファームウェアとド
ライバーの大規模アップデートを目的として、サポートされている数千台のサーバーの迅速なサーバー検
出およびインベントリを実行します。

iLO Amplifier Pack の主な機能

• サーバーシステムのリストア - iLO Amplifier Pack は、iLO 5 v2.30 以降（Gen10 サーバーおよび Gen10
Plus サーバーの場合）と連携してサーバーのシステムリカバリプロセスを開始および管理します。

• Gen10 Plus サーバーのサポート - iLO Amplifier Pack は、HPE ProLiant Gen8、Gen9、および Gen10
サーバーをサポートしています。バージョン 1.60 以降では、iLO Amplifier Pack は、特定の Edgeline
および Moonshot サーバーブレードに加えて、特定の Gen10 Plus サーバーもサポートします。

• ベースラインインポート - iLO Amplifier Pack は、展開時に簡単にアクセスできるように、インポート
されるベースラインイメージ用に 大 80 GB のストレージを用意しています。

• 詳細インベントリ - iLO Amplifier Pack は数千のサーバーにスケールアップし、HPE ProLiant Gen8、
Gen9、および Gen10 サーバー以降で、ファームウェア、ハードウェア、および iLO ライセンスを含
む基本および詳細インベントリを数分で実行します。

• ベースラインコンプライアンスレポート - iLO Amplifier Pack を使用すると、複数のサーバーのベース
ラインコンプライアンスレポートを一度に生成できます。このレポートは、サーバーのコンプライア
ンスステータスに関する情報を提供し、インポートされた SPP に対するファームウェアコンポーネン
トおよびソフトウェアコンポーネントのサーバー準拠情報を表示します。

• IPv6 のサポート - iLO Amplifier Pack は IPv6 に準拠しています。ユーザーはサーバーを追加したり
iLO Amplifier Pack のさまざまなネットワーク設定を構成したりするときに、IPv6 アドレスを使用でき
ます。

• 簡素化されたアップデート - iLO Amplifier Pack は、アップデート管理ジョブを iLO と同様のユーザー
インターフェイスを使用して簡素化して、簡単かつ迅速に行えるようにします。ユーザーは、iLO 連携
グループとサーバーグループの両方について複数のサーバーをアップデートできるため、ダウンタイ
ムおよび必要な人員を削減することができます。

• グループの管理 - iLO Amplifier Pack は、連携グループおよびサーバーグループに対して、新規グルー
プの作成、既存のグループへのサーバーの追加、およびアップデートの管理を行うことができます。

• InfoSight 統合 - iLO Amplifier Pack バージョンでは、HPE ProLiant サーバーを管理するための HPE
InfoSight 統合をサポートしています。HPE InfoSight は、クラウドベースの機械学習を利用して iLO
Amplifier Pack からの診断データを分析する AI プラットフォームです。

• Hyper-V および KVM のサポート - iLO Amplifier Pack は、Microsoft Hyper-V および KVM をサポート
します。ユーザーは、Windows Server 2016 および Windows Server 2019 で Microsoft Hyper-V を使用
して、またサポートされているオペレーティングシステムで KVM を使用して、iLO Amplifier Pack を
展開できます。
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iLO Amplifier Pack のライセンス区分
iLO Amplifier Pack は個別のライセンスを必要としません。無料ダウンロードできます。iLO Amplifier
Pack の機能はすべて、iLO Advanced ライセンスで利用可能です。以下の機能については、iLO
Standard、iLO Essentials、および iLO Scale-Out ライセンスで利用可能です。

機能 iLO Standard

iLO
Essentials

iLO Scale-Out

iLO Advanced 依存関係

検出 • Gen8 および Gen9 サーバーの場合、
iLO 4 v2.76 以降

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

インベントリ • Gen8 および Gen9 サーバーの場合、
iLO 4 v2.76 以降

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

レポート • Gen8 および Gen9 サーバーの場合、
iLO 4 v2.76 以降

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

コアプラットフォー
ムのファームウェア
アップデート

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合、
iLO 4 v2.76 以降

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

iLO 連携でのコアプ
ラットフォームのフ
ァームウェアアップ
デート

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合、
iLO 4 v2.76 以降

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

表は続く
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機能 iLO Standard

iLO
Essentials

iLO Scale-Out

iLO Advanced 依存関係

ファームウェア、ド
ライバー、および
HPE ソフトウェア
のオンラインアップ
デート

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合、
iLO 4 v2.76 以降

• Gen8 および Gen9 サーバー上の
Windows の場合、AMS（iLO
Agentless Management Service）
v10.95.0 以降、または Linux の場合、
AMS v2.10.0 以降

• SPP v2020.09.0 以降

• Gen8、Gen9 サーバーの場合、iSUT
v2.5.0 以降

iLO リポジトリのオ
ンラインアップデー
ト

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

• Gen10 および Gen10 Plus サーバー
上の Windows の場合は AMS v2.10
以降、Linux の場合は AMS v2.3.0 以
降、ESXi の場合は AMS v2020.09.01
以降

• iSUT v2.0.0 以降

• Gen10 Plus サーバーの場合、HPE
SUT v2.5.0 以降

• SPP v2020.09.0 以降

ベースラインコンプ
ライアンスレポート

• Gen8 または Gen9 サーバー上の
Windows の場合、AMS（iLO
Agentless Management Service）
v10.95.0 以降、または Linux の場合、
AMS v2.10.0 以降

• Gen10 および Gen10 Plus サーバー
上の Windows の場合は AMS v2.10
以降、Linux の場合は AMS v2.3.0 以
降、ESXi の場合は AMS v2020.09.01
以降。

ファームウェアおよ
びドライバーのオン
ラインアップデート

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合、
iLO 4 v2.76 以降

• Service Pack for ProLiant

表は続く
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機能 iLO Standard

iLO
Essentials

iLO Scale-Out

iLO Advanced 依存関係

iLO リポジトリのオ
フラインアップデー
ト

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

• SPP v2020.09.0 以降

サーバーシステムの
リストア

• Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus
サーバーの場合、iLO 5 v2.30 以降

• Gen10 および Gen10 Plus サーバー
上の Windows の場合は AMS v2.10
以降、Linux の場合は AMS v2.3.0 以
降、ESXi の場合は AMS v2020.09.01
以降

• iSUT v2.5.0 以降

• SPP v2020.09.0 以降

アラート • UI

• iLO
Amplifier
Pack
Redfish
API の実装

• UI

• メール

• IFTTT

• iLO Amplifier Pack
Redfish API の実装

iLO 連携グループ

サーバーグループ

iLO Amplifier Pack をいつ使用するか
iLO Amplifier Pack を使用すると、以下の種類の一般的なシナリオを効率的かつダウンタイムを 小限に
抑えて管理できます。

検出
「現在のアップデートツールは、複雑で使用に時間がかかります。代替手段はありますか。」

iLO Amplifier Pack には、使いやすく、サーバーとグループを 1 つずつ、または一度に数千を追加できる
優れた直感的 GUI が備わっています。検出タスクの所要時間はわずか数分で、サーバーのダウンタイムは
必要ありません。

• サーバーの追加

• Discovery ページからの iLO 連携グループ内のサーバーの追加
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• IPv4 アドレス範囲でのサーバーの追加

• CSV ファイルからのサーバーの追加

監視
「どうすれば、インフラストラクチャ内の数千の HPE サーバーおよびグループを効率的に監視できます
か。」

iLO Amplifier Pack では、インフラストラクチャの全体的なヘルスをブラウザー内の単一ページから監視
できます。個々のサーバーまたはグループに関する詳細情報を確認するにはドリルダウンします。

• ダッシュボードの表示

• サーバーリストの表示

• インベントリの詳細の表示

• iLO 連携グループの表示

• サーバーグループの表示

• サーバーアラートの表示

レポート
「どうすれば、すべてのサーバーで正確かつ 新のレポートの維持に業務時間すべてをかけずにすみます
か。」

Reports メニューからのオプションを使用して、 新のレポートを表示およびダウンロードします。

• ファームウェアレポートの表示

• iLO ライセンスレポートの表示

• 基本的なデバイスレポートの表示

• ハードウェアインベントリレポートの表示

• カスタムレポートの表示

管理
「スクリプトライブラリをデバッグおよびアップデートしなくてもサーバーおよびグループタスクを管理
できるシンプルなツールを必要としています。」

カスタマイズスクリプトのメンテナンスには多大な時間がかかることがあります。iLO Amplifier Pack を
使用すると、同じタスクを大規模で実現できます。カスタマイズしたメンテナンスは必要ありません。

• サーバーの UID ステータスの管理

• サーバーの電源ステータスの管理

• リモート Syslog の構成

• 仮想メディアのマウント

• iLO 連携グループの管理

• サーバーグループの管理

アップデート中
「どうすれば、長時間のダウンタイムを必要とせずに、データセンターでファームウェアとドライバーを
アップデートできますか。」
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iLO Amplifier Pack は、アップデート処理を自動化して、必要なユーザー操作を限定し、ダウンタイムを
小限に抑えることでアップデートタスクを簡素化します。

• オンラインアップデートについて

• Express Interactive Update の実行

• Baseline Automatic Update の実行

• オフラインでのファームウェアアップデートの実行

• iLO リポジトリアップデート

サーバーシステムの復元
「障害が発生しているサーバーまたは破損しているファームウェアを回復させる方法はありますか。」

iLO Amplifier Pack は iLO 5 v2.30 以降（Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus サーバーの場合）のリカバリ
イベントを使用して、ユーザーが作成したリカバリポリシーに従って、iLO Advanced ライセンスを持つ
サーバーのリカバリプロセスを開始します。

• Recovery Management

• リカバリ管理
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初期セットアップの実行

以下のタスクを実行して、iLO Amplifier Pack の初期セットアップを行います。

手順

1. 前提条件の確認

2. iLO Amplifier Pack のダウンロード

3. iLO Amplifier Pack のインストール

4. iLO Amplifier Pack の初期セットアップの実行

5. iLO Amplifier Pack へのログイン

6. インストールの検証

前提条件の確認

サポートされるデバイス

iLO Amplifier Pack は、次の HPE ProLiant サーバーをサポートしています。

• HPE ProLiant Gen8（ラック、タワー、ブレード）サーバー

• HPE ProLiant Gen9（ラック、タワー、ブレード）サーバー

• HPE ProLiant Gen10 および Gen10 Plus（ラック、タワー、ブレード）サーバー

• HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus サーバー

• iLO 5 を搭載した Edgeline および Moonshot サーバーブレード

◦ HPE ProLiant m750 サーバーブレード

◦ HPE ProLiant e910 サーバーブレード

◦ HPE ProLiant e910t サーバーブレード

• HPE Apollo 4000 システム（Gen10 Plus、Gen10、および Gen9 と iLO5 または iLO4） 
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注記:

• SPP ベースのオンライン/オフラインアップデートは、Edgeline および Moonshot デバイスには利用で
きません。Edgeline/Moonshot ファームウェアおよびソフトウェアコンポーネントパックを使用して、
iLO Amplifier Pack の Servers からこれらのデバイスをアップデートします。デバイスのアップデー
トに関する情報は、システムファームウェアとソフトウェアのリリースノート（http://www.hpe.com/
info/edgeline-docs および http://www.hpe.com/info/moonshot/docs）に記載されています。

• Moonshot および Edgeline のシャーシ情報は、iLO Amplifier Pack ではサポートされていません。

• Chassis Manager 2.0 で iLO ダイレクトアクセスが無効になっている場合、HPE ProLiant m750 サー
バーブレードはサポートされません。iLO ダイレクトアクセスの構成について詳しくは、 HPE
Moonshot Chassis Manager 2.0 User Guide を参照してください。

• HPE ProLiant Blade/Synergy サーバーが HPE OneView または VMware vCenter で管理されている場
合、iLO Amplifier Pack は、そのサーバー上のファームウェアまたはドライバーのアップデートをサ
ポートしません。

オペレーティングシステム

注記: オンラインアップデートに対して、次のオペレーティングシステムがサポートされます。

オペレーティングシステム 1 Gen8 および Gen9 Gen10 および
Gen10 Plus

Microsoft Windows 10 x64
2

Microsoft Windows Server 2022

Microsoft Windows Server 2019

Microsoft Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows Server 2012 Essentials

Red Hat Enterprise Linux 8 Server 以降（x86-64）

Red Hat Enterprise Linux 7 Server（x86-64）

Red Hat Enterprise Linux 6 Server（x86-64）

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 および SP2
（x86-64）

SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 および SP5
（x86-64）

表は続く
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オペレーティングシステム 1 Gen8 および Gen9 Gen10 および
Gen10 Plus

SUSE Linux Enterprise Server 11（x86-64）

VMware ESXi Server 7.0、7.0 U1、および 7.0 U2

VMware ESXi Server 6.7 U3

1 詳しくは、HPE Service Pack for ProLiant リリースノートを参照してください。

2 HPE ProLiant m750 サーバーブレード上のインベントリの場合のみ。

Edgeline、Moonshot、および IoT システムでサポートされているオペレーティングシステムについて詳し
くは、http://www.hpe.com/support/edgeline-moonshot-IoT-OS を参照してください。

ブラウザー要件

注記: Internet Explorer は、推奨のブラウザーではありません。

iLO Amplifier Pack の Web インターフェイスの実行をサポートするブラウザーは次のとおりです。

• Chrome v90.0 以降

• Firefox v88.0 以降

以下の設定がブラウザーで有効でなければなりません。

• JavaScript - このアプリケーションでは、クライアント側の JavaScript が使用されます。

• Cookies - 一部の機能が正常に動作するために、必ず Cookie を有効にしてください。

• ポップアップウィンドウ - 一部の機能が正常に動作するために、必ずポップアップウィンドウを有効
にしてください。ポップアップブロックが無効になっていることを確認してください。

• TLS - Web インターフェイスにアクセスするには、必ずブラウザーで TLS を有効にしてください。

言語

このリリースでサポートされる言語：

英語

iLO Amplifier Pack をホストするための前提条件

ホストマシンが、次のいずれかを実行するためのハードウェア要件を満たしていることを確認してくださ
い。

• VMware ESXi 6.5 以降で構成されたホストサーバー。

• Windows Server 2016 または Windows Server 2019 用の Windows ハイパーバイザー。

• 次のいずれかのオペレーティングシステムの KVM：

◦ Red Hat Enterprise Linux 8 以降

◦ Red Hat Enterprise Linux 7.7 以降
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◦ SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1 または SP2

◦ SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 または SP5

iLO Amplifier Pack のゲスト VM では、次の 小限のリソースが ESXi サーバー、Windows Hyper-V、また
は KVM で利用できる必要があります。

• 4 vCPU

• 8 GB の RAM

• 100 GB の予約済みハードディスクドライブ領域

• 1.0 Gbps の 2 つのネットワークポート

管理対象サーバーの前提条件

サーバーを iLO Amplifier Pack で管理するには、以下の推奨コンポーネントバージョンを搭載している必
要があります。

サーバー 推奨されるコンポーネントバージョン

Gen8 および Gen9 サー
バー

• iLO 4 v2.76 以降

• Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）v10.95.0
以降、Linux（RHEL7、RHEL8、SLES12、SLES15）の場合は AMS v2.10.0
以降、RHEL6、SLES11 の場合は AMS v1.4.3

• iSUT v2.5.0 以降

Gen10 サーバーと
Gen10Plus サーバー

• iLO 5 v2.30 以降

• Windows の場合は AMS v2.10 以降、Linux の場合は AMS v2.3.0 以降、
ESXi の場合は AMS v2020.09.01 以降

• iSUT v2.5.0 以降

Edgeline/Moonshot サー
バー

• iLO 5 v2.30 以降

• AMS v2.30 以降

必須ソフトウェアの取得について詳しくは、次の Web サイトを参照してください。

• iLO：http://www.hpe.com/servers/iLO

• AMS：http://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.5219980.html

• SUT/iSUT： http://www.hpe.com/servers/sut

アップデートを実行するための前提条件

• 推奨される SPP バージョンは 2021.10.0。

• 全世代のサーバーの場合：https://www.hpe.com/servers/SPP からダウンロードした SPP（Service
Pack for ProLiant）バージョン 2020.09.0 以降

• Web サーバーを使用してファームウェアアップデートを行う場合は、Web サーバーに以下が含まれて
いることを確認してください。
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◦ SPP iso イメージおよびファイルをホストする HTTP/HTTPS 共有。

◦ 正しくダウンロードするための、MIME タイプ設定への以下のファイル拡張子の追加。

– .bin

– .iso

– .xml

– .pdb

– .fwpkg

– .hex

– .vme

– .flash

• 全世代のサーバーにインストールされた iSUT（Integrated Smart Update Tools）v2.5.0 以降

• iLO Amplifier Pack にインポートされたファームウェアアップデートのブート可能ベースライン ISO
イメージ。詳しくは、iLO Amplifier Pack ユーザーガイドに記載の「ベースラインのインポート」を
参照してください。

または

SPP（HPE Support Pack for ProLiant）ISO イメージおよびファイルをホストするためのネットワーク
および専用 Web サーバー上の共有 HTTP/HTTPS の場所に抽出された、ファームウェアアップデート
のブート可能ベースライン ISO イメージ。

• SPP ベースのオンライン/オフラインアップデートは、Edgeline および Moonshot デバイスには利用で
きません。Edgeline/Moonshot ファームウェアおよびソフトウェアコンポーネントパックを使用して、
iLO Amplifier Pack の Servers からこれらのデバイスをアップデートします。デバイスのアップデー
トに関する情報は、システムファームウェアとソフトウェアのリリースノート（http://www.hpe.com/
info/edgeline-docs および http://www.hpe.com/info/moonshot/docs）に記載されています。

注記:

• HPE ProLiant Blade/Synergy サーバーが HPE OneView または VMware vCenter で管理されている場
合、iLO Amplifier Pack は、そのサーバー上のファームウェアまたはドライバーのアップデートをサ
ポートしません。

• Gen 10 サーバー以降では、外部 Web サーバーでホストされている SPP をサポートしません。

重要: オンラインでのアップデートを開始する前に、AMS が実行中であり、SUT モードが
AutoDeployReboot または AutoDeploy に設定されていることを確認します。

リカバリを実行するための前提条件

リカバリは、次を搭載した Gen10 サーバープラットフォーム以降でのみ実行できます。

• Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降

• SPP v2020.09.0 以降
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• Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降で構成さ
れる SPP

• 「Config Manager with Security」権限を持つ iLO Amplifier ユーザー

注記: iLO Amplifier Pack のデフォルトユーザーには、「Configure Manager with Security」権限はありませ
ん。

iLO Amplifier Pack のダウンロード

前提条件

HPE パスポートログインの認証情報

手順

1. My HPE Software Center Web ページに移動し、HPE パスポートログインの認証情報でログインしま
す。

2. Free Software リストから、Free Software > Family: iLO Amplifier Pack に移動します。商品説明を
表示するには、iLO Amplifier Pack タイトルをクリックします。

3. Download ボタンをクリックすると、利用可能なバイナリのリストを含む新しいページが表示されま
す。

4. ローカルディレクトリへのインストール方法に基づいて、適切なファイルをダウンロードします。

ダウンロードの正当性および整合性の検証
マイ HPE ソフトウェアセンターから iLO Amplifier Pack アプライアンスファイルをダウンロードする際、
お使いのブラウザーの HTTPS 接続は信頼されているセキュリティ証明書を使用するため、HPE の仮想ア
プライアンスイメージは信頼できます。

前提条件

• 新バージョンの iLO Amplifier Pack アプライアンスファイル（ova 、zip、または qcow2）がダウン
ロードされます。

• iLO Amplifier Pack 用の対応.sigファイルがダウンロードされます。.sigファイルは、iLO Amplifier
Pack アプライアンスファイルと同じ場所から入手できます。

手順

1. ファイルの正当性および整合性をさらに検証するには、無償の GNU プライバシーガード（GPG）ツー
ルを使用します。

• gpg --verify <ファイル名>.ova.sig <ファイル名>.ova
• gpg --verify <ファイル名>.zip.sig <ファイル名>.zip
• gpg --verify <ファイル名>.gz.sig <ファイル名>.gz
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注記: このデジタル署名の確認手順は、アップグレードのインストールには必要ありません。アップグ
レードファイル（*.binファイル）はすでにデジタル署名されています。デジタル署名は、アップグ
レードプロセス中に自動的に検証されます。

2. 詳しい検証手順については、HPE GPG または RPM による署名検証に関する Web ページを参照して
ください。

iLO Amplifier Pack のインストール

VMware ESXi を使用した iLO Amplifier Pack のインストール

前提条件

• VMware ESXi 6.5 以降で構成されたホストサーバー

• 使用可能な 小 RAM が 8GB で VMware vSphere Client またはサポートされている Web ブラウザー
がインストールされているノートパソコンまたはデスクトップシステム

手順

1. マイ HPE ソフトウェアセンターページのダウンロードリンクをクリックして、VMware ESXi の ova
ファイルをダウンロードします。

2. 適切なチェックサム検証ツールを使用して、ファイルのチェックサムを、ダウンロードページにリス
トされているチェックサム値と比較することによって、ダウンロードした
iLOAmpPack_X.XX_vmware.ovaファイルの整合性を確認します。

注記: OVA ファイルは電子的に署名されています。ダウンロードの正当性および整合性を検証するに
は、HPE GPG または RPM による署名検証に関する Web ページの手順に従ってください。詳しくは、
ダウンロードの正当性および整合性の検証を参照してください。

3. VMware vSphere Client またはサポートされている Web ブラウザーを使用して、任意の VMware ESXi
サーバー（6.7U3 以降）に接続します。

4. 次のいずれかを実行します。

• VMware vSphere Client を使用している場合は、File をクリックし、Deploy OVF Template をク
リックして、画面に表示される手順に従います。

• Web ブラウザーを使用している場合は、Create/Register VM をクリックし、Deploy a virtual
machine from an OVF or OVA file をクリックして、画面に表示される手順に従います。

注記: HPE では、VM のデプロイオプションを構成するとき、「Thick」ディスクプロビジョニングを選
択することをお勧めします。

5. イメージがインポートされたら、VM の電源を入れます。

VM は起動に時間がかかる場合があります。DHCP がサポートされない場合、起動に 大 5 分かかる場
合があります。

VM の再起動後、コンソールに初期セットアップ画面が表示されます。
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Windows Hyper-V マネージャーを使用した iLO Amplifier Pack のインストー
ル

前提条件

使用可能な 小 RAM が 8GB で Hyper-V マネージャーがインストールされたラップトップまたはデスク
トップシステム

手順

1. マイ HPE ソフトウェアセンターページのダウンロードリンクをクリックして、Hyper-V マネー
ジャーの zip をダウンロードします。

2. 適切なチェックサム検証ツールを使用して、zip ファイルのチェックサムを、ダウンロードページに
リストされているチェックサム値と比較することによって、ダウンロードした
iLOAmpPack_X.XX_HyperV.zipファイルの整合性を確認します。

注記: zip ファイルは電子的に署名されています。ダウンロードの正当性および整合性を検証するに
は、HPE GPG または RPM による署名検証に関する Web ページの手順に従ってください。詳しく
は、ダウンロードの正当性および整合性の検証を参照してください。

3. zip ファイルから iLOAmplifierPackフォルダーを抽出します。

4. Hyper-V マネージャーで、アクション > 新規 > 仮想マシンに移動します。

重要: 新規アクションを使用して新しい仮想マシンを作成しないでください。

5. VM の名前と場所を選択します。

6. 世代として第 1 世代を選択します。

7. 割り当てるメモリとして 8192 MB を指定します。

8. ネットワークスイッチを選択します。

9. 以前にダウンロードしたパス  iLOAmplifierPack\Virtual Hard Disks
\iLOAmplifierPack.vhdxから既存の仮想ハードディスクを接続し、完了をクリックします。

10. 新しく展開された VM の設定ページに移動します。

11. ハードウェアを追加し、ネットワークアダプターを追加します。

12. メニューから仮想スイッチを指定し、OK をクリックします。

新しい VM が作成されたら、VM の電源をオンにします。

Linux 上の KVM を使用した iLO Amplifier Pack のインストール

手順

1. マイ HPE ソフトウェアセンターページのダウンロードリンクをクリックして、KVM の qcow2 イメー
ジファイルをダウンロードします。

2. 適切なチェックサム検証ツールを使用して、ファイルのチェックサムを、ダウンロードページにリス
トされているチェックサム値と比較することによって、ダウンロードした qcow2 イメージファイルの
整合性を確認します。
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注記: QCOW2 ファイルは電子的に署名されています。ダウンロードの正当性および整合性を検証す
るには、HPE GPG または RPM による署名検証に関する Web ページの手順に従ってください。詳し
くは、ダウンロードの正当性および整合性の検証を参照してください。

3. Virtual Machine Manager を起動します。

重要: 仮想マシンのストレージには、常に 低 100GB の空き容量が必要です。

4. Virtual Machine Manager のメニューからファイル > 新しい仮想マシンを選択し、新しい VM ウィザー
ドを起動します。

5. 利用可能なオプションから既存のディスクイメージをインポートを選択し、qcow2 イメージファイル
を抽出した場所を参照します。

6. 画面に表示される指示に従って、仮想マシンをセットアップします。

a. OS タイプおよびバージョンは、デフォルトのオプションを使用します。

注記: Red Hat Enterprise Linux 8.0 および SUSE Linux Enterprise Server の場合、OS タイプとして
Debian Stretch（Debian 9）を選択します。

b. メモリの 小値を 8192MB に、CPU コアの 小数を 4 に設定して、進むをクリックします。

c. 仮想マシン名を指定します。

d. Network selection で、管理 LAN に接続されているネットワークデバイスを選択します。

e. Source mode として、Bridge を選択します。

f. Customize configuration before install のオプションを選択します。

g. Finish をクリックします。

h. iLO Amplifier Pack は、2 つのネットワークインターフェイスで構成する必要があります。ハード
ウェアの追加 > ネットワークをクリックし、管理 LAN に接続されているネットワークデバイスを
選択します。Source mode として、Bridge を選択します。

重要: 2 つのネットワークインターフェイスが追加されない限り、iLO Amplifier Pack のようこ
そ画面には、アプライアンスの IP アドレスではなく、ローカルホストの IP アドレスが表示さ
れます。また、アプライアンスのインターフェイスにアクセスできなくなります。

i. SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 の場合にのみ、両方のネットワークインターフェイスの
Device model に rtl8139 を選択して、Apply をクリックします。

j. 表示されたウィンドウで、必要に応じて構成に追加の変更を加えてから、Begin Installation をク
リックします。

7. 仮想マシンコンソールからアプライアンスが起動するようになります。

VM の起動後、コンソールに初期セットアップ画面が表示されます。
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iLO Amplifier Pack の初期セットアップの実行

前提条件

• iLO Amplifier Pack OVF によって展開された VM。

• VM の再起動が完了している。

• Welcome 画面がコンソールに表示されている。

手順

1. Welcome 画面で、Initial Setup をクリックします。

2. EULA（エンドユーザー使用許諾契約書）を読み、Accept をクリックします。

3. 次のネットワーク設定を入力し、Next をクリックします。矢印キーを使用して、設定間を移動し、
Enter を使用して、選択した設定を変更します。

a. 必要に応じて、NIC 1、NIC 2、または両方を有効にします。

b. オプション：DHCPv4 または DHCPv6 を有効または無効にします。DHCP が無効の場合、以下を
入力してください。

I. 静的な IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。

II. IPv4 構成の場合はサブネットマスクを、IPv6 構成の場合はプレフィックス長を入力します。

III. デフォルトゲートウェイを入力します。

c. サーバーの管理に使用する優先設定ネットワークポートを選択します。NIC 1 は、デフォルトで選
択されています。

注記: 2 つの NIC が提供されているのは、2 つの個別のネットワーク（https 接続を介して iLO に接
続するネットワークと、メールまたは IFTTT サービスを利用するためにインターネットに接続する
ネットワーク）に iLO Amplifier Pack が接続できるようにするためです。管理ネットワークからイ
ンターネットにアクセスできる場合は、2 つ目の NIC を無効にできます。

d. オプションです。プライマリの IPv4 または IPv6 DNS サーバーを入力します。

e. オプション：セカンダリの IPv4 または IPv6 DNS サーバーを入力します。

4. タイムゾーンおよび NTP 設定を変更するか、デフォルトを受け入れ、Next をクリックします。

5. 表示名とパスワードを入力して管理者アカウントをセットアップし、Finish をクリックします。

ここで入力するユーザー名とパスワードは、初期の管理者アカウントをセットアップするために使用
する認証情報です。初期セットアップが完了したら、iLO Amplifier Pack 管理設定を使用してユーザー
を追加できます。

6. 指示が表示されたら Reboot をクリックします。

システムが再起動し、Welcome 画面が表示され、iLO Amplifier Pack 管理アプライアンスの IP アドレ
スが表示されます。
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iLO Amplifier Pack へのログイン

前提条件

再起動された VM への iLO Amplifier Pack のインストール。

手順

1. VM コンソールの welcome 画面に示されている IP アドレスにアクセスします。

2. 初期ユーザーアカウントのセットアップ時に入力した認証情報を使用して、iLO Amplifier Pack マネジ
メントアプライアンスにログオンします。

3. ポップアップに表示される iLO Amplifier Pack の利用規定を読みます。OK をクリックして先に進み
ます。

iLO Amplifier Pack 管理ダッシュボードが表示されます。

インストールの確認

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. ダッシュボードページで、ページの右上隅にある情報アイコンをクリックします。About 画面が表示
されます。

2. 情報を確認してから、OK をクリックします。
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ダッシュボード

ダッシュボードページには、サーバーヘルスの概要とその他のさまざまなウィジェットが表示されます。
これらのウィジェットは、アクティブセッション、サーバーグループ、サーバーモデル、HPE InfoSight
ステータスおよび AHS 転送の詳細、さまざまなアラート、およびベースラインコンプライアンスジョブ
に関する情報を提供します。

ダッシュボードの表示

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Dashboard をクリックします。

2. 以下のいずれかを実行して、詳細情報を表示します。

• サーバーヘルス要約のタイルをクリックして、特定のヘルスステータスであるサーバーのリストを
表示します。

• グラフまたは円グラフをクリックして、iLO Amplifier Pack の対応するページにジャンプします。

• グラフまたは円グラフの凡例をクリックして、対応するフィルターを適用します。
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ダッシュボードの詳細

• サーバーヘルス - 以下の情報が、ダッシュボードの上部に表示されます。More info をクリックする
と、アラートカテゴリごとにフィルター処理されたサーバーリストが表示されます。

◦ サーバーの総数

◦ ヘルスが良好状態のサーバーの数

◦ 警告のあるサーバーの数

◦ 問題のあるサーバーの数 - このタイルもアップデートされ、クリティカルおよび不明な状態のサー
バーが表示されます。

• Active Sessions - アクティブセッション数はウィジェットの上部に表示されます。許可されるアク
ティブセッションの 大数は 20 です。iLO Amplifier Pack にログインしている各ユーザーについて以
下の情報が表示されます。

◦ User - ユーザーアカウントに割り当てられた表示名。

◦ Client IP - iLO Amplifier Pack へのログインに使用されたクライアントコンピューターの IP アドレ
ス。

◦ Logged in Time - 新ログインの日付と時刻。

詳しくは、アクティブセッションを参照してください。

• Server Groups - サーバーグループと各サーバーグループ内のサーバー数をヘルスステータス別に示
すグラフ。

• Server Models - 顧客がサーバー世代ごとに管理しているサーバーの数を円グラフで表します。また、
各サーバー世代のサーバー数をサーバーモデルごとに棒グラフで示します。矢印をクリックすると
ビューが切り替わります。

• InfoSight status - HPE InfoSight への接続ステータス。 大および平均のファイルサイズのような
AHS ログに関する他の情報もここに表示されます。AHS サイクルのタイムスタンプは、その日の
AHS コレクションが開始されるたびに更新されます。AHS ファイルサイズの 大値は、iLO Amplifier
Pack にその日に追加されたすべてのサーバーでダウンロードされる AHS ログの 大ファイルサイズ
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です。AHS ファイルサイズの平均値は、iLO Amplifier Pack にその日に追加されたすべてのサーバーで
ダウンロードされる AHS ログの平均ファイルサイズです。iLO からの AHS ログのダウンロードス
テータスに関する情報と、HPE InfoSight へのすべてのログのアップロードステータスに関する情報
も、矢印キーをクリックすることによって表示できます。

• Alerts - クリティカル、警告、情報提供、またはセキュリティに関連するさまざまなアラートのドーナ
ツグラフ表示。ウィジェットの下部には、iLO Amplifier Pack で管理されている全サーバーのうち、監
視されているサーバーの数が表示されます。

• Baseline Compliance Job Info - 実行されたさまざまなベースラインコンプライアンスジョブ、およ
びサーバーが準拠しているかどうかを表すグラフ。ウィジェットの下部には、iLO Amplifier Pack で管
理されている全サーバーのうち、コンプライアンスジョブが実行されていないサーバーの数が表示さ
れます。

• Notification bell - 管理対象システムから受信したアラートおよび InfoSight によって推奨されるア
ラートの数が表示されます。アラートをクリックすると、アラートのタイプに応じて、Managed
Server Alerts または InfoSight Recommendation Alerts のページにアクセスできます。
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検出

Discovery ページでは、iLO Amplifier Pack で管理するアセットを追加できます。Discovery ページを使用
して、個々のサーバー、iLO 連携グループ内のサーバー、IPv4 アドレス範囲内のサーバー、CSV ファイ
ルに列挙されたサーバーを検出します。

Discovery ページからの単一のサーバーの追加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• iLO 4 v2.76 以降が搭載された HPE Gen8 または Gen9 サーバー

• iLO 5 v2.30 以降が搭載された HPE Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus サーバー

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Discovery をクリックします。

2. Add Server セクションに次の情報を入力します。

• iLO IP Address - iLO の IPv4 または IPv6 アドレスまたは FQDN（完全修飾ドメイン名）。

• Username - サーバー上の iLO アカウントのユーザー名。
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• Password - 指定した iLO ユーザーアカウントのパスワード。

• Server group name (Optional) - サーバーが所属するサーバーグループを選択します。

3. Add をクリックします。

iLO Amplifier Pack がサーバーの検出およびインベントリプロセスを開始します。

4. オプション：ナビゲーションツリーで Assets をクリックし、Servers をクリックして、追加したサー
バーのステータスを表示します。

Discovery ページからの iLO 連携グループの追加

前提条件

注記: iLO 連携の要件について詳しくは、iLO 連携のユーザーガイド（http://www.hpe.com/support/
ilo4_federation_ug_ja）を参照してください。

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• 専用の iLO NIC が搭載された HPE Gen8、Gen9、Gen10、または Gen10 Plus サーバーで構成されて
いる既存の iLO 連携グループ。サーバーが NIC ポートを共有する場合、iLO 連携はサポートされませ
ん。

• iLO 連携設定の以下のマルチキャスト設定により、すべてのサーバーで iLO 連携が有効になっている。

注記: メニューオプションは、Gen8/Gen9 および Gen10/Gen10 Plus で異なります。

◦ すべてのサーバーで iLO 連携管理およびマルチキャスト検出が有効になっている

◦ Multicast Announcement Interval が 30 seconds に設定されている

◦ IPv6 Multicast Scope が Site に設定されている

◦ Multicast TTL が 255 に設定されている

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Discovery をクリックします。

2. Add iLO Federation Group セクションで、以下の情報を入力します。

• iLO IP Address - iLO 連携グループのサーバーの IPv4 アドレス。

• Username - 指定したサーバー上の iLO アカウントのユーザー名。

• Password - 指定した iLO ユーザーアカウントのパスワード。

3. Add をクリックします。
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指定した iLO システムが複数の iLO 連携グループのメンバーである場合、iLO Amplifier Pack は検出対
象のグループを選択するよう求めます。

4. グループを選択して、OK をクリックします。

5. オプション：ナビゲーションツリーで Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックし
て、追加したグループのステータスを表示します。

追加したグループ内の個々のサーバーのステータスを表示するには、ナビゲーションツリーで
Assets、Servers をクリックして、Filters メニューから iLO Federation Groups をクリックし、グ
ループ名をクリックします。

IPv4 アドレス範囲でのサーバーの追加
iLO Amplifier Pack は、サーバーの検出用に提供される IPv4 アドレスの範囲を受け入れます。ユーザー
は、指定された期間の IPv4 アドレスの範囲での検出操作をスケジュールすることもできます。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• iLO 4 v2.76 以降が搭載された HPE Gen8 または Gen9 サーバー

• iLO 5 v2.30 以降が搭載された HPE Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus サーバー

手順

1. 左側のナビゲーションメニューの Discovery をクリックします。

2. Add IPv4 Range セクションに次の情報を入力します。

• iLO IP Range- 範囲の開始および終了 IP アドレス。

• SSL Port - iLO と通信するために使用される SSL ポート。

• Username - サーバー上の iLO アカウントのユーザー名。

• Password - サーバー上の iLO アカウントのパスワード。

注記: IPv4 範囲内のすべてのサーバーに共通する認証情報を使用します。

• Server group name (Optional) - サーバーが所属するサーバーグループを選択します。

3. Run One Time Scan をクリックします。

指定したユーザーアカウントを含む、IPv4 範囲内のサーバーが検出され、インベントリが作成されま
す。

認証情報が正しくない IPv4 範囲のサーバーは、iLO Amplifier Pack に追加されません。非管理対象
サーバーのユーザーアカウント認証情報を追加するには、非管理対象サーバーのアップデートを参照
してください。
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注記: すでに実行されている監視ジョブが 1 つ以上ある場合、検出監視ジョブの完了に少し時間がかか
る場合があります。

IPV4 範囲検出のスケジューリング

4. オプション：指定した IPv4 範囲に対して定期的なサーバー検出およびインベントリジョブをスケ
ジュールするには、次の手順を実行します。

a. Save をクリックして、Add IPv4 Range セクションに入力した情報を保存します。

注記: 検出を行う IPv4 範囲を 大 5 つスケジュールできます。

b. Scan Interval セクションに値を 24 時間形式で入力して、サーバー検出ジョブをスケジュールしま
す。複数の IPv4 範囲を指定した場合、サーバー範囲スキャンは順番に実行されます。

c. Scheduled IPv4 Ranges セクションを展開して、追加した IPv4 範囲のスケジュールを表示しま
す。

d. 各 IPv4 範囲は、必要に応じて、Action 列の下の対応するアイコンを選択することで編集または削
除できます。

e. Last Scanned Time フィールドには、IPv4 サーバー検出ジョブが 後に実行された時刻が表示さ
れます。

5. オプション：ナビゲーションツリーで Assets をクリックし、Servers をクリックして、追加したサー
バーのステータスを表示します。

CSV ファイルからのサーバーの追加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• iLO 4 v2.76 以降が搭載された HPE Gen8 または Gen9 サーバー

• iLO 5 v2.30 以降が搭載された HPE Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus サーバー

• 以下を含む CSV ファイルの場所：

◦ 次の形式でのサーバーのリスト

<iLO IPv4 or IPv6 addresses or FQDN>, <iLO username>, <iLO password>
◦ ヘッダーなし

◦ iLO IP アドレスまたは FQDN およびユーザー名フィールド内にブランクなし

◦ 49 文字を超えていない iLO FQDN アドレス

Discovery ページで SampleFile.csv をクリックし、正しい書式の CSV ファイルのサンプルを参照し
てください。
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Discovery をクリックします。

2. Add from a file セクションで、Choose File をクリックし、使用する CSV ファイルを選択します。

3. オプション：サーバーが所属するサーバーグループを選択します。

4. Upload をクリックします。

iLO Amplifier Pack がファイルを処理し、検出およびインベントリプロセスを開始します。

5. オプション：ナビゲーションツリーで Assets をクリックし、Servers をクリックして、追加したサー
バーのステータスを表示します。
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サーバーの管理

サーバーリストの表示

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. ナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。Server
Management ページには、次の情報が表示されます。

• Health - サーバーヘルスインジケーター。この値は、全体的なステータスや冗長性（障害処理能力）
など、監視対象サブシステムの状態を要約します。サーバーリスト詳細ペインの Health Summary
タブをクリックして表示します。

• iLO Address - iLO の FQDN（完全修飾ドメイン名）、および iLO サブシステムの IPv4 および IPv6
アドレス（および該当する場合はポート）。
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• Serial number and Product ID - システムの製造時に割り当てられるサーバーのシリアル番号およ
びサーバーの製品 ID。

• Product Name - サーバーモデル。

• Server Hostname - サーバーに割り当てられたホスト名。

• Status - iLO Amplifier Pack でのサーバーのインベントリステータス。

注記: HPE OneView によって管理されるサーバーは、Status フィールドで識別されます。HPE
OneView サーバーは、インベントリ目的でサーバーリストに表示されますが、iLO Amplifier Pack
によってアップデートできません。

• Last Job - 後に終了した iLO Amplifier Pack ジョブとジョブステータス。

• Details - View Details をクリックして、個々のノードに関する詳細情報を表示します。

2. オプション：Filters、Search、および Show entries コントロールを使用して、サーバーリストの表
示方法をカスタマイズします。

Filters メニューを使用すると、以下のオプションをフィルタリングできます。

• Standalone Managed Servers - iLO Federation Group の一部ではないため、個別に管理される
サーバー。

• Edgeline Servers - HPE Edgeline を介して追加および管理されるサーバー。

• OneView Managed Servers - HPE OneView を介して追加および管理されるサーバー。

• Unmanaged Servers - ステータスが Unmanaged のサーバー。これは、ヘルスステータスが不明
である、iLO ファームウェアバージョンに互換性がない、認証情報が無効または存在しない、サー
バーに到達できないなどの理由で発生します。また、サービスアカウントの作成に失敗したサー
バーもここに表示されます。

• iLO 連携グループ

• サーバーグループ

3. オプション：以下のアクションを使用して、このページからサーバーを管理します。

注記: Login 権限を持つユーザーは、サーバーを管理できません。

• Add Server - クリックしてリストにサーバーを追加します。詳しくは、サーバーの追加を参照して
ください。

• Actions - チェックボックスをクリックしてサーバーリストからサーバーを選択し、メニューから
アクションを選択します。

◦ UID Control - サーバーの UID ステータスの管理を参照してください。

◦ Power Options - サーバーの電源ステータスの管理を参照してください。

◦ Firmware Update - サーバーファームウェアとドライバーのアップデートを参照してください。

◦ Remote Syslog - リモート Syslog の構成を参照してください。

◦ Virtual Media - 仮想メディアのマウントを参照してください。

◦ Update Credentials — サーバーの認証情報のアップデートを参照してください
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◦ Delete - サーバーの削除を参照してください。

◦ Refresh - サーバーリストの更新を参照してください。

サーバーの詳細の表示

View details をクリックして、個々のサーバーに関する詳細情報を表示します。iLO によって提供された
情報を使用して、iLO Amplifier Pack がアップデートのプランニング時に便利にアクセスできるようにこ
こに表示します。

注記: HPE OneView によって管理されているサーバーは、View Server details ペインの上部のバナーで
識別されます。HPE OneView によって管理されているサーバーは、インベントリ目的で表示されますが、
iLO Amplifier Pack によってアップデートできません。

• Overview タブ - サーバーと iLO サブシステムに関する概要が表示されます。

• Health Summary タブ - サーバーコンポーネントと Agentless Management Service のヘルスステー
タスが表示されます。コンポーネントの詳細を表示するには、各ヘルスステータスアイコンをクリッ
クします。

• Hardware タブ - CPU、メモリ、ファン、および電源装置のサーバーハードウェアの詳細が表示されま
す。

• PCI Devices タブ - タイプ、場所、およびファームウェアバージョンなどのサーバーの PCI デバイス
についての詳細が表示されます。

• Storage タブ - ドライブのシリアル番号、容量、場所、およびヘルスステータスなどのストレージイン
ベントリ情報が表示されます。

• Network タブ - ネットワークアダプター名とファームウェアバージョン、ポート、MAC、IPv4、およ
び IPv6 アドレス、ヘルスステータス、および状態が表示されます。

• Firmware Inventory タブ - ファームウェア名とバージョン番号が表示されます。

• Software Inventory タブ - サーバーにインストールされているソフトウェアの名前、バージョン番号、
説明が表示されます。
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• iLO Configuration タブ - iLO のライセンスおよびリモート syslog の詳細が表示されます。

• Remote Console タブ - iLO Java IRC についての説明とそれを使用するためのリンクが表示されま
す。

• Job History タブ - サーバージョブの名前、進行状況パーセンテージ、ステータス、完了時間が表示さ
れます。

• InfoSight summary タブ - HPE に送信されたログのアップロードステータスおよび詳細情報と、iLO
から受信したログのダウンロードステータスおよび詳細情報が表示されます。

Servers ページからの単一のサーバーの追加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• iLO 4 バージョン 2.30 以降が搭載された HPE ProLiant Gen8 または Gen9 サーバー

• iLO 5 バージョン 2.30 以降が搭載された HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus サーバー

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. Add Server をクリックします。

3. Add Server オプションを選択します。

4. iLO の IP アドレス/iLO の FQDN を入力します。

5. ノード上の iLO ユーザーアカウントのユーザー名を入力します。

6. ユーザーアカウントのパスワードを入力します。

7. 必要に応じて、サーバーが所属するサーバーグループを選択します。

8. Add をクリックします。

Servers ページからの IPv4 アドレス範囲でのサーバーの追加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager
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◦ Configure User

◦ Configure Devices

• iLO 4 v2.76 以降が搭載された HPE Gen8 または Gen9 サーバー

• iLO 5 v2.30 以降が搭載された HPE Gen10 サーバーおよび Gen10 Plus サーバー

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. Add Server をクリックします。

3. Add IPv4 Range オプションを選択します。

4. iLO IP 範囲の開始および終了 IP アドレスを入力します。

5. iLO と通信するために使用される SSL ポートを入力します。

6. ノード上の iLO ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

注記: IPv4 範囲内のすべてのサーバーに共通する認証情報を使用します。

7. 必要に応じて、サーバーが所属するサーバーグループを選択します。

8. Add をクリックします。

指定したユーザーアカウントを含む、IPv4 範囲内のサーバーが検出され、インベントリが作成されま
す。認証情報が正しくない IPv4 範囲のサーバーは、iLO Amplifier Pack に追加されません。

非管理対象サーバーのユーザーアカウント認証情報を追加するには、非管理対象サーバーのアップ
デートを参照してください。

サーバーの UID ステータスの管理

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. 管理するサーバーのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、UID Control を選択します。

4. Set UID メニューから UID 設定を選択します。
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• Off - UID ボタンは無効になります。

• Lit - UID ボタンは有効になります。

5. Apply をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして Servers ページに戻ります。

サーバーの電源ステータスの管理

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. 管理するサーバーのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Power Control を選択します。

4. Set Power メニューで電源設定を選択します。

• On - システムの電源をオンにします（デフォルト）。

• Force Off - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行します。

• Force Restart - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行した後で、システムを再起動しま
す。

• Push Power Button - このシステム上の物理的な電源ボタンを押す動作をシミュレートします。

5. Apply をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして Servers ページに戻ります。

サーバーの電源オプション

サーバーの電源ステータスを管理する場合は、以下の電源オプションを利用できます。

• On - システムの電源をオンにします（デフォルト）。

物理的な電源ボタンを押す場合と同じです。

• Force Off - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行します。

物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続け、離す場合と同じです。

この動作の結果、サーバーの電源が切れます。このオプションは、オペレーティングシステムの正常
なシャットダウン機能に影響する場合があります。

• Force Restart - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行した後で、システムを再起動します。
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サーバーを強制的にウォームブートします。CPU と I/O リソースがリセットされます。このオプショ
ンは、オペレーティングシステムの正常なシャットダウン機能に影響する場合があります。

• Push Power Button - このシステム上の物理的な電源ボタンを押す動作をシミュレートします。

サーバーの電源がオフの場合、瞬間的に押すとサーバーの電源がオンになります。

サーバーのページからサーバーファームウェアのアップデート
次のファームウェアの種類をアップデートする場合、Servers ページの Firmware Update オプションを
使用します。

• iLO ファームウェア

• HPE システム ROM

• System Programmable Logic Device

• SL/XL シャーシファームウェア

• Innovation Engine（IE）または Server Platform Services（SPS）ファームウェア

• 言語パック

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security。

◦ Configure Manager。

◦ Configure User。

◦ Configure Devices。

• コアプラットフォームのファームウェアイメージ。

これは、コンポーネントのファームウェアイメージを使用して Redfish API を介して iLO によってサ
ポートされる単一コンポーネントアップデートであり、完全な SPP ではありません。ファームウェア
イメージは、SPP のコアプラットフォームコンポーネントから抽出することも、HPE サポートポータ
ルから取得することもできます。

• *.fwpkgファイルフォーマットの場合、GUI からコアファームウェアをアップデートするには、HPE
iLO 5 バージョン 2.30 以上を使用していることを確認してください。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. アップデートするサーバーのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックし、Firmware Update を選択します。

4. Storage Type メニューから HTTP/HTTPS Share または File Upload をクリックして選択します。

5. 次のいずれかを実行します。
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• HTTP/HTTPS Share で、ISO イメージに HTTP または HTTPS url を入力します。この URL は、
IPv4 または IPv6 のアドレスを指定できます。

• File Upload で、Choose File をクリックしてファイルエクスプローラーを開き、ローカルドライ
ブに保存されているベースラインを選択します。

注記: *.fwpkg、*.bin、*.vme、*.hex、*.flashファイルフォーマットのコアファームウェア
を GUI からアップデートできます。これは、HTTP/HTTPS と File Upload の両方の保存方法に対
応しています。1 パワーマネジメントコントローラー、シャーシファームウェア、および NVMe バッ
クプレーンファイルは、ファイル拡張子*.hexを使用します。システムプログラマブルロジック 2

6. TPM が選択したいずれかのサーバーに存在する場合、TPM Override オプションが表示されます。
TPM 対応サーバーをアップデートする場合、チェックボックスを選択します。

7. Apply をクリックしてアップデートを開始するか、Close をクリックして Servers ページに戻ります。

リモート Syslog の構成
リモート syslog 機能を使用すると、iLO Amplifier Pack のリモート syslog サーバーを構成して、サーバー
のシステムログとイベントを iLO Amplifier Pack から中央のログコレクターに送信できます。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. 構成するサーバーのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックし、Remote SysLog を選択します。

4. 次のいずれかを選択します。

• Use iLO Amplifier Pack SysLog Settings - iLO Amplifier Pack の SysLog 構成セットを使用する
場合に選択します。詳しくは、iLO Amplifier Pack のリモート SysLog 設定の構成を参照してくだ
さい。

• Use Manual Settings - SysLog に対して手動設定を使用する場合に選択します。

1
2 デバイス（CPLD）のファームウェアファイルは、ファイル拡張子*.vmeを使用します。
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◦ SysLog Enabled - リモート SysLog を有効にする場合に選択します。

◦ SysLog Port - リモート SysLog のレポートに使用するポートを入力します。

◦ SysLog Server - リモート SysLog をホストするサーバーの IPv4 または IPv6 アドレスまたは
FQDN を入力します。

5. Apply をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして Servers ページに戻ります。

仮想メディアのマウントとイジェクト

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. 管理するサーバーのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Virtual Media を選択します。

4. ISO URL テキストボックスに、ISO ファイルの場所の URL を入力します。

5. Mount をクリックして仮想メディアをマウントします。

注記: Eject クリックして、仮想メディアをイジェクトすることもできます。

サーバーの認証情報のアップデート

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. 管理するサーバーのチェックボックスを選択します。
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3. 認証情報が無効なサーバーの認証情報をアップデートするには、Actions をクリックしてから Update
Credentials を選択します。

4. 選択したサーバーの Username と Password を入力します。

5. Apply をクリックして有効なユーザー名とパスワードにアップデートします。

サーバーの削除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. 削除するサーバーのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Delete を選択します。

4. Apply をクリックしてサーバーを削除するか、Close をクリックして Servers ページに戻ります。

サーバーリストの更新

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

2. 更新するサーバーのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Refresh を選択します。

4. Refresh servers 画面で、Apply をクリックします。
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非管理対象サーバーのアップデート
管理対象サーバーの iLO 認証情報が、iLO Amplifier Pack で検出された後に変更された場合、そのステー
タスはサーバーインベントリの次の更新時に Unmanaged に変更されます。非管理対象サーバーを管理
対象サーバーに変更するには、有効な認証情報を提供します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 次のいずれかを実行します。

• 個々のサーバーを管理するには、以下の手順に従ってください。

a. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

b. ステータスが Unmanaged のサーバーを特定します。Filters メニューを使用して、すべての
Unmanaged Servers を表示することもできます。

c. Manage をクリックします。

d. iLO のユーザー名とパスワードを入力します。

e. Apply をクリックします。

• Unmanaged 状態の複数のサーバーを管理するには、次のいずれかの方法を使用してサーバーを再
検出します。

◦ Discovery ページから IPv4 検出を使用する。

◦ Servers ページから IPv4 検出を使用する。

◦ アップデートされた認証情報または有効な認証情報による CSV ファイルのアップロードを使用
する。

◦ サーバーの認証情報のアップデートを選択し、Assets ページで有効な認証情報を提供する。
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iLO 連携グループの管理

iLO Federation Groups ページを使用して、新しい iLO 連携グループを作成し、既存のグループに参加す
るサーバーを選択します。

iLO 連携のネットワーク要件およびマルチキャストオプションについて詳しくは、iLO 連携ユーザーガイ
ド（http://www.hpe.com/support/ilo4_federation_ug_ja）の関連セクションを参照してください。

注記: iLO 連携グループを作成またはグループに参加する場合、iLO Amplifier Pack は、HPE ProLiant
Gen10 サーバー以降で使用可能な新しい BIOS、ストレージ、およびネットワーク構成グループ権限をサ
ポートしていません。

iLO Amplifier Pack では、IPv6 を使用した iLO 連携グループの管理はサポートされていません。この機能
は、将来のリリースで追加される予定です。詳しくは、iLO Amplifier Pack リリースノートを参照してく
ださい。

iLO 連携グループの表示

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. オプション：ナビゲーションボタンを使用して、グループリストの先頭、前、次、または 終ページ
を表示します。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

3. オプション：Show entries メニューを使用して、表示するグループの数を選択します。

4. オプション：Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定のグループを検索します。

5. iLO 連携グループごとに、次の情報が表示されます。

• ステータス

• グループ名

• サーバー数

• 後のジョブ

• ゲートウェイ iLO

• 詳細

• アクション

◦ グループの更新

◦ グループの削除

iLO 連携グループの作成

前提条件

• ユーザーの権限
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◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

• iLO 専用ポートと iLO Advanced ライセンスがある管理対象サーバー。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. + Create Group をクリックすると、サーバーのステータスを表示するダイアログボックスが表示され
ます。

3. 新しい iLO 連携グループに含めるサーバーを選択し、Preview をクリックします。

4. Common iLO Credentials セクションで、ユーザー名とパスワードを入力します。

5. Group Details セクションで、グループの名前とキーを追加します。

6. Group Privileges セクションで、以下のオプションから選択します。

• Administer User Accounts - グループのメンバーは、iLO ユーザーアカウントを追加、編集、およ
び削除できます。

• Remote Console Access - グループのメンバーは、ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、
管理対象サーバーのリモートコンソールにリモートにアクセスできます。

• Virtual Power and Reset - グループのメンバーは、ホストシステムの電源再投入やリセットを実行
できます。これらの操作はシステムの可用性を中断します。

• Virtual Media - グループのメンバーは、管理対象サーバーでスクリプト方式の仮想メディアを使用
できます。

• Configure iLO Settings - グループのメンバーは、セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を
構成し、ファームウェアをリモートアップデートすることができます。

• Login Privilege - グループのメンバーは iLO にログインできます。デフォルトで選択。

7. グループの作成をクリックします。

Groups ページからの iLO 連携グループの追加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager
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◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックします。

2. + Add iLO Federation Group をクリックします。

3. iLO 連携グループのメンバーの IPv4 アドレスを入力し、Add をクリックしてそのグループの一部であ
るサーバーを検出します。

4. iLO アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

5. Add をクリックします。

iLO 連携グループへの参加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

• 連携グループが有効になっている iLO 管理対象サーバー

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. + Join Group をクリックすると、サーバーのステータスを表示するダイアログボックスが表示されま
す。

既存の iLO 連携グループに追加するサーバーを選択し、Join Group をクリックします。

3. Common iLO Credentials セクションで、参加するグループのユーザー名とパスワードを入力します。

4. Group Details セクションで、Group Name メニューからグループを選択し、グループキーを入力し
ます。

5. Group Privileges セクションで、以下のオプションから選択します。

• Administer User Accounts - グループのメンバーは、iLO ユーザーアカウントを追加、編集、およ
び削除できます。

• Remote Console Access - グループのメンバーは、ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、
管理対象サーバーのリモートコンソールにリモートにアクセスできます。

• Virtual Power and Reset - グループのメンバーは、ホストシステムの電源再投入やリセットを実行
できます。これらの操作はシステムの可用性を中断します。
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• Virtual Media - グループのメンバーは、管理対象サーバーでスクリプト方式の仮想メディアを使用
できます。

• Configure iLO Settings - グループのメンバーは、セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を
構成し、ファームウェアをリモートアップデートすることができます。

• Login Privilege - グループのメンバーは iLO にログインできます。デフォルトで選択。

注記: Gen10 サーバー以降用の iLO 5 では、iLO Amplifier Pack からグループに参加する場合に、新
しい権限（ホスト BIOS、ホスト NIC、ホストストレージ、およびリカバリセット）が適用されま
せん。

6. Join Group をクリックします。

iLO 連携グループの削除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. 削除する iLO 連携グループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Delete を選択します。

4. Group Delete Confirmation ダイアログボックスの Yes をクリックしてグループを削除するか、No を
クリックして iLO Federated Groups ページに戻ります。

グループ化されたサーバーの UID ステータスの管理

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager
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◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. オプション：ナビゲーションボタンを使用して、グループリストの先頭、前、次、または 終ページ
を表示します。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

Show entries メニューを使用して、表示するグループの数を選択します。

Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定のグループを検索します。

3. List of iLO Federation Groups ページで、管理するグループのチェックボックスを選択します。

4. Actions をクリックして、UID Control を選択します。

5. Set UID メニューから UID 設定を選択します。

注記: ここで選択する設定が、グループ内のすべてのサーバーに適用されます。

• Off - UID ボタンは無効になります。

• Lit - UID ボタンは点灯されます。

6. Apply をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして List of iLO Federation Groups ペー
ジに戻ります。

グループ化されたサーバーの電源ステータスの管理

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. オプション：ナビゲーションボタンを使用して、グループリストの先頭、前、次、または 終ページ
を表示します。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

Show entries メニューを使用して、表示するグループの数を選択します。

Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定のグループを検索します。
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3. List of iLO Federation Groups ページで、管理するグループのチェックボックスを選択します。

4. Actions をクリックして、Power Options を選択します。

5. Set Power メニューで電源設定を選択します。

注記: ここで選択する設定が、グループ内のすべてのサーバーに適用されます。

• On - システムの電源をオンにします（デフォルト）。

• Force Off - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行します。

• Force Restart - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行した後で、システムを再起動しま
す。

• Push Power Button - このシステム上の物理的な電源ボタンを押す動作をシミュレートします。

6. Apply をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして List of iLO Federation Groups ペー
ジに戻ります。

グループ化されたサーバーのファームウェアのアップデート
次のファームウェアの種類をアップデートする場合、iLO Federation groups ページの Firmware Update
オプションを使用します。

• iLO ファームウェア

• HPE システム ROM

• System Programmable Logic Device

• SL/XL シャーシファームウェア

• 言語パック

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• コアプラットフォームのファームウェアイメージ。

ファームウェアイメージは、SPP のコアプラットフォームコンポーネントから抽出することも、HPE
サポートポータルから取得することもできます。

• *.fwpkgファイルフォーマットの場合、GUI からコアファームウェアをアップデートするには、HPE
iLO 5 バージョン 2.30 以上を使用していることを確認してください。
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. アップデートしたいグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックし、Firmware Update を選択します。

4. Storage Type メニューから HTTP/HTTPS Share または File Upload をクリックして選択します。

5. 次のいずれかを実行します。

• HTTP/HTTPS Share で、ISO イメージに HTTP または HTTPS url を入力します。この URL は、
IPv4 または IPv6 のアドレスを指定できます。

• File Upload で、Choose File をクリックしてファイルエクスプローラーを開き、ローカルドライ
ブに保存されているベースラインを選択します。

注記: *.fwpkg、*.bin、*.flashファイルフォーマットのコアファームウェアを GUI からアッ
プデートできます。これは、HTTP/HTTPS と File Upload の両方の保存方法に対応しています。

6. Apply をクリックしてアップデートを開始するか、Close をクリックして iLO Federation Groups
ページに戻ります。

グループ化されたサーバーのリモート SysLog の構成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. 構成するグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックし、Remote SysLog を選択します。

4. 次のいずれかを選択します。

• Use iLO Amplifier Pack SysLog Settings - iLO Amplifier Pack で SysLog 構成セットを使用する
場合に選択します。詳しくは、iLO Amplifier Pack のリモート SysLog 設定の構成を参照してくだ
さい。

• Use Manual Settings - SysLog に対して手動設定を使用する場合に選択します。
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◦ SysLog Enabled - リモート SysLog を有効にする場合に選択します。

◦ SysLog Port - リモート SysLog のレポートに使用するポートを入力します。

◦ SysLog Server - リモート SysLog をホストするサーバーの IPv4 または IPv6 アドレスまたは
FQDN を入力します。

5. Configure をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして iLO Federation Groups ページ
に戻ります。

グループ化されたサーバーの仮想メディアのマウントとイジェ
クト

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. 管理するグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Mount Virtual Media をクリックします。

4. ISO URL テキストボックスに、ISO ファイルの場所の URL を入力します。

5. Mount をクリックして仮想メディアをマウントします。

注記: Eject クリックして、仮想メディアをイジェクトすることもできます。

iLO 連携グループのリストの更新

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager
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◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、iLO Federation Groups をクリックしま
す。

2. 更新するグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Refresh を選択します。

Group Refresh ジョブが開始されます。ジョブの詳細を表示するには、ページの上部にあるメッセージ
バナーの Job Status リンクをクリックします。

更新ジョブが完了したら、Groups Refreshed Successfully メッセージが表示されます。
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サーバーグループの管理

サーバーグループの表示

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. オプション：ナビゲーションボタンを使用して、グループリストの先頭、前、次、または 終ページ
を表示します。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

3. オプション：Show entries メニューを使用して、表示するグループの数を選択します。

4. サーバーグループごとに、次の情報が表示されます。

• ステータス

• グループ名

• グループの説明

• サーバー数

• 後のジョブ

• 詳細

• アクション

◦ グループの説明の編集

◦ グループの更新

◦ グループの削除
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サーバーグループの作成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. + Create Group をクリックすると、サーバーのステータスを表示するダイアログボックスが表示され
ます。

3. Group Name および Group Description を入力します。

4. 新しいサーバーグループに含めるサーバーを選択し、Preview をクリックします。

5. 追加されるサーバーの一覧を確認し、Create Group をクリックしてサーバーグループを作成するか、
Back をクリックしてサーバーのリストに戻ります。
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Close をクリックして操作を取り消し、Server Groups ページに戻ることもできます。

注記: iLO Amplifier Pack は 大 500 のサーバーグループをサポートしています。ユーザーが作成しよ
うとするサーバーグループが 500 を超えた場合、グループ作成ジョブは失敗します。

サーバーグループへの参加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. Edit Group をクリックして Join Group をクリックします。サーバーのステータスを表示するダイア
ログボックスが表示されます。

3. サーバーを追加するサーバーグループを選択します。

4. サーバーグループに含めるサーバーを選択し、Preview をクリックします。

5. 追加されるサーバーの一覧を確認し、Join Group をクリックして指定のサーバーグループにサーバー
を追加するか、Back をクリックしてサーバーのリストに戻ります。

Close をクリックして操作を取り消し、Server Groups ページに戻ることもできます。

サーバーグループからのサーバーの参加の解除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. Edit Group をクリックして Unjoin Group をクリックします。サーバーのステータスを表示するダイ
アログボックスが表示されます。

3. サーバーの参加を解除するサーバーグループを選択します。
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4. サーバーグループから参加を解除するサーバーを選択し、Preview をクリックします。

5. サーバーの一覧を確認し、Unjoin Group をクリックして指定のサーバーグループからサーバーを削除
するか、Back をクリックしてサーバーのリストに戻ります。

Close をクリックして操作を取り消し、Server Groups ページに戻ることもできます。

注記: この操作はサーバーグループからサーバーを削除するだけで、iLO Amplifier Pack からサーバー
を削除しません。

サーバーグループの削除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. 削除するグループのチェックボックスを選択します。

3. 次のいずれかを実行します。

• サーバーをサーバーグループから削除し、iLO Amplifier Pack から削除するには、

a. Actions をクリックして、Delete を選択します。

b. オプション：グループを削除するには、 をクリックします。

c. Delete Group Confirmation ダイアログボックスで、Delete servers part of the group from
iLO Amplifier Pack を選択します。

d. Yes をクリックしてグループを削除するか、No をクリックして Server Groups ページに戻りま
す。

注記: このアクションにより、このグループに属するすべてのサーバーが iLO Amplifier Pack から削
除されます。

• サーバーをグループから削除するが、iLO Amplifier Pack から削除しない場合：
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a. Actions をクリックして、Delete を選択します。

b. オプション：グループを削除するには、 をクリックします。

c. Delete Group Confirmation ダイアログボックスの Yes をクリックしてグループを削除する
か、No をクリックして Server Groups ページに戻ります。

サーバーグループの UID ステータスの管理

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. オプション：ナビゲーションボタンを使用して、グループリストの先頭、前、次、または 終ページ
を表示します。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

Show entries メニューを使用して、表示するグループの数を選択します。

Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定のグループを検索します。

3. Server Group Management ページで、管理するグループのチェックボックスを選択します。

4. Actions をクリックして、UID Control を選択します。

5. Set UID メニューから UID 設定を選択します。

注記: ここで選択する設定が、グループ内のすべてのサーバーに適用されます。

• Off - UID ボタンは無効になります。

• Lit - UID ボタンは点灯されます。

6. Apply をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして Server Group Management ページ
に戻ります。

サーバーグループの電源ステータスの管理

前提条件

• ユーザーの権限
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◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. オプション：ナビゲーションボタンを使用して、グループリストの先頭、前、次、または 終ページ
を表示します。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

Show entries メニューを使用して、表示するグループの数を選択します。

Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定のグループを検索します。

3. Server Group Management ページで、管理するグループのチェックボックスを選択します。

4. Actions をクリックして、Power Options を選択します。

5. Set Power メニューで電源設定を選択します。

注記: ここで選択する設定が、グループ内のすべてのサーバーに適用されます。

• On - システムの電源をオンにします（デフォルト）。

• Force Off - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行します。

• Force Restart - 正常な手順に沿わない即時シャットダウンを実行した後で、システムを再起動しま
す。

• Push Power Button - このシステム上の物理的な電源ボタンを押す動作をシミュレートします。

6. Apply をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして Server Group Management ページ
に戻ります。

サーバーグループのファームウェアのアップデート
次のファームウェアの種類をアップデートする場合、サーバーグループページの Firmware Update オプ
ションを使用します。

• iLO ファームウェア

• HPE システム ROM

• System Programmable Logic Device

• SL/XL シャーシファームウェア

• 言語パック

前提条件

• ユーザーの権限
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◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• コアプラットフォームのファームウェアイメージ。

ファームウェアイメージは、SPP のコアプラットフォームコンポーネントから抽出することも、HPE
サポートポータルから取得することもできます。

• *.fwpkgファイルフォーマットの場合、GUI からコアファームウェアをアップデートするには、HPE
iLO 5 バージョン 2.30 以上を使用していることを確認してください。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. アップデートしたいグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックし、Firmware Update を選択します。

4. Storage Type メニューから HTTP/HTTPS Share または File Upload をクリックして選択します。

5. 次のいずれかを実行します。

• HTTP/HTTPS Share で、ISO イメージに HTTP または HTTPS url を入力します。この URL は、
IPv4 または IPv6 のアドレスを指定できます。

• File Upload で、Choose File をクリックしてファイルエクスプローラーを開き、ローカルドライ
ブに保存されているベースラインを選択します。

注記: *.fwpkg、*.bin、*.vme、*.hex、および*.flashファイルフォーマットのコアファーム
ウェアを GUI からアップデートできます。これは、HTTP/HTTPS と FileUpload の両方の保存方法
に対応しています。3 パワーマネジメントコントローラー、シャーシファームウェア、および NVMe
バックプレーンファイルは、ファイル拡張子*.hexを使用します。システム 4

6. TPM に対応したサーバーをアップデートするには TPM Override チェックボックスを選択します。

7. Apply をクリックしてアップデートを開始するか、Close をクリックして Server Group
Management ページに戻ります。

サーバーグループのリモート SysLog の構成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

3
4 プログラマブルロジックデバイス（CPLD）のファームウェアファイルは、ファイル拡張子*.vmeを使用しま

す。
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◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. 構成するグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックし、Remote SysLog を選択します。

4. 次のいずれかを選択します。

• Use iLO Amplifier Pack SysLog Settings - iLO Amplifier Pack で SysLog 構成セットを使用する
場合に選択します。詳しくは、iLO Amplifier Pack のリモート SysLog 設定の構成を参照してくだ
さい。

• Use Manual Settings - SysLog に対して手動設定を使用する場合に選択します。

◦ SysLog Enabled - リモート SysLog を有効にする場合に選択します。

◦ SysLog Port - リモート SysLog のレポートに使用するポートを入力します。

◦ SysLog Server - リモート SysLog をホストするサーバーの IPv4 または IPv6 アドレスまたは
FQDN を入力します。

5. Configure をクリックして設定を適用するか、Close をクリックして Server Group Management
ページに戻ります。

サーバーグループの仮想メディアのマウントとイジェクト

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. 管理するグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Mount Virtual Media をクリックします。

4. ISO URL テキストボックスに、ISO ファイルの場所の URL を入力します。

5. Mount をクリックして仮想メディアをマウントします。

注記: Eject をクリックして、仮想メディアをイジェクトすることもできます。
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サーバーグループ内のサーバーの更新

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Server Groups をクリックします。

2. 更新するグループのチェックボックスを選択します。

3. Actions をクリックして、Refresh を選択します。

Group Refresh ジョブが開始されます。ジョブの詳細を表示するには、ページの上部にあるメッセージ
バナーの Job Status リンクをクリックします。

更新ジョブが完了したら、Groups Refreshed Successfully メッセージが表示されます。
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アラートおよびイベントログ

このセクションのページでは、管理対象サーバーと iLO Amplifier Pack アプライアンスのイベントおよび
アラート情報を表示および使用できます。

アラートの構成については、アラートの設定の構成を参照してください。

管理対象サーバーのアラート
インベントリプロセスの一部として、iLO Amplifier Pack はサーバーアラートについて iLO にサブスクラ
イブします。特定の状況が発生し、iLO Amplifier Pack が iLO からイベントを受信したときに、電子メー
ルまたは IFTTT アラートを送信します。

管理対象サーバーからのアラートの表示

Managed Servers Alerts ページを使用して、管理サーバーから受信したアラートに関する詳細情報を表
示します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで、Alerts and Event Logs をクリックします。

2. Managed Servers Alerts をクリックします。

イベントリストに、各イベントについて、以下の情報が表示されます。

• Severity - イベントの深刻度

• iLO IP Address - iLO の IPv4 または IPv6 アドレス

• Alert Category - イベントのタイプ

• Alert Name - イベントの名前

• TimeStamp - 各イベントの日付とタイムスタンプ

3. このページの追加オプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Show entries メニューを使用して Enter キーを押し、ページごとに表示するイベントの数を選択し
ます。
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• 山カッコアイコンをクリックすると、イベントのサマリーと説明および追加のアクションが必要か
どうかが表示されます。

• ナビゲーションボタンを使用して、アラートリストの先頭、前、次、または 終ページを表示しま
す。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

• Export to CSV をクリックして、サーバーアラートリストをダウンロードします。

• Clear All をクリックして、サーバーアラートリストからすべてのアラートを削除します。

サーバーアラートの深刻度

以下のアイコンがイベントの深刻度を示します。

• Critical - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）を示しています。
すぐに対処する必要があります。

• Warning - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

• Ok - イベントは正常な動作のパラメーター範囲内です。

サーバーアラートの詳細

各管理対象サーバーアラートに対して、以下の情報がリストされます。

• Severity - アラートの深刻度レベル

• iLO IP Address - 管理対象サーバー上の iLO プロセッサーの IPv4 または IPv6 アドレス。

• Alert Category - アラートの種類

• Alert Name - アラート名

• TimeStamp - アラートが記録された日付と時刻

Server Alert Viewer リストのクリア

注記: Server Alert Viewer では 大 10,000 アラートを表示できます。

手順

1. ナビゲーションツリーで Alerts and Event Logs を選択し、Managed Servers Alerts をクリックしま
す。

2. Clear All をクリックします。

3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、YES をクリックします。
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サーバーアラートの.csv ファイルへのエクスポート

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Alerts and Event Logs を選択し、Managed Servers Alerts をク
リックします。

2. Export to CSV をクリックします。

3. .csv ファイルを保存するための場所を選択し、Save をクリックします。

アクティビティログおよびアラート
iLO Amplifier Pack は、生成元がユーザーかアプライアンス自体かにかかわらず、システムで発生するす
べてのアクティビティを記録します。

アクティビティログは、ユーザーによって構成されている場合に、電子メールまたは IFTTT アラートとし
て送信されます。

アクティビティログの表示

このページを使用して、iLO Amplifier Pack によって生成されるログとアラートを表示します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User
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◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. Alerts and Event Logs をクリックします。

2. Activity Logs and Alerts をクリックします。

イベントリストに、各イベントについての以下の情報が表示されます。

• Event Name - イベントの名前

• Time - 各イベントの日付とタイムスタンプ

• Severity - イベントの深刻度

• Event Summary - イベントの説明

• Affected Systems - ジョブの影響を受けたシステム

3. このページの追加オプション：

• 特定のイベントを検索するには、Search フィールドを使用します。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するイベントの数を選択します。

• イベントの横にある山カッコをクリックすると、イベントの説明と追加のアクションが必要かどう
かが表示されます。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

• CSV 形式で情報をダウンロードするには、Export to CSV をクリックします。

• イベントリストの内容をクリアするには、Clear All をクリックします。

アクティビティのアラートのクリア

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Activity Logs and Alerts を選択し、Activity Alerts タブをク
リックします。

2. Clear All をクリックします。

3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、YES をクリックします。
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製品エンタイトルメントレポートの生成と送信
このページでは、製品エンタイトルメントレポートを生成できます。このレポートを HPE サポートに送
信して、サポートの問題に対する保証契約の適合を確認できます。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Alerts and Event Logs をクリックします。

2. Product Entitlement Report をクリックします。

3. 有効な HPE Passport User ID を入力します。

4. Country を選択します。

5. Generate Request をクリックしてエンタイトルメントレポートをダウンロードします。レポートは
「iLOAmplifierPack_ProductEntitlementReport.csv」というファイル名で保存されます。

6. Submit Request ボタンをクリックして、HPE サポートセンターの iLO Amplifier Pack Product
Entitlement Report Web ページを開きます。HPE パスポートのアカウントを使用してログインし、こ
のページに iLOAmplifierPack_ProductEntitlementReport.csvファイルをアップロードし
て、エンタイトルメントレポートを送信します。

処理が完了すると、HPE パスポートのアカウントにリンクされているメール ID に電子メール通知が送
付されます。Product Entitlement Report History タブ切り替えて、以前処理されたエンタイトルメ
ントレポートを表示またはダウンロードします。
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ベースライン管理

ファームウェアベースラインのインポート
Import Baseline 機能を使用して、ファームウェアアップデートのためにベースライン SPP またはカスタ
ム SPP ISO イメージに簡単にアクセスできるようにします。iLO Amplifier Pack は、 大 80GB のベース
ラインストレージ（ファームウェア、OS ベースラインファイル、および HPE InfoSight からダウンロー
ドしたコンポーネントを含む）をサポートします 。Firmware Baseline ページの上部に、使用済み領域
の割合（パーセンテージ）が表示されます。さらに、Clear Component Repository をクリックすると、
（InfoSight から）自動的にダウンロードされたコンポーネントを削除できます。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Baseline Management をクリックし、Firmware Baseline をク
リックします。

2. Import Baseline をクリックします。

3. Import Type メニューから Network Share (NFS)、HTTP/HTTPS、または File Upload をクリックし
て選択します。

4. 次のいずれかを実行します。

• Network Share (NFS)で、IPv4 または IPv6 アドレス、マウントパス、ストレージパスを入力しま
す。

• HTTP/HTTPS で、ISO イメージに HTTP または HTTPS url を入力します。この URL は、IPv4 また
は IPv6 のアドレスを指定できます。

• File Upload で、Choose File をクリックしてファイルエクスプローラーを開き、ローカルドライ
ブに保存されているベースラインを選択します。

5. Import をクリックすると、ISO イメージがインポートされます。Cancel をクリックすると、Firmware
Baseline ページに戻ります。

インポートの進行状況は、Jobs Status ページで確認できます。

6. インポートが完了すると、Firmware Baseline ページに、そのベースラインと以下の情報が表示され
ます。

• .iso ファイル名

• ベースライン名

• バージョン

ベースライン管理 68



• インポートのステータス

• ファイルサイズ（MB）

7. オプション：ベースラインを削除するには、  をクリックします。

注記: ベースラインがリカバリポリシーに含まれている場合、またはジョブによって使用されている場
合は削除できません。

8. オプション：コンポーネント名、使用可能なバージョン、ファイル名、推奨事項など、コンポーネン
トについて詳しくは、View Details をクリックします。

Recommendation フィールドには、アップデートの重要度に基づくベースラインコンポーネントに関
する HPE の推奨事項が表示されます。以下の値は、使用するベースラインのコンポーネントを選択す
る際に役立ちます。

• 推奨

• クリティカル

• オプション

OS ベースラインのインポート
OS ベースラインは、バックアップから OS、レイヤードアプリケーション、およびデータをリストアす
るためにサーバーシステムのリストアプロセスで使用される、ユーザーが作成したブート可能な.iso イ
メージです。

サーバーシステムをリストアするためにオペレーティングシステムの.iso イメージをインポートするに
は、Import Baseline 機能を使用します。iLO Amplifier Pack は、 大 80 GB のベースラインストレージ
（ファームウェアと OS のベースラインファイルを含む）をサポートします。OS Baseline ページの上部
に、使用済み領域の割合（パーセンテージ）が表示されます。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Baseline Management をクリックし、OS Baseline をクリック
します。

2. Import Baseline をクリックします。

3. Import Type メニューから Network Share (NFS)、HTTP/HTTPS、または File Upload をクリックし
て選択します。

4. 次のいずれかを実行します。
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• Network Share (NFS)で、IPv4 または IPv6 アドレス、マウントパス、ストレージパスを入力しま
す。

• HTTP/HTTPS で、ISO イメージに HTTP または HTTPS url を入力します。この URL は、IPv4 また
は IPv6 のアドレスを指定できます。

• File Upload で、Choose File をクリックしてファイルエクスプローラーを開き、ローカルドライ
ブに保存されているベースラインを選択します。

5. 削除するインストールセットの横にある Import をクリックして.isoイメージをインポートするか、
キャンセルをクリックして OS Baseline ページに戻ります。

6. インポートが完了すると、OS Baseline ページに、そのベースラインと以下の情報が表示されます。

• .isoファイル名

• ベースライン名

• インポートのステータス

• ファイルサイズ（MB）

7. ベースラインを削除するには、  をクリックします。

注記: ベースラインがリカバリポリシーに含まれている場合、またはジョブによって使用されている場
合は削除できません。

構成ベースラインの操作
構成ベースラインは、サーバー構成設定（BIOS、iLO、Smart Storage の設定など）を作成またはインポー
トし、サーバーシステムのリストアプロセス中にそれをサーバーにリストアする場合に使用します。

Configuration Baseline ページの List of Configuration Baselines では、次の情報が提供されます。

• 構成ベースライン名

• 構成ベースラインタイプ

• 作成者

Configuration Baseline ページを使用して構成設定を作成、インポート、編集、および削除します。

構成ベースラインの作成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager
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◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Baseline Management をクリックしてから、Configuration
Baseline をクリックします。

2. New Configuration Baseline をクリックします。

3. Configuration Baseline Name フィールドに名前を入力します。

4. 次のカテゴリからプロパティを選択します。

• BIOS Advanced, Generic, and Platform Settings - 詳しくは、UEFI のドキュメント（http://
www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs から入手可能）を参照してください。

注記: Gen10 サーバー以降のリカバリ管理を行う場合、HPE は、BIOS ブートモードを UEFI モー
ドに構成することを推奨します。

• Boot Settings

• Smart Storage Settings -- 詳しくは、スマートストレージおよび論理ドライブのドキュメント
（http://www.hpe.com/info/storage/docs から入手可能）を参照してください。

• iLO Settings - 詳しくは、iLO のドキュメント（http://www.hpe.com/support/ilo-docs から入手可
能）を参照してください。

5. パラメーターのリストをスクロールし、チェックボックスをクリックしてベースラインに含めるパラ
メーターを選択します。

6. Value 列で、選択した各パラメーターの値を指定します。

7. Create をクリックします。

Configuration Baseline ページのリストに新しい構成ベースラインが表示されます。

サーバーからの構成ベースラインのインポート

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Devices

◦ Configure User

◦ Configure Manager

◦ Configure Manager with Security

• 構成のインポート機能を使用するには、サーバーの電源をオンにする必要があります。サーバーの電
源がオフになっていると、インポート構成ジョブは失敗します。
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Baseline Management をクリックしてから、Configuration
Baseline をクリックします。

2. Import Configuration From Server をクリックします。

3. Configuration Baseline Name フィールドに名前を入力します。

4. チェックボックスをクリックしてサーバーを選択し、Import をクリックします。

Configuration Baseline ページのサーバー構成ベースラインのリストに、新しい構成ベースラインが
表示されます。

新しい構成ベースラインの編集

カスタマイズ可能なサーバー構成ベースラインを編集するには、以下の手順を行います。

注記: スナップショットのサーバー構成ベースラインは編集できません。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Baseline Management をクリックしてから、Configuration
Baseline をクリックします。

2. List of Server Configuration Baselines で編集するベースラインの横にある右向き矢印をクリック
します。

ベースライン設定が表示されます。

3. 次のカテゴリからプロパティを選択します。

• BIOS Advanced, Generic, and Platform Settings - 詳しくは、UEFI のドキュメント（http://
www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs から入手可能）を参照してください。

• ブート設定

• Smart Storage Settings -- 詳しくは、スマートストレージおよび論理ドライブのドキュメント
（http://www.hpe.com/info/storage/docs から入手可能）を参照してください。

• iLO Settings - 詳しくは、iLO のドキュメント（http://www.hpe.com/support/ilo-docs から入手可
能）を参照してください。

4. パラメーターのリストをスクロールし、チェックボックスをクリックしてベースラインで変更するパ
ラメーターを選択します。
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5. Value 列で、選択した各パラメーターの値を指定します。

6. Update をクリックして変更を保存します。

構成ベースラインの削除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Baseline Management をクリックしてから、Configuration
Baseline をクリックします。

2. 削除するベースラインの横にある右矢印をクリックし、Delete をクリックします。

注記: ベースラインがリカバリポリシーに含まれている場合、またはジョブによって使用されている場
合は削除できません。
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サーバーファームウェアとドライバーのアップ
デート

iLO Amplifier Pack を使用して、ユーザーはサーバーのオンラインおよびオフラインファームウェアアッ
プデートを実行できます。

• オンラインアップデート：オンラインアップデートは、サーバーの電源がオンの状態のときに実行さ
れます。アップデートは、オペレーティングシステム、ファームウェア、およびドライバーコンポー
ネントに対して実行されます。

• オフラインアップデート: オフラインアップデートは、サーバーの電源がオフの状態のときに実行され
ます。サーバーはマウントされたメディアまたは SPP から起動し、SUT がファームウェアアップデー
トを実行します。アップデート完了後もサーバーは引き続きオフライン状態であり、オフラインユー
ティリティを使用して再起動する必要があります。

iLO Amplifier Pack バージョン 1.40 以降では、ステージング、ステージングと展開、あるいは以前ステー
ジングされたファームウェアアップデートの展開のみを独立して実行できるようにするために、さまざま
なアップデート方法をユーザーに提供しています。アップデートコンポーネントは、非メンテナンス期間
中にステージングされ、メンテナンス期間中に有効化または展開されます。これにより、アップデートの
実行に必要な合計時間が短縮され、アップデートを展開するためのスケーラビリティが向上します。

短いメンテナンス期間内にファームウェアアップデートを実行する必要があるユーザーは、アップデート
をステージングして後でそれを展開してダウンタイムを削減することで、時間を節約できるようになりま
した。

iLO Amplifier Pack は、サーバーファームウェアのアップデートを実行するために、以下のアップデート
方法を提供しています。

• Stage and Deploy

ファームウェアとドライバーコンポーネントは、 初にステージングされ、その後すぐに展開されま
す。この方法は、アップデート後に Reboot server (if required)を実行する追加のオプションを提供し
ます。サポートされているアップデート方法は次のとおりです。

◦ オンラインでのファームウェアアップデートの実行

サーバーファームウェアとドライバーのアップデート 74



– Gen8 および Gen9 サーバーに対する Express Interactive Online Update の実行

– Gen8 および Gen9 サーバーに対する Baseline Automatic Online Update の実行

– Gen10 サーバー以降に対する iLO Repository Baseline Automatic Online Update の実行

◦ オフラインでのファームウェアアップデートの実行

– Gen8 および Gen9 サーバーに対する Firmware Only Offline Update の実行

– Gen10 サーバー以降に対する iLO Repository Firmware Only Offline Update の実行

• Stage only

ファームウェアおよびドライバーコンポーネントはステージングされるだけで展開されません。ス
テージングされたコンポーネントは、iLO Amplifier Pack アプライアンスが再起動されてもそのまま維
持されます。サポートされているアップデート方法は次のとおりです。

◦ オンラインでのファームウェアアップデートの実行

– Gen8 および Gen9 サーバーに対する Express Interactive Online Update の実行

– Gen8 および Gen9 サーバーに対する Baseline Automatic Online Update の実行

– Gen10 サーバー以降に対する iLO Repository Baseline Automatic Online Update の実行

Express Interactive Online Update または iLO Repository Online Update を実行するとき、1 つの
Stage only ジョブのみ実行できます。追加のジョブは Pending のステータスでキューに入れられ
ます。

• Deploy only

Stage only の方法を使用してすでにステージングされているファームウェアおよびドライバーコン
ポーネントが展開されます。Clear the iLO repository after update や Reboot server (if required)
などの追加のオプションを選択することができます。複数の Deploy only ジョブを異なるサーバー上
で並行して実行できます。サポートされているアップデート方法は次のとおりです。

◦ すでにステージングされているファームウェアおよびドライバーコンポーネントの展開

重要: ステージングされたコンポーネントを持つサーバー上でオフラインのファームウェアアップ
デートジョブが実行された場合、ステージングされたコンポーネントは上書きされ、ユーザーは
Deploy only ジョブを実行できなくなります。

注記:

• HPE OneView によって管理されるサーバーは、Status フィールドで識別されます。HPE OneView に
よって管理されているサーバーは、インベントリ目的でサーバーリストに表示されますが、iLO
Amplifier Pack によってアップデートできません。

• SPP ベースのオンライン/オフラインアップデートは、Edgeline および Moonshot デバイスには利用で
きません。Edgeline/Moonshot ファームウェアおよびソフトウェアコンポーネントパックを使用して、
iLO Amplifier Pack の Servers からこれらのデバイスをアップデートします。デバイスのアップデー
トに関する情報は、システムファームウェアとソフトウェアのリリースノート（http://www.hpe.com/
info/edgeline-docs および http://www.hpe.com/info/moonshot/docs）に記載されています。
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重要: Stage and Deploy または Stage only の方法を使用してアップデートを開始する前に、AMS
が実行中であり、SUT モードが AutoDeployReboot または AutoDeploy に設定されていることを
確認します。サーバーがステージングされたら、SUT 設定は変更しないでください。

Gen8 および Gen9 サーバーのオンラインでのファームウェア
アップデートの実行

iLO Amplifier Pack は、Gen8 および Gen9 サーバーのオンラインでのファームウェアアップデートを実行
するための 2 つのオプションを提供しています。

• Express Interactive Update

Express Interactive Update オプションにより、選択したベースラインイメージからサーバーに展開す
る特定のコンポーネントを選択することができます。

サーバーインベントリに基づいて、iLO Amplifier Pack はアップデートが必要なコンポーネントを計算
して表示します。ユーザーは、このリストから特定のコンポーネントを選択してアップデートできま
す。依存関係のエラーがある場合、アップデートを続行するには、依存関係コンポーネントを 初に
解決するか選択を解除する必要があります。ベースラインは iLO 仮想メディアにマウントされ、アッ
プデートされるコンポーネントのリストが SUT に渡され、SUT がアップデート手順を開始します。

• Baseline Automatic Update

Baseline Automatic Update オプションでは、選択したベースラインイメージから 小の対話でサー
バーをアップデートすることができます。該当するすべてのコンポーネントは、承認を待つことなく
インストールされます。

このオプションにより、アップデートが始まる前に、ターゲットサーバーが選択したベースラインに
準拠します。ここで、iLO Amplifier Pack は、アップデートするコンポーネントのリストを計算して作
成する必要はありません。iLO Amplifier Pack は、必要なベースラインイメージを使用して SUT に要
求を直接送信し、SUT は iLO 仮想メディアにマウントされたベースラインから該当するすべてのコン
ポーネントのアップデートプロセスを開始します。

オンラインアップデートの実行がサポートされているオペレーティングシステムのリストについては、オ
ペレーティングシステムを参照してください。

注記: HPE では、iLO Amplifier Pack を使用して SPP のアップデートをトリガーする前に、サーバーの仮
想メディアをアンマウントすることをお勧めします。
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Express Interactive Update の実行

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

• 全世代のサーバーにインストールされた HPE iSUT（Integrated Smart Update Tools）v2.5.0 以降

• Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）v10.95.0 以降、Linux の場合は AMS
v2.10.0 以降。Windows の場合は AMS v2.10 以降、Linux の場合は AMS v2.3.0 以降、ESXi の場合は
AMS v2020.09.01 以降

• iLO Amplifier Pack にインポートされたファームウェアアップデートのブート可能ベースライン ISO
イメージ（詳しくは、ベースラインのインポートを参照してください）。

または

SPP（HPE Support Pack for ProLiant）ISO イメージおよびファイルをホストするためのネットワーク
および専用 Web サーバー上の共有 HTTP/HTTPS の場所に抽出された、ファームウェアアップデート
のブート可能ベースライン ISO イメージ。

注記: オンラインアップデートを実行するために外部 Web サーバーを使用する場合は、正しくダウン
ロードされるように、外部 Web サーバーの MIME タイプ設定に次のファイル拡張子が追加されている
ことを確認します。

◦ .bin

◦ .iso

◦ .xml

◦ .pdb
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Firmware and Drivers をクリックし、Server Updates をク
リックします。

2. 要求に基づいて、Stage and Deploy または Stage only のいずれかのアップデート方法を選択しま
す。

3. アップデート方法として Express Interactive Online Update for Gen8 and Gen9 Servers を選択
し、Next をクリックします。

4. オプション：アップデート方法として Stage and Deploy を選択した場合、必要に応じてサーバーを
再起動する追加オプションが表示されます。

5. ジョブステータスリストをチェックして、アップデートするサーバーでジョブが実行されていないこ
とを確認してください。ジョブの実行中は、サーバーでアップデートを実行できません。ジョブス
テータスリストについて詳しくは、Update Jobs Monitor を参照してください。

6. 次のページで、アップデートするサーバーを選択します。

注記: iLO Amplifier Pack は、サーバーの数が多すぎて同時に管理できない場合、iLO からインベント
リの詳細を取得し、アップデートの実行中にサーバーを自動的にバッチ処理します。

7. アップデートするサーバーに共通の iLO ユーザー名とパスワードを入力して、Next をクリックしま
す。

認証情報は、連携グループに含まれるシステムに対してのみ使用されます。

8. 次のいずれかのオプションをクリックして、アップデートに使用するベースラインを選択します。

• Use imported baseline

以前に Baseline Management タブで、ベースライン ISO イメージをインポートしている場合、
ベースライン名が Select the Baseline to set firmware セクションに表示されます。

ベースライン ISO イメージをインポートしていない場合は、Baseline Management タブに、ベー
スラインをインポートするように指示するメッセージが表示されます。詳しくは、ファームウェ
アベースラインのインポートを参照してください。

• Use external web server

a. HTTP/HTTPS を介してネットワーク上で使用可能なファームウェアアップデートのブート可
能ベースライン ISO イメージの有効な URI を入力します。

注記: ISO イメージは、SPP またはカスタム SPP によって作成されている必要があります。
iLO Amplifier Pack は、SPP からのインストールセットを計算します。

b. HTTP/HTTPS 経由でネットワーク上で使用可能なファームウェアアップデートの抽出された
ISO イメージの有効な URI を入力します。

注記: HTTP の URL には、IPv4 または IPv6 のアドレスを指定できます。

9. 実行するパラレルアップデートの数を Batch Size フィールドに指定して、Next をクリックします。
内部ベースラインを使用している場合は、30 個までのパラレルアップデートがサポートされます。
外部 Web サーバーを使用している場合は、50 個までのパラレルアップデートがサポートされます。

10. Server and Baseline Selection Summary ページで選択内容を確認し、Begin Job をクリックしま
す。
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注記: アップデート中、選択したサーバーで実行されるアクションは保留状態に設定されます。ただ
し、iLO Amplifier Pack の他のページを使用して、アップデート中でないサーバーでアクションを実
行できます。

11. Update Jobs Monitor ページに移動し、アップデートジョブのステータスを監視します。右矢印をク
リックして、ジョブの詳細とサブジョブを表示します。

12. ステータスが Waiting に変わったら、 をクリックして、2 つのビューを切り替えます。

a. Default View - Component Selection 画面が表示され、各サーバーのコンポーネント情報が表示
されます。

b. Grid View - Component selection 画面が表示され、1 つの画面に複数のサーバーのコンポーネン
ト情報が表示されます。ホスト OS タイプのフィルターを選択すると、ビューをフィルタリング
できます。

13. 各サーバーコンポーネントを確認して、どれがアップデートを受け取るかを指定します。

• Select - コンポーネントはアップデートを受け取りません。クリックして、コンポーネントを
アップデート対象として選択します。

• Selected - ステータスが Update required であるコンポーネントは、アップデートを受け取るた
めにデフォルトで Selected とマークされます。クリックして選択を解除します。

• Force - ステータスが Already up-to-date であるコンポーネントは、デフォルトではアップデー
ト対象に選択されません。アップデートを再インストールしたりコンポーネントでファームウェ
アをダウングレードしたりする場合は、クリックしてアップデートを強制します。

• Forced - コンポーネントはアップデートを受け取るよう強制されます。クリックして選択を解除
します。

注記: iLO Amplifier Pack は、アップデート用のインストールセットを iSUT に提供しますが、アップ
デートを展開する前に、推奨されるインストールセットを確認する必要があります。

14. Apply All をクリックします。

iLO Amplifier Pack は、サーバーコンポーネントを分析して、アップデートの失敗の原因となる、依
存関係の失敗を検出します。アップデートを進める前にこれらの問題をクリアします。

詳しくは、iSUT のドキュメント（https://www.hpe.com/info/sut-docs）を参照してください。

アップデートプロセスが開始されます。アップデート方法として Stage only が選択された場合、次
のメッセージが連続して表示されます。

• Online Update Job in progress.

• Pending - iSUT はアップデート対象として選択されたコンポーネントの読み取りを待機してい
ます。

• Staging - 選択されたコンポーネントを解析しています。

• Staged - 選択されたコンポーネントの解析が完了し、展開されるのを待機しています。

アップデート方法として Stage and Deploy が選択された場合、次のメッセージも表示されます。
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• Installing - 選択されたコンポーネントがサーバーに展開中です。

• Installed - 選択されたコンポーネントが展開されました。

15. 必要な場合は、サーバーを再起動します。Select update type ページの Reboot server (if required)
を実行する追加のオプションを選択した場合、サーバーは自動的に再起動されます。

アップデート方法として Stage only が選択された場合、インストールが完了すると、ジョブのステー
タスは Staged に変わります。

アップデート方法として Stage and Deploy が選択された場合、インストールが完了すると、ジョブ
のステータスは Completed に変わり、以下のいずれかのメッセージが表示されます。

• Activated - 選択されたコンポーネントが正常にインストールされました（再起動は必要ありませ
ん）。

• Installed Pending Reboot - 選択されたコンポーネントが正常にインストールされましたが、
サーバーを再起動する必要があります。

注記: HPE では、システムを再起動した後は、サーバーインベントリを更新することをお勧めしま
す。

16. をクリックし、アップデートパラメーターとジョブが実行されているサーバーを表示します。

17. をクリックしてジョブの結果を表示し、正常にステージングまたはアップデートされたコン
ポーネントと保留中のユーザーアクションを確認します。

Baseline Automatic Update の実行

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager
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◦ Configure User

◦ Configure Devices

• Gen8 および Gen9 サーバーにインストールされた HPE iSUT v2.5.0 以降

• Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）v10.95.0 以降、Linux の場合は AMS
v2.10.0 以降

• iLO Amplifier Pack にインポートされたファームウェアアップデートのブート可能ベースライン ISO
イメージ（詳しくは、ベースラインのインポートを参照してください）。

または

SPP（HPE Support Pack for ProLiant）ISO イメージおよびファイルをホストするためのネットワーク
および専用 Web サーバー上の共有 HTTP/HTTPS の場所に抽出された、ファームウェアアップデート
のブート可能ベースライン ISO イメージ。

注記: オンラインアップデートを実行するために外部 Web サーバーを使用する場合は、正しくダウン
ロードされるように、外部 Web サーバーの MIME タイプ設定に次のファイル拡張子が追加されている
ことを確認します。

◦ .bin

◦ .iso

◦ .xml

◦ .pdb

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Firmware and Drivers をクリックし、Server Updates をク
リックします。

2. 要求に基づいて、Stage and Deploy または Stage only のいずれかのアップデート方法を選択しま
す。

3. アップデート方法として Baseline Automatic Update for Gen8 and Gen9 Servers を選択し、Next
をクリックします。

4. オプション：アップデート方法として Stage and Deploy を選択した場合、必要に応じてサーバーを
再起動する追加オプションが表示されます。

5. ジョブステータスリストをチェックして、アップデートするサーバーでジョブが実行されていないこ
とを確認してください。ジョブの実行中は、サーバーでアップデートを実行できません。ジョブス
テータスリストについて詳しくは、Updates Jobs monitor を参照してください。

6. 次のページで、アップデートするサーバーを選択します。

注記: iLO Amplifier Pack は、サーバーの数が多すぎて同時に管理できない場合、iLO からインベント
リの詳細を取得し、アップデートの実行中にサーバーを自動的にバッチ処理します。

7. アップデートするサーバーに共通の iLO ユーザー名とパスワードを入力して、Next をクリックしま
す。

認証情報は、連携グループに含まれるシステムに対してのみ使用されます。

8. 次のいずれかのオプションをクリックして、アップデートに使用するベースラインを選択します。
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• Use imported baseline

以前に Baseline Management タブで、ベースライン ISO イメージをインポートしている場合、
ベースライン名が Select the Baseline to set firmware セクションに表示されます。

ベースライン ISO イメージをインポートしていない場合は、Baseline Management タブに、ベー
スラインをインポートするように指示するメッセージが表示されます。詳しくは、ベースライン
のインポートを参照してください。

• Use external web server

HTTP/HTTPS を介してネットワーク上で使用可能なファームウェアアップデートのブート可能
ベースライン ISO イメージの有効な URI を入力します。

注記: ISO イメージは、SPP またはカスタム SPP によって作成されている必要があります。iLO
Amplifier Pack は、SPP からのインストールセットを計算します。

9. 実行するパラレルアップデートの数を Batch Size フィールドに指定して、Next をクリックします。
内部ベースラインを使用している場合は、30 個までのパラレルアップデートがサポートされます。
外部 Web サーバーを使用している場合は、50 個までのパラレルアップデートがサポートされます。

10. Server and Baseline Selection Summary ページで選択内容を確認し、Begin Job をクリックしま
す。Update Jobs Monitor ページに移動し、アップデートジョブのステータスを監視します。右矢印
をクリックして、ジョブの詳細とサブジョブを表示します。

注記: アップデート中、選択したサーバーで実行されるアクションは保留状態に設定されます。ただ
し、iLO Amplifier Pack の他のページを使用して、アップデート中でないサーバーでアクションを実
行できます。

アップデートプロセスが開始されます。アップデート方法として Stage only が選択された場合、次
のメッセージが連続して表示されます。

• Baseline Automatic Update Job in progress

• Pending - iSUT はアップデート対象として選択されたコンポーネントの読み取りを待機してい
ます。

• Staging - 選択されたコンポーネントを解析しています。

• Staged - 選択されたコンポーネントの解析が完了し、展開されるのを待機しています。

アップデート方法として Stage and Deploy が選択された場合、次のメッセージも表示されます。

• Installing - 選択されたコンポーネントがサーバーに展開中です。

• Installed - 選択されたコンポーネントが展開されました。

11. 必要な場合は、サーバーを再起動します。Select update type ページの Reboot server (if required)
を実行する追加のオプションを選択した場合、サーバーは自動的に再起動されます。

アップデート方法として Stage only が選択された場合、インストールが完了すると、ジョブのステー
タスは Staged に変わります。

アップデート方法として Stage and Deploy が選択された場合、インストールが完了すると、ジョブ
のステータスは Completed に変わり、以下のいずれかのメッセージが表示されます。
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• Activated - アップデートは完了しています（再起動は必要ありません）。

• Installed Pending Reboot - アップデートは完了していますが、サーバーを再起動する必要があ
ります。

注記: HPE では、システムを再起動した後は、サーバーインベントリを更新することをお勧めしま
す。

12. をクリックし、アップデートパラメーターとジョブが実行されているサーバーを表示します。

13. をクリックしてジョブの結果を表示し、正常にステージングまたはアップデートされたコン
ポーネントと保留中のユーザーアクションを確認します。

Gen8 および Gen9 サーバーのオフラインでのファームウェア
アップデートの実行

オフラインアップデートは、サーバーの電源がオフの状態で実行されます。ユーザーは、ブート可能な
ISO ベースラインイメージ（SPP）を選択します。次に、iLO Amplifier Pack は、アップデートパラメー
ターを構成し、SPP をマウントし、マウントされたメディアから起動するようにサーバーのブート順序を
設定することにより、アップデートを調整します。アップデートプロセス中に、サーバーはマウントされ
たメディアから起動し、SUT によってベースラインイメージ内のブート環境がロードされます。次に、
SUT はインストールするコンポーネントを計算し、サーバー上でアップデートを実行します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager
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◦ Configure User

◦ Configure Devices

• iLO Amplifier Pack にインポートされたファームウェアアップデートのブート可能ベースライン ISO
イメージ（詳しくは、ベースラインのインポートを参照してください）。

または

SPP（HPE Support Pack for ProLiant）ISO イメージおよびファイルをホストするためのネットワーク
および専用 Web サーバー上の共有 HTTP/HTTPS の場所に抽出された、ファームウェアアップデート
のブート可能ベースライン ISO イメージ。

注記:

• ベースラインアップデートを使用すると、該当するすべてのコンポーネントがベースラインに対応す
るように変更されます。iLO Amplifier Pack はベースラインイメージに対応するために必要に応じて
コンポーネントをダウングレードします。

• HPE では、iLO Amplifier Pack を使用して SPP のアップデートをトリガーする前に、サーバーの仮想
メディアをアンマウントすることをお勧めします。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Firmware and Drivers をクリックし、Server Updates をク
リックします。

2. アップデート方法として Stage and Deploy を選択します。

3. アップデート方法として Firmware Only Offline Update for Gen8 and Gen9 servers を選択し、
Next をクリックします。

4. オプション：次のステップに進む前に、追加オプションから Force Downgrade を選択してくださ
い。

5. アップデートするサーバー、iLO 連携グループ、またはサーバーグループを選択します。

注記: iLO Amplifier Pack は、サーバーの数が多すぎて同時に管理できない場合、アップデートの実行
中にサーバーを自動的にバッチ処理します。

6. アップデートするサーバーに共通の iLO ユーザー名とパスワードを入力して、Next をクリックしま
す。

認証情報は、連携グループに含まれるシステムに対してのみ使用されます。

7. 次のいずれかのオプションをクリックして、アップデートに使用するベースラインを選択します。

• Use imported baseline

以前に Baseline Management タブで、ベースライン ISO イメージをインポートしている場合、
ベースライン名が Select the Baseline to set firmware セクションに表示されます。

ベースライン ISO イメージをインポートしていない場合は、Baseline Management タブに、ベー
スラインをインポートするように指示するメッセージが表示されます。詳しくは、ファームウェ
アベースラインのインポートを参照してください。

• Use external web server
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a. HTTP/HTTPS を介してネットワーク上で使用可能なファームウェアアップデートのブート可
能ベースライン ISO イメージの有効な URI を入力します。

注記: ISO イメージは、SPP またはカスタム SPP によって作成されている必要があります。
iLO Amplifier Pack は、SPP からのインストールセットを計算します。

b. HTTP/HTTPS 経由でネットワーク上で使用可能なファームウェアアップデートの抽出された
ISO イメージの有効な URI を入力します。

注記: HTTP の URL には、IPv4 または IPv6 のアドレスを指定できます。

8. 実行するパラレルアップデートの数を Batch Size フィールドに指定して、Next をクリックします。
内部ベースラインを使用している場合は、30 個までのパラレルアップデートがサポートされます。
外部 Web サーバーを使用している場合は、50 個までのパラレルアップデートがサポートされます。

9. Server and Baseline Selection Summary ページで選択内容を確認し、Begin Job をクリックしま
す。Update Jobs Monitor ページに移動し、アップデートジョブのステータスを監視します。右矢印
をクリックして、ジョブの詳細とサブジョブを表示します。

注記: アップデート中は、選択したサーバーでは操作を実行できませんが、iLO Amplifier Pack の他の
ページを使用して、選択されていないサーバーで操作を実行できます。

アップデートプロセスが開始されます。以下のメッセージが連続して表示されます。

• Pending - iSUT はアップデート対象として選択されたコンポーネントの読み取りを待機してい
ます。

• Staging - 選択されたコンポーネントを解析しています。

• Staged - 選択されたコンポーネントの解析が完了し、展開されるのを待機しています。

• Installing - 選択されたコンポーネントがサーバーに展開中です。

• Installed - 選択されたコンポーネントが展開されました。

• Installed Pending Reboot - 選択されたコンポーネントが正常にインストールされました。

注記: サーバーは自動的に再起動します。ユーザーの操作は必要ありません。

• Activated - 選択されたコンポーネントが正常にインストールされました。

10. インストールが完了すると、ジョブステータスが Completed に変化し、メッセージ Activated が表
示されます。システムは自動的に再起動します。

注記: HPE では、システムを再起動した後は、サーバーインベントリを更新することをお勧めしま
す。

iLO リポジトリアップデート
iLO リポジトリアップデートは、サーバーの iLO リポジトリを使用する Gen10 サーバー以降で利用可能
なファームウェアおよびソフトウェアアップデートの新しいメカニズムです。適切なコンポーネントの
選択、順序付け、および依存性チェック後に、必要なコンポーネントが特定のインストールセットを形成
しているサーバーの iLO リポジトリにアップロードされます。この特定のインストールエージェント
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（iLO、BIOS、および SUT）は、コンポーネントを順番にプルすることで iLO リポジトリをアップデート
します。

iLO リポジトリアップデートでは、次の 2 つのオプションのいずれかを使用してファームウェアアップ
デートを実行できます。

• iLO リポジトリのオンラインアップデートの実行

• iLO リポジトリのオフラインアップデートの実行

オンラインアップデートの実行がサポートされているオペレーティングシステムのリストについては、オ
ペレーティングシステムを参照してください。

注記: iLO Amplifier Pack v1.30 以降は、VMWare ESXi OS バージョン 6.0 以降のサーバーでのアップデー
トをサポートします。

iLO Repository Offline Update の実行

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Devices

◦ Configure User

• 高度なセキュリティ/FIPS 状態に設定されたサーバーの場合

◦ Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降

◦ 推奨される SPP バージョンは 2020.09.0 以降

• 全世代のサーバーにインストールされた iSUT（Integrated Smart Update Tools）v2.5.0 以降

• AMS と SUT が実行されている必要があり、すべてのコンポーネントがアップデートされるようにす
るために SUT モードを「AutoDeployReboot」または「AutoDeploy」に設定する必要があります。
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Firmware and Drivers をクリックし、Server Updates をク
リックします。

2. 要求に基づいて、Stage and Deploy または Stage only のいずれかのアップデート方法を選択しま
す。

3. アップデート方法として iLO Repository Baseline Automatic Online Update for Gen 10 servers
and above を選択し、Next をクリックします。

4. オプション：次のステップに進む前に、Force Downgrade、Clear iLO Repository after update、
および Reboot server (if required)から追加のオプションを選択してください。一覧表示されるオ
プションは、選択したアップデート方法に基づいて変わる可能性があります。

5. アップデートするサーバーを選択します。

注記: iLO Amplifier Pack は、サーバーの数が多すぎて同時に管理できない場合、iLO からインベント
リの詳細を取得し、アップデートの実行中にサーバーを自動的にバッチ処理します。

6. アップデートするサーバーに共通の iLO ユーザー名とパスワードを入力して、Next をクリックしま
す。

認証情報は、連携グループに含まれるシステムに対してのみ使用されます。

7. 以前に Baseline Management タブで、ベースライン ISO イメージをインポートしている場合は、
ベースライン名を Select the Baseline to set firmware セクションから選択します。

8. ベースライン ISO イメージをインポートしていない場合は、Baseline Management タブに、ベース
ラインをインポートするように指示するメッセージが表示されます。詳しくは、ベースラインのイン
ポートを参照してください。

9. 実行するパラレルアップデートの数を Batch Size フィールドに指定して、Next をクリックします。
30 個までのパラレルアップデートがサポートされます。

10. Server and Baseline Selection Summary ページで選択内容を確認し、Begin Job をクリックしま
す。

アップデートプロセスが開始されます。Update Jobs Monitor ページに移動し、アップデートジョブ
のステータスを監視します。右矢印をクリックして、ジョブの詳細とサブジョブを表示します。ジョ
ブのステータスが Status 列に表示されます。

11. 必要な場合は、サーバーを再起動します。Select update type ページの Reboot server (if required)
を実行する追加のオプションを選択した場合、サーバーは自動的に再起動されます。

アップデート方法として Stage only が選択された場合、インストールが完了すると、ジョブのステー
タスは Staged に変わります。

アップデート方法として Stage and Deploy が選択された場合、インストールが完了すると、ジョブ
のステータスは Completed に変わります。

注記: HPE では、システムを再起動した後は、サーバーインベントリを更新することをお勧めしま
す。

12. をクリックし、アップデートパラメーターとジョブが実行されているサーバーを表示します。

13. をクリックしてジョブの結果を表示し、正常にステージングまたはアップデートされたコン
ポーネントと保留中のユーザーアクションを確認します。
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iLO Repository Offline Update の実行

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Devices

◦ Configure User

• 高度なセキュリティ/FIPS 状態に設定されたサーバーの場合

◦ Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降

◦ 推奨される SPP バージョンは 2020.09.0 以降

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Firmware and Drivers をクリックし、Server Updates をク
リックします。

2. アップデート方法として Stage and Deploy を選択します。

3. アップデート方法として iLO Repository Firmware Only Offline Update for Gen 10 servers and
above を選択し、Next をクリックします。

4. オプション：次のステップに進む前に、Force Downgrade および Clear iLO Repository after
update の追加オプションから選択してください。

重要: 高セキュリティモード（高度なセキュリティ/FIPS モード）に設定されているサーバーで
Force Downgrade オプションが選択されている場合は、iLO バージョンを 1.30 未満にダウング
レードしないでください。

5. アップデートするサーバーを選択します。

注記: iLO Amplifier Pack は、サーバーの数が多すぎて同時に管理できない場合、iLO からインベント
リの詳細を取得し、アップデートの実行中にサーバーを自動的にバッチ処理します。
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6. アップデートするサーバーに共通の iLO ユーザー名とパスワードを入力して、Next をクリックしま
す。

認証情報は、連携グループに含まれるシステムに対してのみ使用されます。

7. 以前に Baseline Management タブで、ベースライン ISO イメージをインポートしている場合は、
ベースライン名を Select the Baseline to set firmware セクションから選択します。

8. ベースライン ISO イメージをインポートしていない場合は、Baseline Management タブに、ベース
ラインをインポートするように指示するメッセージが表示されます。詳しくは、ベースラインのイン
ポートを参照してください。

9. 実行するパラレルアップデートの数を Batch Size フィールドに指定して、Next をクリックします。
30 個までのパラレルアップデートがサポートされます。

10. Server and Baseline Selection Summary ページで選択内容を確認し、Begin Job をクリックしま
す。

アップデートプロセスが開始されます。Update Jobs Monitor ページに移動し、アップデートジョブ
のステータスを監視します。右矢印をクリックして、ジョブの詳細とサブジョブを表示します。ジョ
ブのステータスが Status 列に表示されます。

11. 必要な場合は、サーバーを再起動します。Select update type ページの Reboot server (if required)
を実行する追加のオプションを選択した場合、サーバーは自動的に再起動されます。

インストールが完了すると、ジョブのステータスが Completed に変化します。

高度なセキュリティ/FIPS 状態に設定されたサーバーの場合、ジョブステータスが Completed に変
化し、次のメッセージが表示されます。iLO Repository Offline Update Completed. Results of
High Security Mode update will be partial/incomplete. 選択したモードによって、メッセージに
HighSecurity/FIPS が表示されます。

注記: HPE では、システムを再起動した後は、サーバーインベントリを更新することをお勧めしま
す。

12. をクリックし、アップデートパラメーターとジョブが実行されているサーバーを表示します。

13. をクリックしてジョブの結果を表示し、正常にアップデートされたコンポーネントと保留中の
ユーザーアクションを確認します。
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すでにステージングされているファームウェアおよびドライ
バーコンポーネントの展開

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Devices

◦ Configure User

• 高度なセキュリティ/FIPS 状態に設定されたサーバーの場合

◦ Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降

◦ 推奨される SPP バージョンは 2020.09.0 以降

• Gen10 サーバーの場合、Windows および Linux では iSUT 2.7.0、2.8.0、ESXi 6.5/6.7/7.0 では iSUT
2020.09.00、2021.04.00。

• Gen10 Plus サーバーの場合、Windows および Linux では iSUT 2.7.0、2.8.0、ESXi 6.5/6.7/7.0 では
iSUT 2020.09.00、2021.04.00。

• AMS と SUT が実行されている必要があり、すべてのコンポーネントがアップデートされるようにす
るために SUT モードを「AutoDeployReboot」または「AutoDeploy」に設定する必要があります。

• ファームウェアおよびドライバーコンポーネントがすでにステージングされている

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Firmware and Drivers をクリックし、Server Updates をク
リックします。

2. Deploy only の方法を選択します。

3. オプション：Clear iLO Repository after update および Reboot server (if required)を実行する追加
のオプションを選択し、Next をクリックします。
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4. アップデートするサーバーを選択します。ファームウェアがすでにステージングされているサー
バーのみが表示されます。

注記: iLO Amplifier Pack は、サーバーの数が多すぎて同時に管理できない場合、iLO からインベント
リの詳細を取得し、アップデートの実行中にサーバーを自動的にバッチ処理します。

5. アップデートするサーバーに共通の iLO ユーザー名とパスワードを入力して、Next をクリックしま
す。

認証情報は、連携グループに含まれるシステムに対してのみ使用されます。

6. ベースラインは、ステージングのみのプロセス中にすでに選択されステージングされています。実行
するパラレルアップデートの数を Batch Size フィールドに指定して、Next をクリックします。200
個までのパラレルアップデートがサポートされます。

7. Begin Job をクリックします。

アップデートプロセスが開始されます。Update Jobs Monitor ページに移動し、アップデートジョブ
のステータスを監視します。右矢印をクリックして、ジョブの詳細とサブジョブを表示します。ジョ
ブのステータスが Status 列に表示されます。

8. 必要な場合は、サーバーを再起動します。Select update type ページの Reboot server (if required)
を実行する追加のオプションを選択した場合、サーバーは自動的に再起動されます。

インストールが完了すると、ジョブのステータスが Completed に変化します。

注記: HPE では、システムを再起動した後は、サーバーインベントリを更新することをお勧めしま
す。

9. アイコンをクリックし、アップデートパラメーターとジョブが実行されているサーバーを表示
します。

10. をクリックしてジョブの結果を表示し、正常にアップデートされたコンポーネントと保留中の
ユーザーアクションを確認します。

Update Jobs monitor
Update Jobs monitor ページでは、ファームウェアアップデートジョブの進行状況および Server
Updates ページで開始された完了したジョブの結果を監視できます。表示される情報は以下のとおりで
す。

• Name - ジョブの名前。

• ID - ジョブに割り当てられた ID。

• Status - 選択したジョブの進捗。

• Message - 実行中のジョブと、ジョブが実行中のサーバー/サーバーグループの数に関する情報。

• オプション：ジョブが Running 状態の場合、 をクリックして、ジョブをキャンセルできます。

注記: アップデート手順の後半ではジョブを中断できません。

右矢印をクリックすると、ジョブステータスの詳細とサブジョブが表示されます。
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• Created by - ジョブを開始したユーザー名。

• Started on - ジョブを作成した日時

• Last updated - 後のジョブアップデートの日付と時刻

• Status - ジョブのステータス

サブジョブに関する以下の詳細が表示されます。一部のサブジョブはさらに拡張できます。

• Name - ジョブまたは iLO の名前、ホスト名、サーバーグループ名、ジョブが実行されているフェデ
レーショングループ名

• Status - ジョブのステータス

• Message - ジョブの成功または失敗に関する情報

をクリックし、ジョブパラメータとジョブが実行されているサーバーを表示します。

をクリックしてジョブの結果を表示します。

Stage and Deploy および Deploy only 方法の Results ウィンドウには、以下の情報が表示されます。

• Component Name - アップデートされたハードウェアの名前。

• Previous Installed version - アップデートの前にコンポーネント上にあったファームウェアバージョ
ン。

• Installed Version - アップデート中にインストールされたファームウェアバージョン。

• Deployment Result - アップデートの成功または失敗が表示されます。

Stage only 方法の Results ウィンドウには以下の情報が表示されます。

• Component Name - アップデートされたハードウェアの名前。

• Installed Version - アップデート中にインストールされたファームウェアバージョン。

• Staged version - ステージングされたファームウェアバージョン。

• Staged Result - ステージングジョブの成功または失敗を表示します。

サーバーファームウェアとドライバーのアップデート 92



HPE InfoSight
HPE InfoSight は、インフラストラクチャ管理にまつわる問題を解消する AI プラットフォームです。HPE
InfoSight はクラウドベースの機械学習を利用して、インフラストラクチャスタック全体の問題を予測およ
び防止し、 適なパフォーマンスとリソースの効率的な使用を保証します。詳細については、HPE
InfoSight for Servers User Guide（https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs）を参照して
ください。

iLO から iLO Amplifier Pack への通信はすべて HTTPS 経由で行われ、暗号化されています。iLO Amplifier
Pack は HTTPS プロトコルを使用して各サーバーからデータを取得し、HPE InfoSight にプッシュします。
詳細については、HPE Remote Device Access インストールガイドを参照してください。

注記: HPE では iLO 4 バージョン 2.54 以降を使用し、HPE InfoSight の場合は iLO 5 バージョン 1.37 以降
を使用することをお勧めします。

クレームトークンの取得

AHS 情報およびハートビート情報を HPE InfoSight に送信するには、クレームトークンを HPE InfoSight
に作成して iLO Amplifier Pack に提供する必要があります。クレームトークンが入力されて検証される
と、データはすべての監視対象サーバーのために自動的に HPE InfoSight に送信されます。

注記: クレームトークンは、クレームトークンを iLO Amplifier にコピーアンドペーストする程度の短時間
での利用に適していますが、後で使用するためにトークンを保存するような長時間での利用には適してい
ません。

次の場合には、新しいクレームトークンを生成して登録する必要があります。

• iLO Amplifier Pack を HPE InfoSight とリンクする必要があるとき。

• 単一の場所または複数の場所に iLO Amplifier Pack のインスタンスが複数あるとき。

• クレームトークンが有効ではなくなったというエラーが発生したとき。
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前提条件

HPE パスポートログインの認証情報

手順

1. https://infosight.hpe.com/app/login にある HPE InfoSight ログインページにアクセスします。

2. HPE パスポートログインの認証情報を入力してログインします。

3. メッセージの掲示と利用規約を確認します。

4. ダッシュボードが表示されます。Main Menu > InfoSight Administration > Device Enrollment をク
リックします。

5. Servers タブが表示されていることを確認します。生成されたクレームトークンはこのページに表示
されます。HPE InfoSight と正常にリンクするには、このトークンをコピーし、iLO Amplifier Pack の
HPE InfoSight Setup ページに入力します。

iLO Amplifier Pack と HPE InfoSight のリンク

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

• iLO Amplifier Pack が HPE InfoSight に接続できるように設定された DNS

• ファイアウォールから HPE InfoSight へのアウトバウンド接続が許可されていること

• プロキシ設定（必要な場合）。詳細については、ネットワークの設定の構成を参照してください。
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューで HPE InfoSight をクリックし、次に InfoSight Setup をクリックし
ます。

2. Claim Token および Data Center Location エントリーフィールドを有効にするには、Enable
service チェックボックスを選択します。

3. HPE InfoSight Web サイトで生成されたクレームトークンを入力します。

4. データセンターの場所を入力します。

5. HPE に送信される診断情報に関する使用条件を読み、同意します。

オプション：適切なチェックボックスを選択して、iLO ホスト名、サーバーホスト名、および iLO IP
アドレスをハートビートファイルの一部として HPE InfoSight に送信するように選択できます。

6. オプション：Daily AHS Logs Collection Start Time エントリーフィールドを有効にするには、
Enable Daily AHS Logs Collection チェックボックスを選択します。AHS ファイルの日次送信を自
動的にスケジュールするために、24 時間形式でカスタムの時間値を入力できます。

7. オプション：リンクをクリックして、HPE に送信されるハートビートファイル、AHS テレメトリ、
ファームウェアテレメトリ、AHS ファイルのサンプルについて詳しく調べます。

注記: AHS ログの 大ファイルサイズ制限は 250 MB です。ログが 250 MB を超える場合、iLO 4 を
バージョン 2.70 に、iLO 5 をバージョン 1.40 にアップデートします。AHS ファイルのサイズを小さ
くするには、ファームウェアのアップデート後にサーバーを再起動します。

8. InfoSight Triggered Server Operations セクションで、HPE InfoSight でトリガーされるサーバー操
作を許可または禁止するためのポリシーを選択します。

• HPE InfoSight ユーザーインターフェイスからサーバー操作を開始できるようにする場合は、
Allow InfoSight triggered server operations を選択します。

• HPE InfoSight ユーザーインターフェイスからサーバー操作を開始しない場合は、Do not allow
InfoSight triggered server operations を選択します。

9. Confirm ボタンをクリックして、iLO Amplifier Pack と HPE InfoSight をリンクします。

10. HPE InfoSight の接続ステータスは、ページの上部にあるメッセージに表示されます。リンクに成功
すると、次の詳細情報がページに表示されます。

• クレームトークン ID

• テナント名

• シリアル番号

11. iLO Amplifier Pack と HPE InfoSight のリンクを解除する必要がある場合は、Enable service チェッ
クボックスをクリアし、Confirm をクリックします。

12. または、Test Connection ボタンを使用して、iLO Amplifier Pack と infosight.hpe.comサーバー
および midway.ext.hpe.comサーバーの間の接続をテストできます。

接続エラーメッセージの解決について詳しくは、iLO Amplifier Pack ユーザーガイドを参照してくだ
さい。
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正常に接続するための IP アドレスの設定方法について詳しくは、 Midway サーバー接続の前提条件
を参照してください。

13. InfoSight 接続の問題を解決できない場合、ネットワーク診断ログをキャプチャして、サポート担当者
と共有することもできます。Diagnose Infosight Connectivity ボタンをクリックすると、ネット
ワーク診断ジョブが開始します。

ネットワーク診断ジョブは、次のサブジョブを実行します。

a. Midway および InfoSight サーバーを解決し、IP リストを照会します。

b. Midway および InfoSight サーバーへの接続/通信を確認します。

c. iLO Amplifier Pack と 4 つのランダムな Midway サーバーの間の接続を確認します。

d. クライアント証明書をキャプチャします。

ジョブの詳細を表示するには、ページの上部にあるメッセージバナーの Job Status リンクをクリッ

クします。診断ジョブが終了したら、 をクリックして、Job status ページからログをダウン
ロードします。

Midway サーバー接続の前提条件

重要:

• エンタープライズ DNS サーバーがネットワーク外部の外部 DNS 名の DNS クエリを転送しない
場合、DNS サーバーを構成して、midway.ext.hpe.comと infosight.hpe.comのエント
リーを追加する必要があります。HPE では、将来以下の IP アドレスが変更された場合に接続の
問題が発生しないよう、midway.ext.hpe.comと infosight.hpe.comの DNS 名を使用する
ことを強くお勧めします。midway.ext.hpe.comおよび infosight.hpe.comの DNS 名ま
たは IP アドレスを使用して、すべての Midway サーバーへのアウトバウンド通信のファイア
ウォールを開きます。これらのアドレスは変更される可能性があります。プロキシまたはファ
イアウォールのインターセプトが構成されている場合は、示されている FQDN または IP アドレ
スから Midway サーバーへの接続を有効にする必要があります。

• DNS サーバーにエントリーを追加するときに、正引きおよび逆引きを構成してください。

iLO Amplifier Pack が HPE InfoSight および Midway サーバーと通信するには、次の IP アドレスが開いて
いる必要があります。

IPv4 アドレス IPv6 アドレス サーバーホスト名 エイリアス

16.230.110.14 2602:fca3::e p1lg501824.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.230.110.13 2602:fca3::d p1lg501825.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.230.110.17 2602:fca3::11 p1lg501826.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.230.110.28 2602:fca3::12 p1lg503763.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.230.110.29 2602:fca3::13 p1lg503764.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.228.110.20 2602:fca3:10::14 p2lg501868.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.228.110.21 2602:fca3:10::15 p2lg501869.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

表は続く
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IPv4 アドレス IPv6 アドレス サーバーホスト名 エイリアス

16.228.110.22 2602:fca3:10::16 p2lg501870.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.228.110.11 2602:fca3:10::17 p2lg504047.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

16.228.110.27 2602:fca3:10::18 p2lg504048.it.hpe.com midway.ext.hpe.com

注記: HPE InfoSight への接続を確立するために、midway.ext.hpe.comおよび infosight.hpe.com
のエントリーが/etc/hostsファイルに自動的に追加されます。自動追加は、エンタープライズ DNS
サーバーが外部 DNS 名のための DNS クエリを転送できない場合に発生します。

InfoSight Status Report の表示と AHS データの送信

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで HPE InfoSight をクリックし、次に InfoSight Status Report をク
リックします。

2. このページでは、サーバーごとの HPE InfoSight についての AHS のアップロードおよびダウンロード
統計に関する情報を示します。

HPE InfoSight 97



各管理対象サーバーアラートに対して、以下の情報が表示されます。

• iLO Address - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。

• Serial number & Product ID - システムの製造時に割り当てられるサーバーのシリアル番号および
サーバーの製品 ID。

• Upload status - AHS ログのアップロードステータス。

• Upload StartTime - AHS ログのアップロード開始時刻。

• Upload EndTime - AHS ログのアップロード終了時刻。

• Download Status - AHS ログのダウンロードステータス。

• Download StartTime - AHS ログのダウンロード開始時刻。

• Download EndTime - AHS ログのダウンロード終了時刻。

• AHS Download Error Details - AHS ログのダウンロードが失敗したときのダウンロードエラーの
詳細。

AHS ダウンロードエラーメッセージの解決方法について詳しくは、AHS ダウンロードエラーのト
ラブルシューティングを参照してください。

• AHS File Size - AHS ログのファイルサイズ。

3. このページのオプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

4. CSV 形式で情報をダウンロードするには、Export to CSV をクリックします。

HPE InfoSight 98



InfoSight のサーバーの管理

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで HPE InfoSight をクリックし、次に InfoSight Servers をクリック
します。

2. このページでは、HPE InfoSight にヘルス情報を送信できるサーバーを選択できます。

InfoSight Servers ページには、以下の情報が表示されます。

• Health - サーバーヘルスインジケーター。この値は、全体的なステータスや冗長性（障害処理能力）
など、監視対象サブシステムの状態を要約します。サーバーリスト詳細ペインの Health Summary
タブをクリックして表示します。

• iLO Address - iLO の FQDN（完全修飾ドメイン名）、および iLO サブシステムの IPv4 および IPv6
アドレス（および該当する場合はポート）。

• Serial number and Product ID - システムの製造時に割り当てられるサーバーのシリアル番号およ
びサーバーの製品 ID。

• Product Name - サーバーモデル。
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• Server Hostname - サーバーに割り当てられたホスト名。

• Status - iLO Amplifier Pack でのサーバーのインベントリステータス。

注記: HPE OneView によって管理されるサーバーは、Status フィールドで識別されます。HPE
OneView サーバーは、インベントリ目的でサーバーリストに表示されますが、iLO Amplifier Pack
によってアップデートできません。

• Sending Logs to InfoSight - サーバーの AHS ログが HPE InfoSight に送信される場合。

3. このページのオプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

4. サーバーが HPE InfoSight に AHS ログを送信しないよう除外するには、以下の手順を実行します。

a. AHS ログ送信を停止するサーバーを選択し、Exclude Servers ボタンをクリックします。該当する
サーバーを一覧表示した新しいポップアップウィンドウが表示されます。

注記: すでに HPE InfoSight にリンクされているサーバーのみが除外対象としてリストされます。

b. 選択したサーバーのリストを確認して、Apply をクリックします。

5. 除外したサーバーが HPE InfoSight に AHS ログを送信できるようにするには 、以下の手順を実行しま
す。

a. AHS ログの送信を開始するサーバーを選択して、Include Servers ボタンをクリックします。該当
するサーバーを一覧表示した新しいポップアップウィンドウが表示されます。

注記: 選択したサーバーの AHS ログがすでに HPE InfoSight に送信されている場合、エラーメッ
セージが表示されます。

b. 選択したサーバーのリストを確認して、Apply をクリックします。

6. また、HPE InfoSight ポータル上の任意のサーバーの AHS データを、このページから更新することも
できます。次の AHS 転送サイクル中に AHS データを優先するサーバーを選択してから、Send AHS
Logs Now をクリックします。さまざまなサーバーを一覧表示した新しいポップアップウィンドウが
表示されます。

7. 選択したサーバーのリストを確認して、Apply をクリックします。

8. 上記のアクションのいずれかに対して作成されたジョブは、Jobs Status ページで確認できます。

HPE InfoSight 推奨アラートの表示
iLO Amplifier Pack は、HPE InfoSight からホットフィックスの推奨を受け取ることができます。ユーザー
は、これらの推奨事項に基づいて行動するか、それらを却下することを選択できます。これらのアラート
は、電子メールまたは IFTTT を介して転送することもできます。
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前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで HPE InfoSight をクリックして、InfoSight Recommendation
Alerts をクリックします。

2. 推奨アラートごとに、以下の情報が表示されます。

• Severity - アラートの深刻度。

• iLO Address - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。

• Serial number & Product ID - システムの製造時に割り当てられるサーバーのシリアル番号および
サーバーの製品 ID。

• Alert Name - アラートのタイプ。

• Updated Time - アラートの 終アップデート時間。

• Acknowledged - アラートが承認されたかどうかを表示します。

3. このページのオプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

4. アラートに関する詳細情報を表示するには、行をクリックします。

• Overview タブには、アラートに関する次の詳細が表示されます。

◦ Serial number - システムの製造時に割り当てられるサーバーシリアル番号。

◦ Product ID - サーバーの製品 ID。

◦ Host Name - サーバーに割り当てられているホスト名。

◦ Server Name - サーバー名。

◦ Severity - アラートの深刻度。

◦ Category -アラートのカテゴリ。

◦ Description - アラートの説明。
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◦ Updated Time - アラートの 終アップデート時間。

◦ Summary - アラートの概要。

◦ Recommendation - アラートの推奨アクション。

◦ Acknowledged - アラートが承認されたかどうかを表示します。

• Components タブには、ファームウェアまたはソフトウェアコンポーネントに関する次の情報が表
示されます。

◦ Component Name - 影響を受けるコンポーネントの名前。

◦ Installed Version - 現在インストールされているコンポーネントのバージョン。

◦ Available Version - コンポーネントの使用可能な 新バージョン。

◦ Recommendation - 推奨の深刻度。

◦ Link - コンポーネントの推奨バージョンへのダウンロードリンク。

5. アラートを承認するには、以下の手順に従ってください。

a. 承認するアラートを選択して、 をクリックします。アクションの確認を求める新しいポップ
アップウィンドウが表示されます。

b. アラートの数を確認してから、Apply をクリックします。

注記:

• 一度に 大 100 のアラートを選択して承認することができます。

• アラートが承認されると、Acknowledge 列の値が Yes に変更されます。アラートを再度承認する
ために選択することはできません。

• このアクションは、Configure Manager 以上の権限を持つユーザーのみが使用できます。

6. アラート情報を CSV 形式でダウンロードするには、 をクリックします。

7. 承認済みまたは未承認のアラートをクリアするには、以下の手順に従ってください。

a. クリアするアラートを選択して、 をクリックします。アクションの確認を求める新しいポッ
プアップウィンドウが表示されます。

b. アラートの数を確認してから、Apply をクリックします。

注記:

• 一度に 大 100 のアラートを選択してクリアすることができます。

• このページでアラート通知をクリアしても、HPE InfoSight に表示されているアラートはクリアさ
れません。

• このアクションは、Configure Manager 以上の権限を持つユーザーのみが使用できます。
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InfoSight ジョブの監視
iLO Amplifier Pack 1.80 以降を使用すると、お客様は HPE InfoSight 修正プログラムを実行できます。
ユーザーは、検出されてインベントリに追加されたサーバー上の複数のコンポーネントをアップデートで
きるようになりました。HPE InfoSight でアップデートが開始されると、iLO Amplifier Pack は、必要な修
正プログラムコンポーネントを自動的にダウンロードし、アップデートを実行します。これらのアップ
デートジョブは、InfoSight Jobs Monitor ページから監視およびキャンセルできます。

詳しくは、HPE InfoSight for Servers User Guide（https://www.hpe.com/support/infosight-servers-
docs）を参照してください。

注記: HPE InfoSight から開始されるアップデートは、Gen10 サーバー以降でのみ実行できます。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

• Allow InfoSight triggered server operations オプションを InfoSight Setup ページで選択する必要
があります。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで HPE InfoSight をクリックして、InfoSight Recommendation
Alerts をクリックします。

2. 実行中または完了したアップデートジョブごとに、次の情報が表示されます。
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• Name - ジョブの名前。

• ID - ジョブに割り当てられた ID。

• Status - 選択したジョブの進捗。

• Message - 実行中のジョブに関する情報。

• オプション： をクリックし、ジョブパラメーターとジョブが実行されているサーバーを表示

します。ジョブが pending 状態の場合、 をクリックして、ジョブをキャンセルできます。

注記:
◦ pending 状態の修正プログラムアップデートジョブをキャンセルするには、ユーザーは

Configure Devices 以上の権限を持っている必要があります。

◦ アップデートプロセス中にキャンセルできるのは、pending 状態のジョブのみです。

◦ HPE InfoSight からジョブがキャンセルされた場合、InfoSIght Jobs Monitor ページのジョブの
ステータスも Cancelled と表示されます。

右矢印をクリックすると、ジョブステータスの詳細とサブジョブが表示されます。

• Created by - ジョブを開始したユーザー名。

• Started on - ジョブの作成日時

• Last updated - 後のジョブアップデートの日付と時刻

• Status - ジョブのステータス

サブジョブに関する以下の詳細が表示されます。サブジョブはさらに拡張できます。

• Name - 実行中のジョブの名前

• Status - ジョブのステータス

• Message - アップデートおよびサーバーで実行されているアクションに関する情報。

ジョブが完了したら、<results_icon>をクリックして、各サーバーでアップデートされたコンポーネン
トの詳細を表示します。

3. このページのオプション：

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

HPE Unified Supportability Pipeline
Unified Supportability Pipeline 機能を使用すると、ウェルネスアラートとサポートケースの自動作成のカ
バレッジが広くなります。Unified Supportability Pipeline 機能は、サポートケースの自動作成を管理する
際に役立ちます。サービスイベントが発生すると、ケースが自動的に作成されます。以前は、HPE
InfoSight for Gen9 および Gen10 サーバーで、6 つのサービスイベントのみがサポートされていました。
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Unified Supportability Pipeline が実装されたため、Gen8、Gen9、および Gen10 サーバー用に iLO 4 およ
び iLO 5 で生成されたすべてのサービスイベントでサポートケースの自動作成機能を使用できるように
なりました。Unified Supportability Pipeline 機能は、組織内のすべての管理対象サーバーで使用できます。

この機能は、組織内のすべての管理対象サーバー向けに、HPE iLO Amplifier パックの事前にパッケージ
化されたアドオンサービスパックから提供されます。これを使用すると、iLO でリモートサポート設定が
有効になります。この機能は、Wellness Configuration ページを構成すると、HPE InfoSight から有効に
なります。

注記: この機能を有効にしたら、HPE iLO Amplifier Pack または HPE InfoSight から無効にすることができ
なくなります。この機能を無効にする唯一の方法は、HPE InfoSight への接続からサーバーを除外するこ
とです。

際立った特徴

• ウェルネス構成用に HPE InfoSight ユーザーエクスペリエンスが簡略化されています。

• ウェルネス構成が管理者ユーザーにのみプロビジョニングされます。

• HPE InfoSight でウェルネス構成を有効にすると、iLO でリモートサポートが自動的に構成されます。

• 必要なリモートサポート構成の iLO 設定が定期的にチェックされます。

• アドオンサービスで（iLO から）eRS イベントが受信され、eRS イベントが含まれる AHS ファイルが
HPE InfoSight に送信されます。

 

サポートされているプラットフォーム

この機能は、HPE iLO Amplifier でサポートされているすべてのサーバーとプラットフォームで使用でき
ます。

iLO 4 および iLO 5 を搭載する以下のサーバーがサポートされます。

• HPE ProLiant Gen8 以降のサーバー

• HPE ProLiant BladeSystem Gen8 以降のサーバー

注記: HPE Unified Supportability Platform は、手動でアップロードされたログではなく、HPE InfoSight 管
理対象サーバー用に提供されています。

HPE Unified Supportability Pipeline アドオンサービスの操
作

前提条件

• このアドオンサービスを有効にするには、HPE InfoSight に接続されていることを確認してください。

• iLO Amplifier Pack のプラグインを有効にするには、HPE InfoSight ユーザーインターフェイス上に
ウェルネスダッシュボード構成が設定されていることを確認してください。

手順

1. 詳細ペインで、USP をクリックします。
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HPE Unified Supportability Pipeline アドオンサービスウィンドウが表示されます。

2. Quick Filters オプションを切り替えて、eRS 無効化エントリーを表示または非表示にします。

3. 次のフィールドが表示されます。

• iLO アドレス

• シリアル番号と製品 ID

• 製品名

• iLO タイプと iLO バージョン

• ステータス

• 接続タイプ

• eRS 有効

• ホストサーバー

4. CSV にエクスポートをクリックして、すべての値をカンマ区切り形式の値スプレッドシートにエクス
ポートします。

注記: HPE InfoSight に接続されていない場合は、HPEInfoSight に接続するように求めるプロンプトが
アドオンサービスページに表示されます。
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ベースラインコンプライアンスレポート

ベースラインコンプライアンスレポートは、サーバーのコンプライアンスのステータスに関する情報を提
供します。このレポートには、インポートされた SPP に対するファームウェアおよびソフトウェアコン
ポーネントのサーバーのコンプライアンスが表示されます。

iLO Amplifier Pack を使用すると、複数のサーバーのベースラインコンプライアンスレポートを一度に生
成できます。

ベースラインコンプライアンスレポートの作成

前提条件

• 以下の権限を持つ iLO Amplifier Pack ユーザー。

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

• SPP をインポートしてベースラインコンプライアンスレポートを作成する
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューで、Baseline Compliance Report > Create Baseline Compliance
Report を選択します。

2. レポートの生成対象にするサーバーを選択します。

一度に複数のサーバーを選択して、レポートを生成することができます。

注記: 選択したサーバーが iLO Federation グループの一部である場合は、共通の認証情報が必要です。

3. ベースラインコンプライアンスレポートを作成するためのベースラインを選択します。

4. Baseline Compliance Summary を表示するには、Begin Job をクリックします。

5. ベースラインコンプライアンスレポートを作成するには、Start をクリックします。

6. ジョブが作成されます。ジョブの次のステータスのいずれか、またはすべてを表示できます。

• Pending

• Running

• Complete

• Exception

• Failed

7. ベースラインコンプライアンスレポートが生成されます。

注記: レポートの生成にはしばらく時間がかかる場合があります。

ベースラインコンプライアンスレポートの表示

注記: ベースラインコンプライアンスレポートの作成時に、HPE ProLiant Gen8 サーバー、HPE ProLiant
Gen9 サーバー、HPE ProLiant Gen10 サーバー、および HPE ProLiant Gen10 Plus サーバーを一緒に選
択した場合、2 種類のレポートが作成されます。1 つは Gen8 および Gen9 サーバーに対するレポートで、
もう 1 つは Gen10 および Gen10 Plus サーバーに対するレポートです。
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前提条件

ベースラインコンプライアンスレポートが生成されます。

詳しくは、ベースラインコンプライアンスレポートの作成を参照してください。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで、View Baseline Compliance Report をクリックします。

2. サーバーの個々のコンポーネントのコンプライアンスステータスを表示するには、リストされている
ID をクリックして展開します。

サーバーに関する表には、次の詳細情報が記載されています。

• Compliant - 使用されているベースラインにサーバーが準拠しているかどうかを表示します。

• Component Name - サーバー名を表示します。

• Installed version - インストールされているコンポーネントのバージョンを表示します。

• Available version - コンポーネントの使用可能な 新バージョンを表示します。

• Status - アップデートが必要かどうかを表示します。

次の場合、ベースラインコンプライアンスレポートには、特定のサーバーのファームウェアコンポー
ネント情報のみが記載されます。

• サーバーの電源の状態がオフである。

• サーバーにインストールされている OS は ESXi である。（Gen8 および Gen9 サーバーの場合の
み）

• 関連するサーバーで AMS が動作していない。
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3. をクリックし、ベースラインとジョブが実行されているサーバーを表示します。

4. レポートを CSV ファイルにエクスポートするには、 をクリックします。

ベースラインコンプライアンスレポート 110



Recovery Management
はじめに

Gen10 サーバーの場合 iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合 iLO 5 v2.30 以降と連動して、ユー
ザーが作成したリカバリポリシーに従ってサーバーを復旧するためのサーバーシステムリストア機能が
導入されました。

iLO が iLO Amplifier Pack によって監視されているサーバーでシステムの破損を検出すると、iLO は、iLO
Amplifier Pack にシステムリカバリプロセスを開始して管理するようアラートを自動で送信します。iLO
Amplifier Pack は、影響を受けたシステムについてユーザーが作成したリカバリポリシーとそのイベント
を照合してから、サーバーに割り当てられたリカバリポリシーで説明されているリカバリプロセスを開始
します。

前提条件

• Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降

• 高度なセキュリティ/FIPS 状態に設定されたサーバーの場合

◦ Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降

◦ 推奨される SPP バージョンは 2020.09.0 以降。

• サーバーシステムリストア機能を使用するには、iLO Advanced ライセンスが必要です。

• iLO Amplifier Pack ユーザーがリカバリ関連の操作を実行するには、Configure Manager with Security
権限が必要です。

• リカバリに使用するファームウェアベースラインには、Gen10 サーバーの場合 iLO 5 v2.30 以降、
Gen10 Plus サーバーの場合 iLO 5 v2.30 以降が必要です

• Gen10 サーバープラットフォーム以降のリカバリ管理を行う場合、HPE は、BIOS ブートモードを
UEFI モードに構成することを推奨します。

• デバイスによる完全自動リカバリの場合は、リカバリポリシーで次の 3 つのベースラインが指定され
ている必要があります。ファームウェア + 構成 + オペレーティングシステム

• デバイスによるリカバリをトリガーするには、iLO に少なくとも 1 つのリカバリインストールセットが
必要です。HPE では、iLO Amplifier Pack でリカバリ機能を使用するために、iLO 工場出荷時インス
トールセットを削除しないことを推奨します。

重要: HPE Integrated Lights-Out 5（iLO 5）v1.40 では、ダウングレードを永続的に禁止するオプショ
ンを備えたダウングレードポリシー機能が追加されました。自動回復は、次のすべての条件下で期
待どおりに完了しません。

• iLO ダウングレードポリシーは Permanently Disallow Downgrades に設定されています。

• System Recovery Set の iLO/BIOS バージョンは、現在インストールされているバージョンより
も古いバージョンです。

• ファームウェアが破損しています。

システムリカバリを予期したとおりに完了させるには、iLO Amplifier Pack の「Assign Recovery
Policy」の 新コンポーネントバージョンまたは現在インストール中のコンポーネントバージョンを
使用するか、iLO 5 から直接、System Recovery Set をアップデートします。
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詳細情報

以下のページでは、リカバリポリシーの定義、管理サーバーへのリカバリポリシーの割当、およびリカバ
リプロセスの監視を行うための iLO Amplifier Pack のツールについて説明しています。

• リカバリポリシー

• リカバリ管理

• リカバリジョブの監視

リカバリ操作
リカバリ操作は、それぞれ同様の経路を通ります。

自動リカバリ操作

以下の手順に従って、自動サーバーリカバリまたはデバイスによる完全リカバリを実行します。

1. ファームウェアと OS のベースラインをインポートします。詳しくは、ファームウェアベースライン
のインポートおよび OS ベースラインのインポートを参照してください。

2. iLO NAND 上に完全な iLO 構成バックアップを作成します。これにより、iLO NAND 上に iLO の完全
な構成のバックアップが作成されます。

注記: このオプションは、iLO 5 v1.37 以降を実行している Gen10 サーバー、または iLO 5 v2.10 以降
を実行している Gen10 Plus サーバーでのみ使用できます。

3. 構成ベースラインを作成するか、サーバーからインポートします。詳しくは、構成ベースラインの作
成およびサーバーからの構成ベースラインのインポートを参照してください。

4. ファームウェア、構成、および OS のベースラインと共にリカバリポリシーを作成します。詳しくは、
リカバリポリシーの作成を参照してください。

5. 自動リカバリ操作を有効にして、選択したサーバーにリカバリポリシーを割り当てます。詳しくは、
リカバリポリシーの割当を参照してください。

6. 破損したファームウェアの検出時に、iLO からリカバリメッセージが送信されると、iLO Amplifier Pack
でリカバリジョブがトリガーされます。

手動リカバリ操作

手動リカバリを実行するには、以下の手順に従います。

1. ファームウェアと OS のベースラインをインポートします。詳しくは、ファームウェアベースライン
のインポートおよび OS ベースラインのインポートを参照してください。

2. iLO Amplifier Pack が iLO からファームウェア破損のアラートを受信すると、Administration ページで
選択されているサーバーのチェックボックスが有効になります。

3. 必要なベースラインまたはリカバリポリシーを選択することにより、手動リカバリを選択して実行す
ることができます。詳しくは、手動リカバリの実行を参照してください。
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リカバリポリシー

リカバリポリシーの作成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

• OS ベースラインまたはファームウェアのベースラインを含むリカバリポリシーを作成するには、まず
Baseline Management ページから iLO Amplifier Pack にベースラインをアップロードする必要があ
ります。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Recovery Management をクリックしてから Recovery Policy を
クリックします。

2. Create policy をクリックします。

3. 新しいポリシーの名前を入力し、ファームウェア、構成、および OS ベースラインを選択します。

完全な iLO 構成バックアップを選択して、iLO NAND で iLO 構成設定をバックアップすることもでき
ます。このオプションは、iLO 5 v1.37 以降を実行している Gen10 サーバー、または iLO 5 v2.10 以降
を実行している Gen10 Plus サーバーでのみ使用できます。

以下の組み合わせがサポートされます。

• ファームウェアのみ

• ファームウェア + 構成

• オペレーティングシステムのみ

• ファームウェア + 構成 + オペレーティングシステム
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注記:

• ファームウェアのベースラインのリストには、iLO Amplifier Pack に正常にアップロードされたもの
だけが含まれます。

• ファームウェアのベースラインのリストには、Gen10 サーバープラットフォームをサポートする
ファームウェアを含むものだけが含まれます。

• 構成ベースラインのリストには、インポート中またはインポートに失敗したスナップショット構成
ベースラインは含まれません。

• 構成ベースライン内のすべての iLO 設定は、iLO NAND からリストアされた設定を上書きします。

• 完全な iLO 構成バックアップを使用する前に、iLO Amplifier Pack 1.25 から高いバージョンにアッ
プグレードするすべてのユーザーは、リカバリポリシーを作成してサーバーに再割り当てする必要
があります。

4. Create をクリックしてポリシーを保存します。

新しいポリシーが Recovery Policy ページのリストに表示されます。

リカバリポリシーの削除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

• リカバリポリシーを削除する前に、そのポリシーが割り当てられている可能性があるサーバーからポ
リシーの割当解除を行います。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Recovery Management をクリックしてから Recovery Policy を
クリックします。

2. 削除するポリシーの  アイコンをクリックします。

リカバリ管理
Recovery Administration ページには、iLO Advanced ライセンスがインストールされ iLO Amplifier Pack
によって管理される Gen10 サーバーがすべてリストされます。システムでファームウェアが破損する
と、iLO によってこの破損が検出され、iLO Amplifier Pack にイベントが送信されます。iLO Amplifier Pack
は、サーバーに割り当てられているリカバリポリシーに基づいてリカバリプロセスを開始します。
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リカバリポリシーの割当

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

• Gen10 サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降、Gen10 Plus サーバーの場合は iLO 5 v2.30 以降

• iLO Advanced のライセンス

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Recovery Management をクリックしてから、Recovery
Administration をクリックします。

2. Assign Auto Recovery Policy をクリックします。

3. チェックボックスをクリックして 1 つまたは複数のサーバーを選択し、Next をクリックします。

4. Action ドロップダウンメニューから、次のオプションのいずれかを選択します。

• Auto Recovery -- iLO Amplifier Pack に iLO から自動でアラートが発信されると、リカバリプロセ
スが開始されます。

• Device Initiated Full Auto Recovery -- ユーザーが iLO から iLO Amplifier Pack に手動でリカバリ
アラートを発信すると、リカバリプロセスが開始されます。ユーザーは、リカバリセット権限を持
つユーザーアカウントで iLO にログインすることにより、iLO からリカバリアラートを発信できま
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す。iLO インターフェイスで、Administration > Firmware Verification ページに移動してから、
Send Recovery Event をクリックします。

• Quarantine -- リカバリプロセスを開始していなくても、サーバーは iLO Amplifier Pack から自動で
シャットダウンされます。

5. Recovery Policy ドロップダウンメニューから、適用するリカバリポリシーを選択して、Next をクリッ
クします。

6. Summary ページに表示された選択内容を確認してから、Assign Policy をクリックするか、Previous
をクリックして戻り、選択内容を変更します。

注記: デバイスによる完全自動リカバリの場合は、リカバリポリシーで次の 3 つのベースラインが指定
されている必要があります。

ファームウェア + 構成 + オペレーティングシステム

リカバリポリシーの適用解除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Recovery Management をクリックしてから Recovery
Administration をクリックします。

2. Unassign Recovery Policy をクリックします。
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注記: このアクションでは、リカバリポリシーによって iLO NAND 上に作成された完全な iLO 構成バッ
クアップもすべて削除されます。

3. チェックボックスをクリックして 1 つまたは複数のサーバーを選択し、Unassign をクリックします。

手動リカバリの実行

Recovery Administration ページには、iLO Advanced ライセンスがインストールされ、iLO Amplifier に
よって管理される Gen10 サーバー以降がすべてリストされます。システムでファームウェアが破損する
と、iLO によってこの破損が検出され、iLO Amplifier にイベントが送信されます。iLO Amplifier がこのイ
ベントを受信すると、Recovery Administration ページのチェックボックスが有効になります。システム
を選択し、手動リカバリを実行します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Recovery Management をクリックしてから、Recovery
Administration をクリックします。

2. 手動リカバリを実行するサーバーを選択します。

3. Actions ドロップダウンメニューから Manual Recovery をクリックします。

4. Manual Recovery ページで、ドロップダウンメニューからリカバリポリシーを選択します。

5. 各ドロップダウンメニューから、ファームウェアまたは構成ベースラインあるいはその両方を選択し、
Next をクリックします。

6. オプション：完全な iLO 構成バックアップが作成されている場合は、Yesを選択してこのバックアッ
プからリストアします。バックアップが作成されていない場合、ジョブは次の手順を続けます。
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7. OS ベースラインを選択し、Next をクリックします。

8. 選択内容を確認します。変更が必要な場合は、Back をクリックします。

9. Start Recovery をクリックし、Close をクリックします。

Recovery Jobs Monitor ページで手動リカバリジョブの進捗を確認します。

隔離操作の実行

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Recovery Management をクリックしてから Recovery
Administration をクリックします。

2. 隔離するサーバーを選択します。

3. アクションドロップダウンメニューから Quarantine を選択します。

4. Quarantine Confirmation ダイアログボックスで Yes をクリックして次に進むか、No をクリックして
操作を取り消します。

Recovery Jobs Monitor ページで隔離タスクの進捗を確認します。

リカバリジョブの監視
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前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Recovery Management をクリックし、Recovery Jobs Monitor
をクリックすると、実行中および完了済みのすべてのジョブのステータスが表示されます。

2. 右矢印をクリックして、ジョブの進捗の詳細を表示します。

iLO Amplifier Pack は、リカバリポリシーを次の順序で適用します。

a. サーバーの電源が入っていてはいけません。

b. 選択されている場合は、ファームウェアをアップデートします。

c. iLO NAND に保存されている完全な iLO 構成バックアップがリストアされます（選択された場合）。

d. 選択されている場合は、構成ベースラインを適用します。

e. 選択されている場合は、OS ベースラインに対してサーバーを再起動します。

リカバリプロセスの完了には時間がかかる場合があります。リカバリプロセスのステータスについて
は、Activity Logs and Alerts ページを参照してください。

Recovery Management 119



レポート

ファームウェアレポートの表示

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

• Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）v10.95.0 以降、Linux の場合は AMS
v2.10.0 以降

• Windows の場合は AMS v2.10 以降、Linux の場合は AMS v2.3.0 以降、ESXi の場合は AMS
v2020.09.01 以降

手順

1. 左側のナビゲーションメニューの Reports をクリックします。

2. Firmware Report をクリックします。

レポートは、iLO、システム、ROM、NIC、およびストレージデバイスに関する情報を提供します。完
全なリストについては、ファームウェアのレポート詳細を参照してください。

3. このページのオプション：
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• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Filters メニューを使用し、表示をカスタマイズします。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

• Export to CSV をクリックして、CSV 形式でレポートをダウンロードします。

ファームウェアレポートの詳細

ファームウェアアラートの詳細には、次の情報が表示されます。

• iLO IP Address - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。

• iLO HostName - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。

• Product Name - この iLO プロセッサーを統合する製品。

• Serial number - システムの製造時に割り当てられるサーバーシリアル番号。

• Server Hostname - サーバーに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。

• iLO Firmware - インストールされている iLO ファームウェアのバージョンと日付。

• System ROM - アクティブなシステム ROM のバージョン。

• System ROM - backup - バックアップシステム ROM のバージョン。バックアップシステム ROM は、
システム ROM のアップデートに失敗した場合や、システム ROM がロールバックされる場合に使用さ
れます。

• Intelligent Provisioning - オペレーティングシステムの展開の実行やハードウェア構成の詳細の確認に
使用できる Web インターフェイスです。

• 指定可能なファームウェアオプション：

◦ Intelligent Platform 抽象化データ

◦ Power Management Controller Firmware

◦ Power Management Controller FW Bootloader

◦ System Programmable Logic Device

◦ Server Platform (SPS) Firmware

• PCI デバイス情報：

◦ PCI Devices - Name

◦ PCI Devices - Location

◦ PCI Devices - Version

• ネットワークデバイス情報：

◦ Network Devices - Name

◦ Network Devices - Version

• ストレージデバイス情報：
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◦ Storage Devices - Name

◦ Storage Devices - Version

• 物理ドライブ情報：

◦ Physical drives - Name

◦ Physical drives - Version

iLO ライセンスレポートの表示
リングチャートの上にマウスをホバーして、選択した表示のライセンスの数と種類を表示します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合：Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）
v10.95.0 以降、Linux の場合は AMS v2.10.0 以降

• Gen10 および Gen10 Plus サーバーの場合：Windows の場合は AMS v2.10 以降、Linux の場合は AMS
v2.3.0 以降、ESXi の場合は AMS v2020.09.01 以降

レポート 122



手順

1. 左側のナビゲーションメニューの Reports をクリックします。

2. License Report をクリックします。

以下の情報が表示されます。

• iLO IP Address— iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。

• iLO HostName - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。

• Product Name - この iLO プロセッサーを統合する製品。

• Server HostName - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

• Serial number - システムの製造時に割り当てられるサーバーシリアル番号。

• License Key - iLO ライセンスで提供されたキー。

• License - iLO で購入したライセンスレベル

◦ iLO Standard

◦ iLO Essentials

◦ iLO Scale-Out

◦ iLO Advanced

• License Type - ライセンス済み iLO ファームウェア機能のレベル

◦ Evaluation - 有効な評価ライセンスをインストールします。

◦ Expired - 期限切れの評価ライセンスがインストールされています。

◦ Perpetual - 有効な iLO ライセンスがインストールされています。このライセンスに有効期限は
ありません。

◦ Unlicensed - 工場出荷時のデフォルト（iLO Standard）機能が有効になっています。

3. このページのオプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Filters メニューを使用し、表示をカスタマイズします。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

• Export to CSV をクリックして、CSV 形式でレポートをダウンロードします。
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基本的なデバイスレポートの表示

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合：Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）
v10.95.0 以降、Linux の場合は AMS v2.10.0 以降

• Gen10 および Gen10 Plus サーバーの場合：Windows の場合は AMS v2.10 以降、Linux の場合は AMS
v2.3.0 以降、ESXi の場合は AMS v2020.09.01 以降

手順

1. 左側のナビゲーションメニューの Reports をクリックします。

2. Basic Device Report をクリックします。

各管理対象サーバーアラートに対して、以下の情報が表示されます。

• iLO IP Address— iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。

• iLO HostName - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。

• Product Name - この iLO プロセッサーを統合する製品。

• Server HostName - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。
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• Serial number - システムの製造時に割り当てられるサーバーシリアル番号。

• iLO Health - iLO ファームウェアとその他のサブシステムのヘルス。

• Health Status - この値は、全体的なステータスや冗長性（障害処理能力）など、監視対象サブシス
テムの状態を要約します。

• Server OS - サーバーにインストールされているオペレーティングシステム

• Server OS Version - サーバーにインストールされているオペレーティングシステムのバージョン

• iLO Firmware - インストールされている iLO ファームウェアのバージョンと日付。

• System ROM - アクティブなシステム ROM のバージョン。

• Server Group - サーバーが属するサーバーグループ。

3. このページのオプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Filters メニューを使用し、表示をカスタマイズします。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

• Export to CSV をクリックして、CSV 形式でレポートをダウンロードします。

ハードウェアインベントリレポートの表示

前提条件

• ユーザーの権限
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◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合：Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）
v10.95.0 以降、Linux の場合は AMS v2.10.0 以降

• Gen10 および Gen10 Plus サーバーの場合：Windows の場合は AMS v2.10 以降、Linux の場合は AMS
v2.3.0 以降、ESXi の場合は AMS v2020.09.01 以降

手順

1. 左側のナビゲーションメニューの Reports をクリックします。

2. Hardware Inventory Report をクリックします。

サーバーごとに、以下の情報が表示されます。

• iLO IP Address - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。

• iLO HostName - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。

• Product Name - この iLO プロセッサーを統合する製品。

• Server HostName - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

• Serial number - システムの製造時に割り当てられるサーバーシリアル番号。

• プロセッサーインベントリ

◦ プロセッサー名

◦ プロセッサーステータス

◦ プロセッサー数

◦ コア数

• メモリのインベントリ

◦ メモリ合計

◦ DIMM 数

◦ メモリステータス

• パワーインベントリ

◦ ファン数

◦ ファンのヘルス

◦ ファンの冗長化

◦ 電源装置数
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◦ 電源装置のヘルス

◦ 電源装置の冗長性

• その他のインベントリ

◦ BIOS/ハードウェアヘルス

◦ ネットワークのヘルス

◦ ストレージのヘルス

◦ Smart Storage バッテリのヘルス

◦ 温度

3. このページのオプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Filters メニューを使用し、表示をカスタマイズします。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

• Export to CSV をクリックして、CSV 形式でレポートをダウンロードします。

ソフトウェアインベントリレポートの表示

前提条件

• ユーザーの権限
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◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

• Gen8 および Gen9 サーバーの場合：Windows の場合は AMS（iLO Agentless Management Service）
v10.95.0 以降、Linux の場合は AMS v2.10.0 以降

• Gen10 および Gen10 Plus サーバーの場合：Windows の場合は AMS v2.10 以降、Linux の場合は AMS
v2.3.0 以降、ESXi の場合は AMS v2020.09.01 以降

手順

1. 左側のナビゲーションメニューの Reports をクリックします。

2. Software Inventory Report をクリックします。

3. ソフトウェアの詳細を表示する対象の Host OS type を選択します。デフォルトでは Windows が選
択されています。

このレポートは、選択した OS タイプに基づくソフトウェアインベントリ情報を提供します。表示さ
れる列は、各サーバーにインストールされているソフトウェアに基づいて動的に変化します。この情
報は、Assets > Servers に移動し、View Details をクリックし、Software Inventory タブを選択して
表示することもできます。

4. このページのオプション：

• Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択します。

• ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示します。特定
のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

• Export to CSV をクリックして、CSV 形式でレポートをダウンロードします。

カスタムレポートの表示
Custom Report を使用すると、レポートをカスタマイズし、ダウンロードすることができます。ファー
ムウェアレポート、基本的なデバイスレポート、ハードウェアインベントリレポートのさまざまなフィー
ルドとその他のフィールドが表示されます。ユーザーは、レポートに表示するフィールドを選択できま
す。
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前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

◦ Login

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Reports をクリックします。

2. Custom Report をクリックします。

以下の情報が表示されます。

• 基本的な内容

基本的な詳細から 1 つ以上のオプションを選択し、カスタマイズされたレポートをダウンロードし
ます。詳しくは、基本的なレポートの詳細を参照してください。

• デバイスの詳細

デバイスの詳細から 1 つ以上のオプションを選択し、カスタマイズされたレポートをダウンロード
します。詳しくは、デバイスレポートの詳細を参照してください。

• ライセンスの詳細

ライセンスの詳細から 1 つ以上のオプションを選択し、カスタマイズされたレポートをダウンロー
ドします。詳しくは、iLO ライセンスレポートの詳細を参照してください。

• ファームウェアの詳細

ファームウェアの詳細から 1 つ以上のオプションを選択し、カスタマイズされたレポートをダウン
ロードします。詳しくは、ファームウェアレポートの詳細を参照してください。
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• ハードウェアの詳細

ハードウェアの詳細から 1 つ以上のオプションを選択し、カスタマイズされたレポートをダウン
ロードします。詳しくは、ハードウェアインベントリレポートの詳細を参照してください。

• ソフトウェアの詳細

ソフトウェアの詳細のチェックボックスを選択して、カスタマイズされたレポートをダウンロード
します。詳しくは、ソフトウェアインベントリレポートの詳細を参照してください。
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サーバーのトラブルシューティング

ハードドライブの数が多すぎる外部の複数のストレージエンク
ロージャーでサーバーの検出に失敗する

症状

Assestsページでサーバー情報を表示できません。

原因

アクション

1. 管理対象システム構成の工場出荷時設定へのリセットを実行します。

2. ハードドライブの数を制限してサーバーを追加します。

サーバーの Active Health System ログのダウンロード
Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。Active
Health System が収集したデータは Active Health System ログに保存されます。データは、安全に記録さ
れ、オペレーティングシステムから分離され、しかも顧客データから独立しています。ホストのリソース
は、収集および Active Health System データのログの収集では消費されません。

サーバーの問題のトラブルシューティングに役立てるために、サーバーの AHS（Active Health System）
ログをダウンロードし、分析のために HPE に送信できます。

詳しくは、AHSV（Active Health System Viewer）のドキュメント（http://www.hpe.com/support/ahsv-
docs）を参照してください。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Troubleshooting をクリックします。

2. AHS データを収集するサーバーを選択します。

3. Support Actions をクリックし、Download AHS logs をクリックします。

4. 収集するデータの日付範囲を入力します。

5. Storage Type メニューから、Removable Storage または Network Share (NFS)を選択します。

注記: USB のマウントは、VMware ESXi または KVM を使用してインストールされた iLO Amplifier
Pack でのみサポートされます。

6. 利用可能な場合は、マウントされた USB を選択します。

7. 使用するフォルダーパスを指定します。

8. Apply をクリックしてログファイルをダウンロードするか、Close をクリックしてキャンセルします。
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アクティブヘルスシステムビューアにログインする

手順

1. AHSV の Web ページにアクセスするには、サポートされているブラウザーで http://www.hpe.com/
servers/ahsv にアクセスします。以下では、サポートされているブラウザーを示します。

• Internet Explorer 11

• Chrome v51 以降

• Firefox v46 以降

2. ユーザー ID（メールアドレス）と、パスワードを入力してサインインをクリックします。

注記: HPE パスポートアカウントを使用してログインする場合や HPE パスポートアカウントを作成
する場合は、https://www.hpe.com/info/insightonline にアクセスします。ほとんどの場合、HPE パ
スポートアカウントは HPE パスポートアカウントの登録プロセス中に使用したメールアドレスと同
じです。Hewlett Packard Enterprise サポートセンターでユーザー ID を変更した場合は、必ず、電子
メールアドレスではなくユーザー ID でログインしてください。

注記: ログイン認証情報をシステムに記憶させるには、ログイン情報を記憶を選択してからサインイン
をクリックしてください。

AHSV からログアウトする

手順

1. AHSV からログアウトするには、ユーザー設定メニューをクリックします。

2. ログアウトをクリックします。ログアウト状態になり、ログインページが表示されます。
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AHS ログファイルをロードする

重要: AHS ログを作成したサーバーは、保証が有効になっていなければなりません。サーバーの保
証が切れていると、「Server is not Entitled. Please check these options for
renewing your license.」というエラーメッセージが表示されます。以下のオプションから選
択できます。

• ライセンスをさらに購入する

• ライセンス購入のためのパートナーを探す

• HPE のサポートに問い合わせる

• AHSV から AHS ログファイルをロードするには、Upload AHS Log を選択します。ログファイルに移
動して、開くをクリックします。

注記: ファイルの 大サイズは 250 MB です。ログが 250 MB より大きい場合は、HPE サポートセン
ターにお問い合わせください。

• 解析とログロードの状態を示すウィンドウが表示されます。ロード処理をキャンセルするには、キャ
ンセルをクリックします。

• このウィンドウには、さまざまなプラットフォームのビデオも表示されます。ログファイルがロード
されるのを待っている間に、さまざまなビデオを検索して再生できます。

• AHS ログをロードしていると、画面に予想される完了時間が表示されます。

• 既存の AHS ログを検索します。

◦ Search AHS viewer for uploaded AHS log の下で、AHS ログ名またはシステムシリアル番号を入
力して、検索アイコンをクリックします。

◦ 開きたいファイルをクリックします。

• 以前にロードした AHS ログファイルを見るには、ログファイルを表で選択します。
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ジョブステータスの表示

Jobs Status ページから、ジョブを表示および中断できます。

注記: 一部のジョブは、特定の段階後は中断できません。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Jobs Status をクリックします。

以下の情報が表示されます。

• Name

• ID - Job ID は連続していない場合もあります。これは正常な動作です。

• Status - 進行状況バーに、ジョブ完了の割合がパーセント表示されます。ジョブが実行されると、
次のいずれかのステータスが表示されます。

◦ Running - ジョブが実行中です。

◦ Pending - ジョブは保留中で開始していません。

Pending ステータスは、同時に実行しているジョブが多すぎるなどのさまざまな理由で発生し
ます。iLO Amplifier Pack では、各タイプのジョブをあらかじめ設定された数だけ同時に実行で
きます。他の理由として、選択したいずれかのサーバーで他のジョブがすでに実行している場合
があります。どちらの場合でも、競合するジョブが完了すると、ジョブが自動的にスケジュール
されます。

◦ Completed - ジョブは正常に完了しました。

◦ Cancelled - ユーザーによってジョブが中止されました。
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◦ Exception - 例外状態のために、ジョブが停止しています。失敗の理由が Message フィールド
に表示されます。

◦ Waiting - ジョブはユーザーアクションを待機しています。このステータスは、オンラインアッ
プデート時にのみ表示されます。ジョブは、続行する前に、ユーザーの選択を必要とします。

• Message - 実行中のジョブと、ジョブを実行しているサーバー/サーバーグループの数に関する情
報。

2. 右矢印をクリックすると、ジョブステータスの詳細とサブジョブが表示されます。

• Created by - ジョブを開始したユーザー名。

• Started on - ジョブの作成日時

• Last updated - 後のジョブアップデートの日付と時刻

• Status - ジョブのステータス

サブジョブに関する以下の詳細が表示されます。一部のサブジョブはさらに拡張できます。

• Name - ジョブまたは iLO の名前、ホスト名、サーバーグループ名、ジョブが実行されているフェ
デレーショングループ名

• Status - ジョブのステータス

• Message - ジョブの成功または失敗に関する情報

3. オプション：ジョブが Running 状態の場合、 をクリックして、ジョブをキャンセルできます。

4. をクリックし、ジョブパラメータとジョブが実行されているサーバーを表示します。

5. をクリックしてジョブの結果を表示します。

注記: このアイコンは特定のジョブでのみ使用できます。

6. レポートを CSV ファイルにエクスポートするには、 をクリックします。

注記: このアイコンは、Reports のダウンロードと Product Entitlement Report のダウンロードジョ
ブでのみ使用されます。
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iLO Amplifier Diagnostics
iLO Amplifier Diagnostics ページを使用して、iLO Amplifier Pack に関する診断情報を表示し、システム
のリブート、シャットダウン、または工場出荷時設定へのリセットを実行します。このページでは、サ
ポートログにアクセスすることもできます。

重要: 構成管理者以上の役割を持つユーザーは、アプライアンス関連の操作を実行できます。

• Telemetric information - 現在の CPU およびメモリ使用率の情報：

◦ CPU 負荷平均

◦ CPU 使用率

◦ メモリ使用率

◦ メモリ合計

• System Reboot - Reboot Device をクリックして、すべてのアクティビティを停止し、アプライアン
スを再起動します。

• System Shutdown - アプライアンスをシャットダウンする場合にクリックします。

• Factory Reset - Factory Reset Type メニューから以下のオプションのいずれかを選択してから
Factory Reset をクリックして、工場出荷時リセットを実行します。
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注記:
◦ 工場出荷時リセットの進行中は、変更を行わないでください。

リセットは iLO Amplifier とこのような iLO Amplifier で検出された iLO で実行され、これらの iLO
では iLO Amplifier を指しているリモートサポート設定がクリアされます。

◦ 工場出荷時リセットは、選択された工場出荷時リセットの種類に基づいて、iLO Amplifier Pack か
らすべての構成を消去します。

◦ 工場出荷時リセットを実行すると、接続されている iLO Amplifier Pack の既存のリモートサポート
設定がクリアされます。

◦ Managed Systems Configuration - iLO Amplifier Pack で管理されるサーバーおよびグループに関
連する構成のみを消去します。

◦ All Configuration - 管理対象サーバーの構成と iLO Amplifier Pack の構成の両方を消去します。

iLO Amplifier Pack は工場出荷時リセット後、再起動します。

• Support Logs - Download Support Logs をクリックしてサポートログをダウンロードします。
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iLO Amplifier Pack アプライアンスの構成

アプライアンスファームウェアのアップグレード

注記: iLO Amplifier Pack をバージョン 1.0x からバージョン 1.10 以降にアップグレードするには、アプラ
イアンスを再展開する必要があります。構成は、バージョン 1.0x からバージョン 1.10 以降にリストアで
きます。

HPE では、以前のバージョンの構成をリストアできるように、アップグレードする前に現在の構成のバッ
クアップを取っておくことをお勧めします。

HPE では、バージョン 1.55 にアップグレードする前に、アプライアンスファームウェアをバージョン
1.40 または 1.50 にアップグレードすることをお勧めします。

アプライアンスのファームウェアを 1.70 より前のバージョンから 1.70 以上にアップグレードする場合、
初めてログインするときに、匿名のデータ使用状況の収集をオプトインするポップアップが表示されま
す。この選択は、General settings ページに移動することによって、いつでも変更できます。

iLO Amplifier Pack には、アプライアンスファームウェアをアップグレードする方法が 2 通りあります。

• アプライアンスファームウェアの手動アップグレード

• アプライアンスファームウェアの自動アップグレード

アプライアンスファームウェアの手動アップグレード

前提条件

• ポート 443 での infosight.hpe.comおよび midway.ext.hpe.comへの HTTPS アウトバウンド
接続。

• 次のいずれかの権限を持つ iLO Amplifier Pack ユーザー
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◦ Configure Manager

◦ Configure Manager with Security

手順

注記: 以下の手順で、iLO Amplifier Pack を v1.10 から v1.15 以降のリリースにアップグレードしてくださ
い。

1. iLOAmplifierPack.binファイルをダウンロードするには、マイ HPE ソフトウェアセンターページ
のダウンロードリンクをクリックします。

2. 適切なチェックサム検証ツールを使用して、ファイルのチェックサムを、ダウンロードページにリス
トされているチェックサム値と比較することによって、ダウンロードした bin ファイルの整合性を確認
します。

3. ファームウェアアップグレードファイルをリムーバブルストレージデバイス、ネットワーク共有、
HTTP 共有、またはクライアントコンピューターに保存します。

4. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、System Update をク
リックします。

5. ファームウェアアップグレードファイルを保存した場所に対応するストレージタイプを選択します。

6. 選択したストレージタイプに応じて、以下のいずれかを実行します。

• リムーバブルストレージ（USB）の場合は、マウントされたデバイスを選択するか、ファイルパス
を/folder/filenameの形式で入力します。

注記: USB のマウントは、VMware ESXi または KVM を使用してインストールされた iLO Amplifier
Pack でのみサポートされます。

• ネットワーク共有の場合は、/folder/filenameの形式のファイルパス、IPv4 または IPv6 アド
レス、およびネットワークストレージパスを入力します。

• HTTP ファイル共有の場合は、ファームウェアアップグレードファイルの URL を入力します。

• ファイルアップロードの場合は、Browse をクリックし、クライアントコンピューター上のファー
ムウェアアップグレードファイルに移動します。

7. Update system manually をクリックします。

アップデートが完了すると、システムが再起動されます。インストールおよび再起動は、完了までに
大 10 分かかることもあります。インストールと再起動プロセスの進行状況がブラウザーに表示さ

れます。

注記: iLO Amplifier Pack が DHCP で構成されている場合は、再起動後にアプライアンスの IP アドレス
が変わる場合があります。

8. ブラウザーのキャッシュをクリアします。

注記:

• ジョブがまだ実行中の場合、アップデートは失敗します。

• 将来のアップデートでの使用のために、初期登録電子メールを保存しておいてください。
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アプライアンスファームウェアの自動アップグレード

iLO Amplifier Pack バージョン 1.50 以降では、アップデートが利用可能になった時点でバイナリファイル
を自動的にダウンロードできます。その後、ジョブが実行されていないときに iLO Amplifier Pack にアプ
ライアンスを自動的にアップデートさせるか、手動でアップデートをトリガーできます。

注記: ユーザーが v1.70 に自動アップデートするには、iLO Amplifier Pack v1.60 を使用している必要があ
ります。iLO Amplifier pack 1.60 より前のバージョンのアプライアンスのユーザーは、 初に v1.60 に
アップデートされ、次に v1.70 にアップデートされます。

正常に接続するための IP アドレスの設定方法について詳しくは、 Midway サーバー接続の前提条件を参
照してください。

前提条件

• ポート 443 での infosight.hpe.comおよび midway.ext.hpe.comへの HTTPS アウトバウンド
接続。

• 次のいずれかの権限を持つ iLO Amplifier Pack ユーザー

◦ Configure Manager

◦ Configure Manager with Security

◦ DNS configuration

◦ ファイアウォールは、midway.ext.hpe.comへのアウトバウンド接続を許可します。

◦ プロキシ設定（必要な場合）。詳細については、ネットワークの設定の構成を参照してください。

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、System Update をク
リックします。

2. Automatic Update で Enable Automatic Update チェックボックスをオンにし、以下のいずれかのオ
プションを選択します。
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• Automatically download the binary and manually update を選択し、iLO Amplifier Pack がアッ
プデートバイナリを自動的にダウンロードするようにします。パッケージがダウンロードされる
と、ページの上部にバナーメッセージが表示されます。その後、System Update ページからアップ
グレードを手動で開始する必要があります。自動アップデートがオンになっている場合、このオプ
ションはデフォルトで選択されます。

• Automatically download the binary and automatically update を選択し、アップデートが利用可
能になったときに、iLO Amplifier Pack が自動的にアップデートされるようにします。実行中のジョ
ブがある場合、アップデートは後でスケジュールされます。

注記: アップデートが完了すると、システムが再起動されます。インストールおよび再起動は、完了ま
でに 大 10 分かかることもあります。インストールと再起動プロセスの進行状況がブラウザーに表
示されます。

3. Save をクリックします。

4. オプションです。Check for updates now をクリックし、新しいアップデートが利用可能かどうかを
確認します。

アプライアンスのファームウェアのアップグレードのストレージの種類

iLO Amplifier Pack ファームウェアをアップグレードするときに以下の方法から選択します。

• リムーバブルストレージ（USB） - リムーバブルストレージデバイスに保存されたファイルからファー
ムウェアをアップグレードします。

注記: USB のマウントは、VMware ESXi または KVM を使用してインストールされた iLO Amplifier
Pack でのみサポートされます。

• ネットワーク共有（NFS） - 共有ネットワークデバイスに保存されたファイルからファームウェアを
アップグレードします。

• HTTP/HTTPS 共有 - HTTP/HTTPS ファイル共有に保存されたファイルからファームウェアをアップ
グレードします。

• ファイルアップロード - クライアントコンピューターに保存されたファイルからファームウェアを
アップグレードします。

アドオンサービスの構成
iLO Amplifier Pack 1.90 では、アドオンサービスを有効にできます。これらのサービスは、iLO Amplifier
Pack でネイティブに実行され、その他の特定のサービスと統合して、アプライアンスの機能を拡張しま
す。
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HPE では、アプライアンスのバージョンが 1.60 以降である限り、ユーザーが追加のアドオンサービスを
個別にダウンロードして、iLO Amplifier Pack にアップロードすることができます。これらのアドオン
サービスは、バイナリファイルの形式で提供されます。これらのバイナリファイルは、利用可能な場合に
マイ HPE ソフトウェアセンターからダウンロードできます。

注記: アプライアンスに事前にパッケージ化されたアドオンサービスは、インストールも、有効化もされ
ません。

すべての構成の工場出荷時設定がリセットされると、アプライアンスには事前にパッケージ化されたサー
ビスのみが表示されます。これらのサービスをインストールして、再度有効にする必要があります。

iLO Amplifier Pack では、次のサービスを利用できます。

• VMware vSphere Lifecycle Manager 用の HPE Hardware Support Manager（HSM）プラグイン

Hardware Support Manager プラグインは、ハードウェアサポートパッケージ（Service Pack for
ProLiant）を使用してファームウェアまたはソフトウェアのアップデートを実行するために HPE が提
供する vSphere Lifecycle Manager の拡張機能です。

詳しくは、VMware vSphere Lifecycle Manager 用の HPE Hardware Support Manager プラグインの資
料を参照してください。

• Unified Supportability Pipeline

Unified Supportability Pipeline 機能を使用すると、ウェルネスアラートとサポートケースの自動作成の
カバレッジが広くなります。Unified Supportability Pipeline 機能は、サポートケースの自動作成を管理
する際に役立ちます。サービスイベントが発生すると、ケースが自動的に作成されます。以前は、HPE
InfoSight for Gen9 および Gen10 サーバーで、6 つのサービスイベントのみがサポートされていまし
た。Unified Supportability Pipeline が実装されたため、Gen8、Gen9、および Gen10 サーバー用に iLO
4 および iLO 5 で生成されたすべてのサービスイベントでサポートケースの自動作成機能を使用でき
るようになりました。Unified Supportability Pipeline 機能は、組織内のすべての管理対象サーバーで使
用できます。
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アドオンサービスのインストール、無効化、およびアンインストール

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Add-on Service
Manager をクリックします。事前にパッケージ化されたアドオンサービスがある場合は、表にリスト
されます。

サービスのステータスに応じて、サービスをインストール、アンインストール、開始、または停止す
るアイコンが表示されます。

2. をクリックして、アドオンサービスをインストールして有効にします。

3. 有効になると、アドオンサービスの新しいページが左側のナビゲーションメニューに表示されます。

4. サービスがインストールされたら、 をクリックして無効にするか、 をクリックしてサービ
スをアンインストールします。

5. 停止したサービスを有効にするには、 をクリックします。

バイナリファイルを使用したアドオンサービスのインストール

前提条件

• iLO Amplifier Pack 1.60 以降

• ユーザーの権限
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◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. iLOAmpPack_AddOn_X.XX.zip と対応するチェックサムファイルをダウンロードして保存します。

注記: 適切なチェックサム検証ツールを使用して、ダウンロードしたファイルの完全性を検証します。

2. 圧縮された zip パッケージからバイナリファイルを抽出します。

3. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Add-on Service
Manager をクリックします。

4. Install/Update Services セクションで、バイナリファイルを保存した場所に対応するストレージタイ
プを選択します。

5. 選択したストレージタイプに応じて、以下のいずれかを実行します。

• リムーバブルストレージ（USB）の場合は、マウントされたデバイスを選択するか、ファイルパス
を/folder/filename の形式で入力します。

注記: USB のマウントは、VMware ESXi または KVM を使用してインストールされた iLO Amplifier
Pack でのみサポートされます。

• ネットワーク共有の場合は、/folder/filename の形式のファイルパス、IPv4 または IPv6 アドレス、
およびネットワークストレージパスを入力します。

• HTTP ファイル共有の場合は、バイナリファイルの URL を入力します。

• ファイルアップロードの場合は、Browse をクリックし、クライアントコンピューター上のバイナ
リファイルに移動します。

6. Submit をクリックします。アップデートが完了すると、システムは必要に応じて自動的に再起動し、
サービスが Add-on Service Manager ページにリストされます。

アドオンサービスのアップデート

iLO Amplifier Pack のアドオンサービスは、さまざまな方法でアップデートできます。

• 既存のアドオンサービスへのアップデートは、iLO Amplifier Pack アプライアンスのアップデートに含
まれる場合があります。Available Version 列では、アドオンサービスの新しいバージョンを示しま
す。

• アドオンサービスへのアップデートがアプライアンスのリリース前に利用可能になった場合、ユー
ザーはバイナリファイルを使用してアドオンサービスをアップデートすることができます。

アプライアンスのアップデートの一部として、新しいアドオンサービスを導入することもできます。この
ような場合、画面の上部にバナーメッセージが表示され、ユーザーに通知します。Dismiss をクリックし
て、この通知をクリアします。
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注記:

• アドオンサービスを下位バージョンにダウングレードすることはできません。

• 同じバージョンのアドオンサービスをインストールしようとすると、サービスがすでに 新であるこ
とを示すメッセージが表示されます。

バイナリファイルを使用したアドオンサービスのアップデート

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. iLOAmpPack_AddOn_X.XX.zip と対応するチェックサムファイルをダウンロードして保存します。

注記: 適切なチェックサム検証ツールを使用して、ダウンロードしたファイルの完全性を検証します。

2. 圧縮された zip パッケージからバイナリファイルを抽出します。

3. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Add-on Service
Manager をクリックします。

4. Install/Update Services セクションで、バイナリファイルを保存した場所に対応するストレージタイ
プを選択します。

5. 選択したストレージタイプに応じて、以下のいずれかを実行します。

• リムーバブルストレージ（USB）の場合は、マウントされたデバイスを選択するか、ファイルパス
を/folder/filename の形式で入力します。

注記: USB のマウントは、VMware ESXi または KVM を使用してインストールされた iLO Amplifier
Pack でのみサポートされます。

• ネットワーク共有の場合は、/folder/filename の形式のファイルパス、IPv4 または IPv6 アドレス、
およびネットワークストレージパスを入力します。

• HTTP ファイル共有の場合は、バイナリファイルの URL を入力します。

• ファイルアップロードの場合は、Browse をクリックし、クライアントコンピューター上のバイナ
リファイルに移動します。

6. Submit をクリックします。アップデートが完了した後、システムは必要に応じて自動的に再起動され
ます。

一般設定の構成
サービスアカウントを使用して、使用可能なサーバーのインベントリを検出および管理できます。iLO
Amplifier Pack では、これらのサービスアカウントが自動的に作成および管理されます。
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インベントリプロセス間で待機する iLO Amplifier Pack の更新設定を手動で指定時間に設定するか、自動
更新するかを設定できます。iLO Amplifier Pack で、iLO からのアラートに基づいてインベントリを更新す
ることもできます。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、General Settings を
クリックします。

2. Enable Service Account Creation オプションを選択または選択解除します。

3. Password Reset Interval (in days)を 30 から 365 日の間の値に設定します。

重要:

• Enable Service Account Creation で選択したオプションは変更できません。

• Password Reset Interval (in days)の確認ポップアップは、この設定を初めて有効にする場合
にのみ表示されます。

4. 次のいずれかを選択します。

• iLO Amplifier Pack にサーバーインベントリを自動で更新させるには、Enable Auto Refresh
チェックボックスをクリックして選択します。

自動更新を選択した場合、iLO Amplifier Pack は継続的にインベントリを更新します。過去 1 時間
以内に更新されたサーバーは再度インベントリが実行されることはありません。

• 更新間隔を指定するには、Enable Auto Refresh チェックボックスをオフにし、Refresh Interval
(in hours)メニューから数値を選択します。

iLO Amplifier Pack は、選択された更新間隔の期間（時間単位）待機してから、追加されたすべての
サーバーに対してインベントリプロセスを開始します。

注記: 自動更新が無効になっている場合、iLO Amplifier Pack のサーバーインベントリ情報は常に
新ではない可能性があります。

5. iLO Amplifier Pack が iLO アラートイベントを受信したときに、サーバーインベントリを自動で更新さ
せるには、Enable Alert Based Refresh チェックボックスを選択します。

注記: HPE は、この設定を有効にしてインベントリを常に 新の状態にすることをお勧めします。

6. Save をクリックします。

サーバー接続設定の構成

7. 待ち時間が長く帯域幅が狭いデータセンター場所の場合、iLO への HTTPS 接続は、長い時間が経過し
た後でタイムアウトするように構成できます。HTTPS Connection Timeout to iLO に値を秒単位で
入力します。
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注記:

• この値は 30〜60 秒の範囲内である必要があります。

• 値を大きくすると、IPV4 範囲のような検出操作、CSV 検出、サーバーの定期的な更新にかかる全
体的な時間に影響します。応答しない一部のサーバーは、タイムアウトが失敗するまで待つため、
操作の全体的な時間が長くなる可能性があります。

匿名の使用状況データ収集のオプトイン

8. オプション：匿名の使用状況データを HPE と共有して、製品エクスペリエンスを向上させることがで
きます。I agree to send anonymous data usage to HPE チェックボックスを選択して、Save クリッ
クします。

このチェックボックスをオフにして Save をクリックすることにより、共有をいつでも停止できます。

サーバーインベントリとサービスアカウント

サービスアカウントの進化

従来から、HPE iLO Amplifier Pack サーバーの検出とインベントリには iLO の認証情報が必要です。ユー
ザー環境では、iLO の認証情報を 1 年に 1 回以上の頻度でローテーションする必要があります。その結
果、ユーザーは複数のシステムでパスワードをアップデートできませんでした。さらに、ユーザーはパス
ワードを変更するためにサーバーを再検出する必要があります。

HPE iLO Amplifier Pack では、認証情報を使用して以下を実行します。

• サーバーの検出

• インベントリの更新

• 更新操作。

• ファームウェアアップデートの実行。

Not Reachableとしてマークされているすべてのサーバーで、ユーザーは新しい認証情報を入力する必
要があります。

サービスアカウントの導入

今後、HPE iLO Amplifier Pack では、ユーザー認証情報に基づいて iLO にサービスアカウントを作成しま
す。このサービスアカウントは、サーバーでインベントリやさまざまなアクションを実行するために使用
されます。また、パスワードを定期的にローテーションするためにユーザーが構成できるポリシーが設定
されています。

サービスアカウントの導入により、ユーザーは次の機能を利用できるようになりました。

• サービスアカウントの使用に移行する 1 回限りのオプション。

• 1 回の操作で検出された多くのサーバーの認証情報をアップデートするオプション。

• 初期の検出や認証情報のアップデートに使用される iLO 認証情報には、少なくともユーザーアカウン
トとログインの管理権限が必要です。

• iLO5 ではサービスアカウントが作成されますが、iLO4 ではローカルユーザーアカウントが作成され、
iLO Amplifier Pack でそれを管理します。

サービスアカウントの主な機能

HPE iLO Amplifier Pack のサービスアカウントの主な機能は次のとおりです。
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• サービスアカウントにより、ユーザーは作成されたサービスアカウントの認証情報を安全に保管でき
るようになりました。

• ユーザーが iLO Amplifier Pack のサーバーを削除するか、iLO Amplifier Pack の工場出荷時リセットを
実行したときに、サービスアカウントは削除されます。

• iLO のサービスアカウントのユーザー名は、iLOAMP_<iLOAmpUniqueID>_RandomBytesという形
式を取ります。ここで、iLOAMP は定数プレフィックスです。iLOAmpUniqueIDは、サービスアカウ
ントが有効になると iLO Amplifier Pack の General Settings ページに表示される一意の数値です。
RandomBytesは ランダムな英数字の値で構成されます。

アラートの設定の構成

前提条件

• 次のユーザーの権限のいずれか：

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

• 管理対象サーバー上の iLO Advanced ライセンス

• IFTTT アラート用の IFTTT アカウント

• 電子メールアラート用の電子メールサーバーの詳細と電子メールアドレス

手順

1. Configuration and Settings をクリックし、Alert Settings をクリックします。

2. インターネット接続でプロキシを使用している場合に Network Settings ページでセットアップされ
たプロキシ。

3. オプション：電子メールアラートを構成します。
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a. Email Settings セクションで、Enable Email Alerts チェックボックスを選択します。

b. アラートの送信先電子メールアドレスを入力します。複数の電子メールアドレスをセミコロンで区
切って入力できます。

c. smtp.server.comの形式で、SMTP サーバー情報を追加します。

d. 送信サーバーのポート番号を指定します。

e. SMTP サーバーへのセキュアな通信を使用するには、Enable Secure Connection を選択します。

f. SMTP サーバーへの認証を使用するには、アラートを送信する電子メールアカウントのユーザー名
とパスワードを指定します。

注記:

• ネットワーク環境によっては、SMTP サーバーはプロキシ経由でのみ到達可能である場合がありま
す。プロキシを指定していることを確認してください。SMTP サーバーがネットワーク環境に対
してローカルであり、プロキシが指定されている場合は、プロキシのバイパスが有効になってい
て、SMTP サーバーがプロキシのバイパスリストで指定されていることを確認してください。

• メールサーバーとして MS Exchange または Gmail が構成されていることを確認してください。

4. オプション：IFTTT アラートを構成します。

a. IFTTT Settings セクションで、Enable IFTTT Alerts チェックボックスを選択します。

b. IFTTT キーを入力します。

注記:

• IFTTT アカウントのセットアップについては、IFTTT アラートのセットアップを参照してください。

• インターネット接続にプロキシが必要な場合は、Network Settings ページでプロキシが設定されて
いることを確認してください

5. 電子メールを受信するアラートのカテゴリと深刻度を選択します。

All Alerts をクリックして、すべてのアラートカテゴリと深刻度の電子メールを受信するか、または以
下の任意の組み合わせをクリックして、アプライアンスが電子メールを送信するアラートを指定しま
す。

• Alert Category

◦ セキュリティ

◦ ハードウェア障害

◦ 一般障害

◦ ストレージ

◦ メンテナンス
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◦ 管理

◦ その他

• Alert Severity

◦ クリティカル

◦ 警告

◦ 情報

6. オプション：iLO Amplifier Pack アプライアンスからアラートを受信する場合は、Enable Activity
Alerts チェックボックスを選択します。

7. オプション：iLO Amplifier Pack アプライアンスから InfoSight の推奨アラートを受信する場合は、
Enable InfoSight Recommended Alerts チェックボックスを選択します。

8. Save をクリックして設定を保存します。

9. オプション：Send Test Alert をクリックしてアラート構成をテストします。

注記: テストアラートを送信する前に、構成した設定を保存します。

テストアラートの送信

手順

1. Configuration and Settings をクリックし、Alert Settings をクリックします。

2. Send Test Alert をクリックします。

これにより、構成に応じて、電子メールまたは IFTTT イベントが送信されます。

IFTTT アラートのセットアップ

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. Web サイト http://www.ifttt.com でアカウントを作成し、サインインします。

2. 検索ボックスで、webhooksを検索します。

3. Services タブをクリックして、webhooks アイコンをクリックします。

4. Connect をクリックし、Settings をクリックします。

5. ブラウザーの別のタブに URL をコピーし、そのページに移動してキーを取得します。

6. キーをコピーし、メモ帳で保存します。

7. プロファイルページに戻って、ページの右上にある New Applet をクリックします。

iLO Amplifier Pack アプライアンスの構成 150

http://www.ifttt.com


8. 単語 this をクリックし、Webhooksを検索します。

9. Webhooks をクリックし、Receive a web request をクリックします。

10. イベント名として HPEServerAlertを入力し、Create Trigger をクリックします。

11. 単語 that をクリックし、Email アイコンをクリックします。

12. Connect を選択し、メールアドレスを入力します。登録メールアドレスで受信した PIN を Web ペー
ジに入力します。

13. Choose action ページで Send me an email をクリックします。

14. アクションのフィールドを確認し、Create action をクリックします。

15. Review and finish ページで Finish をクリックして、アラートを完了します。

16. iLO Amplifier Pack を開き、Configuration and Settings をクリックし、Alert Settings をクリック
します。

17. IFTTT フィールドにキーを入力します。

IFTTT アラートの構文

受信するアラートの種類について、次の構文を使用します。

電子メール、Twitter、Facebook、および他のソーシャルネットワーキングサイト

件名（電子メールのみ）

HPE server alert
本文

What: {{EventName}}<br>
When: {{OccurredAt}}<br><br><br>
Category: {{Value1}}<br>
Summary: {{Value2}}<br>
Action: {{Value3}}

SMS

本文

{{EventName}}<br>
When: {{OccurredAt}}<br>
Category: {{Value1}}<br>
Action: {{Value3}}

ネットワークの設定の構成
次のタブの設定を使用して、iLO Amplifier Pack のネットワークの設定を構成します。

• Network Summary

• Network port 1

• Network port 2

• General Settings

• Proxy Configuration
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結果は Network Summary タブに表示されます。

ネットワークポートの構成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Network Settings をク
リックします。

2. Network Port 1 または Network Port 2 タブを選択します。

3. チェックボックスをクリックして、必要に応じて NIC、DHCPv4、または DHCPv6 を有効にします。

4. DHCP が構成されていない場合、次のいずれかまたは両方の操作を行います。

• Static IPv4 Address セクションに情報を入力します。

◦ IP アドレス

◦ サブネットマスク

◦ デフォルトゲートウェイ

• Static IPv6 Address セクションに情報を入力します。
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◦ IP アドレス

◦ デフォルトゲートウェイ

◦ プレフィックス長

5. IPv4 および IPv6 アドレスに対して 大 5 つの静的ルートを構成できます。 （Static Route for
IPv4 または Static Route for IPv6 の下）をクリックして、複数の静的ルートを追加します。

• Network Port 1 または Network Port 2 タブの Static Route for IPv4 セクションに次の情報を入
力します。

◦ 宛先

◦ マスク

◦ ゲートウェイ

• Network Port 1 または Network Port 2 タブの Static Route for IPv6 セクションに次の情報を入
力します。

◦ 宛先

◦ ゲートウェイ

◦ プレフィックス長

注記: 構成された静的ルートのゲートウェイに到達できない場合は、静的ルートは有効にならず、
Network Summary タブに表示されません。

6. Save をクリックして設定を保存します。

7. Reboot をクリックしてシステムを再起動します。

注記: アプライアンスが DHCP を使用して構成されている場合は、システムの再起動後にアプライア
ンスの IP アドレスが変更される場合があります。

ネットワークの全般設定

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Network Settings をク
リックします。

2. General Settings タブをクリックし、General Settings セクションで以下の情報を指定します。
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• [オプションであるが推奨] ホスト名

• [オプション、ネットワーク構成によって異なる] ドメイン名

• [オプション、ネットワーク構成によって異なる] DNS 検索

3. オプション：Manually configured IPv4 DNS Servers または Manually configured IPv6 DNS
Servers セクションで、 大 2 台のサーバーの DNS IP アドレスを入力します。

4. オプション：DHCP Settings セクションで、チェックボックスをクリックして適切な DHCPv4 または
DHCPv6 設定を有効にします。

• DHCPv4 の設定：

◦ DHCPv4 の DNS サーバーの使用

◦ DHCPv4 のドメイン名の使用

◦ DHCPv4 が提供するゲートウェイを使用

• DHCPv6 の設定：

◦ DHCPv6 の DNS サーバーの使用

◦ DHCPv6 のドメイン名の使用

◦ DHCPv6 が提供するゲートウェイを使用

5. Preferred Network Port セクションで、Network Port 1 または Network Port 2 を選択します。

6. Save をクリックして設定を保存します。Reboot をクリックしてシステムを再起動します。

プロキシサーバーの構成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Network Settings を
クリックします。

2. Proxy Configuration タブをクリックします。

3. Enable Proxy チェックボックスをクリックして選択します。

4. <proxy server>の形式で Proxy Servername を入力します。

5. プロキシサーバーのポート番号を Port number フィールドに入力します。

6. オプション：Enable Secure Proxy Connection チェックボックスをクリックして選択します。

7. オプション：Username および Password を入力してプロキシ認証を有効にします。

8. オプション：Enable Bypass Proxy チェックボックスをクリックして選択します。

iLO Amplifier Pack アプライアンスの構成 154



9. オプション：IP アドレス、CIDR 形式の IP アドレスの範囲、またはプロキシ接続を使用しない特定
の FQDN を入力します。必要に応じて複数の値を入力できますが、各値はカンマで区切る必要があ
ります。

10. Save をクリックして設定を保存します。

11. Reboot をクリックして iLO Amplifier Pack アプライアンスを再起動します。

時間および NTP 設定の構成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings クリックし、Time and NTP Settings
をクリックします。

2. メニューからタイムゾーンを選択します。

3. NTP 設定を使用するには、Use NTP チェックボックスを選択し、Primary および Secondary Server
Address を入力します。

4. Save をクリックして設定を保存します。

iLO Amplifier Pack のリモート SysLog 設定の構成
このページを使用して、iLO Amplifier Pack の SysLog 設定を構成します。個々のサーバーのリモート
SysLog 設定でもこのページの設定を使用したり、別の場所にサーバー SysLog ファイルを送信するよう
に構成したりできます。詳しくは、リモート Syslog の構成およびグループ化されたサーバーのリモート
SysLog の構成を参照してください。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Remote SysLog
Settings をクリックします。

2. SysLog Enabled チェックボックスをクリックして選択します。

3. SysLog Port 番号を入力します。

4. SysLog Server1 および SysLog Server2 フィールドに 大 2 台のサーバーの IPv4 または IPv6 アド
レスとホスト名を入力します。

iLO Amplifier Pack アプライアンスの構成 155



5. Send test SysLog をクリックして、サーバーの設定を検証します。

6. Save をクリックします。

セキュリティ設定の構成

アクセス設定の構成

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、Security Settings をク
リック、Access Settings タブをクリックします。

2. Min Password Length フィールドに 小パスワード長を設定します。

3. Session Idle Time Out (Min)メニューからタイムアウト時間を選択します。

4. Save をクリックして設定を保存します。

SSL 証明書の取得とインポート

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、Security Settings を
クリックし、SSL Certificate タブをクリックします。

2. 次のいずれかを実行します。
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• Generate Self Signed Certificate をクリックします。

• Import Certificate をクリックし、表示されるフィールドに base64 でエンコードされた X.509 証明
書を貼り付け、Import をクリックします。

証明書署名要求の生成

このページを使用して、信頼済みの SSL 証明書を取得するために証明機関に送信できる CSR（証明書署
名要求）を作成します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、Security Settings を
クリックし、Customize Certificate タブをクリックます。

2. Generate CSR を選択します。

3. 以下の情報を入力します。

• 国名

• 状態

• 都市または地域

• 組織名

• 組織ユニット

• 共通名

4. Generate CSR をクリックします。

LDAP の構成
LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）は、ユーザー、システム、ネットワーク、サービス、お
よびネットワーク内のアプリケーションについての情報を提供するディレクトリサービスにアクセスす
るための軽量のクライアント/サーバープロトコルです。LDAP は、認証を行うために中央リポジトリとし
て使用されます。iLO Amplifier Pack バージョン 1.20 以降を使用すると、LDAP ディレクトリサービスを
使用してユーザーを認証するように iLO Amplifier を構成できます。iLO Amplifier は、安全なプロトコルを
使用して LDAP サーバーへの通信を行います。ユーザーは、LDAP ディレクトリ内のグループの一部でな
ければなりません。iLO Amplifier Pack は、ネストされたグループからではなく、親レベルで宣言された
グループからのみユーザーを認証します。ネストされたグループを個別のエントリーとして追加します。
グループを iLO Amplifier で構成し、権限をグループに関連付けることができます。iLO Amplifier にログイ
ンしているユーザーは、権限がグループに関連付けられます。

次のフォーマットを使用して LDAP にログインします。
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1. ドメイン\ログオン名形式（たとえば、asia\testuser）

2. メール ID（たとえば、ユーザー名：jon.doe@domain.com）。

3. ユーザーの識別名（たとえば、CN=jon_doe,DC=Domain,DC=com）。

注記: データセンターには複数の Active Directory サーバーおよびドメインを含めることができますが、
iLO Amplifier で構成できる Active Directory サーバーは 1 つだけです。ただし、iLO Amplifier は、iLO amp
で構成されている Active Directory サーバー内の同じドメインの一部であるグループとユーザーの認証を
許可します。別々のサーバーで構成されているグループとユーザーは機能しません。

例：

Username1と Username2が Domain 1 に属しており、Username3が Domain 2 に属しているとします。
iLO Amplifier は Username1と Username2に対してのみ Domain 1 へのログインを許可します。
Microsoft Active Directory とは異なり、Username3から Domain 1 にログインすることはできません。こ
れは、Username3が別のサーバー（Domain 2）の一部であるためです。

ディレクトリサーバー設定の構成

このページを使用して、ディレクトリサーバー設定を構成します。

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、Security Settings を
クリックし、Directory タブをクリックします。

2. ディレクトリサーバー設定を有効にするには、Enabled チェックボックスを選択します。

3. Directory Type フィールドで Active Directory を選択します。

4. Base DN フィールドにベース識別名を入力します。

Base DN 形式（たとえば、OU=My_OU、DC=Domain、DC=COM）です。

注記: LDAP タイムアウトを避けるために、特定のベース DN 値を使用することをお勧めします。たと
えば、"DC=domain,DC=com"を使用する代わりに、"CN=path1,DC=domain,DC=com"、
"OU=path2,DC=domain,DC=com"、または"CN=path1,OU=path2,DC=domain,DC=com"などの特定の
値を使用します（ユーザーがこの指定されたパスに存在すると仮定します）。

5. Directory Server Address フィールドに IPv4 または IPv6 アドレスまたは FQDN を入力します。

6. Directory Server Port フィールドでポート番号を選択します。

7. 安全なプロトコルを使用した LDAP サーバーとの iLO Amplifier Pack の通信を有効にするには、Use
secure communication チェックボックスを選択します。

8. Save をクリックします。

注記: グループアカウントを追加する前に、ディレクトリ設定で LDAP を構成してください。
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iLO Amplifier Pack のユーザーアカウントとアクティブセッ
ションの管理

User Administration タブのオプションを使用して、ユーザー/グループ権限とアクティブセッションを管
理します。

グループアカウントの追加

前提条件
ユーザーの権限

• Configure Manager with Security

• Configure Manager

• Configure User

• グループアカウントを追加する前にディレクトリ設定で LDAP を構成する

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックして、Directory Groups タブをクリックします。

2. Group フィールドにグループ名を入力します。

グループに許可されている 大長は 255 文字です。グループ名には、グループ名とドメインコンポー
ネント名を含める必要があります。たとえば、CN=group name, DC=domain, DC=com。

3. このグループの権限レベルを設定します。

• Configure Manager with Security - リカバリ管理を含むすべての操作が許可されます。

• Configure Manager - リカバリ管理を除くすべての操作が許可されます。
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• Configure User - ユーザーはユーザーアカウントを構成できます。この権限には、Configure
Devices および Login 権限が含まれます。

Devices および Login 権限：

• Configure Devices - デバイスでのアクションの構成および実行とログイン権限を許可します。

• Login - レポート生成、および検出されたサーバーとグループの表示などの読み取り操作を許可し
ます。

4. Enabled チェックボックスを選択してグループアカウントを有効にします。

5. Save をクリックします。

グループアカウントの編集

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックして、Directory Groups タブをクリックします。

2. 編集するグループの をクリックします。

3. Save をクリックします。

ローカルユーザー

ユーザーアカウントの追加

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックします。
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Local Users タブがデフォルトで開きます。

2. User Name を入力します。

この値は、iLO Amplifier Pack にログインするときに使用する名前です。ユーザー名は 長で 32 文字
です。User Name には、印字可能な文字を使用する必要があります。わかりやすいユーザー名を割り
当てると、各表示名の所有者を簡単に識別できて便利です。

3. Display Name を入力します。

この値は、ログインした後に表示される名前です。Display Name は、User Name と同じである必要
はありません。表示名は 長で 32 文字です。表示名には、印字可能な文字を使用する必要がありま
す。

4. Password と Password Confirm を使用して、ユーザーがアプライアンスへのログインに使用するパ
スワードを設定します。

パスワードの 小文字数は、Access Settings ページの設定に従う必要があります。パスワードは、
長 39 文字です。

5. Enabled チェックボックスをオンにしてユーザーログインを有効にします。

6. このユーザーの権限レベルを設定します。

• Configure Manager with Security - リカバリ管理を含むすべての操作が許可されます。

• Configure Manager - リカバリ管理を除くすべての操作が許可されます。

• Configure User - デバイス権限を持つユーザーを構成することができます。

• Configure Devices - デバイスでのアクションの構成および実行とログイン権限を許可します。

• Login - レポート生成、および検出されたサーバーとグループの表示などの読み取り操作を許可し
ます。

7. Save をクリックします。

ユーザーアカウントの編集

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックします。
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Local Users タブがデフォルトで開きます。

2. 編集するユーザーの をクリックします。

3. Save をクリックします。

ユーザーアカウントの無効化

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックします。

Local Users タブがデフォルトで開きます。

2. 無効にするユーザーの をクリックします。

3. Enabled チェックボックスをクリアし、Save をクリックします。

ユーザーアカウントの削除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューから Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックします。

Local Users タブがデフォルトで開きます。

2. 削除するユーザーの をクリックしてから、Ok をクリックして削除を確認します。

3. Save をクリックします。
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iLO Amplifier Pack のユーザー権限

iLO Amplifier Pack ユーザーアカウントは、以下の権限を持つことができます。

• Configure Manager with Security - ユーザーはリカバリ管理を含むすべての iLO Amplifier ジョブを
実行できます。

• Configure Manager - グループはリカバリ管理を除くすべての iLO Amplifier Pack ジョブを実行でき
ます。

• Configure User - ユーザーはユーザーアカウントを構成できます。この権限には、Configure
Devices および Login 権限が含まれます。

• Configure Devices - ユーザーはデバイスでジョブを構成および実行できます。この権限には、Login
権限が含まれます。

• Login - ユーザーが iLO Amplifier Pack に読み取り専用アクセスでログインできるようにします。

ディレクトリグループ

グループアカウントの無効化

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users Login

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックして、Directory Groups タブをクリックします。

2. 無効にするグループの をクリックします。

3. Enabled チェックボックスをクリアし、Save をクリックします。

グループアカウントの削除

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure User Login

Configure User 以上の権限のみが許可されています。
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手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックして、Directory Groups タブをクリックします。

2. 削除するグループの をクリックしてから、Ok をクリックして削除を確認します。

3. Save をクリックします。

iLO Amplifier Pack のグループ権限

iLO Amplifier Pack ユーザーアカウントは、以下の権限を持つことができます。

• Configure Manager with Security - グループはリカバリ管理を含むすべての iLO Amplifier ジョブを
実行できます。

• Configure Manager - グループはリカバリ管理を除くすべての iLO Amplifier Pack ジョブを実行でき
ます。

• Configure User - グループはユーザーアカウントを構成できます。この権限には、Configure
Devices および Login 権限が含まれます。

• Configure Devices - グループはデバイスでジョブを構成および実行できます。この権限には、Login
権限が含まれます。

• Login - ユーザーが iLO Amplifier Pack に読み取り専用アクセスでログインできるようにします。

アクティブセッション

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

◦ Configure Users

◦ Configure Devices

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings をクリックし、User Administration
をクリックして、Active Sessions タブをクリックします。

2. 削除するセッションの をクリックしてから、Ok をクリックして削除を確認します。

バックアップおよびリストア

iLO Amplifier Pack 構成のバックアップ

注記: インポートしたベースラインイメージはバックアップされず、リストアできません。
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前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings クリックし、Backup and restore を
クリックします。

デフォルトで Backup タブが開きます。

2. Storage Type メニューから、NFS Share、USB Share、または Local File をクリックして選択しま
す。

3. 次のいずれかを実行します。

• NFS Share の場合は、IPv4 または IPv6 アドレス、ターゲットファイルパス、ネットワークスト
レージパスを入力します。

• USB Share の場合は、マウントされたデバイスを選択し、ファイルパスを/folder/ filename
の形式で入力します。

注記: USB のマウントは、VMware ESXi または KVM を使用してインストールされた iLO Amplifier
Pack でのみサポートされます。

• Local File の場合は、バックアップファイルのファイル名を入力します。

4. 選択したすべての Storage Type について、次の情報を入力します。

• Backup File Passphrase - 構成データの暗号化に使用。このファイルからリストアするために必
要です。

• Confirm Passphrase

5. Backup Now をクリックしてバックアッププロセスを開始します。

iLO Amplifier Pack 構成のリストア

前提条件

• ユーザーの権限

◦ Configure Manager with Security

◦ Configure Manager

手順

1. 左側のナビゲーションメニューで Configuration and Settings クリックし、Backup and Restore を
クリックします。

2. Restore タブをクリックします。
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3. Storage Type メニューから、NFS Share、USB Share、または Local File をクリックして選択しま
す。

4. 次のいずれかを実行します。

• NFS Share の場合は、IPv4 または IPv6 アドレス、ターゲットファイルパス、ネットワークスト
レージパスを入力します。

• USB Share の場合は、マウントされたデバイスを選択し、ファイルパスを/folder/ filename
の形式で入力します。

注記: USB のマウントは、VMware ESXi または KVM を使用してインストールされた iLO Amplifier
Pack でのみサポートされます。

• Local File の場合は、Choose File をクリックしてファイルエクスプローラーを開き、ローカルド
ライブに保存されているバックアップファイルを選択します。

5. HPE では、IP の競合を避けるためにリストア中は古い iLO Amplifier Pack インスタンスをオフにする
ことをお勧めします。リストアプロセスが完了した後にアプライアンスの電源をオンにすることがで
きます。

6. 選択したすべての Storage Type で、 Backup File Passphrase を入力します。

7. Restore をクリックして、リストアプロセスを開始します。

8. リストア中に、新しい iLO Amplifier Pack インスタンスはその IP アドレスを古いアプライアンスと同
じ IP アドレスに変更します。IP の競合を避けるため、新しい iLO Amplifier Pack インスタンスの IP ア
ドレスを手動で変更する必要があります。
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iLO Amplifier Pack Redfish API の実装

iLO Amplifier Pack v1.50 以降、Redfish 標準に準拠した REST API 呼び出しを使用して、プログラムで
iLO Amplifier Pack にアクセスできるようになりました。

iLO Amplifier Pack では、Redfish API を使用して、プログラムでアラートをサブスクライブおよび自動化
できるようになりました。 大 10 人のサブスクライバーが、1 つの iLO Amplifier Pack インスタンスを
リッスンできます。iLO Amplifier Pack スクリプトについて詳しくは、iLO Amplifier Pack API ドキュメ
ントを参照してください。

重要: iLO Amplifier Pack の Redfish API は技術的なプレビューであり、GUI が提供するすべての機
能セットを提供しないことがあります。

Redfish 規格について詳しくは、DMTF Web サイトの「Redfish Scalable Platforms Management API
Specification」を参照してください。
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iLO Amplifier Pack のトラブルシューティング

ハードドライブの数が多すぎる外部の複数のストレージエンク
ロージャーでサーバーの検出に失敗する

症状

Assestsページでサーバー情報を表示できません。

原因

アクション

1. 管理対象システム構成の工場出荷時設定へのリセットを実行します。

2. ハードドライブの数を制限してサーバーを追加します。

SSH セッションを終了できない

症状

ユーザーのアカウント構成が変更された後、SSH セッションが終了しません。

原因

セッションタイムアウトでは、SSH セッションは終了しません。

アクション

SSH セッションを手動で終了し、再度ログインします。

アラート通知が表示されない

症状

アラートベルの通知メニューが表示されません。

原因

断続的な GUI の問題です。

アクション

1. 次のいずれかの手順に従ってください。
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• ブラウザーを更新します。

• 左側のナビゲーションメニューから、Alerts and Event Logs をクリックし、Server Alert Viewer
をクリックしてアラートを確認します。

オンラインのアップデート中に SUT コンポーネントがダウン
グレードされない

症状

バージョン 2.0.1 では、SUT はダウングレードをサポートしていません。インストールセットに iLO
Amplifier Pack でのダウングレード用の SUT コンポーネントが含まれている場合、SUT はそのコンポー
ネントを無視します。

原因

バージョン 2.0.1 では、SUT はダウングレードをサポートしていません。

アクション

iLO Amplifier Pack を使用して SUT v2.0.1 コンポーネントをダウングレードしないでください。

ジョブの作成時にエラーメッセージが表示される

症状

600 台以上のサーバーを選択してジョブを作成すると、エラーメッセージが表示されます。

原因

ジョブの作成時に 600 以上のサーバーを選択すると、ジョブが正常に作成された場合でも、障害メッセー
ジが表示される場合があります。

アクション

Job Status ページをチェックして、ジョブが作成されたか、失敗したかを確認します。

アクティビティのアラートとログを CSV にロードおよびエク
スポートすると GUI が応答しなくなる

症状

ユーザーが 70,000 個以上のレコードを持つ Activity Alerts and Logs ページに移動すると、GUI が応答
しなくなる場合があります。

原因

バックエンドから大きなデータをロードすると、GUI がしばらく応答しなくなる場合があります。
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アクション

アクティビティのアラートとログのロードが完了するまで待ちます。

S100i Smart アレイコントローラーで、ファームウェア構成の
設定を復旧できない場合がある

症状

S100i Smart アレイコントローラーの論理ドライブ構成を含むファームウェア構成の設定は、自動または
手動によるサーバーシステムのリストア中に復旧できない場合があります。

原因

S100i Smart アレイコントローラーの構成設定が、プロバイダによって正しく提供またはリストアされて
いません。

アクション

S100i Smart アレイコントローラーでファームウェア構成を適用できなかった場合は、コントローラーで
手動による設定を行います。

カスタム SPP のファームウェアベースラインを iLO
Amplifier Pack にインポートすると失敗する

症状

カスタム SPP のファームウェアベースラインを iLO Amplifier Pack にインポートすると、「ISO validation
failed」というエラーが表示されて失敗します。これは、SPP カスタムダウンロードポータルから作成さ
れたカスタム SPP に必要なファイルが含まれていないためです。

原因

カスタム SPP のダウンロードに必要なファイルがありません。

アクション

SPP カスタムダウンロードポータルからカスタム SPP を作成する場合は、SPP（2018.03.0 以降）をベー
スとして使用し、カスタム SPP イメージを作成します。

特定のサーバーでオンラインの高速対話型アップデートが失敗
し、「Activate Failed」というメッセージが表示される

症状

SUT バージョン v2.0.x 以前を搭載したサーバーでオンラインの高速対話型アップデートを試みると、
Activate Failedというメッセージを表示して、失敗する場合があります。サーバーは、SPP コンポー
ネントでアップデートされますが、その結果には、SUT バージョン SUT v2.0.x 以前の既知の問題が原因
で、Activate Failed と表示されます。
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原因

System Update Tool（SUT）の問題です。

アクション

1. オンラインの高速対話型アップデートのプロセス中は、アップデートする SUT コンポーネントを選択
しないでください。

2. システムの SUT を SUT v2.1.0 以降にアップデートしてください。

特定のサーバーでオンラインの高速対話型アップデートが
「Staged」状態でスタックする

症状

iLO Amplifier が SUT を同じバージョンに書き換えようとしている場合、SUT バージョン 2.2.0 以前の
サーバーでオンラインの高速対話型アップデートを試みると、Staged状態を超えることはできません。
iLO Amplifier Pack のアップデートジョブは、タイムアウトするまでおよそ 8 時間待機します。

原因

System Update Tool（SUT）の問題です。

アクション

オンラインの高速対話型アップデートのプロセス中は、サーバーで同じ SUT バージョンにアップデート/
再書き込みする SUT コンポーネントは選択しないでください。

AMS が実行されていても、オンラインアップデートを実行する
ためのサーバーを選択することができない

症状

iLO では、AMS がインストールされ、実行されていることを検出しません。そのため、iLO Amplifier はイ
ンベントリを No AMS foundとして取得します。したがって、この現象が見られるサーバーを選択して、
iLO Amplifier でオンラインアップデートを実行することはできません。

原因

AMS の状態/ステータスが、誤って iLO インベントリに反映されています。
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アクション

AMS を再起動/再インストールして、サーバーを再起動します。

iLO で共有ネットワークポートが使用され、IP および FQDN を
使用してサーバーが検出されたときに、重複したエントリーが
作成される

症状

iLO で共有ネットワークポートが使用され、IP および FQDN を使用してサーバーが検出されたときに、
重複したエントリーが作成される

原因

共有ネットワークポートを使用して iLO が構成されているとき、IP および FQDN を使用してサーバーを
検出すると、重複エントリーが作成されます。

アクション

共有ネットワークポートで iLO が構成されているとき、サーバーの検出には IP または FQDN のいずれか
を使用し、両方を使用しないでください。

強制ダウングレードオプションが選択されているとき、高セ
キュリティモードが設定されているサーバーでの iLO リポジ
トリのオフラインアップデートが失敗する

症状

高度なセキュリティ/FIPS モードで構成されているサーバーで"Force downgrade"の追加オプションが選
択された場合、iLO リポジトリファームウェアのみのオフラインアップデートは失敗します。

原因

インストールセットは iLO コンポーネントを、高セキュリティモードをサポートしないバージョン 1.20
にダウングレードします。

アクション

高セキュリティモードに設定されているサーバーでのオフラインアップデート中に強制ダウングレード
を実行する場合、SPP バージョン 2018.11 以降を使用して、iLO バージョンがバージョン 1.30 以前にダ
ウングレードされないようにしてください。
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InfoSight とアプライアンスアップデート接続
のトラブルシューティング

ユーザーは InfoSight Setup ページの Test Connection ボタンを使用して、iLO Amplifier Pack と
infosight.hpe.comサーバーおよび midway.ext.hpe.comサーバーの間の接続をテストできます。
iLO Amplifier Pack が Midway サーバーに正常に接続できない場合、エラーメッセージ付きのバナーが
ページの上部に表示されます。

ユーザーは System Update ページの Check for updates now を使用し、iLO Amplifier Pack とアップ
デートサーバー間の接続をテストできます。iLO Amplifier Pack が Midway サーバーに正常に接続できな
い場合、エラーメッセージ付きのバナーがページの上部に表示されます。

このセクションは、これらのエラーを解決し、Midway サーバーとの接続を正常に確立するための手引き
になります。これらのエラーが解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセスに
記載されているように、HPE サポートにお問い合わせください。

Invalid midway or DNS address. Check the network
settings and retry.

症状

InfoSight Setup ページか System Update ページに、「Invalid midway or DNS address. Check the
network settings and retry（Midway または DNS アドレスが無効です。ネットワーク設定を確認して再試
行してください）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

iLO Amplifier Pack が Midway サーバーに接続できないか、DNS アドレスを解決できません。

アクション

ネットワーク設定を確認して、適切な DNS 設定が使用されていること、および iLO Amplifier アプライア
ンスが Midway サーバーに接続できることを確認してください。ファイアウォールを使用している場合
は、iLO Amplifier Pack アプライアンスによる接続に制限が適用されていないことを確認してください。

Failed to establish connection to midway server. Check
the network settings (Proxy/DNS) and retry

症状

InfoSight Setup ページか System Update ページに、「Failed to establish connection to midway server.
Check the network settings(Proxy/DNS) and retry（Midway サーバーとの接続を確立できませんでした。
ネットワーク設定（Proxy/DNS）を確認して再試行してください）」というエラーメッセージが表示され
ます。

原因

ネットワーク設定が正しく構成されていない可能性があるため、iLO Amplifier Pack は Midway サーバー
に接続できません。
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アクション

プロキシネットワークを使用している場合は、プロキシ設定を確認して、それらが正しく構成されている
ことを確認します。ネットワーク設定を確認して、適切な DNS 設定が使用されていること、および iLO
Amplifier Pack アプライアンスが Midway サーバーに接続できることを確認してください。ファイア
ウォールを使用している場合は、iLO Amplifier Pack アプライアンスによる接続に制限が適用されていな
いことを確認してください。

Invalid proxy address
症状

InfoSight Setup ページか System Update ページに「Invalid proxy address（無効なプロキシアドレス）」
エラーメッセージが表示されます。

原因

プロキシ設定が正しく構成されていません。

アクション

プロキシネットワークを使用している場合は、プロキシ設定を確認して、それらが正しく構成されている
ことを確認します。

Failed to establish connection to proxy server. Verify the
proxy settings

症状

InfoSight Setup ページか System Update ページに「Failed to establish connection to proxy server.
Verify the proxy settings（プロキシサーバーへの接続を確立できませんでした。プロキシ設定を確認して
ください）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

プロキシ設定が正しく構成されていません。

アクション

プロキシネットワークを使用している場合は、プロキシ設定を確認して、それらが正しく構成されている
ことを確認します。

Service not running. Enable/Re-submit the InfoSight
Settings.

症状

InfoSight Setup ページに「Service not running. Enable/Re-submit the InfoSight Settings（サービスが実
行していません。InfoSight 設定を有効化/再送信してください）」というエラーメッセージが表示されま
す。
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原因

iLO Amplifier Pack は Midway サーバーに接続できません。

アクション

ネットワーク設定を確認して、適切な DNS 設定が使用されていること、および iLO Amplifier アプライア
ンスが Midway サーバーに接続できることを確認してください。プロキシネットワークを使用している
場合は、プロキシ設定を確認して、それらが正しく構成されていることを確認します。ファイアウォール
を使用している場合は、iLO Amplifier Pack アプライアンスによる接続に制限が適用されていないことを
確認してください。

Not Registered
症状

InfoSight Setup ページに「Not Registered」エラーメッセージが表示されます。

原因

HPE InfoSight サービスが稼働していません。

アクション

HPE InfoSight Web ページから新しいクレームトークンを取得し、再び iLO Amplifier Pack を HPE
InfoSight にリンクします。
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AHS ダウンロードエラーのトラブルシュー
ティング

サーバー iLO から iLO Amplifier への AHS ログのダウンロードが失敗すると、の InfoSight Status Report
ページの AHS Download Error Details 列にエラーメッセージが表示されます。

このセクションでは、 も一般的なエラーとそのトラブルシューティング方法を示します。これらのエ
ラーが解決しない場合は、HPE サポートにお問い合わせください。

AHS file size exceeds max size. Recommended to update
the iLO firmware to the latest version.

症状

InfoSight Status Report ページに「AHS file size exceeds max size. Recommended to update the iLO
firmware to the latest version（AHS ファイルサイズが 大サイズを超えています。iLO ファームウェアを
新バージョンにアップデートすることをお勧めします）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

iLO が推奨ファームウェアバージョンにアップデートされていません。

アクション

iLO ファームウェアを 新バージョンにアップデートします。iLO 4 ではバージョン 2.70、iLO 5 ではバー
ジョン 1.40 にアップデートします。AHS ファイルのサイズを小さくするには、ファームウェアのアップ
デート後にサーバーを再起動します。

AHS download not enabled in iLO
症状

InfoSight Status Report ページに「AHS download not enabled in iLO（AHS ダウンロードが iLO で有効に
なっていません）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

AHS ダウンロードが iLO 設定で有効になっていません。

アクション

iLO 設定から Active Health System ロギングを有効にします。詳細は、HPE iLO 5 ユーザーガイドを参照
してください。

Connection to iLO failed
症状

InfoSight Status Report ページに「Connection to iLO failed（iLO への接続に失敗しました）」というエラー
メッセージが表示されます。
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原因

iLO Amplifier Pack はサーバー iLO との正常な通信を確立できませんでした。

アクション

ネットワークに対する iLO 接続の問題がないか確認してください。

AHS file location invalid in iLO
症状

InfoSight Status Report ページに「AHS file location invalid in iLO（AHS ファイルの場所が iLO で無効で
す）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

AHS ログのダウンロードに対して無効な場所が設定されました。

アクション

iLO 設定から AHS ログをダウンロードするための有効なファイルの場所を設定します。詳細について
は、iLO のリリースに対応した HPE iLO 5 ユーザーガイド（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）ま
たは HPE iLO 4 ユーザーガイド（https://www.hpe.com/info/ilo/docs）を参照してください。

Connection to iLO failed. Could not get the Authentication
Token

症状

InfoSight Status Report ページに、「Connection to iLO failed. Could not get the Authentication Token（iLO
への接続に失敗しました。認証トークンを取得できませんでした）」というエラーメッセージが表示され
ます。

原因

iLO Amplifier Pack はサーバー iLO との正常な通信を確立できませんでした。

アクション

ネットワークに対する iLO 接続の問題がないか確認してください。iLO 認証情報が有効かどうかを確認
してください。iLO Amplifier が接続するためのセッションが iLO で利用可能であることを確認します。

Server Serial Number/Product ID is Blank
症状

InfoSight Status Report ページには、「Server Serial Number/Product ID is Blank（サーバーのシリアル番
号/製品 ID が空白です）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

iLO がサーバーのシリアル番号または製品 ID を取得できません。
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アクション

サーバーのシリアル番号、製品 ID、およびその他の詳細が設定され、iLO に反映されていることを確認し
てください。

AHS download failed due to NAND failures. Verify the
NAND health

症状

InfoSight Status Report ページに「AHS download failed due to NAND failures. Verify the NAND health
（NAND の障害により AHS のダウンロードに失敗しました。NAND の正常性を確認してください）」とい
うエラーメッセージが表示されます。

原因

NAND エラーが発生したため、iLO は AHS ログをダウンロードして保存できません。

アクション

サーバー上の NAND のステータスを確認し、コンポーネントに障害がある場合はサポートケースを作成
してください。
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Web サイト

iLO Amplifier Pack

注記: 製品のフィードバックについては、iloamplifiersupport@hpe.com に電子メールを送信してくださ
い。

製品に関するお問い合わせや問題については、当社のサポートチャネルを参照してください。

製品ページ

https://www.hpe.com/servers/iloamplifierpack
ダウンロードポータル

https://www.hpe.com/downloads/iloamplifierpack
iLO Amplifier Pack Information Library

https://www.hpe.com/support/ilo-ap-docs
ユーザーガイド

https://www.hpe.com/support/ilo-ap-ug-ja
よくある質問

https://www.hpe.com/support/ilo-ap-faq-ja
リリースノート

https://www.hpe.com/support/ilo-ap-rn-ja

iLO
iLO 4

https://www.hpe.com/info/ilo/docs
iLO 5

https://www.hpe.com/info/ilo/docs
iLO ライセンス

https://www.hpe.com/info/ilo/licensing

HPE ProLiant サーバー

HPE ProLiant Gen8 サーバー

https://www.hpe.com/info/proliantgen8/docs
HPE ProLiant Gen9 サーバー

https://www.hpe.com/support/proliantgen9/docs
HPE ProLiant Gen10 サーバー

https://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs

HPE InfoSight
HPE InfoSight for Servers

https://www.hpe.com/servers/infosight

全般

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://support.hpe.com/hpesc/public/home
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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。

https://www.hpe.com/info/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。

https://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

https://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

https://www.hpe.com/support/downloads

マイ HPE ソフトウェアセンター

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

• 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。

https://www.hpe.com/support/e-updates

• お客様のエンタイトルメントを表示およびアップデートするには、または契約と標準保証をお客様の
プロファイルにリンクするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター More Information on
Access to Support Materials ページをご覧ください。
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https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアップデートにアクセスするには、製品エ
ンタイトルメントが必要な場合があります。関連するエンタイトルメントで HPE パスポートを
セットアップしておく必要があります。

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。優
れたイベント診断、Hewlett Packard Enterprise へのハードウェアイベント通知の自動かつ安全な送信を
提供します。また、お使いの製品のサービスレベルに基づいて高速かつ正確な解決方法を開始します。
Hewlett Packard Enterprise では、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勧めし
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。

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE Pointnext Tech Care

https://www.hpe.com/jp/ja/services/tech-care

HPE Complete Care

https://www.hpe.com/services/completecare

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
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。

CSR について詳しくは、お近くの正規保守代理店にお問い合わせください。

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties

HPE Enterprise および Cloudline サーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties

HPE ストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

HPE ネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
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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。

https://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。

https://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
ては、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

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。

https://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
キュメントの改善に役立てるために、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターポータル（https://
www.hpe.com/support/hpesc）にあるフィードバックボタンとアイコン（開いているドキュメントの下
部にあります）から、エラー、提案、またはコメントを送信いただけます。すべてのドキュメント情報
は、プロセスによってキャプチャーされます。
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