
HPE OneView ファームウェアおよびドライバー

アップデートガイド（HPE Synergy 用）

部品番号: 30-FBC0D0AD-060-ja-JP
発行: 2021 年年 3 月

版数: 1

摘要

このガイドでは、HPE Synergy コンポーザーおよび HPE Synergy イメージストリーマー管理アプライア
ンスのファームウェアの計画、準備、およびアップデートに役立つ手順を説明します。また、このガイド
では、HPE OneView による HPE Synergy ソリューション向けのファームウェアの保守とアップデートの
手順も説明しています。
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HPE Synergy コンポーネントのファームウェ
アアップデートの概要

HPE Synergy ソリューションのファームウェアを最新の状態に維持すると、問題が修正され、パフォーマ
ンスが向上し、アプライアンスに新しい機能が追加されます。このガイドでは、次のファームウェアを
アップデートする手順について説明します。

• 管理アプライアンス

◦ HPE Synergy コンポーザー

◦ HPE Synergy イメージストリーマー

• 管理対象ハードウェア

◦ 共有インフラストラクチャ（フレームリンクモジュール、インターコネクトモジュール、ドライブ
エンクロージャー）

◦ コンピュートモジュール

管理アプライアンス

HPE Synergy コンポーザー

HPE Synergy コンポーザーは HPE OneView（HPE Synergy 用）をホストする管理アプライアンスで、シ
ングルフレームまたはリンクされた複数のフレームをセットアップ、管理、および監視できます。HPE
Synergy コンポーザーは、HPE Synergy 用ハードウェアの信頼性が高く簡素化されたファームウェアとド
ライバーの管理を提供します。

HPE Synergy コンポーザーは HPE OneView を搭載しており、コンポーザーアプライアンスのアップデー
トファイルには、コンポーザーと HPE OneView 両方のアップデートが含まれています。

注記: HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）と HPE Synergy コンポーザー 2 の両方に言及するために、
一般的な用語「HPE Synergy コンポーザー」および「コンポーザー」が使用されます。

HPE Synergy イメージストリーマー

HPE Synergy イメージストリーマーは、リモートブートをホストし、OS とそこに格納されているアプリ
ケーションを実行する管理アプライアンスです。イメージストリーマーは、HPE OneView によって管理
され、HPE Synergy コンポーザーでホストされているサーバープロファイルと統合します。これは、これ
らのブートまたは実行ボリュームに展開されたイメージを展開、構成、アップデート、および管理しま
す。

注記: シングルフレーム構成のイメージストリーマーアプライアンスは、アップデートできません。アプ
ライアンスを必要なバージョンに再イメージしてください。
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詳細情報

HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド

管理対象ハードウェア

共有インフラストラクチャ

共有インフラストラクチャはフレーム内のすべてのコンピュートモジュールに共通で、以下の内容が含ま
れます。

• フレームリンクモジュール

• インターコネクトモジュール

• ドライブエンクロージャー

詳細情報

• HPE OneView ヘルプにある「HPE Synergy フレーム（エンクロージャー）」。

• HPE OneView ヘルプにある「インターコネクト」。

• HPE OneView ヘルプにある「ドライブエンクロージャー」。

コンピュートモジュール

コンピュートモジュールとは、仮想ワークロードまたは物理ワークロードを展開する機能を持つサーバー
のことです。コンピュートモジュールは、あらゆる種類のプロセッサーおよびストレージのオプション
と、簡素化された I/O アーキテクチャーを提供することによって、仮想マシンの密度を高めます。

HPE Synergy ソフトウェアリリース
HPE では、ファームウェアとドライバーのアップデートを HPE Synergy ソフトウェアリリース Web サ
イト経由でリリースします。HPE Synergy ソフトウェアリリースは、HPE Synergy Management の組み
合わせと HPE Synergy カスタム SPP（Service Pack for ProLiant）で構成されています。HPE Synergy ソ
フトウェアリリース Web サイトには、サポートされている各 HPE Synergy Management の組み合わせ
と、その管理ソフトウェアの組み合わせと互換性があるすべての HPE Synergy カスタム SPP がリストさ
れています。HPE Synergy ファームウェアおよびソフトウェアのアップデートを計画する場合、HPE
Synergy Management の組み合わせと HPE Synergy カスタム SPP の互換性が常に確保されるように
アップデートを行う必要があります。

HPE Synergy Management の組み合わせ

HPE Synergy Management の組み合わせは、ソフトウェアとファームウェアの組み合わせを実行する
HPE Synergy コンポーザーおよび HPE Synergy イメージストリーマーアプライアンスのペアのバージョ
ンです。HPE Synergy イメージストリーマーの使用はオプションです。

HPE Synergy カスタム SPP

HPE Synergy カスタム SPP は、ファームウェアコンポーネントとシステムソフトウェアコンポーネント
の包括的なコレクションです。HPE Synergy コンポーザーに組み込まれているファームウェア管理機能
を使用して、ファームウェアのベースラインを定義し、共有インフラストラクチャとネットワーキングコ
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ンポーネント、および個々のコンピュートモジュール全体でファームウェアのアップデートを実行できま
す。

各 HPE Synergy カスタム SPP には、共有インフラストラクチャファームウェア、コンピュートモジュー
ルファームウェア、OS ドライバー、および Smart Update Manager（SUM）が含まれています。

ホットフィックス

ホットフィックスは、HPE Synergy カスタム SPP がリリースされた後にリリースされる個々のファーム
ウェアコンポーネントです。ホットフィックスは、HPE Synergy コンポーザーにアップロードでき、既存
の HPE Synergy カスタム SPP に追加して最新の HPE Synergy カスタム SPP を作成できます。

HPE Synergy ソフトウェアリリースの内容

HPE Synergy ソフトウェアリリースには、以下が含まれます。

• HPE Synergy コンポーザーファームウェアファイル — アップデートファイル、再イメージファイル、
またはその両方を含みます。

• HPE Synergy イメージストリーマーファームウェアファイル — アップデートファイル、再イメージ
ファイル、またはその両方を含みます。

• HPE Synergy カスタム SPP ファイル。

サポートポリシー

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-support-
policy）でサポートポリシーをお読みください。

ストレージ互換性
ストレージシステムとのファームウェアの互換性を確認します。互換性のある HPE Synergy ソフトウェ
アリリースを選択するか、ストレージシステムをアップグレードします。サポートされている HPE スト
レージ製品構成の詳細については、Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）の Web サイト
（https://www.hpe.com/storage/spock）を参照してください。
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ファームウェアのインストールまたはアップ
デートを準備する

各 HPE Synergy Management の組み合わせは 1 つ以上の HPE Synergy カスタム SPP で動作できます。
HPE Synergy カスタム SPP には、HPE Synergy インフラストラクチャとコンピュートモジュール用の
ファームウェアが含まれています。このようなファームウェアのセットは、特に HPE Synergy
Management の組み合わせのアップデート時に、管理対象ハードウェアで実行中のファームウェアとアプ
ライアンスで実行中の HPE Synergy Management の組み合わせ間で互換性があるように維持される必要
があります。

一般的な HPE Synergy のアップデートでは、最初に管理アプライアンスをアップデートしてから、オプ
ションで管理対象ハードウェアをアップデートします。HPE Synergy のアップデートを計画する場合、管
理アプライアンスと管理対象ハードウェアのバージョンを確認してください。管理アプライアンスを
アップデートするとき、インフラストラクチャおよびコンピュートモジュールで実行中のファームウェア
が、新しい HPE Synergy ソフトウェアリリースと互換性があることを確認してください。例えば、イン
フラストラクチャファームウェアが、古いバージョンのファームウェアを実行中の場合、アプライアンス
をアップグレードするとファームウェアの互換性がなくなる可能性があります。

インフラストラクチャファームウェアが対象 HPE Synergy ソフトウェアリリースでサポートされていな
い場合は、まずインフラストラクチャファームウェアを、既存および対象の両方のアプライアンスファー
ムウェアバージョンと互換性があるバージョンにアップデートします。互換性のないファームウェア
バージョンの HPE Synergy 環境を実行しようとしないでください。

同様に、既存および対象の両方の管理アプライアンスファームウェアを含むサポート済み HPE Synergy
ソフトウェアリリースを維持するために、コンピュートモジュールのファームウェアをアップデートしま
す。また、VMware ESXi ホストについては、HPE Synergy ファームウェアおよびドライバーをアップデー
トして、HPE Synergy ソフトウェアリリースに準拠するようにします。

どの HPE Synergy カスタム SPP がどの HPE Synergy Management の組み合わせと互換性があるかどう
かの詳細については、次の HPE Synergy ソフトウェアリリース Web サイトを確認してください。
https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information

Hewlett Packard Enterprise では、本番環境に展開する前に、非本番環境でファームウェアとドライバー
のアップデートを確認することを推奨します。

リリースノート

アップデートする前に、アップデートする各デバイスに固有のリリースノートをお読みください。また、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（https://www.support.hpe.com/hpesc）から入手可能な
HPE OneView リリースノート（HPE Synergy 用）をお読みください。

詳細情報

• HPE Synergy ソフトウェアリリース

• ファームウェアとドライバーの取得

非中断のファームウェアアップデートのプランニング

• HPE Synergy コンポーザー

• HPE Synergy イメージストリーマー
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• 共有インフラストラクチャ

• コンピュートモジュール

HPE Synergy コンポーザーの非中断のファームウェアアップデート

HPE Synergy コンポーザーのアップデート中、コンポーザーが再起動します。再起動は管理対象のシステ
ムの操作に影響しません。

クラスター化されたアプライアンスの場合、アップデートは次の順序で行われます。

HPE Synergy コンポーザー 5.2 以前のバージョンからのアップデート

最初にアクティブコンポーザーがアップデートされ、次にスタンバイコンポーザーがアップデートされま
す。アクティブコンポーザーのアップデート中は、HPE OneView の管理機能を使用できません。

アクティブコンポーザーがアップデートされた後、スタンバイコンポーザーがアップデートされます。ス
タンバイコンポーザーのアップデート中は、新しくアップデートしたアクティブコンポーザーを使用して
HPE Synergy 環境を管理できます。

HPE Synergy コンポーザー 5.3 以降のバージョンからのアップデート

最初にスタンバイコンポーザーがアップデートされます。スタンバイコンポーザーのアップデート中は、
アクティブコンポーザーを使用して HPE Synergy 環境を監視できます。Hewlett Packard Enterprise で
は、コンポーザーのアップデート中は一切の管理操作を実行しないことをお勧めします。

スタンバイコンポーザーがアップデートされた後、フェイルオーバープロセスが自動的に開始されます。
フェイルオーバープロセスの後、アップデートされたスタンバイコンポーザーが自動的に新しいアクティ
ブコンポーザーになり、新しいスタンバイコンポーザーのアップデートが開始されます。スタンバイコン
ポーザーのアップデート中は、新しくアップデートしたアクティブコンポーザーを使用して HPE Synergy
環境を管理できます。

最初にスタンバイコンポーザーをアップデートすることで、ダウンタイムを減らし、アップデートの信頼
性を高めます。

HPE Synergy イメージストリーマーの非中断のファームウェアアップデート

HPE Synergy イメージストリーマーのペアでは、アプライアンスペアのアップデート中に、OS ボリュー
ムストレージとコンピュートモジュールとの継続的な接続が維持されます。OS ボリューム展開およびそ
の他のイメージ管理作業は一時的にオフラインにされます。これらの作業は、アプライアンスペアのアッ
プデートが完了すると、再開します。

イメージストリーマーのペアが複数存在する場合は、最初にプライマリペアをアップデートします。プラ
イマリペアのアップデートが完了したら、セカンダリペアをアップデートします。複数のセカンダリペア
を並行してアップデートできます。

共有インフラストラクチャの非中断のファームウェアアップデート

共有インフラストラクチャのアップデートは、論理エンクロージャーのファームウェアアップデートまた
は論理インターコネクトのファームウェアアップデートの一部として実行されます。インターコネクト
モジュールが、アップデートプロセスの一部として再起動すると、そのインターコネクトを介したネット
ワークまたはストレージトラフィックは中断されます。

ファームウェアアップデートの計画を立てて、実行中のワークロードがアップデートによって中断されな
いようにしてください。共有インフラストラクチャのアップデート中のネットワークトラフィックの中
断を防ぐには、インフラストラクチャを経由する冗長パスを使用して、すべてのサーバー、ネットワー
ク、およびオペレーティングシステムを構成します。このようにして、新しいファームウェアをアクティ
ブ化するためにインターコネクトの 1 つをオフラインにしても、もう一方のインターコネクトモジュール
はネットワークトラフィックの転送を続行し、ワークロードが接続性を失うことはありません。
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共有インフラストラクチャのファームウェアをアップデートするために、パラレルまたは統合アクティブ
化方式を使用できます。統合方式では一度に 1 つの冗長パスしかアップデートされないため、非中断の
ファームウェアアップデートを実行するにはこの方式を使用します。

論理インターコネクトのファームウェアアップデートを実行する場合、手動統合オプションも使用できま
す。手動統合は特定のインターコネクトで使用でき、論理インターコネクト内のモジュールがアップデー
トされる順序を制御できます。冗長論理インターコネクトのそれぞれの側がいつアップデートされるか
を制御できます。

パラレル

パラレルアップデートでは、すべてのインターコネクトモジュールが一度にアップデートされます。すべ
てのインターコネクトモジュールが一度にアップデートされるので、インターコネクトが再起動すると、
ワークロードへのトラフィックが中断されます。パラレルアップデートは、共有インフラストラクチャを
アップデートするための最速の方法です。

統合

統合アップデートでは、1 組のうち一度にアップデートされるのは、片方のインターコネクトモジュール
だけです。最初のモジュールのアップデートが完了した後に、2 番目のモジュールのアップデートが開始
されます。このアップデートは、パラレルアップデートと比較すると、完了するまでにさらに時間がかか
ります。論理エンクロージャー内のコンポーネントが、冗長性を確保するために適切に構成されている場
合、ネットワークトラフィックとワークロードは中断されません。統合アップデートでは、イーサーネッ
トアップリンクのアクティブ/アクティブ MLAG 冗長性と、ダウンリンクの冗長接続が確認されます。

アップデートを適用する前に、ファームウェアアップデートが破壊的かどうかを確認してください。論理
エンクロージャーには、複数の論理インターコネクトを含めることができます。論理インターコネクト画
面からファームウェアをアップデートするときに使用できるプレビューオプションを使用して、各論理イ
ンターコネクトのファームウェアアップデートを確認します。

アップデートが破壊的な場合は、画面の解決策に従って、システムが統合アップデートを実行できるよう
にします。次に、論理エンクロージャー画面からの共有インフラストラクチャのファームウェアのアップ
デートに進みます。

注記: プレビューオプションは、HPE Synergy パススルーモジュールでは使用できません。

手動統合

HPE OneView バージョン 5.4 以降では、手動統合アップデートが使用できます。手動統合のファーム
ウェアアップデートは、論理インターコネクトレベルでのみ許可されます。HPE Virtual Connect モ
ジュールを含む論理インターコネクトについては、手動統合方式により、論理インターコネクトの統合さ
れたファームウェアアップデートの順序とタイミングの制御が提供されます。

手動統合アップデートは、次を対象に使用できます。

• HPE Synergy 用 HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 モジュール

• HPE Synergy 用 HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 モジュール

• HPE Synergy 10Gb/20Gb/50Gb インターコネクトリンクモジュール

HPE Virtual Connect の冗長構成では、論理インターコネクトは冗長側に分割されます。手動統合アップ
デートでは、アップデートのために一度に一方の側が選択されますが、ネットワークトラフィックを伝送
するためにもう一方の側のインターコネクトを使用できます。この方法では、論理インターコネクトの一
方の側をアップデートしてから、もう一方の側もアップデートするかどうかを決定できます。アップデー
トされたインターコネクトのファームウェアアップデートが不十分な場合は、元のファームウェアバー
ジョンにロールバックできます。

手動統合オプションを適用できない例外がいくつかあります。このような例外にこのオプションを試行
すると、エラーが表示され、操作は続行されません。例えば、インターコネクトモジュールでサポートさ
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れている最小バージョンよりも古いファームウェアバージョンにダウングレードすることはできません。
インターコネクトモジュールでサポートされている最小バージョンよりも古いファームウェアバージョ
ンからアップグレードすることはできません。統合またはパラレルオプションを使用して、これらの操作
を実行できます。

HPE Virtual Connect インターコネクトモジュールで、
手動統合を使用して新しいバー
ジョンからダウングレードできる
最も低いファームウェアバージョ
ン。

手動統合を使用して新しいバー
ジョンにアップグレードするため
にインターコネクトモジュールに
必要な最小ファームウェアバー
ジョン。

HPE Synergy 用 HPE Virtual
Connect SE 40Gb F8 モジュール

1.5.0 1.4.2

HPE Synergy 用 HPE Virtual
Connect SE 100Gb F32 モジュー
ル

2.0.0 2.0.0

HPE Synergy 10Gb/20Gb/50Gb
インターコネクトリンクモジュー
ル

制限なし 制限なし

注記: 論理インターコネクトの最初の側でインターコネクトが正常にアップデートされたら、直後に次の
いずれかを実行します。

• 2 番目の側のインターコネクトを最初の側と同じファームウェアバージョンにアップデートします。

• 最初の側のインターコネクトを元のファームウェアバージョンにロールバックします。

論理インターコネクトのインターコネクトのファームウェアバージョンが異なる場合、インターコネクト
はメンテナンスモードのままになります。インターコネクトが同じバージョンになるまで構成を変更す
ることはできません。

詳細情報

• HPE OneView ヘルプにある「論理エンクロージャーのインターコネクトのファームウェアアップデー
トのアクティブ化」。

• HPE OneView ヘルプにある「エンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップ
デート」。

• HPE OneView ヘルプにある「論理インターコネクトのファームウェアのアップデート」。

• HPE OneView ヘルプにある「論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート」。

コンピュートモジュールの非中断のファームウェアアップデート

HPE OneView を使用して、コンピュートモジュールのファームウェアバージョンについて、ファームウェ
アベースラインとインストール方法をあらかじめ設定できます。ファームウェアとドライバーアップ
デートがステージングされ、アプリケーションのメンテナンスウィンドウ内にアクティブ化されます。
ファームウェアのステージングと展開タスクを実際のメンテナンスウィンドウ外で実行するこの機能に
より、サービスの中断、運用コスト、および計画的ダウンタイムが削減されます。

メンテナンスウィンドウとは、アップデートプロセス中にハードウェアにダウンタイムが発生している期
間です。アップデートのためには、コンピュートモジュールで実行中の VM とワークロードを停止する必
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要があります。ファームウェアをアクティブ化するには、メンテナンスウィンドウ中にコンピュートモ
ジュールをインストールして再起動する必要があります。ダウンタイムが発生する可能性がある時期を
特定して、アップデートを計画します。

Hewlett Packard Enterprise では、Smart Update Tools（SUT）と HPE OneView を一緒に使用することを
お勧めします。コンピュートモジュール上のファームウェアとオペレーティングシステムのドライバー
をアップデートするうえで、中断が最小限になる方法が提供されます。ファームウェアアップデートはコ
ンピュートモジュール上にいつでもステージングでき、メンテナンスウィンドウ内に deploy reboot
sutコマンドを実行してアクティブ化することができます。または、オフラインモードでコンピュートモ
ジュールをアップデートできます。

• ハイパーバイザークラスターの完全な非中断ローリングアップデート

ESXi ワークロードを管理しており、中断のないアップデートが必要な場合は、ハイパーバイザークラ
スタープロファイルを使用して、HPE OneView で VMware ESXi クラスターを作成またはインポート
します。

統合アクティブ化オプションを選択すると、HPE OneView によって管理されているハイパーバイザー
クラスターが中断することなくアップデートされます。統合アクティブ化オプションを選択すると、
ワークロードを中断することなくハイパーバイザークラスターメンバーの構成を順番にアップデート
できます。論理エンクロージャーに 1 つ以上のハイパーバイザープロファイルが含まれている場合、
各ハイパーバイザーが順番に選択され、構成がアップデートされます。その結果、ハイパーバイザー
クラスタープロファイルに含まれているクラスターメンバーがアップデートされます。

• 中断を最小化したファームウェアアップデート

サーバープロファイルからファームウェアアップデートを実行する場合は、ファームウェアおよび OS
ドライバー（Smart Update Tools を使用）またはファームウェアのみ（Smart Update Tools を使用）
のオプションを指定します。SUT を選択した場合、表を参照して SUT をインストールおよび構成しま
す。

必要に応じて、論理エンクロージャーからファームウェアアップデートを実行する場合、コンピュー
トモジュールの中断を最小限に抑えるため、共有インフラストラクチャとプロファイルオプションと
共に統合オプションを指定します。

• オフラインアップデート

ファームウェアのみオプションを指定し、サーバープロファイルのファームウェア設定を使用して
ファームウェアをアップデートします。

詳細情報

• HPE OneView ヘルプにある「ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートす
る」。

• HPE OneView ヘルプにある「論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート」。

• HPE OneView ヘルプにある「サーバープロファイルによるファームウェアのアップデート」。

• Integrated Smart Update Tools for Windows and Linux User Guide

• Smart Update Tools for VMware ESXi User Guide

コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスの移行
HPE OneView バージョン 5.0 以降では、HPE Synergy コンポーザー 2 がサポートされています。HPE
Synergy コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスから構成設定とデータを新しいコンポーザー 2 アプラ
イアンスに転送することを移行と呼びます。このプロセスでは、HPE OneView のバックアップとリスト
ア機能をいくつかの追加手順と共に使用します。アプライアンスを移行する方法については、HPE
Synergy 移行ガイドを参照してください。
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重要: 移行するには、HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）とコンポーザー 2 の両方で HPE
OneView のバージョンが同じ（HPE OneView5.0 以降）でなければなりません。

詳細情報

• 「コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスからコンポーザー 2 アプライアンスへの移行について」
（HPE OneView ヘルプ）。

• 「設定：アプライアンス」および「アプライアンスの管理」（HPE OneView ヘルプ）。

ファームウェアとドライバーの取得
次の HPE Synergy ソフトウェアリリース Web サイトから、一緒に使用する HPE Synergy Management
の組み合わせと HPE Synergy カスタム SPP をダウンロードします。https://www.hpe.com/info/
synergy-sw-release-information

各 HPE Synergy ソフトウェアリリースはリリースの日付で識別され、認定されたファームウェアとドラ
イバーが含まれています。各リリースは、すべてのコンポーネントのバージョンが連携して動作すること
の確認のためにテストされています。Hewlett Packard Enterprise では、適切なソフトウェアリリースか
らの HPE Synergy カスタム SPP を使用することをお勧めします。

リリースを選択するのに役立つツール

次のツールを使用して、リリースでサポートされている新機能やハードウェアを把握した後、リリースを
選択します。ツールは、次の Hewlett Packard Enterprise Web サイトにあります。https://www.hpe.com/
info/synergy-sw-release-information

• HPE Synergy Firmware Comparison Tool — HPE Synergy Management の組み合わせのリストを確
認し、選択した HPE Synergy Management の組み合わせでサポートされている HPE Synergy カスタ
ム SPP を比較します。

• HPE Synergy Firmware Feature Comparison Table — HPE Synergy Management の組み合わせお
よび HPE Synergy カスタム SPP でサポートされる新機能を確認します。

• HPE Synergy Upgrade Paths — HPE Synergy コンポーザーおよび HPE Synergy イメージストリー
マー管理の組み合わせのアップグレードパスを特定します。

• HPE Synergy 用 VMware OS サポートツール — HPE Synergy カスタム SPP でサポートされている
VMware vSphere OS リリースを特定します。

• カスタマーアドバイザリ — Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）で関連するアラートとアドバイザリを確認します。

リリースファイルのダウンロード

選択したリリースのアップグレードパスに基づいて適切なファイルダウンロードします。

詳細情報

HPE Synergy ソフトウェアリリース

ファームウェアとソフトウェアのファイルの入手
続行する前に、HPE Synergy ソフトウェアリリースの説明に従い、ダウンロードする HPE Synergy
Management の組み合わせおよび HPE Synergy カスタム SPP のバージョンを確認します。
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手順

1. HPE Synergy ソフトウェアリリース Web サイトに移動します。https://www.hpe.com/info/synergy-
sw-release-information

2. ソフトウェアリリースの表で、ダウンロードする HPE Synergy Management の組み合わせまたは
HPE Synergy カスタム SPP のバージョンに対応するリンクをクリックします。

これにより、HPE Synergy カスタム SPP のバージョンをクリックした場合でも、HPE Synergy
Management の組み合わせのドライバーおよびソフトウェアダウンロードページに移動します。

3. ソフトウェアの入手をクリックします。

まだログインしていない場合は、ダウンロードページへのアクセス権を確認するためログインするよ
うに求められます。

4. ログイン後、ソフトウェアの入手を再度クリックします。

まだログインしていない場合は、ファイルをダウンロードするためのアクセス権を確認するためログ
インするように求められます。

アクセス権が確認されると、特定の管理ソフトウェアの組み合わせのすべてのファイルと、サポート
されているすべての HPE Synergy カスタム SPP がリストされます。

5. ハードウェアに対応しているファイルを選択します。

ダウンロードするファイルを選択するときは、HPE Synergy コンポーザーと HPE Synergy コンポー
ザー 2 用にそれぞれファイルがリストされていることに注意してください。

6. 選択したチェックサムユーティリティと.md5ファイルを使用して、ダウンロードしたファイルの整合
性を確認します。

ファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加
またはインポート

ファームウェアバンドルをファームウェアレポジトリに追加することにより、それらを環境全体に展開で
きます。レポジトリからファームウェアバンドルを選択すると、リリースの日付、サポートされる言語と
オペレーティングシステム、およびファイルコンポーネントが表示されます。設定 > レポジトリパネルに
は、アプライアンスにファームウェアバンドルを追加するために使用できるストレージ容量も表示されま
す。レポジトリにファームウェアバンドルを追加する場合、十分な容量があることを確認してください。

2 つのタイプのレポジトリがサポートされます。

• 内部レポジトリ — 内部レポジトリは、すべての HPE OneView アプライアンスでいつでも使用できる
状態で出荷されています。ファームウェアバンドルは、HPE OneView アプライアンスに直接アップ
ロードされます。

HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）の内部の内蔵ファームウェアレポジトリには、HPE OneView
によって管理されるコンポーネントで使用するファームウェアファイルを格納しアップロードするた
めの最大サイズが 12 GB という制限があります。

HPE Synergy コンポーザー 2 のファームウェアレポジトリには、ファームウェアファイルを格納し
アップロードするための最大サイズが 62 GB という制限があります。

注記: 割り当てられた容量を追加または変更したり、内部レポジトリを削除したりすることはできませ
ん。

• 外部レポジトリ — 外部で管理され、ユーザーによって維持される追加の Web サーバーを、レポジト
リとしてアプライアンスに追加できます。特定のディレクトリにファームウェアバンドルをアップ
ロードし、サーバーを HPE OneView に登録できます。
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外部レポジトリには、ユーザー構成が必要です。レポジトリは必要な任意のサイズまで拡張でき、複
数の HPE OneView アプライアンス間で共有できます。

Web サーバーを HPE OneView に外部レポジトリとして追加すると、ファームウェアバンドルを Web
サーバーにアップロードできるようになり、ファイルは自動的に検出されます。

Hewlett Packard Enterprise では、使用されなくなったファームウェアバンドルを削除することをお勧
めします。

注記: HPE OneView アプライアンスで作成されたカスタムファームウェアバンドルは、別の HPE
OneView アプライアンスに移動できません。

ファームウェアアップデートが必要なハードウェアの特定
ファームウェアアップデートが必要なハードウェアは、手動で、またはファームウェアコンプライアンス
ツールを使用して特定できます。

手動

次のオプションを使用して、ファームウェアアップデートが必要なサーバーを手動で識別します。

• ファームウェア比較ツール

次の HPE Synergy ソフトウェアリリース Web サイトの HPE Synergy Firmware Comparison Tool を
使用して、インストールされているファームウェアバージョンと新しいファームウェアバンドルバー
ジョンを比較します。https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information

• サーバーファームウェアインベントリレポート

レポートを生成します。レポートの各サーバーのファームウェアバージョンと新しいファームウェア
バンドルドキュメントのファームウェアバージョンを比較します。

• 論理エンクロージャー画面と論理インターコネクト画面

これらの画面を使用して、サーバーにインストールされているファームウェアバージョンと新しい
ファームウェアバンドルのファームウェアバージョンを比較することもできます。

ファームウェアコンプライアンス

HPE OneView バージョン 5.0 以降、アプライアンスのアップグレード後にファームウェアコンプライア
ンスを利用できます。HPE OneView には、すべてのファームウェアバンドル、ハードウェア、および
ファームウェアコンポーネントに関する保留中のファームウェアのアップデートおよびそれらのファー
ムウェアコンプライアンスレポートが一覧表示されます。この情報は、保留中のファームウェアのアップ
デートを計画するのに役立ちます。

注記: コンプライアンスレポートは、共有インフラストラクチャと Gen10 以降の HPE Synergy コン
ピュートモジュールで利用できます。

ファームウェアコンプライアンスレポートには次のビューがあります。

• 詳細

詳細ビューには、フィルターが適用されていない場合の合計リソース数と比較したときの、フィルター
適用後のリソース数を示す一致カウンターがあります。

• 概要

概要ビューは、コンプライアンスの不一致の総数と最新および保留中のすべてのファームウェアの
アップデートのステータスを表示する棒グラフです。

ファームウェアのインストールまたはアップデートを準備する 15

https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information


詳細情報

• HPE OneView ヘルプにある「ファームウェアコンプライアンス」。

• HPE OneView ヘルプにある「レポートの表示と保存」。

Update Readiness Checker を使用したアプライアンスの動
作状況の評価

HPE Synergy コンポーザーアプライアンスをアップデートする前に、必ず HPE OneView Update
Readiness Checker を使用してアプライアンスの動作状況を評価してください。このチェッカーをダウ
ンロードするには、https://www.hpe.com/support/ov-urc にアクセスしてください。Readiness
Checker は頻繁にアップデートされるため、常に最新バージョンをダウンロードしてください。

詳細については、HPE OneView ヘルプと、ダウンロードに含まれる README ファイルを参照してくだ
さい。

アプライアンスのバックアップ

注記: HPE OneView をアップデートする前に、必ずアプライアンスをバックアップしてください。

内部レポジトリに保存されている HPE Synergy カスタム SPP は、アプライアンスバックアップの一部と
してはバックアップされません。HPE OneView 内部レポジトリにアップロードする場合は、必ず HPE
Synergy カスタム SPP のコピーを安全な場所に保存してください。バックアップからアプライアンスを
リストアする必要がある場合は、これらの保存した HPE Synergy カスタム SPP をレポジトリに再度アッ
プロードする必要があります。

HPE OneView ではファームウェアレポジトリがバックアップされないため、バックアップ SFTP サー
バーまたは HTTPS サーバーなどのアプライアンス上に存在しないレポジトリに HPE Synergy カスタム
SPP を保存してください。HPE OneView のリストア後、バックアップされた HPE Synergy カスタム
SPP を取得して、HPE OneView にアップロードします。

手順

1. 手動バックアップの場合は、次の手順を実行します。

a. 設定 > バックアップ > アクション > バックアップの作成の順に選択します。

b. 設定 > バックアップ > アクション > バックアップのダウンロードの順に選択します。

2. リモートバックアップの場合は、次の手順を実行します。

a. 設定 > バックアップ > リモートバックアップの場所の順に選択します。

b. リモートバックアップの場所からバックアップ設定の編集オプションを選択します。

c. リモートバックアップの場所の有効化を選択し、必要な情報を入力します。OK をクリックします。

d. リモートバックアップの場所にバックアップが保存されていることを確認します。

詳細情報
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• HPE OneView ヘルプにある「アプライアンスの手動バックアップ」および「自動リモートバックアッ
プの構成」。

• HPE OneView ヘルプにある「アプライアンスをリストアする」および「アプライアンスをリストアす
るためのベストプラクティス」。

イメージストリーマーのバックアップ
IP アドレスやアプライアンスの詳細などの HPE Synergy イメージストリーマーの構成情報は、HPE
OneView にあります。このため、HPE OneView を使用してバックアップを作成すると、イメージスト
リーマーの構成情報もバックアップされます。

イメージストリーマーをアップデートし、イメージストリーマーのアーティファクトをバックアップする
場合は、イメージストリーマーユーザーインターフェイスを使用してバックアップバンドルを作成してダ
ウンロードします。

OS ボリュームをバックアップする場合は、キャプチャータイプの OS ビルドプランを使用するゴールデ
ンイメージを作成します。

詳細情報

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプにある「バックアップバンドルの作成」および「バック
アップバンドルのダウンロード」。

• HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイドにある「バックアップ、リストア、およびリカバ
リ」。

コンピュートモジュールのバックアップ
オプションで、ファームウェアとドライバーのアップデートを実行する前に、必要に応じてコンピュート
モジュールのワークロードを特定してバックアップします。

高可用性と冗長性の管理

• HPE Synergy コンポーザーの高可用性構成

• イメージストリーマーの高可用性構成

• インターコネクトの高可用性構成

• HPE Synergy フレームリンクモジュールの冗長構成

HPE Synergy コンポーザーの高可用性構成

高可用性と冗長性の管理の目的で、同じ HPE Synergy 管理ドメイン内に 2 つの HPE Synergy コンポー
ザーを取り付ける必要があります。アプライアンスの設定を確認するとともに、両方のアプライアンスが
正常で、同期されていることを確認します。

高可用性を管理するための推奨事項は次のとおりです。
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• コンポーザーが含まれるフレームごとに、コンポーザーと同じフレームおよびベイに含まれる HPE
Synergy フレームリンクモジュール上の MGMT ポートを管理ネットワークに接続することを推奨し
ます。適切なケーブル配線により、コンポーザー間の通信リンクの高い冗長性が確保されます。

• HPE Synergy コンポーザーを別々のフレームに取り付けておくことで、1 つのフレームに障害が発生
した場合、別のフレームの HPE Synergy 管理アプライアンスがアクティブアプライアンスとして機能
できるようにします。

注記: 単一のフレームリンクモジュールで動作中にフレームリンクモジュールのファームウェアアップ
デートを実行する必要がある場合は、ファームウェアをアップデートする前に HPE OneView でスタンバ
イを削除アクションを実行します。フレームリンクモジュールのファームウェアアップデートが完了し
たら、コンポーザーの電源をオンにして、スタンバイコンポーザーをクラスターに戻します。

詳細情報

• HPE OneView ヘルプの「HPE Synergy フレームリンクモジュール」。

• HPE Synergy ケーブル接続ガイド

• HPE Synergy 構成および互換性ガイドにある「HPE Synergy コンポーザーおよび HPE Synergy コン
ポーザー 2」および「イメージストリーマー構成」。

イメージストリーマーの高可用性構成

高可用性構成の論理エンクロージャーには、インターコネクトされた 2 つの HPE Synergy イメージスト
リーマーアプライアンスが必要です。

ストレージの観点（アクティブな OS ボリュームと抽出されたゴールデンイメージのストレージ）

各イメージストリーマーアプライアンスのペアは、「アクティブ/アクティブ」構成になります。すな
わち、OS ボリュームのストレージをサポートするコンポーネントはすべてのイメージストリーマー
アプライアンスのペアで常にアクティブになり、コンピュートモジュールとその OS ボリュームの間
の継続的な接続を実現します。アップデート中、OS ボリュームへの接続を提供するアクティブアプ
ライアンスがあります。

管理の観点

ペアのうちの 1 つのアプライアンスが「アクティブ」で、もう 1 つが「スタンバイ」になります。「ア
クティブ」アプライアンスのアップデート中、「スタンバイ」アプライアンスが制御を引き受けること
でデータの消失（管理データと監査ログ）を防ぎます。

複数の論理エンクロージャー内でイメージストリーマーアプライアンスが使用される構成では、多くのア
プライアンスのペアが形成されます。1 つのアプライアンスペアをプライマリアプライアンスペアとし
て指定し、他のアプライアンスペアをセカンダリアプライアンスペアとして指定します。

プライマリアプライアンスペアに障害が発生した場合、セカンダリアプライアンスペアを新しいプライマ
リアプライアンスペアとして指定できます。HPE OneView はこの情報をアップデートし、新たに指定さ
れたプライマリアプライアンスペア上のイメージストリーマーユーザーインターフェイスへのリンクを
提供します。
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詳細情報

HPE OneView ヘルプにある「イメージストリーマー OS 展開サーバーの展開アプライアンスの変更」。

インターコネクトの高可用性構成

インターコネクトモジュールは、コンピュートモジュールからデータファブリックへの接続性を提供しま
す。冗長性は、ファームウェアアップデート中に接続を維持するとともに、障害が発生した場合に接続を
失うことを防止するために使用されます。

詳細情報

• HPE OneView ヘルプにある「論理インターコネクトグループの冗長性モード」および「複数の論理イ
ンターコネクトグループを持つエンクロージャーグループの有効な構成」。

• HPE Synergy ケーブル接続ガイド

HPE Synergy フレームリンクモジュールの冗長構成

HPE Synergy フレームリンクモジュールは、HPE Synergy 12000 フレームを検出し、管理するために
HPE OneView によって使用されます。単一の HPE Synergy フレームまたはエンクロージャーには、1 つ
または 2 つのフレームリンクモジュールが含まれます。冗長化のため、または複数の HPE Synergy フ
レームを一緒にリンクするために、各フレームには 2 つのフレームリンクモジュールが必要です。これら
のフレームリンクモジュールは自動的にネゴシエートされ、1 つのフレームリンクモジュールがアクティ
ブ状態になり、もう 1 つがスタンバイ状態になります。HPE Synergy フレームの管理は、フェイルオー
バーおよびファームウェアアップデート時に自動的に維持されます。

HPE Synergy フレームリンクモジュールは、フレームの背面パネルにあります。リモートリングを使用す
る場合、リモートリングが正常に動作しており、ファームウェアアップデートが実行されるように適切に
ケーブル接続されている必要があります。HPE OneView フレームリンクインターコネクトトポロジは正
常に動作している必要があります。

詳細情報

HPE Synergy 12000 フレームセットアップ/インストールガイド

オンラインアップデートのための Smart Update Tools（SUT）
の管理

Smart Update Tools（SUT）は、サーバーハードウェア上のファームウェアおよびオペレーティングシス
テムドライバーのアップデートで、中断を最小限にできるオンラインメカニズムを提供します。

オペレーティングシステムユーティリティである SUT を使用すると、サーバーの電源がオンの状態で
ファームウェアと OS ドライバーの両方をオンラインでアップデートできます。HPE OneView でオペ
レーティングシステムの認証情報を保持する必要はありません。ファームウェアとドライバーを一緒に
アップデートすることにより、通常のメンテナンスウィンドウ内で管理できる 1 回の再起動でアップデー
トを実行できるため、予定されたメンテナンスウィンドウ内のダウンタイムが減ります。

SUT モードを以下の表に示されているように設定します。
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表 1: 推奨される SUT モード

サーバー ホスト（ハイパーバイザー
OS）

推奨される SUT モード SUT タイプ

Gen9 Windows & Linux AutoStage Windows および Linux 用
の iSUT

Gen9 ESXi AutoDeploy ESXi 用の SUT

Gen10 以降 Windows、Linux、および
ESXi

AutoStage1 Windows、Linux、および
ESXi 用の iSUT

1 ハイパーバイザークラスタープロファイルのローリングアップデートを使用する場合、AutoStage はサポートされま
せん。推奨される SUT モードは AutoDeploy です。

これらの SUT モードは、サーバーハードウェアの電源を切らずにサーバープロファイルを適用できるよ
うにすることで、中断を伴わずにファームウェアをステージングするのに役立ちます。ファームウェアの
アップデート後、メンテナンスウィンドウ中に、インストールのための SUT コマンドを実行し、SUT コ
マンドラインインターフェイスから再起動します。

注記: AutoStage モードは Gen9 ESXi ではサポートされません。ファームウェアのステージングは、コ
ンピュートモジュールのセットに対して 1 回だけ実行されるため、メンテナンスウィンドウ中にサーバー
プロファイルを適用することをお勧めします。

詳細情報

• HPE OneView サポートマトリックス（HPE Synergy 用）

• Integrated Smart Update Tools for Windows and Linux User Guide

• Smart Update Tools for VMware ESXi User Guide
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ファームウェアのアップデート

アップグレードパス
HPE OneView の以前のバージョンやアップグレードパスについては、次の HPE Synergy ソフトウェアリ
リース Web サイトの HPE Synergy アップグレードパスの表を参照してください。https://
www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information

推奨されるファームウェアアップデートの順序
Hewlett Packard Enterprise では、コンポーネントのアップデートは、以下の順番に行うことをお勧めし
ます。

1. アップデートに必要な前提条件を満たしていることを確認します。アップデートを正常に完了するに
は前提条件を満たしている必要があります。

2. HPE Synergy コンポーザーアプライアンスのアップデート。

3. イメージストリーマーアプライアンスのアップデート — HPE Synergy コンポーザーと HPE Synergy
イメージストリーマーの両方が搭載されている場合は、同じアプライアンスメンテナンスウィンドウ
中に両方をアップデートします。最初にコンポーザーをアップデートしてから、次にイメージスト
リーマーをアップデートします。

4. 管理対象ハードウェアのファームウェアのアップデート — 論理エンクロージャーから開始される統
合またはパラレルアップデート方法を使用します。共有インフラストラクチャとコンピュートモ
ジュールを一緒にアップデートするか、個別にアップデートするかを選択できます。

5. コンピュートモジュールのアップデート — コンピュートモジュールのファームウェアとドライバー
をベースライン SPP のバージョンにアップデートします。

6. アップデート後：

• ファームウェアインベントリを確認し、ファームウェアのバージョンが目的のバージョンと一致し
ていることを確認します。

• テストワークロードを使用してアプリケーションレベルのテストを実行し、アプリケーションが希
望する方法で実行されることを確認します。

• リソースで発生していた可能性があるすべての重大なアラートおよび警告を評価し、推奨される措
置がないか確認してください。

7. ファームウェアコンプライアンスレポートを使用して、ファームウェアが準拠していることを確認し
ます。

詳細情報

• HPE OneView ヘルプにある「ファームウェアバンドル」。

• HPE OneView ヘルプにある「ファームウェアコンプライアンス」。

ファームウェアのアップデート 21

https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information
https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


HPE Synergy コンポーザーアプライアンスのアップデート
HPE Synergy コンポーザーアプライアンスのアップデートファイルには、HPE Synergy コンポーザーと
HPE OneView の両方のファームウェアアップデートが含まれています。HPE OneView リリースノート
（HPE Synergy 用）を参照して、アップデートに必要な時間を確認してください。

前提条件

• 権限：インフラストラクチャ管理者。

• 次の HPE Synergy ソフトウェアリリース Web サイトから HPE OneView アップデートイメージ
（.bin）ファイルをローカルコンピューターにダウンロードしていること。https://www.hpe.com/
info/synergy-sw-release-information。詳しくは、ファームウェアとドライバーの取得および ファー
ムウェアとソフトウェアのファイルの入手を参照してください。

• アップデートに影響する可能性がある一連の既知の条件をチェックする HPE OneView Update
Readiness Checker を使用してコンポーザーのヘルスを評価すること。このチェッカーは頻繁に（新
しい条件が見つかるたびに）アップデートされるため、常に https://www.hpe.com/support/ov-urc か
ら最新バージョンをダウンロードして実行してください。詳しくは、ダウンロードに含まれる
README ファイルを参照してください。

• アプライアンスをアップデートする前に、バックアップファイルを作成してダウンロードします。

• HPE OneView 5.2 以前のバージョンからアップデートする場合は、他のユーザーがアプライアンスに
ログインしていないことを確認し、アップデート中に誰もログインしないようにしてください。

• HPE OneView5.3 以降のバージョンからアップデートする場合は、アプライアンスにログインしてい
るユーザーが管理操作を監視操作または読み取り専用操作に制限していることを確認してください。

手順

1. 選択したチェックサムユーティリティと.md5ファイルをダウンロードして、ダウンロードしたアッ
プデートイメージファイルの整合性を確認します。

2. アプライアンスにログインします。

3. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

• アプライアンスパネルでアプライアンスのアップデートをクリックします。

• アプライアンスをクリックして、アクション > アプライアンスのアップデートの順に選択します。

4. アップデートイメージの選択を選択して、次のいずれかを実行します。

• ローカルコンピューター上のフォルダーからイメージファイルをドラッグして、アプライアンス
のアップデート画面のボックスにドロップします。この方法は、Microsoft Internet Explorer の旧
バージョンではサポートされていません。

• 参照をクリックし、ダウンロードしたイメージファイルを探して、選択します。

5. 以下のいずれかを選択します。

• イメージファイルをアップロードし、プロンプトを待ってインストールします - アップロードの
完了後、すぐにアップデートを開始する場合に選択します。

• 後でインストールする場合はイメージファイルをバックグラウンドでアップロードします —
ファイルをアップロードして、後でアップデートを開始する場合に選択します。アップデートを
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実行する準備ができたら、アプライアンスのアップデート画面に戻ります。アップロードされた
イメージからのアップデートを選択して、アップデートを実行します。

イメージファイルが検証されます。ファイルがアプライアンスと互換性がない場合や、インストール
できない場合、そのファイルはアプライアンスから削除されます。アップデートプロセスを再開する
には、HPE Synergy ソフトウェアリリース Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-sw-
release-information）に戻り、HPE OneView アップデートイメージ（.bin）ファイルをダウンロー
ドして、アップデート手順を開始します。

6. HPE OneView 5.2 以降のバージョンからアップデートする場合は、アップロードをクリックします。
HPE OneView 5.0 以前のバージョンからアップデートする場合は、アップロードおよびインストー
ルをクリックします。

7. エンドユーザー使用許諾契約書、書面による申込みをクリックして利用規約を確認します。使用許諾
契約を参照し、承諾しました。を選択し、アップデートをクリックします。

注記: アップデート中にアプライアンスを手動で再起動したりシャットダウンしたりしないでくださ
い。アップデートの中断は回復不能で、アプライアンスデータをバックアップファイルからリストア
しなければならなくなります。

8. オプション：HPE OneView 5.3 以降のバージョンからアップデートする場合は、詳細情報をクリッ
クして、HPE OneView アプライアンスのアップデートに関する留意事項を表示します。

9. はい、アップデートしますをクリックして、アップデートプロセスを開始します。

10. アクティビティ画面または設定 > アクティビティ画面でアップデートの進捗状況を監視します。ア
プライアンスのアップデートタスクを見つけて、展開アイコンをクリックして詳細を確認します。

注記: アップデートプロセスが完了すると、高可用性がリストアされます。

11. メインメニューから、設定 > アプライアンスを選択し、ファームウェアのバージョンと日付を確認し
て、アップデートを確認します。

12. アップデート後、アプライアンスをバックアップします。

注記: アプライアンスをアップデートした後、バックアップを作成します。アプライアンスをリスト
アする必要がある場合は、同じバージョンのアプライアンスで作成されたバックアップからのみリス
トアできます。

クラスター化されたアプライアンスの留意事項を理解するには、クラスター化されたコンポーザーアプラ
イアンスのアップデートに関する留意事項を参照してください。

詳細情報

• アプライアンスのバックアップ

• Update Readiness Checker を使用したアプライアンスの動作状況の評価

• HPE OneView ヘルプにある「アプライアンスの手動バックアップ」および「自動リモートバックアッ
プの構成」。

• HPE OneView ヘルプにある「アプライアンスのアップデート」。
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クラスター化されたコンポーザーアプライアンスのアップデートに関する留意事
項

HPE Synergy コンポーザー 5.2 以前のバージョン

高可用性クラスターの HPE Synergy コンポーザーアプライアンスで、HPE OneView 5.2 以前のバージョ
ンからアップデートする場合、以下の点に注意してください。

• 高可用性クラスター内の両方のアプライアンスが新しいバージョンにアップデートされます。最初に
アクティブアプライアンスがアップデートされ、次にスタンバイアプライアンスがアップデートされ
ます。

• アクティブな HPE Synergy コンポーザーのアップデート中は、管理機能を使用できません。

• アクティブアプライアンスのアップデートが完了すると、スタンバイアプライアンスがアップデート
されている間、アクティブアプライアンスを使用できます。ただし、高可用性構成は、スタンバイア
プライアンスのアップデートが完了し、アプライアンスが同期化された後にのみリストアされます。
スタンバイアプライアンスのアップデートステータスは、アクティビティページにアプライアンスの
アップデートタスクとして表示されます。

• アクティブアプライアンスをアップデートできない場合は、高可用性クラスターはアップデート前の
バージョンに戻ります。

アクティブアプライアンスのアップデート後にスタンバイアプライアンスをアップデートできない場
合は、高可用性クラスターはリストアされません。この状態から回復するには、スタンバイアプライ
アンスを再イメージして、バージョンがアクティブアプライアンスに一致するようにします。アプラ
イアンスを再イメージする方法については、HPE OneView ヘルプにある「プリロード済み USB ドラ
イブを使用したアプライアンスの再イメージ」、または HPE Synergy Appliances Maintenance and
Service Guide for HPE Synergy Composer and HPE Synergy Image Streamer にある「Reimaging
the appliance module with the preloaded USB drive」を参照してください。

再イメージされたスタンバイアプライアンスが再起動すると、高可用性クラスターがリストアされま
す。詳細については、HPE OneView ヘルプの「アプライアンスをリストアする」および「アプライア
ンスをリストアするためのベストプラクティス」を参照してください。

HPE Synergy コンポーザー 5.3 以降のバージョン

高可用性クラスターの HPE Synergy コンポーザーアプライアンスで、HPE OneView 5.3 以降のバージョ
ンをアップデートする場合、以下の点に注意してください。

• 最初にスタンバイアプライアンスがアップデートされ、次にアクティブアプライアンスがアップデー
トされます。スタンバイアプライアンスのアップデートが完了すると、フェイルオーバープロセスが
行われ、アクティブアプライアンスがスタンバイアプライアンスへの自動フェイルオーバーを実行し
ます。フェイルオーバープロセスが完了すると、新しいスタンバイ（以前のアクティブ）アプライア
ンスがアップデートされます。

注意: フェイルオーバープロセス中は、管理機能を使用できません。フェイルオーバープロセス
は完了までに約 30 分を要します。
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重要: アクティブアプライアンスは、アップデートが完了した後、アップデートされたスタンバ
イアプライアンスに自動的にフェイルオーバーし、その時点で進行中のタスクはすべて中断され
ます。Hewlett Packard Enterprise では、管理操作を監視操作または読み取り専用操作に制限する
ことをお勧めしています。アプライアンスのアップデート中は、次のような操作を開始しないで
ください。

◦ ハードウェアの追加または削除、ケーブル接続の変更など、物理的なハードウェア構成の変
更。

◦ ネットワーキング、セキュリティ、時間などのアプライアンス設定の変更。

◦ 再起動、スタンバイの削除、シャットダウン、工場出荷時設定へのリセット、アップデート、
サポートダンプの作成など、アプライアンスの状態を変更するアクション。これらの変更は
障害の原因となり、正常なアップデートを妨げるエラーを引き起こす可能性があります。

• アップデートとスタンバイアプライアンスへのフェイルオーバーが成功すると、アプライアンスの使
用を再開できます。両方のアプライアンスのアップデートが完了すると、高可用性構成がリストアさ
れます。

• スタンバイアプライアンスをアップデートできない場合、高可用性クラスターはアップデート前の
バージョンに戻ります。

アップデートされたスタンバイアプライアンスにフェイルオーバーした後に新しいスタンバイ（以前
のアクティブ）アプライアンスをアップデートできない場合、高可用性クラスターはリストアされま
せん。この状態から回復するには、スタンバイアプライアンスを再イメージして、バージョンがアク
ティブアプライアンスに一致するようにします。アプライアンスを再イメージする方法については、
HPE OneView ヘルプにある「プリロード済み USB ドライブを使用したアプライアンスの再イメー
ジ」、または HPE Synergy Appliances Maintenance and Service Guide for HPE Synergy
Composer and HPE Synergy Image Streamer にある「Reimaging the appliance module with the
preloaded USB drive」を参照してください。

再イメージされたスタンバイアプライアンスが再起動すると、高可用性クラスターがリストアされま
す。詳細については、HPE OneView ヘルプの「アプライアンスをリストアする」および「アプライア
ンスをリストアするためのベストプラクティス」を参照してください。

イメージストリーマーアプライアンスのアップデート
アップデートに必要な時間を確認するには、HPE Synergy イメージストリーマーリリースノートを参照
してください。

前提条件

• 権限：インフラストラクチャ管理者。

• アップグレード後の HPE Synergy イメージストリーマーアプライアンスのバージョンが、使用してい
る HPE Synergy コンポーザーのバージョンと互換性があることを確認していること。イメージスト
リーマーアプライアンスとコンポーザー間のバージョンの互換性については、HPE Synergy ソフト
ウェアリリース Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information）および
HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックスを参照してください。

• 展開するオペレーティングシステムがサポートされることを確認していること。オペレーティングシ
ステムの互換性については、HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックスを参照してく
ださい。

• https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-information でイメージストリーマーに適したソフ
トウェアリリースからアップデート（.bin）ファイルをローカルコンピューターにダウンロードして
いること。
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• オペレーティングシステムに展開される Hewlett Packard Enterprise が提供するアーティファクトバ
ンドルをダウンロードしていること。詳細については、HPE Synergy イメージストリーマーヘルプに
ある「GitHub からのアーティファクトのダウンロード」を参照してください。

• アップデートを実行するアプライアンスをバックアップしていること。

• 管理クラスターとストレージクラスターのステータスが OK であることを確認していること。確認す
るには、展開アプライアンス画面のストレージセクションに移動します。

注記: 数分後、同期中または再ストライプ化中状態の OS ボリュームが OK に変化します。

イメージストリーマーには、アップグレード前の段階でアップグレードに関連する問題のほとんどを
特定するアップグレード前ヘルスチェックがあります。アップデートを開始する前に、アプライアン
スはアップデートの正常な完了を妨げる可能性がある問題を確認します。すべてのヘルスチェックが
クリアされた後でのみ、アップグレードできます。

手順

1. メインメニューから、アプライアンス > OS 展開サーバーを選択します。

2. 全般セクションで、イメージストリーマー UI フィールド内のリンクをクリックして、イメージスト
リーマーに接続します。

3. イメージストリーマーで、メインメニューから展開アプライアンスを選択します。

4. マスターペインで、アップデートするアプライアンスを選択します。

5. アクション > アプライアンスのアップデートを選択します。

6. ダウンロードしたイメージファイルをアプライアンスの UI 画面にドラッグアンドドロップするか、ブ
ラウズすることによって、この UI 画面からイメージファイルを利用できるようにします。

7. アップロードおよびインストールをクリックします。

重要: アプライアンスのプラットフォームに適切なイメージファイルを選択します。

クラスター化されたアプライアンスのアップデートプロセスを理解するには、クラスター化されたイメー
ジストリーマーアプライアンスのアップデートに関する留意事項を参照してください。

対応する展開アプライアンス画面でプライマリおよびセカンダリ展開アプライアンスのアップデート処
理を監視できます。

さまざまなアップデートシナリオとアップデートの失敗の原因について詳しくは、HPE Synergy イメー
ジストリーマーユーザーガイドを参照してください。

詳細情報

• イメージストリーマーのバックアップ

• HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド

クラスター化されたイメージストリーマーアプライアンスのアップデートに関す
る留意事項

高可用性クラスター内の両方のアプライアンスが新しいバージョンにアップデートされます。最初にア
クティブアプライアンスがアップデートされ、次にスタンバイアプライアンスがアップデートされます。
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• アクティブな HPE Synergy イメージストリーマーのアップデート中は、管理機能を使用できません。

• スタンバイアプライアンスがアップデートされている間、アクティブアプライアンスを使用できます。
ただし、高可用性構成は、スタンバイアプライアンスのアップデートが完了し、アプライアンスが同
期化された後にのみリストアされます。

• アクティブアプライアンスをアップデートできない場合は、高可用性クラスターはアップデート前の
バージョンに戻ります。

• アクティブアプライアンスがアップデートされ、スタンバイアプライアンスがアップデートできない
場合。

◦ スタンバイアプライアンスは、アップデート前のバージョンに戻ります。

◦ 高可用性クラスターは、リストアされません。この状態から回復するには、スタンバイアプライア
ンスを再イメージして、バージョンがアクティブアプライアンスに一致するようにします。再イ
メージされたスタンバイアプライアンスが再起動すると、高可用性クラスターがリストアされま
す。詳しくは、HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイドの「イメージストリーマーの
再イメージ」を参照してください。

• アプライアンスが以前のバージョンに自動的に復元しない場合、リストアするには、HPE Synergy イ
メージストリーマーユーザーガイドの「バックアップ、リストア、およびリカバリ」を参照してくだ
さい。

注記: アップグレード関連の問題に対処するには、サポートスペシャリストに問い合わせてください。

シングルフレーム構成のイメージストリーマーのアップデート

Hewlett Packard Enterprise は、本番環境の最小要件として 3 フレーム構成を推奨しています。1 つのイ
メージストリーマーアプライアンスを使用する特別なシングルフレーム構成を開発またはテスト環境で
使用できます。ただし、シングルフレーム構成のイメージストリーマーアプライアンスのアップデートは
サポートされません。したがって、新しいバージョンにアプライアンスを再イメージする必要がありま
す。

重要: この手順によって、少なくとも 6～7 時間のダウンタイムが発生し、既存のすべての構成も失
われます。

前提条件

HPE Synergy イメージストリーマーがテストまたはアーティファクトの開発目的でシングルフレーム
セットに構成されている。

手順

1. イメージストリーマーメインメニューから、展開グループ > アクション > バックアップバンドルの
作成を選択して、すべてのイメージストリーマーアーティファクトをバックアップします。

2. 展開グループ > アクション > バックアップバンドルのダウンロードを選択して、バックアップバン
ドルをローカルマシンにダウンロードします。これは、あとからアーティファクトをリストアするた
めに使用できます。

3. HPE OneView メインメニューから、サーバー > サーバープロファイル > アクション > 編集を選択す
るか、サーバー > サーバープロファイルテンプレート > アクション > 編集を選択します。
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a. 展開プランセクションでなしを選択します。

b. 関連付けられている展開ネットワーク iSCSI ブート接続を削除します。

c. ブート設定のブート順序の管理の選択を解除し、OK をクリックします。

注記: 関連付けられている削除済み OS ボリュームに関する警告が表示されます。OK をクリッ
クして次に進みます。

4. 論理エンクロージャーからイメージストリーマー OS 展開設定を削除します。

a. サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集を選択します。展開ネットワークタ
イプをなしに設定し、論理エンクロージャーから論理インターコネクトグループを削除します。

b. ネットワーク > 論理インターコネクトグループ > アクション > 編集を選択します。イメージス
トリーマーアップリンクセットを削除します。

c. サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集を選択します。先に削除した論理イ
ンターコネクトグループを追加します。

d. サーバー > 論理エンクロージャー > アクション > グループからのアップデートを選択します。

注記: グループからのアップデート操作が完了するのを待ってから、次の手順に進みます。

5. アプライアンス > OS 展開サーバー > アクション > 削除を選択します。

6. 必要なイメージストリーマーバージョンをサポートするバージョンに HPE OneView をアップデー
トします。

HPE OneView を新しいバージョンにアップデートする方法については、HPE OneView ヘルプを参
照してください。

7. 必要なバージョンを使用してイメージストリーマーを再イメージします。

イメージストリーマーを再イメージする方法については、HPE Synergy イメージストリーマーユー
ザーガイドを参照してください。

重要: 新しいイメージストリーマーのバージョンは、アップデートされた HPE OneView のバー
ジョンと互換性がある必要があります。

8. イメージストリーマーでは、再イメージ後、イメージストリーマーアプライアンスを取り外して、取
り付け直します。このアクションによって、HPE OneView はイメージストリーマーアプライアンス
を検出し、新たに獲得します。

9. HPE OneView メインメニューから、アプライアンス > OS 展開サーバー > OS 展開サーバーの追加
+をクリックします。HPE OneView がイメージストリーマーアプライアンスを検出し、獲得したら、
OS 展開サーバーを作成します。

10. 論理エンクロージャーのイメージストリーマー OS 展開設定の構成

a. サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集を選択します。論理エンクロー
ジャーから論理インターコネクトグループを削除します。

b. ネットワーク > 論理インターコネクトグループ > アクション > 編集を選択します。イメージス
トリーマーアップリンクセットを作成します。
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c. サーバー > エンクロージャーグループ > アクション > 編集を選択します。展開ネットワークタ
イプを外部に設定し、展開ネットワークを展開のために作成したネットワークに設定し、先に削
除した論理インターコネクトグループを追加します。

d. サーバー > 論理エンクロージャー > アクション > グループからのアップデートを選択します。

11. イメージストリーマーメインメニューから、展開グループ > アクション > バックアップバンドルか
らのリストアを選択して、ダウンロードしたバックアップバンドルをリストアします。

12. HPE OneView メインメニューから、サーバー > サーバープロファイル > アクション > 編集を選択し
てサーバープロファイルを編集するか、サーバー > サーバープロファイルテンプレート > アクショ
ン > 編集を選択して、OS 展開プランを使用するサーバープロファイルテンプレートを編集します。

a. OS 展開セクションで OS 展開プランを選択します。

iSCSI ブート接続が自動的に作成されます。

b. OK をクリックします。

管理対象ハードウェアのファームウェアのアップデート
Hewlett Packard Enterprise では、論理エンクロージャーからアップデートプロセスを開始することに
よって、共有インフラストラクチャとコンピュートモジュールをアップデートすることをお勧めします。
論理エンクロージャーからは、HPE Synergy フレームリンクモジュール、インターコネクトモジュール、
ドライブエンクロージャー、およびコンピュートモジュールをアップデートできます。

共有インフラストラクチャとコンピュートモジュールの両方をアップデートするには、論理エンクロー
ジャーのファームウェアのアップデートページにあるファームウェアアップデートオプションとして共
有インフラストラクチャとプロファイルを選択します。インターコネクトの非中断ファームウェアアッ
プデートの場合は、インターコネクトのアクティベーションのファームウェアアクティブ化のタイプとし
て統合を選択します。

共有インフラストラクチャのアップデート

共有インフラストラクチャの 1 つ以上のコンポーネント（フレーム内のすべてのコンピュートモジュール
に共通するフレームリンクモジュール、インターコネクトモジュール、およびドライブエンクロー
ジャー）を選択してアップデートできます。

一部のファームウェアのアップデートは、統合アクティブ化方法をサポートしていません。HPE Virtual
Connect SE Module for HPE Synergy Release Notes の「More firmware update information」のセク
ションを参照して、アップデートが非中断の統合アクティブ化方法をサポートしているかどうかを確認し
てください。また、論理エンクロージャー画面で、警告と、統合アクティブ化方法を選択したときに表示
される解決策を確認します。

• 論理エンクロージャーからの共有インフラストラクチャのみのアップデート：論理エンクロージャー
内で構成されている共有インフラストラクチャコンポーネントのみをアップデートするには、論理エ
ンクロージャーのファームウェアアップデートオプションを構成するときに、共有インフラストラク
チャオプションを選択します。

• 論理エンクロージャーからの HPE Synergy フレームリンクモジュールのみのアップデート：論理エン
クロージャーから HPE Synergy フレームリンクモジュールのみをアップデートするには、論理エンク
ロージャーのファームウェアアップデートオプションとしてフレームリンクモジュールのみを選択し
ます。詳細については、HPE Synergy コンポーザーの高可用性構成を参照してください。

• 論理インターコネクトからのインターコネクトのみのアップデート：ソフトウェアリリースからの
ファームウェアを論理インターコネクトに適用し、関連するすべてのインターコネクトでファーム

ファームウェアのアップデート 29

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


ウェアベースラインが同じになるようにすることもできます。この操作では、異なるファームウェア
バージョンを実行しているメンバーインターコネクトのファームウェアだけをアップデートします。

詳細情報

HPE OneView ヘルプにある「論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート」および「エ
ンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデート」。

コンピュートモジュールのアップデート

コンピュートモジュールのファームウェアのアップデート

• 論理エンクロージャーによる：

◦ サーバープロファイルが割り当てられている場合は、論理エンクロージャーのファームウェアアッ
プデートではサーバープロファイルのインストール方法を使用します。

◦ サーバープロファイルが割り当てられていない場合は、論理エンクロージャーのファームウェア
アップデートではオフライン（ファームウェアのみ）を使用して、コンピュートモジュールをアッ
プデートします。

◦ サーバーがハイパーバイザークラスタープロファイルに割り当てられている場合に、インターコネ
クトの統合アクティブ化方法を選択すると、ハイパーバイザークラスタープロファイルの一部であ
るサーバープロファイルに対してハイパーバイザークラスターのローリングアップデートが実行
されます。

• サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートによる：

特定のコンピュートモジュールのファームウェアを、そのサーバープロファイルまたはサーバープロ
ファイルテンプレートを使用してアップデートできます。

◦ 特定のコンピュートモジュールのファームウェアをアップデートするには、既存のサーバープロ
ファイルまたはサーバープロファイルテンプレートを編集します。関連付けられているサーバー
プロファイルがないサーバーハードウェアでは、サーバープロファイルを作成してファームウェア
をアップデートできます。

◦ SUT の使用を選択した場合は、推奨される SUT モード表の推奨に従って、SUT モードを設定しま
す。SUT に関するすべての構成は、ホストサーバー上でコマンドラインから行われます。詳しく
は、Smart Update Tools for VMware ESXi User Guide を参照してください。

◦ 関連付けられているハイパーバイザープロファイルを持つ特定のコンピュートモジュールの完全
な非中断アップデートでは、ハイパーバイザークラスタープロファイルのローリングアップデート
を使用します。

• HPE Synergy イメージストリーマーを使用したサーバープロファイルによる：

展開プランとゴールデンイメージを作成して、既存の OS ボリュームからのドライバーを含むコン
ピュートモジュールをアップデートします。詳しくは、HPE Synergy イメージストリーマーヘルプを
参照してください。

1. 新しくアップデートしたゴールデンイメージを作成するオペレーティングシステムの代表的な既
存のインスタンスを選択します。

2. サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートによるセクションでリストされ
ているオプションのいずれかを使用して、ファームウェアとドライバーをアップデートします。

3. 既存の OS ボリュームをアップデートします。

ファームウェアのアップデート 30

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH
https://www.hpe.com/info/sut-docs
https://www.hpe.com/info/synergy-docs


4. 元のゴールデンイメージを使用する 1 つまたは複数の展開プランをコピーし、新規またはアップ
デートされるゴールデンイメージを指定します。

5. コピーされた展開プランを使用するには、サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテン
プレートを編集して、コピーされた展開プランを選択します。

6. サーバープロファイル/サーバープロファイルテンプレートのファームウェアアップデートモード
が手動で管理またはファームウェアのみに設定されていることを確認します。

または、未割り当てのコンピュートモジュールがある場合は、新しいゴールデンイメージを展開して、
コンピュートモジュールのドライバーをアップデートし、新しいゴールデンイメージをキャプチャー
できます。

詳細情報

• HPE OneView ヘルプ

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ

• Smart Update Tools for VMware ESXi User Guide

応答しないファームウェアアップデートタスクのキャンセル

重要: タスクをキャンセルすると、システム運用に支障をきたします。タスクをキャンセルするの
は、状況に対処するために他の方法を試してもうまくいかなかった場合だけにしてください。

アクティビティ画面のタスクのキャンセルオプションを使用すると、応答していない状態にあるファーム
ウェアアップデートを停止できます。タスクのキャンセルオプションは、以下のシナリオのタスクでのみ
使用できます。

• ファームウェアのみオプションを使用して、サーバープロファイルでファームウェアをアップデート
するとき。

• ファームウェアアップデート操作がすでに始まっているとき。

• 論理エンクロージャーから開始されたサーバーハードウェアのファームウェアアップデートに異常に
長い時間がかかる場合。論理エンクロージャーファームウェアのアップデートでは、複数の子サー
バーファームウェアのアップデートタスクが実行されています。タスクのキャンセルオプションは、
サーバーファームウェアアップデートタスクごとに指定できます。

タスクのキャンセルオプションは、タスクがハングアップしたと思われ、進行状況バーに進行状況が表示
されなくなったときにのみ、例外として使用してください。タスクはキャンセル状態になります。

サーバープロファイルファームウェアのアップデートタスクをキャンセルしたとき、プロファイルタスク
がエラー状態になった場合。

詳細情報

HPE OneView ヘルプの「ハングしたファームウェアアップデートタスクのキャンセル」
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HPE Synergy のドキュメントリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターでは、インストール手順書、メンテナンスおよびサービス
ガイド、ベストプラクティス、追加リソースへのリンクなど、すべての HPE Synergy ドキュメントを包
括的に 1 箇所に集めて提供しています。検索性を向上させるフィルタリングがサポートされています。

HPE Synergy ファームウェアアップデートリソース
HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-sw-release-
information）では、ファームウェアアップデート情報のインタラクティブリソースを提供します。HPE
Synergy ファームウェアアップデートリソースは、HPE OneView 内でも利用できます。
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HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメン
トマップ）

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターでは、インストール手順書、メンテナンスおよびサービス
ガイド、ベストプラクティス、追加リソースへのリンクなど、すべての HPE Synergy ドキュメントを包
括的に 1 箇所に集めて提供しています。ライブラリは、検索性を向上させるフィルタリングをサポートし
ています。

さらに、HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-sw-
release-information）では、ソフトウェアリリース情報のインタラクティブリソースを提供します。

ソフトウェアリリース情報

• HPE Synergy Software releases - Overview

• HPE Synergy Software releases - What's new

• HPE Synergy Firmware Comparison Tool

• HPE Firmware Feature Comparison Table

• HPE Synergy Upgrade Paths

• VMware OS Support Tool for HPE Synergy

• Upgrade Paths for Past HPE Synergy Releases

• Identifying Upgrade Paths

• HPE Synergy Resources

管理

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ

• HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガ
イド

• HPE Synergy イメージストリーマー API リファ
レンス

• HPE Synergy イメージストリーマー展開ワーク
フロー

• HPE Synergy フレームリンクモジュールユー
ザーガイド

プランニング

• HPE Synergy 移行ガイド

• HPE Synergy 12000 Frame Site Planning
Guide

• HPE Synergy 構成および互換性ガイド

• HPE OneView サポートマトリックス（HPE
Synergy 用）

• HPE Synergy イメージストリーマーサポートマ
トリックス

• Setup Overview for HPE Synergy

• HPE Synergy Software Overview Guide

監視

HPE OneView Global Dashboard ユーザーガイド

表は続く
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ハードウェアの取り付け

• HPE Synergy はじめに（フレームに付属）

• HPE Synergy 12000 フレームセットアップ/イ
ンストールガイド

• HPE ラックレールインストール手順 HPE
Synergy 12000 フレーム用（フレームに付属）

• HPE Synergy 12000 Frame Rack Template（フ
レームに付属）

• フードラベル

• HPE Synergy ケーブル接続ガイド

• HPE OneView ヘルプ HPE Synergy 用 — ハー
ドウェアセットアップ

メンテナンス

• Product maintenance and service guides

• HPE OneView for HPE Synergy Firmware and
Driver Update Guide

• HPE OneView ヘルプ HPE Synergy 用

• HPE Synergy Appliances Maintenance and
Service Guide

管理および監視の構成

• HPE OneView ヘルプ HPE Synergy 用

• HPE OneView API Reference for HPE Synergy

• HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サイト

トラブルシューティング

• HPE OneView アラートの詳細

• HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE
Synergy エラーメッセージガイド

• HPE OneView API Reference for HPE Synergy

• HPE OneView エラーメッセージガイド

• HPE Synergy イメージストリーマー API リファ
レンス
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Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://www.hpe.com/support/oneview-docs

https://support.hpe.com/hpesc/public/home

Hewlett Packard Enterprise Worldwide

https://www.hpe.com/assistance

サブスクリプションサービス/サポートのアラート

https://www.hpe.com/support/e-updates-ja

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。

製品の Web サイト

HPE 3PAR StoreServ ストレージ

https://www.hpe.com/info/storage

HPE Integrated Lights-Out (iLO)

https://www.hpe.com/jp/servers/ilo

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）ストレージ互換性マトリックス

https://www.hpe.com/storage/spock

ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

https://www.hpe.com/storage/whitepapers
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HPE OneView Remote Technician
HPE OneView Remote Technician を使用すると、問題のトラブルシューティングおよび解決のサポート
が迅速かつ容易になります。招待により、認証された Hewlett Packard Enterprise サポート技術者が、問
題のトラブルシューティングと診断に安全な TLS 接続を通じて HPE OneView アプライアンスにアクセ
スします。サポート技術者はログを直接ダウンロードし、FTP サイトを使用する必要はありません。サ
ポート技術者が問題を診断する間、現場にいる必要がありません。

HPE OneView Remote Technician は、追加のアプリケーションなしで HPE OneView 4.1 以降に組み込ま
れています。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

https://www.hpe.com/info/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。

https://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

https://www.hpe.com/support/downloads
マイ HPE ソフトウェアセンター

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

https://www.hpe.com/support/e-updates-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。
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https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから
アクセスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポー
トをセットアップしておく必要があります。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE データセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

https://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.html

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

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

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。

https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド
キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござ
いましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメー
ルには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日
をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョ
ン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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