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摘要摘要
HPE iLO 5は、データセンターでサーバーをリモート管理するための標準として広く受け入れられています。データセンター
の管理（リモート管理を含む）にはあらゆる面でセキュリティ上の重要な懸念があるため、本文書では、不正アクセスのリス
クを防ぐためにiLOが使用するファームウェアおよびハードウェア上の方式について説明します。さらに、本文書では、iLOと
そのホストシステムへのアクセスポイントを提供するユーティリティとサービスについて説明します。iLOのセキュリティパ
ラメーターとiLOの接続オプションの構成に関する推奨事項を提供します。
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HPEHPE iLO iLOセキュリティセキュリティ

HPE iLOは、サーバーに組み込まれた自律型管理プロセッサーです。これにより、サーバーのセットアップが簡素化さ
れ、サーバーのヘルス監視が行われ、電力と温度の最適化が可能になり、リモートサーバーの管理が容易になります。
このような幅広い範囲の制御は、サーバーのOS、さらにはサーバーのハードウェアの状態に依存しません。iLOは、その
強力な機能を不正ユーザーから保護するように設計されています。

重要:重要:

データセンターの管理者は、施設の物理面のセキュリティに対して責任を負っています。サーバーに物理
的にアクセスできる人は誰でも、 システムメンテナンススイッチを使用して、iLOの構成を変更できる可
能性があります。サーバーシャーシ内へのアクセス権限を持つユーザーはスーパーユーザーまたは管理者
であるものとします。

iLOを使用すると、懸念なしにご使用のサーバーを展開できます。強力な認証、高度に構成可能で強力な承認プロセスを
持つユーザー権限、およびデータ、キーストローク、およびセキュリティキーの暗号化を使用します。ハードウェア設
計では、キーと、パスワードの機密情報を保護し、すべてのサーバートラフィックからiLOの管理トラフィックを分離で
きます。

HPE iLOセキュリティ 9



FIPS認証とCommon Criteria認定FIPS認証とCommon Criteria認定

HPE iLO 5 v1.11は以下を取得しています。

HPE iLO 5 v1.11の暗号モジュールは、FIPS 140.2レベル1で検証済みで

す。https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3122https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3122でNIST

Cryptographic Module Validation認定を参照してください。

HPE iLO 5 v1.11はCommon Criteria認定に合格しており、EAL 2+（ALC_FLR.2）への適合に対してCommon Criteria認

定が授与されました。https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/383-4-427%20CR%20v1.0e.pdfhttps://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/383-4-427%20CR%20v1.0e.pdfで認定

レポートを参照してください。

FIPS認証とCommon Criteria認定 10
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ファームウェアベースの保護ファームウェアベースの保護

iLOでは、不正アクセスやフラッシングから保護を行うファームウェアベースのメカニズムを使用しています。

ファームウェアベースの保護 11



不正アクセスの防止不正アクセスの防止

iLOポータルを介したアクセスには、認証、認可、データ整合性、およびセキュリティキーを含むマルチレイヤーのセ
キュリティプロセスが関与しています。iLOファームウェアはプライベートキーを使用してデジタル署名されており、不
正なファームウェアは実行できません。

認証

ネットワーク接続の反対側にいるユーザーを判断します。認証は、ローカルで、またはディレクトリサービスを介
して実行できます。サポートされる認証方法には、ローカルアカウント、Kerberos認証、ディレクトリ統合、
SSO、およびスマートカードが含まれます。

許可

アクションを実行しようとするユーザーが、そのアクションを実行する権限を持っているかどうかを判断します。
ローカルアカウントを使用して個別のiLOユーザーを定義し、そのサーバーアクセス権限を変えることができま
す。ディレクトリサービスを使用して、数千ものユーザーとシステム管理ロールをサポートしているスケーラブル
な中央データベースで、ネットワークのユーザーアカウントとセキュリティポリシーを維持します。

データ整合性

受信したコマンドまたはデータが変更されていないことを検証します。iLOは、デジタル署名と、iOSおよび
Androidで使用可能な信頼済みのリモートコンソールおよびiLOモバイルアプリケーションを使用します。

セキュリティキー

機密データおよびトランザクションの機密保持を管理します。iLOは、WebページのTLSによる暗号化、およびリ
モートコンソールと仮想シリアルポートデータのAESによる暗号化を介してプライバシーを保護します。最高の暗
号化方式（AESなど）のみの使用を許可するようにiLOを構成できます。iLOはセキュリティのレイヤーと業界標準
方式を使用して、サーバーに安全にアクセスします。高暗号化モードが使用されていない場合、iLOはより強度の
弱いキーまたはアルゴリズムをネゴシエートすることがあります。

不正アクセスの防止 12



永続的なサービス拒否攻撃からの保護永続的なサービス拒否攻撃からの保護

理論的に、永続的なサービス拒否攻撃（PDOS）はネットワークベースのファームウェアのアップデート中に脆弱性を利
用する場合があります。PDOS攻撃を受けてインストールされた不正なファームウェアは、許可されていないサーバーア
クセスや、恒久的なハードウェアの損傷を引き起こす可能性があります。PDOS攻撃は、「フラッシング」と呼ばれるこ
ともあります。

iLOでは、以下の保護を備えています。

承認されたファームウェアアップデート

iLOによってフラッシュできるすべてのファームウェアタイプは、インストール前にデジタル検証されます。これ
には、iLOファームウェア、システムBIOS、CPLD、およびInnovation Engineファームウェアが含まれます。これに
より、物理的にアクセスできないユーザーによる侵害されたコードの挿入を防ぎます。

システムBIOS、iLOファームウェア、およびその他の重要なファームウェアタイプは、Silicon Root of Trustの一
部として起動時にデジタル検証されます。これにより、攻撃者による物理的なアクセスがあっても、ファームウェ
アの侵害を防ぎます。

暗号化されていないポート

iLOでは、ポート暗号化ステータスを明確に定義しています。暗号化されていないポート（IPMIなど）へのアクセ
スを無効にできます。iLOにアクセスするには、パスワードを無効にする場合を除き、パスワードが必要です。

認証と監査証跡

iLOでは、すべてのインターフェイスでの認証の失敗と成功のログが作成されます。SSHキー認証により、ブルート
フォースアタックの成功の可能性をかなり低くすることができます。保護を強化するため、iLO 5では2048ビット
のRSAキーを使用します。CNSAセキュリティ状態を使用している場合、 iLOでは、ECDSA 384ビットキーが必要で
す。

失敗したログインの遅延

iLOでは、すべてのログインアクティビティをキャプチャしています。ブルートフォースアタックおよびディク
ショナリアタックを妨げるため、失敗するログイン試行中にタイミングを漸進的に遅延します。

重要なセキュリティパラメーターのアクセスと変更の制限

iLOでは、ユーザーアカウント、ログの変更、証明書などのセキュリティパラメーターの変更を記録しています。
この機能により、情報への潜在的な不正アクセスをトレースできます。

日次のファームウェアフラッシュ制限

iLOおよびサーバーハードウェアを執拗なフラッシュ攻撃から保護するために、iLOでは、サポートされている各
ファームウェアタイプをフラッシュできる1日あたりの回数を制限しています。制限は20回です。これには、
ファームウェアフラッシュアクティビティの成功と失敗の両方が含まれます。ファームウェアフラッシュカウント
は24時間ごとに、またはファームウェアのアップデートに成功してから24時間後にリセットされます。ファーム
ウェアフラッシュ制限は、どのアプリケーションまたはインターフェイスから開始されたファームウェアアップ
デートにも適用されます。

ファームウェアフラッシュカウントは不揮発性メモリに保存されます。フラッシュ制限を超えた場合、ファーム
ウェアをフラッシュできず、後で再試行する必要があることがソフトウェアから通知されます。

詳しくは詳しくは

Silicon Root of Trust

永続的なサービス拒否攻撃からの保護 13



ハードウェアベースの保護ハードウェアベースの保護
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システムROMおよびシステムROMおよびiLOiLOファームウェアのファームウェアのiLOiLOファイアウォールファイアウォール

HPEのサーバーとコンピューティングモジュールはNIST800-147B、サーバーのBIOS保護ガイドラインNIST800-147B、サーバーのBIOS保護ガイドラインに準拠しています。

システムROMとiLOファームウェアは、iLOチップによって、ホストアクセスから物理的に保護されているフラッシュチッ
プ上にあります。これらのフラッシュチップに書き込むことができるのは、iLOファームウェアだけです。この構成によ
り、ホストシステムからの未許可アクセスが防止されます。iLOファームウェアは、BIOSフラッシュチップに書き込まれ
るすべてのイメージを認証します。

システムROMおよびiLOファームウェアのiLOファイアウォール 15

https://csrc.nist.gov/News/2014/SP-800-147B,-BIOS-Protection-Guidelines-for-Server


Silicon Root of TrustSilicon Root of Trust

iLO 5チップは、Silicon Root of Trustとして機能します。Silicon Root of Trustにより、サーバーブートプロセスを
破壊する可能性のあるマルウェア、ウイルス、または侵害されたコードを入り込ませることが事実上不可能になりま
す。

iLOファームウェアのデジタルフィンガープリントが工場でiLO 5チップに埋め込まれます。起動時に、iLO 5チップ
はiLOファームウェアの整合性を検証し、実行が許可されているかどうかを判断します。この判断は、iLOファームウェ
アがデジタルフィンガープリントと一致しているかどうかに基づきます。iLOファームウェアが検証に失敗すると、シス
テムは自動的にシステムリカバリセットからiLOファームウェアを復元します。

iLOファームウェアが実行されると、UEFI BIOS（システムROM）、CPLD（System Programmable Logic）、Innovation
Engine、およびServer Platform Services（SPS）ファームウェアが検証されます。

アクティブなシステムROMの検証に失敗し、冗長化システムROMが有効である場合は、冗長化システムROMがアクティブに
なります。アクティブシステムROMと冗長化システムROMの両方が無効であり、iLO Advancedライセンスがインストール
されている場合は、ファームウェア検証スキャンが開始されます。構成されているファームウェア検証の設定に応じ
て、システムリカバリセット内のコンポーネントを使用した修復が開始されるか、または障害のログが記録され、手動
で修復を完了する必要があります。システムROMが検証されない場合、サーバーは起動しません。

CPLD（System Programmable Logic）、Innovation Engine、またはServer Platform Services（SPS）ファームウェアが
検証に失敗した場合、iLO Advancedライセンスがインストールされていれば、システムがそれらをシステムリカバリ
セットから自動的に復元します。ライセンスがインストールされていない場合は、失敗がログに記録され、手動で修復
を完了する必要があります。

ファームウェアの検証アクティビティおよびリカバリアクションについてIMLをチェックします。

ファームウェアが検証され、サーバーの電源がオンになると、セキュアブート機能がブートプロセス中に追加のコン
ポーネントを検証します。

Silicon Root of Trust 16



保護されたPCIバス保護されたPCIバス

iLOは、メモリとファームウェアに保存されたキーとデータを保護し、PCIバス経由のキーへの直接アクセスを許可しま
せん。

保護されたPCIバス 17



ネットワークポートとマネジメントポートネットワークポートとマネジメントポート

iLOのファイアウォールおよびブリッジロジックによって、iLOマネジメントポートとサーバーのイーサーネットポート
との間の接続が妨げられます。共有ネットワークポート（SNP）を使用しても、iLOは自身の10/100/1000 Ethernetポー
トとサーバーのEthernetポートとの間のトラフィックをブリッジできません。このため、サーバーネットワークでの攻
撃がiLOを危険にさらすことはありません。

詳しくは詳しくは

iLOネットワーク接続オプション

ネットワークポートとマネジメントポート 18



仮想LAN仮想LAN

共有ネットワークポート共有ネットワークポート

仮想LAN（VLAN）タグを実装すると、iLO共有ネットワークポート（SNP）セキュリティが強化されます。VLANタグを有効
にすると、iLO SNPは仮想LANの一部になります。VLANは、ネットワークトラフィックをセグメントに分離する論理ネッ
トワークです。作成したルールに従って、あるセグメントのトラフィックは別のセグメントに入らないため、セキュリ
ティが向上します。物理的に同じLANに接続されている場合でも、同じVLANタグを持つすべてのネットワークデバイス
が、独立したLANにあるかのように表示されます。SNP NICは、EthernetフレームでVLAN IDを調べて、そのIDの設定値と
比較します。それらが一致する場合、SNPはVLANタグのフレームを除去し、それをiLOに転送します。それらが一致しな
い場合、SNPはフレームをサーバーに転送します。SNP NICは、すべての送信EthernetフレームにVLANタグを挿入しま
す。

iLOiLO専用ネットワークポート専用ネットワークポート

VLANタグは、iLO 5 1.43以降のiLO専用ネットワークポートでサポートされています。VLANタグ機能を使用して、適切に
構成されたデバイスと未構成のデバイスを区別できます。VLANタグ機能を使用すると、未構成のデバイスが物理的に接
続されている場合でも、それらをネットワークから遠ざけることができます。

仮想LAN 19



システムメンテナンススイッチシステムメンテナンススイッチ

Hewlett Packard Enterpriseサーバーには、サーバーセキュリティのさまざまな側面を制御する、ハードウェアのシス
テムメンテナンススイッチがあります。

システムメンテナンススイッチは、サーバー内部にあるため、サーバーエンクロージャーを開かないとアクセスできま
せん。システムメンテナンススイッチを操作するときは、サーバーの電源がオフであり、電源から切り離されているこ
とを確認します。

iLOセキュリティ（位置1）

システムメンテナンススイッチのiLOセキュリティ設定により、管理者は、サーバーのシステムボードを物理的に
制御して、緊急時にアクセスすることができます。

iLOセキュリティを制御するシステムメンテナンススイッチ位置は、iLOセキュリティオーバーライドスイッチと呼
ばれることがあります。

iLOセキュリティを無効にすると、次の影響があります。

iLOが本番環境セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、すべてのセキュリティ認証確認が無効

になります。

iLOが、高セキュリティ、FIPS、またはCNSAのセキュリティ状態を使用するように構成されている場合：

ホストシステムから実行されるiLO RESTful APIおよびRIBCLコマンドに対してユーザー名とパスワードの制

限が適用されます。

iLOセキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定によって、iLOへのログインに関

するパスワード要件は無効になりません。

ホストサーバーがリセットされると、UEFIシステムユーティリティソフトウェアが実行されます。

iLOのネットワーク構成が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。工場出荷時のデフォルトネット

ワークインターフェイスがネットワークに接続されている場合、iLOはネットワーク上で利用可能です。この変

更は、iLOセキュリティが無効に設定され、iLO機能が無効になった場合でも行われます。

iLO Webインターフェイスページに、iLOセキュリティが無効であることを示す警告メッセージが表示される。

iLOのログに、iLOセキュリティの変更を記録するエントリーが追加される。

SNMPアラートの送信先が構成されている場合、iLOがiLOセキュリティ構成の変更後に起動するとアラートが送

信される。

システムリカバリ権限が必要なアクションは実行できません。

iLOにログインすると、既存のアカウントと一致するユーザー名とパスワードを入力した場合でも、匿名アカウ

ントが使用される。

電源オンパスワードの制御（位置5）

このスイッチは、コールドブートを実行するたびにサーバーがパスワードを要求するかどうかを制御します。オフ
（デフォルト）の場合、システムの電源が切断されていてコールドブートを実行するたびに、電源投入時パスワー
ドが必要です。オンの場合、電源投入時パスワードは無効です。UEFIシステムユーティリティでパスワードを設定
します。

デフォルトのリストア（位置6）

スイッチがオンの位置にある場合（デフォルトはオフ）、すべての製造時デフォルト設定がリストアされます。た
だし、UEFIでセキュアブートを有効にした場合、以下の項目は工場出荷時のデフォルト設定にリセットされませ
ん。

セキュアブートは無効にならず、有効のままとなります。

ブートモードがレガシーに設定されている場合でも、ブートモードはUEFIブートモードのままとなります。

セキュアブートデータベースはそのデフォルトの状態にリストアされません。

iSCSI Software Initiatorの構成設定はデフォルト設定にリストアされません。

システムメンテナンススイッチ 20



システムメンテナンススイッチの仕様について詳しくは、ご使用のサーバーのハードウェアガイドを参照してくださ
い。
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iLOiLOセキュリティを無効にする理由セキュリティを無効にする理由

次の状況で、システムメンテナンススイッチを使用して、iLOセキュリティを無効にすることができます。

ユーザーアカウント管理権限を持つすべてのユーザーアカウントがロックアウトされた。

不適切な設定により、ネットワーク上にiLOが表示されず、ROMベースの構成ユーティリティが無効になっている。

iLOに、iLO のNICがオフになっているか、iLOネットワーク構成が正しくないため、ネットワーク経由で到達できな

い。UEFIシステムユーティリティを使用して構成を修正することが不可能であるか、または不便である。

iLOセキュリティを無効にすると、 iLOのネットワーク構成が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。

ほとんどのサーバーでは、このアクションによってDHCPおよびiLO専用ネットワークポートが有効になります。

iLO専用ネットワークポートがオプションのアドオンカードであるサーバーでは、このアクションによってDHCPお

よび共有ネットワークポートが有効になります。

iLOネットワーク有効化モジュールのあるサーバーでは、このアクションによってDHCPおよびiLO専用ネットワー

クポートが有効になります。

設定されたユーザー名は1つのみで、パスワードを忘れてしまった。

バッテリ駆動のSRAMメモリデバイスに保存されている構成情報を消去したい。

iLOを起動すると、バッテリ駆動のSRAMメモリデバイスに保存されている構成情報が不揮発性フラッシュメモリ

（NAND）にバックアップされます。SRAMが削除されると、構成が自動的にリストアされます。iLOセキュリティを無

効にすると、SRAMデータが自動的にリストアされません。

iLOセキュリティを無効にする理由 22



Trusted Platform ModuleおよびTrusted ModuleTrusted Platform ModuleおよびTrusted Module

Trusted Platform ModuleおよびTrusted Moduleは、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安全に格納するコン
ピューターチップです。iLO概要ページに以下のTPMステータスまたはTMステータス情報が表示されます。

未サポート ― TPMまたはTMはサポートされていません。

存在しません ― TPMまたはTMは取り付けられていません。

装着: 有効 ― TPMが取り付けられていて、有効になっています。

TPMまたはTMのモジュールがサーバーに取り付けられている場合は、モジュールタイプが表示に追加されています。モ
ジュールタイプは、TPMが取り付けられているかサポートされているかを示すステータス、またはサポートされているモ
ジュールのバージョンを示すステータスのいずれかを表示します。

TPM 1.2

TPM 2.0

TM 1.0

未指定

未サポート

Trusted Platform ModuleおよびTrusted Module 23



ITインフラストラクチャセキュリティの留意事項ITインフラストラクチャセキュリティの留意事項
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iLOiLOネットワーク接続オプションネットワーク接続オプション

iLOは、専用の管理ネットワークまたは本番環境ネットワークの共有接続を使用してネットワークに接続できます。

専用管理ネットワーク専用管理ネットワーク

この設定では、独立したネットワークにiLOポートを配置します。ネットワークが独立しているため、性能が向上し、ど
のワークステーションをネットワークに接続するかを物理的に制御できるので、セキュリティが強化されます。また、
本番環境ネットワーク内のハードウェアに障害が発生した場合には、サーバーへの冗長アクセスが提供されます。この
構成では、本番環境ネットワークから直接iLOにアクセスすることはできません。専用管理ネットワークは、優先され
るiLOネットワーク構成です。

図1: 専用管理ネットワーク図1: 専用管理ネットワーク

本番環境ネットワーク本番環境ネットワーク

この設定では、NICとiLOポートの両方を本番環境ネットワークに接続します。iLOで、このタイプの接続は、共有ネット
ワークポート構成と呼ばれます。特定のHewlett Packard Enterprise内蔵NICとアドオンカードが、この機能を提供しま
す。この接続により、ネットワークのどこからでもiLOにアクセスできます。共有ネットワークポート構成を使用する
と、iLOをサポートするために必要なネットワークハードウェアやインフラストラクチャの量が減ります。

この設定の使用にはいくつかの欠点があります。

共有ネットワーク接続では、トラフィックによって、iLOのパフォーマンスが低下することがあります。

サーバーの起動時、およびオペレーティングシステムNICドライバーのロードおよびアンロード時に、短時間（2～8

秒）、ネットワークからiLOにアクセスできません。この短い時間の経過後に、iLOの通信がリストアされ、iLOが

ネットワークトラフィックに応答します。

このようなシチュエーションが起きた場合は、リモートコンソールと、接続されているiLO仮想メディアデバイスが

切断されることがあります。

ネットワークコントローラーのファームウェアをアップデートまたはリセットすることも、iLOが短期間、ネット

ワーク経由で到達不能に陥る原因となる可能性があります。

iLO共有ネットワークポート接続は、100 Mbpsを超える速度では動作できません。iLO仮想メディアを介したデータ転

送などのネットワーク集約型タスクは、iLO専用ネットワークポートを使用する構成で実行される同じタスクよりも

遅くなる場合があります。

図2: 共有ネットワーク接続図2: 共有ネットワーク接続
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iLOネットワーク有効化モジュールiLOネットワーク有効化モジュール

一部のサーバーでは、専用管理ネットワーク（デフォルト）または共有ネットワーク接続によるリモート管理のサポー
トを追加するために、オプションのiLOネットワーク有効化モジュールが必要です。iLOネットワーク有効化モジュー
ルがインストールされていない場合、iLOアクセスは、ホストベース（インバンド）のアクセス方式でのみサポートされ
ます。サポートされているホストベースのアクセス方式の例には、iLO RESTful API、UEFIシステムユーティリ
ティ、iLOサービスポート（利用可能な場合）、および仮想NICが含まれます。

サーバーでサポートされているネットワーク接続を確認するには、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

詳しくは詳しくは

ネットワークポートとマネジメントポート
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802.1X認証802.1X認証

IEEE 802.1Xは、ポートベースのネットワークアクセス制御のメカニズムであり、ネットワークへのアクセスを規制し、
ネットワークにアクセスする身元不明および認可を受けていない関係者から保護します。

802.1Xは、認証プロセス中のメッセージ交換に拡張認証プロトコル（EAP）を使用します。EAP-トランスポート層セキュ
リティ（EAP-TLS）は、認証に証明書またはスマートカードを使用するEAPタイプです。

HPE iLO 5は、802.1Xアクセス制御ネットワークへのオンボーディングのためのEAP-TLSベースの認証をサポートしま
す。ファクトリでプロビジョニングされたサーバーID（iLO IDevID）を使用して、HPEサーバーは、802.1X認証用に、ゼ
ロタッチ（無人自律操作）で安全にオンボードしてIDを確立できます。iLOは、ユーザーが802.1X認証用にプロビジョニ
ングしたサーバーID（iLO LDevID）もサポートしています。iLO IDevIDとiLO LDevIDの両方がシステムに存在する場
合、iLO LDevIDはEAP-TLS認証に使用されます。

802.1X認証のデフォルト設定は「有効」です。ただし、システムにiLO IDevIDまたはiLO LDevIDがない場合、iLO 5は
EAP-TLS認証を開始したり、認証要求に応答したりしません。
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802.1X認証の前提条件802.1X認証の前提条件

安全なデバイスID（iLO IDevIDまたはiLO LDevID）がプリインストールされています。

iLO DevID証明書を受け入れるように認証、認可、およびアカウンティング（AAA）サーバーを構成します（たとえ

ば、EAP-TLSをサポートするように構成し、RADIUSサーバーにDevID発行者証明書をインストールします）。
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iLOiLOとサーバーブレードまたはコンピューティングモジュール間の通信とサーバーブレードまたはコンピューティングモジュール間の通信

HPEHPE ProLiant c-Classサーバーブレード ProLiant c-Classサーバーブレード

HPE BladeSystemアーキテクチャーでは、単一のエンクロージャーを使用して、複数のサーバーブレードを保持します。
独立した電源サブシステムが、そのエンクロージャー内のすべてのサーバーブレードに電源を供給します。ProLiant c-
Classサーバーブレードでは、iLOを使用してアラートおよび管理情報をサーバーブレードインフラストラクチャ全体に
送信します。

ProLiantサーバーブレードのコンポーネント間には厳密な通信階層があります。Onboard Administrator（OA）の管理モ
ジュールは、各サーバーブレード上のiLOプロセッサーと通信します。iLOプロセッサーまたはOAモジュールからサー
バーNICへの接続はありません。iLOプロセッサーは、インフラストラクチャ内にある他のサーバーブレードの存在に関
する情報、およびサーバーブレードを起動するために必要な電流が電源サブシステムから供給できるかどうかに関する
情報を保持しているだけです。BladeSystemエンクロージャーの背面にある2つのポートから、サーバーブレード上
のiLOネットワーク接続にアクセスできます。

HPEHPE Synergyコンピューティングモジュール Synergyコンピューティングモジュール

HPE Synergy 12000フレームは、単一のフレームを使用して、複数のコンピューティングモジュールを保持します。独立
した電源サブシステムが、フレーム内のすべてのコンピューティングモジュールに電源を供給します。iLOは、ハード
ウェアインフラストラクチャ全体にアラートと管理情報を送信します。

システムのコンポーネント間には厳密な通信階層があります。フレームリンクモジュールは、 各HPE Synergyコン
ピューティングモジュールのiLOプロセッサーと通信します。iLOプロセッサーまたはフレームリンクモジュールから
サーバーNICへの接続はありません。iLOプロセッサーは、フレーム内にある他のコンピューティングモジュールの存在
に関する情報、およびコンピューティングモジュールを起動するために十分なアンペアが電源サブシステムから供給で
きるかどうかに関する情報を保持しているだけです。シャーシの背面にある2つのポートから、Synergyコンピューティ
ングモジュール上のiLOネットワーク接続にアクセスできます。

iLOとサーバーブレードまたはコンピューティングモジュール間の通信 29



セキュリティ監査セキュリティ監査

多くの企業には、定期的なセキュリティ監査を義務付けるポリシーがあります。iLOには、iLOの構成および操作で発生
したイベントに関連する、日付および時刻のスタンプが付いた情報を含むイベントログがあります。iLO Webインター
フェイスでログにアクセスできます。iLO RESTful APIを使用すると、自動化テストをセットアップしたり、日付/時刻
ごとに、およびセキュリティイベントに関する情報にアクセスできる認証済みユーザーごとにログを解析する抽出プロ
セスをセットアップしたりできます。
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セキュリティ脆弱性スキャナーとセキュリティ脆弱性スキャナーとiLOiLO

セキュリティ脆弱性スキャナーは、調査および対処が必要な脆弱性を調査するためにサーバー環境で使用されま
す。iLOチームは、iLOファームウェアのリリースごとに、弊社の品質研究所でセキュリティ脆弱性スキャナーを使用し
ます。セキュリティ脆弱性スキャナーの使用に関連する、既知の問題とベストプラクティスがあります。組織のビジネ
ス要件によって脆弱性スキャンが必要とされる場合は、iLOのセキュリティ状態を高セキュリティ以上に設定することが
セキュリティのベストプラクティスであることを覚えておいてください。

本番環境に展開する前に、ラボ環境で新しいバージョンのセキュリティ脆弱性スキャナーをテストすることがベストプ
ラクティスです。定義により、セキュリティ脆弱性スキャナーは既知または疑いのある脆弱性のインターフェイスを調
査します。実際には、スキャナーはテスト対象のインターフェイスのハッキングを試みています。この操作は、スキャ
ン対象のシステムの安定性に悪影響を与える可能性があります。このため、小規模な範囲から始めて、さらに広い範
囲、そして本番環境へと移すことが賢明です。

ほとんどのセキュリティ脆弱性スキャナーが特定する既知の問題がいくつかあります。これらの項目については、以下
のセクションで説明しており、修復の推奨事項を含んでいます。これらの問題の多くは、iLOのセキュリティ状態を高セ
キュリティまたはそれ以上に設定することによって解決されます。
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X.509証明書のサブジェクトCNがエンティティ名と一致しないX.509証明書のサブジェクトCNがエンティティ名と一致しない

デフォルトの自己署名のSSL証明書を、認証機関（CA）によって署名された証明書と置き換えてください。iLOが工場か
ら出荷される時点では、お客様の情報とサーバーのDNS名/IPアドレスは不明です。そのため、iLOはデフォルトの自己署
名証明書を使用します。

iLOファームウェアは、CAから署名済み証明書を要求するために使用できる証明書署名リクエスト（CSR）を作成する機
能を提供します。その後、その署名済み証明書をiLOにインポートできます。

iLO Webインターフェイスを使用してこのタスクを実行するには、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照してください。

RIBCLスクリプトを使用してこのタスクを実行するには、HPE iLO 5スクリプティング/コマンドラインガイドを参照

してください。

RESTfulインターフェイスツールおよびiLO RESTful APIを使用してこのタスクを実行するには、Webサイ

トhttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docshttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docsを参照してください。
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IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証HMACパスワードハッシュの暴露IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証HMACパスワードハッシュの暴露

IPMI仕様で要求されるIPMIハンドシェイクは、より安全でなければなりません。iLO 5ではIPMIはデフォルトで無効に
なっています。積極的にIPMIを使用していないお客様の場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、IPMI over LANイン
ターフェイスを無効のままにしておくことをお勧めします。

この問題に関するセキュリティ報告は、Webサイトhttp://www.hpe.com/support/iLO234-SB-CVE-2013-4786http://www.hpe.com/support/iLO234-SB-CVE-2013-4786から入手でき

ます。

iLO Webインターフェイスを使用してIPMI over LANを有効または無効にするには、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照

してください。

XMLスクリプトを使用してIPMIを有効または無効にするには、HPE iLO 5スクリプティング/コマンドラインガイドを

参照してください。

RESTfulインターフェイスツールおよびiLO RESTful APIを使用してIPMIを有効または無効にするには、Webサイ

トhttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docshttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docsを参照してください。

Hewlett Packard Enterpriseでは、IPMI over LAN機能の代替としてiLO RESTful APIをお勧めします。iLO RESTful

APIおよびRESTfulインターフェイスツールについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/redfishhttp://www.hpe.com/info/redfishまた

はhttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docshttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docsを参照してください。

IPMIを使用する必要がある場合に、それを有効にすると、この問題が露見します。
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TLS/SSLサーバーX.509証明書が信頼されていないTLS/SSLサーバーX.509証明書が信頼されていない

デフォルトの自己署名のSSL証明書を、認証機関（CA）によって署名された証明書と置き換えてください。iLOが工場か
ら出荷される時点では、お客様の情報とサーバーのDNS名/IPアドレスは不明です。そのため、iLOはデフォルトの自己署
名証明書を使用します。

iLOファームウェアは、CAから署名済み証明書を要求するために使用できる証明書署名リクエスト（CSR）を作成する機
能を提供します。その後、その署名済み証明書をiLOにインポートできます。

iLO Webインターフェイスを使用してこのタスクを実行するには、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照してください。

RIBCLスクリプトを使用してこのタスクを実行するには、HPE iLO 5スクリプティング/コマンドラインガイドを参照

してください。

RESTfulインターフェイスツールおよびiLO RESTful APIを使用してこのタスクを実行するには、Webサイ

トhttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docshttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docsを参照してください。
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IPMI 1.5 GetChannelAuthレスポンス情報の暴露IPMI 1.5 GetChannelAuthレスポンス情報の暴露

これはIPMIプロトコルのHewlett Packard Enterpriseのサポートに基づく仮想的な脆弱性です。iLO自体は、この脆弱性
の影響を受けやすくありません。この脆弱性レポートは、IPMIを無効にすることで抑止できます。

iLO Webインターフェイスを使用してIPMI over LANを有効または無効にするには、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照

してください。

XMLスクリプトを使用してIPMIを有効または無効にするには、HPE iLO 5スクリプティング/コマンドラインガイドを

参照してください。

RESTfulインターフェイスツールおよびiLO RESTful APIを使用してIPMIを有効または無効にするには、Webサイ

トhttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docshttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docsを参照してください。
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TCPシーケンス番号予測の脆弱性TCPシーケンス番号予測の脆弱性

iLOはTCPシーケンス番号のランダム化を使用しており、TCPシーケンス番号予測攻撃に対する抵抗性があります。iLOは
この脆弱性の影響を受けやすくありません。
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IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証ユーザー名の暴露IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証ユーザー名の暴露

IPMI仕様では、あらかじめ認証されたクライアントが構成済みのユーザー名の存在を確認できます。Hewlett Packard
Enterpriseでは、デフォルトのユーザー名を変更することをお勧めします。

IPMIを積極的に使用していない場合、 Hewlett Packard Enterpriseではインターフェイスを無効にすることをお勧めし
ます。

iLO Webインターフェイスを使用してIPMI over LANを有効または無効にするには、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照

してください。

XMLスクリプトを使用してIPMIを有効または無効にするには、HPE iLO 5スクリプティング/コマンドラインガイドを

参照してください。

RESTfulインターフェイスツールおよびiLO RESTful APIを使用してIPMIを有効または無効にするには、Webサイ

トhttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docshttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docsを参照してください。
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脆弱な暗号化キー脆弱な暗号化キー

この脆弱性は、iLO 5のセキュリティ状態を高セキュリティ高セキュリティに設定することで対処できる場合があります。このアクショ
ンには、iLOがより強度の強い暗号を使用する必要があります。

この脆弱性は、デフォルトのSSL証明書を使用している場合も報告されます。

iLOファームウェアは、CAから署名済み証明書を要求するために使用できる証明書署名リクエスト（CSR）を作成する機
能を提供します。その後、その署名済み証明書をiLOにインポートできます。

iLO Webインターフェイスを使用してこのタスクを実行するには、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照してください。

RIBCLスクリプトを使用してこのタスクを実行するには、HPE iLO 5スクリプティング/コマンドラインガイドを参照

してください。

RESTfulインターフェイスツールおよびiLO RESTful APIを使用してこのタスクを実行するには、Webサイ

トhttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docshttps://www.hpe.com/support/restfulinterface/docsを参照してください。
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TCPタイムスタンプ応答TCPタイムスタンプ応答

これは標準のTCP動作です。この動作は、理論的にシステムの稼動時間を見積もるために使用できるため、さらなる攻撃
に利用される可能性があります。CVE脆弱性評価は1であり、非常に低くなっています。
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Missing HTTPOnly Flag from CookieMissing HTTPOnly Flag from Cookie

セキュリティスキャナーによって、脆弱性として、 Missing HTTPOnly Flag from Cookie と報告された場合、ク
ライアント側スクリプト攻撃（XSS）によるHTTP-only Cookieへのアクセスを防ぐクライアント側防御メカニズムを示し
ています。HTTP-only Cookieは、すべてのXSSエクスプロイトを防止するわけではないため、それらを使用することが、
XSSの脆弱性を解消するための代替策にはなりません。この設定は一部のブラウザーではサポートされていないため、依
存できません。ブラウザーのバージョンは、各iLO構成で異なります。

Hewlett Packard Enterpriseでは、XSS攻撃に対する防御方法を実装しています。利用可能な最新のセキュリティの機能
強化については、HPE Integrated Lights-Out 5（iLO 5）ファームウェアのダウンロードページを参照してください。
さらに、デフォルトの自己署名証明書を、認証機関によって署名された証明書と置き換えてください。

iLO 5では、他のサーバーからのトラッカー、スクリプト、HTMLなどの外部から提供されたコンテンツを使用しませ
ん。iLO 5内には、管理者から提供されたものではないページコンテンツはありません。そのため、報告された脆弱
性 Missing HTTPOnly Flag from Cookie は、実際の脆弱性ではありません。

iLO製品をスキャンする際に、このエラーを無視するか、  Missing HTTPOnly Flag from Cookie のスキャンを無
効にします。
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iLOiLOの機能によって使用されるポートの機能によって使用されるポート

ネットワーク設定とポートネットワーク設定とポート

表1: iLO経由で構成可能なネットワーク設定とポートにリストされている値を、サイトの要件またはセキュリティのイ
ニシアチブに適合するように構成できます。これらの設定は、iLOアクセス設定ページで構成できます。

表1: 表1: iLOiLO経由で構成可能なネットワーク設定とポート経由で構成可能なネットワーク設定とポート

説明説明 デフォルト設定またはポーデフォルト設定またはポー
トト

プロトコルタイププロトコルタイプ

IPMI/DCMI over LANポート 623 UDP

IPMI/DCMI over LAN

LAN経由のiLOとのIPMI/DCMI通信を許可するかどうかを
指定します。

無効  

リモートコンソールポート 17990 TCP

リモートコンソール

iLOリモートコンソール経由のアクセスを有効または無効
にすることができます。

有効  

セキュアシェル（SSH）ポート 22 TCP

セキュアシェル（SSH）

SSH機能を有効または無効にすることができます。

SSHは、iLOコマンドラインプロトコル（CLP）に暗号化さ
れたアクセスを提供します。

有効  

SNMPポート 161 UDP

SNMP Trap Port SNMPアラートの場合は
162（送信のみ）。

UDP

SNMP

iLOが外部のSNMP要求に応答するかどうかを指定します。

有効  

仮想メディアポート 17988 TCP

仮想メディア

仮想メディアを有効にするか無効にするかを指定できま
す。

有効  

Webサーバー非SSLポート（HTTP） 80 TCP

WebサーバーSSLポート（HTTPS） 443 TCP

Webサーバー

iLO Webサーバー経由のアクセスを有効または無効にする
ことができます。

有効  

iLO Webインターフェイス、リモートコンソール、iLO RESTful API、iLO連携、ファームウェアアップデート、および
RIBCLをサポートします。

その他の発信ポートその他の発信ポート

セキュリティ管理者は、表2: iLOが使用するその他のポートにリストされているポートを知っておく必要がある場合が
あります。これらのポートは、サードパーティの送信サービス用です。

表2: 表2: iLOiLOが使用するその他のポートが使用するその他のポート

説明説明 既定のポート既定のポート プロトコルタイププロトコルタイプ iLOiLOのWebインターフェイスの場所のWebインターフェイスの場所

1

1
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DNS解決 53 UDP 該当なし

iLO連携/SSDPマルチキャスト 1900 UDP 該当なし

DHCPv4 67、68 UDP 該当なし

DHCPv6 547 UDP 該当なし

NTP 123 UDP 該当なし

NetBIOSネームサービス/WINS 137 UDP iLO専用ネットワークポート > IPv4

iLO共有ネットワークポート > IPv4

Kerberos KDCサーバーポート 88 TCP、UDP セキュリティ > ディレクトリ

ディレクトリサーバーLDAP SSLポート 636 TCP セキュリティ > ディレクトリ

アラートメールSMTPポート 25 TCP 管理 > アラートメール

Remote Syslog Port 514 UDP 管理 > リモートSyslog

キーマネージャーのポート 9000 TCP 管理 > キーマネージャー

リモートサポートのポート 7906 TCP リモートサポート > 登録

説明説明 既定のポート既定のポート プロトコルタイププロトコルタイプ iLOiLOのWebインターフェイスの場所のWebインターフェイスの場所

iLOiLOでサポートされていないポートでサポートされていないポート

iLOは、表3: サポートされていないポートにリストされている一般的に使用されるポートをサポートしていません。

表3: サポートされていないポート表3: サポートされていないポート

説明説明 ポートポート プロトコルタイププロトコルタイプ 注記注記

セキュリティ保護されていないLDAP

接続（TCP）

コネクションレス（UDP）

389 TCP/UDP iLOは発信LDAP接続にセキュアポート636を使用
します。

グローバルカタログに対してセキュ
リティ保護されていないLDAP

接続（TCP）

コネクションレス（UDP）

3268 TCP/UDP iLOはセキュアLDAP接続を使用します。

詳しくは詳しくは

iLOアクセス設定の構成
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HPEHPE iLO 5 iLO 5のセキュリティに関する推奨事項のセキュリティに関する推奨事項

iLOは、強力な権限付与、認証、および暗号化によって、ネットワーク化された環境に本来備わっている多くのセキュリ
ティリスクを最小限に抑えます。セキュリティガイドラインに従うことで、攻撃の可能性をさらに減らすことができま
す。
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セキュリティガイドラインセキュリティガイドライン

iLOをセットアップして使用する場合は、セキュリティを最大化するために、次のガイドラインを考慮してください。

専用の管理ネットワーク上にiLOを構成します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、データネットワークとは別のプライベート管理ネットワークを確立することをお

勧めします。管理ネットワークは、管理者のみがアクセスできるように構成します。

共有ネットワークにiLOデバイスを接続する場合、iLOデバイスを個々のサーバーと考え、それらのデバイスをセキュ

リティおよびネットワークの監査対象に含まれるようにします。

iLOは、インターネットに直接接続しないでください。

iLOプロセッサーは、運用管理ツールであり、インターネットのゲートウェイではありません。ファイアウォール保

護を提供する企業VPNを使用してインターネットに接続します。

重要:重要:

iLOがインターネットに直接接続されている場合、iLOユーザーアカウントのパスワードをすぐに変更

してください。

認証機関（CA）によって署名されたSSL証明書をインストールして、デフォルトの自己署名証明書を置き換えてくだ

さい。

SSL証明書情報ページでこのタスクを実行できます。

信頼済みCA証明書をインストールして、LDAPなどの外部サービスの証明書の検証を有効にします。

デフォルトのユーザーアカウントを含め、ユーザーアカウントのパスワードを変更します。

サーバーの管理者パスワードと同じガイドラインに従ってiLO管理パスワードを変更してください。

このタスクは、ユーザー管理ページからも実行できます。

重要:重要:

ユーザーアカウントを作成およびアップデートする場合、iLOユーザーアカウントのパスワードに関す

るガイドラインに従います。

すべての権限を持つユーザーアカウントを作成する代わりに、権限の数が少ないアカウントを複数作成します。

iLOおよびサーバーファームウェアを常に最新の状態に保持します。

できればTwo-Factor認証の認証サービス（Active DirectoryやOpenLDAPなど）を使用します。

この機能により、ネットワーク全体で同じログインプロセスを使用して認証および承認を行うことができます。同時

に複数のiLOデバイスを制御する方法を提供します。ディレクトリは、時刻と位置に基づく非常に特殊なロールおよ

び権限で、iLOへのロールベースのアクセスを提供します。

Two-Factor認証を実装します。

この機能により、さらにセキュリティが強化されます。特に、リモートで、またはローカルネットワークの外で接続

できる場合に有効です。

SNMPトラフィックを保護します。

管理パスワードと同じガイドラインに従ってコミュニティストリングをリセットします。また、特定の送信元と送信

先のアドレスのみを受け入れるようにファイアウォールまたはルーターを設定します。必要ない場合は、サーバーで

SNMPを無効にします。

使用しないポートおよびプロトコル（SNMPやIPMI/DCMI over LANなど）を無効にします。

アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。

.NETリモートコンソールにHTTPSを使用します。

このオプションを構成するには、認証局（CA）によって署名された信頼済みのSSL証明書をインストールし、IRC

はiLO内の信頼済みの証明書を要求します設定を有効にします。

これらの構成手順は、それぞれ、セキュリティタブのSSL証明書情報ページとリモートコンソール&メディアページで
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完了することができます。

使用しない機能（リモートコンソールなど）を無効にします。

アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。

サーバーOSコンソールを自動的にロックするようにリモートコンソールを構成します。

このオプションを構成するには、リモートコンソール&メディアページのセキュリティタブにある、リモートコン

ソールのコンピューターロック設定を構成します。

暗号化設定ページで、より高いセキュリティ状態を構成してください。

UEFIシステムユーティリティでiLO 5構成ユーティリティを無効にするか、ユーザーがアクセスする場合にログイン

認証情報を要求するようにiLOを構成します。

アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。

認証エラーを記録するようiLOを構成します。

アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。

ファームウェア検証スキャンを有効にします。

このタスクは、ファームウェア検証ページで実行できます。

セキュリティダッシュボードページを使用して、セキュリティリスクと推奨事項を監視します。

セキュリティログを使用して、セキュリティ関連のイベントを監視します。

ホスト認証が必要機能を有効にします。

アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。

ダウングレードポリシーを、ダウングレードにはリカバリセットの権限が必要ですに設定します 。

アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。

リカバリセットを最新の状態に保ちます。

HTTP接続経由のアクセスを防ぐようにiLOを構成します。

この動作を構成するには、認証局（CA）によって署名された信頼済みのSSL証明書をインストールし、IRCはiLO内の

信頼済みの証明書を要求します設定を有効にします。

これらの構成手順は、それぞれ、セキュリティタブのSSL証明書情報ページとリモートコンソール&メディアページで

完了することができます。

この構成では、iLO Webインターフェイスにアクセスすると、iLOが応答ヘッダーでHTTP Strict Transport

Security（HSTS）フラグを返します。これにより、ブラウザーはHTTP要求をHTTPSに自動的にリダイレクトできま

す。

詳しくは、次を参照してください。

 HPEHPE iLO 5 iLO 5の上位10のセキュリティ設定の上位10のセキュリティ設定。

 HPEHPE iLO 5 iLO 5の推奨されるセキュリティ設定の推奨されるセキュリティ設定。

次のWebサイトにあるHPE Gen10以降セキュリティリファレンスガイド：https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs

詳しくは詳しくは

iLO Webインターフェイスによるセキュリティの構成と監視
iLOネットワーク接続オプション
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iLO 5の推奨されるセキュリティ設定iLO 5の推奨されるセキュリティ設定

iLO 5のセキュリティ関連の機能へのパスと推奨設定については、次の表を参照してください。実装するセキュリティレ
ベルを決定するには、組織は、iLOのセキュリティ設定と、システムの使用を妨げる不必要に限定的なセキュリティ設定
の導入とのバランスを見い出す必要があります。ご使用の環境のデータを保護するニーズと、許可されたユーザーがそ
のデータに容易にアクセスするニーズを比較検討してください。使用可能な推奨されるセキュリティ設定をすべて有効
にするのは、組織にとって最適な方法ではない場合があります。

表4: iLO 5設定表4: iLO 5設定

特長または機能特長または機能 iLOのWebインiLOのWebイン
ターフェイスターフェイス
ページページ

設定設定 推奨される設定値推奨される設定値

TPMまたはTMのス
テータス

情報 - iLOの概
要

Trusted Platform
Module

読み取り専用

モジュールタイプ 読み取り専用（TPMまたはTMが存在する場合のみ表示）

ローカルユー
ザーアカウント
の制御

管理 - ユーザー
管理

ローカルユーザーの追
加、編集、および削除

最小限のアクセスのセキュリティ原則をサポートする個々
のユーザー権限の設定の範囲で、最大12のローカルアカウ
ント

ディレクトリグ
ループアカウン
トの制御

ディレクトリグ
ループ

ディレクトリグループ
の追加、編集、および
削除

最大6つのディレクトリグループ、Kerberos認証とスキー
マフリーディレクトリの統合で使用されます。

iLOサーバー設定 セキュリティ -
アクセス設定

サーバー名 この値は空白のままにして、ホストOSで割り当てられるよ
うにします。

サーバーのFQDN/IPア
ドレス

この値は空白のままにして、ホストOSで割り当てられるよ
うにします。

iLOアカウント
サービス設定

セキュリティ -
アクセス設定

遅延前の認証の失敗時 1回の失敗では遅延は発生しない

認証の失敗時の遅延時
間

10秒

認証失敗ログ 有効-毎回失敗時

最小パスワード長 8

パスワードの複雑さ 有効

iLOネットワーク
設定

セキュリティ -
アクセス設定

匿名データ 有効

IPMI/DCMI over LAN 無効（ポート設定を含む）

リモートコンソール 有効（ポート設定を含む）

セキュアシェル
（SSH）

有効（ポート設定を含む）

SNMP 無効

仮想メディア 有効（ポート設定を含む）

仮想シリアルポートロ
グ

有効

Webサーバー 有効（非SSLおよびSSLのポート設定が必要）

iLO設定 セキュリティ -
アクセス設定

アイドル接続タイムア
ウト（分）

30分間

iLO機能 有効

iLO RIBCLインター
フェイス

有効（ Hewlett Packard EnterpriseではiLO RESTful
APIを使用することをお勧めします ）

iLO ROMベースセット
アップユーティリティ

有効

1
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iLO Webインターフェ
イス

有効

リモートコンソールサ
ムネイル

無効

ホスト認証が必要 有効

iLO RBSUへのログイン
要求

有効

シリアルコマンドライ
ンインターフェイスス
テータス

有効 - 認証は必要（インターフェイス速度の設定が必
要）

POST中にiLO IPを表示 有効

外部モニターにサー
バーヘルスを表示

有効

VGAポート検出オー
バーライド

有効

仮想NIC 無効

iLOサービスポー
ト

セキュリティ -
iLOサービスポー
ト

iLOサービスポート 有効

USBフラッシュドライ
ブ

無効

認証が必要 有効

USB Ethernetアダプタ 無効

セキュアシェル
キーの設定

セキュリティ -
セキュアシェル
キー

キーは2048ビットの
DSAまたはRSA（または
CNSAセキュリティ状態
ではECDSA 384ビット
キー）である必要があ
ります。

SSHキーを使用すると、単純なパスワード認証よりもセ
キュリティが向上します。

証明書マッピン
グ

セキュリティ -
証明書マッピン
グ

各ローカルユーザーア
カウントには関連する
証明書が必要です。

証明書とともにスマートカードを使用すると、単純なパス
ワード認証よりもセキュリティが向上します。

スマートカード セキュリティ -
CAC/Smartcard

CAC Smartcard認証 有効（iLO Advancedのライセンスが必要）

CAC厳密モード （オプション）有効

ディレクトリユーザー
証明書名マッピング

ディレクトリ統合を使用する場合、ユーザー証明書に応じ
て正しいオプションを選択します。

信頼できるCA証明書お
よび失効リストのイン
ポート

失効リストとともに、少なくとも1つの信頼できるCA証明
書をインストールする必要があります。

OCSP設定 承認されたOCSPプロバイダーのURLを入力して、認証のた
めにユーザー証明書を確認します。

SSL証明書管理 セキュリティ -
SSL証明書情報

証明書のカスタマイズ iLOごとに信頼済みのSSL証明書をインストールします。デ
フォルトの自己署名証明書は安全ではありません。

ディレクトリ
ベースの認証

セキュリティ -
ディレクトリ

LDAPディレクトリ認証 HPE拡張スキーマ（Active Directoryが必要）を選択する
か、ディレクトリデフォルトスキーマを使用します。この
機能には、iLOの外部でいくつかの構成手順が必要です。

ローカルユーザーアカ
ウント

環境に応じて、有効または無効。

特長または機能特長または機能 iLOのWebインiLOのWebイン
ターフェイスターフェイス
ページページ

設定設定 推奨される設定値推奨される設定値
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Kerberos認証 有効（レルム、サーバーアドレス、サーバーポート、およ
びキータブファイルの設定も必要）。この機能には、iLO
の外部でいくつかの構成手順が必要です。

暗号化 セキュリティ -
暗号化設定

セキュリティ状態 高セキュリティ（最小）

HPE SSO セキュリティ -
シングルサイン
オンの設定

SSO信頼モード 認証情報による信頼 （ユーザーの役割ごとにSSO権限を選
択できます）

ログインセキュ
リティバナー

セキュリティ -
ログインセキュ
リティバナー設
定

ログインセキュリティ
バナーを有効

有効（セキュリティメッセージの設定が必要）

ファームウェア
検証

管理 - ファーム
ウェア検証

スキャン設定 バックグランドスキャンを有効（整合性エラーアクション
の設定が必要）

特長または機能特長または機能 iLOのWebインiLOのWebイン
ターフェイスターフェイス
ページページ

設定設定 推奨される設定値推奨される設定値

無効の場合、RIBCL、iLO RESTful API、リモートコンソール、iLO連携、およびiLO Webインターフェイスに対するア
クセスは除外されます。
一部のHPEアプリケーションでは、iLO 5のセキュリティ状態が「高セキュリティ」以上に設定されている場合は、SSO
が正常に使用されない場合があります。詳しくは、アプリケーションのドキュメントを参照してください。

2

1

2
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IPMIまたはDCMI over LANでのIPMIまたはDCMI over LANでのiLOiLOの使用のガイドラインの使用のガイドライン

iLOは、IPMI 2.0およびDCMI業界標準プロトコルをサポートします。IPMIは、Intelが開発した業界標準プロトコルで
す。それは、Hewlett Packard Enterpriseを含む200社を超えるベンダーによってサポートされています。

Data Center Management Interface（DCMI）は、IPMIで定義されているのと同じインターフェイスを使用しますが、オ
プションのインターフェイスは少なくなっています。DCMI 1.0仕様では、データセンターで必要とする必須機能とイン
ターフェイスのコアセットを規定しています。それには、IPMI 2.0に追加された拡張機能のサブセットが含まれ、デー
タセンターでのDCMIの機能をさらに強化させます。DCMIがIPMIと異なるのは、データセンターの管理ニーズに対応して
設計されたという点です。

iLOでは、業界標準のIPMIとDCMIのコマンドをLAN経由で送信することができます。IPMI/DCMIポートはデフォルトでは
623に設定されていますが、変更することができます。IPMI over LANオプションが有効になっている場合、クライアン
ト側のアプリケーションを使用してLAN経由でIPMI/DCMIコマンドを送信できます。このオプションを無効にしても、
サーバー側のIPMI/DCMIアプリケーションは引き続き機能します。

IPMI/DCMI over LANを使用する場合は、以下のガイドラインをご覧ください。

IPMI/DCMIトラフィックをネットワークのそれ以外のトラフィックから分離します。共有NIC接続を使用する場

合、iLOにVLANを使用してこの分離を実行できます。ファイアウォールを使用してIPMI/管理サブネットを分離して、

アクセスを認可された管理者に制限します。

ネットワークの外からのIPMI/DCMIトラフィックを許可しません。

iLOは、IPMI 1.5よりも強い暗号化を使用しているIPMI 2.0をサポートしています。Hewlett Packard Enterpriseで

は、暗号スイート17をお勧めします。

解決された脆弱性解決された脆弱性

2013年7月、US-CERTはアラート（TA13–207A）Risks of Using the Intelligent Platform Management

Interface（IPMI）を発行しました。このアラートは、Webサイトhttps://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-207Ahttps://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-207Aで入

手できます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、次のようにこの脆弱性に対処しました。

暗号0は、認証をバイパスできるオプションです。iLOでは、IPMIクライアントが暗号0を選択できなくすることで、

この問題に対処しました。

IPMI仕様では、匿名ログインをサポートするためにユーザーID 1が使用されます。iLOは、ユーザーID 1を使用した

匿名ログインをサポートしません。

IPMI仕様では、無効化されたユーザーIDは、ユーザー名とパスワードで構成されます。多くの場合、これは製造時に

既知のユーザーIDとパスワードにあらかじめ構成されます。iLOは、無効化されたユーザーID、ユーザー名およびパ

スワードを保持しません。iLOは、製造時に固有のパスワードであらかじめ構成された1つのユーザー名を持ちま

す。Hewlett Packard Enterpriseでは、お客様はこのデフォルトユーザーをすぐに再構成することをお勧めします。

IPMI仕様では、NULLのパスワードを許可していますが、iLOではユーザーのパスワードのNULL設定をサポートしてい

ません。

IPMI仕様では、RAKP認証のサポートが必要であるため、リモートでパスワードハッシュを取得して、オフラインパス

ワード推測攻撃を実行できます。この要件はIPMIプロトコルに含まれるため、 Hewlett Packard Enterpriseでは、

IPMI over LANを無効にする（使用していない場合）か、IPMI管理サブネットを分離することをお勧めします。
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カスタマーアドバイザリ、報告、および通知の表示カスタマーアドバイザリ、報告、および通知の表示

手順手順

1. https://www.hpe.com/support/ilo5https://www.hpe.com/support/ilo5にアクセスします。

2. アラートアイコンをクリックします。

アドバイザリ、報告、通知などのiLO 5に関連するすべてのアラートが表示されます。

3. （オプション）アラート通知の申し込みをクリックして、iLO 5に対するアラートがあるときに自動的に通知される

イベントの登録ページを完成させます。
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iLO Webインターフェイスによるセキュリティの構成と監視iLO Webインターフェイスによるセキュリティの構成と監視
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iLOiLO Webインターフェイスを使用した Webインターフェイスを使用したiLOiLOライセンスキーのインストールライセンスキーのインストール

前提条件前提条件

iLOライセンスが、そのライセンスをインストールするサーバーでサポートされている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。

2. アクティブ化キーボックスにライセンスキーを入力します。

アクティベーションキーボックスで、セグメント間でカーソルを移動するには、Tabキーを押す、またはボックスの

セグメントの内側をクリックします。 アクティベーションキーボックスのセグメントにデータを入力すると、カー

ソルは自動的に次に進みます。

すでにキーがインストールされているサーバー上でライセンスキーをインストールした場合、現在のキーは新しい

キーに置き換えられます。

ライセンスキーをインストールすると、iLOに最後の5桁のみが表示されます。Hewlett Packard Enterpriseでは、後

で必要になる場合に備えて、ライセンスキー情報を記録して保存することをお勧めします。

3. インストールをクリックします。

エンドユーザー使用許諾契約を読み、合意したことを確認するプロンプトがiLOで表示されます。

4. 同意するをクリックします。

これで、ライセンスキーは有効になります。
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iLOiLOライセンスライセンス

iLO標準機能はすべてのサーバーに搭載され、サーバーのセットアップ、サーバーヘルスの監視、電力および温度制御の
監視、およびリモートサーバー管理を簡素化します。

iLOライセンスは、マルチユーザーコラボレーション用のグラフィカルリモートコンソール、ビデオの録画と再生のよう
な機能や他の多くの機能を有効にします。

製品をインストールして使用するサーバーごとに1つのiLOライセンスが必要です。

ライセンスは譲渡できません。

ライセンスキーを失くした場合、HPE iLOライセンスガイドに記載されている、失くしたライセンスキーに対する手

順に従います。

詳しくは、https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docsでHPE iLOライセンスガイドを参照してください。

無料iLOトライアルライセンスの入手

ライセンスキーの購入、登録、引き換え

iLOiLOのライセンスキーを登録することの利点のライセンスキーを登録することの利点

ライセンスの登録は重要な手順です。以下のような利点があります。

Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターへのアクセス（https://www.hpe.com/support/hpeschttps://www.hpe.com/support/hpesc）。

マイHPEソフトウェアセンター Webサイトからのソフトウェアアップデートへのアクセス

（https://www.hpe.com/downloads/softwarehttps://www.hpe.com/downloads/software）。

マイHPEソフトウェアセンター Webサイトから、1つの便利な場所ですべてのHewlett Packard Enterprise製品ライセ

ンスを追跡（https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenterhttps://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter）。

重要な製品アラートの受信。

一意のHewlett Packard Enterpriseサポート契約ID（SAID）のアクティブ化。

Hewlett Packard Enterpriseが迅速かつ個々に応じたサポートを提供できるように、SAIDはお客様を識別し、お客様

の製品を追跡します。

注記:注記:

現時点のマイHPEソフトウェアセンターポータルでは、SAID契約を追跡しません。
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セキュリティダッシュボードの使用セキュリティダッシュボードの使用

セキュリティダッシュボードページには、重要なセキュリティ機能のステータス、システムの全体セキュリティステー
タス、セキュリティ状態およびサーバー構成ロック機能の現在の構成が表示されます。ダッシュボードを使用して、構
成の潜在的なリスクについて評価します。リスクが検知されたら、詳細情報とシステムセキュリティを向上させる方法
についてのアドバイスを見ることができます。

前提条件前提条件

無視オプションを構成するためのiLO設定の構成権限。

手順手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、セキュリティダッシュボードタブをクリックします。

2. （オプション）テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。

ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの横にある矢印アイコン

をクリックします。

3. セキュリティダッシュボード表で検出されたリスクについて確認します。

セキュリティ機能にリスクステータスが付いて表示されている場合は、ステータスの値をクリックすると詳細情報が

表示されます。詳細情報には、リスクと可能な解決策についての情報が含まれています。

4. （オプション）無視オプションをセキュリティ機能に構成します。

無視オプションは、デフォルトでは無効になっています。

無視オプションをセキュリティ機能に対して有効にすると、iLOが全体セキュリティステータスを判定するときそ

の機能のステータスは無視されます。セキュリティ機能のステータスを無視しても、セキュリティダッシュボー

ド表のステータス値は変わりません。

セキュリティ機能の無視値を変更すると、iLOが全体セキュリティステータスを再計算します。

セキュリティダッシュボードの使用 54



セキュリティダッシュボード詳細セキュリティダッシュボード詳細

全体セキュリティステータス

 OK—iLOが監視対象のセキュリティ機能に関連したセキュリティリスクを検出しませんでした。

 リスク—iLOが1つ以上の監視対象セキュリティ機能に関連した潜在的セキュリティリスクを検出しました。

 無視—iLOが1つ以上の監視対象セキュリティ機能に関連した潜在的セキュリティリスクを検出しました。影

響を受けるすべての機能が全体セキュリティステータスから除外されるよう設定されています。

このステータスは、概要ページとiLOのコントロールにも表示されます。

セキュリティ状態

構成されているセキュリティ状態。表示される値は、以下のとおりです。

本番稼働

高セキュリティ

FIPS

CNSA

Synergyセキュリティモード

サーバー構成ロック

構成されるサーバー構成ロックの設定。この機能は、管理者にデバイスの置き換えまたは追加、ハードウェアの取
り外し、セキュアブートの変更、ファームウェアのインストールのような作業について警告します。この機能を
UEFIシステムユーティリティで構成したり、iLO RESTful APIを使用して構成することができます。

セキュリティダッシュボードページでサーバー構成ロック情報を表示するには、環境が以下の要件を満たしている
必要があります。

インストールされているシステムROM/BIOSファームウェアが、サーバー構成ロック機能をサポートしている。

Intelベースのサーバーではバージョン2.00が必要で、AMDベースのサーバーではバージョン1.40が必要です。

iLO 5 1.40以降にアップグレードした後、サーバーを再起動した。

セキュリティ状態を本番環境からより高いセキュリティ状態に変更した後、サーバーを再起動した。

サーバー構成ロックを含むライセンスがインストールされている。

セキュリティダッシュボード表

セキュリティパラメーター—監視対象のセキュリティ機能の名前。

iLO Webインターフェイスで構成できる機能については、この列のリンクをクリックして関連するwebインター

フェイスページに移動してください。

ステータス—監視対象のセキュリティ機能のセキュリティステータス。

OK—iLOがこの機能に関連したセキュリティリスクを検出しませんでした。

リスク—iLOがこの機能に関連した潜在的なセキュリティリスクを検出しました。

状態—監視対象のセキュリティ機能の現在の状態。表示される値は、以下のとおりです。

有効—機能は有効です。

無効—機能は無効です。

不十分—機能は有効ですが、推奨される構成は使用されていません。

オフ—機能はオフに設定されています。

オン—機能はオンに設定されています。

OK—機能はiLOのセキュリティ推奨事項に準拠しています。

失敗—機能は障害を報告しました。

修正済み—機能は、修正された障害を報告しました。
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真—機能は使用中です。

偽—機能は使用されていません。

無視—この列に表示されるスイッチを使って、機能を無視するよう設定できます。無視設定を有効にすると、監

視対象の機能は全体セキュリティステータス値に含まれません。

機能を無視しても、セキュリティダッシュボード表に表示されるステータス値は変わりません。
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リスク詳細リスク詳細

セキュリティダッシュボードページでセキュリティ機能のリスク詳細を表示すると、以下の情報が利用可能です。

説明 - セキュリティ機能がリスクステータスになっている理由の説明。

推奨されるアクション - 推奨される解決策。

無視オプションが有効になっている場合、この値は表示されません。

無視 - 無視オプションが有効になった日時。

以下によって無視 - 無視オプションを有効にしたユーザーの名前。
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セキュリティリスク状態の原因セキュリティリスク状態の原因

以下のセキュリティ機能がセキュリティダッシュボードページで監視されます。サーバーでサポートされない機能は表
示されません。

アクセスパネルステータス

シャーシの侵入検知コネクターにより、アクセスパネルのステータスが侵入になっていることが報告されました。

この機能は、シャーシの侵入検知が構成されているサーバーでのみ使用できます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、IMLとiLOイベントログに記録されたイベントを監査し、監視ビデオをチェック
してサーバーへの物理的な侵入活動がないかどうかを確認することをお勧めします。

認証失敗ログ

iLOは、認証の失敗を記録するように構成されていません。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アクセス設定ページのこの機能を有効にすることをお勧めします。

デフォルトSSL証明書が使用中

iLOのデフォルト自己署名証明書が使用中です。

Hewlett Packard Enterpriseでは、信頼済みの証明書をSSL証明書カスタマイズページで構成することをお勧めし
ます。

IPMI/DCMI over LAN

IPMI/DCMI over LAN機能が有効になっています。これにより、サーバーは既知のIPMIセキュリティ脆弱性にさらさ
れます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アクセス設定ページのこの機能を無効にすることをお勧めします。

最新のファームウェアスキャン結果

最新のファームウェア検証テストが失敗しました。ファームウェアコンポーネントが壊れているか、その整合性が
損なわれています。

Hewlett Packard Enterpriseでは、影響のあるファームウェアコンポーネントを、検証済みのイメージにアップ
デートすることをお勧めします。

詳しくは、iLOのユーザーガイドを参照してください。

この機能を使用するには、ライセンスをインストールする必要があります。使用可能なライセンスタイプ、および

サポートされている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文

書を参照してください。

最小パスワード長

最小パスワード長が推奨の長さよりも短くなっています。これにより、サーバーは辞書攻撃に対して脆弱になりま
す。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アクセス設定ページでこの値を8（デフォルト）以上に設定することをお勧め
します。

パスワードの複雑さ

iLOは、パスワードの複雑さのガイドラインを適用するように構成されていません。これにより、サーバーは辞書
攻撃に対して脆弱になります。

アクセス設定ページでこの機能を有効にできます。

ホスト認証が必要

ホスト認証が必要機能は無効になっており、iLOは高セキュリティのセキュリティ状態を使用するように構成され
ています。この機能が無効になっていると、ホストベースの構成ユーティリティを使用して管理プロセッサーにア
クセスするときに、iLO認証情報は必要ありません。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アクセス設定ページのこの機能を有効にすることをお勧めします。

iLO RBSUへのログインが必要

iLOは、UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションへのアクセスにログイン認証情報を要求するようには構
成されていません。この構成では、システムブート中にiLO構成への未認証のアクセスが許可されます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アクセス設定ページのこの機能を有効にすることをお勧めします。

セキュアブート

UEFIセキュアブートオプションが無効になっています。この構成では、UEFIシステムファームウェアは、信頼され
た署名がブートローダー、オプションROMファームウェア、およびシステムソフトウェアの実行ファイルにあるか
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どうかの検証をスキップします。これにより、電源オン時にiLOによって確立された信頼チェーンが壊れます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この機能を有効にすることをお勧めします。

詳しくは、UEFIシステムユーティリティのドキュメントを参照してください。

セキュリティオーバーライドスイッチ

サーバーのセキュリティオーバーライドスイッチ（システムメンテナンススイッチとも呼ばれる）が有効になって
います。セキュリティオーバーライドスイッチを有効にすると、ログイン認証が不要なため、この構成は1つのリ
スクです。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この機能を無効にすることをお勧めします。

詳しくは、iLOのユーザーガイドを参照してください。

SNMPv1

SNMPv1は有効になっています。この構成は、iLOでのSNMPv1要求の受信およびSNMPv1アラートの送信を許可しま
す。SNMPv1を有効にすると、攻撃に対するシステムの脆弱性が増加します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、SNMP設定ページでこの機能を無効にすることをお勧めします。
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セキュリティログセキュリティログ

セキュリティログは、iLOファームウェアによって記録されたセキュリティイベントのレコードを提供します。

ログに記録されるイベントの例には、セキュリティ構成の変更や、セキュリティコンプライアンスの問題などがありま
す。ログに記録されるその他のイベントには、ハードウェアへの侵入、メンテナンス、サービス拒否攻撃などがありま
す。

セキュリティログは、記録されたすべてのセキュリティイベントの集中的なビューを提供します。いくつかの同じイベ
ントは、iLOイベントログまたはIMLにも含まれます。

セキュリティログがいっぱいになると、新しいイベントごとにログ内の一番古いイベントが上書きされます。

セキュリティログの表示セキュリティログの表示

手順手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、セキュリティログタブをクリックします。

2. （オプション）ソート、検索、およびフィルター処理機能を使用して、ログのビューをカスタマイズします。

3. （オプション）イベントリストを更新するには、 をクリックします。

4. （オプション）イベントをクリックして、イベントの詳細ペインを表示します。

セキュリティログビューのコントロールセキュリティログビューのコントロール

イベントのソートイベントのソート

列でログテーブルをソートするには、列見出しをクリックします。

表示を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列の横にある矢印アイコンをクリックし
ます。

イベントリストの更新イベントリストの更新

ログエントリーのリストを更新するには、 をクリックします。

イベントの検索イベントの検索

日付、イベントID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、 をクリックしてから、検索ボックスに
テキストを入力します。

イベントフィルターイベントフィルター

ログフィルターにアクセスするには、 をクリックします。

深刻度でフィルタリングするには、深刻度リストから重大度レベルを選択します。

クラスでフィルタリングするには、クラスリストからクラスを選択します。

カテゴリでフィルタリングするには、カテゴリリストで値を選択します。

表示されるイベントの日付と時刻を変更するには、時刻メニューで値を選択します。以下から選択します。

デフォルト表示 - UTC時間を表示します。

ローカル時刻表示 - iLO Webインターフェイスのクライアント時間を表示します。

ISO時刻表示 - UTC時間をISO 8601形式で表示します。

最終アップデート日付でフィルタリングするには、最終アップデートメニューで値を選択します。

フィルターをデフォルト値に戻すには、フィルターのリセットをクリックします。

セキュリティログの詳細セキュリティログの詳細

セキュリティログを表示すると、記録されたイベントの合計数がフィルターログアイコンの上に表示されます。

ログフィルターを適用すると、フィルター条件を満たすイベントの数がフィルターアイコンの下に表示されます。

イベントごとに、次の詳細が表示されます。

ID - イベントのID番号。イベントは生成された順番で番号付けされます。
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デフォルトでは、ログはIDでソートされ、最新のイベントが先頭になります。工場出荷時設定へのリセットによりカ

ウンターがリセットされます。

深刻度 - 検出されたイベントの重要性。

クラス - UEFI、環境、またはシステムのリビジョンなど、発生したイベントの種類を特定します。

説明 - この説明によって、記録されたイベントの特性が提供されます。

iLOファームウェアがロールバックされると、より新しいファームウェアによって記録されたイベントについて、不
明なイベントタイプという説明が表示される場合があります。この問題は、サポートされる最新バージョンの

ファームウェアにアップデートするか、ログをクリアすることによって解決できます。

最終アップデート - このタイプの最新のイベントの発生日時。この値は、iLOファームウェアによって保存された日

時に基づきます。

イベントがアップデートされた日時をiLOが認識しなかった場合は、値が NOT SET と表示されます。

回数 - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。

通常、重大なイベントは発生するたびにログエントリーを生成します。これらのイベントが1つのログエントリーに

まとめられることはありません。

重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは1つのログエントリーにまとめられ、iLOによっ

て回数および最終アップデートの値がアップデートされます。

各イベントタイプは定義された間隔を備えており、繰り返し発生するイベントの処理（統合するのかそれとも新しい

イベントを記録するのか）はこの間隔によって決定されます。

カテゴリ - イベントのカテゴリ。たとえば、セキュリティ、メンテナンス、または構成。

セキュリティログアイコンセキュリティログアイコン

クリティカル - 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。

警告 - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

情報 - イベントは背景情報を提供します。

セキュリティログイベントペインの詳細セキュリティログイベントペインの詳細

初期アップデート - このタイプの最初のイベントの発生日時。この値は、iLOファームウェアによって保存された日

時に基づきます。

イベントが最初に発生した日時をiLOが認識しなかった場合は、値が NOT SET と表示されます。

イベントクラス - イベントクラスの一意識別子。

この値は16進数形式で表示されます。

イベントコード - イベントクラス内のイベントの一意識別子。

この値は16進数形式で表示されます。

推奨されるアクション - 障害状態に対する推奨されるアクションの簡単な説明。

注記:注記:

推奨されるアクションのテキストは静的です。イベントステータスが変更されても、削除またはアッ

プデートされません。修正アクションが完了したら、推奨アクションを無視してかまいません。
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iLOiLOのバックアップとリストアのバックアップとリストア

自動でのバックアップとリストア自動でのバックアップとリストア

iLOの初期化プロセスが終了すると、バッテリ駆動のSRAMメモリデバイスに保存されている構成情報が不揮発性フラッ
シュメモリ（NAND）にバックアップされます。

SRAMが消去された、またはデータ破壊が検出された場合、 iLOはバックアップファイルから構成情報をリストアしよう
とします。自動リストア操作はIMLに記録されます。

システムメンテナンススイッチを使用してiLOセキュリティを無効にすると、SRAMデータは自動的にリストアされませ
ん。

自動でのバックアップとリストアのプロセスによって作成されたバックアップファイルには、ユーザーはアクセスでき
ません。手動リストア操作を実行するために使用することはできません。

手動でのバックアップとリストア手動でのバックアップとリストア

iLOでは、バッテリ駆動のSRAMメモリデバイスに保存された構成情報の手動リストアがサポートされています。この機能
は、バックアップされたシステムと同じハードウェア構成を持つシステムで使用するためのものです。構成を複製して
別のiLOシステムに適用するものではありません。

Hewlett Packard Enterpriseでは、リストア操作を実行する理由が生じることは想定されていません。ただし、構成の
バックアップを取っておくことで、通常の動作環境にすばやく戻ることができる場合があります。

あらゆるコンピューターシステムと同様に、データをバックアップして障害の影響を最小限に抑えることをお勧めしま
す。Hewlett Packard Enterpriseは、iLOファームウェアをアップデートするたびにバックアップを実行することをお勧
めします。

バックアップとリストアのためのバックアップとリストアのためのiLOiLOファームウェア要件ファームウェア要件

iLO 5ファームウェアバージョン2.10以降では、iLOファームウェアのバージョンが同じシステムや異なるシステムで

バックアップおよびリストアのタスクが実行される、バックアップおよびリストア操作がサポートされています。

2.10より前のiLO 5ファームウェアバージョンでは、iLOファームウェアのバージョンが同じシステムでバックアップ

およびリストアのタスクが実行される、バックアップおよびリストア操作がサポートされています。
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バックアップとリストアの操作中にリストアされる情報バックアップとリストアの操作中にリストアされる情報

iLO構成には、電源、ネットワーク、セキュリティ、ライセンスキー、ユーザーデータベースなど、多くのカテゴリが含
まれます。ほとんどの構成情報は、バッテリ駆動のSRAMメモリデバイスに保存されており、バックアップとリストアが
可能です。

注記:注記:

環境変数をリストアしたときは、リストアした設定を有効にするためにサーバーのリセットが必要です。

たとえば、パフォーマンス設定はリストアされてもサーバーリセットが完了するまで有効になりません。

バックアップとリストアの操作中にリストアされる情報 63



バックアップとリストアの操作中にリストアされない情報バックアップとリストアの操作中にリストアされない情報

一部の情報は、バックアップとリストアの操作中にリストアするのに適していません。リストアできない情報はiLO構成
には含まれません。その情報はiLOまたはサーバーのシステム状態に関連します。

以下の情報は、バックアップまたはリストアされません。

セキュリティ状態

リストア操作によってiLOのセキュリティ状態を変更することを許可すると、セキュリティの原則が破られ、セ
キュリティの適用が無効になります。

インテグレーテッドマネジメントログ

バックアップから、リストアが必要になったイベントまでに発生したイベントの情報を保持するため、この情報は
リストアされません。

iLOイベントログ

バックアップから、リストアが必要になったイベントまでに発生したイベントの情報を保持するため、この情報は
リストアされません。

セキュリティログ

バックアップから、リストアが必要になったイベントまでに発生したセキュリティイベントの情報を保持するた
め、この情報はリストアされません。

Active Health Systemデータ

バックアップおよびリストアプロセス中に記録された情報を保持するため、この情報はリストアされません。

サーバーの状態情報

サーバーの電源状態（オン/オフ）

サーバーのUID LEDの状態

iLOおよびサーバーのクロック設定
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iLOiLO構成を手動でリストアする理由構成を手動でリストアする理由

次のような状況ではiLO構成のリストアが必要になる場合があります。

バッテリの障害または取り外し

さまざまな構成パラメーターがバッテリ駆動のSRAMに保存されています。まれですが、バッテリ障害が発生する場
合があります。状況によっては、バッテリの取り外しと交換が必要になる場合があります。構成情報の消失を避け
るために、バッテリの交換後にバックアップファイルからiLO構成をリストアします。

デフォルト設定へのリセット

場合によっては、iLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットし、iLO以外の設定を消去することが必要になるこ
とがあります。iLOを工場出荷時の設定にリセットすると、iLOの構成は消去されます。iLO構成をすばやく復旧す
るには、工場出荷時設定へのリセットが完了した後、バックアップファイルから構成をリストアします。

構成の偶発的または不適切な変更

場合によって、iLO構成が不適切に変更され、重要な設定が消失することがあります。iLOを工場出荷時のデフォル
ト設定に設定したり、ユーザーアカウントを削除したりした場合にこのような状況が発生することがあります。元
の構成を回復するには、バックアップファイルから構成をリストアします。

システムボードの交換

ハードウェアの問題に対処するためにシステムボードの交換が必要な場合、この機能を使用してiLO構成を元のシ
ステムボードから新しいシステムボードに転送できます。

ライセンスキーの喪失

ライセンスキーが誤って置き換えられた、またはiLOを工場出荷時のデフォルトの設定にリセットした場合に、イ
ンストールするキーがわからないときは、ライセンスキーと他の構成設定をバックアップファイルからリストアで
きます。
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iLOiLO構成のバックアップ構成のバックアップ

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

iLOは、本番環境または高度なセキュリティのセキュリティ状態を使用するように構成されています。iLOが高いセ

キュリティ状態を使用するように構成されている場合、構成のバックアップとリストアはサポートされていません。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、バックアップとリストアをクリックします。

2. バックアップをクリックします。

3. （オプション）バックアップファイルをパスワード保護するには、バックアップファイルパスワードボックスにパス

ワードを入力します。

パスワードは最大32文字です。

4. ダウンロードをクリックします。

ファイルがダウンロードされ、この動作がイベントログに記録されます。

ファイル名は、次の形式を使用します。 <サーバーシリアル番号>_<YYYYMMDD>_<HHMM>.bak .
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iLOiLO構成のリストア構成のリストア

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

ユーザーアカウント管理権限

バックアップファイルが存在する。

以前にiLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、デフォルトのiLOアカウント認証情報を使用でき

る。

使用するiLOセキュリティ状態が構成されている。

本番環境または高セキュリティよりも高いセキュリティ状態を構成すると、iLOは工場出荷時のデフォルト設定にリ

セットされます。これらのセキュリティ状態を構成せずにリストアを実行した場合、リストアされた情報はセキュリ

ティ状態のアップデート時に削除されます。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、バックアップとリストアをクリックします。

2. リストアをクリックします。

3. 使用しているブラウザーに応じて参照またはファイルを選択をクリックし、バックアップファイルに移動します。

4. バックアップファイルがパスワードで保護されている場合、パスワードを入力します。

5. アップロードおよびリストアをクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

6. リストアをクリックします。

iLOが再起動され、ブラウザー接続が閉じます。接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。
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システムボード交換後のシステムボード交換後のiLOiLO構成のリストア構成のリストア

システムボードを交換する場合、交換前のシステムボードから構成をリストアできます。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

ユーザーアカウント管理権限

バックアップファイルが存在する。

以前にiLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、デフォルトのiLOアカウント認証情報を使用でき

る。

使用するiLOセキュリティ状態が構成されている。

本番環境または高セキュリティよりも高いセキュリティ状態を構成すると、iLOは工場出荷時のデフォルト設定にリ

セットされます。これらのセキュリティ状態を構成せずにリストアを実行した場合、リストアされた情報はセキュリ

ティ状態のアップデート時に削除されます。

手順手順

1. システムボードを交換し、ハードウェアコンポーネントを古いシステムボードから新しいシステムボードに転送しま

す。

2. システムの電源を入れ、すべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認します。

3. 新しいシステムボードのデフォルトのユーザー認証情報を使用してiLOにログインします。

4. バックアップファイルから構成をリストアします。
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iLOiLOユーザーアカウントユーザーアカウント

iLOでは、セキュアメモリにローカルで保存されているユーザーアカウントを管理できます。

ユーザー指定のログイン名と高度なパスワード暗号化を使用してローカル ユーザー アカウントを最大12個作成するこ
とができます。権限は各ユーザーの設定を制御し、ユーザーのアクセス要件に合わせてカスタマイズできます。

iLOと連携し、サポートされるアプリケーションにサービスアカウントが必要な場合は、ユーザーアカウントを追加し
て、このアカウントをサービスアカウントとして指定できます。また、サポートされるアプリケーションまたはiLO
RESTful APIを使用して、サービスアカウントを追加することもできます。

13ユーザー以上をサポートするには、ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行うようiLOを構成
します。
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ローカルユーザーアカウントの追加ローカルユーザーアカウントの追加

前提条件前提条件

ユーザーアカウント管理権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックします。

ユーザー管理タブが表示されます。

2. 新規をクリックします。

3. 次の詳細を入力します。

ログイン名

ユーザー名

新しいパスワードおよびパスワードの確認

4. （オプション）事前定義されたユーザー権限セットを選択するには、役割メニューで役割を選択します。

手動で権限を選択する場合は、デフォルトの役割（カスタム）を使用します。

5. 手順4でカスタムを選択した場合 、次の権限から選択します。

ログイン

リモートコンソール

仮想電源およびリセット

仮想メディア

ホストBIOS

iLO設定の構成

ユーザーアカウント管理

ホストNIC構成

ホストストレージ構成

リカバリセット

使用できるすべてのユーザーの権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。

6. （オプション）アカウントをサポートされているアプリケーションのサービスアカウントとして使用する場合

は、サービスアカウントチェックボックスを選択します。

サポートされているアプリケーションには、iLO Amplifier PackやOnboard Administratorがあります。

サービスアカウントのプロパティは、最初のユーザーアカウントの作成時にのみ構成できます。既存のユーザーアカ

ウントでこの設定を編集することはできません。

7. 新しいユーザーを保存するには、ユーザーの追加をクリックします。

iLOはアカウントが追加されたことを通知します。
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ローカルユーザーアカウントの編集ローカルユーザーアカウントの編集

前提条件前提条件

ユーザーアカウント管理権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックします。

ユーザー管理タブが表示されます。

2. ユーザーアカウントを選択し、編集をクリックします。

3. 必要に応じて、以下の値をアップデートします。

ログイン名

ユーザー名

4. パスワードを変更するには、パスワードを変更チェックボックスをクリックし、パスワードとパスワードの確認の値

をアップデートします。

5. （オプション）ユーザーアカウントの権限を変更する場合は、次のいずれかを実行します。

手動で権限を選択するには、役割メニューでカスタムを選択して、リストから権限を選択します。

使用できるすべてのユーザーの権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。

事前定義されたユーザー権限セットを選択するには、役割メニューからAdministrator、Operator、また

はReadOnlyを選択します。

6. ユーザーアカウントの変更を保存するには、ユーザーのアップデートをクリックします。

iLOは、選択したアカウントがアップデートされたことを通知します。
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iLOiLOユーザーアカウントオプションユーザーアカウントオプション

ログイン名は、iLOにログインするときに使用する名前です。この名前は、ユーザー管理ページのユーザーリス

ト、セッションリストページ、ユーザーアイコンをクリックしたときに表示されるメニュー、およびログに表示され

ます。ログイン名は、ユーザー名と同じである必要はありません。ログイン名の最大長は39文字です。ログイン名に

は印刷可能な文字を使用する必要があります。

ユーザー名は、ユーザー管理ページのユーザーリストに表示されます。ログイン名と同じである必要はありません。

ユーザー名の最大長は39文字です。ユーザー名には、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、各ログイン名の所有者を識別でき便利です。

新しいパスワードおよびパスワードの確認では、iLOにログインするために使用するパスワードを設定および確認し

ます。

役割では、ユーザーアカウントを追加または編集するときに、事前定義されたユーザー権限セットを選択できます。

カスタムオプションを使用して、カスタマイズされた権限セットを定義できます。

サービスアカウントは、アカウントをサービスアカウントとして指定します。サービスアカウントは、iLOで動作す

るサポート製品で使用されます。

サポートされているアプリケーションには、iLO Amplifier PackやOnboard Administratorがあります。

サービスアカウントのプロパティは、最初のユーザーアカウントの作成時にのみ構成できます。既存のユーザーアカ

ウントでこの設定を編集することはできません。
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iLOiLOユーザーアカウントの権限ユーザーアカウントの権限

次の権限は、ユーザーアカウントに適用されます。

ログイン - iLOにログインできます。

リモートコンソール - ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めホストシステムのリモートコンソールにアクセ

スできます。

この権限を持つユーザーはBIOSにアクセスできるため、ホストベースのBIOS、iLO、ストレージ、およびネットワー

クタスクを実行できる場合があります。

 仮想電源およびリセット - 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。この権限を持つユーザーは、システムにNMIを生成ボタンを使用してシステムを診断できま

す。

仮想メディア - ホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。

ホストBIOS - UEFIシステムユーティリティを使用してホストBIOS設定を構成できます。この権限は、アクティブ

なシステムROMを冗長システムROMで置き換えるために必要です。

この権限は、ホストベースのユーティリティを使用した構成には影響しません。

 iLO設定の構成 - セキュリティ設定を含むほとんどのiLO設定を構成し、iLOファームウェアをアップデートする

ことができます。この権限は、ローカルユーザーアカウント管理を有効にしません。

iLOを構成したら、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、次のインターフェイスからの再構成を防止しま

す。

iLOのWebインターフェイス

iLO RESTful API

CLI

HPQLOCFG

次のインターフェイスにアクセスできるユーザーは、引き続きiLOを再構成できます。

UEFIシステムユーティリティ

HPONCFG

ユーザーアカウント管理権限を持つユーザーのみが、この権限を有効または無効にすることができます。

ユーザーアカウント管理 - ユーザーは、ローカルiLOユーザーアカウントを追加、編集、および削除できます。こ

の権限を持つユーザーは、すべてのユーザーの権限を変更できます。この権限が割り当てられていないと、本人の設

定の表示と本人のパスワードの変更しか実行できません。

ホストNIC構成 - ホストNIC設定を構成できます。

この権限は、ホストベースのユーティリティを使用した構成には影響しません。

ホストストレージ構成 - ホストストレージ設定を構成できます。

この権限は、ホストベースのユーティリティを使用した構成には影響しません。

リカバリセット - ユーザーがシステムリカバリセットを管理できるようにします。

デフォルトでは、リカバリセット権限はデフォルトのAdministratorアカウントに割り当てられます。この特権は、

既にこの特権を持っているアカウントでアカウントを作成または編集することによってのみ、ユーザーアカウントに

追加できます。

リカバリセット特権を持つユーザーアカウントがなく、この特権を持つアカウントが必要な場合は、管理プロセッ

サーを工場出荷時のデフォルト設定にリセットしてください。工場出荷時のデフォルトリセットにより、リカバリ

セット特権を持つデフォルトの管理者アカウントが作成されます。

システムメンテナンススイッチでiLOセキュリティが無効にされている場合、この権限を使用できません。

次の権限は、CLIまたはRIBCLスクリプトを介して使用できません。
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ホストNIC構成

ホストストレージ構成

リカバリセット

ホストBIOS

ログイン

次の権限は、UEFIシステムユーティリティのiLO 5構成ユーティリティから使用できません。

リカバリセット

ログイン
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iLOiLOユーザーアカウントロールユーザーアカウントロール

Administrator

リカバリセット以外のすべての権限を有効にします。

Operator

iLO設定の構成、ユーザーアカウントの管理、およびリカバリセット以外のすべての権限を有効にします。

ReadOnly

ログイン権限のみを有効にします。

カスタム（デフォルト）

ユーザーがカスタム権限セットを定義できるようにします。
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パスワードに関するガイドラインパスワードに関するガイドライン

Hewlett Packard Enterpriseでは、ユーザーアカウントを作成およびアップデートする場合に、以下のパスワードに関
するガイドラインに従うことをお勧めします。

パスワードを使用する場合：

パスワードをメモまたは記録しないでください。

パスワードの共有は避けてください。

辞書に載っている言葉を組み合わせたパスワードを使用しないでください。

推測しやすい単語を含むパスワードを使用しないでください。たとえば、会社名、製品名、ユーザー名、ログイ

ン名などです。

パスワードを定期的に変更します。

iLOデフォルト認証情報を安全な場所に保管します。

強化パスワードには、少なくとも以下の3つの特性が必要です。

少なくとも1つの大文字ASCII文字

少なくとも1つの小文字ASCII文字

少なくとも1つのASCII数字

少なくとも1つの他の文字タイプ（記号、特殊文字、句読点など）。

アクセス設定ページのパスワードの複雑さ設定を有効にした場合、ユーザーアカウントを作成または編集するとき

にiLOによってこれらのパスワード特性が強制されます。

ユーザーアカウントのパスワードの最低文字数は、アクセス設定ページで設定します。構成された最小パスワード

長値によって、パスワードの長さは最小0文字（パスワードなし）から最大39文字まで可能です。Hewlett Packard

Enterpriseでは、8文字以上の最小パスワード長を使用することをお勧めします。デフォルト値は8文字です。

重要:重要:

保護されたデータセンターの外側に拡大されることのない物理的に安全な管理ネットワークがない場

合、最小パスワード長を8文字未満に設定しないでください。
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IPMI/DCMIユーザーIPMI/DCMIユーザー

iLOファームウェアは、IPMI 2.0仕様に準拠しています。IPMI/DCMIユーザーを追加する場合、ログイン名は最長16文
字、パスワードは最長20文字です。

iLOユーザー権限を選択すると、等価なIPMI/DCMIユーザー権限が上記の設定に基づくIPMI/DCMI権限ボックスに表示され
ます。

ユーザー - ユーザーは読み取り専用アクセス権を持っています。ユーザーは、iLOの設定または書き込みやシステム

の操作は実行できません。

IPMIユーザー権限については、すべての権限を無効にします。Operatorレベルを満たさない権限の任意の組み合わせ

は、IPMI Operatorです。

Operator - Operatorは、システムの操作を実行できますが、iLOを設定したり、ユーザーアカウントを管理したりす

ることはできません。

IPMIOperator権限については、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、および仮想メディアを有効にしま

す。Administratorレベルを満たさないOperator以上の権限の任意の組み合わせは、IPMI Operatorです。

Administrator - Administratorは、すべての機能に対する読み取り/書き込みアクセス権を持っています。

IPMI Administrator権限については、すべての権限を有効にします。

詳しくは詳しくは

IPMIまたはDCMI over LANでのiLOの使用のガイドライン
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iLOiLOアクセス設定アクセス設定

アクセス設定のデフォルト値は、ほとんどの環境に適しています。アクセス設定ページで変更できる値を使用すると、
特殊環境向けのiLO外部アクセス方法をカスタマイズできます。

アクセス設定ページに入力された値は、すべてのiLOユーザーに適用されます。
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iLOiLOアクセス設定の構成アクセス設定の構成

この手順は、iLO機能を除くすべてのアクセス設定を対象とします。iLO機能を無効にするには、iLO機能の無効化を参照
してください。

前提条件前提条件

すべてのアクセス設定の変更に関する前提条件：

iLOの設定を構成する権限

アップデートサービス設定の変更に関する追加の前提条件：

リカバリセット権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポート

されている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照

してください。

ダウンロード可能な仮想シリアルポートログまたは仮想シリアルポートログover CLI設定を変更するための追加の前

提条件は、以下の通りです。

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポート

されている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照

してください。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックします。

アクセス設定ページが表示されます。

2. アップデートしたいアクセス設定カテゴリの隣にある をクリックします。

以下から選択します。

サーバー

アカウントサービス

iLO

アップデートサービス

ネットワーク

編集設定 タイプページが開きます。

3. 必要に応じて、設定をアップデートし、OKをクリックします。

変更した設定のタイプに応じて、以下が実行される場合があります。

iLOが、アップデートが完了したことを通知します。

iLOが、保留中の変更を有効にするにはリセットを必要であることを通知します。

設定によっては、リセットが完了する前に、設定の変更時に即座に影響することがあります。たとえば、リモー

トコンソールを介したアクセスを無効にした場合、OKをクリックするとリモートコンソールセッションを開始で

きません。構成の変更を完了するには、リセットが必要です。

リセットが必要なその他の設定では、リセットを行わずに手動で構成を元の状態に戻すことができます。これら

の設定の場合は、手動で変更を元に戻して、 をクリックして、リセットメッセージを無視します。たとえば、

仮想NIC機能を有効にした場合、保留中の変更にリセットが必要であることが、iLOから通知されます。仮想NICオ

プションを無効にリセットして手動でこの変更を元に戻すと、保留中のリセットメッセージは残され、 をク

リックして、メッセージを無視できます。

画面またはダイアログボックスで をクリックすると、リセットメッセージは破棄されますが、iLO構成が前の

設定に戻されることはありません。変更を元に戻す場合は、手動で変更を元に戻す必要があります。

4. （オプション）2～3の手順を繰り返して、追加のアクセス設定をアップデートします。

5. リセットが必要な場合、アクセス設定のアップデートが完了したら、iLOをリセットをクリックします。
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iLOが要求を確認するように求めます。

6. はい、iLOをリセットしますをクリックします。

接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

詳しくは詳しくは

アクセス設定クイックリファレンス
iLOの機能によって使用されるポート
iLO 5の推奨されるセキュリティ設定
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アクセス設定クイックリファレンスアクセス設定クイックリファレンス

表5: デフォルトのアクセス設定表5: デフォルトのアクセス設定

オプションオプション デフォルト値デフォルト値 説明説明

サーバー名 なし ホストサーバー名を指定することができます。この値を手動で割り当てることがで
きますが、オペレーティングシステムをロードするとホストソフトウェアによって
上書きされることがあります。

サーバーの
FQDN/IPアドレス

なし サーバーのFQDNまたはIPアドレスを指定できます。この値を手動で割り当てること
ができますが、オペレーティングシステムをロードするとホストソフトウェアに
よって上書きされることがあります。

遅延前の認証の失
敗時

1回の失敗で
は遅延は発生
しない

iLOがログイン遅延を課すまでに許容されるログインの失敗数を設定できます。

認証の失敗時の遅
延時間

10秒 ログインに失敗した後のiLOログイン遅延の継続期間を構成できます。

認証失敗ログ 有効-3回目の
失敗時

認証失敗のログ記録条件を構成できます。すべてのログインタイプがサポートさ
れ、それぞれのログインタイプは個別に動作します。

最小パスワード長 8 ユーザーパスワードの設定または変更の際に許可される文字の最小数を指定しま
す。

パスワードの複雑
さ

無効 ユーザーアカウントおよびiLO連携グループを作成するときのパスワードの複雑さ
チェックの動作を制御します。

匿名データ 有効 以下を制御します。

基本システム情報の匿名要求への応答でiLOが提供するXMLオブジェクト。

/redfish/v1 に対するRedfishの匿名呼び出しへの応答で提供される情報。

IPMI/DCMI over
LAN

無効 業界標準のIPMIおよびDCMIコマンドをLAN経由で送信できます。

IPMI/DCMI over
LANポート

UDP 623 IPMI/DCMIポート番号を設定します。

リモートコンソー
ル

有効 iLOリモートコンソール経由のアクセスを有効または無効にすることができます。

リモートコンソー
ルポート

TCP 17990 リモートコンソールポートを設定します。

セキュアシェル
（SSH）

有効 SSH機能を有効または無効にすることができます。

セキュアシェル
（SSH）ポート

TCP 22 SSHポートを設定します。

SNMP 有効 iLOが外部のSNMP要求に応答するかどうかを指定します。

SNMPポート UDP 161 SNMPポートを設定します。

SNMPトラップポー
ト

UDP 162 SNMPトラップポートを設定します。

仮想メディア 有効 iLO仮想メディア機能を有効または無効にすることができます。

仮想メディアポー
ト

TCP 17988 iLOが着信ローカル仮想メディア接続をリスンするために使用するポート。

仮想シリアルポー
トログ

無効 仮想シリアルポートの記録を有効または無効にします。

Webサーバー 有効 iLO Webサーバー経由のアクセスを有効または無効にすることができます。
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Webサーバー非SSL
ポート

TCP 80 HTTPポートを設定します。

WebサーバーSSL
ポート

TCP 443 HTTPSポートを設定します。

ダウンロード可能ダウンロード可能
な仮想シリアルな仮想シリアル
ポートログポートログ

無効 iLO Webインターフェイスを介してダウンロードできるファイルに仮想シリアルポー
トのログを収集する機能を有効または無効にします。

この設定を有効にすると、仮想シリアルポートのアクティビティが、アクセス設
定ページからダウンロードできるファイルに記録されます。

アイドル接続タイ
ムアウト（分）

30分 iLOセッションで、ユーザーの操作がないまま経過し、自動的に終了するまでの時間
を指定します。

iLO機能 有効 iLO機能が利用可能かどうかを制御します。

iLO RIBCLイン
ターフェイス

有効 iLOとの通信にRIBCLコマンドを使用できるかどうかを指定します。

iLO ROMベース
セットアップユー
ティリティ

有効 UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションを有効または無効にします。

iLO Webインター
フェイス

有効 iLOと通信するためにiLO Webインターフェイスを使用できるかどうかを指定しま
す。

リモートコンソー
ルサムネイル

有効 iLOでリモートコンソールのサムネイルイメージの表示を有効または無効にします。

ホスト認証が必要 有効 管理プロセッサーにアクセスするホストベースの構成ユーティリティを使用するた
めに、iLOユーザー認証情報が必要かどうかを決定します。これらのユーティリティ
は、管理者またはrootのホストコンテキストで、ホストOSのコマンドラインから実
行します。

iLO RBSUへのログ
イン要求

無効 UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションにユーザーがアクセスしたとき
に、ユーザー認証情報が必要かどうかを決定します。

シリアルコマンド
ラインインター
フェイス速度

9600 CLI機能のシリアルポートの速度を変更できます。

シリアルコマンド
ラインインター
フェイスステータ
ス

有効-認証が
必要

シリアルポート経由でのCLI機能のログインモデルを変更できます。

POST中にiLO IPを
表示

有効 ホストサーバーのPOST中にiLOのネットワークIPアドレスを表示できます。

外部モニターに
サーバーヘルスを
表示

有効 外部モニターでサーバーヘルスサマリー画面の表示を有効にします。

VGAポート検出
オーバーライド

有効 システムのビデオポートに接続されているデバイスの検出方法を制御します。動的
検出によってシステムが異常なポート電圧から保護されます。

仮想NIC 無効 USBサブシステム経由で仮想NICを使用してホストオペレーティングシステムか
らiLOにアクセスできるかどうかを決定します。

ダウングレードポ
リシー

ダウングレー
ドの許可

iLOからアップデートできるファームウェアタイプをダウングレードする要求
をiLOがどのようにして処理するかを指定します。

サードパーティー
のファームウェア
アップデートパッ
ケージの受け入れ

無効 iLOで、デジタル署名されていないサードパーティのファームウェアアップデート
パッケージを受け入れるかどうかを指定します。Platform Level Data
Model（PLDM）ファームウェアパッケージがサポートされています。

オプションオプション デフォルト値デフォルト値 説明説明

詳しくは詳しくは
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iLOアクセス設定
iLO 5の推奨されるセキュリティ設定
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iLOiLO機能の無効化機能の無効化

iLO機能設定は、iLO機能が使用可能かどうかを制御します。

この設定が有効（デフォルト）になっている場合、iLOネットワークを使用でき、オペレーティングシステムドライ

バーとの通信がアクティブです。

この設定が無効になっている場合、iLOネットワークと、オペレーティングシステムドライバーとの通信が切断され

ます。

iLO機能は、ProLiantサーバーブレードまたはSynergyコンピュートモジュールでは無効にできません。

この手順を使用して、iLO機能の設定を変更します。他のiLOアクセス設定をアップデートするには、iLOアクセス設定の
構成を参照してください。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックします。

アクセス設定ページが表示されます。

2. （iLOセクションの横）をクリックします。

iLO設定の編集ページが表示されます。

3. アドバンスト設定を表示をクリックします。

4. iLO機能セクションで無効をクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

5. iLOの機能の無効の確認チェックボックスを選択します。

6. はい、iLOの機能を無効にしますをクリックします。

注意:注意:

このボタンをクリックした場合、iLOにはどのインターフェイスからもアクセスできなくなりま

す。iLOの機能をリストアするには、UEFIシステムユーティリティを使用できます。

iLOはセッションを終了します。iLO機能設定を再度有効にするまで、どのiLOインターフェイスからも接続できませ

ん。

7. （オプション）iLO機能を再度有効にするには、UEFIシステムユーティリティまたはシステムメンテナンススイッチ

を使用します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、UEFIシステムユーティリティを使用してこの作業を実行することをお勧めしま

す。
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iLOiLO機能を有効にする方法機能を有効にする方法

iLO機能が無効になっている場合、iLO Webインターフェイスから機能を再度有効にすることはできません。UEFIシステ
ムユーティリティまたはシステムメンテナンススイッチを使用して、iLO機能を再度有効にすることができます。

UEFIシステムユーティリティUEFIシステムユーティリティ

Hewlett Packard Enterpriseでは、UEFIシステムユーティリティを使用してiLO機能を再度有効にすることをお勧めしま
す。

詳しくは、UEFIシステムユーティリティドキュメントを参照してください。

システムメンテナンススイッチシステムメンテナンススイッチ

iLO機能をリストアする別の方法は、システムメンテナンススイッチを使用してiLOセキュリティを無効にするというも
のです。

iLOセキュリティを無効にすると、iLOのネットワーク構成が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。工場出
荷時のデフォルトネットワークインターフェイスがネットワークに接続されている場合、iLOはネットワーク上で利用可
能です。この変更はiLOセキュリティをリストアした後も持続します。

注意:注意:

セキュリティを無効にし、iLOが本番環境のセキュリティ状態を使用している場合、どのユーザーもiLOに
アクセスして構成を変更することができます。システムメンテナンススイッチを使用してセキュリティを
無効にする場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、この構成でiLOを使用する時間をできるだけ短くす
ることを強くお勧めします。
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サーバーアクセス設定オプションサーバーアクセス設定オプション

アクセス設定ページのサーバーセクションでは、以下の設定を構成できます。

サーバー名

ホストサーバー名を指定することができます。この値を手動で割り当てることができますが、オペレーティングシ
ステムをロードするとホストソフトウェアによって上書きされることがあります。

最大 49 バイトのサーバー名を入力できます。

サーバーのFQDN/IPアドレス

サーバーのFQDNまたはIPアドレスを指定できます。この値を手動で割り当てることができますが、オペレーティン
グシステムをロードするとホストソフトウェアによって上書きされることがあります。

最大 255 バイトの FQDN または IP アドレスを入力できます。
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アカウントサービスのアクセス設定オプションアカウントサービスのアクセス設定オプション

アクセス設定ページのアカウントサービスセクションでは、以下の設定を構成できます。

遅延前の認証の失敗時

iLOがログイン遅延を課すまでに許容されるログインの失敗数を設定できます。

有効な値は次のとおりです。

毎回の失敗時でも遅延なし - ログイン試行の最初の失敗後、ログイン遅延が発生します。

1回目の失敗時では遅延なし（デフォルト） - ログイン試行に2回失敗するまで、ログイン遅延は発生しませ

ん。

3回目の失敗時では遅延なし - ログイン試行に4回失敗するまで、ログイン遅延は発生しません。

5回目の失敗時では遅延なし - ログイン試行に6回失敗するまで、ログイン遅延は発生しません。

認証の失敗時の遅延時間

ログインに失敗した後のiLOログイン遅延の継続期間を構成できます。

有効な値は2、5、10、および30秒です。デフォルト値は10秒です。

認証失敗ログ

認証失敗のログ記録条件を構成できます。すべてのログインタイプがサポートされ、それぞれのログインタイプは
個別に動作します。

以下の設定が有効です。

有効-毎回失敗時 - ログインに失敗するたびに、失敗したログインログエントリーが記録されます。

有効-2回の失敗ごと - ログイン試行に2回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリーが記録されま

す。

有効-3回の失敗ごと（デフォルト） - ログイン試行に3回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリー

が記録されます。

有効-5回の失敗ごと - ログイン試行に5回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリーが記録されま

す。

無効 - ログインの失敗のログエントリーは記録されません。

最小パスワード長

ユーザーパスワードの設定または変更の際に許可される文字の最小数を指定します。

指定する文字数は、0～39文字の値でなければなりません。デフォルト値は8です。

パスワードの複雑さ設定を有効にした場合、iLOは、最小パスワード長を満たすパスワードを許可しないことがあ
ります。たとえば、最小パスワード長を1に設定した場合、1文字のパスワードはパスワードの複雑さ要件を満たさ
ないため無効になります。

パスワードの複雑さ

ユーザーアカウントおよびiLO連携グループを作成するときのパスワードの複雑さチェックの動作を制御します。

この設定を有効にすると、新しいまたはアップデートしたユーザーアカウントパスワードには、次の特性のうちの
3つが含まれる必要があります。

少なくとも1つの大文字ASCII文字

少なくとも1つの小文字ASCII文字

少なくとも1つのASCII数字

少なくとも1つの他の文字タイプ（記号、特殊文字、句読点など）

この設定を無効（デフォルト）にした場合、これらのパスワード特性は適用されません。
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iLOiLOアクセス設定オプションアクセス設定オプション

アクセス設定ページのiLOセクションでは、以下の設定を構成できます。

ダウンロード可能な仮想シリアルポートログ

iLO Webインターフェイスを介してダウンロードできるファイルに仮想シリアルポートのログを収集する機能を有
効または無効にします。

この設定を有効にすると、仮想シリアルポートのアクティビティが、アクセス設定ページからダウンロードできる
ファイルに記録されます。

この設定は、デフォルトでは無効になっています。

この機能にはライセンスが必要です。この機能をサポートするライセンスがインストールされていない場合、この
オプションは表示されません。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされている機能については、Webサ

イト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してください。

CLIで表示できるファイルに仮想シリアルポートを記録する方法については、ネットワークアクセス設定オプショ
ンを参照してください。

アイドル接続タイムアウト（分）

iLOセッションで、ユーザーの操作がないまま経過し、自動的に終了するまでの時間を指定します。

各接続は別個のセッションであるため、iLO Webインターフェイスおよび.NET IRCおよびJava IRCは、アイドル時
間を別々に追跡します。アイドル接続タイムアウトに達すると、アイドル状態のセッションのみが終了します。

iLO WebインターフェイスとHTML5コンソールは、1つのiLOセッションを共有します。アイドル接続タイムアウトに
達すると、共有セッションは終了します。

有効な値は次のとおりです。

15、30、60、120分間 — デフォルト値は30分です。

無限 - 非アクティブなユーザーはログアウトされません。

異なるサイトにアクセスしたりブラウザーウィンドウを閉じたりすることによってiLOからログアウトしなかった
場合も、アイドル接続になります。iLOファームウェアがサポートする接続数には制限があります。無限タイムア
ウトオプションを乱用すると、他のユーザーがiLOにアクセスできなくなる場合があります。アイドル接続は、期
限が切れると再利用されます。

この設定は、ローカル/ディレクトリのユーザーに適用されます。ディレクトリサーバータイムアウト設定
は、iLO設定を優先的に使用する場合があります。

設定を変更しても、現在のユーザーセッションでただちに有効にならない場合がありますが、すべての新しいセッ
ションでただちに強制設定されます。

iLO機能

この設定については、iLO機能の無効化を参照してください。

iLO RIBCLインターフェイス

iLOとの通信にRIBCLコマンドを使用できるかどうかを指定します。

この設定は、デフォルトで有効になっています。

この機能を無効にすると、HTTP/HTTPSを介したRIBCL、インバンド通信経由のRIBCL、およびOAポート経由のRIBCL
は機能しません。

HPE OneViewからInsight Remote Support Central Connectまたはリモートサポートにサーバーを登録する場合、
このオプションを有効にする必要があります。

無効の場合、RIBCLを使用しようとすると次のメッセージが表示されます。

この値を変更するときは、iLOをリセットする必要があります。

注記: 注記: Synergyコンピューティングモジュールのデフォルト設定を変更することはできません。デ

<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23"> 

<RESPONSE
STATUS="0x00FC" 
MESSAGE='RIBCL is disabled.' 
/> 
</RIBCL>
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フォルト設定を変更しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

RIBCLは、HPE OneViewとiLOとの間の適切な通信のために有効にする必要があります。

iLO ROMベースセットアップユーティリティ

UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションを有効または無効にします。

この設定が有効（デフォルト）になっている場合、UEFIシステムユーティリティへのアクセス時にiLO構成オプ

ションを使用できます。

この設定が無効になっている場合、UEFIシステムユーティリティへのアクセス時にiLO構成オプションを使用で

きません。

システムBIOSでオプションROMのプロンプトが無効になっている場合、この設定を有効にできません。

iLO Webインターフェイス

iLOと通信するためにiLO Webインターフェイスを使用できるかどうかを指定します。

この設定は、デフォルトで有効になっています。

この値を変更するときは、iLOをリセットする必要があります。リセットの完了後は、UEFIシステムユーティリ
ティまたはiLO RESTful APIを使用してこの設定を再度有効にするまで、Webブラウザー経由でiLOインターフェイ
スにアクセスすることはできません。

リモートコンソールサムネイル

iLOでリモートコンソールのサムネイルイメージの表示を有効または無効にします。

サムネイルを無効にしても、リモートコンソール機能は無効になりません。

この設定を無効にすると、Webインターフェイスがサムネイルの表示を中止するのに約30秒かかります。

この設定を有効にする場合は、ブラウザーウィンドウを更新してサムネイルを表示します。iLOからログアウトし
てからログインし直して、サムネイルを表示することもできます。

ホスト認証が必要

管理プロセッサーにアクセスするホストベースの構成ユーティリティを使用するために、iLOユーザー認証情報が
必要かどうかを決定します。これらのユーティリティは、管理者またはrootのホストコンテキストで、ホストOSの
コマンドラインから実行します。

この設定を有効にすると、すべてのコマンドで有効な資格情報が必要になります。

この設定を無効にした場合は、有効な認証情報は必要でなく、管理者権限でコマンドは実行します。

iLOが本番環境または高セキュリティより高いセキュリティ状態を使用するように構成されている場合、この設

定は無効にできません。

iLO RBSUへのログインが必要

UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションにユーザーがアクセスしたときに、ユーザー認証情報が必要か
どうかを決定します。

この設定が無効（デフォルト）になっている場合、UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションにユー

ザーがアクセスするときに、ログインは不要です。

この設定が無効になっている場合でも、iLOのセキュリティ状態が本番環境または高セキュリティよりも高い場

合、UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションにアクセスするには、ユーザー資格情報が必要です。

この設定が有効になっている場合、UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションにユーザーがアクセスす

るときに、ログインダイアログボックスが開きます。

シリアルコマンドラインインターフェイス速度

CLI機能のシリアルポートの速度を変更できます。

以下の速度（ビット/秒）が有効です。

9600（デフォルト）

Synergyコンピュートモジュールの場合のみ：SynergyコンソールおよびComposer CLIで、この値を9600に設定

する必要があります。

19200

38400 - UEFIシステムユーティリティのiLO構成オプションではこの値はサポートされていません。
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57600

115200

正常に動作させるには、シリアルポート構成をパリティなし、データビット8、ストップビット1（N/8/1）に設定
する必要があります。

この値は、UEFIシステムユーティリティで構成されたシリアルポート速度と一致するように設定します。

シリアルコマンドラインインターフェイスステータス

シリアルポート経由でのCLI機能のログインモデルを変更できます。

以下の設定が有効です。

有効-認証が必要（デフォルト） - ホストシリアルポートに接続された端末からSMASH CLPにアクセスできま

す。有効なiLOユーザー証明書が必要です。

有効-認証は不要 - ホストシリアルポートに接続された端末からSMASH CLPにアクセスできます。iLOユーザー

証明書は不要です。

無効 - ホストシリアルポートからSMASH CLPへのアクセスを無効にします。物理シリアルデバイスを使用する

予定の場合は、このオプションを使用してください。

POST中にiLO IPを表示

ホストサーバーのPOST中にiLOのネットワークIPアドレスを表示できます。

この設定が有効（デフォルト）になっている場合、POST実行中にiLOのIPアドレスが表示されます。

この設定が無効になっている場合、POST実行中にiLOのIPアドレスが表示されません。

外部モニターにサーバーヘルスを表示

外部モニターでサーバーヘルスサマリー画面の表示を有効にします。

この設定が有効になっている場合は、サーバーのUIDボタンを押して放して、外部モニターにサーバーヘルスサ

マリー画面を表示できます。

この設定が無効になっている場合は、サーバーのUIDボタンを押して放しても、サーバーヘルスサマリー画面は

開きません。

注意:注意:

この機能を使用するには、UIDボタンを押して放します。5秒以上押し続けると、適切なiLOの再起動
またはハードウェアiLOの再起動を開始します。ハードウェアiLOの再起動中にデータの損失やNVRAM
の破損が発生する可能性があります。

この機能は、Synergyコンピュートモジュールではサポートされません。

サーバーヘルスサマリー画面について詳しくは、HPE iLO 5トラブルシューティングガイドを参照してください。

VGAポート検出オーバーライド

システムのビデオポートに接続されているデバイスの検出方法を制御します。動的検出によってシステムが異常な
ポート電圧から保護されます。

この設定が有効になっている場合（デフォルト）、iLOファームウェアは、ビデオ出力の使用を開始する前に、

接続されているデバイスを検出します。

この設定が無効になっている場合、iLOハードウェアは、ビデオ出力の使用を開始する前に、接続されているデ

バイスを検出します。

この設定は、ディスプレイ、KVMコンセントレーター、またはアクティブなドングルへのビデオ出力がない場合の
トラブルシューティングで使用できます。

この設定は、Synergyコンピュートモジュールではサポートされません。

仮想NIC

USBサブシステム経由で仮想NICを使用してホストオペレーティングシステムからiLOにアクセスできるかどうかを
決定します。

この設定が有効になっている場合は、以下のことができます。

ホストOSで動作しているRESTfulインターフェイスツールまたは別のクライアントからiLO RESTful APIコマ

ンドを開始する。
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ホストOSで動作しているSSHクライアントでiLOに接続する。

ホストOSで動作しているサポート対象のブラウザーを使用してiLO Webインターフェイスにアクセスする。

概要ページで仮想NICのIPアドレスを表示する。

この設定が無効になっている場合、仮想NICを使用してiLOにアクセスすることはできません。

工場出荷時のデフォルトの仮想NIC設定は、iLOのほとんどのバージョンで無効になっています。iLO 5 v2.10で

は、この設定はデフォルトで有効になっています。iLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、仮想

NIC設定は、iLOのインストールされているバージョンのデフォルト設定に戻ります。ファームウェアのアップ

グレードまたはダウングレードでは、この設定は変更されません。
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サービスアクセス設定オプションのアップデートサービスアクセス設定オプションのアップデート

ダウングレードポリシー

iLOからアップデートできるファームウェアタイプをダウングレードする要求をiLOがどのようにして処理するかを
指定します。

この機能にはライセンスが必要です。この機能をサポートするライセンスがインストールされていない場合、この
オプションは表示されません。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされている機能については、Webサ

イト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してください。

以下の値から選択します。

ダウングレードの許可（デフォルト）-iLO設定の構成権限を持つすべてのユーザーがファームウェアをダウン

グレードできます。

ダウングレードにはリカバリセットの権限が必要です-iLO設定の構成権限とリカバリセット権限を持つユー

ザーのみがファームウェアをダウングレードできます。

ダウングレードを永遠に不許可-ユーザーはファームウェアをダウングレードできません。

注意:注意:

この設定を構成するとiLOに対して永続的な変更が行われます。永遠にダウングレードを禁止する

ようiLOを構成した後は、iLOのどのインターフェイスやユーティリティからもこの設定の構成を

変更することができなくなります。iLOを出荷時のデフォルト設定に設定しても、この値はリセッ

トされません。

サードパーティーのファームウェアアップデートパッケージの受け入れ

iLOで、デジタル署名されていないサードパーティのファームウェアアップデートパッケージを受け入れるかどう
かを指定します。Platform Level Data Model（PLDM）ファームウェアパッケージがサポートされています。

この設定は、デフォルトでは無効になっています。
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ネットワークアクセス設定オプションネットワークアクセス設定オプション

アクセス設定ページのネットワークセクションでは、iLOの機能を有効および無効にしたり、それらの機能で使用する
ポートを構成したりできます。

iLOが使用するTCP/IPポートは構成可能であり、ポート設定に関する任意のサイト要件およびセキュリティのイニシアチ
ブに適合できます。これらの設定は、ホストシステムには影響しません。iLOで有効なポートの値の範囲は1～65535で
す。使用されているポートの番号を入力すると、iLOにより別の値を入力するよう求められます。

通常、これらの設定を変更するには、標準の通信とSSL通信に使用されるWebブラウザーの設定を変更する必要がありま
す。

匿名データ

この設定は、以下を制御します。

基本システム情報の匿名要求への応答でiLOが提供するXMLオブジェクト。

/redfish/v1 に対するRedfishの匿名呼び出しへの応答で提供される情報。

この設定が有効になっている（デフォルト）場合は、次のようになります。

他のソフトウェアは、ネットワーク上のiLOシステムを検出および特定できます。iLOが提供するXML応答を表示

するには、XMLを表示をクリックします。

/redfish/v1 に対するRedfishの匿名呼び出しには、次のような情報が含まれます。

iLOのヘルスステータスが劣化の場合は、iLOのヘルスステータスと問題の説明がログインページに表示されま

す。iLOヘルスステータスは、iLO診断セルフテストを組み合わせた結果に基づいています。セキュリティ侵害

の可能性があるセルフテスト障害は、説明には表示されません。

このオプションが無効になっている場合は、次のようになります。

iLOは空のXMLオブジェクトを使用して要求に応答します。

iLOのバージョン情報はログインページに表示されません。

/redfish/v1 に対するRedfishの匿名呼び出しに次の情報は含まれませ

ん。 ManagerFirmwareVersion、 ManagerType 、および Status 。

本番環境または高セキュリティより高いセキュリティ状態を有効にすると、この設定は自動的に無効になります。

拡張されたダウンロードパフォーマンス

iLOのスクリプト化可能な仮想メディアとURLベースのファームウェアアップロードのダウンロードパフォーマンス
を向上させることができます。

このオプションを有効にすると、イメージをホストしているWebサーバーとiLOの通信が最適化されます。この設定
は、このオプションを変更した後、新しい仮想メディア接続とファームウェアアップデート操作が開始された場合
にのみ有効になります。

この設定は、デフォルトでは無効になっています。

Hewlett Packard Enterpriseでは、次のシナリオで拡張されたダウンロードパフォーマンスオプションを有効にす
ることをお勧めします。

iLOが低速なネットワークに接続されている。

iLOがリモートファイル共有でホストされているイメージにアクセスする。

iLOが負荷の大きいWebサーバーでホストされているイメージにアクセスする。

拡張されたダウンロードパフォーマンスを有効にするには、アクセス設定ページで （ネットワーク設定）をク
リックして、拡張されたダウンロードパフォーマンスを選択します。

IPMI/DCMI over LAN

業界標準のIPMIおよびDCMIコマンドをLAN経由で送信できます。

この設定は、デフォルトでは無効になっています。

この設定が無効になっていると、iLOはLAN経由でIPMI/DCMIを無効にします。この機能が無効にされても、サー
バー側のIPMI/DCMIアプリケーションは依然として機能します。

"ManagerFirmwareVersion": "1.40",
"ManagerType": "iLO 5",
"Status": {"Health": "OK"}
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この設定が有効になっている場合、iLOでは、クライアント側のアプリケーションを使用してLAN経由でIPMI/DCMI
コマンドを送信できます。

IPMI/DCMI over LANが無効にされている場合、ポートスキャナーを使用して、セキュリティの脆弱性をスキャンす
るセキュリティ監査で、設定されているIPMI/DCMI over LANポートが検出されません。

本番環境または高セキュリティより高いセキュリティ状態を有効にすると、この設定は自動的に無効になります。

IPMI/DCMI over LANポート

IPMI/DCMIポート番号を設定します。

デフォルト値はUDP 623です。

リモートコンソール

iLOリモートコンソール経由のアクセスを有効または無効にすることができます。

このオプションを無効にすると、グラフィカルリモートコンソールとテキストベースのリモートコンソールが無効
になります。ポートスキャナーを使用して、セキュリティの脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、設定され
ているリモートコンソールポートが検出されません。

リモートコンソールを無効にしても、リモートコンソールサムネイルは無効になりません。リモートコンソールサ
ムネイルを無効にするには、iLOのアクセス設定セクションでリモートコンソールサムネイルオプションを編集し
ます。

この設定は、デフォルトで有効になっています。

リモートコンソールポート

リモートコンソールポートを設定します。

デフォルト値はTCP 17990です。

セキュアシェル（SSH）

SSH機能を有効または無効にすることができます。

SSHは、iLOコマンドラインプロトコル（CLP）に暗号化されたアクセスを提供します。

この設定は、デフォルトで有効になっています。

セキュアシェル（SSH）ポート

SSHポートを設定します。

デフォルト値はTCP 22です。

SNMP

iLOが外部のSNMP要求に応答するかどうかを指定します。

SNMPアクセスを無効にすると、iLOはそのまま動作を続行し、iLO Webインターフェイスに表示される情報はアップ
デートされます。この状態では、警告は生成されず、SNMPアクセスは許可されません。

SNMPアクセスが無効になっている場合、SNMP設定ページのほとんどのボックスは使用できません。

本番環境または高セキュリティより高いセキュリティ状態を有効にすると、この設定は自動的に無効になります。

SNMPポート

SNMPポートを設定します。

SNMPアクセスのデフォルト値はUDP 161です。

SNMPポートの値をカスタマイズすると、標準以外のSNMPポートの使用をサポートしない一部のSNMPクライアント
が、iLOで正しく動作しない場合があります。

SNMPオプションが無効になっている場合、この値をアップデートすることはできません。

SNMPトラップポート

SNMPトラップポートを設定します。

SNMPアラート（またはトラップ）のデフォルト値はUDP 162です。

SNMPトラップポートをカスタマイズすると、標準以外のSNMPトラップポートの使用をサポートしない一部のSNMP監
視アプリケーションが、iLOで正しく動作しない場合があります。

HPE SIM 7.2以降でSNMP v3を使用するには、SNMPトラップポートの値を50005に変更します。

SNMPオプションが無効になっている場合、この値をアップデートすることはできません。

仮想メディア
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iLO仮想メディア機能を有効または無効にすることができます。

このオプションを無効にすると、仮想メディア機能が無効になります。ポートスキャナーを使用してセキュリティ
の脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、構成されている仮想メディアポートが検出されません。

仮想メディアポート

iLOが着信ローカル仮想メディア接続をリスンするために使用するポート。

デフォルト値はTCP 17988です。

仮想シリアルポートログover CLI

CLIを使用して表示できる仮想シリアルポートの記録を有効または無効にします。

この設定が有効になっている場合、仮想シリアルポートの動作がiLOメモリ内の150ページの循環バッファーに記録
されます。CLIコマンド vsp log を使用して、記録された情報を表示できます。仮想シリアルポートのバッファー
サイズは128 KBです。

この設定は、デフォルトでは無効になっています。

この機能にはライセンスが必要です。この機能をサポートするライセンスがインストールされていない場合、この
オプションは表示されません。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされている機能については、次の

Webサイトにあるライセンス文書を参照してください：https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs。

iLO Webインターフェイスを介してダウンロードできるファイルに仮想シリアルポートを記録する方法について
は、iLOアクセス設定オプションを参照してください。

Webサーバー

iLO Webサーバー経由のアクセスを有効または無効にすることができます。

注意:注意:

この値を無効に設定した場合、iLOは、構成済みのWebサーバー非SSLポート（HTTP）またはWebサー
バーSSLポート（HTTPS）での通信をリスンしません。

Webサーバーが無効になっている場合、次の機能は正常に動作しません。

iLOのWebインターフェイス

リモートコンソール

iLO RESTful API

iLO連携

RIBCL

このオプションを無効にすると、ポートスキャナーを使用してセキュリティ脆弱性をスキャンするセキュリティ監
査で、構成されているWebサーバー非SSLポート（HTTP）およびWebサーバーSSLポート（HTTPS）が検出されませ
ん。

Webサーバー非SSLポート（HTTP）

HTTPポートを設定します。

デフォルト値はTCP 80です。

WebサーバーSSLポート（HTTPS）

HTTPSポートを設定します。

デフォルト値はTCP 443です。

注記: 注記: Synergyコンピューティングモジュールのデフォルト設定を変更することはできません。デ
フォルト設定を変更しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

このオプションを無効にすると、iLOは構成済みのWebサーバーからの通信の検出に失敗し、RIBCLが
無効になります。

RIBCLは、HPE OneViewとiLOの間の適切な通信のために有効にする必要があります

Webプロキシ

Webプロキシサーバーを有効にするかどうかを指定します。

アクセス設定ページからWebプロキシを有効にするには、以下の手順を使用します。

ネットワークをクリックし、Webプロキシチェックボックスを選択します。
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Webプロキシサーバー名、Webプロキシポート番号、Webプロキシユーザー名、およびWebプロキシパスワードを

入力します。

Webプロキシサーバー - プロキシサーバーのホスト名またはIPアドレスを示します。

Webプロキシポート - Webプロキシポート番号を指定します。iLOで有効なポートの値の範囲は1～65535で

す。

Webプロキシユーザー名 - Webプロキシのユーザー名を示します。

Webプロキシパスワード - Webプロキシのパスワードを示します。

OKをクリックしてプロキシサーバーを有効にします。

Webプロキシ設定をデフォルト値にリセットするには、Webプロキシチェックボックスを選択解除にし、OKをクリッ
クします。

802.1Xサポート

iLOで802.1Xベースの認証をサポートするかどうかを指定します。この機能では、出荷時にプロビジョニングされ
たID（iLO IDevID）またはユーザー定義のサーバーID（iLO LDevID）を認証に使用することをサポートしていま
す。

この機能は、iLO 5 2.40以降を備えたGen10 Plusサーバーでサポートされます。Gen10サーバーではサポートされ
ていません。
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SSHクライアントによるiLOログインSSHクライアントによるiLOログイン

SSHクライアントでiLOにログインすると、表示されるログインプロンプトの回数は、認証失敗ログオプションの値（無
効の場合は3）に一致します。SSHクライアントはログインが失敗すると実装も遅延するため、SSHクライアント設定は、
プロンプトの回数に影響を与える場合があります。

たとえば、デフォルト値（有効-3回目の失敗時）でSSH認証失敗ログを生成するには、SSHクライアントが、3回に設定さ
れたパスワードプロンプトで構成されている場合、連続した3回のログイン失敗が次のように発生します。

1. SSHクライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。

パスワードプロンプトが3回表示されます。正しくないパスワードを3回入力すると、接続が終了し、最初のログイン

失敗が記録されます。SSHログイン失敗カウンターが1に設定されます。

2. SSHクライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。

パスワードプロンプトが3回表示されます。正しくないパスワードを3回入力すると、接続が終了し、2番目のログイ

ン失敗が記録されます。SSHログイン失敗カウンターが2に設定されます。

3. SSHクライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。

パスワードプロンプトが3回表示されます。正しくないパスワードを3回入力すると、接続が終了し、3番目のログイ

ン失敗が記録されます。SSHログイン失敗カウンターが3に設定されます。

iLOファームウェアは、失敗したSSHログインログエントリーを記録し、SSHログイン失敗カウンターを0に設定します。
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iLOiLOサービスポートサービスポート

サービスポートは、サポートされているサーバーおよびコンピュートモジュールでiLOiLOのラベルが付けられているUSB
ポートです。

お使いのサーバーまたはコンピュートモジュールがこの機能に対応しているか調べるには、次のWebサイト

（https://www.hpe.com/info/qshttps://www.hpe.com/info/qs）にあるサーバーの仕様ドキュメントを参照してください。

サーバーに物理的にアクセスできる場合、サービスポートを使用して次のことができます。

サポートされているUSBフラッシュドライブにActive Health Systemログをダウンロードします。

この機能を使用する場合、接続されているUSBフラッシュドライブにホストオペレーティングシステムはアクセスで

きません。

サポートされるUSBイーサーネットアダプターにクライアント（ノートパソコンなど）を接続して以下にアクセスし

ます。

iLOのWebインターフェイス

リモートコンソール

iLO RESTful API

CLI

RIBCLスクリプト

XL170rなど、サーバーによっては、アダプターを使用してUSBをiLOサービスポートからイーサーネットアダプターに

接続する必要があります。

Hewlett Packard Enterpriseは、HPE Micro USBを使用してUSBアダプターに接続することをお勧めします（部品番号

789904-B21）。

iLOサービスポートを使用すると、次のようになります。

操作がiLOイベントログに記録されます。

サービスポートのステータスを示すようにサーバーのUIDが点滅します。

RESTクライアントとiLO RESTful APIを使用してサービスポートのステータスを取得することもできます。

サービスポートを使用してサーバー内のデバイスまたはサーバー自体を起動することはできません。

サービスポートに接続してサーバーにアクセスすることはできません。

接続されているデバイスにサーバーからアクセスすることはできません。

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバーへのAnywhereアクセスHPE ProLiant Gen10サーバーへのAnywhereアクセスのビデオをご覧ください。

iLOiLOサービスポート経由でのActive Health Systemログのダウンロードサービスポート経由でのActive Health Systemログのダウンロード

前提条件前提条件

iLOサービスポートおよびUSBフラッシュドライブオプションがiLOサービスポートページで有効になっている。

手順手順

1. command.txt という名前のテキストファイルを作成し、Active Health Systemログをダウンロードするための必須

の内容を記述します。

2. サポートされているUSBフラッシュドライブのルートディレクトリにファイルを保存します。

3. USBフラッシュドライブをiLOサービスポート（サーバーの前面にある、iLOiLOのラベルが付けられているUSBポート）に

接続します。

ファイルシステムがマウントされ、 command.txt ファイルが読み込まれて実行されます。

iLOサービスポートのステータスがビジーに変わり、UIDが中速で4回点滅してから1秒オフを繰り返します。

コマンドが成功した場合は、iLOサービスポートのステータスが完了に変わり、UIDが高速で1回点滅してから3秒オフ

を繰り返します。
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コマンドが失敗した場合は、iLOサービスポートのステータスがエラーに変わり、UIDが高速で8回点滅してから1秒オ

フを繰り返します。

ファイルシステムがマウント解除されます。

4. USBフラッシュドライブを取り外します。

iLOサービスポートのステータスが準備完了に変わります。UIDは点滅を停止するか、リモートコンソールアクセスや

ファームウェアアップデートの進行中などの状態を示して点滅します。

5. （オプション）ファイルをHPE InfoSight for Serversにアップロードします。

HPE InfoSight for ServersでAnalyze Logsページにアクセスするには、Infrastructureを選択し、Compute見出しの

下のAnalyze Logsを選択します。

詳しくは、次のWebサイトにあるHPE InfoSight for Serversユーザーガイドを参照してくださ

い：https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docshttps://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs。

iLOiLOサービスポートを通じてサービスポートを通じてiLOiLOにクライアントを接続するにクライアントを接続する

前提条件前提条件

iLOサービスポートおよびUSBイーサーネットアダプターオプションがiLOサービスポートページで有効になってい

る。

クライアントNICがサービスポート機能をサポートするように構成されている。

サーバーに物理的にアクセスできる。

手順手順

1. サポートされているUSBイーサーネットアダプターを使用して、クライアントをサービスポート（サーバーの前面に

ある、iLOiLOのラベルが付けられているUSBポート）に接続します。

クライアントNICにリンクローカルアドレスが割り当てられます。このプロセスには、数秒かかることがあります。

2. IPv4アドレス

を使用して、iLOに接続します。

サービスポートを介してサーバーにクライアントを接続するときは、同じIPアドレスが使用されます。このアドレス

を変更することはできません。

サービスポートのステータスがビジーに変わり、UIDが中速で4回点滅してから1秒オフを繰り返します。

3. 作業を終了したら、クライアントをサービスポートから外します。

サービスポートのステータスが準備完了に変わります。UIDは点滅を停止するか、リモートコンソールアクセスや

ファームウェアアップデートの進行中などの状態を示して点滅します。

iLOiLOサービスポート設定の構成サービスポート設定の構成

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティクリックして、iLO サービスポートタブをクリックします。

2. 以下の設定を行います。

iLOサービスポート

USBフラッシュドライブ

認証が必要

USBイーサーネットアダプター

3. 適用をクリックします。

アップデートされた設定はすぐに有効になり、構成変更に関する情報がiLOイベントログに記録されます。

169.254.1.2
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iLOiLOサービスポートオプションサービスポートオプション

iLOサービスポート - iLOサービスポートを有効または無効にすることができます。デフォルト設定は有効です。こ

の機能を無効にすると、このページのマスストレージオプションセクションまたはネットワークオプションセクショ

ンの機能を構成することはできません。

使用中のiLOサービスポートを無効にしないでください。データがコピーされているときにこのポートを無効にする

と、データが破損する可能性があります。

USBフラッシュドライブ - USBフラッシュドライブをiLOサービスポートに接続してActive Health Systemログをダウ

ンロードできます。デフォルト設定は有効です。

iLOサービスポートを使用しているときにこの設定を無効にしないでください。データがコピーされているときにUSB

フラッシュドライブを無効にすると、データが破損する可能性があります。

この設定が無効のときにUSBフラッシュドライブをiLOサービスポートに挿入した場合、デバイスは無視されます。

認証が必要 - iLOサービスポートを使用してActive Health SystemログをダウンロードするときにiLOユーザー認証

情報を command.txt ファイルに入力する必要があります。デフォルト設定は、無効です。

iLOセキュリティを無効にするようシステムメンテナンススイッチが設定されている場合、ユーザー認証情報は不要

です。

USBイーサーネットアダプター - USBイーサーネットアダプターを使用してノートパソコンをiLOサービスポートに接

続し、統合リモートコンソールにアクセスできます。デフォルト設定は有効です。

この設定が無効な場合にノートパソコンを接続すると、デバイスは無視されます。

iLOiLOサービスポートを通じて接続するクライアントを設定するサービスポートを通じて接続するクライアントを設定する

手順手順

1. IPv4自動構成アドレスを自動的に取得するクライアントNICを構成します。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

2. 次のいずれかを実行します。

プロキシ例外を追加します。次のいずれかの形式を使用します。

Edge、Chrome、Internet Explorer： 169.254.*

Firefox： 169.254.0.0/16

クライアント上でWebプロキシ設定を無効にします。

プロキシ設定について詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

iLOiLOサービスポートのサポート対象デバイスサービスポートのサポート対象デバイス

大容量ストレージデバイス大容量ストレージデバイス

iLOサービスポートは、以下の特性を持つUSBキーをサポートします。

高速USB 2.0準拠。

FAT32フォーマット（512バイトブロックを推奨）。

1つのLUN。

最大サイズ127 GBの1つのパーティションと、Active Health Systemログをダウンロードするのに十分な空き領域。

有効なFAT32パーティションテーブル。

USBキーのマウントに失敗した場合、無効なパーティションテーブルがあることが考えられます。Microsoft

DiskPartなどのユーティリティを使用して、パーティションを削除して再作成してください。

読み取り保護されていない。

ブート可能ではない。

NANDが搭載されていないサーバーでは、大容量ストレージデバイスはサポートされません。
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USBイーサーネットアダプターUSBイーサーネットアダプター

iLOサービスポートは、ASIX Electronics Corporationの次のいずれかのチップを内蔵したUSBイーサーネットアダプ
ターをサポートします。

AX88772

AX88772A

AX88772B

AX88772C

Hewlett Packard Enterpriseは、HPE USBイーサーネットアダプター（部品番号Q7Y55A）を使用することをお勧めしま
す。

注記:注記:

XL170rなど、サーバーによっては、アダプターを使用してUSBをiLOサービスポートからEthernetアダプ
ターに接続する必要があります。それらのサーバーについては、Hewlett Packard Enterpriseは、HPE
Micro USBを使用してUSBアダプターに接続することをお勧めします（部品番号789904-B21）。

iLOiLOサービスポートを通じたActive Health Systemログダウンロードのサンプルテキストサービスポートを通じたActive Health Systemログダウンロードのサンプルテキスト
ファイルファイル

iLOサービスポートを使用してActive Health Systemログをダウンロードする場合は、 command.txt というテキスト
ファイルを作成し、サポートされているUSBデバイスにファイルを保存します。USBデバイスをサーバーに接続する
と、 command.txt ファイルが実行され、ログファイルがダウンロードされます。

command.txtファイルのファイルテンプレートcommand.txtファイルのファイルテンプレート

command.txt ファイルのテンプレートとして、次の例を使用します。

command.txtファイルのパラメーターcommand.txtファイルのパラメーター

以下の値をカスタマイズできます。

downloadAll  - ダウンロード範囲を制御します。日付の範囲のログをダウンロードするには、

を入力します。ログ全体をダウンロードするには、

を入力します。

from  - 日付範囲に対応するログをダウンロードする場合の開始日。

to  - 日付範囲に対応するログをダウンロードする場合の終了日。

case_no（オプション） - 開いているHPEサポートケースのケース番号。この値の最大長は14文字です。この値を

入力すると、それがダウンロードしたファイルに含まれます。

contact_name（オプション） - このサーバーの連絡担当者。この値を入力すると、それがダウンロードしたファ

イルに含まれます。この値の最大長は255文字です。

{ 
  "/ahsdata/" : {
    "POST" : {
      "downloadAll"  : "0",
      "from"         : "2016-08-25",
      "to"           : "2016-08-26",
      "case_no"      : "ABC0123XYZ",
      "contact_name" : "My Name",
      "company"      : "My Company, Inc.",
      "phone"        : "281-555-1234",
      "email"        : "my.name@mycompany.com",
      "UserName"     : "my_username",
      "Password"     : "my_password"
    }
  }
}

0

1
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company（オプション） - このサーバーを所有する会社。この値を入力すると、それがダウンロードしたファイル

に含まれます。この値の最大長は255文字です。

phone（オプション） - このサーバーの連絡担当者の電話番号。この値を入力すると、それがダウンロードした

ファイルに含まれます。この値の最大長は39文字です。

email（オプション） － このサーバーの連絡担当者のメールアドレス。この値を入力すると、それがダウンロー

ドしたファイルに含まれます。この値の最大長は255文字です。

UserName  - iLOが大容量ストレージデバイスでのiLOサービスポートのアクションに認証を要求するように構成さ

れている場合は、iLOアカウントのユーザー名を入力します。iLOセキュリティを無効にするようシステムメンテナン

ススイッチが設定されている場合、ユーザー名は不要です。

Password  - iLOが大容量ストレージデバイスでのiLOサービスポートのアクションに認証を要求するように構成さ

れている場合は、入力したユーザー名のパスワードを入力します。iLOセキュリティを無効にするようシステムメン

テナンススイッチが設定されている場合、パスワードは不要です。

command.txtファイルのファイル要件command.txtファイルのファイル要件

ファイルは、有効なJSON形式でなければなりません。

Hewlett Packard Enterpriseは、オンラインのJSONフォーマッターを使用して、ファイルの構文を確認することをお

すすめします。Webサイトhttp://www.freeformatter.com/json-formatter.htmlhttp://www.freeformatter.com/json-formatter.htmlで無料のユーティリティを入手でき

ます。

ファイル内にコメントを含めないでください。

ファイル内のテキストでは大文字と小文字が区別されます。

ファイルではプレーンテキストのみサポートされます。追加の書式設定プロパティを埋め込むアプリケーションを使

用してファイルを作成しないでください。
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iLOサービスポートサービスポート

サービスポートは、サポートされているサーバーおよびコンピュートモジュールでiLOのラベルが付けられているUSB
ポートです。

お使いのサーバーまたはコンピュートモジュールがこの機能に対応しているか調べるには、次のWebサイト
（https://www.hpe.com/info/qs）にあるサーバーの仕様ドキュメントを参照してください。

サーバーに物理的にアクセスできる場合、サービスポートを使用して次のことができます。

サポートされているUSBフラッシュドライブにActive Health Systemログをダウンロードします。

この機能を使用する場合、接続されているUSBフラッシュドライブにホストオペレーティングシステムはアクセスでき
ません。

サポートされるUSBイーサーネットアダプターにクライアント（ノートパソコンなど）を接続して以下にアクセスしま
す。

iLOのWebインターフェイス

リモートコンソール

iLO RESTful API

CLI

RIBCLスクリプト

XL170rなど、サーバーによっては、アダプターを使用してUSBをiLOサービスポートからイーサーネットアダプターに
接続する必要があります。

Hewlett Packard Enterpriseは、HPE Micro USBを使用してUSBアダプターに接続することをお勧めします（部品番号
789904-B21）。

iLOサービスポートを使用すると、次のようになります。

操作がiLOイベントログに記録されます。

サービスポートのステータスを示すようにサーバーのUIDが点滅します。

RESTクライアントとiLO RESTful APIを使用してサービスポートのステータスを取得することもできます。

サービスポートを使用してサーバー内のデバイスまたはサーバー自体を起動することはできません。

サービスポートに接続してサーバーにアクセスすることはできません。

接続されているデバイスにサーバーからアクセスすることはできません。

詳しくは、HPE ProLiant Gen10サーバーへのサーバーへのAnywhereアクセスアクセスのビデオをご覧ください。

iLOサービスポート経由でのサービスポート経由でのActive Health Systemログのダウンロードログのダウンロード
前提条件前提条件

iLOサービスポートおよびUSBフラッシュドライブオプションがiLOサービスポートページで有効になっている。

手順手順

1. command.txtという名前のテキストファイルを作成し、Active Health Systemログをダウンロードするための必須
の内容を記述します。

2. サポートされているUSBフラッシュドライブのルートディレクトリにファイルを保存します。

3. USBフラッシュドライブをiLOサービスポート（サーバーの前面にある、iLOのラベルが付けられているUSBポー
ト）に接続します。

ファイルシステムがマウントされ、command.txtファイルが読み込まれて実行されます。

iLOサービスポートのステータスがビジーに変わり、UIDが中速で4回点滅してから1秒オフを繰り返します。
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コマンドが成功した場合は、iLOサービスポートのステータスが完了に変わり、UIDが高速で1回点滅してから3秒オフ
を繰り返します。

コマンドが失敗した場合は、iLOサービスポートのステータスがエラーに変わり、UIDが高速で8回点滅してから1秒オ
フを繰り返します。

ファイルシステムがマウント解除されます。

4. USBフラッシュドライブを取り外します。

iLOサービスポートのステータスが準備完了に変わります。UIDは点滅を停止するか、リモートコンソールアクセスや
ファームウェアアップデートの進行中などの状態を示して点滅します。

5. （オプション）ファイルをHPE InfoSight for Serversにアップロードします。

HPE InfoSight for ServersでAnalyze Logsページにアクセスするには、Infrastructureを選択し、Compute見出しの
下のAnalyze Logsを選択します。

詳しくは、次のWebサイトにあるHPE InfoSight for Serversユーザーガイドを参照してくださ
い：https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs。

iLOサービスポートを通じてサービスポートを通じてiLOにクライアントを接続するにクライアントを接続する
前提条件前提条件

iLOサービスポートおよびUSBイーサーネットアダプターオプションがiLOサービスポートページで有効になっている。

クライアントNICがサービスポート機能をサポートするように構成されている。

サーバーに物理的にアクセスできる。

手順手順

1. サポートされているUSBイーサーネットアダプターを使用して、クライアントをサービスポート（サーバーの前面に
ある、iLOのラベルが付けられているUSBポート）に接続します。

クライアントNICにリンクローカルアドレスが割り当てられます。このプロセスには、数秒かかることがあります。

2. IPv4アドレス を使用して、iLOに接続します。

サービスポートを介してサーバーにクライアントを接続するときは、同じIPアドレスが使用されます。このアドレス
を変更することはできません。

サービスポートのステータスがビジーに変わり、UIDが中速で4回点滅してから1秒オフを繰り返します。

3. 作業を終了したら、クライアントをサービスポートから外します。

サービスポートのステータスが準備完了に変わります。UIDは点滅を停止するか、リモートコンソールアクセスや
ファームウェアアップデートの進行中などの状態を示して点滅します。

iLOサービスポート設定の構成サービスポート設定の構成
前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティクリックして、iLO サービスポートタブをクリックします。

2. 以下の設定を行います。

iLOサービスポート

USBフラッシュドライブ

認証が必要

USBイーサーネットアダプター

3. 適用をクリックします。

アップデートされた設定はすぐに有効になり、構成変更に関する情報がiLOイベントログに記録されます。

169.254.1.2
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iLOサービスポートオプションサービスポートオプション

iLOサービスポート - iLOサービスポートを有効または無効にすることができます。デフォルト設定は有効です。この機
能を無効にすると、このページのマスストレージオプションセクションまたはネットワークオプションセクションの機
能を構成することはできません。

使用中のiLOサービスポートを無効にしないでください。データがコピーされているときにこのポートを無効にすると、
データが破損する可能性があります。

USBフラッシュドライブ - USBフラッシュドライブをiLOサービスポートに接続してActive Health Systemログをダウン
ロードできます。デフォルト設定は有効です。

iLOサービスポートを使用しているときにこの設定を無効にしないでください。データがコピーされているときにUSBフ
ラッシュドライブを無効にすると、データが破損する可能性があります。

この設定が無効のときにUSBフラッシュドライブをiLOサービスポートに挿入した場合、デバイスは無視されます。

認証が必要 - iLOサービスポートを使用してActive Health SystemログをダウンロードするときにiLOユーザー認証情報
を command.txtファイルに入力する必要があります。デフォルト設定は、無効です。

iLOセキュリティを無効にするようシステムメンテナンススイッチが設定されている場合、ユーザー認証情報は不要で
す。

USBイーサーネットアダプター - USBイーサーネットアダプターを使用してノートパソコンをiLOサービスポートに接続
し、統合リモートコンソールにアクセスできます。デフォルト設定は有効です。

この設定が無効な場合にノートパソコンを接続すると、デバイスは無視されます。

iLOサービスポートを通じて接続するクライアントを設定するサービスポートを通じて接続するクライアントを設定する
手順手順

1. IPv4自動構成アドレスを自動的に取得するクライアントNICを構成します。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

2. 次のいずれかを実行します。

プロキシ例外を追加します。次のいずれかの形式を使用します。

Edge、Chrome、Internet Explorer： 169.254.*

Firefox： 169.254.0.0/16

クライアント上でWebプロキシ設定を無効にします。

プロキシ設定について詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

iLOサービスポートのサポート対象デバイスサービスポートのサポート対象デバイス
大容量ストレージデバイス大容量ストレージデバイス
iLOサービスポートは、以下の特性を持つUSBキーをサポートします。

高速USB 2.0準拠。

FAT32フォーマット（512バイトブロックを推奨）。

1つのLUN。

最大サイズ127 GBの1つのパーティションと、Active Health Systemログをダウンロードするのに十分な空き領域。

有効なFAT32パーティションテーブル。

USBキーのマウントに失敗した場合、無効なパーティションテーブルがあることが考えられます。Microsoft DiskPartな
どのユーティリティを使用して、パーティションを削除して再作成してください。

読み取り保護されていない。

ブート可能ではない。

NANDが搭載されていないサーバーでは、大容量ストレージデバイスはサポートされません。
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USBイーサーネットアダプターイーサーネットアダプター
iLOサービスポートは、ASIX Electronics Corporationの次のいずれかのチップを内蔵したUSBイーサーネットアダプター
をサポートします。

AX88772

AX88772A

AX88772B

AX88772C

Hewlett Packard Enterpriseは、HPE USBイーサーネットアダプター（部品番号Q7Y55A）を使用することをお勧めしま
す。

注記注記:
XL170rなど、サーバーによっては、アダプターを使用してUSBをiLOサービスポートからEthernetアダプ
ターに接続する必要があります。それらのサーバーについては、Hewlett Packard Enterpriseは、HPE
Micro USBを使用してUSBアダプターに接続することをお勧めします（部品番号789904-B21）。

iLOサービスポートを通じたサービスポートを通じたActive Health Systemログダウンロードのサンプルテキストログダウンロードのサンプルテキスト
ファイルファイル
iLOサービスポートを使用してActive Health Systemログをダウンロードする場合は、command.txtというテキスト
ファイルを作成し、サポートされているUSBデバイスにファイルを保存します。USBデバイスをサーバーに接続する
と、 command.txtファイルが実行され、ログファイルがダウンロードされます。

command.txtファイルのファイルテンプレートファイルのファイルテンプレート
command.txtファイルのテンプレートとして、次の例を使用します。

command.txtファイルのパラメーターファイルのパラメーター
以下の値をカスタマイズできます。

downloadAll  - ダウンロード範囲を制御します。日付の範囲のログをダウンロードするには、 を入力します。ログ
全体をダウンロードするには、 を入力します。

from  - 日付範囲に対応するログをダウンロードする場合の開始日。

to  - 日付範囲に対応するログをダウンロードする場合の終了日。

case_no（オプション） - 開いているHPEサポートケースのケース番号。この値の最大長は14文字です。この値を入
力すると、それがダウンロードしたファイルに含まれます。

contact_name（オプション） - このサーバーの連絡担当者。この値を入力すると、それがダウンロードしたファイル
に含まれます。この値の最大長は255文字です。

company（オプション） - このサーバーを所有する会社。この値を入力すると、それがダウンロードしたファイルに含
まれます。この値の最大長は255文字です。

{ 
  "/ahsdata/" : {
    "POST" : {
      "downloadAll"  : "0",
      "from"         : "2016-08-25",
      "to"           : "2016-08-26",
      "case_no"      : "ABC0123XYZ",
      "contact_name" : "My Name",
      "company"      : "My Company, Inc.",
      "phone"        : "281-555-1234",
      "email"        : "my.name@mycompany.com",
      "UserName"     : "my_username",
      "Password"     : "my_password"
    }
  }
}

0
1
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phone（オプション） - このサーバーの連絡担当者の電話番号。この値を入力すると、それがダウンロードしたファイ
ルに含まれます。この値の最大長は39文字です。

email（オプション） － このサーバーの連絡担当者のメールアドレス。この値を入力すると、それがダウンロードし
たファイルに含まれます。この値の最大長は255文字です。

UserName  - iLOが大容量ストレージデバイスでのiLOサービスポートのアクションに認証を要求するように構成されて
いる場合は、iLOアカウントのユーザー名を入力します。iLOセキュリティを無効にするようシステムメンテナンスス
イッチが設定されている場合、ユーザー名は不要です。

Password  - iLOが大容量ストレージデバイスでのiLOサービスポートのアクションに認証を要求するように構成されて
いる場合は、入力したユーザー名のパスワードを入力します。iLOセキュリティを無効にするようシステムメンテナンス
スイッチが設定されている場合、パスワードは不要です。

command.txtファイルのファイル要件ファイルのファイル要件

ファイルは、有効なJSON形式でなければなりません。

Hewlett Packard Enterpriseは、オンラインのJSONフォーマッターを使用して、ファイルの構文を確認することをおす
すめします。Webサイトhttp://www.freeformatter.com/json-formatter.htmlで無料のユーティリティを入手できます。

ファイル内にコメントを含めないでください。

ファイル内のテキストでは大文字と小文字が区別されます。

ファイルではプレーンテキストのみサポートされます。追加の書式設定プロパティを埋め込むアプリケーションを使用
してファイルを作成しないでください。
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SSHキーの管理SSHキーの管理
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Webインターフェイスを使用した新しいSSHキーの認証Webインターフェイスを使用した新しいSSHキーの認証

前提条件前提条件

ユーザーアカウント管理権限

手順手順

1. ssh-keygen、 puttygen.exe、または別のSSHキーユーティティを使用して、2,048ビットのDSAキーまたはRSA

キーを生成します。

iLOがCNSAセキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384曲線を使用するECDSA 384ビットキー

が必要です。

2. key.pubという名前で公開キーを保存します。

3. key.pubファイルの内容をコピーします。

4. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキータブをクリックします。

5. SSHキーを追加するユーザーアカウントの左にあるチェックボックスを選択します。

各ユーザーアカウントに割り当てられるキーは1つだけです。

6. 新しいキーの認証をクリックします。

7. 公開キーボックスに公開キーを貼り付けます。

8. 公開キーのインポートをクリックします。

認証済みSSHキーテーブルがアップデートされ、ユーザーアカウントに関連付けられたSSH公開キーのハッシュが表示

されます。
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CLIを使用した新しいSSHキーの認証CLIを使用した新しいSSHキーの認証

前提条件前提条件

ユーザーアカウント管理権限

手順手順

1. ssh-keygen、 puttygen.exe、または別のSSHキーユーティリティを使用して、2,048-bit DSAまたはRSA SSH

キーを生成します。

iLOがCNSAセキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384曲線を使用するECDSA 384ビットキー

が必要です。

2. key.pubファイルを生成します。

3. アクセス設定ページでセキュアシェル（SSH）アクセスが有効になっていることを確認します。

4. putty.exeを使用して、ポート22を使用したSSHセッションを開きます。

5. /Map1/Config1ディレクトリに変更します。

6. 次のコマンドを入力します。

このコマンドを使用するときは次の点に留意してください。

protocolの値は必須で、HTTPまたはHTTPSを指定します。

hostnameおよび filenameの値は必須です。

username:passwordおよび portの値は省略可能です。

CLIでは、入力した値の構文は大まかにしか検証されません。よく見て、URLが正しいことを確認してください。次の

例でコマンド構造を示します。

load sshkey type "oemhpe_loadSSHkey -source 
<protocol://username:password@hostname:port/filename>"

oemhpe_loadSSHkey -source http://192.168.1.1/images/path/sshkey.pub
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SSHホストキーの表示SSHホストキーの表示

iLOによって報告されるSSHホストキーを表示するには、以下の手順に従ってください。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキータブをクリックします。

SSHホストキーが表示されます。

2. （オプション）ホスト名/IPアドレスとSSHホストキーをSSHクライアント構成ファイルに追加します。

以下に例を示します。

LinuxのOpenSSHユーザー： .ssh/known_hosts ファイルをアップデートします。

WindowsのPuTTYユーザー：Windowsレジストリ

（ HKEY_CURRENT_USER\SoftWare\SimonTatham\PuTTY\SshHostKeys）をアップデートします。

3. （オプション）接続が安全であることを確認するには、SSHホストキーの値をSSHクライアントから報告された値と比

較します。

以下に例を示します。

4. キーが一致しない場合は、一致しない理由を確認してから続行してください。

考えられる理由のいくつかを以下に示します。

手順1で表示したiLOシステムが、SSHクライアントで接続したシステムと同じではない。

SSH接続はリダイレクトされている。ネットワークが接続をリダイレクトするよう構成されているか管理者に尋ね

てください。ネットワークが接続をリダイレクトするように構成されていない場合、ネットワークセキュリティ

が低下する可能性があります。

iLOが出荷時のデフォルト設定にリセットされたために、アクセスしようとしているシステムのiLO SSHホスト

キーが変更された。あなたは自分のSSHクライアント構成を変更していません。
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認証済みSSHキーの表示認証済みSSHキーの表示

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキータブをクリックします。

認証済みSSHキーテーブルには、各ユーザーアカウントに関連付けられたSSH公開キーのハッシュが表示されます。

2. （オプション）テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。

ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの横にある矢印アイコン

をクリックします。
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SSHキーSSHキー

SSHキーをiLOに追加すると、iLOファームウェアによってキーがローカルユーザーアカウントに関連付けられます。

サポートされているSSHキーフォーマットサポートされているSSHキーフォーマット

RFC 4716

OpenSSHキー形式

レガシーiLO形式

SSHキーの操作SSHキーの操作

iLO WebインターフェイスおよびCLIでは、サポートされているSSHキー形式がサポートされます。

RIBCLスクリプトでは、レガシーiLO形式のみがサポートされています。

対応するプライベートキーを使用して認証されるSSH接続は、キーの所有者として認証され、同じ権限を持ちます。

iLOファームウェアは、最大1,366バイトの長さのSSHキーをインポートすることができます。キーの長さが1,366バイ

トを超える場合、認証に失敗することがあります。認証に失敗する場合は、SSHクライアントソフトウェアを使用し

て、より短いキー生成してください。

iLOのWebインターフェイスを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーに関連付けられたユーザー

を選択します。

iLO RESTful APIを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーとともにユーザー名がPOST本文で提

供されます。

CLIを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーが、iLOにログインするために入力したユーザーに

結び付けられます。

HPQLOCFGおよびRIBCLスクリプトを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーデータにiLOユーザー

名を追加します。パブリックキーは、ユーザー名とともに格納されます。

ユーザーに対してSSHキーが認証された後にそのユーザーが削除されると、SSHキーが削除されます。
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サポートされているSSHキー形式の例サポートされているSSHキー形式の例

RFC 4716RFC 4716

OpenSSHキー形式OpenSSHキー形式

レガシーレガシーiLOiLO形式形式

iLOレガシー形式のキーは、RIBCLで必要なBEGINおよびENDヘッダーで囲まれたOpenSSHキーです。

この形式は、BEGIN SSH KEYのテキストとEND SSH KEYのテキストの間に1行で記す必要があります。
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CAC Smartcard認証CAC Smartcard認証

Common Access Card（CAC）とは、米国防総省（DoD）の多要素認証スマートカードです。Common Access Cardは、現役
軍人、予備員、軍属、DoD外政府職員、州兵、指定業者社員の標準IDとして発行されます。IDカードとして使用されるだ
けでなく、共通アクセスカードは官庁施設やコンピューターネットワークへアクセスする際に必要です。

各CACに埋め込まれているスマートカード証明書は、iLO Webインターフェイスでローカルユーザーアカウントと関連付
けられなければなりません。証明書マップページのコントロールを使用して、スマートカード証明書をアップロード
し、アカウントと関連付けます。

LDAPディレクトリサポートを備えたCAC認証ではディレクトリサービスに対して認証するサービスアカウントを使用し、
ユーザーアカウントは設定されたディレクトリサーバーと同じドメイン内に存在する必要があります。さらに、ユー
ザーアカウントは、設定されたグループまたは拡張スキーマロールの直接メンバーでなければなりません。クロスドメ
イン認証とネスト化グループはサポートされません。

Two-Factor認証Two-Factor認証

連邦政府認証を満たすために必要な要件の一部がTwo-Factor認証です。Two-Factor認証は、CACの二重認証です。たとえ
ばCACでは、実際にカードを所有していてそのカードに関連付けられたPIN番号を知っていなければならないことで、
Two-Factor認証が成立します。CAC認証に対応するためには、スマートカードがPINを必要とするように構成されていな
ければなりません。

CAC Smartcard認証設定の構成CAC Smartcard認証設定の構成

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

（オプション）LDAPサーバーCA証明書がディレクトリ統合のためにインストールされている。

（オプション）LDAPディレクトリ統合がディレクトリデフォルトスキーマモードで構成されている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC/Smartcardタブをクリックします。

2. 信頼済みCA証明書のインポート

この証明書は、iLOに提示される証明書の検証に使用します。証明書は構成されているiLOセキュリティ状態に準拠し

ていなければなりません。

3. 以下の認証オプションを設定します。

a. CAC Smartcard認証を有効にします。

b. （オプション）CAC厳密モードを有効にします。

4. （オプション）CAC厳密モードの有効時にセキュリティを強化するために、Hewlett Packard Enterpriseでは、次を

有効にすることをお勧めします。

ホスト認証が必要 - この設定はアクセス設定ページで構成できます。

FIPSセキュリティ状態 - この設定は暗号化ページで構成できます。

5. （オプション）ディレクトリ統合を使用している場合は、ディレクトリユーザー証明書名マッピングセクションでオ

プションを選択します。

この設定は、ユーザー証明書のどの部分がディレクトリユーザーアカウントの識別に使用されるかを特定します。

6. 認証オプションおよびディレクトリユーザー証明書名マッピング設定を保存するには、適用をクリックします。

CAC厳密モードを有効にした場合、iLOでは、iLOのリセットを必要とする要求の確認が求められます。

CAC厳密モードを有効にしていない場合、iLOでは、変更が保存されたことが通知されます。

7. 変更を確認してリセットを開始するようにiLOから求められたら、はい、適用およびリセットをクリックします。

8. （オプション）証明書失効リスト（CRL）をインポートします

9. （オプション）オンライン証明書ステータスプロトコル（OCSP）を使用してユーザー証明書を確認するには、OCSP設

定セクションにHTTPまたはHTTPS URLを入力して、適用をクリックします。
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10. スマートカード証明書をアップロードしてローカルiLOユーザーアカウントにマップします（iLOをローカルユーザー

認証で使用する場合のみ）。

CACスマートカード認証設定CACスマートカード認証設定

CACスマートカード認証

共通アクセススマートカードを使用した認証を有効または無効にします。

CAC厳密モード

iLOへの接続ごとにクライアント証明書を要求するCAC厳密モードを有効または無効にします。このモードが有効に
なっている場合、iLOはユーザー名やパスワードを受け付けず、キーベースの認証方法のみが許可されます。

注記:注記:

信頼済みの証明書がない場合、iLOにアクセスできません。iLO Webインターフェイスにアクセスしよ
うとすると、エラーが生成されます。

ディレクトリユーザー証明書名マッピング

ディレクトリユーザー名の場合を設定すると、ユーザー証明書の部分を選択して、ご自分のディレクトリのユー
ザー名として使用できます。

証明書SAN UPNを使用 - サブジェクト代替名（SAN）の、userPrincipalName（UPN）タイプの最初のフィールド

をユーザー名として使用します。これには、ユーザー名とドメイン名がメールアドレス形式で含まれていま

す。たとえば、 upn:testuser@domain.com の場合、 testuser@domain.comとなります。

証明書件名CNを使用 - サブジェクトのCNまたはCommonNameの部分だけをユーザー名として使用します。たとえ

ば、 cn = test user, ou = users, dc = domain, dc = com というDNでは、共通名は test
userです。

完全な証明書のSubject DNを使用 - ディレクトリサービスでユーザーを検索するとき、完全な識別名をユー

ザー名として使用します。たとえば、識別名は cn = test user, ou = users, dc = domain, dc =
comと表されます。

証明書SAN RFC822名を使用 - SANの、rfc822Nameタイプの最初のフィールドをユーザー名として使用します。

これにはメールアドレスが含まれています。たとえば、 rfc822Name:testuser@domain.comの場合、ユー

ザー名は testuser@domain.comとなります。

OCSP設定

この機能を使用すると、オンライン証明書ステータスプロトコル（OCSP）を使用してユーザー証明書をチェックで
きます。

HTTPおよびHTTPS URLが受け付けられます。

応答が不明または失効状態の場合、認証は失敗します。

CAC Smartcard認証用の信頼済みの証明書の管理CAC Smartcard認証用の信頼済みの証明書の管理

信頼済みCA証明書のインポート信頼済みCA証明書のインポート

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

信頼済みCA証明書を取得している。

証明書は、PEMでエンコードされたBase64フォーマットでなければなりません。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC/Smartcardタブをクリックします。

2. ダイレクトインポートセクションに信頼済みCA証明書を貼り付けます。

3. 適用をクリックします。
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操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセージが表示さ

れていないかどうかを確認します。

証明書失効リスト（CRL）をURLからインポート証明書失効リスト（CRL）をURLからインポート

取り消された発行済み証明書を無効にするには、CRLをインポートします。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC/Smartcardタブをクリックします。

2. 失効リストのインポートセクションにURLを入力するか貼り付けます。

CRLのサイズ制限は100 KBであり、CRLはDERフォーマットでなければなりません。

3. 適用をクリックします。

CRLの変更は、将来のCACログインセッションに適用されます。

既存のCACログインセッションにCRLの変更を強制的に適用するには、次のいずれかを実行します。

iLOをリセットします。

アクティブセッションリストで目的のCACセッションを特定し、それらの接続を解除します。

証明書失効リスト（CRL）セクションに、CRLの説明とシリアル番号が表示されます。
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CAC Smartcard認証認証
Common Access Card（CAC）とは、米国防総省（DoD）の多要素認証スマートカードです。Common Access Card
は、現役軍人、予備員、軍属、DoD外政府職員、州兵、指定業者社員の標準IDとして発行されます。IDカードとして使
用されるだけでなく、共通アクセスカードは官庁施設やコンピューターネットワークへアクセスする際に必要です。

各CACに埋め込まれているスマートカード証明書は、iLO Webインターフェイスでローカルユーザーアカウントと関連
付けられなければなりません。証明書マップページのコントロールを使用して、スマートカード証明書をアップロード
し、アカウントと関連付けます。

LDAPディレクトリサポートを備えたCAC認証ではディレクトリサービスに対して認証するサービスアカウントを使用
し、ユーザーアカウントは設定されたディレクトリサーバーと同じドメイン内に存在する必要があります。さらに、
ユーザーアカウントは、設定されたグループまたは拡張スキーマロールの直接メンバーでなければなりません。クロス
ドメイン認証とネスト化グループはサポートされません。

Two-Factor認証

連邦政府認証を満たすために必要な要件の一部がTwo-Factor認証です。Two-Factor認証は、CACの二重認証です。たと
えばCACでは、実際にカードを所有していてそのカードに関連付けられたPIN番号を知っていなければならないこと
で、Two-Factor認証が成立します。CAC認証に対応するためには、スマートカードがPINを必要とするように構成され
ていなければなりません。

CAC Smartcard認証設定の構成認証設定の構成
前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

（オプション）LDAPサーバーCA証明書がディレクトリ統合のためにインストールされている。

（オプション）LDAPディレクトリ統合がディレクトリデフォルトスキーマモードで構成されている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC/Smartcardタブをクリックします。

2. 信頼済みCA証明書のインポート

この証明書は、iLOに提示される証明書の検証に使用します。証明書は構成されているiLOセキュリティ状態に準拠し
ていなければなりません。

3. 以下の認証オプションを設定します。

a. CAC Smartcard認証を有効にします。

b. （オプション）CAC厳密モードを有効にします。

4. （オプション）CAC厳密モードの有効時にセキュリティを強化するために、Hewlett Packard Enterpriseでは、次を有
効にすることをお勧めします。

ホスト認証が必要 - この設定はアクセス設定ページで構成できます。

FIPSセキュリティ状態 - この設定は暗号化ページで構成できます。

5. （オプション）ディレクトリ統合を使用している場合は、ディレクトリユーザー証明書名マッピングセクションでオ
プションを選択します。

この設定は、ユーザー証明書のどの部分がディレクトリユーザーアカウントの識別に使用されるかを特定します。

6. 認証オプションおよびディレクトリユーザー証明書名マッピング設定を保存するには、適用をクリックします。

CAC厳密モードを有効にした場合、iLOでは、iLOのリセットを必要とする要求の確認が求められます。

CAC厳密モードを有効にしていない場合、iLOでは、変更が保存されたことが通知されます。

7. 変更を確認してリセットを開始するようにiLOから求められたら、はい、適用およびリセットをクリックします。

8. （オプション）証明書失効リスト（CRL）をインポートします
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9. （オプション）オンライン証明書ステータスプロトコル（OCSP）を使用してユーザー証明書を確認するに
は、OCSP設定セクションにHTTPまたはHTTPS URLを入力して、適用をクリックします。

10. スマートカード証明書をアップロードしてローカルiLOユーザーアカウントにマップします（iLOをローカルユーザー
認証で使用する場合のみ）。

CACスマートカード認証設定スマートカード認証設定
CACスマートカード認証

共通アクセススマートカードを使用した認証を有効または無効にします。

CAC厳密モード

iLOへの接続ごとにクライアント証明書を要求するCAC厳密モードを有効または無効にします。このモードが有効
になっている場合、iLOはユーザー名やパスワードを受け付けず、キーベースの認証方法のみが許可されます。

注記注記:
信頼済みの証明書がない場合、iLOにアクセスできません。iLO Webインターフェイスにアクセスし
ようとすると、エラーが生成されます。

ディレクトリユーザー証明書名マッピング

ディレクトリユーザー名の場合を設定すると、ユーザー証明書の部分を選択して、ご自分のディレクトリのユー
ザー名として使用できます。

証明書SAN UPNを使用 - サブジェクト代替名（SAN）の、userPrincipalName（UPN）タイプの最初のフィールド
をユーザー名として使用します。これには、ユーザー名とドメイン名がメールアドレス形式で含まれています。た
とえば、 upn:testuser@domain.comの場合、 testuser@domain.comとなります。

証明書件名CNを使用 - サブジェクトのCNまたはCommonNameの部分だけをユーザー名として使用します。たと
えば、 cn = test user, ou = users, dc = domain, dc = com というDNでは、共通名はtest userで
す。

完全な証明書のSubject DNを使用 - ディレクトリサービスでユーザーを検索するとき、完全な識別名をユーザー
名として使用します。たとえば、識別名は cn = test user, ou = users, dc = domain, dc = com と表
されます。

証明書SAN RFC822名を使用 - SANの、rfc822Nameタイプの最初のフィールドをユーザー名として使用します。
これにはメールアドレスが含まれています。たとえば、 rfc822Name:testuser@domain.comの場合、ユー
ザー名は testuser@domain.comとなります。

OCSP設定

この機能を使用すると、オンライン証明書ステータスプロトコル（OCSP）を使用してユーザー証明書をチェック
できます。

HTTPおよびHTTPS URLが受け付けられます。

応答が不明または失効状態の場合、認証は失敗します。

CAC Smartcard認証用の信頼済みの証明書の管理認証用の信頼済みの証明書の管理

信頼済み信頼済みCA証明書のインポート証明書のインポート
前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

信頼済みCA証明書を取得している。

証明書は、PEMでエンコードされたBase64フォーマットでなければなりません。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC/Smartcardタブをクリックします。
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2. ダイレクトインポートセクションに信頼済みCA証明書を貼り付けます。

3. 適用をクリックします。

操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセージが表示さ
れていないかどうかを確認します。

証明書失効リスト（証明書失効リスト（CRL）を）をURLからインポートからインポート
取り消された発行済み証明書を無効にするには、CRLをインポートします。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC/Smartcardタブをクリックします。

2. 失効リストのインポートセクションにURLを入力するか貼り付けます。

CRLのサイズ制限は100 KBであり、CRLはDERフォーマットでなければなりません。

3. 適用をクリックします。

CRLの変更は、将来のCACログインセッションに適用されます。

既存のCACログインセッションにCRLの変更を強制的に適用するには、次のいずれかを実行します。

iLOをリセットします。

アクティブセッションリストで目的のCACセッションを特定し、それらの接続を解除します。

証明書失効リスト（CRL）セクションに、CRLの説明とシリアル番号が表示されます。
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証明書マッピング証明書マッピング

証明書マッピングページには、システムのローカルユーザーと、それぞれに関連付けられたSHA-256証明書指紋が表示さ
れます。このページのコントロールを使用して、証明書を追加または削除します。

スマートカードまたはCAC環境では、スマートカードへのアクセスを有効にするには、ローカルユーザーはスマートカー
ド証明書を保存してもらい、かつ自分のユーザーアカウントにマップしてもらう必要があります。

新しいローカルユーザー証明書の承認新しいローカルユーザー証明書の承認

前提条件前提条件

ユーザーアカウント管理権限

証明書が埋め込まれたスマートカードまたはその他の共通アクセスカード（CAC）を所持していること。

証明書は設定されているiLOセキュリティ状態に準拠していなければならない。

CAC Smartcard認証がCAC/Smartcardタブで有効である。

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックしてから、証明書マップタブをクリックします。

iLOで、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられているSHA 256証明書指紋のリストが表示されます。

2. ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックして、ユーザーアカウントを選択します

3. 新しい証明書の承認をクリックします。

証明書インポートデータ貼り付けボックスが表示されます。

4. 選択したユーザーアカウントの証明書をPEMにエンコードされたBase64形式でエクスポートします。

5. 証明書をテキストエディターで開きます。

6. 証明書をコピーして、証明書ボックスに貼り付けます。

7. 証明書のインポートをクリックします。

証明書マッピング 121

https://www.hpe.com/support/ilo-docs


SSL証明書の管理SSL証明書の管理

SSL（Secure Sockets Layer）プロトコルは、データがネットワークを移動しているときに、他人がデータを見たり、変
更したりできないようにデータを暗号化するための規格です。SSL証明書は、暗号化キー（サーバーの公開キー）とサー
バー名をデジタル的に結合した小さなコンピューターファイルです。対応するプライベートキーを所有するサーバーの
みが、ユーザーとサーバー間で認証済みの双方向通信を実現できます。

証明書は署名がないと有効になりません。認証機関（CA）によって署名され、そのCAが信頼される場合、CAによって署
名されるすべての証明書も信頼されます。自己署名証明書は、証明書の所有者がそれ自身のCAとして機能する証明書で
す。

iLOは、SSL接続で使用するために自己署名の電子証明書をデフォルトで作成します。この電子証明書により、構成手順
を追加することなく、iLOの動作を有効にすることができます。

重要:重要:

自己署名証明書を使用するよりも、信頼済みの証明書をインポートするほうが安全です。Hewlett
Packard Enterpriseでは、信頼済みの証明書をインポートしてiLOユーザーアカウント認証情報を保護す
ることをお勧めします。

iLOのバックアップおよびリストア機能を使用する場合、証明書が含まれます。

SSL証明書の管理 122



SSL証明書情報の表示SSL証明書情報の表示

手順手順

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。
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SSL証明書の詳細SSL証明書の詳細

発行先 - 証明書の発行先の名前。

iLO自己署名証明書を表示する際、この値は、Hewlett Packard Enterpriseヒューストンオフィスに関する情報を表

示します。

発行元 - 証明書を発行したCA。

iLO自己署名証明書を表示する際、この値は、Hewlett Packard Enterpriseヒューストンオフィスに関する情報を表

示します。

有効期間の開始 - 証明書の有効期限の開始日。

有効期間の終了 - 証明書の有効期限の終了日。

シリアル番号 - 証明書に割り当てられたシリアル番号。この値は、自己署名証明書の場合はiLOによって生成され、

信頼済みの証明書の場合はCAによって生成されます。
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自動証明書登録自動証明書登録

iLOは、Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用したSSL証明書の自動取得と更新をサポートするよう
になりました。現在、iLOは、Microsoftネットワークデバイス登録サービス（NDES）でこれらの機能をサポートしてい
ます。

iLOの証明書登録を有効にするには、最初に、証明書登録サーバーで次のサービスを構成する必要があります。

認証局（CA）を構成します。CAは、証明書サービスを実行し、証明書を発行するサーバーです。

NDESを構成します。NDESは証明書登録サーバーです。

注記:注記:

この機能は、iLOがCNSAセキュリティ状態にある場合はサポートされません。

デフォルトで、この機能は無効です。この機能の有効化について詳しくは、自動証明書登録の有効化セクションを参照
してください。
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信頼済みのSSL証明書信頼済みのSSL証明書

SSL証明書をカスタマイズするには、次のいずれかのオプションを選択します。

信頼済みのSSL証明書のインポート - 信頼済みのSSL証明書を手動でインポートするには、このオプションを使用し

ます。

SSL証明書を自動的に管理 - SSL証明書の自動生成または更新を管理するには、このオプションを使用します。

証明書のカスタマイズをクリックします。証明書のカスタマイズプロセスのための新しいページが開きます。
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証明書のカスタマイズ証明書のカスタマイズ

SSL証明書の手動での取得とインポート

自動証明書登録の有効化
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SSL証明書の取得とインポートSSL証明書の取得とインポート

iLOでは、iLOにインポートする信頼済みのSSL証明書を取得するために認証機関（CA）に送信できる証明書署名要求
（CSR）を作成できます。

iLOは、最大20 KBのサイズのSSL証明書チェーン（PEM形式）のインポートをサポートします。

SSL証明書は、対応するCSRを使用して生成されたキーがないと動作しません。iLOが工場出荷時のデフォルト設定にリ
セットされる場合、または前のCSRに対応する証明書がインポートされる前に別のCSRが生成される場合、証明書は動作
しません。その場合には、CAから新しい証明書を取得するために、新しいCSRを生成する必要があります。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. CAから信頼済みの証明書を取得します。

2. 信頼済みの証明書をiLOにインポートします。

CAからの信頼済みの証明書の取得CAからの信頼済みの証明書の取得

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

2. 証明書のカスタマイズをクリックします。

3. 次の値を入力します。

国（C）

州(ST)

都市または地域(L)

組織名(O)

組織ユニット(OU)

共通名(CN)

4. （オプション）iLO IPアドレスをCSRに含めるには、iLOのIPアドレスを含みますチェックボックスを選択します。

注記:注記:

多くの認証機関（CA）では、この入力を受け入れることができません。使用中のCAでこの入力を受け

入れることがわかっていない場合は、このオプションを選択しないでください。

このオプションが有効な場合、iLOのIPアドレスがCSRサブジェクト代替名（SAN）の拡張子に含まれます。

5. CSRの生成をクリックします。

CSRを生成中であり、その処理に最大で10分かかる可能性があることを伝えるメッセージが表示されます。

6. 数分（最大10分）後に、CSRの生成を再度クリックします。

CSRが表示されます。

7. CSRテキストを選択してコピーします。

8. ブラウザーウィンドウを開き、第三者認証機関に移動します。

9. 画面の指示に従って、CSRをCAに送信します。

証明書の目的を選択するように求められたら、必ずサーバー証明書のオプションを選択してください。

CSRをCAに送信するときに、ご使用の環境でサブジェクト代替名の指定が要求される可能性があります。必要に応

じて、iLO DNS名を入力します。
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CAは証明書を生成します。証明書署名ハッシュは、CAによって決定されます。

10. 証明書を取得したら、以下の事項を確認してください。

CNがiLO FQDNと一致している。この値は、概要ページにiLOホスト名として表示されます。

証明書がBase64でエンコードされたX.509証明書である。

証明書に開始行と終了行が含まれている。

CSR入力の詳細CSR入力の詳細

CSRを作成するときは、次の詳細情報を入力します。

国（C） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する国を識別する2文字の国番号。2文字の省略表

記を大文字で入力します。

州（ST） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する州または県。

都市または地域（L） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する市町村。

組織名（O） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織の名前。

組織ユニット（OU） - （省略可能）このiLOサブシステムを所有する会社または組織の中の単位。

共通名（CN） - このiLOサブシステムのFQDN。

FQDNは、共通名（CN）ボックスに自動的に入力されます。

iLOがCSRにFQDNを入力できるように、ネットワーク共通設定ページでドメイン名を設定します。

iLOのIPアドレスを含みます - CSRにiLO IPアドレスを含めるには、このチェックボックスを選択します。

注記:注記:

多くのCAでは、この入力を受け入れられません。使用中のCAでこの入力を受け入れることがわかって

いない場合は、このオプションを選択しないでください。

証明書署名要求証明書署名要求

CSRには、クライアントブラウザーとiLO間の通信を検証するパブリックキーとプライベートキーのペアが含まれていま
す。iLOは、SHA-256を使用して署名された2048ビットRSAキーまたはCNSA準拠キーを生成します。生成されたCSRは、新
しいCSRが生成されるか、iLOが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされるか、または証明書がインポートされるま
で、メモリに保持されます。

信頼済みの証明書のインポート信頼済みの証明書のインポート

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

2. 証明書のカスタマイズをクリックします。

3. 証明書のインポートをクリックします。

4. 証明書のインポートウィンドウで、テキストボックスに証明書を貼り付けて、インポートをクリックします。

iLOが要求を確認してiLOをリセットするように求めます。

5. はい、適用およびリセットをクリックします。

iLOは、証明書をインポートしてからリセットします。
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SSL証明書の取得とインポート証明書の取得とインポート

iLOでは、iLOにインポートする信頼済みのSSL証明書を取得するために認証機関（CA）に送信できる証明書署名要求
（CSR）を作成できます。

iLOは、最大20 KBのサイズのSSL証明書チェーン（PEM形式）のインポートをサポートします。

SSL証明書は、対応するCSRを使用して生成されたキーがないと動作しません。iLOが工場出荷時のデフォルト設定にリ
セットされる場合、または前のCSRに対応する証明書がインポートされる前に別のCSRが生成される場合、証明書は動
作しません。その場合には、CAから新しい証明書を取得するために、新しいCSRを生成する必要があります。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. CAから信頼済みの証明書を取得します。

2. 信頼済みの証明書をiLOにインポートします。

CAからの信頼済みの証明書の取得からの信頼済みの証明書の取得
前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

2. 証明書のカスタマイズをクリックします。

3. 次の値を入力します。

国（C）

州(ST)

都市または地域(L)

組織名(O)

組織ユニット(OU)

共通名(CN)

4. （オプション）iLO IPアドレスをCSRに含めるには、iLOのIPアドレスを含みますチェックボックスを選択します。

注記注記:
多くの認証機関（CA）では、この入力を受け入れることができません。使用中のCAでこの入力を受け
入れることがわかっていない場合は、このオプションを選択しないでください。

このオプションが有効な場合、iLOのIPアドレスがCSRサブジェクト代替名（SAN）の拡張子に含まれます。

5. CSRの生成をクリックします。

CSRを生成中であり、その処理に最大で10分かかる可能性があることを伝えるメッセージが表示されます。

6. 数分（最大10分）後に、CSRの生成を再度クリックします。

CSRが表示されます。

7. CSRテキストを選択してコピーします。

8. ブラウザーウィンドウを開き、第三者認証機関に移動します。

9. 画面の指示に従って、CSRをCAに送信します。

証明書の目的を選択するように求められたら、必ずサーバー証明書のオプションを選択してください。
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CSRをCAに送信するときに、ご使用の環境でサブジェクト代替名の指定が要求される可能性があります。必要に応
じて、iLO DNS名を入力します。

CAは証明書を生成します。証明書署名ハッシュは、CAによって決定されます。

10. 証明書を取得したら、以下の事項を確認してください。

CNがiLO FQDNと一致している。この値は、概要ページにiLOホスト名として表示されます。

証明書がBase64でエンコードされたX.509証明書である。

証明書に開始行と終了行が含まれている。

CSR入力の詳細入力の詳細
CSRを作成するときは、次の詳細情報を入力します。

国（C） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する国を識別する2文字の国番号。2文字の省略表記を
大文字で入力します。

州（ST） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する州または県。

都市または地域（L） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する市町村。

組織名（O） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織の名前。

組織ユニット（OU） - （省略可能）このiLOサブシステムを所有する会社または組織の中の単位。

共通名（CN） - このiLOサブシステムのFQDN。

FQDNは、共通名（CN）ボックスに自動的に入力されます。

iLOがCSRにFQDNを入力できるように、ネットワーク共通設定ページでドメイン名を設定します。

iLOのIPアドレスを含みます - CSRにiLO IPアドレスを含めるには、このチェックボックスを選択します。

注記注記:
多くのCAでは、この入力を受け入れられません。使用中のCAでこの入力を受け入れることがわかってい
ない場合は、このオプションを選択しないでください。

証明書署名要求証明書署名要求
CSRには、クライアントブラウザーとiLO間の通信を検証するパブリックキーとプライベートキーのペアが含まれていま
す。iLOは、SHA-256を使用して署名された2048ビットRSAキーまたはCNSA準拠キーを生成します。生成されたCSR
は、新しいCSRが生成されるか、iLOが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされるか、または証明書がインポート
されるまで、メモリに保持されます。

信頼済みの証明書のインポート信頼済みの証明書のインポート
前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

2. 証明書のカスタマイズをクリックします。

3. 証明書のインポートをクリックします。

4. 証明書のインポートウィンドウで、テキストボックスに証明書を貼り付けて、インポートをクリックします。

iLOが要求を確認してiLOをリセットするように求めます。

5. はい、適用およびリセットをクリックします。

iLOは、証明書をインポートしてからリセットします。
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自動証明書登録の有効化自動証明書登録の有効化

前提条件前提条件

証明書登録サーバーのURL

チャレンジパスワード

証明書登録サーバーのCA証明書。

CSRを構成する。

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

iLO設定の構成権限。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

iLO自己署名証明書はデフォルトの証明書です。

2. SSL証明書を自動的に管理を選択します。

3. 証明書のカスタマイズをクリックします。自動証明書登録ページが開きます。

4. 証明書の登録設定に次の値を入力します。

サーバーのURL - 証明書登録サーバーのURL。

チャレンジパスワード - 証明書登録サーバーから取得され、証明書の登録および更新中にiLOの認証に使用され

るチャレンジパスワード。

CA証明書 - 証明書登録サーバーのCA証明書。CA証明書は、iLOと証明書登録サーバー間の信頼を確立するために

使用されます。

注記:注記:

サーバーのURL、チャレンジパスワード、およびCA証明書は、証明書登録の必須フィールドで

す。

iLOは、最大6 KBのサイズのCA証明書（PEM形式）のインポートをサポートします。

iLOは、最大63文字のチャレンジパスワードをサポートします。

国（C） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する国/地域を識別する2文字の国/地域番号。2

文字の省略表記を大文字で入力します。

都道府県（ST） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する都道府県。

市町村（L） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織が存在する市町村。

組織名（O） - このiLOサブシステムを所有する会社または組織の名前。

組織ユニット（OU） - （省略可能）このiLOサブシステムを所有する会社または組織の中の単位。

共通名（CN） - このiLOサブシステムのFQDN。

FQDNは、共通名（CN）ボックスに自動的に入力されます。

iLOがCSRにFQDNを入力できるように、ネットワーク共通設定ページでドメイン名を設定します。

注記: 注記: CSRフィールドは、SSL証明書の手動インポートと自動インポートの両方に共通です。

5. （オプション）iLO IPアドレスをCSRに含めるには、iLOのIPアドレスを含みますチェックボックスを選択します。

注記:注記:

一部の認証局（CA）は、このCSRフィールドをサポートしていない場合があります。使用中のCAでこの

入力が受け入れられるかわからない場合は、このオプションを選択しないでください。
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このオプションが有効な場合、iLOのIPアドレスがCSRサブジェクト代替名（SAN）の拡張子に含まれます。

6. 有効をクリックして、登録プロセスを開始します。

証明書登録サービスが有効になるとすぐに、証明書の登録ステータスは 進行中になります。

数分（最大10分）後に、ページを更新すると、最新の証明書登録ステータスが取得されます。登録が成功すると、証

明書の登録ステータスは 成功になります。また、証明書登録サービスが正常に有効になったことを通知するメッ

セージが表示されます。登録が成功した後、 iLOを手動でリセットする必要があります。新しく信頼された証明書

は、 iLOがリセットされた後でのみ使用されるようになります。

登録が失敗すると、証明書の登録ステータスは 失敗になります。失敗の原因と推奨されるアクションについて詳し

くは、「セキュリティログ」ページを参照してください。

注記: 注記: 登録サービスが有効になっている場合、証明書の削除と手動インポートは許可されません。
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証明書の登録設定のアップデート証明書の登録設定のアップデート

前提条件前提条件

iLO設定の構成権限。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

信頼済みのSSL証明書が使用中であることを通知するメッセージが表示されます。

2. 信頼済みのSSL証明書の下には、デフォルトでSSL証明書を自動的に管理オプションが選択されています。

3. 証明書のカスタマイズをクリックします。自動証明書登録ページが開きます。

4. フィールドを編集して、アップデートをクリックします。

注記: 注記: 設定をアップデートしても、証明書の登録は開始されません。登録を開始するには、最初に

サービスを無効にしてから再度有効にします。
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自動的に管理されるSSL証明書の更新自動的に管理されるSSL証明書の更新

証明書登録サービスが有効になっていて、証明書の有効期限が近づいている場合（つまり、有効期限から30日）、iLOは
証明書の更新を自動的に開始します。iLOが証明書の更新を開始するとすぐに、証明書の登録ステータスは進行中になり
ます。

更新が成功すると、証明書の登録ステータスは成功になります。更新ステータスについては、「セキュリティログ」
ページを参照してください。更新が成功した後、iLOを手動でリセットする必要があります。新しく信頼された証明書
は、iLOがリセットされた後でのみ使用されるようになります。

更新が失敗すると、証明書の登録ステータスは失敗になります。失敗の原因と推奨されるアクションについて詳しく
は、「セキュリティログ」ページを参照してください。
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登録サービスの無効化登録サービスの無効化

登録サービスを無効にしても、サービスを使用して生成された証明書は削除されません。証明書を削除するには、SSL証
明書の削除を参照してください。

サービスが無効になっている場合、iLOは証明書の更新を自動的に開始しません。

前提条件前提条件

iLO設定の構成権限。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

信頼済みのSSL証明書が使用中であることを通知するメッセージが表示されます。

2. 信頼済みのSSL証明書の下には、デフォルトでSSL証明書を自動的に管理オプションが選択されています。

3. 証明書のカスタマイズをクリックします。自動証明書登録ページが開きます。

4. サービスの無効をクリックします。

5. はい、無効にしますをクリックして、無効にすることを確認します。証明書の登録ステータスも無効になります。

証明書登録の有効化については、 自動証明書登録の有効化セクションを参照してください。
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SSL証明書の削除SSL証明書の削除

この機能を使用して、SSL証明書を削除し、iLO自己署名証明書を再生成します。

注記: 注記: 証明書登録サービスが有効になっている場合、証明書の削除と手動インポートは許可されません。

次の理由から、証明書を削除する場合があります。

証明書の有効期限が切れた。

証明書に無効な情報が含まれている。

証明書に関してセキュリティ上の問題がある。

実績のあるサポート組織から証明書を削除するよう勧められた。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL証明書タブをクリックします。

2. 削除をクリックします。

iLOが既存の証明書を削除し、iLOをリセットしてから、新しい自己署名証明書を生成することを確認するように求め

ます。

3. はい、削除しますをクリックします。

iLOがカスタムSSL証明書を削除し、リセットしてから、新しい自己署名証明書を生成します。

iLOで新しい証明書を生成するには数分かかる場合があります。

4. 推奨：信頼済みの証明書を取得してインポートします。

Hewlett Packard Enterpriseでは、信頼済みの証明書をインポートすることをお勧めします。
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iLOでのKerberos認証iLOでのKerberos認証

Kerberosのサポートにより、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力する代わりに、ログインページのZeroサインイ
ンボタンをクリックして、iLOにログインすることができます。正常にログインするには、クライアントワークステー
ションがドメインにログインし、ユーザーが、iLOが設定されているディレクトリグループのメンバーでなければなりま
せん。ワークステーションがドメインにログインしていない場合でも、ユーザーは、Kerberos UPNとドメインパスワー
ドを使用してiLOにログインできます。

システム管理者はユーザーサインオンの前にiLOとドメイン間の信頼関係を確立するため、（Two-Factor認証を含む）任
意の形式の認証がサポートされます。Two-Factor認証をサポートするようにユーザーアカウントを設定する方法につい
ては、サーバーオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。
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Kerberos認証の構成Kerberos認証の構成

iLOでKerberos認証を構成するには、環境を準備してからiLO内でKerberos設定を構成する必要があります。

構成の手順については、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照してください。

手順手順

1. iLOのホスト名およびドメイン名を構成します。

2. iLOライセンスをインストールしてKerberos認証を有効にします。

3. ドメインコントローラーでKerberosサポートを準備します。

4. Kerberosキータブファイルを生成します。

5. ご使用の環境がKerberos認証の時刻要件を満たしていることを確認します。

6. iLOでKerberosパラメーターを構成します。

7. iLOディレクトリグループを構成します。

8. サポートされるブラウザーでシングルサインオンを設定します
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iLOiLOで使用するディレクトリ構成の選択で使用するディレクトリ構成の選択

ディレクトリに対してiLOを構成する前に、スキーマフリー構成オプションかHPE拡張スキーマ構成オプションかを選択
します。

以下の質問について検討します。

1. 使用するディレクトリにスキーマ拡張を適用できますか。使用するディレクトリにスキーマ拡張を適用できますか。

「はい」の場合「はい」の場合 - 質問2に進みます。

「いいえ」の場合「いいえ」の場合 - Active Directoryを使用しており、お客様の会社のポリシーにより拡張を適用できません。

「いいえ」の場合「いいえ」の場合 - OpenLDAPを使用しています。HPE拡張スキーマは、現時点ではOpenLDAPでサポートされてい

ません。

「いいえ」の場合「いいえ」の場合 - お使いの環境には、HPE拡張スキーマとのディレクトリ統合は適しません。

グループベースのスキーマフリーディレクトリ統合を使用します。試用版のサーバーをインストールして、HPE拡

張スキーマ構成とのディレクトリ統合の利点を検討してみるとよいでしょう。

2. スケーラブルな設定を使用していますか。スケーラブルな設定を使用していますか。

次の質問に回答すると、設定がスケーラブルかどうかがわかります。

ディレクトリユーザーのグループの権限を変更する可能性がありますか。

iLOの変更を定期的にスクリプト化するつもりですか。

iLO権限の制御に6つ以上のグループを使用しますか。

これらの質問に対する答えに応じて、次のオプションから選択します。

「いいえ」の場合「いいえ」の場合 - スキーマフリーディレクトリ統合のインスタンスをインストールして、この方式がお使いの

ポリシーおよび手順の要件に合っているかどうかを検討してみましょう。必要に応じて、後で、HPE拡張スキー

マ構成を展開できます。

「はい」の場合「はい」の場合 - HPE拡張スキーマ構成を使用します。

iLOで使用するディレクトリ構成の選択 141



ディレクトリ統合の利点ディレクトリ統合の利点

スケーラビリティスケーラビリティ - ディレクトリサービスを利用して、数千台のiLOプロセッサー上で数千のユーザーをサポートで

きます。

セキュリティセキュリティ - ディレクトリサービスから強力なユーザーパスワードポリシーが継承されます。ポリシーには、

ユーザーパスワードの複雑度、ローテーション頻度、有効期限などがあります。

ユーザーの責任ユーザーの責任 - 環境によっては、ユーザーがiLOアカウントを共有することがあり、その場合、操作を実行した

ユーザーの特定が困難になります。

ロールベースの管理ロールベースの管理（HPE拡張スキーマ） - ロール（たとえば、事務処理、ホストのリモート制御、完全な制御）を

作成して、ユーザーやユーザーグループに関連付けることができます。1つのロールで変更が行われると、その変更

は、そのロールに関連付けられたすべてのユーザーおよびiLOデバイスに適用されます。

集中管理集中管理（HPE拡張スキーマ） - MMCなどオペレーティングシステム固有の管理ツールを使用して、iLOユーザーを管

理できます。

緊急性緊急性 - ディレクトリでの1つの変更が、関連付けられたiLOプロセッサーにただちに公開されます。この機能によ

り、このプロセスをスクリプト化する必要がなくなります。

認証情報の簡素化認証情報の簡素化 - ディレクトリでは、iLO用の新しい認証情報を記録せずに、既存のユーザーアカウントとパス

ワードを使用できます。

柔軟性柔軟性（HPE拡張スキーマ） - 企業の環境に合わせて、1台のiLOプロセッサーについて1ユーザーを対象に1つのロー

ルを作成することも、複数のiLOプロセッサーについて複数のユーザーを対象に1つのロールを作成することも、ロー

ルを組み合わせて使用することもできます。HPE拡張スキーマ構成では、アクセスを特定の時間だけに制限したり、

特定のIPアドレス範囲に制限したりすることができます。

互換性互換性 - iLOディレクトリ統合は、Active DirectoryおよびOpenLDAPをサポートします。

規格規格 - iLOディレクトリサポートは、安全なディレクトリアクセスに関するLDAP 2.0規格に基づいています。iLOの

KerberosサポートはLDAP v3に基づいています。
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スキーマフリーディレクトリ認証スキーマフリーディレクトリ認証

スキーマフリーディレクトリ認証を使用すると、ユーザーおよびグループがディレクトリに存在し、グループ権限
がiLOの設定に存在します。iLOはディレクトリログイン証明書を使用してディレクトリ内のユーザーオブジェクトを読
み取り、ユーザーグループのメンバーシップを取得します。これらのグループは、iLOのグループ構成と比較されます。
ディレクトリユーザーアカウントが、構成されているiLOディレクトリグループのメンバーとして確認されると、iLOの
ログインに成功します。

スキーマフリーディレクトリ統合の利点

ディレクトリスキーマを拡張する必要がありません。

ディレクトリ内のユーザーについては、設定はほとんど必要ありません。設定が存在しない場合、ディレクト

リは既存のユーザーおよびグループメンバーシップを使用してiLOにアクセスします。たとえば、User1という

ドメイン管理者がいるとすると、このドメイン管理者のセキュリティグループのDNをiLOにコピーして、フル権

限を与えます。すると、User1はiLOにアクセスできるようになります。

スキーマフリーディレクトリ統合の欠点

グループ権限は、各iLOシステムで管理されます。この欠点は、グループ権限がほとんど変更されないため最小限
に抑えられ、グループのメンバーシップを変更するタスクは、各iLOシステムでなく、ディレクトリで管理されま
す。Hewlett Packard Enterpriseは、同時に複数のiLOシステムを構成できるツールを提供しています。

構成オプション構成オプション

スキーマフリーのセットアップオプションは、ディレクトリ用の設定にどの方法を用いても同じです。最も柔軟でない
ログイン、より柔軟なログイン、または非常に柔軟なログインのディレクトリ設定を構成できます。

最も柔軟でないログイン最も柔軟でないログイン - この構成を使用すると、完全DNとパスワードを入力してiLOにログインできます。iLOが

認識するグループのメンバーでなければなりません。

この構成を使用するには、次の設定を入力します。

ディレクトリサーバーのDNS名またはIPアドレスとLDAPポート。通常、SSL接続用のLDAPポートは、636です。

少なくとも1つのグループのDN。このグループは、セキュリティグループ（例：Active Directoryの場合

は CN=Administrators,CN=Builtin,DC=EXAMPLE,DC=COM、OpenLDAPの場合

は UID=username,ou=People,dc=hpe,dc=com）、または目的のiLOユーザーがグループメンバーであれば、

別のどのグループでもかまいません。

より柔軟なログインより柔軟なログイン - この構成を使用すると、ログイン名とパスワードを入力してiLOにログインできます。iLOが

認識するグループのメンバーでなければなりません。ログイン時に、ログイン名とユーザーコンテキストが結合され

て、ユーザーDNになります。

この構成を使用するには、最も柔軟でないログインの設定と少なくとも1つのディレクトリユーザーコンテキストを

入力します。

たとえば、ユーザーが JOHN.SMITHとしてログインし、ユーザーコンテキス

ト CN=USERS,DC=EXAMPLE,DC=COMが構成されている場合は、iLOで

CN=JOHN.SMITH,CN=USERS,DC=EXAMPLE,DC=COMというDNが使用されます。

非常に柔軟なログイン非常に柔軟なログイン - この構成を使用すると、完全なDNとパスワード、ディレクトリに表示される名前、NetBIOS

形式（domain/login_name）、または電子メール形式（login_name@domain）を使用してiLOにログインできます。

この構成を使用するには、IPアドレスの代わりにディレクトリのDNS名を入力して、iLOにディレクトリサーバーアド

レスを構成します。DNS名は、iLOおよびクライアントシステムの両方から、IPアドレスに解決できなければなりませ

ん。
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スキーマフリーディレクトリ統合を使用するための前提条件スキーマフリーディレクトリ統合を使用するための前提条件

手順手順

1. Active DirectoryおよびDNSをインストールします。

2. ルートCAをインストールして、SSLを有効にします。

iLOは、安全なSSL接続でのみ、ディレクトリと通信します。

Active Directoryでの証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoftのドキュメントを参照してください。

3. 少なくとも1人のユーザーのディレクトリDNとそのユーザーが含まれているセキュリティグループのDNが、使用可能

であることを確認します。

この情報は、ディレクトリのセットアップを検証するために使用されます。

4. ディレクトリサービス認証を有効にするiLOライセンスをインストールします。

5. iLOネットワーク設定のIPv4またはIPv6のページで、正しいDNSサーバーが指定されていることを確認します。
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ディレクトリ統合の構成（スキーマフリー構成）ディレクトリ統合の構成（スキーマフリー構成）

iLOでスキーマフリーディレクトリ統合を構成するには 、環境を準備してから、iLO内で設定を構成する必要がありま
す。

構成の手順については、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照してください。

手順手順

1. ご使用の環境がスキーマフリーのディレクトリ統合を使用するための前提条件を満たしていることを確認します。

2. iLOスキーマフリーディレクトリのパラメーターを構成します。

3. ディレクトリグループを構成します。
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HPE拡張スキーマディレクトリ認証HPE拡張スキーマディレクトリ認証

HPE拡張スキーマディレクトリ認証オプションを使用すると、以下のことを行うことができます。

統合されたスケーラブルな共有ユーザーデータベースからユーザーを認証します。

ディレクトリサービスを使用して、ユーザーの権限を制御（権限付与）します。

ディレクトリサービスでは、iLO管理プロセッサーおよびiLOユーザーのグループレベルの管理にロールを使用しま

す。

HPE拡張スキーマディレクトリ統合の利点HPE拡張スキーマディレクトリ統合の利点

グループが各iLO上ではなく、ディレクトリ内で維持管理されます。

柔軟なアクセス制御 - アクセスを特定の時間だけに制限したり、特定のIPアドレス範囲に制限したりすることがで

きます。
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ディレクトリサービスのサポートディレクトリサービスのサポート

iLOソフトウェアは、Microsoft Active Directoryユーザーとコンピュータースナップイン内で動作するように設計され
ており、ユーザーは、ディレクトリ経由でユーザーアカウントを管理できます。

iLOは、HPE拡張スキーマ構成でMicrosoft Active Directoryをサポートします。
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HPE拡張スキーマ構成でActive Directoryを設定するための前提条件HPE拡張スキーマ構成でActive Directoryを設定するための前提条件

手順手順

1. Active DirectoryおよびDNSをインストールします。

2. ルートCAをインストールして、SSLを有効にします。

iLOは、安全なSSL接続でのみ、ディレクトリと通信します。

Active Directoryでの証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoftのドキュメントを参照してください。

iLOには、ディレクトリサービスと通信するためにセキュリティ保護された接続が必要です。この接続には、

Microsoft CAをインストールする必要があります。詳しくは、Microsoft Knowledge BaseのArticle ID番号321051を

参照してください。サードパーティの証明機関がSSL経由でLDAPを有効にする方法

3. .NET Frameworkのバージョン3.5以降がインストールされていることを確認します。

iLO LDAPコンポーネントはこのソフトウェアを必要とします。

Windows Server Core環境ではLDAPコンポーネントを使用できません。

4. 次のMicrosoft Knowledge Baseの記事を参照してください。299687 MS01-036: LDAP over SSLの機能によりパスワー

ドの変更が可能になる
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ディレクトリ統合の構成（ディレクトリ統合の構成（HPEHPE拡張スキーマ拡張スキーマ構成）構成）

iLOでHPE拡張スキーマを構成するには、環境を準備してから、iLO内で設定を構成する必要があります 。

構成の手順については、HPE iLO 5ユーザーガイドを参照してください。

手順手順

計画計画

1. HPE iLO 5ユーザーガイドの次のセクションを確認してください。

ディレクトリ対応リモート管理（HPE拡張スキーマ構成）

ディレクトリサービススキーマ

インストールインストール

2. 次のように操作します。

a. ご使用の環境がActive DirectoryとHPE拡張スキーマを構成するための前提条件を満たしていることを確認しま

す。

b. ディレクトリサービス認証を有効にするiLOライセンスをインストールします。

c. ProLiantマネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートパッケージをダウンロードし、ご使用の環境に必

要なユーティリティをインストールします。

Schema Extender、スナップイン、およびProLiantマネジメントプロセッサー用のディレクトリサポートユーティ

リティをインストールすることができます。

d. スキーマエクステンダーを使用してスキーマを拡張します。

アップデートアップデート

3. iLOのWebインターフェイスで、管理プロセッサーオブジェクトのディレクトリサーバー設定とDNを設定します。

このステップは、ProLiant管理プロセッサーのディレクトリサポートソフトウェアを使用して実行することもできま

す。

ロールとオブジェクトの管理ロールとオブジェクトの管理

4. HPE Active Directoryスナップインを使用して、デバイスオブジェクトとロールオブジェクトを構成します。

a. マネジメントデバイスオブジェクトとロールオブジェクトを作成します。

b. 必要に応じて、ロールオブジェクトに権限を割り当て、役割を管理デバイスオブジェクトと関連付けます。

c. ユーザーをロールオブジェクトに追加します。

例外の取り扱い例外の取り扱い

5. 複雑なロール関連付けについては、ディレクトリスクリプティングユーティリティの使用を検討してください。

iLOユーティリティは、単一のロールで簡単に使用できます。ディレクトリに複数の役割を作成することを計画して

いる場合は、 LDIFDE またはVBScriptユーティリティのようなディレクトリスクリプティングユーティリティを使用

することができます。これらのユーティリティは複雑なロールの関係を作成します。
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ディレクトリ対応リモート管理（ディレクトリ対応リモート管理（HPEHPE拡張スキーマ拡張スキーマ構成）構成）

ディレクトリ対応リモート管理により、以下の作業を実行できます。

Lights-Out Managementオブジェクトの作成

ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行うデバイスごとに、そのデバイスを表すLOMデバ
イスオブジェクトを1つ作成する必要があります。Hewlett Packard Enterpriseスナップインを使用してLOMオブ
ジェクトを作成することができます。

Hewlett Packard Enterpriseは、LOMデバイスオブジェクトに意味のある名前を付けることをおすすめします。た
とえば、デバイスのネットワークアドレス、DNS名、ホストサーバー名、シリアル番号などを使用できます。

Lights-Outマネジメントデバイスの設定

ユーザーの認証や権限付与にディレクトリサービスを使用するすべてのLOMデバイスは、適切なディレクトリ設定
を使用して設定する必要があります。一般に、各デバイスを、適切なディレクトリサーバーアドレス、LOMオブ
ジェクトDN、およびユーザーコンテキストを使用して設定します。サーバーアドレスは、ローカルディレクトリ
サーバーのIPアドレスまたはDNS名です。冗長性を高くするために、マルチホストDNS名を使用できます。
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組織構造に基づいたロール組織構造に基づいたロール

組織内の管理者は、下級管理者が上級管理者から独立して権限を割り当てなければならない階層体制に属している場合
があります。このような場合、上級管理者によって割り当てられる権限を表すロールを1つ作成するとともに、下級管理
者が独自のロールを作成して管理することを許可すると便利です。

既存のグループの使用既存のグループの使用

多くの組織では、ユーザーや管理者をグループ分けしています。多くの場合、既存のグループを使用し、そのグループ
を1つまたは複数のLOMロールオブジェクトに関連付けると便利です。デバイスがロールオブジェクトに関連付けられて
いる場合、管理者は、グループのメンバーを追加または削除することによって、そのロールに関連付けられたLights-
Outデバイスへのアクセスを制御します。

Microsoft Active Directoryを使用する場合は、あるグループを別のグループ内に配置できます（つまり、入れ子型の
グループを使用できます）。ロールオブジェクトはグループとみなされ、他のグループを直接含むことができます。既
存の入れ子型グループを直接ロールに追加し、適切な権限と制限を割り当ててください。新しいユーザーを、既存のグ
ループまたはロールのいずれかに追加できます。

トラスティまたはディレクトリ権限割り当てを使用してロールのメンバーシップを拡張する場合、ユーザーは、LOMデバ
イスを表すLOMオブジェクトを読み出すことができる必要があります。一部の環境では、正常なユーザー認証を行うため
に、ロールのトラスティが、オブジェクトの読み出すトラスティでもある必要があります。

複数のロールの使用複数のロールの使用

ほとんどのデプロイメントでは、同じユーザーが、同じデバイスを管理する複数のロールに入っている必要はありませ
ん。ただし、これらの構成は、複雑な権限関係を構築する際には便利です。ユーザーが複数のロールの関係を構築する
と、そのユーザーには、該当する各ロールによって割り当てられるすべての権限が付与されます。ロールは、権限を付
与することしかできず、権限を取り消すことはできません。あるロールがユーザーに権限を付与する場合、そのユー
ザーは、その権限を付与しない別のロールに入っていても、その権限を持ちます。

一般に、ディレクトリ管理者は、最小の数の権限が割り当てられたベースロールを作成し、追加のロールを作成して権
限を追加します。これらの追加権限は、特定の状況で、またはベースロールユーザーの特定のサブセットに追加されま
す。

たとえば、組織は、LOMデバイスまたはホストサーバーの管理者とLOMデバイスのユーザーという2つのタイプのユーザー
を持つことがあります。この状況では、管理者のロールとユーザーのロールという2つのロールを作成することが有効で
す。両方のロールにはいくつかの同じデバイスが含まれますが、これらのロールは異なる権限を付与します。より小さ
なロールに包括的な権限を割り当てて、LOM管理者をそのロールと管理者ロールに入れると便利な場合があります。

図3: 複数の（重複する）ロールには、管理者ユーザーがユーザーロールからログイン権限を取得し、管理者ロールから
高度な権限が割り当てられる例を示します。

図3: 複数の（重複する）ロール図3: 複数の（重複する）ロール

重複するロールを使用しない場合は、図4: 複数の（独立した）ロールに示すように、ログイン、仮想電源およびリセッ
ト、およびリモートコンソール権限を管理者ロールに割り当て、ログイン権限をユーザーロールに割り当てることがあ
ります。

図4: 複数の（独立した）ロール図4: 複数の（独立した）ロール
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ロールアクセス制限の適用方法ロールアクセス制限の適用方法

ディレクトリユーザーによるLOMデバイスへのアクセスは、2段階の制限によって限定することができます。

ユーザーアクセス制限は、ディレクトリへの認証を受けるためのユーザーアクセスを限定します。

ロールアクセス制限は、1つまたは複数のロールでの指定に基づいてLOM権限を受けることができる認証済みユーザー

の機能を限定します。

図5: ディレクトリのログイン制限図5: ディレクトリのログイン制限
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ユーザーアクセス制限ユーザーアクセス制限

アドレス制限アドレス制限

管理者は、ディレクトリユーザーアカウントにネットワークアドレス制限を設定できます。ディレクトリサーバーに
は、これらの制限が適用されます。

LDAPクライアント（LOMデバイスへのユーザーのログインなど）へのアドレス制限の適用について詳しくは、ディレクト
リサービスのドキュメントを参照してください。

ディレクトリのユーザーに設定したネットワークアドレス制限は、ディレクトリユーザーがプロキシサーバー経由でロ
グインする場合は、予期したとおりに適用されない場合があります。ユーザーがディレクトリユーザーとしてLOMデバイ
スにログインする場合は、LOMデバイスが、そのユーザーとしてのディレクトリへの認証を試みます。つまり、ユーザー
アカウントに設定されたアドレス制限が、LOMデバイスへのアクセス時に適用されます。プロキシサーバーが使用される
場合は、認証が試みられるネットワークアドレスがクライアントワークステーションのものではなく、LOMデバイスのも
のになります。

IPv4アドレス範囲制限IPv4アドレス範囲制限

IPアドレス範囲制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するネットワークアドレスを指定することができ
ます。

アドレス範囲は、一般に、「最小-最大」範囲フォーマットで指定します。アドレス範囲を指定して、単一のアドレスの
アクセスを許可または拒否することもできます。「最小-最大」IPアドレス範囲内のアドレスには、IPアドレス制限が適
用されます。

IPv4アドレスおよびサブネットマスク制限IPv4アドレスおよびサブネットマスク制限

IPアドレスおよびサブネットマスク制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するアドレスの範囲を指定す
ることができます。

このフォーマットは、IPアドレス範囲制限に似ていますが、ご使用のネットワーク環境によっては特有のものになる場
合があります。IPアドレスおよびサブネットマスク範囲は、一般に、同じ論理ネットワーク上のアドレスを特定するサ
ブネットアドレスおよびアドレスビットマスクによって指定します。

2進数演算で、クライアントマシンのアドレスのビットにサブネットマスクのビットを加えたものが制限にあるサブネッ
トアドレスと一致する場合、クライアントは制限を満たします。

DNSベース制限DNSベース制限

DNSベース制限では、ネットワークネームサービスを使用して、クライアントIPアドレスに割り当てられたマシン名を検
出することによって、クライアントマシンの論理名を調べます。DNS制限には、正常に動作しているネームサーバーが必
要です。ネームサービスがダウンしていたり、利用できなかったりすると、DNS制限が満たされず、クライアントマシン
は制限を満たすことができなくなります。

DNSベース制限を使用すると、特定マシン名や、共通のドメインサフィックスを共有するマシンへのアクセスを制限でき
ます。たとえば、www.example.comwww.example.comというDNS制限は、www.example.comwww.example.comというドメイン名が割り当てられているホストに
よって満たされ、*.example.com*.example.comというDNS制限は、exampleexample社が提供元になっているすべてのマシンによって満たされま
す。

マルチホームホストを使用している場合があるので、DNS制限では、あいまいさが発生する可能性があります。DNS制限
は、必ずしも単一のシステムに一対一で適用されるわけではありません。

DNSベース制限を使用すると、セキュリティが複雑になる場合があります。ネームサービスプロトコルは、安全ではあり
ません。ネットワークにアクセスできる悪意を持ったユーザーは、誰でも、不正なDNSサーバーをネットワークに配置し
て偽のアドレス制限基準を作成することができます。DNSベースのアドレス制限を実装している場合は、組織的なセキュ
リティポリシーを考慮に入れてください。

ユーザーの時間制限ユーザーの時間制限

時間制限によって、ディレクトリへのユーザーのログイン（認証）が限定されます。通常、時間制限は、ディレクトリ
サーバーの時間を使用して適用されます。ディレクトリサーバーが異なるタイムゾーンにある場合または異なるタイム
ゾーンにあるレプリカサーバーにアクセスしている場合は、管理対象オブジェクトからのタイムゾーン情報を使用して
相対的な時間を調整することができます。

ディレクトリサーバーは、ユーザーの時間制限を確認しますが、判定方法は、タイムゾーンの変化や認証メカニズムに
よって複雑になる場合があります。

図6: ユーザーの時間制限図6: ユーザーの時間制限
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ロールアクセス制限ロールアクセス制限

制限によって、管理者は、ロールの範囲を限定することができます。ロールは、ロールの制限を満たすユーザーだけに
権限を付与します。制限付きロールを使用することによって、ユーザーに、時間帯やクライアントのネットワークアド
レスによって変化する動的権限を付与することができます。

ディレクトリが有効な場合、iLOシステムへアクセス可能かどうかは、該当するiLOオブジェクトを含むロールオブジェ
クトへの読み取りアクセス権が、ユーザーにあるかどうかによって決まります。このユーザーには、ロールオブジェク
トで許可されているメンバーも含まれますが、そのメンバーに限定されません。継承可能な権限を親から伝達できるよ
うにロールを設定すると、読み出し権限を持つ親のメンバーもiLOにアクセスできます。

アクセス制御リストを表示するには、Active Directory Users and Computersに移動し、ロールオブジェクトのプロパ
ティページを開き、セキュリティタブをクリックします。セキュリティタブを表示するには、MMCでAdvanced Viewを有
効にする必要があります。

ロールベースの時間制限ロールベースの時間制限

管理者は、LOMロールに時間制限を設定することができます。ユーザーには、そのユーザーがロールのメンバーであり、
そのロールの時間制限を満たしている場合にのみ、そのロールに示されているLOMデバイスについて、指定された権限が
付与されます。

ロールベースの時間制限は、LOMデバイスで時間が設定されている場合にのみ、機能します。LOMデバイスは、ローカル
ホストの時間に従って、時間制限を適用します。LOMデバイスの時計が設定されていない場合、ロールに対して時間制限
が指定されていない限り、ロールベースの時間制限は適用されません。時間は、通常、ホストの起動時に設定されま
す。

時間設定は、SNTPを設定することで維持できます。SNTPによって、LOMデバイスでうるう年を補正することや、ホストと
の時間のずれを最小限に抑えることができます。予定外の停電やLOMファームウェアのフラッシュなどのイベントによっ
て、LOMデバイスの時計が設定されないことがあります。また、LOMデバイスがファームウェアをフラッシュする時間の
設定を保持するために、ホストの時間は正確でなければなりません。

ロールベースのアドレス制限ロールベースのアドレス制限

LOMファームウェアでは、クライアントのIPネットワークアドレスに基づいてロールベースのアドレス制限が適用されま
す。ロールのアドレス制限が満たされる場合、そのロールによって付与される権利が適用されます。

ファイアウォールの外からのアクセスやネットワークプロキシ経由のアクセスが試みられる場合、アドレス制限は、管
理が困難になる場合があります。これらの方式のアクセスが可能な場合、クライアントの見かけ上のネットワークアド
レスが変更されることがあるので、アドレス制限の予期しない適用が発生する場合があります。

複数の制限およびロール複数の制限およびロール

権限の適用される状況が限定されるように1つまたは複数のロールを制限したい場合には、多数のロールを作成すると非
常に便利です。他のロールが、異なる権限を異なる制限で付与します。複数の制限とロールを使用すると、管理者は、
任意の複雑な権限関係を最小限のロールで作成できます。

たとえば、組織が、LOM管理者について、「企業ネットワーク内からLOMデバイスを使用できるが通常の業務時間外には
サーバーのリセットしかできない」というセキュリティポリシーを設定しているとします。

ディレクトリ管理者は、2つのロールを作成してこの状況に対応しようと考えるかもしれませんが、この場合には特別の
注意が必要です。必要なサーバーリセット権限を付与するロールを作成し、このロールを業務時間外に制限すると、管
理者が企業ネットワークの外からサーバーをリセットできるようになる場合があり、多くの場合セキュリティポリシー
に反します。

図7: 制限およびロールの作成では、セキュリティポリシーで、一般的な使用を企業サブネット内のクライアントに制限
しており、サーバーリセット操作を業務時間外に制限していることを示しています。

図7: 制限およびロールの作成図7: 制限およびロールの作成
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また、ディレクトリ管理者は、ログイン権限を付与するロールを作成し、このロールを企業ネットワークに制限した
後、サーバーリセット権限だけを付与する別のロールを作成し、これを業務時間外に制限しようと考えるかもしれませ
ん。この設定では管理が簡単になりますが、継続的な管理によって企業ネットワーク外部のアドレスからのユーザーに
ログイン権限を付与する別のロールが作成される場合があるため、危険性が増します。サーバーリセットロールに属す
るLOM管理者がロールの時間制限を満たす場合、このロールは意図せずに、このLOM管理者にどこからでもサーバーをリ
セットできる権限を付与する可能性があります。

図7: 制限およびロールの作成に示されている設定は、企業のセキュリティ要件を満たしています。ただし、ログイン権
限を付与する別のロールを追加することによって、間違って、業務時間外に企業サブネットの外からサーバーをリセッ
トする権限を付与する可能性があります。図8: リセットロールと一般使用ロールの制限で示すように、リセットロール
と一般使用ロールを制限することによって、より管理しやすいソリューションを実現できます。

図8: リセットロールと一般使用ロールの制限図8: リセットロールと一般使用ロールの制限
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ディレクトリサービスによるユーザーログインディレクトリサービスによるユーザーログイン

iLOログインページのLogin Nameボックスでは、ディレクトリユーザーとローカルユーザーを受け入れます。

ログイン名の最大長は、ローカルユーザーの場合が39文字、ディレクトリユーザーの場合が127文字です。

LDAPユーザーログインの最大パスワード長は63です。

（ブレードサーバー上の）診断ポート経由で接続すると、Zeroサインインおよびディレクトリユーザーログインがサ
ポートされず、ローカルアカウントを使用する必要があります。

ディレクトリユーザー

次の形式がサポートされています。

LDAP完全識別名（Active DirectoryとOpenLDAP）

例： CN=John Smith,CN=Users,DC=HPE,DC=COM 、または @HPE.com

ログイン名の短い形式は、アクセスしようとしているドメインをディレクトリに通知しません。ドメイン名を

入力するか、またはアカウントのLDAP DNを使用します。

ドメイン\ユーザー名形式（Active Directory）

例： HPE\jsmith

ユーザー名@ドメイン形式（Active Directory）

例： jsmith@hpe.com

@検索可能形式を使用して指定されるディレクトリユーザーは、3つの検索可能コンテキストのいずれかに配置

できます。このコンテキストは、ディレクトリページで構成します。

ユーザー名形式（Active Directory）

例：John Smith

ユーザー名形式を使用して指定されるディレクトリユーザーは、3つの検索可能コンテキストのいずれかに配置

できます。このコンテキストは、ディレクトリページで構成します。

ローカルユーザー

iLOローカルユーザーアカウントのログイン名を入力します。
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iLOiLO暗号化設定暗号化設定

すべてのGen10以降のサーバーに付属しているHPE iLO Standardによって、お客様は次の3つのセキュリティ状態のいず
れかでサーバーを構成することができます。iLO Advancedのライセンスでは、CNSAの最上位レベルの暗号化機能を必要
とするお客様は4つ目のセキュリティ状態を利用できます。

セキュリティの段階が上がると、サーバーは、Webページ、SSH、およびネットワーク通信に対してより強力な暗号化規
則を適用します。各ネットワーク接続の両端が暗号化規則をサポートしている必要があることに注意してください。そ
うでないと通信はできず、インターフェイスによっては潜在的なセキュリティ上の脅威を制限するためにシャットダウ
ンされます。

次のセキュリティ状態を利用できます。

本番環境

高セキュリティ

FIPS

CNSA
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本番環境セキュリティ状態の有効化本番環境セキュリティ状態の有効化

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. （オプション）必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。

2. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。

以下の 現在の設定が表示されます。

ネゴシエートされた暗号 - ネゴシエートされた暗号が表示されます。

セキュリティ状態 - 選択したセキュリティ状態が表示されます。

有効なTLSバージョン - 有効なTLSバージョンが表示されます。

3. セキュリティ設定のアップデートのセキュリティ状態メニューで本番環境を選択します。

デフォルトでは、 TLS 1.0、 TLS 1.1、 TLS 1.2が本番環境モードで有効になります。TLS 1.2はどのモードでも無

効にすることはできません。

4. （オプション）TLS 1.0、TLS 1.1、または両方を本番環境モードで無効にすることができます。

注記:注記:

TLSバージョン1.0および1.1は、本番環境モードでのみ有効または無効にできます。

TLSバージョン1.0および1.1は、より高いセキュリティモードでは無効になります。

TLS 1.2をサポートしていないツールは、TLS 1.0および1.1が無効になっている場合、iLOに接続で

きません。

5. 適用をクリックします。

iLOは、新しい設定を適用するためにiLOの再起動を確認するよう要求します。

6. 使用中のブラウザー接続を終了し、iLOを再起動するには、はい、適用してリセットしますをクリックします。

接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

7. 開いているブラウザーウィンドウをすべて閉じます。

ブラウザーセッションが開いたままになっていると、設定されたセキュリティ状態に誤った暗号が使用される場合が

あります。
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高セキュリティセキュリティ状態の有効化高セキュリティセキュリティ状態の有効化

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. （オプション）必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。

2. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。

以下の 現在の設定が表示されます。

ネゴシエートされた暗号 - ネゴシエートされた暗号が表示されます。

セキュリティ状態 - 選択したセキュリティ状態が表示されます。

有効なTLSバージョン - 有効なTLSバージョンが表示されます。

3. セキュリティ設定のアップデートのセキュリティ状態メニューで高セキュリティを選択します。

4. 適用をクリックします。

iLOは、新しい設定を適用するためにiLOの再起動を確認するよう要求します。

5. 使用中のブラウザー接続を終了し、iLOを再起動するには、はい、適用してリセットしますをクリックします。

接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

6. 開いているブラウザーウィンドウをすべて閉じます。

ブラウザーセッションが開いたままになっていると、設定されたセキュリティ状態に誤った暗号が使用される場合が

あります。

7. アクセス設定ページで匿名データが無効になっていることを確認します。

高セキュリティセキュリティ状態の有効化 161



FIPSおよびCNSAセキュリティ状態を有効にするFIPSおよびCNSAセキュリティ状態を有効にする

この手順は、FIPSまたはCNSAのセキュリティ状態を構成するためのものです。iLOをFIPS承認済み環境に構成するに
は、iLOによるFIPS承認済み環境の構成を参照してください。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

オプションのCNSAセキュリティ状態を有効にする予定の場合は、この機能をサポートするライセンスがインストール

されていること。

デフォルトのiLOユーザー認証情報があること。

手順手順

1. （オプション）現在のiLO構成をバックアップします。

HPONCFGを使用して、この手順を実行できます。

2. （オプション）必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。

3. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。

以下の 現在の設定が表示されます。

ネゴシエートされた暗号 - ネゴシエートされた暗号が表示されます。

セキュリティ状態 - 選択したセキュリティ状態が表示されます。

有効なTLSバージョン - 有効なTLSバージョンが表示されます。

4. セキュリティ設定のアップデートのセキュリティ状態メニューでFIPSを選択し、適用をクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

注意:注意:

FIPSセキュリティ状態を有効にするとiLOが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。ユー

ザーデータとほとんどの構成設定を含むすべてのiLO設定が消去されます。iLOイベントログ、IML、セ

キュリティログも消去されます。インストール済みのライセンスキーは保持されます。

FIPSセキュリティ状態を無効にする唯一の方法は、iLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットする

ことです。

5. FIPSセキュリティ状態を有効にする要求を確認するためには、はい、適用およびリセットをクリックします。

iLOがFIPSセキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるまでに90秒以上かかりま

す。

6. （オプション）CNSAセキュリティ状態を有効にします。

a. デフォルトのユーザー認証情報を使用してiLOにログインします。

b. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。

以下の 現在の設定が表示されます。

ネゴシエートされた暗号 - ネゴシエートされた暗号が表示されます。

セキュリティ状態 - 選択したセキュリティ状態が表示されます。

有効なTLSバージョン - 有効なTLSバージョンが表示されます。

c. セキュリティ設定のアップデートのセキュリティ状態メニューでCNSAを選択し、適用をクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

d. CNSAセキュリティ状態を有効にする要求を確認するためには、はい、適用およびリセットをクリックします。

iLOがCNSAセキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるまでに90秒以上かかり

ます。

e. デフォルトのiLO認証情報を使用してiLOに再度ログインします。
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CNSAのセキュリティ状態を有効にした後、ライセンスが期限切れになるか、ライセンスをダウングレードした場

合、iLOは構成されたセキュリティ状態で引き続き動作します。期限切れになったライセンス、またはダウングレー

ドしたライセンスによってアクティブ化された他のすべての機能は使用できなくなります。

7. 信頼済みの証明書をインストールします。

FIPSセキュリティ状態が有効な場合、デフォルトの自己署名SSL証明書は許可されません。FIPSセキュリティ状態を

使用するようにiLOを設定すると、以前にインストールされた信頼済みの証明書（手動インポートまた自動証明書登

録のいずれかでインストール）は削除されます。

8. アクセス設定ページでIPMI/DCMI over LANアクセス、匿名データ、およびSNMPアクセスオプションを無効にします。

重要:重要:

IPMIおよびSNMPの標準準拠実装など、一部のiLOインターフェイスは、FIPSに準拠しておらず、FIPS準

拠にすることはできません。

構成がFIPSに準拠しているかどうかを確認するには、構成をiLO FIPS妥当性確認プロセスの一部であったセキュリ

ティポリシードキュメントと照合してください。

検証済みバージョンのiLOのセキュリティポリシードキュメントは、NISTのWebサイトNISTのWebサイトにあります。iLO 5 FIPS情報に

アクセスするには、検証済みモジュールの検索ページで証明書番号3122を入力します。

9. （オプション）iLO構成をバックアップしている場合は、それをリストアします。

HPONCFGを使用して、この手順を実行できます。

10. （オプション）構成をリストアした場合は、ローカルiLOユーザーアカウントに新しいパスワードを設定します。

11. （オプション）構成をリストアした場合は、アクセス設定ページでIPMI/DCMI over LANアクセス、匿名データ、およ

びSNMPアクセスが無効になっていることを確認します。

これらの設定は、構成をリストアするとリセットされる可能性があります。

12. （オプション）ログインセキュリティバナーを構成してiLOユーザーにシステムがFIPSセキュリティ状態を使用して

いることを知らせます。
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高いセキュリティ状態を使用する場合の高いセキュリティ状態を使用する場合のiLOiLOへの接続への接続

デフォルト値（本番環境）よりも高いセキュリティ状態を有効にすると、iLOは、AES暗号を使用して安全なチャネルを
通じて接続することを要求します。

iLOがCNSAセキュリティ状態を使用するように構成されている場合、AES 256 GCM暗号が必要です。

Webブラウザー

ブラウザーがTLS 1.2およびAES暗号をサポートするよう設定します。ブラウザーがAES暗号を使用していない場
合、iLOに接続できません。

ブラウザーが異なると、交渉済み暗号を選択する方法も異なります。詳しくは、ブラウザーのドキュメントを参照
してください。

ブラウザーの暗号設定を変更する前に、現在のブラウザーを通じてiLOからログアウトしてください。iLOにログイ
ンしている間に行った暗号設定の変更により、ブラウザーでAES以外の暗号がそのまま使用できる場合がありま
す。

SSH接続

使用可能な暗号の設定については、SSHユーティリティのドキュメントを参照してください。

RIBCL

HPQLOCFGは、以下のような暗号詳細を出力表示します。

HPONCFGでは、「高セキュリティ」、FIPS、またはCNSAのセキュリティ状態が有効なときユーザー認証情報が必

要になります。必要なユーザーの権限が割り当てられていない場合は、エラーメッセージが表示されます。

ホスト認証が必要のアクセス設定は、ホストベースの構成ユーティリティに次の影響を与えます。

有効 - すべてのiLOセキュリティ状態のホストベースの構成ユーティリティを使用するには、有効な認証情

報が必要です。

無効 - iLOが製品または高セキュリティのセキュリティ状態を使用するように設定されている場合、有効な

認証情報は必要ありません。

ホスト認証が必要の設定は、FIPSまたはCNSAセキュリティ状態が使用されている場合は無効にすることはでき

ません。

iLO RESTful API

TLS 1.2とAES暗号をサポートするユーティリティを使用します。

Detecting iLO...
Negotiated cipher: 256-bit Aes256 with 0-bit Sha384 and 384-bit 44550
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iLOiLOによるFIPS承認済み環境の構成によるFIPS承認済み環境の構成

以下の手順を使用して、iLOをFIPS検証済み環境で操作します。FIPSセキュリティ状態をiLOで使用するには、FIPSおよ
びCNSAセキュリティ状態を有効にするを参照してください。

重要なのは、FIPS検証済みバージョンのiLOがご使用の環境に必要かどうか、あるいはiLOをFIPSセキュリティ状態を有
効にして実行することで十分かどうかを判断することです。検証プロセスに時間がかかるため、FIPS検証済みバージョ
ンのiLOが、新機能とセキュリティ強化が加わった非検証バージョンに置き換えられている場合があります。このような
状況では、FIPS検証済みバージョンのiLOが最新バージョンよりも安全性が低くなる場合があります。

手順手順

FIPS検証済みバージョンのiLOによる環境をセットアップするには、iLO FIPS承認プロセスの一部であったセキュリティ
ポリシードキュメントの手順に従ってください。

検証済みのセキュリティポリシードキュメントは、NISTのWebサイトNISTのWebサイトにあります。iLO 5 FIPS情報にアクセスするには、

検証済みモジュールの検索ページで証明書番号3122を入力します。
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FIPSセキュリティ状態の無効化FIPSセキュリティ状態の無効化

手順手順

1. FIPSセキュリティ状態を無効にするには（たとえばサーバーを運用停止する場合）、iLOを工場出荷時のデフォルト

設定に設定します。

このタスクを実行するには、RIBCLスクリプト、iLO RESTful API、またはiLO 5構成ユーティリティを使用します。

注意:注意:

iLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、すべてのiLO設定が消去されます。消去される

設定は、ユーザーデータ、ライセンスデータ、構成設定、ログなどです。サーバーに工場でインス

トールされたライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。

この手順によりiLOログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントはログに記

録されません。

2. サーバーのオペレーティングシステムを再起動します。

工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOSレコードはクリアされます。メモリおよびネットワーク情報

は、サーバーOSの再起動が完了するまでiLO Webインターフェイスに表示されません。
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CNSAセキュリティ状態の無効化CNSAセキュリティ状態の無効化

手順手順

1. CNSAセキュリティ状態を無効にするには、次のいずれかを実行します。

CNSAセキュリティ状態を無効にして、FIPSセキュリティ状態を引き続き使用するには、セキュリティ状態

をCNSAからFIPSに変更します。

CNSAおよびFIPSセキュリティ状態を無効にするには、iLOを工場出荷時のデフォルト設定に設定します。

このタスクを実行するには、RIBCLスクリプト、iLO RESTful API、またはiLO 5構成ユーティリティを使用しま

す。

注意:注意:

iLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、すべてのiLO設定が消去されます。消去され

る設定は、ユーザーデータ、ライセンスデータ、構成設定、ログなどです。サーバーに工場でイン

ストールされたライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。

この手順によりiLOログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントはログ

に記録されません。

2. iLOを工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合、サーバーのオペレーティングシステムを再起動します。

工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOSレコードはクリアされます。メモリおよびネットワーク情報

は、サーバーOSの再起動が完了するまでiLO Webインターフェイスに表示されません。
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iLOiLOセキュリティ状態セキュリティ状態

本番環境（デフォルト）本番環境（デフォルト）

iLOがこのセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。

iLOは工場出荷時のデフォルトの暗号化設定を使用します。

iLOセキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLOセキュリティオーバーライドスイッ

チと呼ばれる場合もある）は、iLOへのログインに関するパスワード要件を無効にします。

リモートコンソールデータは、AES-128双方向暗号化を使用します。

高セキュリティ高セキュリティ

iLOがこのセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。

iLOは、以下を経由した安全なHTTP伝送を含め、安全なチャネル経由のAES暗号の使用を強制します。

ブラウザー

SSHポート

iLO RESTful API

RIBCL

サポートされている暗号を使用してこの安全なチャネル経由でiLOに接続します。このセキュリティ状態は、安全で

ないチャネル経由の通信と接続には影響しません。

ホストシステムから実行される次のコマンドに対するユーザー名とパスワードの制限が適用されます。

iLO RESTful API

RIBCL

リモートコンソールデータは、AES-128双方向暗号化を使用します。

HPQLOCFGユーティリティは、iLOとのSSL接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗号を使用してRIBCLス

クリプトをネットワーク経由でiLOに送信します。

TLS 1.2をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできません。

iLOセキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLOセキュリティオーバーライドスイッ

チと呼ばれる場合もある）は、iLOへのログインに関するパスワード要件を無効にしません。

FIPSFIPS

Common Criteriaコンプライアンス、Payment Card Industryコンプライアンス、またはその他の標準にはFIPSセキュリ
ティ状態が必要になる場合があります。

iLOがこのセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。

iLOは、FIPS 140-2レベル1の要件への準拠を目的とするモードで動作します。

FIPSは、米国政府機関および契約業者によって適用を義務付けられている一連のコンピューターセキュリティ規格で

す。

FIPSのセキュリティ状態は、FIPS承認済みと同じではありません。FIPS承認済みは、Cryptographic Module

Validation Programを完了することにより承認を受けたソフトウェアを意味します。

iLOは、以下を経由した安全なHTTP伝送を含め、安全なチャネル経由のAES暗号の使用を強制します。

ブラウザー

SSHポート

iLO RESTful API

RIBCL

サポートされている暗号を使用してこの安全なチャネル経由でiLOに接続します。このセキュリティ状態は、安全で

ないチャネル経由の通信と接続には影響しません。
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ホストシステムから実行される次のコマンドに対するユーザー名とパスワードの制限が適用されます。

iLO RESTful API

RIBCL

リモートコンソールデータは、AES-128双方向暗号化を使用します。

HPQLOCFGユーティリティは、iLOとのSSL接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗号を使用してRIBCLス

クリプトをネットワーク経由でiLOに送信します。

TLS 1.2をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできません。

iLOセキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLOセキュリティオーバーライドスイッ

チと呼ばれる場合もある）は、iLOへのログインに関するパスワード要件を無効にしません。

CNSACNSA

CNSAセキュリティ状態（SuiteBモードとも呼ばれる）は、FIPSセキュリティ状態が有効になっている場合にのみ使用で
きます。

iLOがこのセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。

iLOは、NSAによって定義されたCNSA要件への準拠を目的とするモードで動作します。

iLOは、米国政府機密として分類されたデータを保持するシステムの保護を目的とするモードで動作します。

TLS 1.2をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできません。

iLOセキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLOセキュリティオーバーライドスイッ

チと呼ばれる場合もある）は、iLOへのログインに関するパスワード要件を無効にしません。

iLOへの接続に使用するソフトウェアまたはユーティリティはすべて、CNSAに準拠している必要があります。

以下に例を示します。

ファームウェアアップデートユーティリティ

SSHクライアント

HPEおよび他社製のスクリプティングツールとコマンドラインツール

HPEおよび他社製の管理ツール

アラートメール、syslog、LDAP、またはキーマネージャーサーバー

Remote Supportソフトウェア

HTML5リモートコンソールを使用していることを確認してください。このコンソールでは、AES-256ビットCNSA準拠の

暗号の使用が強制されます。.NET IRCとJava IRCはCNSAに準拠していません。

準拠を確認するには、ソフトウェアのベンダーに確認するか、Wiresharkなどのユーティリティを使用します。

SynergyセキュリティモードSynergyセキュリティモード

サポートされるデバイスで使用される特別なセキュリティ状態。このモードを使用するデバイスのセキュリティ状態は
変更できません。
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SSH暗号、キー交換、およびMACのサポートSSH暗号、キー交換、およびMACのサポート

iLOは、安全なCLPトランザクションのために、SSHポート経由の強化された暗号化を提供します。

設定されているセキュリティ状態に基づいて、iLOは以下をサポートします。

本番稼働

AES256-CBC、AES128-CBC、3DES-CBC、およびAES256-CTR暗号

diffie-hellman-group-exchange-sha256、diffie-hellman-group14-sha1、およびdiffie-hellman-group1-sha1

キー交換

hmac-sha1またはhmac-sha2-256 MAC

FIPSまたは高セキュリティ

AES256-CTR、AEAD_AES_256_GCM、およびAES256-GCM暗号

diffie-hellman-group-exchange-sha256、diffie-hellman-group14-sha1キー交換

hmac-sha2-256またはAEAD_AES_256_GCM MAC

CNSA

AEAD_AES_256_GCMおよびAES256-GCM暗号

ecdh-sha2-nistp384キー交換

AEAD_AES_256_GCM MAC

Synergyセキュリティモード

AEAD_AES_256_GCMおよびAES256-GCM暗号

ecdh-sha2-nistp384キー交換

AEAD_AES_256_GCM MAC
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SSL暗号およびMACのサポートSSL暗号およびMACのサポート

iLOは、分散型IT環境でのリモート管理用に強化されたセキュリティを提供します。SSL暗号化により、Webブラウザーの
データが保護されます。SSLで提供されるHTTPデータの暗号化により、データがネットワーク経由で転送されるときの
データの安全性が保証されます。

ブラウザーからiLOにログインすると、ブラウザーとiLOは、セッション中に使用する暗号設定をネゴシエートします。
ネゴシエートされた暗号は暗号化ページに表示されます。

サポートされている暗号の次の一覧は、LDAPサーバー、キーマネージャーサーバー、SSOサーバー、Insight Remote
Supportサーバー、仮想メディアで使用されるhttps:// URL、iLO RESTful API、CLIコマンド、iLO連携グループの
ファームウェアアップデートへの接続など、すべてのiLO SSL接続に適用されます。

構成されているセキュリティ状態に基づいて、iLOは以下の暗号をサポートします。

本番稼働

RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

RSA、ECDH、およびSHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による256ビットAES

RSA、ECDH、およびSHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES256-SHA）による256ビットAES

RSA、DH、およびAEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

RSA、DH、およびSHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による256ビットAES

RSA、DH、およびSHA1 MAC（DHE-RSA-AES256-SHA）による256ビットAES

RSAおよびAEAD MAC（AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

RSAおよびSHA256 MAC（AES256-SHA256）による256ビットAES

RSAおよびSHA1 MAC（AES256-SHA）による256ビットAES

RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による128ビットAES-GCM

RSA、ECDH、およびSHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による128ビットAES

RSA、ECDH、およびSHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA）による128ビットAES

RSA、DH、およびAEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による128ビットAES-GCM

RSA、DH、およびSHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による128ビットAES

RSA、DH、およびSHA1 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA）による128ビットAES

RSAおよびAEAD MAC（AES128-GCM-SHA256）による128ビットAES-GCM

RSA、およびSHA256 MAC（AES128-SHA256）による128ビットAES

RSAおよびSHA1 MAC（AES128-SHA）による128ビットAES

RSA、ECDH、およびSHA1 MAC（ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA）による168ビット3DES

RSA、DH、およびSHA1 MAC（EDH-RSA-DES-CBC3-SHA）による168ビット3DES

RSAおよびSHA1 MAC（DES-CBC3-SHA）による168ビット3DES

高セキュリティ

これらのセキュリティ状態にはTLS 1.2が必要です。

RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

RSA、DH、およびAEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による128ビットAES-GCM

RSA、DH、およびAEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による128ビットAES-GCM

FIPS

これらのセキュリティ状態にはTLS 1.2が必要です。

RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

RSA、ECDH、およびSHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による256ビットAES
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RSA、DH、およびAEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

RSA、DH、およびSHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による256ビットAES

RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による128ビットAES-GCM

RSA、ECDH、およびSHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による128ビットAES

RSA、DH、およびAEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による128ビットAES-GCM

RSA、DH、およびSHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による128ビットAES

CNSA

このセキュリティ状態にはTLS 1.2が必要です。

ECDSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

クライアントのみ：RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE_RSA_AES256_GCM_SHA384）による256ビットAES-GCM

Synergyセキュリティモード

ECDSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384）による256ビットAES-GCM

クライアントのみ：RSA、ECDH、およびAEAD MAC（ECDHE_RSA_AES256_GCM_SHA384）による256ビットAES-GCM
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HPEHPE SSO SSO

HPE SSOを使用すると、HPE SSO準拠アプリケーションから、ログイン手順を間に挟むことなくiLOに直接接続できます。

この機能を使用するには、以下の手順に従ってください。

サポートされるバージョンの、HPE SSOに準拠したアプリケーションが必要です。

SSO準拠アプリケーションを信頼するようにiLOを構成します。

CAC厳密モードが有効な場合は、信頼済みの証明書をインストールします。

iLOには、HPE SSO証明書の最小要件を決定するためにHPE SSOアプリケーションのサポートが含まれます。HPE SSO準拠
アプリケーションの中には、iLOに接続したときに自動的に信頼証明書をインポートするものがあります。この機能を自
動的に実行しないアプリケーションの場合は、HPE SSOページを使用してSSO設定を構成してください。
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HPEHPE SSO用の SSO用のiLOiLOの設定の設定

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSOタブをクリックします。

2. SSO信頼モード設定を構成します。

Hewlett Packard Enterpriseでは証明書による信頼モードを使用することをおすすめします。

3. 各役割のiLO権限は、シングルサインオン設定セクションで設定します。

4. 適用をクリックします。

5. 証明書による信頼または名前による信頼を選択した場合は、信頼済みの証明書またはDNS名をiLOに追加します。

手順については、信頼済みの証明書の追加または直接DNS名のインポートを参照してください。

6. （オプション）HPE SSO準拠アプリケーションにログインし、iLOをブラウズして、SSO接続をテストします。

たとえば、HPE SIMにログインし、システムページに移動してiLOプロセッサーを見つけて、詳細情報セクション

のiLOリンクをクリックします。

SSO信頼モードが信頼なしに設定されている場合、信頼できるサーバーのリストは使用されません。iLOはSSOサー

バー証明書失効を強制しません。
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シングルサインオン信頼モードオプションシングルサインオン信頼モードオプション

シングルサインオン信頼モードは、HPE SSO要求に対するiLOの応答方法に影響します。

信頼なし（SSO無効）（デフォルト） - すべてのSSO接続要求を拒否します。

証明書による信頼（最も安全） - iLOに事前にインポートされている証明書と一致させて、HPE SSO対応アプリケー

ションからSSO接続を有効にします。

名前による信頼 - 直接インポートされたIPアドレスまたはDNS名を一致させて、HPE SSO準拠アプリケーションから

SSO接続を有効にします。

すべて信頼（最も安全性が低い） - どのHPE SSO対応アプリケーションから開始されたSSO接続も、すべて受け入れ

ます。
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SSOユーザー権限SSOユーザー権限

HPE SSO準拠アプリケーションにログインする場合、HPE SSO準拠アプリケーションの役割割り当てに基づいて認可され
ます。割り当てられている役割は、SSOが試みられるときに、iLOに渡されます。

SSOはシングルサインオン設定セクションで割り当てられた権限のみを受け入れようとします。iLOディレクトリ設定は
適用されません。

デフォルトの権限設定は以下のとおりです。

ユーザー - ログインのみ

オペレーター - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、およびホストBIOS構成

管理者 - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、ホストBIOS構成、iLOの設定の

構成、ユーザーアカウント管理、ホストNIC構成、およびホストストレージ構成
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信頼済みの証明書の追加信頼済みの証明書の追加

証明書レポジトリは、標準的な証明書を5つ保持できます。標準的な証明書が発行されない場合、証明書のサイズは一定
ではありません。割り当てられた保管領域がすべて使われると、それ以上のインポートは受け付けられません。

特定のHPE SSO対応アプリケーションから証明書を抽出する方法については、HPE SSO対応アプリケーションのドキュメ
ントを参照してください。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSOタブをクリックします。

2. インポートをクリックします。

3. 次のいずれかの方法を使用して、信頼済みの証明書を追加します。

ダイレクトインポートダイレクトインポート - Base64でエンコードされた証明書のX.509データをコピーし、ダイレクトインポートセ

クションのテキストボックスに貼り付けてから、適用をクリックします。

インダイレクトインポートインダイレクトインポート - DNS名、IPアドレス、または証明書URLをURLからのインポートセクションのテキス

トボックスに入力してから、適用をクリックします。

iLOはネットワーク経由でHPE SSO対応アプリケーションに接続して、証明書を取得して保存します。
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直接DNS名のインポート直接DNS名のインポート

前提条件前提条件

iLO設定の構成権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSOタブをクリックします。

2. インポートをクリックします

3. 直接DNS名のインポートセクションにDNS名またはIPアドレスを入力し（最大64文字）、適用をクリックします。
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ログインセキュリティバナーの構成ログインセキュリティバナーの構成

ログインセキュリティバナー機能を使用すると、iLO WebインターフェイスとHTML5スタンドアロンリモートコンソール
ログインページに表示されるセキュリティバナーを構成できます。このセキュリティバナーは、SSH接続を介してiLOに
接続したときにも表示されます。たとえば、メッセージとサーバー所有者の連絡先情報を入力できます。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、ログインセキュリティバナーをクリックします。

2. ログインセキュリティバナーを有効設定を有効にします。

iLOは、ログインセキュリティバナーに以下のデフォルトテキストを使用します。

3. （オプション）セキュリティメッセージをカスタマイズするには、セキュリティメッセージテキストボックスにカス

タムメッセージを入力します。

テキストボックスの上にあるバイトカウンターに、メッセージに使用できる残りのバイト数が表示されます。最大は

1,500バイトです。

空白スペースまたは空白行をセキュリティメッセージに追加しないでください。空白スペースと空白行はバイト数に

カウントされ、ログインページのセキュリティバナーには表示されません。

ヒント:ヒント:

デフォルトのテキストをリストアするには、デフォルトのメッセージを使用をクリックします。

4. 適用をクリックします。

次のログイン時にセキュリティメッセージが表示されます。

This is a private system. It is to be used solely by authorized users
and may be monitored for all lawful purposes. By accessing this system,
you are consenting to such monitoring.
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リモートコンソールのコンピューターロック設定を構成するリモートコンソールのコンピューターロック設定を構成する

この機能により、リモートコンソールセッションが終了したりiLOへのネットワークリンクが失われると、OSがロックさ
れるかユーザーがログアウトされます。この機能が有効になっているときにリモートコンソールウィンドウを開いた場
合、ウィンドウを閉じるときにOSがロックされます。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリックします。

2. 以下のリモートコンソールコンピューターロック設定から選択します。Windows、カスタム、および無効。

3. カスタムを選択した場合は、コンピューターのロックキーシーケンスを選択します。

4. 変更を保存するには、適用をクリックします。

リモートコンソールのコンピューターロック設定を構成する 180



リモートコンソールのコンピューターロックオプションリモートコンソールのコンピューターロックオプション

Windows - Windowsオペレーティングシステムを実行している管理対象サーバーをロックするようにiLOを構成しま

す。リモートコンソールセッションが終了した場合やiLOネットワークリンクが失われた場合は、サーバーにコン

ピューターロックダイアログボックスが自動的に表示されます。

カスタム - カスタムキーシーケンスを使用して管理対象サーバーをロックしたりサーバーにログインしているユー

ザーをログアウトさせたりするようにiLOを構成します。最大で5つのキーをリストから選択できます。リモートコン

ソールセッションが終了した場合やiLOネットワークリンクが失われた場合は、選択されたキーシーケンスがサー

バーのOSに自動的に送信されます。

無効（デフォルト） - リモートコンソールのコンピューターロック機能を無効にします。リモートコンソールセッ

ションが終了したり、iLOネットワークリンクが失われた場合でも、管理対象サーバー上のOSはロックされません。
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リモートコンソールリモートコンソールコンピューターのロックキーおよびコンピューターのロックキーおよびホットキーを構成するホットキーを構成する

キーキー

ESC SCRL LCK 0 f

L_ALT SYS RQ 1 g

R_ALT PRINT SCREEN 2 h

L_SHIFT F1 3 I

R_SHIFT F2 4 j

L_CTRL F3 5 k

R_CTRL F4 6 l

L_GUI F5 7 m

R_GUI F6 8 n

INS F7 9 o

DEL F8 ; p

HOME F9 = q

END F10 [ r

PG UP F11 ¥ s

PG DN F12 ] t

ENTER SPACE ` u

TAB ' a v

BREAK , b w

BACKSPACE - c x

NUM PLUS . d y

NUM MINUS / e z
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リモートコンソールの信頼設定の構成（.NET IRC）リモートコンソールの信頼設定の構成（.NET IRC）

.NET IRCは、Microsoft .NET Frameworkの一部であるMicrosoft ClickOnceを介して起動します。ClickOnceでは、SSL接
続からインストールされるすべてのアプリケーションが信頼できるソースからのものでなければなりません。ブラウ
ザーがiLOプロセッサーを信頼するように設定されていないときにこの設定が有効に設定されている場合、ClickOnce
は、アプリケーションを起動できないことを通知します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、信頼済みのSSL証明書をインストールして、IRCはiLO内の信頼された証明書を要求し
ます設定を有効にすることをおすすめします。この構成では、.NET IRCはHTTPS接続を使用することにより起動します。

IRCはiLO内の信頼された証明書を要求します設定が無効の場合、.NET IRCはSSL以外の接続を使用することで起動するた
め、安全ではありません。この構成では、.NET IRCが暗号キーの交換を開始すると、SSLが使用されます。信頼済みの
SSL証明書をインストールできず、SSL以外の接続を使用したくない場合は、スタンドアロンリモートコンソール
（HPLOCONS）またはHTML 5内蔵リモートコンソールを使用できます。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

手順手順

1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリックします。

2. IRCはiLO内の信頼された証明書を要求します設定の有効と無効を切り替えるには、切り替えスイッチをクリックしま

す。

3. 変更を保存するには、適用をクリックします。
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ファームウェア検証ファームウェア検証

ファームウェア検証機能では、オンデマンドスキャンを実行したり、スケジュールされたスキャンを実施できます。検
出された問題に対処するために、iLOを次のように構成できます。

結果を記録する。

結果を記録し、リカバリインストールセットを使用する修復処置を開始する。

スキャン結果に応じて、情報はActive Health Systemログとインテグレーテッドマネジメントログに記録されます。

次のファームウェアタイプがサポートされています。

iLOファームウェア

システムROM（BIOS）

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）　

サーバープラットフォームサービス（SPS）ファームウェア（サポート対象のサーバーのみ）

Innovation Engine（IE）ファームウェア

サーバープラットフォームサービス-IEフルリカバリイメージ（サポートされているサーバーのみ）

ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアアップデートをインストールしたり、iLOレポジトリにファー
ムウェアをアップロードしたりすることはできません。

無効なiLOまたはシステムROM（BIOS）のファームウェアが検出された場合は、無効なファイルがiLOレポジトリの隔離領
域に保存されます。無効なファイルをダウンロードし、その種類と発生元を調べることができます。隔離されたイメー
ジはiLOレポジトリページに表示されず、フラッシュファームウェア機能を使用すると選択できません。

破損したサーバープラットフォームサービス（SPS）記述子が検出された場合、破損したファームウェアイメージ
はiLOレポジトリの隔離領域に移動します。サーバープラットフォームサービス-IEフルリカバリイメージがシステムリ
カバリセットにあり、ファームウェア検証ページでログおよび自動的に修復が選択されている場合、リカバリが自動的
に実行されます。リカバリが実行されると、イベントがIMLとセキュリティログに記録されます。破損したSPS-IE記述子
の自動リカバリには、iLO Advancedライセンスが必要です。

サポートされる管理ツールがシステムリカバリイベントをリスンするように構成されている場合は、リカバリイベント
をこのページから送信できます。

ファームウェア検証設定の構成ファームウェア検証設定の構成

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. スキャン設定アイコン  をクリックします。

3. バックグランドスキャンを有効を有効または無効の状態に設定します。

4. 整合性障害のアクションを選択します。

5. スキャン間隔を日数で設定します。

有効な値は1～365日です。

6. 送信をクリックします。

ファームウェア検証スキャンオプションファームウェア検証スキャンオプション

バックグランドスキャンを有効 - ファームウェア検証スキャンを有効または無効にします。有効なとき、iLOがサ

ポート対象のインストールファームウェアでファイル破損をスキャンします。

整合性障害のアクション - ファームウェア検証スキャン中に問題が見つかったときiLOが実行するアクションを決定

します。
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結果を記録するには、ログのみを選択します。

結果を記録して修復アクションを開始するには、ログおよび自動的に修復を選択します。

サポート対象のファームウェアタイプについて問題が検出された場合、iLOが保護されたインストールセットで影

響を受けるファームウェアタイプがあるかを調べます。デフォルトでは、このセットはリカバリセットです。

ファームウェアイメージを使用可能な場合、iLOがそのファームウェアイメージをフラッシュして修復を完了しま

す。

スキャン間隔（日数） - バックグランドスキャン頻度（日数）を設定します。有効な値は1～365です。

ファームウェア検証スキャンの実行ファームウェア検証スキャンの実行

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. スキャンを実行をクリックします。

ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアアップデートをインストールしたり、iLOレポジトリに

ファームウェアをアップロードしたりすることはできません。

スキャン結果がページの上部に表示されます。

障害が発生した場合、ファームウェア検証ページのファームウェアの状態が障害/オフラインに変わり、システムヘ

ルスのステータスがクリティカルに変わり、イベントがIMLに記録されます。ファームウェア検証スキャン機能がロ

グおよび自動的に修復に構成されている場合は、障害が発生したファームウェアはフラッシュされます。成功する

と、ファームウェアの状態とシステムヘルスのステータスがアップデートされ、IMLイベントは修正済みステータス

に変わります。

自動修復が構成されていない場合は、手動で修復を実行する必要があります。

詳しくは、iLOのユーザーガイドを参照してください。

ファームウェアヘルスステータスの表示ファームウェアヘルスステータスの表示

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて

いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ

い。

手順手順

管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

ファームウェアヘルスステータスの詳細ファームウェアヘルスステータスの詳細

サポートされる各ファームウェアタイプについて、次の情報が表示されます。

ファームウェア名

インストールされているファームウェアの名前。

ファームウェアバージョン

ファームウェアバージョン。

ヘルス

ファームウェアのヘルスステータス。

状態

ファームウェアのステータス。値には、以下のものがあります。
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有効 - ファームウェアは検証されており、有効です。

スキャニング - ファームウェア検証スキャンが進行中か、起動しようとします。

フラッシング - ファームウェアアップデートが進行中です。

障害/オフライン - ファームウェアは検証できず、修復されませんでした。

リカバリセットバージョン

システムリカバリセットのファームウェアのバージョン。

このファームウェアタイプがシステムリカバリセットにない場合や、システムリカバリセットがない場合は、存在
しませんが表示されます。

隔離されたファームウェアの表示隔離されたファームウェアの表示

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて

いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ

い。

手順手順

管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

隔離されたファームウェアファイルは、隔離セクションに表示されます。

隔離されたファイルがない場合は、 There are no items under quarantine （検疫中のアイテムはありません。
）というメッセージが表示されます。

隔離されたファームウェアの詳細隔離されたファームウェアの詳細

隔離セクションには、無効なファームウェアファイルに関する以下の情報が表示されます。

名前

無効なファームウェアファイルの名前。

作成日

無効なファイルの作成日。

サイズ

無効なファイルサイズ。

個々の隔離されたファイルの詳細個々の隔離されたファイルの詳細

リストのファイルをクリックすると、以下の詳細が表示されます。

名前 - 隔離されたファイルの名前。

作成日 - 無効なファイルの作成日。

ファイル名 - iLOレポジトリによって使用される名前。

イメージの URI - 隔離されたファイルの場所。

サイズ - 無効なファイルサイズ。

デバイス クラス - iLOレポジトリのリソースとファームウェアのインベントリデータの間で関係付ける際に使用可

能なID。

隔離されたファームウェアのダウンロード隔離されたファームウェアのダウンロード

iLOレポジトリのQuarantineエリアにファイルを保存するかどうか、オフライン分析のためにファイルをダウンロードす
ることができます。

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて

いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ

い。
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手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. 隔離セクションで、ダウンロードするファイルの横にある をクリックします。

ステータスメッセージには、ダウンロードの進捗状況が表示されます。

3. ファイルを保存または開くには、ブラウザーの指示に従います。

隔離されたファームウェアの削除隔離されたファームウェアの削除

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

リカバリセット権限

手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. 隔離セクションで、削除するファイルの横にある をクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

3. はい、削除をクリックします。

フルシステムリカバリの開始フルシステムリカバリの開始

別の管理ツールを起動してフルシステムリカバリを開始するリカバリイベントを、iLOを使用して生成することができま
す。リカバリは、サーバーオペレーティングシステムのイメージの再構築に続き、システムリカバリセットのインス
トールを含めます。

注意:注意:

サーバーのイメージの再構築によって、既存のデータが失われる場合があります。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

仮想メディア権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

システムリカバリセットがiLOレポジトリに存在する。

サポートされる管理ツール（iLO Amplifier Pack 1.15以降など）がサーバーを管理するように構成されている。

手順手順

1. リカバリプロセスに、サーバーのシャットダウンが必要なコンポーネントが含まれている場合は、サーバーをシャッ

トダウンします。

2. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

3. リカバリイベントを送信をクリックします。

4. リカバリイベントを送信ペインで、はい、リカバリイベントを作成しますチェックボックスを選択して、リカバリイ

ベントを送信をクリックします。

リカバリイベントは、リカバリイベントをリスンするように構成されている管理ツールに送信されます。

イベントが正常に送信されると、以下の情報イベントがIMLに記録されます。

Firmware recovery is requested by Administrator.（管理者がファームウェアリカバリを要求しています。）
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ファームウェア検証ファームウェア検証

ファームウェア検証機能では、オンデマンドスキャンを実行したり、スケジュールされたスキャンを実施できます。検
出された問題に対処するために、iLOを次のように構成できます。

結果を記録する。

結果を記録し、リカバリインストールセットを使用する修復処置を開始する。

スキャン結果に応じて、情報はActive Health Systemログとインテグレーテッドマネジメントログに記録されます。

次のファームウェアタイプがサポートされています。

iLOファームウェア

システムROM（BIOS）

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）　

サーバープラットフォームサービス（SPS）ファームウェア（サポート対象のサーバーのみ）

Innovation Engine（IE）ファームウェア

サーバープラットフォームサービス-IEフルリカバリイメージ（サポートされているサーバーのみ）

ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアアップデートをインストールしたり、iLOレポジトリに
ファームウェアをアップロードしたりすることはできません。

無効なiLOまたはシステムROM（BIOS）のファームウェアが検出された場合は、無効なファイルがiLOレポジトリの隔
離領域に保存されます。無効なファイルをダウンロードし、その種類と発生元を調べることができます。隔離されたイ
メージはiLOレポジトリページに表示されず、フラッシュファームウェア機能を使用すると選択できません。

破損したサーバープラットフォームサービス（SPS）記述子が検出された場合、破損したファームウェアイメージ
はiLOレポジトリの隔離領域に移動します。サーバープラットフォームサービス-IEフルリカバリイメージがシステムリ
カバリセットにあり、ファームウェア検証ページでログおよび自動的に修復が選択されている場合、リカバリが自動的
に実行されます。リカバリが実行されると、イベントがIMLとセキュリティログに記録されます。破損したSPS-IE記述
子の自動リカバリには、iLO Advancedライセンスが必要です。

サポートされる管理ツールがシステムリカバリイベントをリスンするように構成されている場合は、リカバリイベント
をこのページから送信できます。

ファームウェア検証設定の構成ファームウェア検証設定の構成
前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. スキャン設定アイコン  をクリックします。

3. バックグランドスキャンを有効を有効または無効の状態に設定します。

4. 整合性障害のアクションを選択します。

5. スキャン間隔を日数で設定します。

有効な値は1～365日です。

6. 送信をクリックします。

ファームウェア検証スキャンオプションファームウェア検証スキャンオプション

バックグランドスキャンを有効 - ファームウェア検証スキャンを有効または無効にします。有効なとき、iLOがサポート
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対象のインストールファームウェアでファイル破損をスキャンします。

整合性障害のアクション - ファームウェア検証スキャン中に問題が見つかったときiLOが実行するアクションを決定し
ます。

結果を記録するには、ログのみを選択します。

結果を記録して修復アクションを開始するには、ログおよび自動的に修復を選択します。

サポート対象のファームウェアタイプについて問題が検出された場合、iLOが保護されたインストールセットで影響を受
けるファームウェアタイプがあるかを調べます。デフォルトでは、このセットはリカバリセットです。ファームウェア
イメージを使用可能な場合、iLOがそのファームウェアイメージをフラッシュして修復を完了します。

スキャン間隔（日数） - バックグランドスキャン頻度（日数）を設定します。有効な値は1～365です。

ファームウェア検証スキャンの実行ファームウェア検証スキャンの実行
前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. スキャンを実行をクリックします。

ファームウェア検証スキャンの実行中は、ファームウェアアップデートをインストールしたり、iLOレポジトリに
ファームウェアをアップロードしたりすることはできません。

スキャン結果がページの上部に表示されます。

障害が発生した場合、ファームウェア検証ページのファームウェアの状態が障害/オフラインに変わり、システムヘ
ルスのステータスがクリティカルに変わり、イベントがIMLに記録されます。ファームウェア検証スキャン機能がロ
グおよび自動的に修復に構成されている場合は、障害が発生したファームウェアはフラッシュされます。成功する
と、ファームウェアの状態とシステムヘルスのステータスがアップデートされ、IMLイベントは修正済みステータス
に変わります。

自動修復が構成されていない場合は、手動で修復を実行する必要があります。

詳しくは、iLOのユーザーガイドを参照してください。

ファームウェアヘルスステータスの表示ファームウェアヘルスステータスの表示
前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

手順手順

管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

ファームウェアヘルスステータスの詳細ファームウェアヘルスステータスの詳細
サポートされる各ファームウェアタイプについて、次の情報が表示されます。

ファームウェア名

インストールされているファームウェアの名前。

ファームウェアバージョン

ファームウェアバージョン。

ヘルス

ファームウェアのヘルスステータス。
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状態

ファームウェアのステータス。値には、以下のものがあります。

有効 - ファームウェアは検証されており、有効です。

スキャニング - ファームウェア検証スキャンが進行中か、起動しようとします。

フラッシング - ファームウェアアップデートが進行中です。

障害/オフライン - ファームウェアは検証できず、修復されませんでした。

リカバリセットバージョン

システムリカバリセットのファームウェアのバージョン。

このファームウェアタイプがシステムリカバリセットにない場合や、システムリカバリセットがない場合は、存在
しませんが表示されます。

隔離されたファームウェアの表示隔離されたファームウェアの表示
前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

手順手順

管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

隔離されたファームウェアファイルは、隔離セクションに表示されます。

隔離されたファイルがない場合は、There are no items under quarantine （検疫中のアイテムはありません。
）というメッセージが表示されます。

隔離されたファームウェアの詳細隔離されたファームウェアの詳細
隔離セクションには、無効なファームウェアファイルに関する以下の情報が表示されます。

名前

無効なファームウェアファイルの名前。

作成日

無効なファイルの作成日。

サイズ

無効なファイルサイズ。

個々の隔離されたファイルの詳細個々の隔離されたファイルの詳細
リストのファイルをクリックすると、以下の詳細が表示されます。

名前 - 隔離されたファイルの名前。

作成日 - 無効なファイルの作成日。

ファイル名 - iLOレポジトリによって使用される名前。

イメージの URI - 隔離されたファイルの場所。

サイズ - 無効なファイルサイズ。

デバイス クラス - iLOレポジトリのリソースとファームウェアのインベントリデータの間で関係付ける際に使用可能な
ID。

隔離されたファームウェアのダウンロード隔離されたファームウェアのダウンロード
iLOレポジトリのQuarantineエリアにファイルを保存するかどうか、オフライン分析のためにファイルをダウンロードす
ることができます。

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
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いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. 隔離セクションで、ダウンロードするファイルの横にある をクリックします。

ステータスメッセージには、ダウンロードの進捗状況が表示されます。

3. ファイルを保存または開くには、ブラウザーの指示に従います。

隔離されたファームウェアの削除隔離されたファームウェアの削除
前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

リカバリセット権限

手順手順

1. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

2. 隔離セクションで、削除するファイルの横にある をクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

3. はい、削除をクリックします。

フルシステムリカバリの開始フルシステムリカバリの開始
別の管理ツールを起動してフルシステムリカバリを開始するリカバリイベントを、iLOを使用して生成することができま
す。リカバリは、サーバーオペレーティングシステムのイメージの再構築に続き、システムリカバリセットのインス
トールを含めます。

注意注意:
サーバーのイメージの再構築によって、既存のデータが失われる場合があります。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

仮想メディア権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて
いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。

システムリカバリセットがiLOレポジトリに存在する。

サポートされる管理ツール（iLO Amplifier Pack 1.15以降など）がサーバーを管理するように構成されている。

手順手順

1. リカバリプロセスに、サーバーのシャットダウンが必要なコンポーネントが含まれている場合は、サーバーをシャッ
トダウンします。

2. 管理ページに移動し、ファームウェア検証タブをクリックします。

3. リカバリイベントを送信をクリックします。

4. リカバリイベントを送信ペインで、はい、リカバリイベントを作成しますチェックボックスを選択して、リカバリイ
ベントを送信をクリックします。

リカバリイベントは、リカバリイベントをリスンするように構成されている管理ツールに送信されます。

イベントが正常に送信されると、以下の情報イベントがIMLに記録されます。
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Firmware recovery is requested by Administrator.（管理者がファームウェアリカバリを要求しています。）
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フラッシュファームウェア機能を使用したフラッシュファームウェア機能を使用したiLOiLOまたはサーバーのファームウェアまたはサーバーのファームウェア

のアップデートのアップデート

iLO Webインターフェイスを使用して、任意のネットワーククライアントからファームウェアをアップデートできます。
署名済みファイルが必要です。

前提条件前提条件

iLOレポジトリにファームウェアをフラッシュし、コンポーネントを格納するには、iLO設定の構成権限が必要です。

正常なファームウェアアップデート後、システムリカバリセットの任意のアップデートを実行するには、リカバリ

セット権限が必要です。

リカバリセットをアップデート機能を使用する場合、システムリカバリセットが存在し、アップデートするコンポー

ネントがこれに含まれている必要があります。

手順手順

1. サーバーファームウェアまたはiLOファームウェアのファイルを入手します。

2. イノベーションエンジン（IE）またはサーバープラットフォームサービス（SPS）のファームウェアをアップデート

する場合は、サーバーの電源を切ってから30秒待ちます。

サーバーOSの実行中は、IEおよびSPSファームウェアをアップデートできません。

重要:重要:

IEファームウェアとSPSファームウェアの両方をアップデートする場合は、まずはIEファームウェアを

アップデートし、次にSPSファームウェアをアップデートしてください。

3. ナビゲーションツリーでファームウェア & OSソフトウェアをクリックし、ファームウェアアップデートをクリック

します。

ファームウェアアップデートオプションが表示されない場合は、iLO Webインターフェイスの右上隅にある省略記号

アイコンをクリックし、ファームウェアアップデートをクリックします。

4. ローカルファイルまたはリモートファイルオプションを選択します。

5. 選択したオプションに応じて、以下のいずれかを実行します。

使用するブラウザーに応じて、ローカルファイルボックスで参照またはファイルを選択をクリックして、ファー

ムウェアコンポーネントの場所を指定します。

リモートファイルURLボックスに、アクセス可能なWebサーバー上のファームウェアコンポーネントのURLを入力し

ます。

a. （オプション）拡張されたダウンロードパフォーマンスを構成するには、拡張されたダウンロードパフォーマン

スリンクをクリックします。

アクセス設定アクセス設定ページが表示されます。これらの設定は、 アクセス設定ページで構成できます。

オプションについて詳しくは、 アクセス設定ページのヘルプを参照してください。

注記: 注記: すでに有効になっている場合、拡張されたダウンロードパフォーマンスリンクは表示されま

せん。

6. （オプション）コンポーネントのコピーをiLOレポジトリに保存するには、同様に、iLOレポジトリに保存チェック

ボックスを選択します。

7. （オプション）手順5で選択したコンポーネントのバージョンがシステムリカバリセットに存在する場合は、リカバ

リセットをアップデートチェックボックスを選択して、選択したコンポーネントに既存のコンポーネントを置き換え

ます。

このオプションを選択すると、システムリカバリセット内のコンポーネントのバージョンの方が新しい場合でも、コ

ンポーネントが置き換えられます。

システムリカバリセットが存在しない場合やこの操作に必要な権限が与えられていない場合、このオプションは表示

されません。

このオプションを選択すると、システムリカバリセットがiLOレポジトリに保存されるため、iLOレポジトリに保存オ
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プションが自動的に選択されます。

8. TPMまたはTMがサーバーにインストールされているサーバーでは、TPMまたはTMの情報を保存するソフトウェアを一時

停止またはバックアップしてから、TPMの上書きを確認してくださいチェックボックスを選択します。

ドライブ暗号化ソフトウェアは、TPMまたはTMの情報を保存するソフトウェアの例です。

注意: 注意: ドライブ暗号化ソフトウェアを使用している場合は、ファームウェアのアップデートを開始す

る前に停止してください。この指示に従わない場合、ご使用のデータにアクセスできなくなる可能性

があります。

9. フラッシュをクリックして、アップデートプロセスを開始します。

サーバーの構成に応じて、iLOによって次のことが通知されます。

iLOファームウェアをアップデートすると、iLOは自動的に再起動します。

一部のサーバーファームウェアタイプではサーバーの再起動が必要になりますが、サーバーは自動的には再起動

しません。

10. OKをクリックします。

重要:重要:

PLDMファームウェアのアップデート中は、サーバーを起動または再起動しないでください。この操作

により、サーバーが起動するまでに約20分間のスタンバイモードに入ってしまう可能性があるためで

す。

iLOファームウェアは、ファームウェアイメージを受信、検証、フラッシュします。

iLOファームウェアをアップデートすると、iLOが再起動し、ブラウザー接続が終了します。接続が再確立されるまで

に、数分かかることがあります。

11. iLOファームウェアのアップデートのみ：新しいファームウェアを使用するには、ブラウザーのキャッシュをクリア

し、iLOにログインします。

12. サーバーファームウェアのアップデートのみ：ファームウェアのタイプによって、サーバーの電源オンや再起動、あ

るいはシステムリセットの開始が必要になる場合は、適切なアクションを実行します。

13. （オプション）新しいファームウェアがアクティブであることを確認するには、インストールされたファームウェ

アページでファームウェアバージョンを確認します。

概要ページでiLOファームウェアバージョンを確認することもできます。
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サポートされるファームウェアタイプサポートされるファームウェアタイプ

サーバーのプラットフォームに応じて、さまざまなファームウェアアップデートのタイプがサポートされます。一般的
な例には、以下のものがあります。

iLO

システムROM/BIOS

シャーシ

パワーマネジメントコントローラー

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）

バックプレーン

Innovation Engine（IE）

サーバープラットフォームサービス（SPS）

言語パック

サードパーティのファームウェアパッケージ

プラットフォームレベルのデータモデル（PLDM）ファームウェアパッケージがサポートされるのは、アクセス設

定ページでサードパーティーのファームウェアアップデートパッケージの受け入れオプションが有効の場合です。

HPE ProLiant m750サーバーブレードを備えたHPE Edgeline EL1000およびHPE Edgeline EL4000システムで、以下の

ファームウェアタイプがサポートされます。

シャーシ抽象化データ

シャーシコントローラーファームウェア

シャーシCPLD

HPE ProLiant m750サーバーブレードを備えたHPE Edgeline EL4000 10G 2xSFP+ Switch Systemでサポートされてい

るファームウェアタイプは以下のとおりです。

シャーシ抽象化データ

シャーシコントローラーファームウェア

シャーシCPLD

シャーシネットワークスイッチAファームウェア

シャーシネットワークスイッチBファームウェア

GPU

次のGPUがサポートされます。

NVIDIA A100 x4/x8 SXM4

AMD MI100 GPU

一部のファームウェアタイプは、組み合わせたアップデートとして提供されます。以下に例を示します。

SASプログラマブルロジックデバイスのアップデートは、多くの場合、SASコントローラーのファームウェアアップ

デートとの組み合わせになります。

Intelligent Platform Abstraction Dataのファームウェアは、多くの場合、システムROM/BIOSのアップデートとの

組み合わせになります。

サポートされるファームウェアタイプ 195



ファームウェアアップデートを有効にするための要件ファームウェアアップデートを有効にするための要件

アップデートを有効にするには、ファームウェアタイプに応じて、追加のアクションが必要になる場合があります。

iLOのファームウェアまたは言語パック - これらの種類のファームウェアは、自動起動されるiLOリセットの後に有

効になります。

システムROM（BIOS） - サーバーの再起動が必要です。

シャーシファームウェア（電力管理）およびEdgelineシャーシコントローラーファームウェア - ただちに有効にな

ります。

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD） - サーバーの再起動が必要です。

注記:注記:

CPLDファームウェアアップデート後のサーバーの再起動は、サーバーのAC電源サイクルに変換されま

す。AC電源サイクルの一環として、iLOはリセットされます。

パワーマネジメントコントローラーおよびNVMeバックプレーンファームウェア - サーバーの再起動やシステムのリ

セットは必要ありません。

NVMeファームウェアバージョンは、次のサーバー再起動後にiLO Webインターフェイスに表示されます。

Innovation Engine（IE）およびサーバープラットフォームサービス（SPS） - これらのファームウェアタイプで

は、インストールする前にサーバーの電源を切る必要があります。サーバーに電源を入れると、変更が有効になりま

す。
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iLOiLOファームウェアイメージファイルの入手ファームウェアイメージファイルの入手

iLOファームウェアイメージファイルをダウンロードし、それを使用してグループ内の1つのサーバーまたは複数のサー
バーをアップデートできます。

ファームウェア書き換えアップデート機能またはグループファームウェアアップデート機能を使用してiLOファームウェ
アをアップデートするには、iLOオンラインフラッシュコンポーネントからのBINファイルが必要です。

手順手順

1. 次のWebサイトに移動します。https://www.hpe.com/support/hpeschttps://www.hpe.com/support/hpesc

2. 画面の指示に従ってiLOオンラインフラッシュコンポーネントファイルを探し、ダウンロードします。

WindowsまたはLinuxのコンポーネントをダウンロードします。

3. BINファイルを抽出します。

Windowsコンポーネントの場合：ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍ボタンをクリックします。

ファイルを抽出する位置を選択して、OKをクリックします。

Linuxコンポーネントの場合：ファイル形式によって異なりますが、次のいずれかのコマンドを入力します。

#./<firmware_file_name>.scexe –unpack=/tmp/

#rpm2cpio <firmware_file_name>.rpm | cpio -id

iLOファームウェアイメージファイルの名前は、 iLO 5_<yyy>.binです。ここで、 <yyy>はファームウェアバー

ジョンを表します。
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サポートされるサーバーファームウェアイメージファイルの入手サポートされるサーバーファームウェアイメージファイルの入手

手順手順

1. 次のWebサイトに移動します。https://www.hpe.com/support/hpeschttps://www.hpe.com/support/hpesc

2. 画面の指示に従ってオンラインフラッシュコンポーネントファイルを探し、ダウンロードします。

3. Windowsコンポーネントをダウンロードした場合：

a. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍ボタンをクリックします。

b. ファイルを抽出する位置を選択して、OKをクリックします。

4. Linuxコンポーネントをダウンロードした場合：

a. Linuxコンポーネントの場合は、ファイルの形式に応じて、次のコマンドのいずれかを入力します。

#./<firmware_file_name>.scexe –unpack=/tmp/

#rpm2cpio <firmware_file_name>.rpm | cpio -id

b. （オプション）Innovation Engineまたはサーバープラットフォームサービス（SPS）のファームウェアコンポー

ネントを使用する場合は、 <firmware_file_name>.zipファイルを見つけて、バイナリファイルを抽出しま

す。
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サーバーファームウェアのファイルタイプの詳細サーバーファームウェアのファイルタイプの詳細

システムROMをアップデートする場合、署名付きのイメージまたは署名付きのROMPAQイメージを使用する必要があり

ます。

署名付きイメージの例：

http://<server.example.com:8080>/<wwwroot>/P79_1.00_10_25_2013.signed.flash

署名付きROMPAQイメージの例：

http://<server.example.com>/<wwwroot>/CPQPJ0612.A48

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、拡張

子 .hexを使用します。たとえば、ファイル名は ABCD5S95.hexのようになります。

システム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。

Innovation Engine（IE）およびサーバープラットフォームサービス（SPS）ファームウェアファイルは、ファイル拡

張子 .binを使用します。

言語パックファイルは拡張子 .lpkを使用します。
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iLOiLOでのキーマネージャーの使用でのキーマネージャーの使用

iLO 5は、リモートキーマネージャーをサポートします。これは、HPE SR Secure Encryption、自己暗号化ドライブ、ま
たはHPE Persistent Memoryと組み合わせて使用できます。

HPE SR Secure Encryptionは、HDDまたはSSD RAIDボリューム内の保存データを保護します。これは、次のストレージコ
ントローラーでコントローラーベースの暗号化（CBE）エンジンを使用します。

HPE SmartアレイGen10ストレージコントローラー

HPE SRXXX Gen10+ストレージコントローラー

自己暗号化ドライブ（SED）は、以下に接続されたHDDまたはSSDドライブ内の保存データを保護します。

HPE MRXXX Gen10+ストレージコントローラー

CPU接続のNVMeドライブ

リモートキーマネージャーは、データ暗号化キーの生成、保存、操作、制御、アクセスの監査を行います。これを使用
して、ビジネスクリティカルで機密性のある保存済みデータの暗号化キーへのアクセスを保護し維持することができま
す。

iLOが、キーマネージャーと他の製品との間のキー交換を管理します。iLOは、キーマネージャーとの通信に、自身のMAC
アドレスに基づいた一意のユーザーアカウントを使用します。このアカウントを最初に作成するために、iLOは、管理者
権限を持つ、キーマネージャーに以前から存在する展開ユーザーアカウントを使用します。展開ユーザーアカウントに
ついて詳しくは、キーマネージャーのドキュメントを参照してください。
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サポートされているキーマネージャーサポートされているキーマネージャー

iLOは以下のキーマネージャーをサポートしています。

Utimaco Enterprise Secure Key Manager（ESKM）4.0以降

FIPSセキュリティ状態が有効になっている場合は、ESKM 5.0以降が必要です。

注意:注意:

ESKMを使用する場合は、アップデートされたコード署名証明書が含まれているソフトウェアアップ

デートを必ずインストールしてください。必要なアップデートをインストールしないと、ESKMは2019

年1月1日後に再起動するとエラー状態になります。詳しくは、ESKMのドキュメントESKMのドキュメントを参照してくださ

い。

Thales TCT KeySecure for Government G350v（旧称SafeNet AT KeySecure G350v 8.6.0）

Thales KeySecure K150v（旧称SafeNet KeySecure 150v 8.12.0）

Thales CipherTrust Manager 2.2.0、K170v（仮想）およびK570（物理）アプライアンス

注記:注記:

CNSAセキュリティ状態を使用するようiLOが構成されている場合、キーマネージャーの使用はサポートさ
れません。
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リモートキー管理の構成リモートキー管理の構成

手順手順

1. キー管理ソフトウェアをキーサーバーにインストールして構成します。

a. ローカルユーザーを作成します。

b. ローカルグループを作成します。

c. マスターキーを作成します。

詳しくは、サポートされているキーマネージャーソフトウェアのドキュメントを参照してください。

2. リモートキー管理をサポートするようにiLOを構成します。

a. キーマネージャーサーバーを構成します。

b. キーマネージャー構成の詳細を追加します。

c. （オプション）キーマネージャーの構成をテストします。

3. リモートキー管理モードで動作するように、サポートされているデバイスを構成します。

SRXXXストレージコントローラーについては、HPE SmartアレイSR Secure Encryptionインストール/ユーザーガイHPE SmartアレイSR Secure Encryptionインストール/ユーザーガイ

ドドを参照してください。

HPE Persistent Memoryについては、HPE Persistent MemoryユーザーガイドまたはUEFIシステムユーティリ

ティユーザーガイドを参照してください。

NVMeドライブについては、UEFIシステムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

MRXXXストレージコントローラーについては、HPE MegaRAID MR Gen10 PlusコントローラーユーザーガイドHPE MegaRAID MR Gen10 Plusコントローラーユーザーガイドを参照

してください。

これらのドキュメントは、Webサイトhttps://www.hpe.com/support/hpeschttps://www.hpe.com/support/hpescで入手できます。

4. （オプション）SRXXXストレージコントローラーの場合のみ：iLOのストレージ情報ページで、暗号化ステータスが暗

号化済と表示されていることを確認します。
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キーマネージャーサーバーの構成キーマネージャーサーバーの構成

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

CNSAセキュリティ状態を使用するようiLOが構成されていない。

手順手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。

2. （キーマネージャーサーバーセクション内）をクリックします。

キーマネージャーサーバー設定を編集ページが開きます。

3. 次の情報を入力します。

プライマリキーサーバーアドレス

プライマリキーサーバーポート

セカンダリキーサーバーアドレス

セカンダリキーサーバーポート

4. （オプション）プライマリおよびセカンダリキーサーバーを使用した構成でサーバーの冗長化を確認するには、冗長

化が必要オプションを有効にします。

Hewlett Packard Enterpriseでは、このオプションを有効にすることをお勧めします。

5. OKをクリックします。

Thales CipherTrust Manager 2.2.0について詳しくは、Remote Key Manager Support for Cipher Trust ManagerRemote Key Manager Support for Cipher Trust Manager構

成ガイドを参照してください。
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キーマネージャーサーバーのオプションキーマネージャーサーバーのオプション

プライマリキーサーバーアドレス

プライマリキーサーバーのホスト名、IPアドレス、またはFQDN。この文字列の最大長は79文字です。

プライマリキーサーバーポート

プライマリキーサーバーポート。

セカンダリキーサーバーアドレス

セカンダリキーサーバーのホスト名、IPアドレス、またはFQDN。この文字列の最大長は79文字です。

セカンダリキーサーバーポート

セカンダリキーサーバーポート。

冗長化が必要

このオプションが有効になっていると、iLOは、構成された両方のキーサーバーに暗号化キーがコピーされている
ことを確認します。

このオプションが無効になっていると、iLOは、構成された両方のキーサーバーに暗号化キーがコピーされている
ことを確認しません。

Hewlett Packard Enterpriseでは、このオプションを有効にすることをおすすめします。
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キーマネージャー構成の詳細の追加キーマネージャー構成の詳細の追加

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

CNSAセキュリティ状態を使用するようiLOが構成されていない。

少なくとも1つのキーマネージャーサーバーが構成されている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。

2. （キーマネージャー構成セクション内）をクリックします。

キーマネージャー構成設定を編集ページが開きます。

3. 次の情報をキーマネージャー上のiLOアカウントセクションに入力します。

アカウントグループ

（オプション）キーマネージャーローカルCA証明書名

アカウント名の値は読み取り専用です。

4. 次の情報をキーマネージャー管理者アカウントセクションに入力します。

ログイン名

パスワード

5. OKをクリックします。

iLOは情報要求をキーマネージャーサーバーに送信します。

ilo-<iLOのMACアドレス>というアカウント名が存在しない場合：

キーマネージャー管理者アカウントセクションで入力したユーザーアカウントが、アカウント名を作成して、

キーマネージャーのローカルユーザーとその生成済みパスワードに関連付けます。

アカウント名は、手順3で入力したアカウントグループに追加されます。

ilo-<iLOのMACアドレス>というアカウント名が存在する場合：

キーマネージャー管理者アカウントセクションで入力したユーザーアカウントが、キーマネージャーのローカ

ルユーザーにアカウント名を関連付けて、新しいパスワードが生成されます。

キーマネージャー管理者アカウントセクションで入力したユーザーアカウントが、ilo-<iLOのMACアドレス>ア

カウントに関連付けられたアカウントグループのメンバーでない場合、そのアカウントがアカウントグループ

に追加されます。

ilo-<iLOのMACアドレス>がすでに、キーマネージャーのローカルグループのメンバーである場合、手順3で入

力したグループは無視されます。キーマネージャーでの既存のグループ割り当てが使用され、 iLOのWebイン

ターフェイスに表示されます。新しいグループの割り当てが必要な場合は、iLO設定をアップデートする前に

キーマネージャーをアップデートする必要があります。

手順3でキーマネージャーローカルCA証明書名を入力した場合、キーマネージャーページのインポートされた証明書

の詳細セクションに証明書情報が一覧表示されます。
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キーマネージャー構成の詳細キーマネージャー構成の詳細

アカウント名

キーマネージャー上のiLOアカウントに表示されているアカウント名はilo-<iLO MACアドレス>です。アカウント名
は読み取り専用で、iLOがキーマネージャーと通信するときに使用されます。

アカウントグループ

iLOユーザーアカウントと、iLOがキーマネージャーにインポートしたキーで使用するために、キーマネージャー上
に作成されたローカルグループ。キーはインポートされると、自動的に、同じグループに割り当てられたすべての
デバイスで使用可能になります。

グループと、キー管理でのグループの使用について詳しくは、セキュア暗号化インストール/ユーザーガイドを参
照してください。

キーマネージャーローカルCA証明書名

iLOが信頼済みのキーマネージャーサーバーと通信していることを確認するには、ローカル認証機関の証明書の名
前をキーマネージャーに入力します。通常はLocal CAという名前で、キーマネージャーのローカルCAの下に表示さ
れます。iLOは証明書を取得し、それを使用して、今後のすべてのトランザクションでキーマネージャーのサー
バーを認証します。

セキュア暗号化では、信頼された第三者認証機関または中間CAの使用はサポートされません。

ログイン名

キーマネージャーで構成された管理者アクセス権を持つローカルユーザー名。このユーザー名はキーマネージャー
デプロイメントユーザーです。

iLOでキーマネージャーの構成詳細を追加する前に、デプロイメントユーザーアカウントを作成する必要がありま
す。

パスワード

キーマネージャーで構成された管理者アクセス権を持つローカルユーザー名に応じたパスワード。
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キーマネージャー構成のテストキーマネージャー構成のテスト

構成設定を確認するには、キーマネージャー構成をテストします。以下のテストが試行されます。

キーマネージャーソフトウェアのバージョンがiLOと互換性があることを確認します。

TLSを使用してプライマリキーマネージャーサーバー（および構成されている場合はセカンダリキーマネージャー

サーバー）に接続します。

構成済みの認証情報およびアカウントを使用して、キーマネージャーに認証します。

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

キーマネージャーがセットアップされ、iLOでキーマネージャーの構成が完了している。

手順手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。

2. をクリックします。

テスト結果は、キーマネージャーイベントテーブルに表示されます。成功または失敗のメッセージがiLOのWebイン

ターフェイスウィンドウの上部に表示されます。
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キーマネージャーイベントの表示キーマネージャーイベントの表示

前提条件前提条件

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされて

いる機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してくださ

い。

手順手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。

2. キーマネージャーイベントセクションまでスクロールします。

各イベントがタイムスタンプと説明とともに一覧表示されます。
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キーマネージャーログのクリアキーマネージャーログのクリア

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされ

ている機能については、Webサイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してく

ださい。

手順手順

1. ナビゲーションツリーで管理をクリックして、キーマネージャータブをクリックします。

2. キーマネージャーログをクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

3. はい、クリアしますをクリックします。
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One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去

サーバーを運用廃止するか、または別の用途で準備する場合、One-buttonセキュア消去機能を使用できます。

One-buttonセキュア消去は、NIST Special Publication 800-88 Revision 1のメディアサニタイズのガイドラインに準
拠しています。

仕様について詳しくは、https://www.ipa.go.jp/files/000094547.pdfhttps://www.ipa.go.jp/files/000094547.pdf(日本語訳)を参照してください。仕様のセクショ

ン2.5では、サニタイズのレベルについて説明しています。付録では、メディアの最小サニタイズレベルを提示していま
す。

One-buttonセキュア消去は、ユーザーデータのパージパージに対するNIST SP 800-88 Revision 1のサニタイズに関する勧告を
実装しており、サーバーおよびサポートされたコンポーネントをデフォルトの状態に戻します。この機能は、サーバー
の揮発性に関する報告のドキュメントでユーザーが行う多くのタスクを自動化します。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去アクセス方式アクセス方式

次の製品からOne-buttonセキュア消去プロセスを開始できます。

iLO 5 2.30以降

Intelligent Provisioning 3.30以降

iLO RESTful API

iLOiLOからからOne-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去プロセスを開始するための前提条件プロセスを開始するための前提条件

手順手順

1. 自分のiLOユーザーアカウントにすべてのiLOユーザーアカウント権限が割り当てられていることを確認します。

2. この機能をサポートするiLOライセンスをインストールします。

使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされている機能については、Webサイト

（https://www.hpe.com/support/ilo-docshttps://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してください。

3. 消去するサーバーがSPPバージョン2019.03.0以降でアップデートされています。

4. 次の機能が有効になっている場合は、無効にします。

サーバー構成ロック

手順については、HPE ProLiant Gen10サーバーおよびHPE Synergy用UEFIシステムユーティリティユーザーガイ

ドを参照してください。

Smartアレイ暗号化

手順については、HPE SmartアレイSR Secure Encryptionインストール/ユーザーガイドHPE SmartアレイSR Secure Encryptionインストール/ユーザーガイドの「暗号化構成のクリ

ア」セクションを参照してください。

Intel VROC暗号化

手順については、インテルVirtual RAID on CPU for HPE Gen10 Plusユーザーガイドのセキュリティと暗号化の

構成をクリーンアップするセクションを参照してください。

5. c-ClassおよびHPE Synergyシステムでは、またはシステムに割り当てられているOneViewまたはVirtual Connectプロ

ファイルを削除します。

6. システムメンテナンススイッチのiLOセキュリティ設定の位置がOFFであることを確認します。

7. 消去するストレージドライブで、ネイティブのサニタイズ方式をサポートしています。

たとえば、SATAおよびSASドライブには SANITIZEコマンド、NVM Expressドライブには FORMAT などです。NIST文

書では、上記のデバイスタイプでデータをパージするには上記のコマンドを勧めています。これらのコマンドを使用

するほうが、ソフトウェアを使用してストレージドライブ上のデータを上書きするよりも安全です。

8. HPE拡張スキーマでLDAPディレクトリ認証を使用している場合、One-buttonセキュア消去プロセスを開始するため

に、iLOにログインする別の方法があります。

サポートされている方法には、ローカルアカウント、Kerberos認証、CACスマートカード、およびスキーマフリー

ディレクトリアカウントが含まれます。
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HPE拡張スキーマでは、One-buttonセキュア消去プロセスを開始するために必要なユーザー権限をサポートしていま

せん。

iLOiLOからのからのOne-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去プロセスの開始プロセスの開始

前提条件前提条件

ご使用の環境がiLOからOne-buttonセキュア消去プロセスを開始するための前提条件を満たしている。

手順手順

1. 消去しないストレージデバイスを切断またはデタッチします。

Hewlett Packard Enterpriseでは、データ損失の可能性を低減するため、消去しないドライブを切断またはデタッチ

することをお勧めします。この手順には、着脱可能なドライブや、外付けストレージ、共有ストレージが含まれま

す。

接続されたストレージデバイスがネイティブのサニタイズ方式をサポートしていない場合、そのストレージデバイス

はOne-buttonセキュア消去プロセス中に消去されません。インテグレーテッドマネジメントログ（IML）エントリー

により、デバイスの消去の障害が報告されます。

2. （オプション）SNMP、アラートメール、またはiLO RESTful APIアラートを構成します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この手順を完了することをお勧めします。

各コンポーネントが消去されるときにエラーが発生した場合は、各エラーについて、IMLエントリーが記録されま

す。アラートを構成している場合、通知を受け取ります。IMLは、One-buttonセキュア消去プロセス中に消去されま

す。IMLが消去されると、セキュア消去レポートテーブルに高レベルのステータス情報が表示されます。

iLO 5 2.30以降がインストールされているGen10サーバーの場合、セキュア消去レポートには、内蔵NANDフラッ

シュとNVRAMのステータスのみが含まれます。Gen10 Plusサーバーでは、レポートに、サポートされているすべての

デバイスが含まれます。

3. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

4. システムを消去をクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

注意:注意:

この機能は、システムを廃棄する場合、または別の目的で使用する場合にのみ使用してください。こ

のプロセスは、サーバーおよびサポートされるコンポーネントを工場出荷時の状態にリセットしま

す。ストレージ容量によっては、サーバーとコンポーネントのセキュア消去が完了するまでに1日以上

かかる場合があります。このプロセスはいったん開始すると、元に戻すことはできません。プロセス

が完了するまで、構成の変更やシステムの電源オフに関係するiLOまたはシステムとの対話は避けてく

ださい。

5. セキュア消去の意味を理解し、このシステムを廃棄する準備ができましたチェックボックスをオンにして、はい、シ

ステムを永久に消去しますをクリックします。

サーバーが再起動し、One-buttonセキュア消去プロセスが開始します。

One-buttonセキュア消去の進捗は、すべてのiLO Webインターフェイスページのバナー領域に表示されます。表示さ

れる情報には、完了率と推定の残り時間が含まれます。個々のハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントの詳

細は、セキュア消去ステータステーブルに表示されます。

One-buttonセキュア消去プロセス中に、構成を変更しないでください。このプロセス中は、iLOによってファーム

ウェアアップデートが妨げられ、iLOがリセットされます。

One-buttonセキュア消去が完了するとiLOがリセットされ、ネットワーク上で使用できなくなります。

c-ClassサーバーおよびHPE Synergyコンピュートモジュールでは、プロセスの完了後にiLOのネットワーク設定が再

割り当てされることがあり、システムの電源がオンになる場合があります。

6. （オプション）システムを稼働状態に戻します。

7. （オプション）One-buttonセキュア消去レポートを表示、保存、または削除します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この手順を完了することをお勧めします。
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8. （オプション）デバイスが消去プロセスに失敗した場合、またはデバイスがネイティブのサニタイズ方式をサポート

していない場合は、次のいずれかを実行します。

これらのデバイスを分離し、他の方式を使用してデータを削除します。

組織のセキュリティポリシーに従ってデバイスを安全に廃棄します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この手順を完了することをお勧めします。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去ステータス値ステータス値

One-buttonセキュア消去プロセスを開始すると、全体の進捗がiLOバナーに表示されます。個々のコンポーネントのス
テータスは、 セキュア消去ステータステーブルに表示されます。

アイドル - プロセスは開始されていません。

開始 - プロセスは開始されました。

進行中 - 消去が進行中です。

成功 - プロセスは正常に完了しました。

エラー – プロセスが完了しましたが、エラーが発生しています。

障害 - プロセスは失敗しました。

注記:注記:

セキュア消去ステータステーブル内のiLO設定には、内蔵NANDフラッシュとNVRAMの結果が含まれてい

ます。これらのコンポーネントのいずれかで消去の障害が発生すると、iLO設定の全体的な障害になり

ます。

セキュア消去ステータステーブル内のBIOS設定には、UEFI構成ストアとRTC（システム日付時刻）の結

果が含まれます。これらのコンポーネントのいずれかで消去の障害が発生すると、BIOS設定の全体的

な障害になります。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去後にシステムを動作状態に戻す後にシステムを動作状態に戻す

One-buttonセキュア消去プロセスでシステムが消去された後に、次の手順を使用して操作状態に戻します。

手順手順

1. iLOネットワーク設定を構成します。

2. Intelligent Provisioningリカバリイメージを使用してIntelligent Provisioningをインストールします。

詳しくは、Intelligent Provisioningのユーザーガイドを参照してください。

3. オペレーティングシステムをインストールします。

4. オプション：iLOライセンスをインストールします。

5. BIOS設定および環境に適用されるiLO設定を構成します。

6. （オプション）システムリカバリセットを作成します。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去レポートの表示レポートの表示

前提条件前提条件

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了している。

One-buttonセキュア消去プロセスの完了後、iLOがIPアドレスで構成されている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了したら、 最新の消去レポートの参照ボタンが使用できます。

2. 最新の消去レポートの参照をクリックします。

セキュア消去レポートが表示されます。
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3. （オプション）テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。

ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの横にある矢印アイコン

をクリックします。

4. （オプション） One-buttonセキュア消去レポートを保存します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、今後の参照用に消去レポートのコピーを保存することをお勧めします。

5. （オプション） One-buttonセキュア消去レポートを削除します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーを廃棄するか、または別の目的で使用する前に、消去レポートを削除す

ることをお勧めします。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去レポートの詳細レポートの詳細

サーバーシリアル番号 - サーバーのシリアル番号。

次によって開始 - One-buttonセキュア消去プロセスを開始したユーザー。

次の情報がデバイスごとにリストされます。

デバイスタイプ - 消去されたデバイスタイプ。

影響を受けるデバイスタイプについては、One-buttonセキュア消去の完了後のシステムへの影響を参照してくださ

い。

iLO 5 2.30以降がインストールされているGen10サーバーの場合、セキュア消去レポートには、内蔵NANDフラッ

シュとNVRAMのステータスのみが含まれます。Gen10 Plusサーバーでは、レポートに、サポートされているすべての

デバイスが含まれます。

位置 - サーバー内のデバイスの位置。

シリアル番号 - デバイスのシリアル番号。

ステータス - デバイスのOne-buttonセキュア消去ステータス。

消去タイプ - 消去操作のタイプ。実行された操作について詳しくは、One-buttonセキュア消去のFAQを参照してくだ

さい。

開始時刻 - 特定のデバイスのOne-buttonセキュア消去の開始時刻。

終了時間 - 特定のデバイスのOne-buttonセキュア消去の終了時間。

CSVファイルへのCSVファイルへのOne-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去レポートの保存レポートの保存

One-buttonセキュア消去機能を使用する場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、今後の参照用に消去レポートのコ
ピーを保存することをお勧めします。

前提条件前提条件

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了している。

One-buttonセキュア消去プロセスの完了後、iLOがIPアドレスで構成されている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

2. 終了ボックスにある をクリックします。

CSVアウトプットウィンドウが表示されます。

3. 保存をクリックし、ブラウザーのプロンプトに従ってファイルを保存するか、ファイルを開きます。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去レポートの削除レポートの削除

サーバーを廃棄または再利用する場合、iLO WebインターフェイスでOne-buttonセキュア消去レポートを使用可能なまま
にしたくない場合があります。

Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーを廃棄するか、または別の目的で使用する前に、消去レポートを削除する
ことをお勧めします。
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前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了している。

One-buttonセキュア消去プロセスの完了後、iLOがIPアドレスで構成されている。

後で参照するためにOne-buttonセキュア消去レポートのコピーが必要な場合に、レポートを保存している。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了したら、 最新の消去レポートの参照ボタンが使用できます。

2. 最新の消去レポートの参照をクリックします。

セキュア消去レポートが表示されます。

3. をクリックします。

iLOによって、レポートファイルがセキュア消去され、すぐにリセットされます。

この時点までに作成されたイベントログ、IML、セキュリティログ、および構成設定が、工場出荷時のデフォルト設

定にリセットされます。iLOは、起動時に自動リストア操作を試みる場合があります。詳しくは、iLOのバックアップ

とリストアを参照してください。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去の完了後のシステムへの影響の完了後のシステムへの影響

One-buttonセキュア消去機能は、システムおよびサポートされたコンポーネントを工場出荷時の状態に戻します。シス
テムを使用するには、再度サーバーをプロビジョニングします。

影響を受けたストレージドライブおよび不揮発性メモリ上にあるすべてのデータは消去され、回復可能ではありませ

ん。

すべてのRAID設定、ディスクパーティション、およびOSインストールは削除されます。

以下のBIOSおよびiLO 5設定は消去されるか、工場出荷時デフォルト設定にリセットされます。

工場出荷時に設定されたサーバーID（iLO IDevID）、ユーザー定義のサーバーID （iLO LDevID）、工場出荷時に

設定されたTCG準拠のシステムID（System IDevID）は消去されます。

プラットフォーム証明書、システムIAK証明書、その他すべての登録済み証明書 （工場出荷時にプリインストー

ルされているUEFIセキュアブート証明書を除く）は消去されます。

iLOネットワークやその他の設定は消去され、再構成が必要となります。

インストールされたiLOライセンスは削除され、ライセンスのステータスはiLO Standardに戻ります。

工場でiLO Advancedライセンスが#0D1オプションでプリインストールされている場合、One-buttonセキュア消

去プロセスが終了するとライセンスは再インストールされます。このライセンスオプションについて詳しく

は、HPE iLOライセンスガイドを参照してください。

システムリカバリセットは削除され、再作成が必要となります。

iLOのユーザーアカウントが削除されます。プロセスが完了したら、デフォルトの工場出荷時の管理者アカウント

とパスワードを使用してログインします。

Active Health System、インテグレーテッドマネジメントログ、セキュリティログ、およびiLOイベントログは消

去されます。

BIOSおよびSmartStorage Redfish APIデータの削除され、次回のブート時に再作成されます。

セキュアブートは無効になり、工場出荷時にインストールされている証明書を除き、登録された証明書は削除さ

れます。

ブートオプションとユーザーが定義したBIOSのデフォルトは削除されます。

TPMまたはBIOSに格納されたパスワード、パスフレーズ、および暗号化キーは削除されます。

日付、時刻、DST、およびタイムゾーンはリセットされます。
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システムは、BIOSの最新リビジョンがフラッシュされた状態で起動されます。

Intelligent Provisioningは起動せず、再インストールする必要があります。

工場出荷時の状態に戻されるハードウェアコンポーネント工場出荷時の状態に戻されるハードウェアコンポーネント

次のコンポーネントは、One-buttonセキュア消去プロセス中に、工場出荷時の状態に戻されます。

UEFI構成ストア

RTC（システムの日付と時刻）

Trusted Platform Module

NVRAM

BIOS設定

iLO構成設定

iLOイベントログ

インテグレーテッドマネジメントログ

セキュリティログ

HPE SmartアレイSRコントローラーおよび接続されたストレージ

HPE SmartアレイS100iソフトウェアRAID

HPE SmartアレイMRコントローラーおよび接続されたストレージ

サポートされているBIOSバージョンサポートされているBIOSバージョン

Gen10 Plus

AMDサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン2.40以降。

Intelサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン1.40以降。

HPE NS204i-p Gen10 Plusブートコントローラー

サポートされているBIOSバージョンサポートされているBIOSバージョン

Gen10 Plus

AMDサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン2.40以降。

Intelサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン1.40以降。

ドライブデータ（ネイティブのサニタイズ方式をサポートするドライブの場合）。

SATA、SASドライブ（SSDおよびHDD）

NVM Express

不揮発性メモリ

NVDIMM-N

インテルOptane DC不揮発性メモリ

内蔵フラッシュ

iLO RESTful APIデータ

Active Health System

ファームウェアレポジトリ

工場出荷時の状態に戻されないハードウェアコンポーネント工場出荷時の状態に戻されないハードウェアコンポーネント

次のコンポーネントはOne-buttonセキュア消去プロセスの影響を受けません。

USBドライバー
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SDカード

iLO仮想メディア

PCIコントローラー上の構成

SAS HBAおよび接続されたドライブ

ネイティブのサニタイズ方式をサポートしていないSATA、SAS、およびNVM Expressドライブ。

たとえば、Gen9以前のサーバーで使用されるほとんどのドライブです。

FCoE、iSCSIストレージ

GPGPU

その他のFPGA、アクセラレータ、キーまたはストレージを持つオフロードエンジン

One-buttonセキュア消去のFAQOne-buttonセキュア消去のFAQ

One-buttonセキュア消去はUSBデバイスおよび内部SDカードをパージしますか。

いいえ。One-buttonセキュア消去はUSBデバイスおよび内部SDカードをパージしません。

HDDがパージ機能をサポートしていない場合、 One-buttonセキュア消去はパージを試みますか。

いいえ。One-buttonセキュア消去はパージ機能をサポートしていないドライブをスキップします。

One-buttonセキュア消去はSmartアレイコントローラーをサポートしていますか。

One-buttonセキュア消去をサポートするのは、HPE Smartアレイ「SR」コントローラーのみです。

Smartアレイはパージをサポートしていないドライブを消去しますか。

Smartアレイは、パージ操作をサポートしていないドライブをワイプ（あるパターンで上書きする）できま
す。One-buttonセキュア消去では、Smartアレイでこのセキュリティ保護されていないワイプを実行する必要はあ
りません。Intelligent Provisioningの「システムの消去およびリセット」機能を使用して、このようなドライブ
のデータをワイプします。

One-buttonセキュア消去はバッテリバックアップ式キャッシュを消去しますか。

詳しくは、次の表を参照してください。

One-buttonセキュア消去は消去コマンドをどのように処理しますか。

One-buttonセキュア消去がデータをパージまたは上書きする方法に関する情報については、次の表を参照してくだ
さい。

One-buttonセキュア消去を起動するために必要な権限は何ですか。

One-buttonセキュア消去を起動するには、すべてのiLO権限が必要です。

One-buttonセキュア消去はシリアル番号とプロダクトIDを削除しますか。

いいえ、これらの項目はOne-buttonセキュア消去によって消去されません。

この処理はどの程度かかりますか。

ハードウェアによって異なります。HDDのサニタイズはSSDよりも時間がかかります。

One-buttonセキュア消去One-buttonセキュア消去はサポートされたドライブにどのように作用しますか。はサポートされたドライブにどのように作用しますか。

デバイスデバイス 必要な操作必要な操作 結果結果

NVRAM 3パス書き込み：0x5a、0xa5、0xff すべてのバッテリバックアップ式iLO
SRAMメモリが上書きされます。

内蔵フラッシュ（NAND） 拡張CSDレジスターの
SECURE_REMOVAL_TYPEが物理メモリ消
去に設定されているeMMC 5.1（JEDEC
84-B51）セキュア消去コマンド（デバ
イスでサポートされている場合）。

物理メモリ内のデータが消去されま
す。
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インテルOptane DC PMM 完全消去 + DIMMを上書き 暗号化キーが削除され、すべての物理
メモリブロック内のデータ（ユーザー
がアクセス可能なデータとスペアブ
ロック内の両方のデータ）がゼロで上
書きされます。すべての構成とメタ
データを含むPCD領域も上書きされま
す。

NVDIMM-N JEDEC JESD245B工場出荷時設定 保証情報を除く、すべての物理メモリ
ブロック内のデータが消去されます。
読み取り可能なすべてレジスターはデ
フォルト設定にリセットされます。

UEFI構成ストア 3パス：チップ消去（0xff）、0x00、
チップ消去（0xff）

すべての物理セクターが上書きされま
す。

RTC 時刻を01-01-2001 00:00:00にリセッ
ト

日付、時刻、タイムゾーン、および
DSTがデフォルト設定にリセットされ
ます。

TPM TPMクリア + NVインデックスをクリア
+ プラットフォーム対象キーを削除

すべての不揮発性情報を含む、TPMの
すべてのデータがクリアされます。

HPE SmartアレイSRコントローラー 論理ドライブを削除 + 構成のメタ
データをクリア + 工場出荷時設定へ
のリセット + 物理ドライブのサニタ
イズ

注記注記：One-buttonセキュア消去を開始
する前に、Smart Storage
Administratorを介して、セキュリ
ティリセット機能を手動で実行する必
要があります（Smartアレイセキュア
暗号化が有効化されていた場合）。

セキュリティリセット機能は、リ

モートキー管理のためにキーマ

ネージャーに保存されているドラ

イブキーを削除します。コント

ローラーおよびドライブのすべて

のシークレット、キー、およびパ

スワードがクリアされます。この

操作は、キーマネージャー上のコ

ントローラーキーを削除しませ

ん。

すべてのアレイ構成、論理ドライ

ブ、およびメタデータが削除され

ます。すべてのコントローラー設

定は工場出荷時の設定にリセット

されます。

フラッシュバックアップはクリア

され、DRAMのライトバックキャッ

シュ内のデータは電源が取り外さ

れたときに失われます。

接続されたすべてのドライブをサニタ
イズする必要があります。ドライブ上
で必要な操作については、以下を参照
してください。

デバイスデバイス 必要な操作必要な操作 結果結果
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HPE SmartアレイMRコントローラー 論理ドライブを削除 + 構成のメタ
データをクリア + 工場出荷時設定へ
のリセット + 物理ドライブのサニタ
イズ

すべてのアレイ構成、論理ドライ

ブ、およびメタデータが削除され

ます。すべてのコントローラー設

定は工場出荷時の設定にリセット

されます。暗号化キーがクリアさ

れます。

フラッシュバックアップはクリア

され、DRAMのライトバックキャッ

シュ内のデータは電源が取り外さ

れたときに失われます。

接続されたすべてのドライブをサニタ
イズする必要があります。ドライブ上
で必要な操作については、以下を参照
してください。

HPE NS204i-p Gen10 Plusブートコン
トローラー

論理ドライブを削除 + 構成のメタ
データをクリア + 工場出荷時設定へ
のリセット + 物理ドライブのサニタ
イズ

すべてのアレイ構成、論理ドライ

ブ、およびメタデータが削除され

ます。すべてのコントローラー設

定は工場出荷時の設定にリセット

されます。

接続されたすべてのドライブをサニタ
イズする必要があります。ドライブ上
で必要な操作については、以下を参照
してください。

HPE SmartアレイS100iおよびSR100iソ
フトウェアRAID

SATA AHCIモードにリセット + 物理ド
ライブのサニタイズ

コントローラーは、デフォルトのSATA
AHCIモードにリセットされます。接続
されたすべてのSATAドライブを以下の
ようにサニタイズする必要がありま
す。

SATA HDD ATA SANITIZE with CRYPTO SCRAMBLE
EXT（サポートされている場合）

CRYPTO SCRAMBLE EXTコマンドは、
ユーザーデータに使用される内部暗号
化キーを変更するため、ユーザーデー
タを元に戻すことはできません。

シングルパスのATA SANITIZE with
OVERWRITE EXTオプション

ユーザーがアクセスできない物理セク
ターを含む、すべての物理セクターが
ゼロで上書きされます。キャッシュ内
のすべての旧データもアクセスできな
くなります。

SATA SSD ATA SANITIZE with CRYPTO SCRAMBLE
EXT（サポートされている場合）

CRYPTO SCRAMBLE EXTコマンドは、
ユーザーデータに使用される内部暗号
化キーを変更するため、ユーザーデー
タを元に戻すことはできません。

シングルパスのATA SANITIZE with
BLOCK ERASEオプション

ユーザーがアクセスできない物理メモ
リブロックを含む、すべての物理メモ
リブロック内の旧データは元に戻すこ
とができなくなります。キャッシュ内
のすべての旧データもアクセスできな
くなります。

SAS HDD シングルパスのSCSI SANITIZE with
OVERWRITE EXTオプション

ユーザーがアクセスできない物理セク
ターを含む、すべての物理セクターが
上書きされます。キャッシュ内のすべ
てのデータもサニタイズされます。

SAS SSD シングルパスのSCSI SANITIZE with
BLOCK ERASEオプション

ユーザーがアクセスできない物理メモ
リブロックを含む、すべての物理メモ
リブロックがベンダー固有値に設定さ
れます。キャッシュ内のすべてのデー
タもサニタイズされます。

デバイスデバイス 必要な操作必要な操作 結果結果

1

1

2

2
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NVM Express NVM Express FORMAT with Secure
Erase Setting（SES）= 2（サポート
されている場合）

これは、暗号化キーを削除することで
行われる暗号による消去です。

シングルパスのNVM Express FORMAT
with SES = 1

すべてのネームスペースに関連付けら
れているすべてのデータとメタデータ
は破棄されます。NVMサブシステムに
存在するユーザーのすべての内容は消
去されます。

デバイスデバイス 必要な操作必要な操作 結果結果

これらのドライブは、
HPE
Smartアレイ「SR」コントローラーまたはチップセットSATAコントローラーに接続される場合があります。
HPE Smartアレイ「SR」コントローラーにのみに接続されたSASドライブがサポートされます。

消去プロセスが失敗するサポート済みデバイス、およびサポートされていないデバイスの消去は安全ではありません。
これらのデバイスに機密データが含まれている可能性があります。消去されないデバイスを分離し、他の方法を使用し
てデータを削除するか、所属する組織のセキュリティポリシーに従ってデバイスを安全に破棄します。

1

2
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One-buttonセキュア消去セキュア消去

サーバーを運用廃止するか、または別の用途で準備する場合、One-buttonセキュア消去機能を使用できます。

One-buttonセキュア消去は、NIST Special Publication 800-88 Revision 1のメディアサニタイズのガイドラインに準拠し
ています。

仕様について詳しくは、https://www.ipa.go.jp/files/000094547.pdf(日本語訳)を参照してください。仕様のセクション
2.5では、サニタイズのレベルについて説明しています。付録では、メディアの最小サニタイズレベルを提示していま
す。

One-buttonセキュア消去は、ユーザーデータのパージに対するNIST SP 800-88 Revision 1のサニタイズに関する勧告を
実装しており、サーバーおよびサポートされたコンポーネントをデフォルトの状態に戻します。この機能は、サーバー
の揮発性に関する報告のドキュメントでユーザーが行う多くのタスクを自動化します。

One-buttonセキュア消去セキュア消去アクセス方式アクセス方式
次の製品からOne-buttonセキュア消去プロセスを開始できます。

iLO 5 2.30以降

Intelligent Provisioning 3.30以降

iLO RESTful API

iLOからからOne-buttonセキュア消去セキュア消去プロセスを開始するための前提条件プロセスを開始するための前提条件
手順手順

1. 自分のiLOユーザーアカウントにすべてのiLOユーザーアカウント権限が割り当てられていることを確認します。

2. この機能をサポートするiLOライセンスをインストールします。

使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされている機能については、Webサイト
（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあるライセンス文書を参照してください。

3. 消去するサーバーがSPPバージョン2019.03.0以降でアップデートされています。

4. 次の機能が有効になっている場合は、無効にします。

サーバー構成ロック

手順については、HPE ProLiant Gen10サーバーおよびHPE Synergy用UEFIシステムユーティリティユーザーガイ
ドを参照してください。

Smartアレイ暗号化

手順については、HPE SmartアレイアレイSR Secure Encryptionインストールインストール/ユーザーガイドユーザーガイドの「暗号化構成のクリア」
セクションを参照してください。

Intel VROC暗号化

手順については、インテルVirtual RAID on CPU for HPE Gen10 Plusユーザーガイドのセキュリティと暗号化の構成
をクリーンアップするセクションを参照してください。

5. c-ClassおよびHPE Synergyシステムでは、またはシステムに割り当てられているOneViewまたはVirtual Connectプロ
ファイルを削除します。

6. システムメンテナンススイッチのiLOセキュリティ設定の位置がOFFであることを確認します。

7. 消去するストレージドライブで、ネイティブのサニタイズ方式をサポートしています。

たとえば、SATAおよびSASドライブにはSANITIZEコマンド、NVM ExpressドライブにはFORMATなどです。NIST
文書では、上記のデバイスタイプでデータをパージするには上記のコマンドを勧めています。これらのコマンドを使
用するほうが、ソフトウェアを使用してストレージドライブ上のデータを上書きするよりも安全です。

8. HPE拡張スキーマでLDAPディレクトリ認証を使用している場合、One-buttonセキュア消去プロセスを開始するため
に、iLOにログインする別の方法があります。
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サポートされている方法には、ローカルアカウント、Kerberos認証、CACスマートカード、およびスキーマフリー
ディレクトリアカウントが含まれます。

HPE拡張スキーマでは、One-buttonセキュア消去プロセスを開始するために必要なユーザー権限をサポートしていま
せん。

iLOからのからのOne-buttonセキュア消去セキュア消去プロセスの開始プロセスの開始
前提条件前提条件

ご使用の環境がiLOからOne-buttonセキュア消去プロセスを開始するための前提条件を満たしている。

手順手順

1. 消去しないストレージデバイスを切断またはデタッチします。

Hewlett Packard Enterpriseでは、データ損失の可能性を低減するため、消去しないドライブを切断またはデタッチす
ることをお勧めします。この手順には、着脱可能なドライブや、外付けストレージ、共有ストレージが含まれます。

接続されたストレージデバイスがネイティブのサニタイズ方式をサポートしていない場合、そのストレージデバイス
はOne-buttonセキュア消去プロセス中に消去されません。インテグレーテッドマネジメントログ（IML）エントリー
により、デバイスの消去の障害が報告されます。

2. （オプション）SNMP、アラートメール、またはiLO RESTful APIアラートを構成します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この手順を完了することをお勧めします。

各コンポーネントが消去されるときにエラーが発生した場合は、各エラーについて、IMLエントリーが記録されま
す。アラートを構成している場合、通知を受け取ります。IMLは、One-buttonセキュア消去プロセス中に消去されま
す。IMLが消去されると、セキュア消去レポートテーブルに高レベルのステータス情報が表示されます。

iLO 5 2.30以降がインストールされているGen10サーバーの場合、セキュア消去レポートには、内蔵NANDフラッ
シュとNVRAMのステータスのみが含まれます。Gen10 Plusサーバーでは、レポートに、サポートされているすべて
のデバイスが含まれます。

3. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

4. システムを消去をクリックします。

iLOが要求を確認するように求めます。

注意注意:
この機能は、システムを廃棄する場合、または別の目的で使用する場合にのみ使用してください。この
プロセスは、サーバーおよびサポートされるコンポーネントを工場出荷時の状態にリセットします。ス
トレージ容量によっては、サーバーとコンポーネントのセキュア消去が完了するまでに1日以上かかる
場合があります。このプロセスはいったん開始すると、元に戻すことはできません。プロセスが完了す
るまで、構成の変更やシステムの電源オフに関係するiLOまたはシステムとの対話は避けてください。

5. セキュア消去の意味を理解し、このシステムを廃棄する準備ができましたチェックボックスをオンにして、はい、シ
ステムを永久に消去しますをクリックします。

サーバーが再起動し、One-buttonセキュア消去プロセスが開始します。

One-buttonセキュア消去の進捗は、すべてのiLO Webインターフェイスページのバナー領域に表示されます。表示さ
れる情報には、完了率と推定の残り時間が含まれます。個々のハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントの詳
細は、セキュア消去ステータステーブルに表示されます。

One-buttonセキュア消去プロセス中に、構成を変更しないでください。このプロセス中は、iLOによってファーム
ウェアアップデートが妨げられ、iLOがリセットされます。

One-buttonセキュア消去が完了するとiLOがリセットされ、ネットワーク上で使用できなくなります。

c-ClassサーバーおよびHPE Synergyコンピュートモジュールでは、プロセスの完了後にiLOのネットワーク設定が再
割り当てされることがあり、システムの電源がオンになる場合があります。

6. （オプション）システムを稼働状態に戻します。

7. （オプション）One-buttonセキュア消去レポートを表示、保存、または削除します。

One-buttonセキュア消去 221



Hewlett Packard Enterpriseでは、この手順を完了することをお勧めします。

8. （オプション）デバイスが消去プロセスに失敗した場合、またはデバイスがネイティブのサニタイズ方式をサポート
していない場合は、次のいずれかを実行します。

これらのデバイスを分離し、他の方式を使用してデータを削除します。

組織のセキュリティポリシーに従ってデバイスを安全に廃棄します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この手順を完了することをお勧めします。

One-buttonセキュア消去セキュア消去ステータス値ステータス値
One-buttonセキュア消去プロセスを開始すると、全体の進捗がiLOバナーに表示されます。個々のコンポーネントのス
テータスは、 セキュア消去ステータステーブルに表示されます。

アイドル - プロセスは開始されていません。

開始 - プロセスは開始されました。

進行中 - 消去が進行中です。

成功 - プロセスは正常に完了しました。

エラー – プロセスが完了しましたが、エラーが発生しています。

障害 - プロセスは失敗しました。

注記注記:
セキュア消去ステータステーブル内のiLO設定には、内蔵NANDフラッシュとNVRAMの結果が含まれて
います。これらのコンポーネントのいずれかで消去の障害が発生すると、iLO設定の全体的な障害になり
ます。

セキュア消去ステータステーブル内のBIOS設定には、UEFI構成ストアとRTC（システム日付時刻）の結
果が含まれます。これらのコンポーネントのいずれかで消去の障害が発生すると、BIOS設定の全体的な
障害になります。

One-buttonセキュア消去セキュア消去後にシステムを動作状態に戻す後にシステムを動作状態に戻す
One-buttonセキュア消去プロセスでシステムが消去された後に、次の手順を使用して操作状態に戻します。

手順手順

1. iLOネットワーク設定を構成します。

2. Intelligent Provisioningリカバリイメージを使用してIntelligent Provisioningをインストールします。

詳しくは、Intelligent Provisioningのユーザーガイドを参照してください。

3. オペレーティングシステムをインストールします。

4. オプション：iLOライセンスをインストールします。

5. BIOS設定および環境に適用されるiLO設定を構成します。

6. （オプション）システムリカバリセットを作成します。

One-buttonセキュア消去セキュア消去レポートの表示レポートの表示
前提条件前提条件

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了している。

One-buttonセキュア消去プロセスの完了後、iLOがIPアドレスで構成されている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了したら、 最新の消去レポートの参照ボタンが使用できます。

2. 最新の消去レポートの参照をクリックします。
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セキュア消去レポートが表示されます。

3. （オプション）テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。

ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの横にある矢印アイコン
をクリックします。

4. （オプション） One-buttonセキュア消去レポートを保存します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、今後の参照用に消去レポートのコピーを保存することをお勧めします。

5. （オプション） One-buttonセキュア消去レポートを削除します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーを廃棄するか、または別の目的で使用する前に、消去レポートを削除する
ことをお勧めします。

One-buttonセキュア消去セキュア消去レポートの詳細レポートの詳細

サーバーシリアル番号 - サーバーのシリアル番号。

次によって開始 - One-buttonセキュア消去プロセスを開始したユーザー。

次の情報がデバイスごとにリストされます。

デバイスタイプ - 消去されたデバイスタイプ。

影響を受けるデバイスタイプについては、One-buttonセキュア消去の完了後のシステムへの影響を参照してください。

iLO 5 2.30以降がインストールされているGen10サーバーの場合、セキュア消去レポートには、内蔵NANDフラッ
シュとNVRAMのステータスのみが含まれます。Gen10 Plusサーバーでは、レポートに、サポートされているすべての
デバイスが含まれます。

位置 - サーバー内のデバイスの位置。

シリアル番号 - デバイスのシリアル番号。

ステータス - デバイスのOne-buttonセキュア消去ステータス。

消去タイプ - 消去操作のタイプ。実行された操作について詳しくは、One-buttonセキュア消去のFAQを参照してくださ
い。

開始時刻 - 特定のデバイスのOne-buttonセキュア消去の開始時刻。

終了時間 - 特定のデバイスのOne-buttonセキュア消去の終了時間。

CSVファイルへのファイルへのOne-buttonセキュア消去セキュア消去レポートの保存レポートの保存
One-buttonセキュア消去機能を使用する場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、今後の参照用に消去レポートのコピー
を保存することをお勧めします。

前提条件前提条件

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了している。

One-buttonセキュア消去プロセスの完了後、iLOがIPアドレスで構成されている。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

2. 終了ボックスにある をクリックします。

CSVアウトプットウィンドウが表示されます。

3. 保存をクリックし、ブラウザーのプロンプトに従ってファイルを保存するか、ファイルを開きます。

One-buttonセキュア消去セキュア消去レポートの削除レポートの削除
サーバーを廃棄または再利用する場合、iLO WebインターフェイスでOne-buttonセキュア消去レポートを使用可能なま
まにしたくない場合があります。

Hewlett Packard Enterpriseでは、サーバーを廃棄するか、または別の目的で使用する前に、消去レポートを削除するこ
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とをお勧めします。

前提条件前提条件

iLOの設定を構成する権限

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了している。

One-buttonセキュア消去プロセスの完了後、iLOがIPアドレスで構成されている。

後で参照するためにOne-buttonセキュア消去レポートのコピーが必要な場合に、レポートを保存している。

手順手順

1. ナビゲーションツリーでライフサイクル管理をクリックし、廃棄タブをクリックします。

サーバーでOne-buttonセキュア消去プロセスが完了したら、 最新の消去レポートの参照ボタンが使用できます。

2. 最新の消去レポートの参照をクリックします。

セキュア消去レポートが表示されます。

3. をクリックします。

iLOによって、レポートファイルがセキュア消去され、すぐにリセットされます。

この時点までに作成されたイベントログ、IML、セキュリティログ、および構成設定が、工場出荷時のデフォルト設
定にリセットされます。iLOは、起動時に自動リストア操作を試みる場合があります。詳しくは、iLOのバックアップ
とリストアを参照してください。

One-buttonセキュア消去セキュア消去の完了後のシステムへの影響の完了後のシステムへの影響
One-buttonセキュア消去機能は、システムおよびサポートされたコンポーネントを工場出荷時の状態に戻します。シス
テムを使用するには、再度サーバーをプロビジョニングします。

影響を受けたストレージドライブおよび不揮発性メモリ上にあるすべてのデータは消去され、回復可能ではありませ
ん。

すべてのRAID設定、ディスクパーティション、およびOSインストールは削除されます。

以下のBIOSおよびiLO 5設定は消去されるか、工場出荷時デフォルト設定にリセットされます。

工場出荷時に設定されたサーバーID（iLO IDevID）、ユーザー定義のサーバーID （iLO LDevID）、工場出荷時に設定さ
れたTCG準拠のシステムID（System IDevID）は消去されます。

プラットフォーム証明書、システムIAK証明書、その他すべての登録済み証明書 （工場出荷時にプリインストールされ
ているUEFIセキュアブート証明書を除く）は消去されます。

iLOネットワークやその他の設定は消去され、再構成が必要となります。

インストールされたiLOライセンスは削除され、ライセンスのステータスはiLO Standardに戻ります。

工場でiLO Advancedライセンスが#0D1オプションでプリインストールされている場合、One-buttonセキュア消去プロ
セスが終了するとライセンスは再インストールされます。このライセンスオプションについて詳しくは、HPE iLOライ
センスガイドを参照してください。

システムリカバリセットは削除され、再作成が必要となります。

iLOのユーザーアカウントが削除されます。プロセスが完了したら、デフォルトの工場出荷時の管理者アカウントとパス
ワードを使用してログインします。

Active Health System、インテグレーテッドマネジメントログ、セキュリティログ、およびiLOイベントログは消去され
ます。

BIOSおよびSmartStorage Redfish APIデータの削除され、次回のブート時に再作成されます。

セキュアブートは無効になり、工場出荷時にインストールされている証明書を除き、登録された証明書は削除されま
す。

ブートオプションとユーザーが定義したBIOSのデフォルトは削除されます。

TPMまたはBIOSに格納されたパスワード、パスフレーズ、および暗号化キーは削除されます。

日付、時刻、DST、およびタイムゾーンはリセットされます。
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システムは、BIOSの最新リビジョンがフラッシュされた状態で起動されます。

Intelligent Provisioningは起動せず、再インストールする必要があります。

工場出荷時の状態に戻されるハードウェアコンポーネント工場出荷時の状態に戻されるハードウェアコンポーネント
次のコンポーネントは、One-buttonセキュア消去プロセス中に、工場出荷時の状態に戻されます。

UEFI構成ストア

RTC（システムの日付と時刻）

Trusted Platform Module

NVRAM

BIOS設定

iLO構成設定

iLOイベントログ

インテグレーテッドマネジメントログ

セキュリティログ

HPE SmartアレイSRコントローラーおよび接続されたストレージ

HPE SmartアレイS100iソフトウェアRAID

HPE SmartアレイMRコントローラーおよび接続されたストレージ

サポートされているBIOSバージョン

Gen10 Plus
AMDサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン2.40以降。

Intelサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン1.40以降。

HPE NS204i-p Gen10 Plusブートコントローラー

サポートされているBIOSバージョン

Gen10 Plus
AMDサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン2.40以降。

Intelサーバーの場合、システムROM（BIOS）のバージョン1.40以降。

ドライブデータ（ネイティブのサニタイズ方式をサポートするドライブの場合）。

SATA、SASドライブ（SSDおよびHDD）

NVM Express

不揮発性メモリ

NVDIMM-N

インテルOptane DC不揮発性メモリ

内蔵フラッシュ

iLO RESTful APIデータ

Active Health System

ファームウェアレポジトリ

工場出荷時の状態に戻されないハードウェアコンポーネント工場出荷時の状態に戻されないハードウェアコンポーネント
次のコンポーネントはOne-buttonセキュア消去プロセスの影響を受けません。

USBドライバー
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SDカード

iLO仮想メディア

PCIコントローラー上の構成

SAS HBAおよび接続されたドライブ

ネイティブのサニタイズ方式をサポートしていないSATA、SAS、およびNVM Expressドライブ。

たとえば、Gen9以前のサーバーで使用されるほとんどのドライブです。

FCoE、iSCSIストレージ

GPGPU

その他のFPGA、アクセラレータ、キーまたはストレージを持つオフロードエンジン

One-buttonセキュア消去のセキュア消去のFAQ
One-buttonセキュア消去はUSBデバイスおよび内部SDカードをパージしますか。

いいえ。One-buttonセキュア消去はUSBデバイスおよび内部SDカードをパージしません。

HDDがパージ機能をサポートしていない場合、One-buttonセキュア消去はパージを試みますか。

いいえ。One-buttonセキュア消去はパージ機能をサポートしていないドライブをスキップします。

One-buttonセキュア消去はSmartアレイコントローラーをサポートしていますか。

One-buttonセキュア消去をサポートするのは、HPE Smartアレイ「SR」コントローラーのみです。

Smartアレイはパージをサポートしていないドライブを消去しますか。

Smartアレイは、パージ操作をサポートしていないドライブをワイプ（あるパターンで上書きする）できま
す。One-buttonセキュア消去では、Smartアレイでこのセキュリティ保護されていないワイプを実行する必要はあ
りません。Intelligent Provisioningの「システムの消去およびリセット」機能を使用して、このようなドライブの
データをワイプします。

One-buttonセキュア消去はバッテリバックアップ式キャッシュを消去しますか。

詳しくは、次の表を参照してください。

One-buttonセキュア消去は消去コマンドをどのように処理しますか。

One-buttonセキュア消去がデータをパージまたは上書きする方法に関する情報については、次の表を参照してくだ
さい。

One-buttonセキュア消去を起動するために必要な権限は何ですか。

One-buttonセキュア消去を起動するには、すべてのiLO権限が必要です。

One-buttonセキュア消去はシリアル番号とプロダクトIDを削除しますか。

いいえ、これらの項目はOne-buttonセキュア消去によって消去されません。

この処理はどの程度かかりますか。

ハードウェアによって異なります。HDDのサニタイズはSSDよりも時間がかかります。

One-buttonセキュア消去セキュア消去はサポートされたドライブにどのように作用しますか。はサポートされたドライブにどのように作用しますか。

デバイスデバイス 必要な操作必要な操作 結果結果

NVRAM 3パス書き込み：0x5a、0xa5、0xff すべてのバッテリバックアップ式iLO
SRAMメモリが上書きされます。

内蔵フラッシュ（NAND） 拡張CSDレジスターの
SECURE_REMOVAL_TYPEが物理メ
モリ消去に設定されているeMMC
5.1（JEDEC 84-B51）セキュア消去コ
マンド（デバイスでサポートされてい
る場合）。

物理メモリ内のデータが消去されま
す。

インテルOptane DC PMM 完全消去 + DIMMを上書き 暗号化キーが削除され、すべての物理
メモリブロック内のデータ（ユーザー
がアクセス可能なデータとスペアブ
ロック内の両方のデータ）がゼロで上
書きされます。すべての構成とメタ
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書きされます。すべての構成とメタ
データを含むPCD領域も上書きされま
す。

NVDIMM-N JEDEC JESD245B工場出荷時設定 保証情報を除く、すべての物理メモリ
ブロック内のデータが消去されます。
読み取り可能なすべてレジスターはデ
フォルト設定にリセットされます。

UEFI構成ストア 3パス：チップ消去（0xff）、0x00、
チップ消去（0xff）

すべての物理セクターが上書きされま
す。

RTC 時刻を01-01-2001 00:00:00にリセット 日付、時刻、タイムゾーン、および
DSTがデフォルト設定にリセットされ
ます。

TPM TPMクリア + NVインデックスをクリ
ア + プラットフォーム対象キーを削除

すべての不揮発性情報を含む、TPMの
すべてのデータがクリアされます。

HPE SmartアレイSRコントローラー 論理ドライブを削除 + 構成のメタデー
タをクリア + 工場出荷時設定へのリ
セット + 物理ドライブのサニタイズ

注記：One-buttonセキュア消去を開始
する前に、Smart Storage
Administratorを介して、セキュリティ
リセット機能を手動で実行する必要が
あります（Smartアレイセキュア暗号
化が有効化されていた場合）。

セキュリティリセット機能は、リモー
トキー管理のためにキーマネージャー
に保存されているドライブキーを削除
します。コントローラーおよびドライ
ブのすべてのシークレット、キー、お
よびパスワードがクリアされます。こ
の操作は、キーマネージャー上のコン
トローラーキーを削除しません。

すべてのアレイ構成、論理ドライブ、
およびメタデータが削除されます。す
べてのコントローラー設定は工場出荷
時の設定にリセットされます。

フラッシュバックアップはクリアさ
れ、DRAMのライトバックキャッシュ
内のデータは電源が取り外されたとき
に失われます。

接続されたすべてのドライブをサニタ
イズする必要があります。ドライブ上
で必要な操作については、以下を参照
してください。

HPE SmartアレイMRコントローラー
論理ドライブを削除 + 構成のメタデー
タをクリア + 工場出荷時設定へのリ
セット + 物理ドライブのサニタイズ

すべてのアレイ構成、論理ドライブ、
およびメタデータが削除されます。す
べてのコントローラー設定は工場出荷
時の設定にリセットされます。暗号化
キーがクリアされます。

フラッシュバックアップはクリアさ
れ、DRAMのライトバックキャッシュ
内のデータは電源が取り外されたとき
に失われます。

接続されたすべてのドライブをサニタ
イズする必要があります。ドライブ上
で必要な操作については、以下を参照
してください。

HPE NS204i-p Gen10 Plusブートコン
トローラー

論理ドライブを削除 + 構成のメタデー
タをクリア + 工場出荷時設定へのリ
セット + 物理ドライブのサニタイズ

すべてのアレイ構成、論理ドライブ、
およびメタデータが削除されます。す
べてのコントローラー設定は工場出荷
時の設定にリセットされます。

接続されたすべてのドライブをサニタ
イズする必要があります。ドライブ上
で必要な操作については、以下を参照
してください。

HPE SmartアレイS100iおよびSR100i SATA AHCIモードにリセット + 物理 コントローラーは、デフォルトの

デバイスデバイス 必要な操作必要な操作 結果結果
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HPE SmartアレイS100iおよびSR100i
ソフトウェアRAID

SATA AHCIモードにリセット + 物理
ドライブのサニタイズ

コントローラーは、デフォルトの
SATA AHCIモードにリセットされま
す。接続されたすべてのSATAドライ
ブを以下のようにサニタイズする必要
があります。

SATA HDD ATA SANITIZE with CRYPTO
SCRAMBLE EXT（サポートされてい
る場合）

CRYPTO SCRAMBLE EXTコマンド
は、ユーザーデータに使用される内部
暗号化キーを変更するため、ユーザー
データを元に戻すことはできません。

シングルパスのATA SANITIZE with
OVERWRITE EXTオプション

ユーザーがアクセスできない物理セク
ターを含む、すべての物理セクターが
ゼロで上書きされます。キャッシュ内
のすべての旧データもアクセスできな
くなります。

SATA SSD ATA SANITIZE with CRYPTO
SCRAMBLE EXT（サポートされてい
る場合）

CRYPTO SCRAMBLE EXTコマンド
は、ユーザーデータに使用される内部
暗号化キーを変更するため、ユーザー
データを元に戻すことはできません。

シングルパスのATA SANITIZE with
BLOCK ERASEオプション

ユーザーがアクセスできない物理メモ
リブロックを含む、すべての物理メモ
リブロック内の旧データは元に戻すこ
とができなくなります。キャッシュ内
のすべての旧データもアクセスできな
くなります。

SAS HDD シングルパスのSCSI SANITIZE with
OVERWRITE EXTオプション

ユーザーがアクセスできない物理セク
ターを含む、すべての物理セクターが
上書きされます。キャッシュ内のすべ
てのデータもサニタイズされます。

SAS SSD シングルパスのSCSI SANITIZE with
BLOCK ERASEオプション

ユーザーがアクセスできない物理メモ
リブロックを含む、すべての物理メモ
リブロックがベンダー固有値に設定さ
れます。キャッシュ内のすべてのデー
タもサニタイズされます。

NVM Express NVM Express FORMAT with Secure
Erase Setting（SES）= 2（サポート
されている場合）

これは、暗号化キーを削除することで
行われる暗号による消去です。

シングルパスのNVM Express
FORMAT with SES = 1

すべてのネームスペースに関連付けら
れているすべてのデータとメタデータ
は破棄されます。NVMサブシステムに
存在するユーザーのすべての内容は消
去されます。

デバイスデバイス 必要な操作必要な操作 結果結果

これらのドライブは、
HPE
Smartアレイ「SR」コントローラーまたはチップセットSATAコントローラーに接続される場合があります。
HPE Smartアレイ「SR」コントローラーにのみに接続されたSASドライブがサポートされます。

消去プロセスが失敗するサポート済みデバイス、およびサポートされていないデバイスの消去は安全ではありません。
これらのデバイスに機密データが含まれている可能性があります。消去されないデバイスを分離し、他の方法を使用し
てデータを削除するか、所属する組織のセキュリティポリシーに従ってデバイスを安全に破棄します。

1

1

2

2

1

2
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Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス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/assistancehttps://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/hpeschttps://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報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
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アップデートへのアクセス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/hpeschttps://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/downloadshttps://www.hpe.com/support/downloads

マイHPEソフトウェアセンター

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenterhttps://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-jahttps://www.hpe.com/support/e-updates-ja

お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、Hewlett

Packard EnterpriseサポートセンターのMore Information on Access to Support Materialsページに移動します。

https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterialshttps://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要:重要:

一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターからアクセスす
るときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使ってHPEパスポートをセットアップし
ておく必要があります。
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リモートサポート（HPE通報サービス）リモートサポート（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/hpalerthttp://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE Pointnext Tech Care

https://www.hpe.com/jp/ja/services/tech-carehttps://www.hpe.com/jp/ja/services/tech-care

HPE Complete Care

https://www.hpe.com/jp/ja/services/complete-care.htmlhttps://www.hpe.com/jp/ja/services/complete-care.html
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保証情報保証情報

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-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties

HPE EnterpriseおよびCloudlineサーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties

HPEストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

HPEネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
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規定に関する情報規定に関する情報

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-EnterpriseProductshttps://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報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/reachhttps://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/ecodatahttps://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/environmenthttps://www.hpe.com/info/environment
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ドキュメントに関するご意見、ご指摘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/hpeschttps://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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