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1 HPE Insight Control サーバープロビジョニング概要
Insight Control サーバープロビジョニングとは
Insight Control サーバープロビジョニングは、HPE ProLiant サーバーのインストールおよび設
定に使用される仮想アプライアンスです。これは、OS ビルドプランと呼ばれる展開ジョブを
作成および実行して行います。OS ビルドプランは、スクリプト、構成ファイル、および zip
ファイルを単純に並べたリストで、一度に 1 つまたは多数のサーバーに対して実行して、必要
な展開機能を実行することができます。
Insight Control サーバープロビジョニングは使用する準備ができており、OS ビルドプランの
完全なセットを設定なしですぐに実行したり、カスタマイズした独自のビルドプランを作成す
るためのテンプレートとして使用したりできます。独自のスクリプトと構成ファイルを追加す
ることで、どんなタスクでも実行する OS ビルドプランを作成できます。
Insight Control サーバープロビジョニングを使用して、次の操作を実行できます。
•

ProLiant サーバーに Windows、Linux、および ESXi をインストール。

•

仮想マシン（VM）にオペレーティングシステムを展開。

•

Service Pack for ProLiant（SPP）を使用して ProLiant サーバーでドライバー、ユーティ
リティ、およびファームウェアを更新。

•

ProLiant システムハードウェア、iLO、BIOS、HPE Smart アレイ、およびファイバーチャ
ネル HBA を構成。

•

OS のインストール時またはインストール後に、一度に 1 つまたは複数のサーバーでネッ
トワーク設定を構成。

•

PXE を使用せずにターゲットサーバーを展開（ProLiant Gen8 サーバー以降）。これらの
サーバーでは特別な構成をしなくても PXE を使用しない展開を実行できます。これらの
サーバーには、内蔵インテリジェントプロビジョニング機能の一部としてビルトインサー
ビス OS が搭載されているためです。

•

ブラウザーベースのインターフェイスを使用して ProLiant 展開をカスタマイズ。

•

カスタマイズしたビルドプランを作成し、そのビルドプランを OS 展開の前または後に実
行して追加の構成作業を実行。

•

REST API コールを使用して、Insight Control サーバープロビジョニング UI から利用可能
なすべての機能を実行。

•

Insight Control サーバー配備（RDP）から Insight Control サーバープロビジョニングへの
移行

Insight Control サーバープロビジョニングには、サーバーの展開を簡単かつ柔軟なものにする
多くの追加機能が用意されています。完全なリストについては、オンラインヘルプの「操作方
法」を参照してください。
Insight Control サーバープロビジョニングに付属するドキュメントには、特に、Hewlett Packard
Enterprise サーバーで自動プロビジョニング機能を実行するための、製品のセットアップと使
用に関する情報が含まれます。Insight Control サーバープロビジョニングを正しく使用するに
は、この製品を使用してプロビジョニングするオペレーティングシステムとハードウェアのイ
ンストールおよび管理について高度な知識が必要です。
以下の資料には、Insight Control サーバープロビジョニングの使用をサポートする情報が記載
されています。
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表 1 情報の入手先
項目

情報の入手先

リリースノート

『Insight Control リリースノート』の Insight Control サーバープロビジョニングに関
するセクションを参照してください（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs
または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual ）。

サポートマトリックス

『Insight Management サポートマトリックス』の Insight Control サーバープロビジョ
ニングに関するセクションを参照してください（http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual ）。

初めてアプライアンスを
ダウンロードしてセット
アップする方法

『Insight Control サーバープロビジョニングインストールガイド』を参照してくださ
い（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/
proliantessentials_manual ）。

開始するには

オンラインヘルプのクイックスタートのセクションを参照してください。ここには、
サーバーのプロビジョニングなどの主要タスクの実行で Insight Control サーバープロ
ビジョニングを使用する方法が示されています。
タスク一覧およびさまざまなタスクを実行する方法の詳細な指示へのリンクは、オン
ラインヘルプの「操作方法」のセクションを参照してください。

オンラインヘルプ

アプライアンスのオンラインヘルプの内容を参照してください（オンラインヘルプは
http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs から単体でも入手できます）。

管理者タスク

一般的な使用法、オプションの手動構成手順、およびセキュリティ、バックアップ、
リストアなどの管理作業手順の概要については、http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual にあ
る『Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイド』を参照してください。
いくつかの主な API は、このドキュメントにも記載されています。

OS ビルドプランの詳細

Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプラン、スクリプト、構成ファイル、パッ
ケージ、および主要なカスタム属性の詳細な説明については、http://www.hpe.com/
info/insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual
にある『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』
を参照してください。このリファレンスガイドには、リリースごとのビルドプランの
変更点に関する情報も含まれています。

REST API

アプライアンス上の [ヘルプ]パネルから、または
https://{appl}/api-docs/current/#about で利用可能な『Insight Control サー
バープロビジョニング REST API リファレンス』を参照してください。一般的な REST
コールについて学習するには、Insight Control サーバープロビジョニング REST API
についてのオンラインヘルプセクションを参照してください。

特殊なハードウェアとソ
フトウェアの例外

特定のオペレーティングシステムまたはハードウェアデバイスに固有の重要な情報に
ついては、「ハードウェアおよびソフトウェア固有の手順および例外」 (32 ページ)
を参照してください。常に、このセクションを読んで、注意事項がご使用の構成に関
連するかどうかを確認してください。

用語

Insight Control サーバープロビジョニングの用語集「用語集 」 (165 ページ) を参照し
てください。

トラブルシューティング
および既知の問題と制限
事項

オンラインヘルプのトラブルシューティングのセクションを参照してください。これ
らのセクションには、IC サーバープロビジョニングの開発者によって提供される、問
題と推奨に関する情報が含まれています。
『Insight Control リリースノート』の Insight Control サーバープロビジョニングに関
するセクションを参照してください（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs
または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual ）。
『Insight Management サポートマトリックス』の Insight Control サーバープロビジョ
ニングに関するセクションを参照してください（http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual ）。

ユーザーインターフェイ
ス

オンラインヘルプの「操作方法」セクションにある、「ユーザーインターフェイスの
ナビゲーション」項目を参照してください。
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表 1 情報の入手先 (続き)
項目

情報の入手先

Insight Control サーバー配 Web サイト http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs にある White Paper『Data
備からの移行
Migration from Insight Control server deployment to Insight Control server provisioning』
を参照してください。
White Paper

さまざまなトピックに関する White Paper は、http://www.hpe.com/info/insightcontrol/
docs で入手できます。

Insight Control サーバープロビジョニングに付属するドキュメントには、特に、Hewlett Packard
Enterprise サーバーで自動プロビジョニング機能を実行するための、製品のセットアップと使
用に関する情報が含まれます。IC サーバープロビジョニングのユーザーは、この製品を使用し
てプロビジョニングするオペレーティングシステムとハードウェアのインストールおよび管理
について高度な知識を持っていることが期待されます。

Insight Control サーバープロビジョニングのコンポーネント
Insight Control サーバープロビジョニングの主なコンポーネントは、次のとおりです。
•

アプライアンスは、アプリケーションの実行用に最適化された仮想マシンとして提供され
る Insight Control サーバープロビジョニング製品です。

•

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスは、DHCP サーバーを内蔵して
います。ご使用の環境に応じて、アプライアンス UI [設定]画面で、このサーバーの使用を
構成するか、または無効にすることができます。詳しくは、『Insight Control サーバープ
ロビジョニングインストールガイド』を参照してください。

•

アプライアンス IP アドレスは、アプライアンスに割り当てられた IP アドレスです。この
IP アドレスは、サポートされるブラウザーを使用してアプライアンスにアクセスするため
に、または REST コールを行って特殊機能を実行する場合に使用します。

•

展開 IP アドレスとは、すべての展開操作とターゲットサーバー通信に使用される IP アド
レスです。Matrix Operating Environment で IC サーバープロビジョニングを使用している
場合、これは CMS が通信に使用する IP アドレスでもあります。
アプライアンスを構成する場合、1 つのネットワークインターフェイスを共有するアプラ
イアンス IP アドレスと展開 IP アドレス（シングル NIC）を持つか、IP アドレスごとに別
のネットワークインターフェイスを使用する（マルチ NIC）かを選択できます。詳しく
は、『Insight Control サーバープロビジョニングインストールガイド』の “ アプライアン
スネットワークに関する注意事項 ” のセクションを参照してください。

•

ターゲットサーバーは、IC サーバープロビジョニングによって管理されるサーバーを表し
ます。各管理対象サーバーは、サーバーに変更を加えるために使用されるソフトウェアで
あるエージェントを実行します。エージェントは、ソフトウェアのインストールと削除、
ソフトウェアとハードウェアの構成、およびサーバーステータスの報告に使用されます。

•

メディアサーバーは、OS のプロビジョニング中に使用するベンダー提供の OS メディア
を搭載できます。また、ファームウェアやドライバーの更新のような他の用途のためのメ
ディアを搭載する場合があり、キャプチャーイメージの保存場所にもなります。メディア
サーバーは Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスとは別個のサーバー
であり、ユーザーが設定および構成するアプライアンスのバックアップとリストア操作に
は含まれません。メディアサーバーについて詳しくは、『Insight Control サーバープロビ
ジョニングインストールガイド』と「メディアサーバーの管理」 (16 ページ) を参照して
ください。

Insight Control サーバープロビジョニングのコンセプト
Insight Control サーバープロビジョニングでは、ビルドプラン、スクリプト、構成ファイル、
パッケージなどのオブジェクトを使用して、ターゲットサーバーにオペレーティングシステ
ム、ファームウェア、Service Pack for ProLiant などのドライバーアップデートのプロビジョ
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ニングと、その他のプロビジョニングタスクを行います。これらのオブジェクトは、IC サー
バープロビジョニングアプライアンスデータベースに格納されています。これらのオブジェク
ト、およびそれらのオブジェクトがどのように連携するかを次に説明します。オンラインヘル
プの目次を参照すると、各オブジェクトのより詳細な情報を得ることができます。
ヒント: 各 Insight Control サーバープロビジョニングオブジェクトには、Insight Control サー
バープロビジョニングのメインメニューに独自のエントリーがあります。
Insight Control サーバープロビジョニングのオブジェクト
•

サーバー – サーバーは、IC サーバープロビジョニングアプライアンスに登録されている
ターゲットサーバーを意味します。検出されたサーバーは、[サーバー] 画面の左側にある
マスターペインに一覧されます。IC サーバープロビジョニングは、ProLiant サーバーと
VM ゲストのみで動作します。

•

OS ビルドプラン – OS ビルドプランは、サーバーのインストールやファームウェアのアッ
プデートなどの処理を発生させるためにユーザーが実際に実行する項目です。OS ビルド
プランは、順序付けされたステップと、これらのステップに関連付けられたパラメーター
の集まりであり、これらを適切な順序でまとめて配置することで、必要なほとんどすべて
の操作を実行できます。

•

スクリプト – スクリプトは、製品の主要なコンポーネントであり、OS ビルドプランで使
用されるステップの大部分を占めます。スクリプトは、ターゲットサーバー上またはアプ
ライアンス上で実行します。IC サーバープロビジョニングは、ビルドプランの作成時に必
要となる一般的なタスクの多くを実行する広範なスクリプトライブラリを備えています。
さらに、Hewlett Packard Enterprise 提供のスクリプトをベースに独自のスクリプトを作
成することも、まったく新しいスクリプトを作成することもできます。

•

パッケージ – パッケージは、アプライアンスに保存される zip ファイルです。「パッケー
ジの展開」ステップを使用すると、ZIP ファイルはターゲットサーバーにトランスファー
され、指定された場所で解凍されます。インストール前およびインストール後のスクリプ
トで、ターゲットサーバーに保存および抽出されたファイルを実行するパッケージを指定
できます。

•

構成ファイル – 構成ファイルは、自動インストールファイルやハードウェア構成ファイル
などのテキストベースのデータに使用されるアプライアンスに保存されるテキストファイ
ルです。ビルドプランの一部として、アプライアンスの構成ファイルをターゲットサー
バーに記述できます。さらに、ターゲットサーバーからテキストファイルを取得し、構成
ファイルとしてアプライアンスに保存するために使用できるステップがあります。

•

デバイスグループ — デバイスグループは、ユーザー定義のサーバーのグループです。わ
かりやすい方法でサーバーを編成し、それらのサーバーが連携して動くようにする目的で
使用されます。デバイスグループに対してビルドプランを実行したり、カスタム属性をそ
のグループ内のサーバーによって継承されるグループに割り当てたりできます。1 つのサー
バーは、同時に複数のデバイスグループに所属することができます。一度サーバーをグ
ループに追加すると、グループから削除されるかアプライアンスから削除されるまで、
サーバーはそのグループ内にとどまります。

•

ジョブ – ジョブとは実行中のビルドプランです。ジョブは、ジョブ画面から監視でき、
ジョブ履歴も表示できます。また、ジョブ画面からサーバーのステータスを確認し、ログ
出力にアクセスすることもできます。

Insight Control サーバープロビジョニング UI では、さまざまな設定を構成したり、ユーザーア
カウントを構成したり、HPE OneView および Matrix Operating Environment との統合を管理
したりすることもできます。メインメニューには、[設定]、[Matrix インテグレーション設定]、
[ユーザーおよびグループ]および [HPE OneView アプライアンス]のメニュー項目があります。

Insight Control サーバープロビジョニングのコンセプト
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2 アプライアンスの管理
Insight Control サーバープロビジョニングのアクティブ化
ライセンスされたカスタマーは、Hewlett Packard Enterprise のライセンス Web サイトで登録
とキーの受け取りを済ませた後、Insight Control サーバープロビジョニングの UI でそのキーを
入力することで、Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブ化する必要がありま
す。
[アクティブ化]リンクは Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブにするまで [ヘ
ルプ]パネルの [推奨されるアクション]リストに表示されます。
Insight Control サーバープロビジョニングは一度だけアクティブ化すればよく、Insight Control
サーバープロビジョニングがアクティブ化されると、リンクは [推奨されたアクション]リスト
から削除されます。
Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブ化するには、以下の手順を実行しま
す。
1.

ブラウザーからアプライアンスにログインします。

2.

バナーの をクリックして [ヘルプ] パネルを開き、[推奨されるアクション]リストの [ア
クティブ化]リンクを選択します。
注記: Insight Control サーバープロビジョニングがすでにアクティブ化されている場合、
そのリンクは [推奨されるアクション]リストには表示されません。

3.
4.

5.

6.
7.

[Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブ化]画面から、アクティベーショ
ンキーを取得するためのリンクをクリックします。
Hewlett Packard Enterprise のライセンス Web サイトを表示するために、新しい Web ペー
ジが開きます。ご使用の HPE Passport 認証情報を使用して、Hewlett Packard Enterprise
のライセンス Web サイトにサインインします。HPE Passport にすでにログインしている
場合は、サインインが再度要求されることはありません。アクティベーションキーの発行
に、HPE Passport 認証情報および関連付けられた電子メールアドレスが使用されます。
[Product Activation] 画面が表示されます。このとき、画面の [Entitle Order Number
（EON）] フィールドには正しい EON が事前に入力されています。[次へ] をクリックしま
す。
次の画面で、アクティベーションの担当者を指名します。デフォルトの選択項目（[I am
activating for myself]）をそのまま選びます。[次へ]をクリックします。
次のメッセージが表示され、手順 4 で使用された認証情報の所有者にライセンスファイル
が送信されます。
Activation Complete.（アクティベーションに成功しました。） Your license files have
been emailed to: <email address>.（お客様のライセンスファイルは、< 電子メールアド
レス > に送信されました。）
ファイルは自動送信されますので、[Email] をクリックする必要はありません。このボタ
ンを押すと、別の電子メールアドレスにファイルを送信することができますが、ボタンに
それ以外の機能はありません。

8.

9.

電子メールからアクティベーションキーを入手します。電子メールには、zip ファイルが
含まれています。zip ファイルを開いて、txt ファイルを抽出し、アクティベーション
キーをコピーして、Insight Control サーバープロビジョニングの UI に貼り付けます。
[Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブ化]画面でアクティベーション
キーを入力します。

注記: アプライアンスをアクティブにできない場合は、正規サポート窓口にお問い合わせく
ださい。
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アプライアンスのアップデート
アプライアンスのソフトウェアコンポーネントは、[設定]画面にアクセスし、[アクション]→[ア
プライアンスのアップデート]の順に選択することで、Insight Control サーバープロビジョニン
グのファシリティから更新できます。
重要: 重要な要件の更新を開始する前や、詳細な手順を確認する場合は、『Insight Control
サーバープロビジョニングインストールガイド』の更新に関する章を参照してください。

Insight Control サーバープロビジョニングの使用に関する情報
オンラインヘルプには、アプライアンスの使用に関する以下のタイプの情報が記載されていま
す。
•

Insight Control サーバープロビジョニングの使用に関するクイックスタート

•

Insight Control サーバープロビジョニングの使用の詳細手順へのリンクがリストされてい
る、「操作方法」のセクション

•

ユーザーインターフェイスの概要

•

画面の詳細を説明したヘルプトピックにアクセスする、各画面の「このページのヘルプ」
リンク

•

問題と解決策の詳細を示したトラブルシューティングトピック

アプライアンスの管理に関する操作
アプライアンス管理操作の多くは、[設定] 画面の Insight Control サーバープロビジョニング UI
から行うことができます。[設定]画面の [アクション]メニューから、以下の操作を選択できま
す。
•

アプライアンスのアップデート

•

サポートダンプの作成

•

監査ログのダウンロード

•

自己署名の証明書の作成

•

証明書の署名要求の作成

•

証明書のインポート

•

エンドユーザー使用許諾契約書

•

認可されたサポートアクセス

•

バックアップの作成

•

バックアップのダウンロード

•

バックアップからのリストア

•

再起動

•

シャットダウン

これらの各操作の詳細は、オンラインヘルプで確認できます。
注記: これらの操作のいくつかは、本書の他のセクションに記載されている REST API コー
ルを使用して実施できます（「アプライアンスのバックアップとリストア」 (69 ページ) およ
び「高度なトピック」 (137 ページ) を参照）。

アプライアンスのアップデート
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3 メディアサーバーの管理
メディアサーバーは Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスとは別個のもの
で、展開ソフトウェアを保持します。OS ビルドプランは、メディアサーバー上のソフトウェ
アを使用して管理対象サーバーをプロビジョニングします。メディアサーバー上のソフトウェ
ア（メディア）には、Service Pack for ProLiant（SPP）のようにベンダー提供の OS ディスト
リビューションファイル、Hewlett Packard Enterprise 提供の OS ディストリビューションファ
イル、キャプチャーイメージ、およびファームウェアとドライバーの更新などを収録できま
す。アプライアンスのストレージはすべてを保存するには不十分であるためメディアサーバー
が必要です。メディアサーバーは、アプライアンスのストレージ機能を拡張します。
IC サーバープロビジョニングは、メディアサーバーの作成に役立つメディアサーバーセット
アップユーティリティを提供しています。メディアサーバーセットアップユーティリティは、
すべての必要なフォルダー構造を作成し、ファイル共有と http サーバーを構成し、適切な場所
にソフトウェアディストリビューションメディアをコピーします。セットアップユーティリ
ティを使用することで、メディアサーバーのセットアップが非常に簡単になります。メディア
サーバーセットアップユーティリティをアプライアンス UI から入手するには、メインメニュー
から [設定]を選択し、メディアサーバーパネルで 編集アイコンを選択します。メディアサー
バーセットアップユーティリティは、ダウンロードした製品 ZIP ファイル内およびメディア上
にもあります。メディアサーバーセットアップユーティリティを使用してメディアサーバーを
作成する方法と要件については、『Insight Control サーバープロビジョニングインストールガ
イド』を参照してください。
この章の後半部分では、メディアサーバーがどのように動作し、配置されるかについての詳細
を説明します。またメディアサーバーセットアップユーティリティを使用せずに独自のメディ
アサーバーを手動で構成する方法についても説明します。
この章には以下の内容が含まれます。
•

「メディアサーバーの概要」 (16 ページ)

•

「手動による Windows ベースのメディアサーバーの作成」 (20 ページ)

•

「手動による Linux ベースのメディアサーバーの作成」 (23 ページ)

メディアサーバーの概要
IC サーバープロビジョニングはその OS ビルドプランすべてに対してデフォルトで次の 2 つの
異なるプロトコルを使用します。
•

•

SMB（Windows ファイル共有）プロトコル。このプロトコルは以下の目的で使用されま
す。

◦

すべての Windows オペレーティングシステムのインストール

◦

すべてのオペレーティングシステムのイメージキャプチャーと展開操作

◦

SPP のインストール

◦

ファームウェアのアップデート

◦

ドライブのマウントを必要とするその他の操作。

すべての Linux および ESXi オペレーティングシステムのインストールに使用される HTTP
プロトコル

NFS は、Linux および ESXi オペレーティングシステムのインストール、SPP のインストー
ル、ファームウェアの更新、およびその他のマウント済みドライブを必要とする機能に使用す
ることができます。NFS の使用は高度な機能であり、Linux メディアサーバーを手動でセット
アップし、OS ビルドプランを手動で変更する必要があります。
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Hewlett Packard Enterprise メディアサーバーのデフォルトレイアウト
Hewlett Packard Enterprise 提供の OS ビルドプランは、ある特定のメディアサーバーのディレ
クトリ構造で機能するように設計されています。メディアサーバーがこのディレクトリ構造と
特定の命名規則を使用して構成されていれば、Hewlett Packard Enterprise 提供の OS ビルドプ
ランは変更なしで動作します。
Hewlett Packard Enterprise 推奨のメディアサーバーのレイアウトには次のようなものがあり
ます。
•

すべてのメディアサーバーファイルを含む、SMB（Windows ファイル共有）プロトコル
によって共有される最上位のディレクトリ。このディレクトリにはどんな名前でも指定で
きます。

•

Media と Images と名付けられた第 2 レベルのサブディレクトリで、最上位のディレク
トリの下にあります。

•

Images サブディレクトリは、キャプチャーされたイメージをすべて保存します。

•

Media サブディレクトリは HTTP のベースディレクトリであり、すべてのオペレーティ
ングシステムのディストリビューションファイル、およびメディアサーバーで処理される
各ディストリビューションのための SPP サブディレクトリを保存します。

表 2 オペレーティングシステムのディストリビューションメディアサブディレクトリ名
OS ディストリビューション

ディレクトリ名

注記: この表に記載されていないオペレーティングシステムでは、その特定の OS のインストールに使用されるビ
ルドプランから、必要なフォルダーの名前を非常に簡単に取得できます。Linux と ESXi のビルドプランでは、
ディレクトリ名は、Set Media Source ステップで指定したパラメーターの一部です。Windows のビルドプラン
の場合、フォルダー名は Run Windows xxxx x64 Setup ステップのパラメーターの一部です。メディアサーバー
上に作成するディレクトリがビルドプランから取得するフォルダー名と正確に一致していれば、ビルドプランは
動作します。
VMware ESXi 6.0

Media\esxi60

VMware ESXi 5.0 U3

Media\esxi50u3

VMware ESXi 5.1 U2

Media\esxi51u2

RedHat Enterprise Linux 5.10 x86_64

Media\rhel510-x64

RedHat Enterprise Linux 6.5 x86_64

Media\rhel65-x64

RedHat Enterprise Linux 7.0 x86_64

Media\rhel70-x64

SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 x86_64

Media\sles11sp3-x64

SUSE Linux Enterprise Server 12 x86_64

Media\sles12–x64

Windows 2008 R2 SP1 x86_64（英語）

Media\win2008r2-sp1-x64-en_us

Windows 2008 SP2 x86_64（英語）

Media\win2008-sp2-x64-en_us

Windows 2012 x86_64（英語）

Media\win2012-x64-en_us

Windows 7 SP1 Professional x86_x64（英語）

Media\win7–sp1–x64–en_us

Windows 8.1 Pro x86_x64（英語）

Media\win81-x64-en_us

Service Pack for ProLiant

Media\SPP\yyyy.mm.x ここで、yyyy.mm.x は SPP のバー
ジョン番号（たとえば 2014.02.0）です。

Intelligent Provisioning

Media\ip\x.xx ここで、x.xx は、Intelligent Provisioning の
バージョン番号です。たとえば、バージョン 1.6 では 1.60 とな
ります。

メディアサーバーの概要
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注記: VMware ESXi の場合、必要な Hewlett Packard Enterprise ドライバーが含まれている
ディストリビューションを使用する必要があります。Hewlett Packard Enterprise 提供のカス
タムイメージにはすでに必要なすべての ProLiant ドライバーが含まれているため、これらを使
用することをお勧めします。あるいは、希望するドライバーで独自のイメージを作成するのに
VMware の ImageBuilder ツールを使用することができます。

OS ディストリビューションまたは SPP をメディアサーバーにコピーする
Hewlett Packard Enterprise 提供の OS ソフトウェアディストリビューション、VMware ESXi、
および Service Packs for ProLiant（SPP）をメディアサーバーにコピーします。そうすること
で、ご使用の OS ビルドプランから使用できるようになります。そのためには、ディストリ
ビューションと SPP をメディアサーバーからアクセスできる場所にダウンロードし、使用す
る予定のインストールソフトウェアに対して使用できるメディアを準備する必要があります。
メディアサーバーセットアップユーティリティを使用して、OS のソフトウェアディストリ
ビューションと SPP にアクセスし、非表示ファイルやシステムファイルなどの適切なオペレー
ティングシステムのディストリビューションや SPP を、メディアサーバーの表 2 (17 ページ)
という名前のディレクトリの下に自動的にコピーすることができます。これらのディレクトリ
名を使用することで、IC サーバープロビジョニング提供 OS ビルドプランは変更なしに実行さ
れます。（メディアサーバーセットアップユーティリティは、アプライアンス UI 設定画面
（[Edit Media Server] を選択）、およびダウンロードした製品 ZIP ファイル内およびメディア
上でも入手できます）。
または、ディストリビューションまたは SPP をメディアサーバーに手動でコピーすることが
できます。ただし、Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランを変更なしで実行するた
め、これらの同じディレクトリ名を使用する必要があります。

メディアサーバーを OS ビルドプランで動作させる方法
メディアを必要とする OS ビルドプランはそのメディアの場所に情報を持たなければなりませ
ん。その情報は、Set Media Source ステップを使用して OS ビルドプランに提供され、これ
はそのパラメーターとして OS ビルドプランで使用されるメディアの場所を表す URL をとり
ます。以下のような URL が考えられます。
protocol://username:password@host/path#local-mount-point

ここで
protocol は、メディアにアクセスするために使用されるプロトコル（smb、http、または
nfs）です。
username:password は、共有にアクセスするためのオプションのユーザー名とパスワード
で、SMB のみに使用されます。
host は、サーバーの IP アドレスまたはホスト名です。
path は、メディアサーバー上の、データへのパスです。
local-mount-point は、共有のマウント先のローカルドライブまたはパスです（http には
使用されません）。
Set Media Source スクリプトの詳細は、http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs にあ
る『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』を参照して
ください。
Set Media Source パラメーターの例をいくつか次に示します。
smb://myuser:mypass@myhost/deployment#z
http://myhostname/deployment/rhel63-x64
nfs://myhostname/deployment#/mnt/mymedia
Set Media Source ステップに指定されているホスト、パス、ユーザー名、およびパスワード
が、メディアサーバーの作成時に使用される名前およびパスと一致する限り、OS ビルドプラ
ンは問題なく機能するはずです。
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メディアサーバーのカスタム属性
メディアサーバーの情報は、メディアサーバーの URL を表す特殊なカスタム属性を使用して
Hewlett Packard Enterprise 提供の OS ビルドプランに渡されます。これらのカスタム属性は、
アプライアンス UI（メインメニューから [設定]を選択し、メディアサーバーパネルで 編集ア
イコンを選択）に入力すると自動的に定義されます。これらのカスタム属性は、OS ビルドプ
ランの Set Media Source ステップに対するパラメーターとして使用され、メディアサーバー
上の適切な場所をポイントします。
カスタム属性は、Windows 共有に使用される 1 セット、および HTTP ベースのアドレス用の
1 つがあります。
•

Windows 共有のカスタム属性は次のとおりです。
@__OPSW-Media-WinUser@@__OPSW-Media-WinPassword@@__OPSW-Media-WinPath@
注記:

•

これら 3 つのカスタム属性を結合して、上述の単一の SMB URL が作成されます。

HTTP URL ベースのカスタム属性は次のとおりです。
@__OPSW-Media-LinURI@

これらのカスタム属性の個々の説明は、以下の表で確認できます。
表 3 メディアサーバーのカスタム属性
カスタム属性の名前

メディアサーバーの設定

書式

__OPSW-Media-WinUser

Windows 展開用のプロトコルとユー smb://username:
ザー名

__OPSW-Media-WinPassword

Windows 展開用のパスワード

password

__OPSW-Media-WinPath

Windows 展開用の IP アドレスと共
有名

@x.x.x.x/sharename

__OPSW-Media-LinURI

Linux および ESXi 展開用のメディア http://x.x.x.x/mnt/sharename/media
サーバー Linux URI

これらのカスタム属性は、便宜上アプライアンスに組み込まれています。OS ビルドプランは
編集できます。また、これらのカスタム属性は ハードコーディングされた値やユーザー定義の
カスタム属性と置き換えることができます。Set Media Source ステップに提供される URL が
メディアの場所と一致する限り、OS ビルドプランは動作するはずです。ユーザー定義のカス
タム属性を作成することで、各ビルドプランが異なる場所を参照できる、複数のメディアサー
バーを定義できます。

Windows OS ビルドプラン
Setup Media Source ステップパラメーターに加えて、URL を定義する特殊なカスタム属性が
使用される場合、Windows OS ビルドプランには、パラメーターがメディアサーバーのディレ
クトリ構成と一致しなければならない追加のステップも含まれます。次のスクリプトステップ
は、Window setup.exe プログラムまたはイメージファイルのいずれかの場所へのスクリプ
トパラメーターとしてパス名を含みます。
•

Run Windows xxxx Setup（ここで xxxx は Windows のバージョン名）

•

Prevent WIM File Overwrite

•

Capture Windows Image

•

Apply WIM Image

注記: メディアサーバーディレクトリの構造はパラメーターと一致しなければなりません。
メディアサーバーのディレクトリ構造が表 2 (17 ページ)に記載されている構造から変更された
場合、それに応じてそのパラメーターを変更する必要があります。
メディアサーバーの概要
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Linux ESXi OS ビルドプラン
URI を定義する特殊なカスタム属性が使用される Set Media Source ステップパラメーターに
加えて、パラメーターフィールドには、Media ディレクトリの下のパスが含まれます。たとえ
ば、パラメーターフィールドは @__OPSW-Media-LinURI@/rhel645-x64 のようになりま
す。メディアサーバーのディレクトリ構造が表 2 (17 ページ)に説明されている構造から変更さ
れた場合、そのパラメーターもパス名に合わせて変更する必要があります。

SPP をインストールしてファームウェア OS ビルドプランを更新する
メディアサーバー上の SPP パス名は、表 2 (17 ページ)に記載されているように
Media\spp\yyyy.mm.x と予測され、簡単には変更できません。この形式によって、
--spp_version=latest が確実に使用されます。このパラメーターがパラメーターフィール
ドに定義されていない場合、最新の SPP バージョンが使用されます。

Intelligent Provisioning のファームウェア更新 OS ビルドプランのインストール
メディアサーバー上の Intelligent Provisioning パス名は、表 2 (17 ページ)に記載されているよ
うに Media\ip\x.xx と予測され、簡単には変更できません。この形式によって、
--ip_version=latest が確実に使用されます。このパラメーターがパラメーターフィール
ドに定義されていない場合、最新の Intelligent Provisioning バージョンが使用されます。

手動による Windows ベースのメディアサーバーの作成
メディアサーバーのセットアップユーティリティを使用したくない場合は、このセクションの
説明に従って、ユーティリティを使用せずに Windows ベースのメディアサーバーをセットアッ
プできます。
メディアサーバーのセットアップユーティリティについて詳しくは、『Insight Control サーバー
プロビジョニングインストールガイド』を参照してください。
IC サーバープロビジョニングでは、メディアサーバーへは次の 2 つのタイプのアクセスが必
要です。
•

オペレーティングシステムおよび SPP のディストリビューションファイルを読み取るた
め、および提供されている Windows OS ビルドプランを使用して作成された Windows イ
メージを保存するための Windows ファイル共有アクセス。

•

Linux および ESXi のスクリプト済みインストールのための、オペレーティングシステム
のディストリビューションファイルを読み取るための HTTP アクセス。

注記: メディアサーバーの手動でのセットアップが完了したら、メディアサーバーのセット
アップを確認し、ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランを実行して展
開ネットワークとターゲットサーバーからメディアサーバーにアクセスできることを確認する
ことをお勧めします。このビルドプランは、稼動 OS をメンテナンスまたは実行中の、Windows
または Linux のいずれかのターゲットサーバー上で実行できます。メディアサーバーをセット
アップしたり更新したりするときは、設定を確認するために、このビルドプランを Windows
ターゲットで 1 回、Linux ターゲットで 1 回実行できます。このビルドプランはターゲット
サーバーでブート操作を実行しないことに注意してください。これは、稼動 OS またはサービ
ス OS のいずれかをすでに実行中のターゲットサーバー上で実行する必要があります。ProLiant
SW — Validate Media Server Settings ビルドプランについて詳しくは、オンラインヘルプの
「「Set Media Source」ステップ、およびメディアサーバーのトラブルシューティング」ト
ピックを参照してください。
このセクションでは、対象読者が Windows オペレーティングシステムに精通していることが
前提になります。

Windows ベースのメディアサーバーを作成する
Windows ベースのメディアサーバーを作成するには、以下の手順を実行します。
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1.

2.
3.

4.

5.

Windows Server 2008 SP2 以降の x64 Standard Edition または Enterprise Edition を実行
しているサーバーを使用します。ドメインコントローラーへのメディアサーバーのインス
トールはサポートされていません。その他の要件については、『Insight Control サーバー
プロビジョニングインストールガイド』を参照してください。
サーバーで、メディアサーバーファイルが保存されるディレクトリの最上位ディレクトリ
（たとえば c:\MediaServer）を作成します。
この最上位ディレクトリの下に Images と Media という 2 つのサブディレクトリを作
成します。たとえば c:\MediaServer\Images や c:\MediaServer\Media などを作
成します。Media フォルダーは、すべてのベンダー供給メディアが保存されるフォルダー
であり、Images フォルダーはすべてのキャプチャー済みイメージが書き込まれるフォル
ダーです。
オペレーティングシステムのディストリビューションごとに、Media の下にサブディレク
トリを作成し、表 2 (17 ページ)のディレクトリ名を使用して、適切なオペレーティングシ
ステムディストリビューションを、非表示ファイルまたはシステムファイルも含めてコ
ピーします。これらのディレクトリ名を使用することで、IC サーバープロビジョニング提
供 OS ビルドプランは変更なしに実行されます。
表 2 (17 ページ)に記載されているディレクトリ名を使用し、SPP および Intelligent
Provisioning イメージについても同じ操作を実行します。

Windows 展開用に Windows ファイル共有をセットアップする
重要: ファイル共有名とユーザー名は次の予約文字を含めることはできません：「<（未
満）」、「>（より大きい）」、「:（コロン）」、「"（二重引用符）」、「/（スラッシュ）」、
「 \（バックスラッシュ）」、「 |（垂直バーまたはパイプ）」、「? （疑問符）*（アスタリス
ク）」、「[（開始角括弧）」、「]（終了角括弧）」、「;（セミコロン）」、「=（等号）」、
「,（カンマ）」、「+（プラス）」、「&（アンパサンド）」、「~（チルダ）、「（ヌル）」
および先頭のスペースまたは末尾のスペース。パスワードを（null）にしたり、先頭または末
尾のスペースや「"（二重引用符）」を含めることはできません。
「\（バックスラッシュ）」は ドメイン \ユーザー名の形式を使用する場合に限り許可されま
す。
Windows ファイル共有をセットアップするには、以下の手順を実行します。
1. 上記のステップ 1 で作成した最上位のメディアサーバーディレクトリ（たとえば
c:\MediaServer）を右クリックし、[プロパティ]を選択します。[プロパティ] ダイアロ
グボックスの [共有]タブで、[共有]ボタンをクリックします。
2. 共有名を作成します。Windows のデフォルトを使用するか、独自の名前を作成します。上
述の「重要」を参照し、共有名に使用できない予約文字がないかを確認してください。
3. この共有へのアクセスを認証されているユーザーを入力します。これはローカルアカウン
トまたはドメインアカウントのいずれも可能です。お使いのメディアサーバーがドメイン
の一部である場合は、ドメイン\ユーザー名の形式で指定します。ここで「ドメイン」は
ユーザーのドメイン名、またはユーザーアカウントがローカルユーザーの場合はメディア
サーバーのホスト名です。上記の「重要」を確認し、ユーザー名に使用できない予約文字
がないかを確認してください。
このユーザーのパスワードは、メディアサーバーの設定を構成する際に [UI 設定] 画面で
入力するものです。パスワードを（null）にすることはできません。また先頭または末尾
のスペースや「"（二重引用符）」を含めることはできません。
4.

アクセス権レベルを読み込み/書き込みに設定して [共有]をクリックします。
注記: ユーザーに書き込みアクセス権が付与されていない場合、キャプチャーされたイ
メージをこの共有に保存しようとしても、イメージキャプチャービルドプランはすべて失
敗します。

手動による Windows ベースのメディアサーバーの作成
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5.

ファイル共有のアクセス検証のため、ntlmv2 認証の使用を有効にします。以下のレジスト
リエントリーを作成/更新します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0\AllowLegacySrvCall

6.

これには値 1（DWORD）が使用されます。
共有が正常に作成されたことをテストするために、別の Windows サーバーからファイル
共有にアクセスします。必ず、Windows の共有名、ユーザー名とパスワードを記録してく
ださい。これらはメディアサーバーにアクセスするためにアプライアンスを設定するとき
に必要になります。

IIS ユーザーに読み込みアクセス権を付与する
Windows メディアサーバー上の IIS ユーザーに読み込みアクセス権を付与するには、以下のス
テップを実行します。
1. Windows Explorer で、メディアサーバーに関連付けられた最上位のフォルダーを見つけま
す。
2. フォルダーを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
3. [セキュリティ]タブを選択し、[編集]をクリックします。
4. [追加]をクリックします。
5. [選択するオブジェクト名を入力してください]ボックスに <computername>\IIS_IUSRS
と入力します。
6. [名前の確認]をクリックします。
7. [OK] をクリックします。
8. [読み込み]チェックボックスを選択して、[OK] をクリックします。
9. フォルダーの [プロパティ]ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

Linux および ESXi 展開用に HTTP アクセスをセットアップする
HTTP を使用して共有オペレーティングシステムファイルをセットアップするには、Microsoft
Information Services（IIS）バージョン 7 以降を使用してください。
HTTP を使用してオペレーティングシステムディストリビューションファイルを共有するよう
に IIS を構成するには、以下の手順を実行します。
1. メディアサーバーから IIS マネージャーを起動します。IIS がインストールされていない場
合は、[サーバーマネージャー]-> [役割]->[役割の追加]->[Web サーバー（IIS）] 機能に移動
し、[IIS 管理コンソール]、[静的コンテンツ]、[ディレクトリの参照]ロールサービスを有
効にします。
2. IIS マネージャーを起動した後、[サイト]に移動し、[既定の Web サイト]を右クリックし
て、[仮想ディレクトリの追加]をクリックします。
3. この仮想ディレクトリに Deployment などの名前を付け、最上位のメディアサーバーディ
レクトリの下に作成された Media サブディレクトリをポイントするように物理パスを構成
します。仮想ディレクトリ名には次の予約文字を含めることはできません：「<（未満）」、
「>（よりおおきい）」、「:（コロン）」、「"（二重引用符）」、「/（スラッシュ）」、
「\（バックスラッシュ）」、「|（垂直バーまたはパイプ）」、「? （疑問符）」、「*（ア
スタリスク）」、「[（開始角括弧）」、「]（終了角括弧）」、「;（セミコロン）」、「=
（等号）」、「,（カンマ）」、「+（プラス）」、「&（アンパサンド）」、「~（チル
ダ）」、「（ヌル）」および先頭のスペースまたは末尾のスペース。
たとえば、c:\MediaServer\Media と設定します。
デフォルトの Web サイトの下に新しい仮想ディレクトリが作成されます。この仮想ディ
レクトリの名前を必ず記録してください。アプライアンスのメディアサーバーへのアクセ
スをセットアップするときに必要になります。
4.
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新しく作成された、たとえば Deployment という仮想ディレクトリを選択し、機能ビュー
の [ディレクトリの参照]を右クリックします。[機能を開く]を選択して、ディレクトリの
参照機能を [有効にする]にします。
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5.

必要な例外を IIS に追加して、拡張子、不明の拡張子、または特殊文字を含むファイルな
しで、ファイルを処理できるようにします。
デフォルトで IIS 7 はこれらのファイルを処理しません。Linux ディストリビューション
ファイルの中にはこのカテゴリに入るものもあるため、必要な例外を IIS に追加してこれ
らのファイルを HTTP 経由で処理できるようにする必要があります。詳しくは、次の記事
を参照してください。
•

http://support.microsoft.com/kb/326965

•

http://blogs.iis.net/thomad/archive/2007/12/17/iis7-rejecting-urls-containing.aspx

•

http://technet.microsoft.com/en-es/library/cc754791%28v=ws.10%29.aspx

必要な例外を IIS に追加するには、以下の手順を実行します。
a. 機能ビューに戻り、[MIME の種類]機能を選択し、[追加]を選択します。[MIME の種類
の追加] ボックスにファイル名の拡張子を表すアスタリスク（*）を入力して
「application/octet-stream」と入力します。[OK] を選択します。
b. [追加]を再び選択し、今回はファイル名の拡張子にドット（.）を入力して、[MIME の
種類] ボックスに「application/octet-stream」と入力します。[OK] を選択します。
6.

7.

機能ビューに戻り、[要求のフィルタリング]を選択します。[操作] メニューから、[機能設
定の編集]を選択します。[全般] セクションで、[一覧にないファイル名拡張子を許可する]、
[一覧にない動詞を許可する]、[ハイビット文字を許可する]、および [ダブルエスケープを
許可する]オプションにチェックマークを付けます。[OK] を選択します。
HTTP 接続を検証するには、機能ビューに戻り、[参照]を選択してブラウザーの下に仮想
ディレクトリを開きます。ディレクトリの下に作成されたサブディレクトリ（たとえば
c:\MediaServer\Media）がディレクトリ一覧形式で表示されるはずです。
注記: 参照中に HTTP エラー（HTTP Error 500.19）を「アクセス許可がないため構成
ファイルを読み取ることができません」というメッセージとともに受け取った場合、これ
は、IIS サービスがフォルダーにアクセスする十分な権限を持たないことを意味します。
この問題を修正するには、以下の手順を実行します。
a.
b.
c.

d.

Windows Explorer を開き、最上位のメディアサーバーフォルダーにアクセスし、右ク
リックして [プロパティ]を選択します。
[セキュリティ] タブを選択し、[編集]ボタンをクリックします。[追加]を選択します。
[ユーザーまたはグループの選択] ウィンドウに「IUSR ; IIS_IUSRS」と入力します。
[名前の確認]を選択して両方のユーザーが存在することを検証し、[OK] を選択しま
す。IUSR および IIS_IUSRS は、デフォルトのユーザーであり、この名前で IIS サー
ビスが起動され、ファイルシステムアクセスはこれらのユーザーでのみ（管理者とし
てではなく）要求されます。そのため、IIS がファイルを処理するには、これらのユー
ザーがオペレーティングシステムのディストリビューションファイルに対する読み取
りアクセス許可を持っていなければなりません。
アカウントに読み取り、フォルダーの一覧、アクセス許可の読み取り、および実行ア
クセス許可が設定されていることを確認します。[OK] を選択します。ブラウザーテ
ストから仮想ディレクトリを再試行します。

手動による Linux ベースのメディアサーバーの作成
Insight Control サーバープロビジョニングには、Linux ベースのメディアサーバー用のセット
アップユーティリティがありません。ここでは、Linux ベースのメディアサーバーを手動でセッ
トアップする方法を示します。読者が Linux コマンドの実行、rpm のインストール、サービス
のチェックを熟知していることを前提とします。

手動による Linux ベースのメディアサーバーの作成
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注記: メディアサーバーの手動でのセットアップが完了したら、メディアサーバーのセット
アップを確認し、ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランを実行して展
開ネットワークとターゲットサーバーからメディアサーバーにアクセスできることを確認する
ことをお勧めします。このビルドプランは、稼動 OS をメンテナンスまたは実行中の、Windows
または Linux のいずれかのターゲットサーバー上で実行できます。メディアサーバーをセット
アップしたり更新したりするときは、設定を確認するために、このビルドプランを Windows
ターゲットで 1 回、Linux ターゲットで 1 回実行できます。このビルドプランはターゲット
サーバーでブート操作を実行しないことに注意してください。これは、稼動 OS またはサービ
ス OS のいずれかをすでに実行中のターゲットサーバー上で実行する必要があります。ProLiant
SW — Validate Media Server Settings ビルドプランについて詳しくは、オンラインヘルプの
「「Set Media Source」ステップ、およびメディアサーバーのトラブルシューティング」ト
ピックを参照してください。

Linux ベースのメディアサーバーを作成する
これらの操作手順は、Red Hat および SUSE Linux オペレーティングシステムを対象としてい
ます。ただし、Linux メディアサーバーは HTTPD、および SAMBA（オプションで NFS）機能
を基盤とするため、どのタイプの Linux でも、このセクションでの説明内容と同じようにサー
ビスが構成されていれば使用可能です。
Linux ベースのメディアサーバーを作成するには、以下の手順を実行します。
1. すでに Linux を実行しているサーバーで、メディアサーバーファイルの保存先となる最上
位のディレクトリを作成します。最上位レベルにする任意のディレクトリを使用できま
す。これらの手順で使用する例は、/usr/MediaServer です。別のディレクトリ名を使
用する場合は、これらの例の中の「/usr/MediaServer」 のすべてのインスタンスを、
使用したディレクトリ名に置き換える必要があります。
2. この最上位ディレクトリの下に Images と Media という 2 つのサブディレクトリを作
成します。たとえば、/usr/MediaServer/Images および/usr/MediaServer/Media
です。
3. オペレーティングシステムのディストリビューションごとに、Media の下にサブディレク
トリを作成し、表 2 (17 ページ)のディレクトリ名を使用して、適切なオペレーティングシ
ステムディストリビューションを、非表示ファイルまたはシステムファイルも含めてコ
ピーします。これらのディレクトリ名を使用することで、Hewlett Packard Enterprise 提
供の OS ビルドプランは変更なしで実行されます。
注記: 大文字と小文字は区別されます。ご使用の ISO を開き、ネイティブの Linux ツー
ルを使用してディストリビューションメディアをコピーして、ディストリビューション
ファイルで大文字と小文字が正しく区別されていることを確認してください。
4.

表 2 (17 ページ)に記載されているディレクトリ名を使用し、SPP および Intelligent
Provisioning イメージについても同じ操作を実行します。

Windows の展開に合わせた Samba サーバーのセットアップ
重要: すべてのファイル共有名、ユーザー名とファイル名には次の予約文字を含めることは
できません：「<（未満）」、「>（よりおおきい）」、「:（コロン）」、「"（二重引用符）」、
「/（スラッシュ）」、「\（バックスラッシュ）」、「|（垂直バーまたはパイプ）」、「? （疑
問符）*（アスタリスク）」、「[（開始角括弧）」、「]（終了角括弧）」、「;（セミコロ
ン）」、「=（等号）」、「,（カンマ）」、「+（プラス）」、「&（アンパサンド）」、「~
（チルダ）」、「（ヌル）」および先頭のスペースまたは末尾のスペース。すべてのパスワー
ドに（null）、先頭または末尾のスペース、「"（二重引用符）」を含めることはできません。
Samba サーバーをセットアップするには、以下の手順を実行します。
1. 以下の rpm をインストールします。
•
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libtdb.x86_64
samba.x86_64
samba common.x86_64
samba winbind.x86_64
samba winbind-clients.x86_64
httpd
•

SUSE Linux メディアサーバーの場合：
samba-x86_64.rpm
samba-winbind-32bit-x86_64.rpm
libtdb1-x86_64.rpm
apache2

2.
3.

Linux メディアサーバーに root 以外のユーザーを作成します。上記の予約文字のリストを
参照してください。
Linux メディアサーバー以下の構成を /etc/samba/smb.conf ファイルに追加します。
[Media]
path=/usr/MediaServer
public=no
writable=yes
browseable=yes
write list=username

ここで、
Media は、Samba 共有名です。ここには、上記の予約文字以外の任意の名前を使用する
ことができます。
/usr/MediaServer は、作成した最上位レベルのメディアサーバーのディレクトリのパ
スに置き換えられます。使用するユーザー名にファイル共有パスへの書き込みアクセス権
が付与されていることを確認してください。
username はステップ 2 でメディアサーバーに作成した有効なユーザーに置き換えられま
す。
4.

smb サービスを開始します。
service smb start

5.

6.

smbpasswd -a username コマンドを実行して、新しい samba パスワードを入力しま
す。パスワードを（null）にすることはできません。また先頭または末尾のスペースや
「"（二重引用符）」を含めることはできません。
このコマンドで再起動した後に、Samba の実行を確認してください。
chkconfig smb on

7.

共有名、ユーザー名、パスワードをメモしてください。これらはアプライアンスの Media
Server settings をセットアップするときに必要になります。

Linux および ESXi 展開用に Apache Web サーバーを使用して HTTP アクセスを
セットアップする
SUSE Linx メディアサーバーに HTTP アクセスをセットアップする
SUSE Linx メディアサーバーに HTTP アクセスをセットアップするには、以下の手順を実行し
ます。
1. /etc/apache2/default-server.conf を編集し、ドキュメントルートの定義の下に
以下を追加します。
Alias /Deploy "/usr/MediaServer/Media"
<Directory "/usr/MediaServer/Media">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
手動による Linux ベースのメディアサーバーの作成
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Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

ここで、最初の行の/Deploy は、アプライアンスの設定時に指定する必要がある Linux
の HTTP サーバーのパスです。次の予約文字以外の任意の名前を使用することができま
す：「<（未満）」、「>（よりおおきい）」、「:（コロン）」、「"（二重引用符）」、
「/（スラッシュ）」、「\（バックスラッシュ）」、「|（垂直バーまたはパイプ）」、「?
（疑問符）」、「*（アスタリスク）」、「[（開始角括弧）」、「]（終了角括弧）」、「;
（セミコロン）」、「=（等号）」、「,（カンマ）」、「+（プラス）」、「&（アンパサ
ンド）」、「~（チルダ）」、「（ヌル）」および先頭のスペースまたは末尾のスペース。
2.

apache2 サービスを開始します。
service spache2 start
ブラウザーを使用して、Web サーバーが正しく構成されていることを確認します。次の
URL にアクセスできるはずです。
http://<ip-of-media-server>/Deploy
/usr/MediaServer/Media にあるファイルを確認してください。/Deploy は上記で指
定した名前と一致する必要があります。
動作する場合は、常時起動するように apache サーバーを構成します。
chkconfig apache2 on
提供するディストリビューションにメディアフォルダーを入れてください。

Red Hat Linux メディアサーバーに HTTP アクセスをセットアップする
Red Hat Linux メディアサーバーに HTTP アクセスをセットアップするには、以下の手順を実
行します。
1. /etc/httpd/conf/httpd.conf を編集し、ドキュメントルートの定義の下に次の行を
追加します。
Alias /Deploy "/usr/MediaServer/Media"
<Directory "/usr/MediaServer/Media">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

ここで、最初の行の/Deploy は、アプライアンスの設定時に指定する必要がある Linux
の HTTP サーバーのパスです。次の予約文字以外の任意の名前を使用することができま
す：「<（未満）」、「>（よりおおきい）」、「:（コロン）」、「"（二重引用符）」、
「/（スラッシュ）」、「\（バックスラッシュ）」、「|（垂直バーまたはパイプ）」、「?
（疑問符）」、「*（アスタリスク）」、「[（開始角括弧）」、「]（終了角括弧）」、「;
（セミコロン）」、「=（等号）」、「,（カンマ）」、「+（プラス）」、「&（アンパサ
ンド）」、「~（チルダ）」、「（ヌル）」および先頭のスペースまたは末尾のスペース。
2.

httpd サービスを開始します。
service httpd start
ブラウザーを使用して、Web サーバーが正しく構成されていることを確認します。次の
URL にアクセスできるはずです。
http://<ip-of-media-server>/Deploy
/usr/MediaServer/Media にあるファイルを確認してください。/Deploy は上記で指
定した名前と一致する必要があります。
動作する場合は、常時起動するように http サーバーを構成します。
chkconfig httpd on
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提供するディストリビューションにメディアフォルダーを入れてください。

Linux メディアサーバーに NFS アクセスをセットアップする（オプション）
NFS を使用していない場合は、このセクションは省略できます。NFS は IC サーバープロビ
ジョニングが提供するデフォルトのビルドプランでは必要ありませんが、お使いのネットワー
クポリシーで SMB プロトコルの使用が禁止されている場合、または SMB や HTTP よりも NFS
を使用したい場合は、NFS を使用できます。NFS は、Linux および ESXi オペレーティングシ
ステムのインストール、SPP のインストール、ファームウェアの更新、およびその他のマウン
ト済みドライブを必要とする機能に使用することができます。NFS の使用は高度な機能であ
り、Linux メディアサーバーを手動でセットアップし、OS ビルドプランを手動で変更する必
要があります。
アプライアンスへのメディアサーバーの設定では NFS を指定できないため、Set Media Source
ステップパラメーターを手動で変更する必要があります。オプションで、Linux URL の代わり
に、URL を含む新しいファシリティレベルのカスタム属性を作成し、Set Media Source ステッ
プとともに使用することもできます。

Linux および ESXi 展開に Linux File Share（NFS）をセットアップする
Linux File Share をセットアップするには、以下の手順を実行します。
1. メディアサーバーに以下の NFS rpm をインストールします。

2.

3.
4.

5.

6.

•

Red Hat Linux バージョンに関しては、rpcbind rpm および nfs-utils rpm がインストー
ルされていることを確認してください。

•

SUSE Linux バージョンに関しては、nfs-kernel-server rpm がインストールされてい
ることを確認してください。

サービスが実行されていることを検証します。
•

Red Hat Linux バージョンに関しては、rpcbind、nfs、および nfslock サービスが実行
されていることを確認してください。

•

SUSE Linux バージョンに関しては、nfsserver サービスが実行されていることを確認
してください。

メディアサーバーファイルが保存されるディレクトリを作成します。この例で
は/usr/MediaServer です。
このディレクトリの下に Images と Media という 2 つのサブディレクトリを作成しま
す。たとえば、/usr/MediaServer/Images および/usr/MediaServer/Media です。
Media フォルダーは、すべてのベンダー供給メディアが保存されるフォルダーであり、
Images フォルダーはすべてのキャプチャー済みイメージが書き込まれるフォルダーです。
オペレーティングシステムのディストリビューションごとに、Media の下にサブディレク
トリを作成し、表 2 (17 ページ)のディレクトリ名を使用して、適切なオペレーティングシ
ステムディストリビューションを、非表示ファイルまたはシステムファイル、および SPP
も含めてコピーします。これらのディレクトリ名を使用することで、Hewlett Packard
Enterprise 提供の OS ビルドプランは変更なしで実行されます。
次のように/etc/exports を編集して、最上位のメディアサーバーディレクトリをとア
クセス許可を追加します。
/usr/MediaServer *(rw)

7.
8.

exportfs –ra を実行することで、nfs サーバーデーモンに/etc/exports を再度読み
込ませます。
共有が正常に作成されたことをテストするために、別の Linux クライアントからファイル
共有にアクセスし、以下の手順を実行します。
a. マウントポイントを作成します。
b. NFS エクスポートをそのマウントポイントにマウントします。
c. マウントされると、リモートファイルシステムにアクセスできるはずです。
手動による Linux ベースのメディアサーバーの作成
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オペレーティングシステムのインストール OS ビルドプランを NFS 用に変更する
Hewlett Packard Enterprise 提供の Linux と ESXi OS のビルドプランを Linux ファイル共有で
使用するには、OS ビルドプランを変更する必要があります。OS ビルドプランの編集手順は、
IC サーバープロビジョニングオンラインヘルプの OS ビルドプランのセクションに記載されて
います。OS ビルドプランを新しい名前で保存して、Set Media Source ステップパラメーター
のフィールドを以下の形式になるよう編集します。
nfs://IP_of_LinuxMediaServer/usr/MediaServer/Media/distributionname
ここで、
IP_of_LinuxMediaServer は Linux メディアサーバーの IP アドレスです。
distributionname は Media ディレクトリの下のディレクトリ名であり、オペレーティング
システムのディストリビューションが置かれます。

アップデートファームウェア OS ビルドプランを NFS 用に変更する
ProLiant SW – ファームウェアアップデート OS ビルドプランも変更する必要があります。OS
ビルドプランの編集手順は、IC サーバープロビジョニングオンラインヘルプの OS ビルドプラ
ンのセクションに記載されています。OS ビルドプランを新しい名前で保存して、Set Media
Source ステップパラメーターのフィールドを以下の形式になるよう編集します。
nfs://IP_of_LinuxMediaServer /usr/MediaServer#/mnt/media
ここで、
IP_of_LinuxMediaServer は Linux メディアサーバーの IP アドレスです。
/mnt/media は、ディレクトリがマウントされる場所です。

Intelligent Provisioning ファームウェアアップデート OS ビルドプランを NFS 用に変更する
ProLiant SW – Intelligent Provisioning ファームウェアアップデート OS ビルドプランも変更す
る必要があります。OS ビルドプランの編集手順は、IC サーバープロビジョニングオンライン
ヘルプの OS ビルドプランのセクションに記載されています。OS ビルドプランを新しい名前
で保存し、Set Media Source ステップのパラメーターフィールドを次の形式
nfs://IP_of_LinuxMediaServer /usr/MediaServer#/mnt/media に編集します。こ
こで、IP_of_LinuxMediaServer は Linux メディアサーバーの IP アドレスです。/mnt/media
は、ディレクトリがマウントされる場所です。

インストール SPP OS ビルドプランを NFS 用に変更する
Hewlett Packard Enterprise 提供 OS のビルドプランを使用して SPP を Linux File Share を持
つ Linux ターゲットサーバーにインストールするには、以下の事項をターゲットマシンで確認
します。
•

SUSE Linux バージョンに関しては、nfs-client rpm がインストールされていることを確認
してください。

•

Red Hat Linux バージョンに関しては、rpcbind rpm および nfs-utils rpm がインストールさ
れていることを確認してください。

•

Red Hat Linux バージョンに関しては、rpcbind、nfs、および nfslock サービスが実行され
ていることを確認してください。

ProLiant SW - インストール Linux SPP OS ビルドプランも変更する必要があります。OS ビル
ドプランの編集手順は、IC サーバープロビジョニングオンラインヘルプの OS ビルドプランの
セクションに記載されています。OS ビルドプランを新しい名前で保存して、Set Media Source
ステップパラメーターのフィールドを以下の形式になるよう編集します。
nfs://IP_of_LinuxMediaServer /usr/MediaServer#/mnt/media
ここで、
IP_of_LinuxMediaServer は Linux メディアサーバーの IP アドレスです。
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/mnt/media は、ディレクトリがマウントされる場所です。
注記: OS ビルドプランから「mount.nfs: 要求された NFS バージョンまたはトランスポート
プロトコルはサポートされていません」という内容のエラーを受け取った場合は、「Set Media
Source」ステップパラメーターのフィールドに NFS のバージョンを追加してください。以下
に例を示します。
nfs://IP_of_LinuxMediaServer /usr/MediaServer#/mnt/media?vers=4
ここで vers=4 は NFS のバージョンです。

手動による Linux ベースのメディアサーバーの作成
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4 ユーザーアカウントの管理
Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンス上のユーザーログインアカウントに
は、役割を割り当てる必要があります。役割によって、ユーザーアカウントが持つ、表示と実
行のアクセス権が決定されます。たとえば、サーバー管理者は OS ビルドプランを編集できま
せん。Insight Control サーバープロビジョニングの各種ユーザーの役割の詳細は、「ユーザー
の役割について」 (30 ページ) を参照してください。
注記: バックアップ管理者の役割の主目的は、スクリプトを使用してアプライアンスにログ
インし、アプライアンスをバックアップするスクリプトを実行することにあるため、この役割
を持つユーザーが Insight Control サーバープロビジョニングのユーザーインターフェイスを使
用して対話型のログインセッションを開始しないようにすることをお勧めします。
ユーザーは、通常の IC サーバープロビジョニングのユーザーを指します。IC サーバープロビ
ジョニング展開エンジンとともに使用される特殊な Matrix Operating Environment のサービス
アカウントを指す「MatrixUser」とは異なります。詳しくは、「Matrix OE 統合」 (67 ページ)
を参照してください。
ユーザーアカウントを追加、削除、および編集する方法については、Insight Control サーバー
プロビジョニングオンラインヘルプを参照してください。
個々のローカルログインアカウントを維持管理する代わりに、外部認証ディレクトリサービス
（エンタープライズディレクトリまたは認証ログインドメインとも呼ばれる）を使用してユー
ザーグループのシングルサインオンを提供できます。たとえば LDAP（Lightweight Directory
Access Protocol）を使用する組織のディレクトリもこの認証ディレクトリサービスです。グ
ループ内のいずれのユーザーもアプライアンスにログインでき、グループのメンバーそれぞれ
に同じ役割が割り当てられます。ディレクトリサービス認証について詳しくは、オンラインヘ
ルプを参照してください。

ユーザーの役割について
ユーザーの役割を使用すると、ユーザーの職責に基づいて、アクセス権および権限をユーザー
に割り当てることができます。すべての権限をユーザーに割り当てることもできれば、アプラ
イアンスによって管理するリソースを表示、作成、編集、または削除するアクセス権の一部を
割り当てることもできます。
表 4 ユーザーの役割の権限
役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限

[フル]

[インフラストラク
チャ管理者]

UI または REST API 経由のアプライアンス管理など、アプライアンスに
よって管理または監視されるリソースを表示、作成、編集、または削除
します。
インフラストラクチャ管理者は、アクティビティ、通知、およびログの
形でアプライアンスによって提供される情報を管理することもできます。
インフラストラクチャ管理者だけが、バックアップファイルからアプラ
イアンスをリストアできます。
この役割にはすべての権限が付与されるので、インフラストラクチャ管
理者は、展開内容（オペレーティングシステムビルドプランやスクリプ
ト）の管理を含め、アプライアンスで任意の操作を実行できます。

[読み取り専用]

[読み取り専用]

管理または監視対象のリソース情報を表示します。
リソースを追加、作成、編集、削除することはできません。

[専用]

[バックアップ管理
者]

バックアップファイルを作成およびダウンロードし、アプライアンスの
設定およびアクティビティを表示します。
スクリプトを使用してアプライアンスにログインし、スクリプトを実行
してアプライアンスをバックアップする権限があります。
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表 4 ユーザーの役割の権限 (続き)
役割

ユーザーのタイプ

アクセス権または権限
バックアップファイルからアプライアンスをリストアすることはできま
せん。
注記: この役割は、REST API を使用してアプライアンスにログインし、
バックアップの作成およびダウンロードを実行するスクリプトを対象と
しています。この役割を使用すると、バックアップ操作のためにインフ
ラストラクチャ管理者の認証情報を開示しなくても済みます。
この役割を持つユーザーが Insight Control サーバープロビジョニングの
ユーザーインターフェイスを使用して対話型のログインセッションを始
めることはお勧めしません。

[サーバー管理者]

オペレーティングシステムビルドプランを実行します。
サーバーを追加、削除、および変更します。
展開内容（オペレーティングシステムビルドプラン、スクリプト、構成
ファイル、パッケージ）の変更、ユーザーアカウントの管理、アプライ
アンス設定の変更を行うことはできません。

[サーバーオペレー
ター]

サーバーの更新およびその他の操作の実行を担当します。
プロファイルからのサーバーの割り当て解除や再割り当てを行います。
サーバープロファイル内のファームウェアベースラインを編集します（た
だし、ファームウェアバンドルの作成、編集、または削除はしません）。
物理サーバーの電源をオンまたはオフにします。
物理サーバーのリセットや更新を行います。
物理サーバーのコンソールを起動します。
すべてのリソースへの読み取りアクセス権を持っています。
物理サーバーの iLO にアクセスできます。
アラートのクリアや更新はできません。

[ファシリティ管理
者]

データセンタービューの保守を担当します。
すべてのリソースへの読み取りアクセス権を持っています。
ラックに対する格納を行います。
データセンターに対する格納を行います。
冷却能力を含むデータセンターの属性を編集します。
PDU を追加し、電源接続を構成します。

[ハードウェアセットアップ]

データセンターの技術者による認証情報なしでのログイン。技術者は、
このログインを利用して、Hewlett Packard Enterprise Synergy ハードウェ
アのケーブル接続を確認し、ハードウェアの初回セットアップに関わる
アラートを修正できます。

ユーザーの役割について
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5 ハードウェアおよびソフトウェア固有の手順および例
外
Insight Control サーバープロビジョニングとともにパッケージ化されている Hewlett Packard
Enterprise 提供のビルドプランは、出荷されているすべての ProLiant サーバーに対して適切に
動作するように設計されています。ただし、サポートされているハードウェアとソフトウェア
の構成の範囲が広いため、ビルドプランまたは環境を変更する必要がある特定の組み合わせが
存在します。
この章では、既知のハードウェアとソフトウェアの制限事項および特別な手順について説明し
ます。サーバーのインストールを計画する前にこのセクションを参照し、これらの手順が適用
されるかどうかを確認する必要があります。
•

「一般的なトピック」 (32 ページ)

•

「OS 固有の手順と制限事項」 (38 ページ)

•

「ハードウェア固有の手順と制限事項」 (41 ページ)

一般的なトピック
一般的なトピックには、次のセクションが含まれます。
•

「UEFI 対応サーバーの操作」 (32 ページ)

•

「マルチパスの操作」 (33 ページ)

•

「SLES kISO イメージの操作」 (34 ページ)

•

「iSCSI と FCoE での制限事項」 (35 ページ)

•

「3PAR ストレージの使用に関する制限事項」 (37 ページ)

UEFI 対応サーバーの操作
UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）を搭載する ProLiant サーバーがサポートされて
います。
UEFI は、オペレーティングシステムとプラットフォームファームウェア間のソフトウェアイ
ンターフェイスを定義するものであり、長年にわたって使用されてきたレガシ BIOS（基本入
出力システム）ファームウェアインターフェイスに代わるものです。
IC サーバープロビジョニングを使用すると、レガシ BIOS ブートモードまたは UEFI ブート
モードのいずれかで、UEFI 対応のサーバーをプロビジョニングできます。最適化なしの UEFI、
最適化された UEFI、および UEFI セキュアの 3 つのすべての UEFI モードがサポートされま
す。
Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランは、ブートモードとは関係なく、すべてのサ
ポートされるサーバーに対して動作するように設計されています。Hewlett Packard Enterprise
提供のビルドプランのいずれかを使用して、または RBSU で手動で、目的のブートモードを設
定してから、OS インストールビルドプランを実行します。 Hewlett Packard Enterprise 提供の
ビルドプランは以下の 2 つあり、サーバーの起動モードが設定できます。
•

ProLiant HW – Switch to Legacy BIOS boot mode and Power Off

•

ProLiant HW – Switch to UEFI boot mode and Power Off

ProLiant HW – Switch to UEFI boot mode and Power Off ビルドプランでは、ブートモード
は最適化が有効化された UEFI に設定され、セキュアブートは無効化されます。UEFI 最適化を
無効にするか、セキュアブートを有効にするようにこれらの設定を変更するには、ビルドプラ
ンのコピーを作成し、Control Boot Mode ステップの--bootmode パラメーターを変更しま
す。最適化モードをオフにするには --bootmode=UEFI を使用し、セキュアブートを有効に
するには --bootmode=UEFI_OPTIMIZED_SECURE を使用します。指定できるオプションは
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1 つだけです。UEFI_OPTIMIZED_SECURE 以外を使用すると、UEFI セキュアブートは無効に
なります。
これらのビルドプランは ProLiant DL580 Gen8Plus サーバーでは動作しません。このサーバー
では RBSU 経由で手動でブートモードを変更することができます。
これらのビルドプランについて詳しくは、『Insight Control サーバープロビジョニングビルド
プランリファレンスガイド』を参照してください。また、ProLiant HW – Clear UEFI Boot
Menu ビルドプランもあります。
サーバーで設定したブートモードは、別のモードに設定するまで変わりません。サーバーに異
なる OS をインストールすることを計画しており、各 OS で特定のブートモードを必要とする
場合、これらのビルドプランのいずれかを OS インストールジョブと組み合わせることで、実
行する OS ビルドプランに応じてブートモードが正しく設定されていることを確認することが
できます。詳しくは、オンラインヘルプの「複数のビルドプランを結合して多くのタスクを一
度に実行する」を参照してください。
UEFI のサポートは OS ごとに異なります。各 OS でサポートされるモードについて詳しくは、
『Insight Management サポートマトリックス』を参照してください。Hewlett Packard Enterprise
提供の各ビルドプランには、現在のサーバーブートモードを調べ、インストール中の OS で
UEFI がサポートされていることを確認する検証ステップが含まれています。

UEFI セキュアブートモードに関するハードウェアとソフトウェアの制限事項
セキュアブートが有効な UEFI モードで OS をインストールできます。ただし、ハードウェア
およびソフトウェアの制限事項があります。
•

Smart アレイストレージを使用する場合、UEFI セキュアブートは px4x スマートアレイア
レイコントローラー（x は整数）搭載の Gen9 サーバー、および p830i コントローラー搭
載の DL 580 Gen8 でのみサポートされます。

•

セキュアブートモードは Windows 2012、Windows 2012 R2、RHEL 7.1、SLES 12 でサ
ポートされます。セキュアブートモードを有効にしてこれらの OS をインストールできま
す。または、OS のインストール後にセキュアブートモードを有効にすることができます。

マルチパスの操作
マルチパス I/O は、フォールトトレランスおよびパフォーマンス向上の方法です。大容量スト
レージデバイスに対して複数のパスを定義できます。マルチパスのインストールの実行時に注
意する必要がある考慮事項がいくつかあります。
次のセクションでは、さまざまな OS でのマルチパスの考慮事項について説明します。
•

Windows

•

Red Hat

•

SUSE

Windows
マルチパスセットアップへのインストールは Microsoft によってサポートされていません。イ
ンストールは 1 つのパスを介して行う必要があり、OS がインストールされてから、マルチパ
スを有効にできます。
詳しくは、『Insight Control サーバープロビジョニングのオンラインヘルプ』を参照してくだ
さい。

Red Hat
Red Hat ではマルチパスのインストールはサポートされます。唯一の注意点は、Red Hat 5.x
の場合、kernel_argument mpath を1 の値で指定する必要があることです。Red Hat の他
のすべてのバージョンでは、追加のパラメーターは不要です。
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SUSE
SLES 11 は、設定なしでのマルチパスのインストールをサポートしていません。マルチパス構
成のサーバーでインストールした場合、インストールが成功しているように見えても不正だっ
たり、完全に失敗したりする場合があります。SLES11 上のマルチパス構成で正しくインス
トールを行うための唯一の方法は、Enable SLES Multipath Install スクリプトを使用すること
です。Hewlett Packard Enterprise が提供する SLES 11 SPx スクリプトインストールビルドプ
ランの 1 つのコピーを作成します。ProLiant Drivers for SLES 11 SPx X64 ステップの後に、
Enable SLES Multipath Install スクリプトを使用して Run script ステップを追加する新しい
ビルドプランを編集し、更新したビルドプランを保存します。新しいビルドプランは、インス
トーラーのブート中に、マルチパスを有効にします。
注記: マルチパスを有効にした後で、そのマルチパス名でストレージデバイスを参照するよ
うに設定する必要があります。カスタムパーティショニングを使用している場合、これは、イ
ンストール前スクリプトを使用してストレージデバイスのマルチパス名を決定し、その名前を
代わりに用いて AutoYast ファイルに組み込む必要があることを意味します。カスタムユー
ザースクリプトについては、https://www.suse.com/documentation/sles11/singlehtml/
book_autoyast/book_autoyast.html#createprofile.scripts を参照してください。

SLES kISO イメージの操作
kISO（kernel Update ISO）は、SUSE Linux Enterprise Server のインストールメディアアップ
デートキットです。これには、新しいカーネル、ProLiant ドライバー、新しいユーティリティ、
または新しいスクリプトが含まれることがあります。SUSE は、古い SLES ディストリビュー
ション用の kISO を提供して、より新しい CPU、サーバー、または他のハードウェアをサポー
トします。
ご使用のサーバーが kISO を必要とするかどうかを確認するには、『SUSE SLES Minimum
Operating System Requirements』（http://www.hpe.com/servers/slescert/min （英語））を
確認します。
kISO が必要な場合は、次の手順を使用して kISO をメディアサーバーにダウンロードしてイン
ストールする必要があります。SLES 11.3 および Gen9 サーバー用の kISO を使用する例を次
に示します。
1. SUSE から kISO をダウンロードします。この例では、kISO は http://drivers.suse.com/
hp/HP-ProLiant-Gen9 にあります。
2. ISO を開きます。
3. メディアサーバーで SLES 11.3 ディストリビューションのコピーを作成し、そのコピー
を、適切な名前を指定したフォルダーに配置します。
例：/Media/SLES-11SP3-kISO-x86_64
注記: このキットは Gen9 サーバーのみが使用するので、手順 3 を行うことにより、キッ
トのオリジナルバージョンを保持できます。
4.
5.
6.

7.
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手順 3 で作成した新しいフォルダーで、新しいレポジトリディレクトリの下に add-on ディ
レクトリを作成します。例：Media/SLES-11SP3-kISO-x86_64/addon
アドオンディレクトリにキットの内容をコピーします。
次のようにして、元のインストール用 kernel および initrd ファイルを、キットの add-on
ディレクトリのものと置き換えます。
a. addon/boot/x86_64/loader/initrd to boot/x86_64/loader/initrd をコ
ピーします。
b. addon/boot/x86_64/loader/linux to boot/x86_64/loader/linux をコ
ピーします。
アプライアンスの UI で SLES11 SP3 ビルドプランを検索し、[名前を付けて保存]を選択
して編集可能な既存の SLES11 SP3 ビルドプランから OS ビルドプランを作成します。

ハードウェアおよびソフトウェア固有の手順および例外

新しいビルドプランで「Set Media Source」手順を編集し、新しいディレクトリを指すよ
うにパラメーターを変更します。
9. 必要なすべてのドライバーは kISO に含まれているため、ProLiant Drivers for SLES xxx
ステップを削除します。
10. Embed files initrd ステップのパラメーターフィールドから-s /tmp/dud.:/を削除しま
す。
8.

Dynamic Smart アレイでの kISO の使用
kISO を使用して B140i などの Dynamic Smart アレイコントローラー搭載のサーバーをインス
トールする場合は、必要なドライバーがデフォルトでロードされない可能性があります。これ
が発生した場合、インストールソフトウェアがディスクを認識しないため、インストールは失
敗します。インストールを成功させるには、以下の操作を行うことができます。
1. 構成ファイルを選択し、[アクション]および [名前を付けて保存]機能を使用して、ビルド
プラン内の AutoYaST ファイルを変更します。
2. Dynamic Smart アレイのhpvsa および hpdsa ドライバーをロードするためのプレスクリ
プトを追加します。
<pre-scripts>
<script>
<filename>startfw.sh</filename>
<interpreter>shell</interpreter>
<source>
<![CDATA[### Loading Dynamic Smart Array hpvsa and hpdsa drivers###
#!/bin/sh
modprobe hpvsa
modprobe hpdsa
]]>
</source>
</script>
</pre-scripts>

3.
4.

ビルドプラン内の AutoYaST ファイルを新しく変更したファイルで置き換えます。
OS ビルドプランを保存します。

iSCSI と FCoE での制限事項
次のセクションでは、iSCSI と FCoE での制限事項について説明します。
•

「FCoE、iSCSI、UEFI、および PXE なしでの Windows 2012 の制限事項」 (35 ページ)

•

「iSCSI または FCoE での RHEL 6.3 OS 展開では Kickstart ファイルの変更が必要」
(36 ページ)

•

「FCoE を使用する場合の RHEL 7 の制限事項」 (36 ページ)

•

「Broadcom CNA を使用する RHEL および FCoE では kickstart ディレクティブが必要な
場合がある」 (37 ページ)

FCoE、iSCSI、UEFI、および PXE なしでの Windows 2012 の制限事項
Run Windows 2012 R2 x64 Setup ステップで、Windows 2012 および 2012 R2 ビルドプラン
が失敗することがあります。これは、UEFI モードと iSCSI または FCoE 構成で PXE なしの展
開を行い、次のアダプターのいずれかを使用しているときにのみ起こります。
•

HPE FlexFabric 10Gb 2 ポート 556FLR-SFP+ アダプター

•

HPE FlexFabric 20Gb 2 ポート 650FLB アダプター

•

HPE FlexFabric 20Gb 2 ポート 650M アダプター

サーバーのコンソールに、次のエラーメッセージが表示されます。

一般的なトピック
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Setup was unable to create a new partition or locate an existing partition
while executing setup.exe, even though the diskpart utility is able to see
the disk.

問題を回避するには、次の 2 つのいずれかのオプションを選択します。
•

UEFI モードではなく、レガシモードを使用します。

•

次の手順を実行します。
1. ビルドプランのコピーを作成します。
2. ビルドプランのコピーを編集します。
a. Prepare Disks on HP ProLiant Gen8 ステップを選択し、パラメーター
--withVID を追加します。
b. Prepare Disks on HP ProLiant Gen8 ステップの後に、次の 2 つのステップを追
加します。

3.

◦

Unmount Intelligent Provisioning WinPE Drive

◦

パラメーター--reservedDriveLetters=@SystemDrive:C@ を使用し
た Remap Windows Drives ステップ

変更を保存して、新しいビルドプランを使用します。

iSCSI または FCoE での RHEL 6.3 OS 展開では Kickstart ファイルの変更が必要
iSCSI または FCoE を搭載したターゲットサーバーには、Kickstart ファイルの高度なディ
スクパーティショニングコマンドが必要となります。これらのシステムにインストールする際
に、デフォルトの Kickstart ファイルの自動ディスクパーティショニング（Autopart）は
動作しません。
カスタムの Kickstart ファイルは必要な構成で作成してください。Autopart はコメントアウ
トする必要があります。次の例は、パーティション作成の手順を示しています。
part /boot --fstype=ext4 --size=500
part pv.01 --grow --size=1
volgroup vg_01 --pesize=4096 pv.01
logvol / --fstype=ext4 --name=lv_root --vgname=vg_01 --grow --size=1024
logvol swap --name=lv_swap --vgname=vg_01 --grow --size=1024
--maxsize=20480

FCoE を使用する場合の RHEL 7 の制限事項
RHEL 7.0 スクリプトインストールビルドプランは、特定の HPE FlexFabric/StoreFabric アダ
プターで FCoE を使用するときに、最後の Wait for HP SA Agent ステップで失敗する可能性
があります。サーバーは、最後の再起動中にハングしたり、RHEL 7.0 本番環境 OS を起動し
ようとしたときにカーネルパニックを起こす可能性があります。これは、インストールが完了
してから間髪を入れずに再起動したときに、競合状態のために起こります。以下のアダプター
は、FCoE モードで使用する場合に影響があります。
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•

HPE FlexFabric 10 Gb 2 ポート 536FLB アダプター

•

HPE FlexFabric 20 Gb 2 ポート 630FLB アダプター

•

HPE FlexFabric 20 Gb 2 ポート 630M アダプター

•

HPE FlexFabric 10 Gb 2 ポート 534FLB アダプター

•

HPE FlexFabric 10 Gb 2 ポート 534FLR アダプター

•

HPE FlexFabric 20 Gb 2 ポート 630FLB アダプター

•

HPE StoreFabric CN1100R デュアルポート Converged ネットワークアダプター
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この問題が発生する場合は、ビルドプランのコピーを作成し、パラメーター --minutes=3 を
使用して、最後の Reboot ステップの前に Sleep スクリプトステップを挿入します。

Broadcom CNA を使用する RHEL および FCoE では kickstart ディレクティブが必要な場合が
ある
FCoE で構成され、Broadcom CNA を使用するターゲットで RHEL スクリプトインストールを
実行する場合、LUN が CNA によって参照されるのを妨げる可能性があるタイミングの問題が
発生することがあります。 この問題を解決するには、以下を実行します。
1. OS ビルドプランレベルで値を 120 としてカスタム属性FCOEwait を作成します。
2. 以下のフラグを使用して、FCoE ディレクティブを Kickstart ファイルに追加します。
Kickstart ファイルの FCoE ディレクティブは、SAN に接続されている NIC を指定す
ることを要求します。
--nic=
アクティブ化するデバイスの名前。このフラグは必須です。
--dcb=

DCB（データセンターブリッジ）設定を確立します。

--autovlan

VLAN を自動的に検出します。

重要:

--nic= フラグの指定は必須です。例：fcoe --nic=eth0

上記の手順でドライブが表示されない場合は、以下の追加手順を使用して問題を解決します。
Kickstart ファイルの %pre セクションに FCoE 初期化を追加します。初期化を行うには、
Kickstart ファイルに以下のコードを追加します。
%pre
modprobe fcoe
fipvlan -c -s –a
sleep 50
fipvlan -c -s –a
%end

3PAR ストレージの使用に関する制限事項
次のセクションでは、さまざまな OS をインストールする場合の 3PAR ストレージでの制限事
項について説明します。
•

「ESX デバイスタイプの 3PAR での Linux または ESXi のインストール」 (37 ページ)

•

「3PAR 上の LVM を使用する RHEL 6.6 はカスタムのパーティショニングを必要とする」
(37 ページ)

•

「3PAR 上の SLES 12 はカスタムのパーティショニングを必要とする」 (38 ページ)

ESX デバイスタイプの 3PAR での Linux または ESXi のインストール
3PAR 3.1.3 OS の ESX デバイスタイプは新しくなっており、「Create Stub Partition fail with
exit code 1」というエラーが発生することがあります。このエラーが原因で余分なディスクデ
バイスが作成されますが、これは実際のディスクを表していません。
この問題が発生した場合は、3PAR ストレージでデバイスタイプを RHE Linux（5.x、6.x）に
設定します。

3PAR 上の LVM を使用する RHEL 6.6 はカスタムのパーティショニングを必要とする
3PAR ストレージボリュームで SAN OS インストールから RHEL 6.6 ブートを実行する場合、
Logical Volume Manager パーティションを自動的に作成するデフォルトの autopart オプショ
ンは失敗します。この問題は、Logical Volume Manager パーティションでのみ発生します。
インストールを完了するには、LVM を使用する場合にカスタムのパーティショニングオプショ
ンを使用し、autopart を使用する代わりに手動でパーティションテーブルサイズを作成しま
す。kickstart ファイルの次の例では、カスタムのパーティショニングコマンドで autopart
オプションが置き換えられています。
一般的なトピック
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zerombr yes
clearpart --all --initlabel
part /boot --fstype=ext3 --size=512
## Uncomment below line if target is in UEFI mode ##
#part /boot/efi --fstype=efi --size=512
part / --fstype=ext3 --size=4096 --grow --maxsize=8192
part /var --fstype=ext3 --size=4096 --grow --maxsize=8192
part swap –recommended

注記:
•

3PAR ストレージを使用する場合、最小ブートパーティションサイズは 256 MB ですが、
この制限は RHEL 6.7 には存在しません。

3PAR 上の SLES 12 はカスタムのパーティショニングを必要とする
デフォルトのパーティショニングを使用して 3PAR ストレージボリューム上の SAN OS イン
ストールから SLES 12 ブートを実行する場合、256 MB 未満の MBR パーティションが自動的
に作成されるため、インストールは失敗します。
SLES12 Autoyast 構成ファイル内のカスタムパーティション設定を変更し、次の例に示すよ
うに MBR パーティションサイズを 256 MB 以上に設定します。
<partitioning config:type="list">
<drive>
<device>/dev/sda</device>
<partitions config:type="list">
<partition>
<mount>/boot</mount>
<size>512mb</size>
</partition>
<partition>
<mount>/</mount>
<size>auto</size>
</partition>
<partition>
<mount>swap</mount>
<size>2gb</size>
</partition>
</partitions>
</drive>
</partitioning>

注記:

この制限は、KISO の SLES12 の使用時には該当しません。

OS 固有の手順と制限事項
次のセクションでは、OS 固有の手順と制限事項について説明します。
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•

「Ubuntu 14.04」 (39 ページ)

•

「Windows 7」 (39 ページ)

•

「Windows 8.1」 (39 ページ)

•

「Windows の SAN の展開はシングルパスのみで実行」 (40 ページ)

•

「HPE SN1000Q HBA での PXE なしの Windows インストール 」 (40 ページ)

•

「ML310e Gen8 v2 サーバーと DL320e Gen8 v2 サーバーで SLES11 SP2 OS ビルドプラ
ンを正しく動作させる」 (40 ページ)

•

「P420i Smart アレイコントローラー搭載の DL385p Gen8 での SLES 11 SP2」 (41 ペー
ジ)

•

「SLES 11 SP2 と P410i Smart アレイコントローラー」 (41 ページ)
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•

「SAN マルチパス用の RHEL5.x OS ビルドプランの特殊な構成」 (41 ページ)

Ubuntu 14.04
メディアサーバーで、Ubuntu ISO イメージを抽出する際に次の特別な留意事項に注意してく
ださい。

メディアサーバーでの Ubuntu ISO イメージの抽出
Ubuntu ISO イメージの抽出中に、md5sum ファイルのファイル名の拡張子が、抽出ファイルと
一致していることを確認します。ファイル名を一致させるには、ISO イメージの抽出に、
Windows ユーティリティではなく、Linux マシンを使用することをお勧めします。
Linux マシンを使用して、Ubuntu ISO イメージを抽出するには、以下の手順を実行します。
1. Ubuntu ISO イメージをルートディレクトリにコピーします。
2. ルートディレクトリに、Ubuntu_mount という名前のフォルダーを作成します
3. mount -o loop –t iso9660 /*isoname* /Ubuntu_mount を実行します
ISO ファイルは、/Ubuntu_mount にマウントされます。ここで、抽出されたファイルを
Windows メディアサーバーにコピーします。
重要: Ubuntu OS ビルドプランに Driver Update Disk（DUD）パッケージはありません。い
くつかのオプションカードには、即座に使用できるドライバーが必要です。NIC および CNA
サポートについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs にある『Insight
Management サポートマトリックス』に記載されたサポートを提供します。
注記: Ubuntu 14.04 展開がサポートされているのは、HPE Ethernet 1Gb 2 ポート 361i、HPE
Ethernet 1Gb 4 ポート 331i、HPE FlexFabric 20Gb 2 ポート 650FLB のアダプターのみです。

Windows 7
Windows 7 オペレーティングシステムをインストールする場合、次の特別な留意事項に注意し
てください。
•

Windows 7 はデスクトップオペレーティングシステムであるため、Windows 7 ビルドプラ
ンはワークステーション（WS）ブレード上でのみ実行できます。Windows 7 ビルドプラ
ンは Windows 7 SP1 用です。

•

ProLiant OS - Windows 7 SP1 Professional x64 Scripted Install ビルドプランは、
「ProLiant Drivers for Windows 2008 R2 x64–*」という名前のドライバーパッケージを
使用します。Windows 7 および Windows 2008 R2 オペレーティングシステムに使用され
るドライバーは同じです。

•

対話型のデフォルトの Windows 7 インストールでは、管理者アカウントは無効になって
いて、「user」という名前のアカウントが管理用に作成されます。ProLiant OS - Windows
7 SP1 Professional x64 Scripted Install ビルドプランは、管理者アカウントを有効にし、
EncryptedAdminPassword のカスタム属性で指定された管理者とユーザーの両方のパ
スワードを設定します。

Windows 8.1
Windows 8.1 オペレーティングシステムをインストールする場合、次の特別な留意事項に注意
してください。
•

Windows 8.1 はデスクトップオペレーティングシステムであるため、Windows 8.1 ビルド
プランはワークステーション（WS）ブレード上でのみ実行できます。

•

ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Scripted Install ビルドプランは、ProLiant Drivers
for Windows 2012 R2 x64–* という名前のドライバーパッケージを使用します。Windows
8.1 および Windows 2012 R2 オペレーティングシステムに使用されるドライバーは同じで
す。
OS 固有の手順と制限事項
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•

ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64 Scripted Install ビルドプランは、SAN をサポート
していません。

•

対話型の Windows 8.1 インストールでは、管理者アカウントは無効になっていて、「user」
という名前のアカウントが管理用に作成されます。ProLiant OS - Windows 8.1 Pro x64
Scripted Install ビルドプランは、管理者とユーザーの両方のパスワードを、
EncryptedAdminPassword カスタム属性で指定されたパスワードに設定します。

Windows の SAN の展開はシングルパスのみで実行
Microsoft は、マルチパスでは Windows の展開をサポートしません。そのため、Insight Control
サーバープロビジョニングで Windows OS Build Plan を展開する前に、マルチパスを無効にす
る必要があります。展開後に、マルチパスを有効にできます。

HPE SN1000Q HBA での PXE なしの Windows インストール
PXE なしの Windows のインストール時に、次のどちらかの HBA カードで SAN に接続されて
いるターゲットサーバー上のディスクをパーティション分割しようとすると、「Install and
boot into local WinPE」ビルドプラン手順が失敗することがあります。
•

HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 1-port PCIe ファイバーチャネルホストバスアダプター

•

HPE StoreFabric SN1000Q 16GB 2-port PCIe ファイバーチャネルホストバスアダプター

この問題が発生した場合は、Boot ステップを編集し、パラメーター --method=network
–force を追加して、PXE を使用してインストールを実行します。

ML310e Gen8 v2 サーバーと DL320e Gen8 v2 サーバーで SLES11 SP2 OS ビル
ドプランを正しく動作させる
特別な kISO ブートローダーを使用しない限り、SLES11 SP2 OS Build Plan は ML310e Gen8
v2 および DL320e Gen8 v2 サーバーで正しく動作しません。
SLES11 SP2 ディストリビューションからのソースと、Hewlett Packard（ベンダー）が供給
する kISO メディアの内容で構成される特別なレポジトリをセットアップするには、次の手順
を使用してください。
特別な kISO ブートローダーを使用するには
1.
2.
3.
4.
5.

http://drivers.suse.com/hp/HP-ProLiant-Gen8/ で kISO をダウンロードし、アクセス用
に ISO ファイルをマウントします。
ディレクトリに SLES ディストリビューションレポジトリを作成します。たとえば
/repositories/SLES-11SP2-kISO-x86_64 を作成します。
新しいレポジトリのディレクトリの下に addon ディレクトリを作成します。たとえば
/repositories/SLES-11SP2-kISO-x86_64/addon を作成します。
addon ディレクトリに kISO の内容をコピーします。
次のようにして、元のインストール kernel および initrd ファイルを、kISO アドオン
ディレクトリのファイルと置き換えます。
a. addon/boot/x86_64/loader/initrd
を
boot/x86_64/loader/initrd にコピーします。
b.

addon/boot/x86_64/loader/initrd
を
boot/x86_64/loader/linux にコピーします。

6.
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アプライアンスの UI で SLES11 SP2 を検索し、[名前を付けて保存]を選択して編集可能
な SLES11 SP2 ビルドプランのコピーを作成します。
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7.
8.
9.

新しいビルドプランで「Set Media Source」手順を編集し、新しいディレクトリを指すよ
うにパラメーターを変更します。
必要なすべてのドライバーは kISO に含まれているため、ProLiant Drivers for SLES11
SP2 x64 ステップを削除します。
Embed files initrd ステップのパラメーターフィールドから-s /tmp/dud.:/を削除しま
す。

P420i Smart アレイコントローラー搭載の DL385p Gen8 での SLES 11 SP2
P420i Smart アレイコントローラー搭載の DL385p Gen8 サーバーに SLES 11 SP2 をインス
トールする場合は、インストール中にエラーが発生したことを示すエラーメッセージがウィン
ドウポップアップに表示されることがあります。Alt＋F2 キーを押してシェルプロンプトを取
得し、cat /proc/partitions と入力して、ディスクが表示されないことを確認できます。この問
題の回避策はありません。この状況が発生した場合は、SLES 11 SP3 をインストールするこ
とをお勧めします。

SLES 11 SP2 と P410i Smart アレイコントローラー
P410i Smart アレイコントローラー搭載のサーバーで、SLES 11 SP2 Scripted Installation ビル
ドプランが、ビルドプランの最後のステップで失敗します。リモートコンソールには、ルート
ディスクが検出されないというエラーが表示されます。これは、SLES インストーラーが hpsa
ドライバーを使用しているが、インストールされているカーネルが cciss ドライバーを使用し
ているために起こります。
kernel_arguments というカスタム属性を作成し、これを値 brokenmodules=hpsa に追加
します。
hpsa ドライバーに broken とラベルを付けることによって、インストールは成功します。

SAN マルチパス用の RHEL5.x OS ビルドプランの特殊な構成
RHEL 5.x では、SAN マルチパスデバイスを正しく構成するために、特殊なカーネル引数 mpath
が必要です。カスタム属性 kernel_arguments=mpath を必ず追加してください。

ハードウェア固有の手順と制限事項
次のセクションでは、ハードウェア固有の手順と制限事項について説明します。
•

「ストレージハードウェアの例外」 (41 ページ)

ストレージハードウェアの例外
次のセクションでは、ストレージハードウェアの例外について説明します。
•

「 SAN へのインストール」 (41 ページ)

•

「Dynamic Smart アレイコントローラー（B120i、B320i、B140i）と RHEL または SLES
を搭載するサーバー用の特別な構成」 (42 ページ)

SAN へのインストール
SAN を使用してオペレーティングシステムをターゲットサーバーに展開する方法については、
『SAN Design Reference Guide』（http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00403562.pdf
（英語））を参照してください。オープンゾーン構成は、『SAN 設計ガイド』のベストプラク
ティス規則の一部に違反します。また、その違反がサーバー障害の原因になることがありま
す。詳しくは、『SAN Design Reference Guide』の、「Common server, common HBAs」、
「Common server, different HBAs」、および、「Server zoning rules」のセクションを参照し
てください。

ハードウェア固有の手順と制限事項
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Dynamic Smart アレイコントローラー（B120i、B320i、B140i）と RHEL または SLES を搭載
するサーバー用の特別な構成
RHEL または SLES 上の Dynamic Smart アレイコントローラー（B120i、B320i、B140i）に
は、完全な RAID 機能を提供する専用の Hewlett Packard Enterprise ドライバーが必要です。
distro に提供されている ahci ドライバーは、専用ドライバーの適切なロードを妨害する可能
性があります。
ビルドプランを機能させるには、kernel_arguments という名前のカスタム属性を作成し、
そのカスタム属性の値を次に示すように設定します。
RHEL 7 および RHEL 7 KVM の設定：
modprobe.blacklist=ahci
他の RHEL バージョンの設定：
blacklist=ahci
kISO を使用していない場合の SLES の設定：
brokenmodules=ahci
kISO を使用する場合の SLES では、kernel_arguments カスタム属性を作成する必要はありま
せん。
これらのパラメーターは、B120i、B320i、または B140i コントローラー搭載のサーバーのみで
使用する必要があります。

42

ハードウェアおよびソフトウェア固有の手順および例外

6 サーバーの管理とプロビジョニング
サーバーのライフサイクル
次の図に、Insight Control サーバープロビジョニングによって管理されるターゲットサーバー
の典型的なライフサイクルを示します。
図 1 Insight Control サーバープロビジョニングターゲットサーバーのライフサイクル
ターゲット
サーバーのライフ
サイクル開始
ターゲットサーバーは
デフォルトのサービスOS
を実行し、ビルドプラン
が実行されるのを待機
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ターゲット
サーバーの状態

ビルドプランの実行

ユーザーの操作
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管理モードに
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ています。

ターゲット
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いいえ
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ネットワーク
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はい
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サーバーのライフサイクル
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ターゲットサーバーの要件
サーバーを検出する前に、サーバーが適切にセットアップされ以下の要件を満たしていること
を確認してください。
•

http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/
proliantessentials_manual にある『Insight Management サポートマトリックス』の
Insight Control サーバープロビジョニングセクションで規定されているとおり、これがサ
ポート対象サーバーであること。

•

展開インターフェイスを構成すること、またインターフェイスが展開ネットワークに接続
されていて、アプライアンスの展開インターフェイスから到達可能であること。
展開ネットワークには 1 つの NIC のみ接続できます。展開 IP について詳しくは、『Insight
Control サーバープロビジョニングインストールガイド』のアプライアンスネットワーク
の要件のセクションを参照してください。

•

物理サーバーまたは VM であるターゲットサーバーに、少なくとも 2 GB の RAM がある
こと。

•

iLO の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て、アプライアンス
または展開インターフェイスのいずれかから到達可能であること。

•

サーバーを PXE ブートする場合は、そのサーバーが DHCP サーバーと同じネットワーク
上にあるか、または適切な DHCP ヘルパーがルーターに構成されていること。

サーバーの追加
ターゲットサーバーでジョブを実行する前に、最初にターゲットサーバーを Insight Control
サーバープロビジョニングに追加する必要があります。操作を実行するには常に選択するサー
バー数を 1,000 台以下としてください。
アプライアンスにサーバーを追加するには複数の方法があります。以下の各セクションではそ
れらの方法について説明します。また、方法の違いについて概要を説明します。
•

「サーバーを追加する方法の決定」(44 ページ)

•

「サーバーの iLO によるサーバーの追加」(46 ページ)

•

「メンテナンスモードでのサーバーの PXE ブート」(46 ページ)

サーバーが Insight Control サーバープロビジョニングに追加されると、その名前が [サーバー]
画面のマスターペインにあるサーバーリストに表示されます。これでそのサーバーで OS ビル
ドプランのジョブを実行できるようになります。
注記: UI を使用してサーバーのステータスをチェックする、サーバーを追加する、サーバー
を編集する、サーバーを削除する、またはサーバーを消去する方法について詳しくは、オンラ
インヘルプを参照してください。
すでに実稼動オペレーティングシステムを実行しているサーバーを再起動せずに IC サーバー
プロビジョニングに追加するには、Hewlett Packard Enterprise Server Automation（SA）エー
ジェントをターゲットサーバーに追加し、サーバーの iLO を登録します。詳しくは、「すでに
オペレーティングシステムを実行しているサーバーの追加」 (47 ページ) を参照してください。

サーバーを追加する方法の決定
次の図は方法の選択に役立ちます。
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図 2 Insight Control サーバープロビジョニング検出
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サーバーを追加するときに使用する方法を決定するには、以下の点を考慮してください。
iLO 経由でサーバーを追加する理由
•

ターゲットサーバーの iLO 認証情報がある。

•

Gen8 以降のサーバーがあり、Hewlett Packard Enterprise Intelligent Provisioning を使用し
たい。

•

Gen8 以降のサーバーを PXE ブートしたくない。

•

iLO で自動的に作成される特殊なアクセスアカウントが不要である。

iLO を使用するときにメンテナンスモードで起動する理由
•

すべてのサーバー情報を UI に表示し、検索できるように、すべてのサーバー情報を検出
したい。

•

ビルドプランを実行する前にサーバーのネットワーク接続を確認したい。

サーバーの追加
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•

ネットワークパーソナライズでビルドプランを実行する予定なので、サーバーの展開 NIC
を確立する必要がある （ネットワークパーソナライズは、サーバーを少なくとも一度はメ
ンテナンスモードで起動しないと使用できません）。

•

後で時間を節減するために、実行したいビルドプランにはデフォルトのサービス OS が必
要である。

•

サーバーをサーバーのデフォルトの DNS 名で表示したい。

iLO を使用するときにメンテナンスモードで起動しない理由
•

サーバーが起動するのを待たずにビルドプランをただちに実行したい。

•

サーバーがインストール可能になるまで、サーバーの電源を切っておきたい。

•

すべてのサーバーが同じタイプなので、完全なプロパティ情報が必要でない。

PXE ブートする理由
•

ターゲットサーバーの iLO 認証情報がない。

•

すべてのニーズに PXE を使用したい。

•

Gen8 以降のサーバーで Intelligent Provisioning を使用したくない。

•

サーバーが自動的に PXE ブートするため、電源投入検出の単純さが望ましい。

•

サーバーの台数が多いため、iLO 認証情報を手動入力するのは実用的でない。

サーバーの iLO によるサーバーの追加
ベアメタル ProLiant サーバーを Insight Control サーバープロビジョニングに追加するには、
サーバーの内蔵 iLO 管理プロセッサーのアクセス情報を提供します。それには、アプライアン
スの [サーバーの追加]画面で、iLO の IP アドレス、ユーザー名、およびパスワードを入力しま
す。すると、アプライアンスは iLO にアクセスし、接続を確認し、[サーバー]リストにサーバー
を追加します。サーバーの iLO を使用してサーバーを追加するには、REST（Representational
State Transfer）API も使用できます（「iLO 経由でサーバーを追加する REST コール」 (146 ペー
ジ) を参照してください）。
デフォルトでは、サーバーの iLO を使用してサーバーを追加すると、アプライアンスは iLO を
使用して、アプライアンスの [設定]画面で指定したデフォルトのサービス OS からサーバーを
起動します。メンテナンスモードでサーバーを起動すると、IC サーバープロビジョニングは完
全な検出を実行できます。[サーバー]画面を埋めるために必要なすべてのサーバー情報が収集
されます。サーバーの電源が再投入され、サーバーが起動するため、このプロセスには数分か
かります。
[サーバーの追加]画面でサーバーをメンテナンスモードに入れないオプションを選択すると、
サーバーがメンテナンスモードに入らないようにすることができます。サーバーが表示名
[ILOHOST_<iLO の IP アドレス >] で [サーバー]リストに追加され、[サーバー]画面でサー
バープロパティが使用できなくなります。サーバーを起動する必要がないため、このプロセス
にかかる時間が短くなります。
ほとんどのビルドプランでは、サーバーがまだメンテナンスモードにない場合、サーバーがメ
ンテナンスモードで起動されるため、サーバーがメンテナンスモードにあるかどうかに関係な
く、サーバーでビルドプランを実行できます。

メンテナンスモードでのサーバーの PXE ブート
IC サーバープロビジョニングにサーバーを追加する別の方法は、サーバーをサービス OS から
PXE ブートする方法です。サーバーが起動プロセスを完了すると、サービス OS 内のエージェ
ントがアプライアンスにアクセスし、自動的にアプライアンスに登録します。これで、サー
バーが [サーバー]リストに表示されます。この方法でサーバーを追加するには、サーバーの電
源を入れるだけで済みます。

46

サーバーの管理とプロビジョニング

ターゲットサーバーに OS がインストールされていない場合、ターゲットサーバーは自動的に
PXE ブートを試みます。サーバーに OS がインストールされている場合は、コンソールを見
て、適切なキーを押し、PXE ブートをトリガーする必要があります。
サーバーは、アプライアンスの [設定]画面で指定したデフォルトのサービス OS から起動しま
す。
注記: PXE ブートによって追加されたサーバーでは、サーバーの iLO に特殊なアクセスアカ
ウントが自動的に作成されます。アカウントのユーザー名は
hp_automatic_integration_user であり、パスワードはランダムに生成されます。iLO
でこのアカウントを削除したり、アカウントのパスワードを変更したりしないでください。

すでにオペレーティングシステムを実行しているサーバーの追加
すでに稼動オペレーティングシステムを実行しているサーバーを再起動せずに Insight Control
サーバープロビジョニングに追加するには、Server Automation（SA）エージェントをターゲッ
トサーバーに追加し、サーバーの iLO を登録します。

Server Automation エージェントを管理対象サーバーに追加するには、以
下の手順を実行します。
1.

http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081 で Server Automation（SA）エージェントのファイル
名を調べます。ここで、xxx.xxx.xxx.xxx は、IC サーバープロビジョニング仮想アプ
ライアンスの展開 IP アドレスまたは DNS 名です。拡張子が .current のファイルを探
します。オペレーティングシステムバージョンとアーキテクチャータイプによって、異な
るエージェントファイルがあります。
SA エージェントファイルを次の表に示します。
オペレーティングシステム

ダウンロードする SA エージェント

Windows 2008 x64

opsware-agent-NT-6.0-X64.current

Windows 2008 R2 x64

opsware-agent-NT-6.1-X64.current

Windows 7 SP1 Professional opsware-agent-NT-6.1-WORKSTATION-x64.current
x64
Windows 2012 x64、
Windows 2012 R2 x64

opsware-agent-NT-6.2-X64.current
opsware-agent-NT-6.3-64.current

Windows 8.1 Pro x64

opsware-arent-NT-6.3-WORKSTATION-x64.current

Red Hat EL 5.x

opsware-agent-LINUX-5SERVER-X86_64.current

Red Hat EL 6.x

opsware-agent-LINUX-6SERVER-X86_64.current

Red Hat EL 7.x

opsware-agent-LINUX-7SERVER-X86_64.current

SLES 11、SLES 11 SPx

opsware-agent-LINUX-SLES-11-X86_64.current

SLES 12

opsware-agent-LINUX-SLES-12-X86_64.current

注記:
2.

VMware ESXi で動作する SA エージェントはありません。

http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081/< ファイル名 > という URL で .current 拡張子
を外した正確なファイル名を使用して SA エージェントをダウンロードします。ここで、
< ファイル名 > は SA エージェントファイルの名前です。

すでにオペレーティングシステムを実行しているサーバーの追加
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重要: すべてのエージェントファイルの一覧を表示し、右クリックの [保存]リンクを使
用してエージェントファイルを保存する方法でファイルをダウンロードしないでくださ
い。この方法で保存したファイルには HTML コンテンツのみが含まれており、IC サーバー
プロビジョニングでは動作しません。
3.
4.

5.
6.

7.

Windows エージェントファイルをダウンロードしたら、.exe 拡張子を付けてファイル名
を変更します。Linux の場合は、拡張子のないファイル名が適切です。
パラメーター –s --opsw_gw_list coreip:3001 --force_full_hw_reg を指定し
て、ターゲットサーバーに SA エージェントをインストールします。ここで、coreip は、
IC サーバープロビジョニング仮想アプライアンスの IP アドレスです。必ず、アプライア
ンス IP アドレスでなく、展開 IP アドレスを使用してください。
IC サーバープロビジョニングにターゲットサーバーが表示されることを確認します。
ターゲットサーバーで OS ビルドプランを実行する前に、サーバーの iLO も IC サーバー
プロビジョニングに登録する必要があります。それには、次のいずれかの方法を使用しま
す。
•

各ターゲットサーバーの iLO 情報は、手動で追加できます。IC サーバープロビジョ
ニングの [サーバー]画面から[アクション]→[サーバーの追加]を選択し、iLO の IP ア
ドレスとターゲットサーバーの認証情報を入力します。そのとき、必ず、[メンテナン
スで起動しない]チェックボックスを選択してください。[追加]を選択して iLO 登録を
開始するか、[追加 +] を選択してさらに IP アドレスを入力します。

•

各サーバーの iLO 情報は、REST API を使用してプログラムで追加できます（『Insight
Control サーバープロビジョニング管理者ガイド』の高度なトピックに関するセクショ
ンを参照）。必ず、サーバーをメンテナンスモードで起動しないオプションを使用し
てください。

iLO がサーバーに正しく登録されたことを確認するには、[サーバー]画面に進み、そこに
iLO の IP アドレスが表示されていることを確認します。

PXE を使用したブートまたは PXE を使用しないブートの強制
ほとんどの OS ビルドプランで使用されるブート手順では、展開しているサーバーの種類を自
動的に検出します。ProLiant Gen8 以降のサーバーを使用している場合、これらのサーバーは
デフォルトで、内蔵の Intelligent Provisioning サービス OS を使用して、PXE を使用せずに起
動します。これ以前の G6 または G7 サーバーでは Intelligent Provisioning をサポートしていな
いため、PXE を使用して起動します。
このデフォルトの動作をオーバーライドしたい場合は、強制的に特定の方法を使用してター
ゲットサーバーを起動するブート手順のパラメーターを指定できます。ブート手順でサポート
されるパラメーターの完全なリストについては、『Insight Control サーバープロビジョニング
ビルドプランリファレンスガイド』を参照してください。
この機能は、Gen8 以降のサーバーを起動するときに、Intelligent Provisioning ではなく PXE
を使用するように強制する場合に最もよく使用されます。これを行うには、ビルドプラン内の
すべてのブート手順に次のパラメーターを追加します。
--method=network --force

サーバーのプロビジョニング
サーバーは OS ビルドプランをサーバー上で実行することでプロビジョニングされます。サー
バーで実行しているビルドプランはジョブと呼ばれます。
OS ビルドプランについて詳しくは、「OS ビルドプランの使用」 (50 ページ) およびオンライ
ンヘルプの OS ビルドプランのセクションを参照してください。
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デバイスグループへのサーバーの追加
デバイスグループは、わかりやすい方法でサーバーを整理して、それらのサーバーを一緒に操
作するためのユーザー定義グループです。デバイスグループに対してビルドプランを実行した
り、カスタム属性をそのグループ内のサーバーによって継承されるグループに割り当てたりで
きます。1 つのサーバーは、同時に複数のデバイスグループに所属することができます。一度
サーバーをグループに追加すると、グループから削除されるかアプライアンスから削除される
まで、サーバーはそのグループ内にとどまります。
デバイスグループへのサーバーの追加は、[サーバー] 画面または [デバイスグループ] 画面から
行います。詳しくは、オンラインヘルプを参照してください。

サーバーの削除
サーバーの削除とは、Insight Control サーバープロビジョニングデータベースからサーバーの
レコードをすべて削除することを意味します。サーバーがシャットダウンまたはアンインス
トールされるわけではありません。詳しくは、オンラインヘルプの「サーバーの削除」のト
ピックを参照してください。
サーバーのディスクをクリアしたい場合は、「サーバーの消去」 (49 ページ) を参照してくだ
さい。
「サーバーの追加」 (44 ページ) に説明されているとおり、削除されたサーバーは再検出でき
ます。Insight Control サーバープロビジョニングは、サーバーをまったく新しいサーバーとし
て処理し、そのサーバーに関する履歴情報は保持しません。

サーバーの消去
サーバーの消去とは、サーバーをベアメタル状態に戻し、メンテナンスモードに置くことを意
味します。これは、ProLiant HW – Erase Server OS ビルドプランによって達成されます。
ProLiant HW – Erase Server ビルドプランは以下を実行します。
•

サーバーのすべてのディスクを消去する

•

Smart アレイコントローラーをリセットし、すべての論理ボリュームを削除する

•
サーバーの BIOS を、日時も含め工場出荷時のデフォルトにリセットする
消去されたサーバーは [サーバー]画面のマスターペインに検出済みサーバーとして残ります。
注意: ProLiant HW – Erase Server の実行によって、ターゲットサーバーからデータが失わ
れます。
Insight Control サーバープロビジョニングによって検出されたサーバーリストからサーバーを
削除するだけの場合は、「サーバーの削除」 (49 ページ) を参照してください。

Virtual Connect
Virtual Connect を使用すると、サーバーの UUID アドレスや MAC アドレスなどを視覚化でき
ます。この機能は強力ですが適切に使用する必要があります。これらの ID、アドレスはシステ
ムを一意に特定するために使用されるためです。サーバーの UUID または MAC アドレスを、
アプライアンスで登録されている間に変更すると、通常、アプライアンスはそのサーバーを新
規デバイスと見なすため、そのサーバーに対するビルドプランの実行が失敗します。
Virtual Connect のリスクを減らすために、以下のガイドラインに従ってください。
•

Virtual Connect プロファイルは必ずサーバーに適用した後で、アプライアンスに追加す
る。

•

Virtual Connect プロファイルを変更または移動する場合、プロファイルを変更または移動
する前にそのサーバーをアプライアンスで削除し、後で追加して戻すようにする。

デバイスグループへのサーバーの追加
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7 OS ビルドプランの使用
Insight Control サーバープロビジョニングには、OS ビルドプラン、スクリプト、パッケージ、
および構成ファイルがあります。これらを使用してカスタムのビルドプランを作成し、オペ
レーティングシステムの展開や、ハードウェアの構成、ファームウェアのアップデートを実行
できます。
重要: Hewlett Packard Enterprise が提供する OS ビルドプラン、スクリプト、パッケージ、
および構成ファイルについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs にあ
る『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』を参照して
ください。
OS ビルドプランは、タスクが IC サーバープロビジョニングで実行される方法です。これら
は、サーバーのインストールやファームウェアのアップデートなどの処理を発生させるために
ユーザーが実際に実行する項目です。OS ビルドプランは、順序付けされたステップと、これ
らのステップに関連付けられたパラメーターの集まりであり、これらを適切な順序でまとめて
配置することで、必要なほとんどすべての操作を実行できます。IC サーバープロビジョニング
には、設定済みですぐに実行できるサンプルのビルドプラン、およびビルドプランのステップ
が付属しています。
サンプルプランは、一般的な展開操作を実施するために必要なステップを示しています。ほと
んどのユーザーは、提供されているサンプルを編集することにより必要な機能を実行すること
ができます。

OS ビルドプランについて
ビルドプランは OS ビルドプランと呼ばれますが、これらはオペレーティングシステムの展開
よりも多くのことを実行します。たとえば、ビルドプランを使用して以下を実行することもで
きます。
•

ターゲットサーバーのハードウェアを構成する

•

ターゲットサーバーのハードウェア構成をキャプチャーして、後で他のサーバーに同じ構
成を適用できるようにする

•

ターゲットサーバーのファームウェアをアップデートする

•

オペレーティングシステムが稼動しているターゲットサーバーにソフトウェアをインス
トールする

•

スクリプトを追加して、ターゲットサーバーがインストールされた後、ターゲットサー
バーで追加のタスクを実行する

ビルドプランは単にステップが順番に並んだものであるため、スクリプトで実行できることは
何でもビルドプランで実行できます。
IC サーバープロビジョニングは以下の 4 タイプのサンプルビルドプランを提供しています。
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•

ProLiant ハードウェア。 ProLiant HW というラベルの付いたビルドプランは、ハードウェ
ア関連の機能をターゲットサーバーで実行します。たとえば、ターゲットサーバーを適切
なサービス OS に起動したり、ハードウェア設定のキャプチャーや構成をしたりします。

•

ProLiant オペレーティングシステム。ProLiant OS というラベルの付いたビルドプラン
は、スクリプトインストール、またはイメージインストールのいずれかの方法を使用し
て、オペレーティングシステムをターゲットサーバーに展開します。

•

ProLiant ソフトウェア。 ProLiant SW というラベルの付いたビルドプランは、ファーム
ウェアをアップデートする機能をターゲットサーバーで実行します。または、稼動オペ
レーティングシステムを実行するターゲットサーバーにソフトウェアをインストール/アッ
プデートします。

•

ProLiant コンビネーション。 ProLiant COMBO というラベルの付いた、IC サーバープロ
ビジョニングリリース 7.2.2 以降のビルドプランは、ハードウェア関連の構成、オペレー

OS ビルドプランの使用

ティングシステムの展開、ソフトウェアのインストールなどの機能の組み合わせをター
ゲットサーバー上で実行します。

OS ビルドプランのステップ
ビルドプランは、操作を実行するための一連のビルドプランのステップで構成されます。
次の 4 タイプのステップを利用できます。
•

「「スクリプトの実行」ステップ」 (51 ページ)

•

「「パッケージの展開」ステップ」 (51 ページ)

•

「「構成ファイルの展開」ステップ」 (52 ページ)

•

「「構成ファイルのキャプチャー」ステップ」 (52 ページ)

「スクリプトの実行」ステップ
「スクリプトの実行」ステップは、製品の主要なコンポーネントであり、ビルドプランで使用
されるステップの大部分を占めます。このステップタイプによって、スクリプトがターゲット
サーバーまたはアプライアンスのいずれかで実行されます。IC サーバープロビジョニングは、
ビルドプランの作成時に必要となる一般的なタスクの多くを実行する広範なスクリプトライブ
ラリを備えています。さらに、Hewlett Packard Enterprise 提供のスクリプトをベースに独自
のスクリプトを作成することも、まったく新しいスクリプトを作成することもできます。
IC サーバープロビジョニングは、次のスクリプトの種類をサポートします。
•

OGFS OGFS スクリプトは、IC サーバープロビジョニングアプライアンス内に存在する
Server Automation エンジンを制御します。これらはアプライアンスで実行する唯一のス
クリプトです。その他のスクリプトタイプはターゲットサーバーで動作します。アプライ
アンスに付属の OGFS スクリプトのほとんどは、Server Automation からのもので、Python
で記述され、編集することは想定されていません。OGFS スクリプトは、ターゲットサー
バーのブートや、タスクの監視、データの操作などの重要な機能を提供します。Server
Automation についての高度な知識がある場合を除き、OGFS スクリプトの作成はおすす
めしません。

•

Python Python スクリプトはターゲットサーバーのサーバーで実行します。これは Windows
または Linux システムで実行できる唯一のスクリプトタイプです。

•

Unix ターゲットサーバーで実行する標準的な Unix/Linux シェルスクリプトです。

•

Windows BAT ターゲットサーバーで実行する標準的な Windows バッチスクリプトです。

•

Windows VBScript ターゲットサーバーで実行する標準的な Windows Visual Basic スク
リプトです。

•

PowerShell 現在、IC サーバープロビジョニングは PowerShell をスクリプトタイプとし
てサポートしていません。ただし、以下を実行する Windows バッチスクリプトは作成で
きます。

◦

PowerShell スクリプトを動的に生成し、次にそのスクリプトをターゲットサーバーで
実行する

◦

PowerShell コンテンツを、それを実行する PowerShell インタープリターにパイプす
る

◦

または、PowerShell スクリプトをメディアサーバーからターゲットサーバーにコピー
し、実行する

「パッケージの展開」ステップ
IC サーバープロビジョニングパッケージは、アプライアンスに保存される zip ファイルです。
「パッケージの展開」ステップを使用すると、ZIP ファイルがターゲットサーバーにトランス
OS ビルドプランのステップ
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ファーされ、指定された場所で解凍されます。インストール前およびインストール後のスクリ
プトもパッケージで指定でき、パッケージがターゲットサーバーに保存され、ファイルが抽出
される前、または後に実行されます。アプライアンスのパッケージはすべて Hewlett Packard
Enterprise から提供されます。通常、パッケージは ProLiant サーバーへのインストールに必要
なドライバーバンドルやソフトウェアライブラリなどです。現在、独自のパッケージをアップ
ロードしたり、アプライアンス上にコピーを保存および変更するオプションは用意されていま
せん。パッケージまたはファイルは、簡単なビルドプランステップを使用してメディアサー
バーに保存されたり、ターゲットサーバーにアップロードされたりする場合があります。
『Insight Control server provisioning Adding Drivers to OS Build Plans』テクニカルホワイト
ペーパーは、この方法を使用してドライバーを OS 展開ビルドプランに追加します。

「構成ファイルの展開」ステップ
構成テキストファイルは、無人のインストールファイルやハードウェア構成ファイルなどのテ
キストベースのデータに使用されるアプライアンスに保存されます。「構成ファイルの展開」
ステップは、指定された構成ファイルを取得し、これをターゲットサーバーのユーザー指定の
場所に書き込みます。多くの場合、これらのステップの後には、構成ファイルを利用した実行
スクリプトステップが続きます。Hewlett Packard Enterprise では、多くのサンプル構成ファ
イルを提供しています。これらの構成ファイルを使用することも、独自の構成ファイルを作成
することもできます。

「構成ファイルのキャプチャー」ステップ
「構成ファイルのキャプチャー」ステップを使用すると、構成テキストファイルをターゲット
サーバーからキャプチャーし、それをアプライアンスデータベースにアップロードして、後で
「構成ファイルの展開」ステップの一部として使用することができます。通常、このキャプ
チャープロセスは、ハードウェアコンポーネントの構成をキャプチャーするために使用されま
す。これによって同じ構成ファイルを他のサーバーにも適用できます。多くのサーバーに対し
てビルドプランを実行すると、大量の構成ファイルが作成されてしまうため、このステップは
慎重に使用してください。

OS ビルドプランでの処理
Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランとビルドプランのステップはすべて読み込み
専用です。これは、作業サンプルに対する一貫した信頼性の高いソースを保証するためです。
Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランのほとんどは変更なしで動作しますが、Hewlett
Packard Enterprise 提供のビルドプランが使用者の求める要件と完全に一致することはほとん
どありません。提供されているサンプルを土台にして独自のビルドプランを作成することが求
められています。
注記: UI を使用して OS ビルドプランを作成、編集、実行、監視、削除、結合する方法につ
いては、オンラインヘルプの OS ビルドプランに関するセクションを参照してください。特定
の状況に応じて OS ビルドプランをカスタマイズする方法も詳しく記載されています。
ビルドプランを変更して新しい構成ファイルを使用する方法の例を以下に示します。
1. [構成ファイル] 画面で、変更の対象となる Hewlett Packard Enterprise 提供の構成ファイ
ルを開き、[アクション]→[名前を付けて保存]を使用してコピーを作成します。
2. 新しい構成ファイルを変更します。
3. [OS ビルドプラン] 画面で、新しい構成ファイルを使用するために変更する Hewlett Packard
Enterprise 提供ビルドプランを開き、[アクション]→[名前を付けて保存]を使用してコピー
を作成します。
4. 新しくコピーしたビルドプランを編集するには、以下の手順を実行します。
a. [OS ビルドプランの編集] 画面の [ステップ] セクションで、置き換える Hewlett Packard
Enterprise サンプル構成ファイルを見つけ、そのステップの [編集]アイコンを選択し
ます。これによってそのステップの編集画面が開きます。
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b.
c.
d.
e.

ドロップダウンから [他を選択]を選択し、手順 2 で作成された、新しく変更された構
成ファイルを選択します。
元の構成ファイルのパラメーターは、必要に応じて編集できますが、そのままにしま
す。
[OK] をクリックして、ステップの変更を保存します。
[OK] をクリックして、新しいビルドプランを保存します。

重要な点は、ビルドプランに列挙されたステップは参照またはリンクであるということです。
つまり、スクリプトまたは構成ファイルの内容が変更された場合、そのステップを使用するす
べてのビルドプランにその変更が適用されます。ただし、そのビルドプランのステップに指定
されたパラメーターはビルドプランとともに保存され、他のビルドプランに影響を与えずに変
更できます。
ビルドプランを変更する際に、多くの変更が必要となることはありません。Hewlett Packard
Enterprise 提供のビルドプランのほとんどのステップが必要になります。これは手順がサーバー
の起動や、インストールのセットアップ、エージェントのインストールなどの操作を実行する
ためです。
以下のセクションでは、最も一般的な変更のタイプの一部を示します。ビルドプランと、変更
が必要になることが多いステップについて詳しくは、『Insight Control サーバープロビジョニ
ングビルドプランリファレンスガイド』を参照してください。
•

「構成ファイルの変更」(53 ページ)

•

「スクリプトの追加」(53 ページ)

•

「ビルドプランのステップのパラメーターの変更」(53 ページ)

•

「ビルドプランの結合」(54 ページ)

構成ファイルの変更
Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランにはサンプルの構成ファイルが含まれていま
す。これらは、Windows をインストールするための無人サンプルファイル、Linux をインス
トールするための kickstart または autoyast、またはシステムオプションを構成するためのハー
ドウェア構成ファイルなどです。さらに、サポートされている Windows 版それぞれにサンプ
ルの構成ファイルが提供されます。最も一般的な変更は、Hewlett Packard Enterprise 提供の
サンプル構成ファイルを、カスタマイズされた構成ファイルに置き換えることです。構成ファ
イルの詳細、および UI を使用して構成ファイルを作成、編集、削除する方法については、オ
ンラインヘルプの構成ファイルについてのセクションを参照してください。

スクリプトの追加
もう 1 つの一般的な変更とは、ターゲットサーバーがインストールされた後、ターゲットサー
バーで追加のタスクを実行するというものです。これは、スクリプトを作成して、オペレー
ティングシステムのインストールが完了した後にビルドプランの最後にこれらのスクリプトを
追加することで実行できます。スクリプトの詳細、および UI を使用してスクリプトを作成、
編集、削除する方法については、オンラインヘルプのスクリプトについてのセクションを参照
してください。

ビルドプランのステップのパラメーターの変更
いくつかのビルドプランのステップは、そのステップに関連付けられたパラメーターによって
制御されます。これらのパラメーターはニーズに合わせて変更できます。Hewlett Packard
Enterprise が提供するほとんどのスクリプトには、そのスクリプトのパラメーターの概要がス
クリプトの説明フィールドに一覧されています。OS ビルドプランステップについて詳しくは、
オンラインヘルプの OS ビルドプランに関するセクションを参照してください。

OS ビルドプランでの処理
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ビルドプランの結合
一連のビルドプランが同じ順序で繰り返し実行される場合、複数のビルドプランを 1 つのビル
ドプランに結合することができます。たとえば、システム ROM を構成するには、RAID コン
トローラーをセットアップし、次にオペレーティングシステムをインストールします。多くの
場合、ビルドプランの結合は簡単で、複数のビルドプランのステップとパラメーターをすべて
結合し、それを同じ順序で 1 つの大きなビルドプランにします。結合を行うのはビルドプラン
の編集時が簡単であり、自分のビルドプランにステップを追加するときに [既存の OS ビルド
プランからステップをコピー] を選択します。
いったんすべてのステップが結合されると、効率を向上したりエラーチェック機能の向上を
図ったりする微調整を、結合されたビルドプランに行うことが有効であることに気づく場合が
あります。Hewlett Packard Enterprise は、ビルドプランを結合するサンプルとして使用でき
るサンプルビルドプランと、結合後に変更を行う可能性のある変更の種類について提供しま
す。このような変更については、『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリ
ファレンスガイド』の「サンプルビルドプラン：Combination Hardware, Windows Scripted
Install, and SPP」を参照してください。複数のビルドプランを結合する方法についても、オン
ラインヘルプの該当するトピックを参照してください。
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8 ネットワークのパーソナライズ
ネットワークのパーソナライズについて
ネットワークのパーソナライズとは、ご使用の環境のネットワーク要件を満たすように、サー
バーのさまざまなネットワーク設定の一部またはすべてを構成することです。Insight Control
サーバープロビジョニングには、ターゲットサーバーのネットワークのパーソナライズを簡単
にするツールが用意されています。
ネットワークを構成する方法について詳しくは、オンラインヘルプの「ネットワークの構成」
を参照してください。
ネットワークのパーソナライズによって、以下の設定を制御できます。
•

サーバーのホスト名

•

DNS ドメイン

•

DNS サーバー

•

DNS サフィックス検索リスト

•

Windows ワークグループ

•

WIN サーバー

•

サーバー上の各ネットワークインターフェイスの場合：

◦

有効/無効

◦

静的 IP または DHCP/自動構成

◦

IPv4/IPv6

◦

静的 IP アドレス/ネットマスク

◦

デフォルトゲートウェイ

◦

VLAN ID

ネットワークパーソナライズの機能
•

ネットワークパーソナライズは、特定の名前と IP アドレスが指定される単一のサーバー
上で、または名前と IP アドレスの範囲が適用される一度に多数のサーバー上で実行でき
ます。

•

ネットワークパーソナライズは、稼動 OS で起動するときに、OS のインストールプロセ
スの一部として、または OS のインストール後に実行できます。

•

ターゲットサーバーで変更されるのは、実際に指定するネットワークプロパティだけで
す。空白のままのフィールドは無視されます。たとえば、DNS サーバーを指定しない場
合、ターゲットサーバーの DNS 構成は変更されません。そのまま」（デフォルト）に設
定されたネットワークインターフェイスも変更されません。

•

[ビュー]ボタンが [ネットワークの構成] 画面に表示され、行おうとしている変更をプレ
ビューできます。これは、一度に多数のサーバーをパーソナライズする場合に特に役立ち
ます。

ネットワークのパーソナライズについて
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ターゲットサーバーのパーソナライズ
サーバーのネットワークパーソナライズは、次の 2 つの場合のいずれかで行うことができま
す。
•

OS のインストールのビルドプランの実行を準備するときに、ネットワークパーソナライ
ズを行うことができます。[OS ビルドプランの実行] 画面で、画面の [ネットワーク] サブ
セクションの [カスタマイズ] オプションを選択し、NIC を構成します。

•

ターゲットサーバーですでに稼動オペレーティングシステムを実行している場合も、ネッ
トワークパーソナライズを行うことができます。[サーバー] 画面で、目的のサーバーを選
択し、[アクション]→[ネットワークの構成]を選択します。

詳しくは、オンラインヘルプの「ネットワークの構成」のトピックを参照してください。

ネットワークパーソナライズの制限事項
ネットワークパーソナライズの制限事項を次に示します。
重要:
•

[ネットワークの構成] では、値を指定した設定の適用を試みるだけです。ターゲットサー
バー上で空白のままにしたフィールド、または「そのまま」の設定にした NIC は変更され
ません。

•

実際のネットワーク接続のあるネットワークインターフェイスのみパーソナライズできま
す。アクティブなリンクのない NIC をパーソナライズしようとすると、操作は失敗しま
す。

•

構成するサーバーが管理対象以外の場合、構成をサーバーに適用することはできません
が、ネットワーク構成のカスタム属性をサーバーに書き込み、後でそれを適用することは
できます。

•

ESXi ビルドプランを実行する場合、パーソナライズできる NIC は、展開 NIC だけです。
ユーザーインターフェイスでは、他の NIC のデータを入力できますが、何の効果もありま
せん。インストール後のネットワークパーソナライズは、ESXi ではサポートされません。

•

サーバーが Windows ドメインの一部の場合、ホスト名または DNS ドメインは変更できま
せん。これらの項目のパーソナライズは、サーバーをドメインに追加する前に行うことが
できます。

•

オペレーティングシステムの動作がネットワークのパーソナライズとは異なる場合がある
ため、パーソナライズスキームを単一のサーバーでテストした後に多数のサーバーに適用
することをお勧めします。

一度に複数のサーバーをパーソナライズすることについて
IC サーバープロビジョニングの非常に強力な機能は、一度に多数のサーバーをパーソナライズ
する機能です。一度に複数のサーバーをパーソナライズする際に知っている必要のある重要事
項がいくつかあります。

56

•

ホスト名を指定するときは、ホスト名プレフィックスと開始整数を使用します。こうする
と、すべてのホスト名がその開始整数から順に適用されます。たとえば、5 つのサーバー
があり、ホスト名プレフィックスが「my-new-host-」で、開始インデックスが 7 の場合、
サーバーには「my-new-host-07」～「my-new-host-11」という名前が付けられます。1 桁
の数字には自動的にゼロが追加されるので、サーバーはアルファベット順にソートしたと
きに順に表示されます。独自の先行するゼロをパディングとして追加し、「0007」を開始
インデックスとして指定して、「0007」～「0011」とすることもできます。

•

静的 IP アドレスは、指定した開始アドレスから連続して割り当てられます。たとえば、5
つのサーバーがあり、開始 IP アドレスが 10.5.5.17 の場合、サーバーには 10.5.5.17～
10.5.5.21 が割り当てられます。もちろん、連続したアドレス範囲を使用できない場合は、
いつでも DHCP を指定できます。

ネットワークのパーソナライズ

•

予測可能な結果を生成するために、一緒にパーソナライズするサーバーはすべて、事実上
同じである必要があります。つまり、以下の要件を満たしている必要があります。

◦

ハードウェアモデルが同じであること

◦

同じオペレーティングシステムまたはサービス OS を実行していること

◦

NIC の数が同じであること

◦

NIC 名が同じであること

◦

展開 NIC 名が同じであること

◦

同じ状態にあること

•

ホスト名と IP アドレスは、ターゲットサーバーが [OS ビルドプランの実行] 画面に表示さ
れる順序で割り当てられます。割り当て順序を変更するには、テーブルで別のソート順を
選択します。

•

サーバーのパーソナライズ動作は、OS およびハードウェアによって異なることがありま
す。確実に目的の結果を得るには、まず単一のサーバーのパーソナライズを検討してくだ
さい。それがうまくいったら、残りのサーバーのパーソナライズを行います。

ネットワークパーソナライズに関する高度な情報
ツールのしくみ
ネットワークパーソナライズは、2 つの部分で行われます。
•

ユーザーインターフェイスを介してサーバーのパーソナライズに関するすべての情報が収
集され、このデータが hpsa_netconfig と呼ばれる特別なカスタム属性に書き込まれま
す。このカスタム属性はパーソナライズ対象の各サーバーに割り当てられ、そのカスタム
属性の情報はそのサーバー固有のものです。

•

次に、Server Automation のネットワークパーソナライズビルドプランのステップがあり、
このステップで、そのカスタム属性からデータを読み取り、パーソナライズをサーバーに
適用します。これらのステップは、2 つのタイプに分けられます。

◦

OS インストールインジェクションのステップ – これは、Hewlett Packard Enterprise
提供のすべての OS インストールビルドプランで表示される「Inject Personalization
Settings」のような名前のステップです。これらのステップでは、hpsa_netconfig
カスタム属性から展開 NIC のみに関するパーソナライズ情報を読み取ります。次にそ
の情報は、その OS の無人インストールファイル（Windows の場合は
unattend.xml、RHEL の場合は kickstart など）に挿入され、OS のインストー
ル時には、要求されたネットワーク設定がすでに展開 NIC にあることになります。

◦

「Personalize Network Settings of Installed System」ステップ – このステップで
は、hpsa_netconfig からすべての NIC のネットワーク構成データを読み取り、動
作中の稼動オペレーティングシステムに適用します。このステップは、サーバーで残
りの NIC を構成する OS インストールビルドプランの最後で使用します。このステッ
プは、ProLiant SW – Post Install Network Personalization ビルドプランの一部と
しても使用します。これは、実行中の稼動 OS にネットワークパーソナライズを適用
するためだけに設計されたビルドプランです。

OS のインストールの一部としてネットワークパーソナライズを要求する場合、
hpsa_netconfig カスタム属性はビルドプランが開始される直前に記述されます。インストー
ルが完了すると、インジェクションステップにより展開 NIC が構成され、パーソナライズス
テップにより残りのインターフェイスが構成されます。

ネットワークパーソナライズに関する高度な情報
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ユーザーインターフェイスの [サーバー] 画面で、[アクション] メニューから [ネットワークの
構成] を選択すると、hpsa_netconfig カスタム属性が記述され、ProLiant SW – Post Install
Network Personalization ビルドプランがただちに実行されて設定が適用されます。パーソナ
ライズできるのはインストールされているサーバーだけなので、選択したサーバーが管理対象
の状態にない場合でも hpsa_netconfig カスタム属性は記述されますが、ビルドプランが実
行されて設定が適用されることはありません。
なお、hpsa_netconfig カスタム属性は、パーソナライズプロセスの一部としては削除され
ません。すでに hpsa_netconfig が定義されているサーバーに対して別のビルドプランを実
行する場合は、そのカスタム属性のパーソナライズ情報が適用されます。これが目的の動作で
ない場合は、ビルドプランを実行する前に、サーバーから hpsa_netconfig を削除できま
す。

上級ユーザー向けのカスタマイズ
次に、上級ユーザーが検討できるネットワークのカスタマイズ例をいくつか示します。
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•

カスタム属性を記述するが適用しない – [ネットワークの構成] 画面に、[サーバーのネット
ワーク構成カスタム属性への変更のみを保存します。] というチェックボックスがありま
す。このボックスにチェックを入れると、ツールによって hpsa_netconfig カスタム属
性が各サーバーに書き込まれますが、ビルドプランが実行されて適用されることはありま
せん。これは、特殊な場合に役立つことがあります。次回、上記のパーソナライズステッ
プのいずれかが含まれるビルドプランが実行されると、ネットワーク情報が適用されま
す。パーソナライズ対象のサーバーが稼動 OS を実行していない場合、このチェックボッ
クスは自動的に設定されます。

•

hpsa_netconfig カスタム属性を手動作成する – 弊社のユーザーインターフェイスを使
用して hpsa_netconfig カスタム属性を作成する必要はありません。このカスタム属性
は、手動で作成することも、IC サーバープロビジョニング REST API を使用して独自の
ツールから適用することもできます。弊社の UI を使用して初期カスタム属性を作成して
から、手動で編集して特別なカスタマイズを行うこともできます。hpsa_netconfig カ
スタム属性について詳しくは、『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプラン
リファレンスガイド』の付録を参照してください。

•

パーソナライズの適用後に hpsa_netconfig を自動的に削除する – ネットワークパーソ
ナライズの値を適用した後にその値がサーバーに保持されることを望まない場合は、OS
インストールビルドプランを変更し、「Remove Custom Attributes from Server」ステッ
プをビルドプランの最後に追加して hpsa_netconfig を削除することができます。

•

パーソナライズステップのオプションをカスタマイズする – 「Personalize Network
Settings of Installed System」ステップには、ステップの動作をさらにカスタマイズする
ために指定できるコマンドラインオプションがいくつかあります。これらの追加オプショ
ンについては、『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガ
イド』にあるステップの説明を参照してください。
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9 NIC チーミング
項目を選択

さらに詳しく

• 「RHEL 7 に対する NIC チーミングの実行」(60 •
ページ)
•
• 「Windows に対する NIC チーミングの実行」(61
•
ページ)
•

「NIC チーミングについて」(59 ページ)
「NIC チーミングの利点」(59 ページ)
「RHEL 7 用 NIC チーミングのカスタム属性」(59 ページ)
「RHEL 7 用の NIC チーミング OS ビルドプラン」(60
ページ)

• 「Windows 用 NIC チーミングのカスタム属性」(60 ペー
ジ)
• 「Windows 用の NIC チーミング OS ビルドプラン」(61
ページ)
• 「NIC チーミングの例外」(61 ページ)

NIC チーミングについて
NIC チーミングとは、パフォーマンス、負荷分散、および冗長性の理由から、複数のネット
ワークカードを 1 つにまとめるプロセスのことです。NIC チーミングを使用して、ボンドと呼
ばれる 1 つの論理ネットワークデバイスに 2 つ以上の物理 NIC をまとめてください。NIC チー
ミングは、負荷分散フェイルオーバー（LBFO）、帯域幅アグリゲーション、トラフィックフェ
イルオーバーなどとも呼ばれます。

NIC チーミングの利点
NIC チーミングは、次の機能を利用する際に役立ちます。
•

負荷分散 — 送信トラフィックの負荷は、送信先アドレスに基づいて、利用可能な物理 NIC
間で自動的に分散されます。

•

フォールトトレランス — チームを構成する物理 NIC のいずれかが故障するか、または物
理 NIC のケーブルが抜かれた場合に、サーバー/ターゲットホストが障害状態を検出し、
ボンド内の別の NIC にトラフィックを自動的に移動します。

RHEL 7 用 NIC チーミングのカスタム属性
RHEL 7 用の nic_teaming カスタム属性は、以下で構成されます。
•

Teams — 複数の NIC チーミングのデータを定義します。

•

TeamName — 特定の NIC チームの名前を定義します。team0、TeamA、team_1 などの
名前が付けられます。

•

Filter — フィルタータイプを定義します。有効なフィルタータイプは、InterfaceName お
よび MacAddress です。
注記: 無効なフィルタータイプを指定すると、RHEL 7 NIC チーミングスクリプトは失
敗します。

•

SlaveInterface — この属性は、NIC チーミングの編成の目的で、Ethernet インターフェイ
スの詳細を定義するために使用されます。フィルタータイプが [MacAddress] に指定され
ている場合、SlaveInterface に MAC アドレスを指定する必要があります。同様に、
フィルタータイプが [InterfaceName] に指定されている場合、SlaveInterface に
Ethernet インターフェイスの名前を指定する必要があります。

nic_teaming カスタム属性の例を以下に示します。
{
"Teams" : [
{
"TeamName" : "team0" ,
NIC チーミングについて
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"Filter" : "InterfaceName" ,
"SlaveInterface" : ["ens33", "ens34"]
},
{
"TeamName" : "teamA" ,
"Filter" : "MacAddress" ,
"SlaveInterface" : ["00:11:22:33:44:AA", "22:44:56:99:88:46"]
}
]
}

RHEL 7 用の NIC チーミング OS ビルドプラン
Insight Control サーバープロビジョニング 7.5.1 リリース以降では、Hewlett Packard Enterprise
は、RHEL 7 で NIC チーミングを有効にする、ProLiant SW — Configure NIC Teaming for
RHEL 7 ビルドプランを提供します。ProLiant SW — Configure NIC Teaming for RHEL 7 ビ
ルドプランについて詳しくは、『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファ
レンスガイド』を参照してください。

RHEL 7 に対する NIC チーミングの実行
NIC チーミングを実行する前に、ターゲットサーバーで RHEL 7.x 稼動 OS が実行されている
ことを確認します。
1. nic_teaming カスタム属性を OS ビルドプランまたはサーバーに定義するか、アプライ
アンスの [設定] ページのファシリティカスタム属性で定義します。詳しくは、「RHEL 7
用 NIC チーミングのカスタム属性」(59 ページ)を参照してください。
2. ProLiant SW — Configure NIC Teaming for RHEL 7 ビルドプランを実行します。
重要:

NIC チームの編成では展開 NIC の使用を避けることをお勧めします。

Windows 用 NIC チーミングのカスタム属性
Windows 用の nic_teams カスタム属性は、以下で構成されます。
•

Teams — 複数の NIC チーミングのデータを定義します。

•

TeamName — 特定の NIC チームの名前を定義します。team0、teamA、team_1 などの名
前が付けられます。

•

Filter — フィルタータイプを定義します。有効なフィルタータイプは、Name、
MacAddress、InterfaceDescription、および ifIndex です。
注記: 無効なフィルタータイプを指定すると、Windows NIC チームスクリプトは失敗し
ます。

以下では、複数の NIC チームの作成で使用される 4 つのフィルターのカスタム属性の例を示
します。
a. Name
{"Teams": [{"filter": {"Name": ["Ethernet 4", "Ethernet 3"]}, "TeamName": "Team2"},{"filter":
{"Name": ["Ethernet 2", "Ethernet"]}, "TeamName": "Team1"}]}

b.

MacAddress
{"Teams": [{"filter": {"MacAddress": ["00-50-56-93-20-BF", "00-50-56-93-54-D6"]},
"TeamName": "Team2"},{"filter": {"MacAddress": ["00-50-56-93-25-7E", "00-50-56-93-70-34"]},
"TeamName": "Team1"}]}

c.

InterfaceDescription
{"Teams": [{"filter": {"InterfaceDescription": ["Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection",
"Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection #2"]}, "TeamName": "Team2"},{"filter":
{"InterfaceDescription": ["Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection #3", "Intel(R) PRO/1000
MT Network Connection #4"]}, "TeamName": "Team1"}]}

d.

ifIndex
{"Teams": [{"filter": {"ifIndex": ["15", "14"]}, "TeamName": "Team2"},{"filter": {"ifIndex": ["13",
"12"]}, "TeamName": "Team1"}]}
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Windows 用の NIC チーミング OS ビルドプラン
Insight Control サーバープロビジョニング 7.5.1 リリース以降では、Hewlett Packard Enterprise
は、Windows で複数の NIC チームを有効にする、ProLiant SW — Configure Multiple NIC
Team for Windows ビルドプランを使用できます。ProLiant SW — Configure Multiple NIC
Team for Windows ビルドプランについて詳しくは、『Insight Control サーバープロビジョニ
ングビルドプランリファレンスガイド』を参照してください。

Windows に対する NIC チーミングの実行
NIC チーミングを実行する前に、ターゲットサーバーで Windows 稼動 OS が実行されている
ことを確認します。
1. nic_teams カスタム属性を OS ビルドプランまたはサーバーに定義するか、アプライア
ンスの [設定] ページのファシリティカスタム属性で定義します。詳しくは、「Windows
用 NIC チーミングのカスタム属性」(60 ページ)を参照してください。
2. ProLiant SW — Configure Multiple NIC Team for Windows ビルドプランを実行します。
重要:

NIC チームの編成では展開 NIC の使用を避けることをお勧めします。

NIC チーミングの例外
•

デフォルトでは、既存の NIC チームはすべて削除されます。既存のチームのいずれかを保
持するには、カスタム属性値で既存のチームの値を指定して、チームを再編成します。

•

NIC アダプターを既存の NIC チームの一員にする必要がある場合は、カスタム属性のチー
ムの値で、既存の NIC チームとチームに加える NIC アダプターの値を指定します。

•

複数 NIC のチーム編成に展開 NIC を使用できますが、OS ビルドプランが失敗してエー
ジェントが切断されるおそれがあります。

•

NIC チーミングビルドプランが NIC チームを削除するのは、チームを作成する場合のみで
す。

Windows 用の NIC チーミング OS ビルドプラン
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10 カスタム属性の使用
カスタム属性について
カスタム属性は単純な名前/値のペアで定義し、スクリプト、構成ファイル、パラメーター、そ
の他のアプライアンスの関数で変数に代入する形式で使用されます。カスタム属性名は、参照
されたときにそのカスタム属性の値で置き換えられます。カスタム属性は単独では存在しませ
ん。常にサーバー、デバイスグループ、ファシリティまたは OS ビルドプランのような管理
データベース内のオブジェクトに関連付けられています。Hewlett Packard Enterprise 提供の
ビルドプランで使用されているカスタム属性について詳しくは、『Insight Control サーバープ
ロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』を参照してください。
カスタム属性は、スクリプト、構成ファイル、パラメーター、およびパス名に値を挿入するた
めに IC サーバープロビジョニング全体を通じて使用されます。カスタム属性により、ビルド
プランを実際に編集することなくビルドプランの各側面を変更することができます。Hewlett
Packard Enterprise 提供のビルドプランですでに定義済みのカスタム属性を使用したり、サイ
トのカスタマイズの一部として独自のカスタム属性を作成したりできます。
カスタム属性はビルドプランを実行中に一度に 1 ステップずつ解決されます。各ステップが実
行される直前に、そのステップのカスタム属性は実際の値によって置き換えられます。カスタ
ム属性はステップが実行されるまで置き換えられないため、ビルドプランのそれよりも前のス
テップで作成されたカスタム属性を後のステップで使用できます。
カスタム属性は、以下の形式を使用します。
たとえばカスタム属性を使用する場合は、以下の形式を使用します。
@name@
または
@name:default_value@
ここで、name はカスタム属性名であり、default_value は、このカスタム属性値がアプラ
イアンスデータベースに見つからない場合に使用される値です。デフォルト値の定義はオプ
ションです。
置換属性の例をいくつか以下に示します。
•

名前 MediaServer と値 10.1.1.2 のカスタム属性を定義する場合、@MediaServer@
でスクリプトのカスタム属性を参照できます。サーバーで OS ビルドプランを実行する
と、@MediaServer@ は 10.1.1.2 に置き換えられます。

•

スクリプトにコード @Password:ChangeMe123!@ が含まれ、カスタム属性 Password
が定義されていない場合、ビルドプランの実行時にカスタム属性 Password がアプライ
アンスデータベースで見つからないため、Password は指定されたデフォルト値
ChangeMe123! に置き換えられます。

•

構成ファイルに @SpecialValue@ 文字列が含まれ、カスタム属性 SpecialValue が定義さ
れていない場合は、デフォルト値が指定されなかったため、@SpecialValue@ は置き換
えられません。これは、構成ファイルから文字列 @SpecialValue@ を削除するという結
果になります。

カスタム属性は、UI で以下のように定義することができます。
•

[サーバーの編集] 画面での特殊なサーバー使用。

•

[デバイスグループの編集] 画面でのデバイスグループの使用。

•

[OS ビルドプランの編集] 画面での特定のビルドプランの使用。

•

システム全体（デフォルト値）のファシリティカスタム属性は、[ファシリティカスタム属
性] パネルの [編集] を選択して、[設定] 画面から表示および編集できます。

よく使用されるカスタム属性の一部については「よく使用されるカスタム属性」 (64 ページ)
を参照してください。
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Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランで使用されているカスタム属性の一覧は、
『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』に掲載されて
います。独自のカスタム属性を定義することができます（「独自のカスタム属性の作成」
(64 ページ) を参照してください）。

カスタム属性の継承
カスタム属性の強力な機能の 1 つは継承の概念です。カスタム属性は、上位レベルのオブジェ
クトから下位レベルのオブジェクトに継承され、ビルドプランで使用するカスタム属性の値を
制御する強力な手段を提供します。
継承は次のように機能します。
•

ファシリティレベルのカスタム属性は、アプライアンス上のすべてのサーバーによって継
承されます。

•

デバイスグループのカスタム属性は、そのデバイスグループ内のすべてのサーバーによっ
て継承されます。

•

ビルドプランのカスタム属性は、そのビルドプランを実行する任意のサーバーに継承され
ますが、そのアクティブジョブのコンテキスト内に限られます。

上位レベルから継承されたカスタム属性は、次のように、同じ名前の下位レベルのカスタム属
性によってオーバーライドできます。
•

サーバーレベルのカスタム属性の優先順位は最も高く、同じ名前の他のカスタム属性を
オーバーライドします。

•

デバイスグループのカスタム属性は、サーバーがそのデバイスグループ内にある場合、
ファシリティレベルのカスタム属性をオーバーライドします。

•

ビルドプランの優先順位は最も低く、同じ名前の他のカスタム属性によってオーバーライ
ドされます。

注記: 複数のデバイスグループに同じカスタム属性が割り当てられていて、これらのグルー
プの両方に同じサーバーがある場合は、サーバーがそのカスタム属性を継承する元のデバイス
グループは予測できません。

継承の動作例
インストールするすべてのサーバーで、特殊なアクセスコードが必要だと仮定します。実行時
にカスタム属性「AC」からそのアクセスコードを取得するビルドプランを設計します。組織
内のほとんどのサーバーはデフォルトのアクセスコードを使用できるので、ファシリティレベ
ルのカスタム属性「AC」を作成してその値をデフォルトのコードに割り当てます。ここで、
そのビルドプランを実行する任意のサーバーが、ファシリティレベルのカスタム属性からデ
フォルトのコードを取得します。
企業の金融グループは、独自の特殊なアクセスコードの使用を希望しています。この問題を解
決するには、デバイスグループを作成して、特殊なアクセスコードを持つそのデバイスグルー
プにカスタム属性「AC」を割り当てます。次に、金融グループのすべてのサーバーを新しい
デバイスグループに追加します。ここで、それらのサーバーのいずれかでビルドプランを実行
するといつでも、デバイスグループのカスタム属性はファシリティレベルから取得されたカス
タム属性をオーバーライドし、それらのサーバーだけが特殊なアクセスコードを取得します。
金融の責任者は、自分たち専用のサーバーに一意のアクセスコードを設定することを希望して
います。そのため、その 1 つのサーバーを選択して、新しい一意のアクセスコードを持つカス
タム属性「AC」を割り当てます。ここで、その値は、その 1 つのサーバーだけについて、ファ
シリティまたはデバイスグループから提供される任意の値をオーバーライドします。サーバー
レベルでは、継承されたカスタム属性が表示されます。継承された値を編集して、オーバーラ
イドを作成します。これにより、ローカルサーバーオーバーライドが作成されます。
最後に、アクセスコードが常に提供されるか、アクセスが無効になるようにする安全のための
メカニズムを構築します。それで、インストールビルドプランに割り当てられる「AC」カス
カスタム属性の継承
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タム属性を作成して、アクセスポートを無効にする値に設定します。ビルドプランレベルのカ
スタム属性の優先順位は最も低いため、ファシリティ、デバイスグループ、またはサーバーの
レベルで定義された「AC」カスタム属性はフェイルセーフをオーバーライドしますが、それ
らのどれも定義されていない場合は、ビルドプラン属性からのコードが使用され、アクセス
ポートが無効になります。

カスタム属性のルール
カスタム属性は、次のルールに準拠していなければなりません。
•

名前にはスペースまたは特殊文字は使用できない。数字、下線、およびダッシュは使用で
きる。

•

値には特殊文字とスペースを使用でき、空白のままにしておくこともできる。値が実行さ
れる場合、特殊文字には二重引用符が必要な場合がある（たとえば “echo hello >
temp.txt” など）。

•

カスタム属性をアプライアンスデータベース内で定義しないことは、カスタム属性が実行
中のジョブ内で決定されるときに値を空白のままにすることと同様です。

•

カスタム属性の値は、複数行にすることができる。

•

@ 記号は区切り文字として使用されるので、カスタム属性で指定したデフォルト値で使用
することはできない。

•

カスタム属性値内にカスタム属性を使用することはできない。

独自のカスタム属性の作成
カスタム属性を持つことができるオブジェクトは、そのオブジェクトの [概要] 画面に [サーバー
概要] パネルがあります。そのオブジェクトのカスタム属性を作成または変更するには、[カス
タム属性] パネルで [編集]リンクをクリックします。[編集]画面から、[カスタム属性を作成]を
クリックして新しいカスタム属性を作成したり、カスタム属性の横にある
をクリックして
既存のカスタム属性を編集またはオーバーライドしたりすることができます。
注記: 接頭辞「_ _OPSW」（OPSW の前に下線が 2 つ）を付けてカスタム属性を作成しな
いでください。カスタム属性が IC サーバープロビジョニング内部のものであると特定されま
す。

よく使用されるカスタム属性
この表には、よく使用されるカスタム属性をいくつか示します。カスタム属性の完全なリスト
については、『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』
を参照してください。
名前

説明

サンプル値

Windows 展開
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SystemDrive

ドライブラベル。Windows がインス C、D、E
トールされるターゲットサーバーの
システムドライブ用に設定されま
す。

SystemDiskNumber

OS をインストールする先の物理ド 0、1、2、3
ライブ番号。このカスタム属性は、
エンドユーザーが設定するものでは
ありません。これはビルドプランの
実行中に自動的に設定され、
Windows インストーラーが ProLiant
Intelligent Provisioning のフラッシュ
ドライブにインストールしないよう
にするために使用されます。再びプ
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名前

説明

サンプル値

ロビジョニングすると、この値は前
回のインストール実行のまま残さ
れ、インストールの失敗の原因とな
ります。この場合は、カスタム属性
を削除してからビルドプランを実行
します。
注記: Windows OS のインストー
ル中、ブートファイルは常にドライ
ブ 0 に配置されます。ドライブ 0
は、Windows インストーラーがアク
セスできるようにパーティション分
割され、フォーマットされている必
要があります。
ComputerName

インストールされたターゲットサー
バーのネットワーク名。これは、最
大 15 文字です。NETBIOS のルール
に従います。
Windows OS のみです。
注記: ビルドプランを実行する際
にネットワークパーソナライズのコ
ンピューター名を指定する場合、こ
の名前でオーバーライドされます。

EncryptedAdminPassword

「Administrator」パスワードを暗号
化形式で設定するために使用されま
す。
暗号化されたパスワードを作成する
方法については、オンラインヘルプ
トピック「Set the administrator/root
password」を参照してください。

Linux および ESXi 展開
kernel_arguments

インストールが実行されているカー 「noapci」、「root=LABEL=/」、
ネルに追加引数を指定するために使 「quiet」、 「splash」
用される。
注記:
ビルドプランを B120i およ
び B320i コントローラーを搭載する
サーバーで動作させるには、カスタ
ム属性 kernel_arguments を
blacklist=ahci（RHEL インス
トール）または
brokenmodules=ahci（SLES イ
ンストール）に設定する必要があり
ます。

encrypted_root_password

「root」のパスワードを暗号化形式
で設定するために使用されます。
暗号化されたパスワードを作成する
方法については、オンラインヘルプ
トピック「Set the administrator/root
password」を参照してください。

boot_disk

OS のインストール先ディスクの説
明。

「sda」、「hdc」、「cciss/c0d1」

ハードウェア
HBA_Config

ターゲットサーバーで、適切なブー これは複数行のカスタム属性で、値は
ト LUN で HBA または CNA を構成 ヘルプトピックの「ファイバーチャネ
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名前

説明

サンプル値

するために使用する情報が含まれて ル HBA でのブートデバイスの構成」
います。
で定義されています。
追加のカスタム属性
hpsa_netconfig

静的なネットワーク構成情報を渡す
ために使用する特殊なカスタム属
性。
このカスタム属性の使用法について
詳しくは、オンラインヘルプの
「ネットワークの構成」および
『Insight Control サーバープロビジョ
ニングビルドプランリファレンスガ
イド』の付録 B を参照してくださ
い。

configuration_location

ビルドプランの一部として書き込ま
れる構成ファイルの保存に使用され
る一時保存場所を指定します。この
カスタム属性を使用するビルドプラ
ンのみが対象で、通常はビルドプラ
ン自体のカスタム属性として割り当
てられていますが、必要に応じて上
書きすることもできます。

カスタム属性の削除
ユーザーインターフェイスのカスタム属性を削除するには、[カスタム属性] の編集を選択して、
カスタム属性を削除します。

サーバーからカスタム属性を自動的に削除する
すべてのまたは選択したカスタム属性をサーバーから削除するステップをビルドプランに追加
することができます。これは、一度に多数のサーバーでカスタム属性を作成し、ネットワーク
パーソナライズ機能を使用して、カスタム属性の削除をサーバーごとに行いたくない場合に便
利です。
Remove Custom Attributes From Server ステップを使用して、すべてのまたは特定の
カスタム属性をターゲットサーバーから削除します。サーバーから削除されるカスタム属性は
ジョブログに記録されるので、削除内容を確認できます。このステップでは、サーバーに関連
付けられたカスタム属性だけが削除され、グループまたはファシリティのカスタム属性は削除
されません。Remove Custom Attributes From Device ステップの詳細については、
『Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』を参照してく
ださい。
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11 IC サーバープロビジョニングが Matrix OE と HPE
OneView で動作する方法
Insight Control サーバープロビジョニングは、Hewlett Packard Enterprise Matrix Operating
Environment および HPE OneView の両方のアプライアンスで動作します。概要を以下のセク
ションに示します。
•

「Matrix OE 統合」 (67 ページ)

•

「HPE OneView アプライアンスとの共存」 (67 ページ)

Matrix OE 統合
Insight Control を含む Matrix Operating Environment（Matrix OE）は、プライベートおよびハ
イブリッドクラウド展開のための IaaS（infrastructure-as-a-service）ソリューションである
HPE CloudSystem Matrix の中核に位置します。
Matrix OE と Insight Control サーバープロビジョニングとの統合により、IC サーバープロビ
ジョニングを Matrix OE の一部として物理的なプロビジョニングに使用することができます。
カスタムビルドプランを IC サーバープロビジョニングに展開し、その後これらのビルドプラ
ンを Matrix OE サービスで利用できるようにすることができます。
統合を開始する前に、IC サーバープロビジョニングに MatrixUser パスワードを設定して、IC
サーバープロビジョニング展開 IP アドレスを書き留めてください。Matrix CMS がアプライア
ンスにアクセスできるようにするために、Insight Control サーバープロビジョニングには
MatrixUser と呼ばれる特殊なユーザーアカウントが用意されています。Matrix CMS は他のユー
ザーアカウントではアプライアンスにアクセスできません。また、ユーザーはこのアカウント
では IC サーバープロビジョニングユーザーインターフェイスにログインできません。MatrixUser
アカウントは、Matrix OE アクセスのためだけに使用されます。MatrixUser アカウントを使用
するには、パスワードを設定する必要があります。MatrixUser のパスワードは、[設定]画面か
らアクセスする [OS 展開設定の編集]画面の IC サーバープロビジョニングに入力してくださ
い。
注記:

詳しくは、オンラインヘルプの「Matrix OE 統合」のセクションを参照してください。

パスワードが設定されたら、このアプライアンスにアクセスするように Matrix CMS を構成で
きます。これには、IC サーバープロビジョニング展開 IP アドレス、特殊ユーザー名 MatrixUser、
および定義したパスワードを指定します。
この [OS 展開設定の編集] 画面にパスワードが入力される度に、前回のパスワードが上書きさ
れ、Matrix CMS をアップデートする必要があります。

HPE OneView アプライアンスとの共存
Insight Control サーバープロビジョニングは、会社で運用している HPE OneView アプライア
ンスで動作できます。
HPE OneView は、Insight Control サーバープロビジョニング OS ビルドプランを使用しても実
行できる、以下の機能を実行できます。
•

BIOS の設定を構成する

•

ファームウェアの更新を管理する

•

SAN ブートを構成する

HPE OneView アプライアンスがサーバーのこれらの側面を管理する場合、これらの同じ操作
を実行するビルドプランを IC サーバープロビジョニングに実行させないことが可能です。
Insight Control サーバープロビジョニングは、ご使用の HPE OneView アプライアンスを認識
する必要があります。IC サーバープロビジョニングのメインメニューから選択できる [HPE
OneView アプライアンス]画面を使用して、HPE OneView アプライアンスを特定できます。
Matrix OE 統合
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Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスに構成されている HPE OneView ユー
ザーアカウントは、読み取り専用アクセスのみ必要とします。これより権限の高いアカウント
は不要であり、使用するべきではありません。
注記: 詳しくは、オンラインヘルプの「HPE OneView アプライアンス」のセクションを参照
してください。
IC サーバープロビジョニングビルドプランでは、プランの [タイプ] フィールドを使用して管
理するサービスを特定します。この [タイプ] フィールドは、HPE OneView との統合時に使用
され、ビルドプランで管理されるサービスが HPE OneView アプライアンスのサービスとどこ
でオーバーラップするかを特定します。
IC サーバープロビジョニングは OS ビルドプランを実行する際に、HPE OneView アプライア
ンスがユーザーによって特定されているかどうか、また OS ビルドプランのタイプが以下の 3
つのタイプのいずれかであるかどうかをチェックします。
•

HW — SAN 構成

•

HW — BIOS 構成

•

SW — ファームウェア

次に、IC サーバープロビジョニングは選択されたサーバーとビルドプランのリストを、リスト
されている HPE OneView アプライアンスと比較し、競合があるかを検証します。競合が見つ
かった場合、通知が表示され、ここで取り消して修正することも、ビルドプランの実行を強制
することもできます。これらの通知について詳しくは、オンラインヘルプを参照してくださ
い。
Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランではすでにプランのタイプフィールドが設定
されているため、追加の構成は不要です。
すでにプランの [タイプ] フィールドが設定されている Hewlett Packard Enterprise 提供の OS
ビルドプランの例：
•

Hewlett Packard Enterprise 提供の ProLiant HW — Fibre Channel HBA Configure Boot
Device および ProLiant HW — Fibre Channel HBA Display Configuration ビルドプランで
は HW — SAN 構成プランタイプが設定されています。

•

Hewlett Packard Enterprise 提供の System ROM capture、System ROM enable BFS、お
よび Erase server ビルドプランでは HW — BIOS 構成プランタイプが設定されています。

•

Hewlett Packard Enterprise 提供の Firmware upgrade ビルドプランでは SW — ファーム
ウェアプランタイプが設定されています。

HPE OneView と統合し、カスタムビルドプランを作成する場合、IC サーバープロビジョニン
グが Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランの場合と同じように HPE OneView の競
合を特定するように、プランのタイプを正しく設定する必要があります。BIOS 設定を構成す
る、ファームウェア更新を管理する、または SAN ブートを構成するビルドプランの作成につ
いては、上記に一覧したいずれかのプランタイプを指定してください。ビルドプランの編集に
ついては、オンラインヘルプを参照してください。
OS ビルドプランの実行時に 1 つ以上の HPE OneView アプライアンスが使用不可である場合、
それは HPE OneView との競合として処理され、同じオプションが提供されます。
IC サーバープロビジョニング UI の [HPE OneView アプライアンス] 画面をチェックして、HPE
OneView アプライアンスのステータスを確認できます。このステータスは IC サーバープロビ
ジョニングが HPE OneView アプライアンスと通信できるかどうかを示します。
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IC サーバープロビジョニングが Matrix OE と HPE OneView で動作する方法

12 アプライアンスのバックアップとリストア
概要
Insight Control サーバープロビジョニングは、アプライアンスをバックアップし、リストアす
るサービスを提供します。アプライアンスが失われたり、壊れたりした場合、バックアップコ
ピーからアプライアンスをリストアしなければならないことがあります。
バックアップには構成設定と管理データが含まれ、バックアップはメーカー独自のフォーマッ
トのファイルに保存されます。
IC サーバープロビジョニングの UI を使用して、[設定]メニューからバックアップおよびリス
トア操作を実行することができます（詳細はオンラインヘルプを参照してください）。
また、バックアップ操作とリストア操作を実行するための REST API とサンプルスクリプトが
提供されています。サンプルスクリプトは、Insight Control サーバープロビジョニングメディ
アと製品ダウンロード zip ファイルに収録されています。
以下のセクションでは、バックアップおよびリストアについての情報といくつかのベストプラ
クティス、および REST API でのバックアップとリストアについて説明します。
•

「アプライアンスのバックアップ」(69 ページ)

•

「アプライアンスをリストアする」(76 ページ)

注意: バックアップをリストアすると、アプライアンス上のすべての管理データとほとんど
の構成設定が置き換えられます。リストアの実行中、アプライアンスは稼動しません。リスト
アの実行には数時間かかる場合があります。いったん開始したリストアは、取り消したり、元
に戻したりすることができません。リストア中に回復不能エラーが発生した場合は、http://
www.hpe.com/info/insightcontrol/docs にある『Insight Control サーバープロビジョニングイ
ンストールガイド』に記載されているように、新しいアプライアンステンプレートをダウン
ロードする必要があります。リストアは、致命的な障害から復旧するためにのみ使用してくだ
さい。他の方法で解決できるマイナーな問題には使用しないでください。

アプライアンスのバックアップ
アプライアンスのバックアップについて
Insight Control サーバープロビジョニングには、構成設定および管理データをバックアップファ
イルに保存する機能が用意されており、そのバックアップを使用して、致命的な障害が発生し
た場合に壊れたアプライアンスをリストアすることができます。
バックアッププロセスには、バックアップファイルを作成してから、そのファイルをダウン
ロードし、将来の使用に備えてアプライアンスとは別の安全な場所に保存できるようにするこ
とが含まれます。
バックアップファイルの作成とアーカイブについて詳しくは、「アプライアンスをバックアッ
プするためのベストプラクティス」(71 ページ)を参照してください。
UI からバックアップファイルを作成する手順については、オンラインヘルプを参照してくださ
い。
重要: 万一アプライアンスをリストアする必要がある場合に備えて、定期的に（できれば毎
日）、また、特に次の場合には、アプライアンス構成をバックアップすることをお勧めしま
す。
バックアップファイルが上書きまたは削除されないようにするため、バックアップファイルを
ダウンロードしてアプライアンスとは別の場所に保存してから、次のバックアッププロセスを
実行します。アプライアンスは、一度に 1 つのバックアップファイルまたは 1 つのサポートダ
ンプファイルをアプライアンス上に保存します。バックアップファイルを作成すると、現在の
バックアップファイルまたはサポートダンプファイルに置き換えられます。同様に、サポート
概要
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ダンプファイルを作成すると、以前のサポートダンプまたはバックアップファイルに置き換え
られます。
バックアップを開始したときにサポートダンプが進行中の場合、バックアップ操作はサポート
ダンプの操作が完了するまで進行しません。インフラストラクチャ管理者は、バックアップ操
作が進行中のときにサポートダンプを開始することができ、その場合はバックアップを取り消
してサポートダンプを続行することもできます。
バックアップファイルの形式は次のとおりです。
appliance-host-name_backup_yyyy-mm-dd_hhmmss.bkp
たとえば、バックアップファイルmyhost_backup_2014–02–01_092700.bkp は、2014 年
2 月 1 日午前 9 時 27 分にホスト名がmyhost のアプライアンス用に作成されました。
Insight Control サーバープロビジョニングには、アプライアンスをバックアップするための専
用のバックアップ管理者ユーザーの役割が用意されています。このユーザーの役割では、他の
リソースビューにアクセスできますが、そのリソースに対して操作（つまり、他のタスク）を
実行することはできません。UI または REST API のどちらかでバックアップファイルを作成で
きるのは、インフラストラクチャ管理者かバックアップ管理者だけです。
バックアッププロセスでバックアップされる
バックアッププロセスでバックアップされない対象
対象
• IC サーバープロビジョニングデータベース • データ以外のファイル：実行環境の一部としてインストールさ
れ、アプライアンスまたは管理対象環境の構成に固有でない静
• システムファイル：
的ファイル

◦

データベース以外のデータ

◦

監査ログ

◦

ライセンスファイル

• ログファイル（監査ログファイルを除く）
• アプライアンスのネットワーク構成
• 最初のセットアップの構成ファイル

バックアップファイルを使用して、以下のことを行います。
•

バックアップファイルの作成元となったアプライアンスをリストアします。

•

別のアプライアンスに設定をリストアします。たとえば、アプライアンスに障害が発生し
修復できない場合、同じバージョンの仮想マシンイメージから作成したバックアップファ
イルを使用して、交換用アプライアンスに管理構成設定および管理データをリストアでき
ます。

UI を使用してバックアップファイルを作成できます。詳しくは、オンラインヘルプを参照して
ください
REST API を使用して、以下の操作を行えます。
•

アプライアンスの外からバックアッププロセスをスケジュール設定できます。

•

サイトポリシーに従ってバックアップファイルを収集できます。

•

エンタープライズ用のバックアップおよびリストア製品と統合できます。

クラスター化されたアプライアンスに関する留意事項
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•

クラスター化されたアプライアンスでは、バックアップは、両方のクラスターメンバーを
保護します。

•

アプライアンスクラスターでは、以下の操作を実行できます。

◦

アプライアンスクラスターからバックアップファイルを作成して、アプライアンスク
ラスターのリストアに使用する。

◦

スタンドアロンのアプライアンスからバックアップファイルを作成して、アプライア
ンスクラスターのリストアに使用する。

アプライアンスのバックアップとリストア

◦

アプライアンスクラスターからバックアップファイルを作成して、スタンドアロンの
アプライアンスのリストアに使用する。

ただし、バックアップアプライアンスとリストア対象のアプライアンスの両方が同じモデ
ルで、両者のバージョン間に互換性がある必要があります。

アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス
方法

説明

作成

アプライアンスのバックアップには、常に Insight Control サーバープロビジョニングのバック
アップ機能を使用します。
注意: Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスをバックアップする場合は、
ハイパーバイザー提供の機能を使用しないでください。また、ハイパーバイザー提供のライブ
スナップショット（オンラインスナップショットとも呼ばれる）の機能も使用しないでくださ
い。これらの機能を使用すると、同期エラーの原因になり、予測不能な望ましくない動作が発
生する可能性があります。

頻度

定期的にバックアップを行うことをお勧めします。できれば毎日、特にハードウェアを追加し
たりアプライアンス構成を変更したりした後や、アプライアンスファームウェアをアップデー
トする前後に行うことをお勧めします。
アプライアンスが通常実行されている間にバックアップを作成することができますが、アプラ
イアンスがタスクを実行していないときにバックアップを作成する方が適切です。

アーカイブ

バックアップファイルは独自の形式ですが、機密データを保護するため、バックアップファイ
ルを作成しダウンロードした後、バックアップファイルを暗号化してから安全に保管すること
をお勧めします。
バックアップファイルを保管するには、Hewlett Packard Enterprise Data Protector のようなエ
ンタープライズバックアップ製品を使用することをお勧めします。Hewlett Packard Enterprise
Data Protector については、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/software/dataprotector-ja
Hewlett Packard Enterprise では、エンタープライズバックアップ製品との統合のために、REST
API を提供しています。

バックアップ REST API の概要
IC サーバープロビジョニングは、アプライアンスのバックアップを作成し、ダウンロードする
ために使用する REST API とサンプルスクリプトを提供しています。
注記: Insight Control サーバープロビジョニング UI を使用してもバックアップファイルを作
成およびダウンロードできます。[設定]画面から、[アクション]→[バックアップの作成]を選択
します（詳しくはオンラインヘルプを参照してください）。
バックアップ REST API は、以下の REST コールを提供します。
•

バックアップを要求する

•

バックアップのステータスをチェックする

•

完了したバックアップをダウンロードする

•
バックアップを取り消す
次の表に、これらのコールの概要を示します。バックアップ REST API コールには、バック
アップ管理者またはインフラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーとしてアプライアンス
にログインするために、REST 要求を発行すると取得できる許可用のセッション ID が必要で
す。
ログインおよびログアウトの REST コールについて詳しくは、「高度なトピック」 (137 ペー
ジ) を参照してください。また、API のリストを表示して詳細な仕様を確認するには、『Insight
Control サーバープロビジョニング API リファレンス』ドキュメントを参照してください。こ
のドキュメントはアプライアンス上で利用可能であり、UI の [ヘルプ] パネルで [REST API リ
アプライアンスのバックアップ
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ファレンス] リンクを選択するか、https://{appl}/api-docs/current/#about に直接
アクセスします。
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REST コール

要求ヘッダー

POST
https://{appl}/rest/backups/

要求本
体

応答ヘッダー

応答本体

説明

auth: session
なし
ID,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

なし

バックアップステータ
スをチェックするため
の URI とバックアップ
に関する詳細情報を取
得するための
associatedResourceUri
を含んでいるバック
アップリソース。

バックアップ
を取るように
アプライアン
スに要求す
る。

GET https://{appl}/{uri}

auth: session
なし
ID,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

なし

現在のバックアップス
テータスを含んでいる
タスクリソース。

バックアップ
ステータスを
取得する。

GET https://{appl}/
{associatedResourceUri}

auth: session
なし
ID,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

なし

バックアップをダウン
ロードするための
downloadUri など、バッ
クアップに関する詳細
情報を含んでいるバッ
クアップリソース。

ダウンロード
URI など、要
求されたバッ
クアップに関
する詳細情報
を取得する。

GET
https://{appl}/{downloadUri}

auth: session
なし
ID,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/
octet-stream;
q=0.8,
application/json,
X-API-Version:
1

content-disposition: バックアップファイル
the backup file
の内容。
name

GET
https://{appl}/rest/backups

auth: session
なし
ID,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

なし

最後のバックアップリ 最後のバック
ソースを含んでいる
アップに関す
SimplePaginatedCollection。 る詳細情報を
取得する。

DELETE https://{appl}/
{associatedResourceUri}

auth: session
なし
ID,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

なし

バックアップステータ バックアップ
スをチェックするため を取り消す。
の URI を含んでいるタ
スクリソース。

アプライアンスのバックアップとリストア

バックアップ
をダウンロー
ドする。

サンプルバックアップスクリプト
アプライアンス UI から[設定]→[アクション]→[バックアップの作成]を使用する方法以外に、
スクリプトを実行し、アプライアンスのバックアップファイルを自動的に作成およびダウン
ロードする方法もあります。
REST コールを使用してアプライアンスのバックアップファイルの作成とダウンロードを行う
PowerShell スクリプトのサンプルが用意されています。サンプルスクリプトは、Insight Control
サーバープロビジョニングメディアと製品ダウンロード zip ファイルに収録されています。こ
のスクリプトは、PowerShell バージョン 3.0 を使用します。サンプルスクリプトを編集して、
環境に合わせてサンプルスクリプトをカスタマイズすることができます。

サンプルバックアップスクリプトの使用方法
PowerShell バージョン 3.0 を実行する Windows システムで、サンプルスクリプトをコピーし
てファイルに貼り付けることができます。
パフォーマンスを改善するために、cURL をインストールすることを強くおすすめします。サ
ンプルスクリプトは cURL がなくても動作しますが、大きいバックアップをダウンロードする
のに数時間かかる場合があります。cURL は、http://curl.haxx.se/download.html からダウン
ロードできます。また、Microsoft Visual C++ Redistributable(MSVCR100.dll) をインストール
する必要がある場合もあります。これは、http://www.microsoft.com/download/en/
details.aspx?id=14632 （64 ビット）または http://www.microsoft.com/download/en/
details.aspx?id=5555 （32 ビット）からダウンロードできます。PATH 環境変数に cURL の
パスが含まれていることを確認してください。
重要: Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスのバックアップ/リストアス
クリプトで使用されるバージョンの cURL では、SSL がサポートされている必要があります。
提供されているバックアップスクリプトは、使用されている cURL のバージョンが SSL をサ
ポートしていない場合は失敗します。
curl –V コマンドを実行して、そのバージョンの cURL が SSL をサポートしていることを確
認します。SSL をサポートしていない場合、SSL をサポートしているバージョンの cURL をダ
ウンロードします（64 ビット Windows 用の
http://curl.haxx.se/download/curl-7.23.1-win64-ssl-sspi.zip など）。
対話形式またはバッチモードで定期的に自動実行されるようにバックアップスクリプトのスケ
ジュールを設定できます（毎日バックアップすることをお勧めします）。バックアップ管理者
またはインフラストラクチャ管理者の権限を持つユーザーだけが、対話形式でスクリプトを実
行できます。
•

スクリプトを対話型で実行するには、パラメーターを指定せずにスクリプトを実行しま
す。このスクリプトは、アプライアンスのホスト名、アプライアンスのユーザー名とパス
ワード、必要に応じて Active Directory 名（Active Directory を使用していない場合は空白
のまま、IC サーバープロビジョニングのセキュリティ設定でディレクトリを構成した場合
にのみ必要）、バッチモードで実行するためにこれらのパラメーターを保存するファイル
の名前を入力するよう求めます。名前とパスワードは、バックアップ管理者またはインフ
ラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーのものです。ユーザー名とパスワードは、暗
号化されてから保存されます。これらの値を入力すると、スクリプトは、バックアップを
開始します。
最初は対話型でスクリプトを実行することをおすすめします。これで、最初の実行で作成
したパラメーターファイルを使用して、バックグラウンドで自動的に実行するようにスク
リプトのスケジュールを設定できます。

•

スクリプトをバッチモードで実行するには、パラメーターを含んでいるファイル名をコマ
ンドラインに指定します。
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バックアップスクリプトの出力の例
Enter Appliance name (https://ipaddress)
https://10.10.10.10
Enter Username
*************
Enter password
********
If using Active Directory, enter the Active Directory domain
(Leave this field blank if not using Active Directory.)
Would you like to save these credentials to a file? (username and password encrypted)
y
Enter file path and file name to save credentials (example: C:\users\bob\machine1.txt)
C:\users\jerry\jerry-vm.txt
The file 'C:\users\jerry\jerry-vm.txt' already exists.
Overwrite existing credentials for this machine?
y
run backup?
y
Login completed successfully.
Backup initiated.
Checking for backup completion, this may take a while.
Backup progress: [====================] 100 %
Obtained backup file URI, now downloading
Backup download complete!
Backup can be found at C:\Users\jerry\Documents
If you wish to automate this script in the future and re-use login settings currently entered,
then provide the file path to the saved credentials file when running the script.
i.e.: C:\Users\jerry\backup.ps1 filepath

サンプルバックアップスクリプトの主な処理と関数
サンプルスクリプトは、以下の呼び出しを行ってバックアップファイルを作成し、ダウンロー
ドします。
1. queryfor-credentials() を呼び出し、ユーザーに入力を求めるか、ファイルから値
を読み取って、アプライアンスのホスト名、ユーザー名、およびパスワードを取得しま
す。
2. login-appliance() を呼び出し、バックアップ REST コールを許可するために使用す
るセッション ID を取得する REST 要求を発行します。
3. backup-appliance() を呼び出し、バックアップを開始する REST 要求を発行します。
4. waitFor-completion() を呼び出し、バックアップが完了するまでポーリングを発行し
てバックアップステータスを取得する REST 要求を発行します。
5. get-backupResource() を呼び出し、ダウンロード URL を取得する REST 要求を発行
します。
6. download-backup() を呼び出し、バックアップをダウンロードする REST 要求を発行
します。
次の表に、サンプルスクリプト内の関数の概要を示します。
関数

説明

パラメーター

queryfor-credentials 手動入力モードの場合は
なし
ユーザーから情報を収集し
ます（引数を指定せずにス
クリプトを実行）。あるい
は、自動的に実行して、指
定したパスから情報を収集
します（引数を指定してス
クリプトを実行）。
login-appliance
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出力
ログインするために必要な
値を含んでいる Json 形式
のオブジェクト。

許可されたセッション ID
'username'：リモートアプ セッション ID を含んでい
を取得するために、アプラ ライアンスにログインする るハッシュ表
イアンスに Web 要求を送 ためのユーザー名。
信します。
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関数

説明

パラメーター

出力

'password'：ユーザー名に
関連付けられているパス
ワード。
'hostname'：ログイン先の
アプライアンス。
backup-appliance

バックアップを開始する要 'authValue'：
バックアップ要求からの応
求を送信します。
login-appliance から提供さ 答本体を含んでいるハッ
れる許可されたセッション シュ表を出力します。
ID。
'hostname'：接続先のアプ
ライアンスのアドレス。

waitFor-completion

バックアップのステータス
を 5 秒間隔でチェックし、
ステータスが実行中から別
のステータスに変化すると
停止します。

'taskManager'：
バックアップステータスお
backup-appliance 関数から よびバックアップに関する
の応答本体。
詳細情報を取得するための
URI を含んでいるタスクリ
'authValue'：
login-appliance からの許可 ソースを含んでいるハッ
シュ表を出力します。
されたセッション ID。
'hostname'：要求の送信先
のアプライアンス。

get-backupResource

バックアップをダウンロー
ドするための URI など、
バックアップに関する詳細
情報を含んでいるバック
アップリソースを取得しま
す。

'taskResource'：バックアッ バックアップファイルをダ
プリソース URI を含んでい ウンロードするための URI
るタスクリソース。
を含んでいるバックアップ
リソースを含んでいるハッ
'authValue'：許可された
シュ表を出力します。
セッション ID。
'hostname'：要求の送信先
のアプライアンス。

download-backup

アプライアンスからローカ
ルシステムにバックアップ
ファイルをダウンロードし
ます。

'backupResource'：バック
アップをダウンロードする
ための URI を含んでいる
バックアップリソース。

ローカルシステム上のバッ
クアップファイルの絶対パ
スを含んでいる文字列を出
力します。

'authValue'：許可された
セッション ID。
'hostname'：要求の送信先
のアプライアンス。

トラブルシューティングのヒント
次の表に、REST API のエラーコードと解決策を示します。
HTTP エラー

応答本体のエラーコード

説明

解決策

401 Unauthorized

AUTHORIZATION

正しくないユーザー名ま
たはパスワードが指定さ
れました。

正しいユーザー名とパ
スワードを指定してく
ださい。

404 Not Found

RESOURCE_NOT_FOUND

正しくない URI が指定さ
れました。

正しい URI を指定して
ください。アプライア
ンスソフトウェアが開
始するのを待つ必要が
ある場合があります。
最後のバックアップリ
ソースを取得する REST
要求を発行するか、別
のバックアップを作成
して正しい URI を見つ
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HTTP エラー

応答本体のエラーコード

説明

解決策
けると、解決できる場
合があります。

バックアップを実行して
いるため、要求された操
作を実行できません。
バックアップは、一度に
1 つずつしか実行できませ
ん。

バックアップが完了す
るまで待つか、バック
アップを取り消してか
ら操作を再実行してく
ださい。

409 Conflict

BACKUP_IN_PROGRESS

409 Conflict

BACKUP_DOWNLOAD_IN_PROGRESS バックアップをダウン
ロードしているため、要
求された操作を実行でき
ません。ダウンロードの
実行中は、バックアップ
を取ることができませ
ん。

ダウンロードが完了す
るまで待ち、それから
操作を再実行してくだ
さい。

409 Conflict

BACKUP_UPLOAD_IN_PROGRESS リストアの準備のために
バックアップをアップ
ロードしているため、要
求された操作を実行でき
ません。

アップロードとリスト
アが完了するまで待ち、
それから操作を再実行
してください。

409 Conflict

BACKUP_RESTORE_IN_PROGRESS リストアを実行している
ため、要求された操作を
実行できません。

リストアが完了するま
で待ち、それから操作
を再実行してください。

500 Internal Server
Error

さまざまなエラーコード

サポートダンプを作成
してください。アプラ
イアンスを再起動し、
操作を再実行してくだ
さい。

内部エラーが発生しまし
た。

アプライアンスをリストアする
アプライアンスのリストアについて
アプライアンスをバックアップファイルからリストアすると、ユーザー名とパスワード、監査
ログ、使用可能なネットワークなど、すべての管理データとほとんどの構成設定が、バック
アップファイルに保存されているデータおよび設定に置き換えられます。
リストア操作中にはアプライアンスは動作せず、実行には数時間かかる場合があります。リス
トアするリソースおよびデバイスが多くなるほど、リストア操作にかかる時間も長くなりま
す。リストア操作を開始した後は、取り消したり、元に戻したりすることができません。リス
トア操作の進行中、アプライアンスはログイン要求をブロックします。
重要: リストア操作は致命的なエラーから復旧する場合のみに必要であり、他の方法で解決
できるマイナーな問題を修復する場合には必要ありません。
アプライアンスは、同じアプライアンス上に作成されたバックアップファイルからリストアす
ることができます。また、アプライアンスが故障して修理できない場合は、別のアプライアン
スのバックアップファイルからリストアすることができます。この場合、バックアップファイ
ルは、同じバージョンの Insight Control サーバープロビジョニングを実行しているアプライア
ンスから作成されている必要があります。
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重要: バックアップファイルから正常にアプライアンスをリストアするには、アプライアン
スが実行しているファームウェアのバージョンがバックアップファイルと同じである必要があ
り、バージョン番号が正確に一致している必要があります。
また、リストア操作を実行する前に、リストア操作を実行するアプライアンスのネットワーク
設定が、元のアプライアンスとまったく同じであることを確認してください。
アプライアンスのリストアに使用するバックアップファイルは、Internet Explorer ブラウザー
の 4GB のアップロード制限よりも大きくなります。代わりに Firefox または Chorome を使用
することを検討してください。
リストア操作の実行中に回復不能エラーが発生した場合は、『Insight Control サーバープロビ
ジョニングインストールガイド』に記載されているように、新しいアプライアンステンプレー
トをダウンロードする必要があります（https://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs また
は http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual ）。
リストア操作の実行中、アプライアンスのファームウェアは、バックアップファイル内のデー
タと管理対象環境の現在の状態を照合します。一部の不一致は、リストア操作では自動的に解
決できません。これらはアラートとして表示されます。リストア操作後、アプライアンス管理
者は手動で残りの不一致を解決する必要があります。
「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」(77 ページ)も参照してくださ
い。
UI を使用して、バックアップファイルをアップロードし、そこからアプライアンスを復元でき
ます。REST API を使用してこれを実行することもできます。
クラスター化されたアプライアンスに関する留意事項
通常、リストア操作は、次の順序で進みます。
•

バックアップファイルからアクティブアプライアンスがリストアされる。

•

スタンバイアプライアンスがアクティブアプライアンスに加わり、クラスター化されたア
プライアンスが形成される。

•

スタンバイアプライアンスのデータとリストアされたアクティブアプライアンスのデータ
が同期される。

重要:

以下のネットワーク設定はリストアされません。

•

クラスター化されたアプライアンスのホスト名

•

クラスター化されたアプライアンスの IP アドレス

•

ゲートウェイ IP

•

サブネットマスク

•

DNS サーバーの IP アドレス

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
項目

ベストプラクティス

はじめる前に

1. 使用するパスワードをメモします。
アプライアンス上の現在のユーザーアカウントのリストを維持します。
ユーザー名とパスワードは、リストア操作によって、バックアップファイルの作成時に有効
であったものにリセットされます。
2. サポートダンプを作成します。
サポートダンプを使用して、リストア操作を行う前に発生したエラーを診断します。

アプライアンスをリストアする
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項目

ベストプラクティス
3. 既存の監査ログをダウンロードし、安全に保管します。
リストア操作により、バックアップファイルから監査ログがリストアされて、既存のログが
上書きされます。
4. 自動的にスケジュールされたすべてのバックアップを停止します。
アプライアンスのリストア後に、自動的にスケジュールされたバックアップを再開します。
5. アップロード要求を発行する予定のアプライアンスからバックアップファイルにアクセスで
きるようにしてください。バックアップファイルのアーカイブにエンタープライズバック
アップ製品を使用している場合は、バックアップ製品によって要求されるステップに従って
リストア操作の準備をしてください。

ユーザーへの通
知

• アプライアンスにログインしたすべてのユーザーがログアウトしていることを確認します。
リストア操作の開始時にログインしていたユーザーは自動的にログアウトされて、進行中
だった作業はすべて失われます。リストア操作中、すべてのユーザーはログインできなくな
ります。

正しいバック
アップファイル
の使用

• アプライアンスをリストアするには、最新のバックアップファイルを使用してください。
バックアップファイルの作成後に行った変更を保存することはできません。
• リストアされるアプライアンスと、バックアップファイルを作成したアプライアンスでファー
ムウェアバージョンが同じであることを確認してください。同じでないとリストア操作は失
敗します。
プラットフォームタイプ、ハードウェアモデル、アプライアンスのファームウェアのメジャー
およびマイナー番号は、バックアップのリストアに一致しなければなりません。アプライア
ンスのファームウェアバージョンの形式は次のとおりです。
majornumber.minornumber.revisionnumber-buildnumber
リビジョン番号とビルド番号は一致しなくても構いません。
バックアップファイルがアプライアンス上のファームウェアと互換性がない場合は、アップ
ロードの実行中にエラーが返り、リストア操作は停止します。ファームウェアをアップデー
トするか、別のバックアップファイルを選択する必要があります。
• 新しいアプライアンス上でリストア操作を実行する場合：

◦

『Insight Control サーバープロビジョニングインストールガイド』に記載されているよう
に、新しいアプライアンスをインストールします（https://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual ）。

◦

ネットワーク設定が元のアプライアンスと同じであることを確認します。

• リストアしているアプライアンスとは異なるアプライアンス上にバックアップファイルが作
成された場合は、以下のいずれかを実行してください。

◦

元のアプライアンスを削除します。

◦

元のアプライアンスを、バックアップファイルが作成されたときに管理していたデバイス
を管理しなくなるように再構成します。複数のアプライアンスが同じデバイスを管理しよ
うと試みると、重大なエラーが発生する場合があります。

リストアの実行
以下のセクションの手順に従って REST API とサンプルスクリプトを使用して、バックアップ
のアップロードとリストアを行います。
注記: Insight Control サーバープロビジョニング UI を使用してバックアップファイルからア
プライアンスをリストアすることもできます。[設定]画面から[アクション]→[バックアップか
らのリストア]と選択します（詳細についてはオンラインヘルプを参照）。
注記: リストアの実行中にアプライアンスに接続しようとしても、ログインすることはでき
ません。アプライアンスのメンテナンスページが表示され、リストアが実行中であるという
メッセージが表示されます。
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

開始する前に、「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」 (77 ページ)
に記載されたステップを実行します。
インフラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーとしてアプライアンスにログインする
REST 要求を発行します。
バックアップファイルをアプライアンスにアップロードする REST 要求を発行します。ロ
グイン要求の auth ヘッダーによって返されたセッション ID を指定します。
アップロード要求に対する応答をチェックして、アップロードが成功したことを確認しま
す。バックアップバージョンがアプライアンスで動作しているファームウェアと互換性が
ない場合、またはバックアップが壊れている場合、アップロードは失敗します。バック
アップがアプライアンス上のファームウェアと互換性がない場合は、ファームウェアを更
新し、それからアップロードを再実行するか、別のバックアップをアップロードします。
バックアップが壊れている場合は、別のバックアップをアップロードします。
リストアを開始する REST 要求を発行します。
リストア要求に対する応答をチェックして、リストアが正常に開始したことを確認しま
す。バックアップバージョンがアプライアンスで動作しているファームウェアと互換性が
ない場合、またはバックアップが壊れている場合、リストアは失敗します。バックアップ
がアプライアンス上のファームウェアと互換性がない場合は、ファームウェアを更新し、
それからリストアを再実行するか、別のバックアップをアップロードします。バックアッ
プが壊れている場合は、別のバックアップをアップロードします。
リストアの進捗情報を取得する REST 要求を定期的に発行します。リストアの実行には数
時間かかる場合があります。リストアに必要な時間は、管理対象環境のサイズによって変
化します。REST API には、完了率（%）と実行中のリストアステップの説明が表示され
ます。
リストアが完了すると、リストアが正常に完了したことを報告するメッセージが REST
API に表示されます。
リストアが完了した後で、ユーザーはアプライアンスにログインできます。リストアによ
り、ユーザー名とパスワードがバックアップの時点で有効だったユーザー名とパスワード
にリセットされます。
リストアが正常に完了したことを示すアラートが表示されます。
リストアの実行中、アプライアンスのファームウェアは、自動的にバックアップ内のデー
タと管理対象環境の現在の状態を照合します。自動的に解決できない不一致がある場合
は、リストアの後で手動で解決してください。リストアが完了した後で、アプライアンス
にログインし、不一致に関連するアラートをチェックします。アラートメッセージの手順
に従って、不一致を解決します。
リストアによって検出された不一致を解決した後で、新しいバックアップを実行します。
定期的にスケジュール設定されたバックアップを再開します。
リストアの実行中に回復不能なエラーが発生した場合、リストア REST API コールは失敗
します。リストアが失敗し、http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs にある『Insight
Control サーバープロビジョニングインストールガイド』に記載されているように、Hewlett
Packard Enterprise 提供のテンプレートから新しいアプライアンスを展開する必要がある
ことを示すエラーメッセージが表示されます。

リストア REST API の概要
IC サーバープロビジョニングは、バックアップからアプライアンスをリストアするために使用
する REST API とサンプルスクリプトを提供しています。
注記: Insight Control サーバープロビジョニング UI を使用してバックアップファイルからア
プライアンスをリストアすることもできます。[設定]画面から[アクション]→[バックアップか
らのリストア]と選択します（詳細についてはオンラインヘルプを参照）。
リストア REST API は、以下の REST コールを提供します。
•

バックアップをアプライアンスにアップロードする
アプライアンスをリストアする
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•

リストアを開始する

•
リストアのステータスをチェックする
次の表に、これらのコールの概要を示します。リストアを開始する REST API コールには、許
可用のセッション ID が必要です。セッション ID を取得するには、インフラストラクチャ管理
者の役割を持つユーザーとしてアプライアンスにログインする REST 要求を発行します。リス
トアステータス情報を取得する REST API コールには、セッション ID は不要です。
ログインおよびログアウトの REST コールについて詳しくは、「高度なトピック」 (137 ペー
ジ) を参照してください。また、API のリストを表示して詳細な仕様を確認するには、『Insight
Control サーバープロビジョニング API リファレンス』ドキュメントを参照してください。こ
のドキュメントはアプライアンス上で利用可能であり、UI の [ヘルプ] パネルで [REST API リ
ファレンス] リンクを選択するか、https://{appl}/api-docs/current/#about に直接
アクセスします。

REST コール

要求ヘッダー

要求本体

応答
ヘッ
ダー

応答本体

説明

POST
auth: session
https://{appl}/rest/backups/ ID,
archive
content-type:
multipart/
form-data,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

バックアップファ
イルを含んでいる
複数部分からなる
形式のデータ。

なし

アップロードステータ
ス、バックアップをリ
ストアするための ID、
およびバックアップに
関する他の情報を含ん
でいるバックアップリ
ソース。

バックアッ
プをアプラ
イアンスに
アップロー
ドする。

POST
auth: session
https://{appl}/rest/restores ID,
accept-language:
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

2 つの要素を含ん なし
でいる json オブ
ジェクト。これら
の要素は、値
が"RESTORE"の"type"と、
アップロード要求
によって返される
ID に設定され
た"backupIdToRestore"で
す。

リストアステータスお
よびリストア進捗情報
を取得するための URI
を含んでいるリストア
リソース。

アップロー
ドされた
バックアッ
プのリスト
アを開始す
る。

リストア進
捗情報を取
得する。

accept-language: なし
locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

なし

現在のリストアステー
タスと進捗情報を含ん
でいるリストアリソー
ス。

GET
accept-language: なし
https://{appl}/rest/restores locale,
accept-content:
application/json,
X-API-Version:
1

なし

最後のリストアリソー 最後のリス
スを含んでいる
トアまたは
SimplePaginatedCollection。 実行中のリ
ストアに関
する情報を
取得する。

GET https://{appl}/{uri}

サンプルリストアスクリプト
アプライアンスの UI から[設定]→[アクション]→[バックアップからのリストア]を使用する代
わりに、バックアップファイルからアプライアンスを自動的にリストアするスクリプトを実行
することができます。
バックアップのアップロードとリストアに REST コールを使用するサンプル PowerShell スク
リプトが提供されています。サンプルスクリプトは、Insight Control サーバープロビジョニン
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グメディアと製品ダウンロード zip ファイルに収録されています。このスクリプトは、PowerShell
バージョン 3.0 を使用します。

サンプルリストアスクリプトの使用方法
PowerShell バージョン 3.0 を実行する Windows システムで、サンプルスクリプトをコピーし
てファイルに貼り付けることができます。
パフォーマンスを改善するために、cURL をインストールすることを強くおすすめします。サ
ンプルスクリプトは cURL がなくても動作しますが、大きいバックアップをダウンロードする
のに数時間かかる場合があります。cURL は、http://curl.haxx.se/download.html からダウン
ロードできます。また、Microsoft Visual C++ Redistributable(MSVCR100.dll) をインストール
する必要がある場合もあります。これは、http://www.microsoft.com/download/en/
details.aspx?id=14632 （64 ビット）または http://www.microsoft.com/download/en/
details.aspx?id=5555 （32 ビット）からダウンロードできます。PATH 環境変数に cURL の
パスが含まれていることを確認してください。
重要: Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスのバックアップ/リストアス
クリプトで使用されるバージョンの cURL では、SSL がサポートされている必要があります。
提供されているバックアップスクリプトは、使用されている cURL のバージョンが SSL をサ
ポートしていない場合は失敗します。
curl –V コマンドを実行して、そのバージョンの cURL が SSL をサポートしていることを確
認します。SSL をサポートしていない場合、SSL をサポートしているバージョンの cURL をダ
ウンロードします（64 ビット Windows 用の
http://curl.haxx.se/download/curl-7.23.1-win64-ssl-sspi.zip など）。
このスクリプトを対話型で実行すると、バックアップをアップロードし、リストアしたり、実
行中のリストアに関するステータスを取得したりすることができます。このスクリプトを対話
形式で実行できるのは、インフラストラクチャ管理者の権限を持つユーザーのみです。
•

対話形式でバックアップをアップロードし、リストアするには、パラメーターを指定せず
にスクリプトを実行します。このスクリプトは、バックアップファイルのパス、バック
アップファイル名、アプライアンスの IP アドレス、アプライアンスのユーザー名とパス
ワードを入力し、必要に応じて、Active Directory 名（Active Directory を使用していない
場合は空白のまま、IC サーバープロビジョニングのセキュリティ設定でディレクトリを構
成した場合にのみ必要）を入力するよう求めます。これらの値を入力すると、スクリプト
はバックアップをアップロードし、リストアを開始し、リストアが完了するまでリストア
進捗情報を取得します。

•

実行中のリストアに関するステータスを取得するには、-status パラメーターおよび
https://{ホスト名} 形式でアプライアンスホスト名を指定してスクリプトを実行しま
す。

出力例
バックアップをアップロードし、リストアするスクリプトを実行したときの出力例：
PS C:\Users\Joe> C:\Users\Joe\Documents\restore.ps1
Restoring from backup is a destructive process, continue anyway?
y
Enter directory backup is located in (ie: C:\users\joe\)
C:\users\Joe\Documents
Enter name of backup (ie: appliance_vm1_backup_2012-07-07_555555.bkp
joe_vm_backup_2012-07-07_777777.bkp
Enter appliance IP address (ie: https://10.10.10.10)
https://10.10.10.1
Enter username
*************
Enter password
********
If using Active Directory, enter the Active Directory domain
アプライアンスをリストアする

81

(Leave this field blank if not using Active Directory.)
Login completed successfully
Uploading backup file to appliance, this may take a few minutes...
Upload complete.
Restore progress: [====================]
Restore complete!

100 %

リストア進捗情報を取得するスクリプトを実行したときの出力例：
C:\users\Joe\Documents\restore.ps1 -status https://10.10.10.1
Restore progress: [====================] 100 %
Restore complete!

サンプルリストアスクリプトの主な処理と関数
サンプルスクリプトを使用すると、リストアを開始したり、実行中のリストアに関する進捗情
報を取得したりすることができます。
スクリプトにパラメーターを指定しない場合、スクリプトは以下を実行してバックアップの
アップロードとリストアを行います。
1. query-user() を呼び出し、アプライアンスのホスト名、ユーザー名とパスワード、お
よびバックアップファイルのパスを取得します。
2. login-appliance を呼び出し、リストア REST コールを許可するために使用するセッ
ション ID を取得する REST 要求を発行します。
3. uploadTo-appliance() を呼び出し、バックアップをアプライアンスにアップロードし
ます。
4. start-restore() を呼び出し、リストアを開始します。
5. restore-status() を呼び出し、リストアが完了するまでリストアステータスを定期的
にチェックします。
スクリプトに-status オプションを指定すると、スクリプトは、リストアが完了するまで、
最後または実行中のリストアのステータスをチェックし、報告します。スクリプトは以下を実
行します。
1. recover-restoreID() を呼び出し、最後または実行中のリストアのステータスをチェッ
クするための URI を取得します。
2. restore-status() を呼び出し、リストアが完了するまでリストアステータスを定期的
にチェックします。
次の表に、サンプルスクリプト内の関数の概要を示します。
機能

説明

パラメーター

query-user

アプライアンスと対話する なし
ために必要な情報をユー
ザーから取得します。

login-appliance

ユーザー名とパスワードを
アプライアンスに送信し、
許可されたセッション ID
を取得します。

hostname：ログイン要求
の送信先のアプライアンス
のアドレス。

アプライアンスのバックアップとリストア

loginVals：ユーザーから
取得した情報を含んでいる
ハッシュ表。

username：query-user authInfo：リモートアプ
関数から取得したユーザー ライアンスによって返さ
名。
れ、sessionID を含んで
password：query-user いる応答本体。
関数から取得したパスワー
ド。
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出力

機能

説明

パラメーター

出力

uploadTo-appliance

指定したバックアップファ
イルをリモートアプライア
ンスにアップロードしま
す。

filePath：バックアップ uploadResponse：リスト
ファイルの絶対ファイルパ ア対象のバックアップ ID
ス。
を含んでいる、アップロー
authInfo：ログイン応答 ド要求に対する応答本体。
からのセッション ID。
hostname：ファイルの
アップロード先のアプライ
アンスのアドレス。
backupFile：アップロー
ドされているファイルの名
前。

バックアップからアプライ authInfo：ログイン応答 restoreResponse：実行
アンスをリストアする要求 からのセッション ID。
中のリストアの ID を含ん
を送信します。
hostname：要求の送信先 でいる、リストア要求から
のリモートアプライアンス の応答本体。

start-restore

のアドレス。
uploadResponse：アップ
ロード要求の応答本体。
アプライアンスで実行中の
リストアのステータスを
チェックします。進捗ス
テータスバーを表示しま
す。

restore-status

authInfo：ログイン要求 なし
から取得したセッション
ID。
hostname：要求の送信先
のリモートアプライアンス
のアドレス。
restoreResponse：リス
トア要求からの応答本体。
recoveredUri：リストア
ステータスを取得するため
に必要な完全な URI（ス
テータスフラグによってス
クリプトを開く場合のみ使
用します）。

recover-restoreID

接続が中断したとき、また hostname：要求の送信先 最後または実行中のリスト
はスクリプトが閉じたとき のリモートアプライアン
アの URI を返します。
に使用します。実行中のリ ス。
ストアタスクの URI を取得
し、restore-status に
情報を渡す要求をサーバー
に送信します。

トラブルシューティングのヒント
次の表に、REST API のエラーコードと解決策を示します。
HTTP エラー

応答本体のエラーコード

説明

解決策

400 Bad Request INVALID_PARAMETER

正しくないバック
アップ ID が指定さ
れました。

有効なバックアップ ID を指定し
てください。形式は、< ホスト
名 >_backup_
YYYY-MM-dd_HHmmss にする必
要があります。

401 Unauthorized AUTHORIZATION

正しくないユーザー 正しいユーザー名とパスワードを
名またはパスワード 指定してください。
が指定されました。

アプライアンスをリストアする
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HTTP エラー

応答本体のエラーコード

説明

404 Not Found

RESOURCE_NOT_FOUND

正しくない URI が指 正しい URI を指定してください。
定されました。
アプライアンスソフトウェアが開
始するのを待つ必要がある場合が
あります。このガイドを使用する
と、正しい URI を見つけること
ができます。最後のバックアップ
リソースを取得する REST 要求
を発行すると、解決できる場合が
あります。

409 Conflict

BACKUP_IN_PROGRESS

バックアップを実行 バックアップが完了するまで待つ
しているため、要求 か、バックアップを取り消してか
された操作を実行で ら操作を再実行してください。
きません。アプライ
アンスがバックアッ
プを取っている間
は、バックアップを
アップロードまたは
リストアすることが
できません。

409 Conflict

BACKUP_DOWNLOAD_IN_PROGRESS バックアップをダウ ダウンロードが完了するまで待
ンロードしているた ち、それから操作を再実行してく
め、要求された操作 ださい。
を実行できません。
ダウンロードの実行
中は、バックアップ
をアップロードまた
はリストアすること
ができません。

409 Conflict

BACKUP_UPLOAD_IN_PROGRESS バックアップをアッ アップロードが完了するまで待
プロードしているた ち、それから操作を再実行してく
め、要求された操作 ださい。
を実行できません。

409 Conflict

BACKUP_RESTORE_IN_PROGRESS リストアを実行して リストアが完了するまで待ち、そ
いるため、要求され れから操作を再実行してくださ
た操作を実行できま い。
せん。

500 Internal
Server Error

さまざまなエラーコード

アプライアンスのバックアップとリストア

解決策

内部エラーが発生し サポートダンプを作成してくださ
ました。
い。別のバックアップをリストア
してみてください。

13 セキュリティに関する注意事項
Insight Control サーバープロビジョニングは、セキュリティが強化された仮想アプライアンス
として提供されます。開いているポートの数およびポート上でサポートされるプロトコルの数
は、Insight Control サーバープロビジョニングの操作に必要な最小限に制限されてきました。

アーキテクチャーの概要
図 3 Insight Control サーバープロビジョニングの強化
ハイパーバイザー

クライアント
ブラウザー

Insight Controlサーバー
プロビジョニング
仮想アプライアンス
アプライアンスIP
コンソール
仮想
NIC
仮想ハード
ディスク

メディアサーバー
（Windows）

展開
IP
（エイリアス）

SMB/CIFS
共有

Windowsターゲット
iLO
展開NIC

実務NIC

LinuxまたはVMwareの
ターゲット
iLO

OSディストリ
ビューション
とイメージ

Microsoft IIS

展開ネットワーク

展開NIC

実務NIC

実務ネットワーク

前提条件
アプライアンスは、実務ネットワークから独立した展開ネットワーク上に配置する必要があり
ます（詳しくは、「セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス」 (87 ペー
ジ) を参照してください）。さらに、仮想アプライアンスコンソールへのアクセスは、許可さ
れたユーザーに制限する必要があります（詳しくは、「コンソールアクセスの制限」 (99 ペー
ジ) を参照してください）。
アプライアンスは、ターゲットサーバー上の iLO およびターゲットサーバーの展開 NIC にア
クセスする必要があります。ネットワーク構成には、ターゲット iLO に接続する独立した管理
ネットワークおよびターゲット展開 NIC に接続する DHCP と PXE を配置した展開ネットワー
クが含まれます。このような構成では、展開ネットワークを使用したターゲット iLO へのアク
セスを提供するために、管理ネットワークと展開ネットワークの間にルーターが必要です。
アーキテクチャーの概要
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Insight Control サーバープロビジョニングは稼動オペレーティングシステムにエージェントを
投入しますが、このエージェントはアプライアンスと通信できなければなりません。稼動 OS
で展開 NIC がアクティブである、またはこの通信のために展開ネットワークに戻る経路がある
ことが前提となります。

アプライアンスの保護
CATA（Comprehensive Applications Threat Analysis）は、潜在的なセキュリティ欠陥の数を
大幅に削減するために設計された強力なセキュリティ品質評価ツールです。アプライアンスの
設計では、CATA の基本技術を採用し、CATA による検査が実施されています。
次の要因により、アプライアンスとそのオペレーティングシステムのセキュリティが確保（強
化）されています。
•

ベストプラクティスによるオペレーティングシステムのセキュリティガイドラインが遵守
されました。
アプライアンスのオペレーティングシステムでは、機能を提供するために必要なサービス
だけを実行することで、その脆弱性を最小限に抑えます。アプライアンスのオペレーティ
ングシステムでは、内部で強制的にアクセス制御を実施します。

◦

アプライアンスでは、特定ポートのトラフィックを許可し、未使用ポートはすべてブ
ロックするファイアウォールが維持されます。使用するネットワークポートのリスト
については、「ポートリスト」 (96 ページ) を参照してください。

◦

アプライアンスの主要なサービスは、必要な権限によってのみ実行されます。特権
ユーザーでは実行されません。

◦

オペレーティングシステムのブートローダーはパスワードで保護されます。アプライ
アンスは、シングルユーザーモードで起動しようとするユーザーによって侵害される
可能性はありません。

•

アプライアンスでは、初回ログイン時にパスワードの変更を要求します。デフォルトのパ
スワードを再度使用することはできません。

•

アプライアンスでは、自己署名証明書と認証機関発行の証明書をサポートしています。
アプライアンスは当初、自己署名証明書を使用して構成されています。インフラストラク
チャ管理者で証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信したらその証明書をアプライ
アンスにアップロードできます。これにより、アプライアンスへの HTTPS 接続の完全性
と信頼性を確保できます。
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•

すべてのブラウザー操作と REST API コールが HTTPS を使用します。強度が低い SSL
（Secure Sockets Layer）暗号はすべて無効にされます。

•

アプライアンスではセキュアなアップデートをサポートしています。Hewlett Packard
Enterprise では、すべてのアップデートにデジタル署名して、完全性と信頼性を確保しま
す。

•

バックアップファイルとトランザクションログは暗号化されます。

•

サポートダンプはデフォルトで暗号化されますが、（インフラストラクチャ管理者とし
て）暗号化しないことを選択することもできます。サポートダンプは別の役割を持つユー
ザーがそれらを作成するときに自動的に暗号化されます。

•

オペレーティングシステムレベルのユーザーは、アプライアンスへのアクセスを許可され
ません。

•

Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスソフトウェアコンポーネントに対する
脅威についてセキュリティ速報を入念に確認し、必要に応じてソフトウェアアップデート
を発行します。

セキュリティに関する注意事項

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス
従来の環境で使用されているセキュリティポリシーや取り組みのほとんどは、仮想化環境に適
用できます。ただし、仮想化環境では、それらのポリシーに変更や追加が必要になることがあ
ります。

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス
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次の表には、物理環境と仮想環境両方に対して Hewlett Packard Enterprise が推奨するセキュ
リティのベストプラクティスの一部が記されています。セキュリティポリシーや実装の実施方
法はさまざまなため、完全な決定版のリストを提供することは困難です。
項目

ベストプラクティス

アカウント

• ローカルアカウントの数を制限する。Microsoft Active Directory や OpenLDAP などのエン
タープライズディレクトリソリューションとアプライアンスを統合します。

証明書

• 可能な場合、信頼できる認証機関（CA）によって署名された証明書を使用します。
IC サーバープロビジョニングは証明書を使用して信頼関係を認証し、確立します。証明書を
使用する最も一般的な例が、Web ブラウザーから Web サーバーへの接続を確立するときで
す。マシンレベルの認証は、SSL を使用して、HTTPS プロトコルの一部として実行されま
す。証明書は、通信チャネルの設定時にデバイスを認証する場合にも使用できます。
アプライアンスでは、自己署名証明書と CA 発行の証明書をサポートしています。
アプライアンスは最初、Web サーバー、データベース、およびメッセージブローカーソフト
ウェアの自己署名証明書で構成されています。自己署名証明書を使用してアプライアンスを
参照しようとすると、ブラウザーには警告が表示されます。
セキュリティニーズを調べ（つまり、リスク評価を実行し）、信頼できる CA が署名した証
明書の使用を検討することをお勧めします。セキュリティを最高レベルに高めるため、信頼
できる認証機関が署名した証明書を使用することをお勧めします。

◦

理想的には、企業の既存の CA を使用し、その信頼済み証明書をインポートしてくださ
い。信頼済みルート CA 証明書は、システムに接続するユーザーのブラウザーと、証明書
の検証を実行する必要があるデバイスにインストールする必要があります。

◦

企業独自の認証機関がない場合は、外部 CA を使用することを検討してください。信頼済
み証明書を提供するサードパーティ企業は多数あります。外部 CA を使用して、特定のデ
バイスおよびシステム用に生成された証明書を取得し、これらの信頼済み証明書を、使用
するコンポーネントにインポートする必要があります。

インフラストラクチャ管理者で証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信したらその証
明書をアプライアンス Web サーバーにアップロードできます。これにより、アプライアン
スへの HTTPS 接続の完全性と信頼性を確保できます。データベースおよびメッセージブロー
カー用に証明書をアップロードすることもできます。
詳しくは、「認証機関の使用」(95 ページ)を参照してください。
ネットワーク

• 独立した展開ネットワークを使用します。セキュリティとパフォーマンスの観点から、以下
のベストプラクティスをおすすめします。

◦

実務ネットワークとは別に、プライベート展開ネットワークを設けます。

◦

展開ネットワークに対する管理者アクセス権のみを付与します。

◦

データネットワークとは別にプライベート管理ネットワークを設け、管理者のみがその管
理ネットワークにアクセスできるようにします。

• 管理システム（アプライアンスや iLO カードなど）をインターネットに直接接続しないでく
ださい。
管理システム（アプライアンス、iLO カード、オンボード管理者など）をインターネットに
直接接続しないでください。
インターネットにアクセスする必要がある場合は、ファイアウォールによる保護を提供す
る、企業の仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してください。
不要なサービス

• アプライアンスは、その管理環境で不要なサービスを削除または無効にするように事前構成
されています。ホストシステム、管理システム、ネットワークデバイスを構成するときには
（未使用のネットワークポートを含めて）、環境が攻撃される可能性がある方法の数を大幅
に減らすため、引き続きサービスの数が最小限になるようにしてください。

パスワード

• アプライアンスのローカルアカウントの場合、パスワードポリシーに従ってパスワードを定
期的に変更します。
• 次の種類の文字のうち、少なくとも 3 種類の文字がパスワードに含まれるようにします。

88

セキュリティに関する注意事項

項目

ベストプラクティス

◦

数字

◦

小文字の英字

◦

大文字の英字

◦

特殊文字

役割

• 管理者の役割と任務を明確に定義して使用します（たとえば、インフラストラクチャ管理者
はほとんどの管理タスクを実行するなど）。

サービス管理

• Information Technology Infrastructure Library（ITIL）で定義されているプラクティスや
手順などを使用することを検討します。詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.itil-officialsite.com/home/home.aspx

アップデート

• ソフトウェアとファームウェアのアップデートが利用可能かどうかを確認し、定期的に環境
内のすべてのコンポーネントのアップデートをインストールするプロセスを確立します。

仮想環境

• 従来の環境で使用されているセキュリティポリシーや取り組みのほとんどは、仮想化環境に
適用できます。ただし、仮想化環境では、それらのポリシーに変更や追加が必要になること
があります。
• 仮想環境での管理者の役割と任務の変化について管理者に周知徹底します。
• アプライアンスコンソールへのアクセスを、許可されたユーザーに制限します。詳しくは、
「コンソールアクセスの制限」 (99 ページ) を参照してください。
• 環境内で侵入検知システム（IDS）を使用している場合は、IDS ソリューションが仮想スイッ
チ内でネットワークトラフィックを認識できるようにします。
• ハイパーバイザーでプロミスキャスモードをオフにして、VLAN 上を流れるトラフィックを
暗号化し、VLAN トラフィックの盗聴に対する影響を低減します。
注記: ほとんどの場合、ハイパーバイザーで無差別モードが無効になっていれば、VM（仮
想マシン）ゲストで無差別モードを使用することはできません。VM ゲストは無差別モード
を有効にできますが、機能するようにはなりません。
• 実務マシンから分離されている DMZ（緩衝地帯）などの信頼ゾーンを保有するようにしま
す。
• ファイバーチャネルデバイスで適切なアクセス制御が行われるようにします。
• ストレージホストと計算ホストの両方で LUN マスキングを使用します。
• 検出による定義ではなく、ホスト構成で LUN が定義されているようにします。
• 可能であれば、ポートの WWN（ワールドワイド名）に基づいて（ファブリックでの通信を
制限する）ハードゾーニングを使用します。
• スイッチポートのレベルで、WWN による通信を強制するようにします。

ハイパーバイザーと仮想マシンのセキュリティに関する注意事項
物理アプライアンスがデータセンターの物理セキュリティに依存するのと同じように、仮想ア
プライアンスとしてのアプライアンスのセキュリティは、ホストハイパーバイザーのセキュリ
ティに依存します。アプライアンスのセキュリティを確保するために、ホストハイパーバイ
ザーへの管理アクセスを制御する必要があります。VM 上のアプライアンスソフトウェアイメー
ジはセキュリティが強化されていますが、アプライアンスをセキュリティ保護するために、仮
想アプライアンスコンソールと仮想ハードディスクドライブ（VMware vmxd ファイルまたは
Hyper-V vhd ファイル）へのアクセスを制限するようにハイパーバイザーを構成する必要があ
ります。

ハイパーバイザーと仮想マシンのセキュリティに関する注意事項
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ログインセッションの作成
ブラウザーまたは他のクライアント（たとえば REST API を使用）経由でアプライアンスにロ
グインすると、ログインセッションが作成されます。アプライアンスにその他の要求を行うと
きには、セッション ID を使用します。この ID は、認証済みユーザーであることを示すため、
保護する必要があります。
REST API を使用する場合、セッションアイドルタイムアウトを短めの時間に設定するか、デ
フォルトの 24 時間を使用して、作業を終えたらログアウトしてセッションを終了する必要が
あります。オペレーティングシステムのスクリーンセーバーやシステムロックなどの仕組みに
よって何らかの保護が提供されますが、UI を開いたまま保護されていない状態に放置してはな
りません。ログアウトせずにブラウザー UI が閉じられた場合、セッショントークンは 24 時間
有効なままになり、その後、アクティブでないためにタイムアウトします。ブラウザーセッ
ションはメモリ内のセッション Cookie に保存され、ブラウザーを閉じた後には残りません。
ブラウザーを閉じる前に常にログオフするのがベストプラクティスです。

アプライアンスアクセスの認証
アプライアンスにアクセスするには、ユーザー名とパスワードを使用した認証が必要です。
ユーザーアカウントは、アプライアンスまたはエンタープライズディレクトリで構成します。
認証を含むすべてのアクセス（ブラウザーと REST API）は、ネットワークでの転送中に認証
情報を保護するため、SSL 上で行われます。

認証済みユーザーのアクセスの制御
アプライアンスへのアクセスは、認証済みユーザーがアプライアンスで実行できる操作を記述
する役割によって制御されます。各ユーザーに 1 つ以上の役割を関連付ける必要があります。

ユーザーアカウントと役割の指定
アプライアンスでは、ユーザーのログインアカウントに役割を割り当てる必要があります。こ
の役割によって、ユーザーが実行する権限のある操作が決まります。
アプライアンスでは、次の役割があります。
•

インフラストラクチャ管理者は、アプライアンスによって管理されるすべてのリソースの
表示、作成、編集、または削除を行うためのフルアクセスを持ちます。それには、アプラ
イアンス自体の管理が含まれます。
インフラストラクチャ管理者は、アクティビティ、イベント、通知、およびログの形でア
プライアンスによって提供される情報を管理することもできます。
この役割にはすべての権限が付与されるので、インフラストラクチャ管理者は、展開内容
（オペレーティングシステムビルドプランやスクリプト）の管理を含め、アプライアンス
で任意の操作を実行できます。

•

サーバー管理者はオペレーティングシステムビルドプランを実行し、サーバーの追加、削
除、および変更を行います。
サーバー管理者は展開内容（オペレーティングシステムビルドプラン、スクリプト、構成
ファイル、パッケージ）の変更、ユーザーアカウントの管理、アプライアンス設定の変更
を行うことはできません。

•

バックアップ管理者役割は、REST API を使用してアプライアンスにログインするスクリ
プトのために用意されています。この役割をバックアップスクリプトに対して使用する
と、インフラストラクチャ管理者の認証情報はバックアップ操作で公開されません。
バックアップ管理者は、バックアップファイルからアプライアンスをリストアできませ
ん。

•
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読み込み専用役割が表示できるのは、ネットワーク設定などのアプライアンス情報だけで
す。

セキュリティに関する注意事項

ユーザーアカウントを追加、削除、および編集する方法については、オンラインヘルプを参照
してください。

認証情報の保護
ローカルユーザーアカウントのパスワードは、ソルト計算されたハッシュを使用して保存され
ます。つまり、パスワードはランダムな文字列と組み合わせられてから、組み合わせられた値
がハッシュとして保存されます。ハッシュは、ハッシュから元の文字列を取得できないように
文字列を一意の値にマッピングする 1 方向のアルゴリズムです。
パスワードはブラウザーでマスクされます。ネットワーク上のアプライアンスとブラウザー間
でパスワードを送信する場合、パスワードは SSL によって保護されます。
ローカルユーザーアカウントのパスワードは、最低 8 文字で、大文字が少なくとも 1 つ含まれ
ている必要があります。アプライアンスは、その他のパスワード複雑化ルールを適用しませ
ん。パスワードの強度と有効期限は、サイトのセキュリティポリシーによって決定されます
（「セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス」 (87 ページ) を参照）。
外部の認証ディレクトリサービス（別名、エンタープライズディレクトリ）とアプライアンス
を統合した場合は、ディレクトリサービスによってパスワードの強度と有効期限が適用されま
す。
matrixuser アカウントは、UI にアクセスできるローカルユーザーアカウントではありませ
ん。これは、異なるチャネル経由で Matrix Operating Environment から基礎となる SA Foundation
を駆動するために使用するアカウントです。パスワードは UI から設定できますが、表示され
ることはありません。値が失われた場合は、必要に応じて何度でも再入力できます。このパス
ワードは通常のテキストで保存されないため、取り出すことができません。
メディアサーバーの認証情報は、メディアサーバー共有に接続するために使用しなければなら
ないため、復元可能な形式で保存されます。
UI から入力する iLO 認証情報は、iLO に渡す必要があるため、復元可能な形式で保存されま
す。
OS インストール用のデフォルトのパスワードは、暗号化した形式で保存できます。OS ビル
ドプラン用のデフォルトパスワードの詳細については、Insight Control サーバープロビジョニ
ングの UI のヘルプを参照してください。

監査ログについて
監査ログには、アプライアンスで実行された操作の記録が格納されます。その記録は、個人の
説明責任に使用できます。
監査ログのダウンロードには、インフラストラクチャ管理者権限が必要です。
UI から監査ログをダウンロードするには、[設定]→[アクション]→[監査ログのダウンロード]と
選択します。インフラストラクチャ管理者認証情報を用意する必要があります。
監査ログは、サイズが大きくなりすぎないように定期的にロールオーバされるため、監査ログ
を監視します。監査ログを定期的にダウンロードして、長期的な監査履歴を保持してくださ
い。
各ユーザーには、セッションごとに一意のログ ID があるため、監査ログでユーザーの操作を
追跡できます。一部の操作はアプライアンスによって実行されるため、ログ ID がない場合が
あります。
以下に、監査エントリーの詳細を示します。
トークン

説明

日付/時刻

イベントの日付と時刻

内部コンポーネン
ト ID

内部コンポーネントの一意の ID

予約済み

組織 ID。内部使用のため予約済み
認証情報の保護
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トークン

説明

ユーザードメイン

ユーザーのログインドメイン名

ユーザー名/ID

ユーザー名

セッション ID

メッセージに関連付けられているユーザーセッション ID

タスク ID

メッセージに関連付けられているタスクリソースの URI

クライアントホス
ト/IP

クライアント（ブラウザー）の IP アドレスは、リクエストを開始したクライアントマシンを
識別します

結果

操作の結果。以下のいずれかの値です。
• SUCCESS
• FAILURE
• SOME_FAILURES
• CANCELED
• KILLED

操作

深刻度

操作の説明。以下のいずれかの値です。
• ADD

• LIST

• UNSETUP

• CANCELED

• MODIFY

• ENABLE

• DEPLOY

• LOGIN

• DELETE

• DISABLE

• START

• LOGOUT

• ACCESS

• SAVE

• DONE

• DOWNLOAD_START

• RUN

• SETUP

• KILLED

イベントの深刻度の説明。以下のいずれかの値です。リストは深刻度が低い順です。
• INFO
• NOTICE
• WARNING
• ERROR
• ALERT
• CRITICAL

リソースの URI/名 タスクに関連付けられているリソースの URI/名前
前
メッセージ

監査ログに現れる出力メッセージ

例 1 サンプル監査エントリー：ユーザーのログインとログアウト
2013-09-16 14:55:20.706 CST,Authentication,,,administrator,jrWI9ych,,,
SUCCESS,LOGIN,INFO,CREDENTIAL,,Authentication SUCCESS
.
.
.
2013-09-16 14:58:15.201 CST,Authentication,,,MISSING_UID,jrWI9ych,,,
SUCCESS,LOGOUT,INFO,CREDENTIAL,,TERMINATING SESSION

監査ログの zip ファイルには、展開ターゲットに関する追加の詳細な監査情報が含まれていま
す。アプライアンス UI または REST インターフェイス経由で実行されるすべての操作が監査
ログに含まれますが、Hewlett Packard Enterprise Matrix Operating Environment の一環として
実行される操作は異なるインターフェイスを通過します。それらの操作は Matrix Operating
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Environment の監査ログに記録されますが、Insight Control サーバープロビジョニングアプラ
イアンスにも記録されるので、そのインターフェイス経由で実行される操作を、Matrix Operating
Environment で実行される操作やアプライアンス UI 経由で実行される操作と照合できます。
audit-logs-< 日付 >.zip ファイル内の追加の監査情報を含んでいるファイルは、
deployment-audit-logs.zip です。ファイルの内容は、
var/opt/opsware/ogfs/mnt/audit/event/< システム名 >/audit.log.0 パスにある
一連のシステムログを zip 圧縮したものです。それらの監査ログでは、アプライアンス UI 経
由で実行される操作はユーザーapplianceserviceaccount によって実行されていると記録
され、Matrix Operating Environment 経由で実行される操作はユーザーmatrixuser によって
実行されていると記録されます。detuser、integration、buildmgr など、内部ユーザー
に対して記録される追加操作がある場合があります。

SSL 経由のアプライアンスアクセス
アプライアンスへのすべてのアクセスは、HTTP over SSL（HTTPS）を経由し、ネットワーク
上でデータが暗号化されるため、データの完全性を確保できます。

ブラウザーからの証明書の管理
概要
証明書を使用して、SSL 経由でアプライアンスを認証します。証明書には公開キーが含まれ、
アプライアンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応するプライベートキーを管理しま
す。
注記: このセクションでは、ブラウザーの観点から、証明書の管理について説明します。ブ
ラウザー以外のクライアント（cURL など）で証明書を使用する方法についは、そのクライア
ントのドキュメントを参照してください。
証明書には、アプライアンスの名前も含まれます。SSL クライアントはこの名前を使用してア
プライアンスを識別します。
証明書には、次のボックスがあります。
•

[共通名（CN）]
この名前は必須です。デフォルトでは、アプライアンスの完全修飾ホスト名が入力されて
います。

•

[代替名]
この名前はオプションですが、ブラウザーによる名前不一致警告を最小限に抑えるために
複数の名前（IP アドレスを含む）がサポートされているため、入力することをお勧めしま
す。
デフォルトでは、完全修飾ホスト名（DNS を使用している場合）、短いホスト名、およ
びアプライアンスの IP アドレスが入力されています。
注記: [代替名]に入力を行う場合、エントリーの 1 つは [共通名（CN）]のエントリーに
しなければなりません。

これらの名前は、手動で自己署名証明書または証明書署名要求を作成するときに変更できま
す。

自己署名証明書
アプライアンスによって生成されるデフォルトの証明書は自己署名されたもので、信頼された
認証機関が発行したものではありません。

SSL 経由のアプライアンスアクセス
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デフォルトで、ブラウザーには自己署名証明書に関する情報が事前に存在しないため、自己署
名証明書は信頼されません。ブラウザーから警告ダイアログボックスが表示されるので、自己
署名証明書を受け入れる前にダイアログボックスでその内容を確認できます。

証明書の確認
ブラウザーを使用して証明書を表示することで、証明書の信頼性を確認できます。
アプライアンスにログインし、[設定]→[セキュリティ]の順に選択して、証明書を表示します。
比較のために以下の属性をメモします。
•

フィンガープリント（特に重要）

•

名前

•

シリアル番号

•

有効化日付

アプライアンスの外からブラウザーで表示したときに、ブラウザーによって表示される証明書
とこの情報を比較します。

自己署名証明書のダウンロードとインポート
自己署名証明書をダウンロードしてインポートすることの利点は、ブラウザーの警告が回避さ
れる点です。
セキュアな環境では、自己署名証明書のダウンロードとインポートは適切ではありません。た
だし、その証明書を検証済みで、特定のアプライアンスを確認済みで信頼している場合を除き
ます。
それよりもセキュリティが低い環境では、アプライアンスの証明書の発行元を確認して信頼し
ている場合に証明書をダウンロードおよびインポートできる場合があります。ただし、この操
作はお勧めしません。
Microsoft Internet Explorer と Google Chrome は共通の証明書ストアを共有します。Internet
Explorer でダウンロードした証明書は、Internet Explorer はもちろん、Google Chrome でもイ
ンポートできます。同様に、Google Chrome でダウンロードした証明書も、どちらのブラウ
ザーを使用してもインポートできます。Mozilla Firefox には独自の証明書ストアがあり、この
ブラウザーのみで証明書のダウンロードとインポートを行う必要があります。
自己署名証明書をダウンロードしてインポートする手順は、ブラウザーごとに異なります。
Microsoft Internet Explorer 9 での自己署名証明書のダウンロード
1.
2.
3.
4.
5.
6.

[証明書のエラー]領域をクリックします。
[証明書の表示]をクリックします。
[詳細]タブをクリックします。
証明書を確認します。
[ファイルにコピー...]をクリックします。
証明書のエクスポートウィザードを使用して、証明書を Base-64 エンコード X.509 ファ
イルとして保存します。

Microsoft Internet Explorer 9 での自己署名証明書のインポート
1.
2.
3.
4.
5.
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[ツール]→[インターネットオプション]の順に選択します。
[コンテンツ]タブをクリックします。
[証明書]をクリックします。
[インポート]をクリックします。
証明書のインポートウィザードを使用します。
a. 証明書ストアの入力を求められたら、[証明書をすべて次のストアに配置する]をクリッ
クします。
b. [信頼されたルート証明機関]のストアを選択します。

セキュリティに関する注意事項

認証機関の使用
証明書の信頼の管理を簡素化するためには、信頼された CA（認証機関）を使用します。CA
は、インポートする証明書を発行します。ブラウザーが CA を信頼するように構成されている
場合は、その CA によって署名された証明書も信頼されます。CA は、内部機関（組織で運営、
管理）でも外部機関（第三者によって運営、管理）でもかまいません。
CA によって署名された証明書をインポートし、自己署名証明書の代わりに使用することがで
きます。全体的なステップは次のとおりです。
1. CSR（証明書署名要求）を生成します。
2. CSR をコピーし、CA に指示されたとおり CA に送信します。
3. CA によって、要求者の認証が行われます。
4. CA の規定のとおり、CA から要求者に証明書が送信されます。
5. 証明書をインポートします。
CSR を生成して証明書をインポートする方法については、オンラインヘルプを参照してくだ
さい。

ブラウザーの使用に関するベストプラクティス
•

TLS を有効にします。

•

Cookie を有効にして、認証されたユーザーのセッション ID を保存します。

•

ブラウザーを閉じる前に、必ずログアウトしてください。
ブラウザーでは、メモリーベースの Cookie に、認証されたユーザーのセッション ID が保
存されます。メモリーベースの Cookie は、ブラウザーを閉じるときに削除されます。ロ
グアウトすると、アプライアンス上のセッションは無効になります。

•

アプライアンス UI の外部にあるリンクはクリックしないでください。
アプライアンスへのログイン中は、メールやインスタントメッセージ内のリンクはクリッ
クしないでください。悪質でログイン中のセッションを悪用するリンクも存在します。

•

アプライアンス用と、アプライアンス以外の用途には別々のブラウザーを使用してくださ
い。
同じブラウザーインスタンス（同じブラウザーの異なるタブなど）を使用して他の Web
サイトにアクセスしないでください。

ブラウザー以外のクライアント
アプライアンスでは、多数の REST API をサポートしています。ブラウザーだけでなく、任意
のクライアントで REST API 要求を発行できます。呼び出し側は、以下を含む認証情報の機密
性について、適切なセキュリティ対策を取るようにしなければなりません。
•

データ要求に使用するセッショントークン

•

認証情報の暗号化が及ばない、HTTPS を使用するネットワーク上の応答

パスワード
パスワードは、cURL のようなクライアントでは、通常のテキストとして表示され、保存され
る可能性があります。
未承認のユーザーが以下のことを行わないように注意します。
•

表示されたパスワードの参照

•

セッション ID の表示

•

保存済みデータへのアクセス

ブラウザーの使用に関するベストプラクティス
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SSL 接続
クライアントは、ネットワーク上で SSL を使用して機密データを保護することを保証するた
めに、プロトコルとして HTTPS を指定する必要があります。クライアントが HTTP を指定し
た場合、SSL が使用されるように、データが HTTPS にリダイレクトされます。
クライアントが要求するアプライアンス証明書によって、SSL 接続を成功させることができま
す。証明書を取得する便利な方法は、アプライアンスを指し示すブラウザーを使用することで
す。ブラウザーを使用した証明書の取得の詳細については、「ブラウザーからの証明書の管
理」 (93 ページ) を参照してください。

ポートリスト
次の表に、Insight Control サーバープロビジョニングシステムのさまざまなコンポーネントに
必要なすべてのインバウンドポートを示します。
注記: Insight Control サーバープロビジョニングに付属するすべての OS インストール構成
ファイルでは、デフォルトでファイアウォールが無効にされています。インストールでファイ
アウォールを有効にする必要がある場合は、開くポートのリストにポート 1002 が含まれるよ
うにしてください。これは、アプライアンスが SA エージェントとの通信に使用するポートで
あるためです。
次の表で、Web ブラウザーは管理者がこれらのシステムにアクセスするために使用する予定の
Web ブラウザーを指し示しています。
コンポーネン
ト

ポート

説明

送信元

補足情報

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンス
アプライアン
ス NIC

展開 NIC
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80（tcp）

http

Web ブラウザー

443（tcp）

https

Web ブラウザーま
たは REST クライア
ント

15672（tcp）

RabbitMQ

67（udp）

DHCP

ターゲットサーバー 内部アプライアンス DHCP サー
バーが使用されている場合にのみ
使用します。

69（udp）

TFTP

ターゲットサーバー 常に PXE ブートサーバーを使用し
ます。

80（tcp）

http

ターゲットサーバー

443（tcp）

https

Matrix CMS

3001（tcp）

SA エージェント通信

ターゲットサーバー SA エージェントは、このポート
を介してアプライアンスと通信し
ます。

8017（tcp、
udp）

エージェントゲート
ウェイ

ターゲットサーバー

8081（tcp）

エージェントキャッ
シュ

ターゲットサーバー さまざまな SA エージェントイン
ストーラーにアクセスするために
使用します。

セキュリティに関する注意事項

すべての http 要求は https に転送
されます。

アプライアンスのインフラストラ
クチャの一部として開きます。外
部からの通信は受け付けていませ
ん。

Matrix OE との統合時にのみ使用
します。

コンポーネン
ト

ポート

説明

送信元

補足情報

111（tcp、
udp）

RPC — ブートファイ
ル NFS 用

ターゲットサーバー

2049（tcp、
udp）

NFS

ターゲットサーバー

892（tcp、
udp）

mountd

ターゲットサーバー

123（udp）

ntp

ターゲットサーバー

80（tcp）

http

Web ブラウザー

443（tcp）

https

アプライアンスまた アプライアンスと iLO のすべての
はブラウザー
通信と標準 iLO Web インターフェ
イストラフィックに使用します。

23（tcp）

リモートコンソール

Web ブラウザー

リモートコンソール接続用のデ
フォルトのポートとして使用しま
す。

1002（tcp）

エージェント

アプライアンス

アプライアンスはこのポート経由
で SAP エージェントと通信しま
す。

80（tcp）

http

ターゲットサーバー すべての Linux および ESXi イン
ストールは http を使用します。

2049（tcp、
udp）

NFS

ターゲットサーバー NFS が特別な構成になっている場
合に、Linux メディアサーバーで
のみ使用します。

139（tcp）

SMBios

ターゲットサーバー Windows によって割り当てられた
ネットワークドライブ。

445（tcp）

SMB

ターゲットサーバー Windows によって割り当てられた
ネットワークドライブ。

ターゲットサーバー
ターゲット
サーバーの
iLO NIC

ターゲット
サーバーの展
開 NIC

すべてのトラフィックは https に
転送されます。

メディアサーバー
メディアサー
バー NIC

全般
ここに示されているシステムは、これらの特定のポートに加え、DNS、NTP、DHCP などの標準 TCP/IP サービ
スを利用します。

仮想アプライアンスコンソールの使用
仮想アプライアンスコンソールには、以下のことをサポートする制限付きのブラウザーイン
ターフェイスがあります。
•

DHCP 以外の環境でのアプライアンスのネットワーク構成

•

管理者アカウントのパスワードリセット要求

•

認定されたサポート担当者向けの詳細な診断

初めてアプライアンスにアクセスして、アプライアンスのネットワークを構成するには、仮想
アプライアンスコンソールを使用します。仮想アプライアンスコンソールを使用すると、DHCP
以外の環境のネットワークにアプライアンスをブートストラップすることができます。仮想ア
プライアンスコンソールは、ブラウザーの全機能を装備した代替のものではありません。
仮想アプライアンスコンソールがブラウザーセッションを開始すると、ブラウザーはフルスク
リーンで表示されます。タブを追加することはできません。ソフトウェアアップデートやファー
ブラウザー以外のクライアント
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ムウェアバンドル（SPP）のアップロードなど、ダイアログボックスからファイルを選択する
必要のある操作は実行できません。「進む」や「戻る」といった基本的なブラウズ操作のみを
実行できます。
表 5 仮想アプライアンスコンソールのキーの組み合わせ
キーの組み合わせ

機能

Alt-←

（[Alt] と左矢印）

前のページを参照

Alt-→

（[Alt] と右矢印）

次のページを参照

Ctrl-+

（[Ctrl] とプラス記号）

拡大

Ctrl--

（[Ctrl] とハイフン）

縮小

Ctrl-0

（[Ctrl] とゼロ）

拡大縮小のリセット

Ctrl-F

検索

[Ctrl]-[R] または [F5]

リロード/表示の更新

Ctrl-Alt-Backspace

ブラウザーインターフェイスの再起動

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御
ハイパーバイザー管理ソフトウェアを使用して、アプライアンスへのアクセスを制限します。
これにより、未認可のユーザーがパスワードリセットおよびサービスアクセス機能にアクセス
できなくなります。「コンソールアクセスの制限」 (99 ページ) を参照してください。
コンソールへのアクセスが必要となる一般的で正当な用途は以下のとおりです。
•

ネットワーク構成に関する問題のトラブルシューティング

•

アプライアンスの管理者パスワードのリセット
「管理者パスワードのリセット」 (99 ページ) を参照してください。

•

現場での認定サポート担当者によるサービスアクセスの許可

仮想アプライアンスコンソールはグラフィカルコンソールに表示され、パスワードのリセット
と Hewlett Packard Enterprise サービスのアクセスでは非グラフィカルコンソールを使用しま
す。
コンソール間の切り替え（VMware vSphere および Microsoft Hyper-V）
1.
2.
3.
4.

仮想アプライアンスコンソールを開きます。
Ctrl+Alt キーを押したままにします。
スペースバーを押して離します。
非グラフィカルコンソールを選択するには F1 キーを押して離し、グラフィカルコンソー
ルを選択するには F2 キーを押して離します。

コンソール間の切り替え（KVM）
1.
2.

Virtual Machine Manager を起動します。
メニューバーで、非グラフィカルコンソールの場合は、[送信キー]→[Ctrl]+[Alt]+[F1] を選
択し、グラフィカルコンソールの場合は[送信キー]→[Ctrl]+[Alt]+[F2] を選択します。

承認済みのサービスアクセスの有効化と無効化
アプライアンスを最初に起動したときに、現場での認定サポート担当者によるアクセスを有効
または無効にすることを選択できます。デフォルトでは、現場の認定サポート担当者は、アプ
ライアンスコンソールを介してシステムにアクセスし、報告を受けた問題を診断できます。
サービスアクセスは root レベルのシェルです。これにより、現場の認定サポート担当者は、ア
プライアンス上の問題をデバッグしたり、パスワードリセット用のチャレンジ/レスポンス方式
に似た方法を使用してワンタイムパスワードを取得したりできます。
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アプライアンスの初期構成後はいつでも、インフラストラクチャ管理者は、UI の [設定]ウィン
ドウで[アクション]→[サービスアクセスの編集]の順に選択して、サービスアクセスを有効また
は無効にできます。
また、appliance/settings REST API を使用してサービスアクセスを有効または無効にで
きます。
注記: アクセスは有効にすることをお勧めします。そうでない場合、認定サポート担当者は、
ユーザー自身で解決できない問題のトラブルシューティングのためにアプライアンスにアクセ
スできません。

コンソールアクセスの制限
ハイパーバイザー自体の安全な管理方法によって、仮想アプライアンスへのコンソールアクセ
スを制限できます。
VMware vSphere の場合、この情報は、次の VMware の Web サイトから入手できます。
http://www.vmware.com
特に、vSphere の Console Interaction 権限と、VMware の役割と権限を管理するためのベスト
プラクティスに関するトピックを検索して参照してください。
Microsoft Hyper-V については、承認マネージャーを使用して、アプライアンスコンソールへの
アクセスを制御します。この情報は、次の Microsoft の Web サイトから入手できます。
http://www.microsoft.com

管理者パスワードのリセット
管理者パスワードをなくしたり、忘れてしまった場合は、次の操作を使用してパスワードをリ
セットします。この操作によって、ローカルの管理者アカウントにシングルユースパスワード
を設定できます。
注記: この操作は、アプライアンス上のローカル管理者アカウントのパスワードをリセット
します。ディレクトリサービスによって認証された管理者アカウントには適用されません。
アプライアンスクラスターでは、この操作によって、両方のアプライアンス上の管理者アカウ
ントのパスワードがリセットされます。
アプライアンスコンソールから Maintenance Console にアクセスし、一意のリクエストコード
にアクセスして、認定サポート担当者に電話をする必要があります。担当者は情報の検証後に
認証コードを送信します。
前提条件
•

アプライアンスコンソールにアクセスできること。

Maintenance Console を使用した管理者パスワードのリセット
1.

アプライアンスコンソールにアクセスします。
仮想アプライアンスコンソールにアクセスします。

2.
3.

Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
[Reset Password] を選択します。
Maintenance Console にリクエストコードが表示されます。
重要: リクエストコードは、Maintenance Console の [Reset Password] 画面を使用し
ている間のみ有効です。メインメニューに戻ったり、Maintenance Console セッションを
終了したりした場合に、リクエストコードは無効になります。新しいリクエストコードを
取得するには、再度この手順をやり直す必要があります。

ブラウザー以外のクライアント
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4.

認定サポート担当者に電話して、担当者に以下の情報を提供します。
•

パスワードのリセットを要求する人の名前。

•

アプライアンスを所有する会社の名前。

•

Maintenance Console からのリクエストコード。

認定サポート担当者は、情報を検証してから、認定されたメールアドレスにメッセージを
送信します。このメッセージには、レスポンスコードとも呼ばれる認証コードが含まれま
す。認証コードでもある ISO イメージがメッセージに添付されます。
5.

レスポンスフィールドに認証コードを入力するには、以下のいずれかを実行します。
重要: 1 時間内に認証コードを入力する必要があります。入力しないと、このコードは
無効になります。

6.
7.
8.
9.
10.
11.

•

Maintenance Console に情報を貼り付けることができる場合、電子メールのメッセー
ジから認証コードをコピーし、Maintenance Console のレスポンスフィールドに貼り
付けます。

•

以下の操作を実行して、ISO イメージから認証コードを読み取ります。
1. 電子メールメッセージに添付されている ISO イメージを保存します。
2. ISO イメージを仮想メディアマウント（仮想 CD-ROM）としてマウントします。
3. Maintenance Console で [Read from ISO] を選択します。
4. Maintenance Console は ISO イメージを読み取り、しばらくすると、自動的にレ
スポンスフィールドに認証コードが入力されます。

•

レスポンスフィールドに認証コードを入力します。

シングルユースの管理者パスワードを決定します。
プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力または再入力します。
[OK] を選択して、シングルユースパスワードを設定します。
シングルユースパスワードを使用して、このアカウントで UI にログインします。
表示された画面で、このアカウントの新しいパスワードを設定します。
ログアウトしてから新しいパスワードでこのアカウントにログインして確認します。

アプライアンスをセキュリティで保護するためのアルゴリズム
•

（SSL/TLS）
表 6 (101 ページ)を参照してください。

•

ローカルユーザーのパスワード：
パスワードのハッシュには、8 ビット Salt の SHA 256 ハッシュ関数のアルゴリズムと
1000 回の反復が使用されます。

•

（管理者パスワードのリセットおよび Hewlett Packard Enterprise のサポート用の）ワン
タイムパスワードメカニズム

◦
•

S/キーのワンタイムパスワードメカニズム

バックアップファイル：
バックアップファイルは、Hewlett Packard Enterprise 提供のキーで暗号化されています。
バックアップファイルの機密性と整合性を保証するために、生成した暗号鍵でバックアッ
プファイルを暗号化することをお勧めします。
他のパスワードは 128 ビット Blowfish で暗号化されます。

•

サポートダンプ：
暗号化：128 ビット AES
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ハッシュ：SHA-256
AES キーは 2,048 ビット RSA を使用して別個に暗号化されます。
•

アップデート：
暗号化されず、SHA-256 および 2,048-ビット RSA を使用してデジタル署名される

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスの Web サーバーでは、以下の SSL
暗号スイートが有効になっています。暗号スイートでは、ブラウザー、その他のクライアン
ト、およびアプライアンスの間の接続をサポートしています。
表 6 サポートされる暗号スイート
SSL 暗号スイート

SSL/TLS バー
ジョン

Kx

Au

Enc

Mac

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 TLSv1.2

ECDH

RSA

AESGCM(256)

AEAD

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

TLSv1.2

ECDH

RSA

AES(256)

SHA384

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 TLSv1.2

ECDH

RSA

AESGCM(128)

AEAD

ECDHE-RSA-AES128-SHA256

TLSv1.2

ECDH

RSA

AES(128)

SHA256

DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

TLSv1.2

DH

RSA

AESGCM(256)

AEAD

DHE-RSA-AES256-SHA256

TLSv1.2

DH

RSA

AES(256)

SHA256

DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

TLSv1.2

DH

RSA

AESGCM(128)

AEAD

DHE-RSA-AES128-SHA256

TLSv1.2

DH

RSA

AES(128)

SHA256

AES256-GCM-SHA384

TLSv1.2

RSA

RSA

AESGCM(256)

AEAD

AES256-SHA256

TLSv1.2

RSA

RSA

AES(256)

SHA256

AES128-GCM-SHA256

TLSv1.2

RSA

RSA

AESGCM(128)

AEAD

AES128-SHA256

TLSv1.2

RSA

RSA

AES(128)

SHA256

ECDHE-RSA-AES256-CBC-SHA

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

ECDH

RSA

AES(256)

SHA1

ECDHE-RSA-AES128-CBC-SHA

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

ECDH

RSA

AES(128)

SHA1

ECDHE-RSA-3DES-CBC-SHA

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

ECDH

RSA

3DES

SHA1

DHE-RSA-3DES-EDE-CBC-SHA

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

DH

RSA

AES(256)

SHA1

DHE-RSA-AES-128-CBC-SHA

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

DH

RSA

AES(128)

SHA1

DHE-RSA-AES-256-CBC-SHA

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

DH

RSA

AES

SHA1

AES128-CBC

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

RSA

RSA

AES128

SHA1
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表 6 サポートされる暗号スイート (続き)
SSL 暗号スイート

SSL/TLS バー
ジョン

Kx

Au

Enc

Mac

AES256-CBC

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

RSA

RSA

AES128

SHA1

3DES-EDE-CBC

TLSv1.0 /
TLSv1.1 /
TLSv1.2

RSA

RSA

3DES

SHA1

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスの RabbitMQ サーバーでは、以下の
SSL 暗号スイートが有効になっています。暗号スイートでは、アプライアンスの RabbitMQ ク
ライアント間の接続をサポートしています。
{dhe_rsa,aes_256_cbc,sha256},
{dhe_dss,aes_256_cbc,sha256},
{rsa,aes_256_cbc,sha256},
{dhe_rsa,aes_128_cbc,sha256},
{dhe_dss,aes_128_cbc,sha256},
{rsa,aes_128_cbc,sha256},
{dhe_rsa,aes_256_cbc,sha},
{dhe_dss,aes_256_cbc,sha},
{rsa,aes_256_cbc,sha},
{dhe_rsa,aes_128_cbc,sha},
{dhe_dss,aes_128_cbc,sha},
{rsa,aes_128_cbc,sha},
{rsa,rc4_128,sha},
{rsa,rc4_128,md5}

アプライアンスからダウンロードできるファイル
次のデータファイルをアプライアンスからダウンロードできます。
•

サポートダンプ
デフォルトでは、サポートダンプ内のデータはすべて暗号化され、認知サポート担当者だ
けがアクセスできます。

•

バックアップファイル
バックアップファイル内のすべてのデータはメーカー独自のフォーマットになっていま
す。組織のセキュリティポリシーに従ってファイルを暗号化することをお勧めします。

•

監査ログ
セッション ID はログに記録されず、対応するログ ID のみが記録されます。パスワードや
他の機密データは記録されません。

•

SSL 証明書 — 証明書にはパブリックデータが含まれます。

•

メディアサーバーセットアップツール – データは含まれません。

•

WinPE 生成ツール – データは含まれません。

仮想アプライアンスコンソールの使用
仮想アプライアンスコンソールには、以下のことをサポートする制限付きのブラウザーイン
ターフェイスがあります。
•

DHCP 以外の環境でのアプライアンスのネットワーク構成

•

管理者アカウントのパスワードリセット要求

•

認定されたサポート担当者向けの詳細な診断
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初めてアプライアンスにアクセスして、アプライアンスのネットワークを構成するには、仮想
アプライアンスコンソールを使用します。仮想アプライアンスコンソールを使用すると、DHCP
以外の環境のネットワークにアプライアンスをブートストラップすることができます。仮想ア
プライアンスコンソールは、ブラウザーの全機能を装備した代替のものではありません。
仮想アプライアンスコンソールがブラウザーセッションを開始すると、ブラウザーはフルスク
リーンで表示されます。タブを追加することはできません。ソフトウェアアップデートやファー
ムウェアバンドル（SPP）のアップロードなど、ダイアログボックスからファイルを選択する
必要のある操作は実行できません。「進む」や「戻る」といった基本的なブラウズ操作のみを
実行できます。
表 7 仮想アプライアンスコンソールのキーの組み合わせ
キーの組み合わせ

機能

Alt-←

（[Alt] と左矢印）

前のページを参照

Alt-→

（[Alt] と右矢印）

次のページを参照

[Ctrl]-[+]

（[Ctrl] とプラス記号）

拡大

Ctrl--

（[Ctrl] とハイフン）

縮小

[Ctrl]-[0]

（[Ctrl] とゼロ）

拡大縮小のリセット

[Ctrl]-[F]

検索

[Ctrl]-[R] または [F5]

リロード/表示の更新

[Ctrl]-[Alt]-[Backspace]

ブラウザーインターフェイスの再起動

仮想アプライアンスコンソールの使用
仮想アプライアンスコンソールには、以下のことをサポートする制限付きのブラウザーイン
ターフェイスがあります。
•

DHCP 以外の環境でのアプライアンスのネットワーク構成

•

管理者アカウントのパスワードリセット要求

•

認定されたサポート担当者向けの詳細な診断

初めてアプライアンスにアクセスして、アプライアンスのネットワークを構成するには、仮想
アプライアンスコンソールを使用します。仮想アプライアンスコンソールを使用すると、DHCP
以外の環境のネットワークにアプライアンスをブートストラップすることができます。仮想ア
プライアンスコンソールは、ブラウザーの全機能を装備した代替のものではありません。
仮想アプライアンスコンソールがブラウザーセッションを開始すると、ブラウザーはフルスク
リーンで表示されます。タブを追加することはできません。ソフトウェアアップデートやファー
ムウェアバンドル（SPP）のアップロードなど、ダイアログボックスからファイルを選択する
必要のある操作は実行できません。「進む」や「戻る」といった基本的なブラウズ操作のみを
実行できます。
表 8 仮想アプライアンスコンソールのキーの組み合わせ
キーの組み合わせ

機能

Alt-←

（[Alt] と左矢印）

前のページを参照

Alt-→

（[Alt] と右矢印）

次のページを参照

[Ctrl]-[+]

（[Ctrl] とプラス記号）

拡大

Ctrl--

（[Ctrl] とハイフン）

縮小

[Ctrl]-[0]

（[Ctrl] とゼロ）

拡大縮小のリセット
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表 8 仮想アプライアンスコンソールのキーの組み合わせ (続き)
キーの組み合わせ

機能

[Ctrl]-[F]

検索

[Ctrl]-[R] または [F5]

リロード/表示の更新

[Ctrl]-[Alt]-[Backspace]

ブラウザーインターフェイスの再起動

メディアサーバーのセキュリティ
Insight Control サーバープロビジョニングでは、アプライアンスとは別に、OS ディストリ
ビューション、OS キャプチャーイメージ、および SPP をホストするメディアサーバーが必要
です。Windows サーバーまたは Linux サーバーのいずれかを使用でき、そのサーバーへのアク
セスは、オペレーティングシステムの標準メカニズムを使用して制御する必要があります。
Windows メディアサーバーセットアップユーティリティは、セキュリティを強化するために
NTLMv2 を有効にします。ユーティリティは、指定したディレクトリに CIFS 共有を作成し、
メディアサブディレクトリとイメージサブディレクトリを作成します。ユーティリティは共有
にアクセスするためのユーザー名を要求し、共有の読み取り/書き込みアクセス権をユーザーに
付与します。また、読み取り専用アクセス権を持つメディアサブディレクトリに IIS 仮想ディ
レクトリも作成します。CIFS 共有は、Windows 展開とイメージキャプチャーに使用されま
す。HTTP 仮想ディレクトリは、Linux と ESXi の展開に使用されます。
共有ユーザーの認証情報は復元可能な形式でアプライアンスに保存され、メディアサーバーに
接続するために OS ビルドプランで使用されます。共有用に提供されるユーザーの権限は、制
限する必要があります。ユーザーには共有の読み取りと書き込み権限が必要ですが、メディア
サーバーにログインする権限は不要です。メディアサーバーシステムと OS ディストリビュー
ションを管理するには、別のユーザーを使用する必要があります。
Windows イメージキャプチャーを使用しない場合は、共有を読み取り専用で作成することがで
きます。Windows イメージキャプチャーを使用している場合は、メディアサーバーのオペレー
ティングシステムを使用して共有ユーザー用のメディアサブツリーを読み取り専用にすること
ができます。
手動で Linux メディアサーバーをセットアップするために必要なステップは、White Paper に
記載されています。ユーティリティは提供されていません。共有ユーザーアカウントや Web
ベースアクセスに対する制限と同じ制限が適用されます。
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14 トラブルシューティング
以下のセクションでは、Insight Control サーバープロビジョニングの使用中に発生した問題の
解決に対するトラブルシューティングの情報や推奨事項を説明します。この章で対処が記載さ
れていない問題が発生した場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。
•

「トラブルシューティングの基本」(105 ページ)

•

「既知の問題と制限事項」(107 ページ)

•

「カスタマーアドバイザリ」(107 ページ)

•

「一般的な使用における問題のトラブルシューティング」(107 ページ)

•

「インストール、セットアップ、および更新の問題のトラブルシューティング」(112 ペー
ジ)

•

「サーバーの追加と起動のトラブルシューティング」(113 ページ)

•

「OS ビルドプランおよびビルドプランのステップの失敗のトラブルシューティング」(116
ページ)

•

「ディレクトリサービスのトラブルシューティング」(132 ページ)

•

「ステータスメッセージ」(135 ページ)

トラブルシューティングの基本
以下は、予期したとおりに動作しない事象が発生した場合に役に立つステップです。
•

•

ジョブログの表示

◦

ジョブのログのエラーメッセージを確認します。ジョブが完了した後、ジョブの詳細
の [ログ]リンクをクリックすると、ログを表示できます。ログに記録されるメッセー
ジは、何が間違っていたのかを解明するための最善の手段です。

◦

iLO を使用してサーバーを追加する場合、通常、3 つのジョブが開始されます。これ
らのジョブをチェックしてください。2 つのジョブ名には、その名前の一部に iLO IP
アドレスが含まれているはずです。別のジョブはこれら 2 つのジョブとほぼ同じで
す。

◦

PXE を使用してサーバーを追加する場合は、サーバーをメンテナンスで起動した後、
iLO を登録するためのジョブが 1 つ作成されます。ジョブのログを参照し、エラーが
ないかどうかを確認してください。

◦

ジョブのログで、OS ビルドプランが Hewlett Packard Enterprise 提供のものか、カス
タマイズしたビルドプランなのかを判定します。カスタマイズしたビルドプランの場
合は、Hewlett Packard Enterprise 提供のテンプレートを試して、カスタマイズが問
題かどうかを確認します。

◦

エラーが発生したステップを確認します。エラーの原因となるステップに注意してく
ださい。

◦

エラーが発生したステップのパラメーターを確認します。

ターゲットサーバー上のコンソールを確認します。

◦

このシステムは予想した状態ですか? 予想した状態ではない場合、その理由は?

◦

問題について説明している画面でエラーがないか確認します。
–

ビルドプランを再実行し、コンソールでエラーがないかを確認します。

–

サーバーが正しく起動していることを確認します。
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•

ターゲットサーバーがネットワークで到達可能で、ただ 1 つの NIC のみが展開ネットワー
クに接続されていることを確認します。

•

アプライアンス構成を確認します。

•

•

◦

メディアサーバーが到達可能であることを確認します。ゲートウェイと DHCP は正
しく構成されていますか?

◦

DHCP サーバーが展開ネットワーク上に配置されていることを確認します。

◦

外部の DHCP サーバーを使用する場合は、『Insight Control サーバープロビジョニン
グインストールガイド』に記載されているように DHCP サーバーが正しく構成され
ており、すべての非標準のパラメーターが定義済みであることを確認してください。

メディアサーバーの確認

◦

ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランを実行します。このビ
ルドプランは、メディアサーバーのほとんどの問題をチェックします。

◦

メディアサーバーが起動し、展開ネットワーク上のターゲットサーバーから到達可能
であることを確認してください。

◦

ファイル共有および HTTP 経由でメディアサーバー上のファイルにアクセスできるこ
とを確認します。

◦

正しいディストリビューションファイルをメディアサーバーに配置してください。OS
ディストリビューションでは、64 ビットサーバー OS のみがサポートされます。

◦

メディアサーバー上のディレクトリ名が、ビルドプランで提供されるデータと一致し
ていることを確認します。

◦

メディアサーバーのトラブルシューティングについて詳しくは、「「Set Media
Source」ステップ、およびメディアサーバーのトラブルシューティング」 (126 ペー
ジ) を参照してください。

ハードウェア/ソフトウェアに関する既知の注意事項と制限事項についてのチェック

◦

•

ハードウェア、ソフトウェア、およびターゲットサーバーの特定の組み合わせによる
構成が原因で、相互運用の問題が生じることあります。これらの問題が検出される
と、ハードウェアおよびソフトウェア固有の手順および例外 (32 ページ) セクション
に記録されます。リリースの後半に発見された問題は、リリースノートで示されま
す。必ず、これらのセクションをチェックして、ご使用の構成が既知の問題を含んで
いないかを確認してください。

ユーザーインターフェイスの問題

◦

ブラウザーの表示を更新します。

◦

更新しても問題が解決しない場合は、キャッシュをクリアして、もう一度試してくだ
さい。

これらの予備的なステップを実行することで、多くの場合問題の原因を素早く突き止めること
ができます。問題の原因を特定できない場合、以下のセクションの詳細情報を参照して運用上
の問題を特定して解決してください。
ビルドプランに問題がある場合、トラブルシューティングにおける最も強力なステップの 1 つ
が、サーバーが引き続きサービス OS にある間に、システムコンソールでコマンドを入力する
機能です。これを行うことで、メディアサーバー、ハードディスクドライブ、ネットワーク接
続の適切な動作を確認することができます。「サービス OS 中にターゲットサーバーのコマン
ドプロンプトにアクセスする」 (116 ページ) を参照してください。

106 トラブルシューティング

既知の問題と制限事項
『Insight Control リリースノート』および『Insight Management サポートマトリックス』の
Insight Control サーバープロビジョニングのセクションを確認してください（http://
www.hpe.com/info/insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/
proliantessentials_manual ）。
ハードウェアまたはソフトウェアのコンポーネントの中には、Insight Control サーバープロビ
ジョニングで使用する場合に満たす必要がある特別な要件を持つものがあります。必ず「ハー
ドウェアおよびソフトウェア固有の手順および例外」 (32 ページ) セクションを参照して、こ
のような特殊なサーバーや OS リリースがないかどうかを判断してください。

カスタマーアドバイザリ
カスタマーアドバイザリは、選択したサーバーの特定の問題と効果的な解決策を明確に識別す
る簡潔な連絡手段です。問題の解決が困難な場合、役に立つカスタマーアドバイザリが記載さ
れている場合があります。カスタマーアドバイザリのほか、ドライバー、ソフトウェアパッ
チ、製品変更通知、パッチ、セキュリティ報告などを提供するプロアクティブな独自の電子
メールメッセージを受信することができます。http://www.hpe.com/info/myadvisory で、
Hewlett Packard Enterprise Subscriber's Choice にサインアップします。
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GUI の表示の問題
症状

考えられる原因と解決方法

GUI が正しく表示されないか、テキストが正しく表示
されない。

画面解像度および画面内容の特定の組み合わせにより、
画面表示が不正になることがあります。これを修正する
には、次の 1 つ以上の操作を試行してください。
• ブラウザーページを更新します
• 右側にあるヘルプサイドバーが開いていれば閉じます
• ブラウザーウィンドウのサイズを変更します
• ブラウザーのズームを変更します
• まれに、ブラウザーを閉じて再度ログインし、特定の
異常をリセットする必要がある場合があります
重要: 編集画面からブラウザーを更新すると、最後の保
存以降のすべての編集内容は失われます。

リソースが見つからないエラー
症状

考えられる原因と解決方法

リソース（ジョブ、サーバー、スクリプトなど）が見
つからないというエラーメッセージが表示されること
があります。

これは一過性の無害なエラーで、他のリソースを選択し
てから元のリソースに戻るか、ブラウザーを更新するこ
とで解決します。
アプライアンスが 15 分以内に復旧しない場合、サポート
ダンプを生成し、アプライアンスを再起動します。問題
が解決しない場合は、認定サポート担当者に連絡して、
サポートダンプを提供します。
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ダウンロードリンクをクリックした後、ブラウザー画面にエラーメッセージが表
示される
症状

考えられる原因と解決方法

GUI でダウンロードリンクを選択すると、エラーメッ
セージが表示されるブラウザーページに移動する

これは、ダウンロードリンクや、メディアサーバーセッ
トアップユーティリティ、WinPE イメージ生成ユーティ
リティ、サポートダンプの作成、監査ログのダウンロー
ドなどのメニュー項目で発生することがあります。
• これは、リンクに移動する際にエラーが発生したとき
のブラウザーの所定の動作です。
• これは、ネットワークやファイルシステムに問題があ
る場合に発生します。
• ブラウザーの [戻る]ボタンをクリックします。ダウン
ロードを開始したブラウザーページに戻ります。

Matrix OE に OS ビルドプランが表示されない
症状

考えられる原因と解決方法

OS ビルドプランが [インフラストラクチャオーケスト [考えられる原因のチェックリスト]
レーション]→[ソフトウェア] タブに表示されない。
1. オンラインヘルプの「Matrix OE で使用する OS ビル
ドプランの構成」での説明に従い、OS ビルドプラン
の少なくとも 1 つで、OSType と archType カスタム
属性が正しく設定されていることを確認します。
2. CMS では、展開 IP アドレスに対して ping コマンドを
使用し、Insight Control サーバープロビジョニングへ
の接続を確認します。
3. [設定]→[OS 展開設定]画面で、特別なアカウント
「MatrixUser」のパスワードが設定されていることを
確認し、CMS で入力した認証情報と一致することを
確認してください。
4. CMS で mxnodesecurity コマンドを使用すると、
dsc_sas プロトコルのエントリーが正しい
「MatrixUser」のユーザー名とパスワードで表示され
（オンラインのヘルプトピック「インストール済みの
Matrix OE インストールとの統合」での説明を参照）、
アプライアンスの IP アドレスではなく展開 IP アドレ
スを使用していることを確認します。
5. CMS で opswclient.jar ファイルを HPE SIM ディ
レクトリにコピーし（オンラインのヘルプトピック
「インストール済みの Matrix OE インストールとの統
合」での説明を参照）、HPE Systems Insight Manager
サービスを再起動します。

予期しないメッセージ: 再起動
症状

考えられる原因と解決方法

アプライアンスを実行しているブラウザーが、スピナー タイミングの問題で、ブラウザーにアプライアンスが準
および再起動メッセージを表示する。ログインできな 備できたことを知らせるメッセージが表示されません。
い。
• ブラウザーページの更新、ブラウザーキャッシュのク
リア、ブラウザーの再起動などを試してください。
注記: アプライアンスが準備できているかどうかを
確認する方法の 1 つとして、システムコンソールを確
認し、スピナーも表示されているかどうかを参照して
ください。
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症状

考えられる原因と解決方法
アプライアンス内部の Server Automation サービスが、
エラーのため再起動されています。
• 再起動が完了するまで 15 分待ちます。この問題が再
度発生した場合は、システムが再起動した後にサポー
トダンプを取得し、認定サポート担当者にお問い合わ
せください。

アプライアンスを起動する際にエラーが発生する
症状

考えられる原因と解決方法

アプライアンスを起動する際に、起動プロセスが
「UNEXPECTED INCONSISTENCY」エラーで失敗
し、fsck の実行を要求する。

これは、VM ホストの日時が不正で、アプライアンスが作
成された日付または最後に起動した日付よりも前の日付
で設定されている場合に発生します。
• VM ホストの日時を正しい時間に変更し、アプライア
ンスを再起動します。

アプライアンスに進行状況バーが完了付近まで表示さ
れるが、15～20 分以内で起動が完了しない。

1. VM ホストの時刻が正しいことを確認し、正しい UTC
時間を設定します。
2. アプライアンスを再起動します。アプライアンスが復
旧しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせ
ください。

アプライアンス画面から移動できない
症状

考えられる原因と解決方法

VM システムコンソールでブラウザーを使用すると、
他の画面に移動できない。

アプライアンスの VM コンソールウィンドウで実行して
いるブラウザーを制限付きモードで操作すると、この問
題が発生します。
• Ctrl-Alt-Backspace キーを同時に押すか、または制限
モードのブラウザーコントロールが表示されている画
面の上部付近にマウスを移動させて画面の右上隅の
「x」を選択して、ブラウザーを再起動します。

オブジェクトの検索に失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

オブジェクトの検索に失敗する。また、メッセージ「ア
イテムのリストを取得中に問題が発生しました。この
ページを再読み込みしてもう一度試してください。」
が表示される。

検索テキストボックスを使用する際、クエリに特殊文字
（#%&+\”?）が含まれていると、検索が失敗することが
あります。二重引用符は利用可能ですが、フレーズ検索
の場合に限られます。たとえば、“Red Hat Linux” などの
フレーズを含むクエリは、正常なフレーズ検索ができま
す。
検索を正しく行うには、検索クエリでそのような文字
（#%&+\”?）を使用しないことをお勧めします。

コンソールに [VMware waiting for connection] 画面が表示される
症状

考えられる原因と解決方法

コンソールウィンドウに [VMware waiting for
connection] 画面が表示される。

VMware からコンソールへの接続が失われました。
• コンソールウィンドウを閉じ、再度開きます。
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一部のジョブがジョブの画面に表示されない
症状

考えられる原因と解決方法

ジョブの画面のマスターペインに表示されないジョブ
がある。

直近のジョブのみが表示されます。
ジョブのログに対象のジョブが表示されない場合は、す
べてのジョブを表示するように特別に設計された REST
コールを実行できます。アプライアンスに保持されるす
べてのジョブデータの表示について詳しくは、『Insight
Control サーバープロビジョニング管理者ガイド』の「高
度なトピック」の章の “REST call to list jobs not available
via the UI” を参照してください。

ジョブのステータスが「実行中」と表示されたまま終了したことが表示されない
症状

考えられる原因と解決方法

ジョブが完了している、またはジョブが実行されてい
るサーバーが削除されている場合でも、ジョブステー
タスに「実行中」と表示される。

これはまれに起こる現象で、一般的にはジョブを実行中
のサーバーを削除することに関係があります。この現象
が発生したときは、他のすべてのジョブが完了するまで
待機してから、アプライアンスを再起動します。すべて
のジョブステータスは、アプライアンスの起動時にリセッ
トされます。

ターゲットサーバーでビルドプランを実行できない
症状

考えられる原因と解決方法

実際にジョブが実行されていない場合でもサーバーの
ステータスにジョブの実行中と表示され、アプライア
ンスがジョブがすでに実行されていると判断するため
に新規ジョブを実行できない。

サーバーでビルドプランの実行が異常停止した場合に、
そのサーバーがこの状態になる可能性があります。この
現象の原因となる一般的な要素は、ビルドプランの実行
中にアプライアンスの電源がオフになる、ビルドプラン
の実行中に取得したバックアップを使用してアプライア
ンスのリストアが実行される、内部エラーによりビルド
プランが停止することなどが挙げられます。
この問題を解決する唯一の方法は、アプライアンスの再
起動です。アプライアンスの再起動により問題が解消し
ない場合は、認定サポート担当者に問い合わせてくださ
い。

アプライアンスがネットワークにアクセスできない
症状

考えられる原因と推奨処置

[アプライアンスが
ネットワークにアク
セスできない]

アプライアンスネットワークが正しく構成されていない
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. IP アドレス割り当てが正しいことを確認します。
2. DNS IP アドレスが正しいことを確認します。
3. DNS サーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。
背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更します。
4. DNS サーバーが動作していることを確認します。
5. ネットワークのゲートウェイアドレスを確認します。
6. root としてアプライアンスコンソールにログインし、ネットワーク設定を修正します。
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Python で作成されたプログラムがターゲットサーバーで正常に動作しない
症状

考えられる原因と解決方法

IC サーバープロビジョニングアプライアンスによって
展開された後、またはアプライアンスに追加された後、
Python で作成されたプログラムがターゲットサーバー
で正常に動作しない。

ほとんどのターゲットサーバーにインストールされる
Server Automation（SA）エージェントは、Python がベー
スです。互換性を確保するため、エージェントはそれ自
身のバージョンの Python をインストールし、システム変
数「PYTHONPATH」を設定して、エージェントが正常に
動作するようにします。これにより、異なるバージョン
の Python 用に作成されたターゲットサーバー上の Python
プログラムと競合する可能性があります。
「PYTHONPATH」変数をクリアしてシステムのデフォル
トの Python を使用するか、または優先する Python のイ
ンストールパスを向くようにこの変数を設定するように
してください。ただし、システム全体でこの設定を行わ
ないでください。SA エージェントに影響を与える可能性
があります。

バックアップが失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

エラーメッセージ：「Could not download the
backup」が表示される。

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンス
のバックアップ/リストアスクリプトで使用されるバージョ
ンの cURL では、SSL がサポートされている必要があり
ます。使用しているバージョンの cURL が SSL をサポー
トしていない場合、バックアップスクリプトは失敗しま
す。
curl –V コマンドを実行して、そのバージョンの cURL
が SSL をサポートしていることを確認します。SSL をサ
ポートしていない場合、SSL をサポートしているバージョ
ンの cURL をダウンロードします（64 ビット Windows
用の
「http://curl.haxx.se/download/curl-7.23.1-win64-ssl-sspi.zip」
など）。

証明書の問題
症状

考えられる原因と推奨処置

[証明書をインポート 次のいずれかの証明書操作についてトラブルシューティングを行うには、推奨処置に従っ
できない]
てください。
• 自己署名の証明書の作成
• 証明書の署名リクエストの作成
• 証明書のインポート

適切な権限がない
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. 操作を再実行してください。

アプライアンスとブラウザーとの接続が失われた
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ネットワークが正常に動作するか確認してください。
「アプライアンスがネットワークにアクセスできない」(110 ページ)を参照してくださ
い。
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症状

考えられる原因と推奨処置
2. Web サーバーが再起動するまで待ち、操作を再実行してください。

[証明書が失効してい
る]

証明書が有効ではなくなった

[無効な証明書チェー
ン]

リモートアプライアンスの証明書チェーンが破損した

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得します。
2. 新しい署名要求を生成します。

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得します。
2. 新しい署名要求を生成します。

[無効な証明書の内容]

証明書ファイルが無効である
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. 有効な形式の新しい証明書を作成または取得します。
2. 証明書をインポートしてください。

REST API コールから返されるエラーメッセージが日本語の Windows DOS ボッ
クスで正しく表示されない
症状

考えられる原因と解決方法

REST API コールから返されるエラーメッセージが、 IC サーバープロビジョニングは、REST API コールから
日本語の Windows DOS ボックスに正しく表示されな のエラーを UTF-8 でエンコードして返します。SHIFT-JIS
い。
エンコーディングを使用する日本語の Windows DOS ボッ
クスでは、これらのメッセージは正しく表示されません。
これを回避し、エラー情報を表示するいくつかの方法が
あります。
• REST 要求を Linux 環境で行うか、Windows で Cygwin
を使用して行います。
• 要求を行うときに accept-language ヘッダーを en-us
に設定します。
• 返されるメッセージを DOS ボックスでテキストファ
イルにリダイレクトします。

インストール、セットアップ、および更新の問題のトラブルシューティ
ング
エンドユーザー使用許諾契約書内のリンクでエラーメッセージが表示される
症状

考えられる原因と解決方法

エンドユーザー使用許諾契約書（EULA）内のリンクを オンラインバージョンのエンドユーザー使用許諾契約書
クリックするとエラーが発生する。
内のリンクは動作しない可能性があります。Insight Control
サーバープロビジョニングメディアに付属のバージョン
または zip ファイルに含まれるバージョンを使用し、そ
のファイルからリンクを選択します。
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サポートダンプファイルの作成操作が失敗するときの対処
症状

考えられる原因と解決方法

サポートダンプファイルの作成操作が失敗する。

2 つのサポートダンプの作成中、それらのサポートダン
プの間隔が不十分な場合、後のサポートダンプファイル
の作成操作が失敗することがあります。
• 最初のサポートダンプが、まだ実行されている可能性
があります。サポートダンプはバックグラウンドで実
行され、データの量によっては数分かかります。ブラ
ウザーを閉じないでください。アプライアンスがデー
タの収集を完了したら、サポートダンプファイルのダ
ウンロードが開始します。
• 別のサポートダンプがバックグラウンドで実行されて
いないことを確認します。10 分待ってからもう一度や
り直してください。

サーバーの追加と起動のトラブルシューティング
iLO 経由でサーバーを追加できない
このケースでは、症状としては、iLO を使用してサーバーを追加できない、というのがほとん
どのはずです。考えられる原因を、右カラムの項目で示します。ここには、推奨される解決策
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も表示されます。「OS ビルドプランまたは iLO の追加が「Wait for HP SA Agent」ステップ
で失敗する」(124 ページ)を参照してください。
症状

考えられる原因と解決方法

[iLO 経由でサーバーを追加できない]

• [iLO が応答しない]

◦

SSH を使用して iLO にアクセスし、「reset
map1」コマンドを使用して iLO をリセットします。
iLO が再起動するのに十分な時間をとってから、再
度サーバーを追加してみてください。

• [iLO の IP アドレスが不正]

◦

iLO の IP アドレスを確認してください。

• [アプライアンスから iLO にアクセスできない]

◦

iLO の NIC がアプライアンスから到達可能であるこ
とを確認します。

• [不正確な iLO 認証情報]

◦

[サーバーの追加]画面で、iLO 認証情報を確認しま
す。

• [iLO の権限が不足している]

◦

[サーバーの追加]画面で指定した iLO アカウント
は、「admin」を除くすべての権限が必要です。

• [ターゲットシステムが BIOS 画面である、または電源
投入中である]

◦

ターゲットサーバーが RBSU の画面である、また
はサーバーが電源投入時セルフテストを実行中の場
合、アプライアンスは適切な起動パラメーターを自
動的に設定できません。RBSU を終了し、ターゲッ
トサーバーの電源をオフにして、もう一度やり直し
てください。

• [iLO のパスワードに無効な文字が使用されている]

◦

特定の特殊文字を iLO のユーザー名またはパスワー
ドに使用している場合、問題が発生する可能性があ
ります。二重引用符（“）がその特殊文字の一つで
す。無効な文字に関連するエラーが表示される場合
は、iLO のパスワードを変更して再試行してくださ
い。

ターゲットサーバーが、アプライアンスに PXE ブートできない
症状

考えられる原因と解決方法

ターゲットサーバーを Insight Control サーバープロビ 1. [ネットワーク上に DHCP サーバーがありません。]
ジョニングで起動しようとすると、PXE や DHCP から
• アプライアンスの DHCP サーバーが有効になって
の応答がない。
いること、または外部の DHCP サーバーが正しく
構成されているかを確認してください。外部の
DHCP サーバーを、IC サーバープロビジョニング
と組み合わせて機能させるには、特別な構成が必要
です。詳しくは、『Insight Control サーバープロビ
ジョニングインストールガイド』を参照してくださ
い。
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症状

考えられる原因と解決方法
2. [ゲートウェイおよび DNS 情報が不正です。]
• アプライアンスの [設定-> アプライアンス-> 編集->
ネットワーク]画面の [ゲートウェイアドレス]およ
び [優先 DNS サーバー]の情報を更新します。
3. [ファイアウォールが PXE/TFTP 要求をブロックして
います。]
• 以下のポートがオープンしていることを確認してく
ださい。

◦

Port 67 (UDP) – DHCP

◦

Port 69 (UDP) – TFTP

◦

Port 4011 (UDP) – PXE

エラー：「Cannot add user」が表示される。ログイン/ユーザー名がすでに存在
する
症状

考えられる原因と解決方法

PXE を使用してサーバーを追加すると、Registers
IloManagerService ジョブが次のエラー「Cannot add
user」で失敗する。ログイン/ユーザー名がすでに存在
する。ログイン/ユーザー名がすでに存在する

サーバーを PXE ブートすると、サーバーの iLO が登録さ
れないことがあります。
既存の iLO ユーザーアカウントがあり、ユーザー名フィー
ルドやログイン名フィールドに「<」、「>」、または二
重引用符が含まれる場合に、この現象が発生することが
あります。
1. ブラウザーを使用して iLO に接続し、[ユーザー管理]
画面で「<」、「>」、二重引用符文字を含むユーザー
アカウントのユーザー名フィールドまたはログイン名
フィールドを編集し、文字を削除します。
2. [サーバー] 画面の [サーバーの追加]を選択して、iLO
の IP アドレスと認証情報を入力し、Insight Control
サーバープロビジョニングにサーバーを追加します。

エラー：「Mid and crypto not found」が表示される
症状

考えられる原因と解決方法

エラー：「Mid and crypto not found」が表示される

このエラーは、以前インストールされ管理されていたサー
バーが、サーバーのハードディスクドライブに保存され
ているサーバーの識別情報にアクセスできないサービス
OS に起動されたときに多く発生します。
• サーバーの再プロビジョニングを試みる場合は、
「Prepare Server for Reprovisioning」ビルドプランの
いずれかを実行してサーバーの管理ステータスをクリ
アするか、運用停止したサーバーのビルドプランのス
テップが、適切な場所にあるビルドプランの一部であ
ることを確認してください。
• サーバーを追加しようとしたときにこのエラーが表示
される場合、ターゲットサーバーが Insight Control
サーバープロビジョニングにすでに登録されている可
能性があります。この場合、[サーバーの概要] 画面で
ターゲットサーバーを表示し、それを削除することが
できます。

サーバーの追加と起動のトラブルシューティング
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「Processing of response file failed ...」が表示される
症状

考えられる原因と解決方法

「Processing of response file failed ...」が表示され
る

WinPE を起動すると、ターミナルウィンドウが表示さ
れ、メッセージ「Processing of response file failed: Can’t
find a response file on the floppy drives」が表示されるこ
とがあります。
対処は不要です。これは正常で、無視してかまいません。

エラー：「can’t get packet」が表示される
症状

考えられる原因と解決方法

外部の DHCP サーバーを使用して WinPE を起動する 対処は不要です。これは正常で、無視してかまいません。
と、ターミナルウィンドウに「Error, can’t get
packet.」というメッセージが表示されることがある。

Add Server REST API への頻繁な呼び出しが失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

Add Server REST API への頻繁な呼び出しが失敗する 前の Add Server REST コールから 30 秒以内に Add Server
REST API を呼び出すと、タイムアウトで失敗することが
あります。
複数のサーバーを追加する場合は、後続の Add Server
REST API コールとの間に 30 秒以上の遅延を使用しま
す。

OS ビルドプランおよびビルドプランのステップの失敗のトラブルシュー
ティング
•

「サービス OS 中にターゲットサーバーのコマンドプロンプトにアクセスする」(116 ペー
ジ)

•

「一般的な障害」(117 ページ)

•

「Windows ビルドプランの失敗」(118 ページ)

•

「ESXi ビルドプランの失敗」(119 ページ)

•

「Linux ビルドプランの失敗」(121 ページ)

•

「イメージ取得および展開の失敗」(122 ページ)

•

「「Boot」ステップの失敗」(123 ページ)

•

「「Wait for HP SA Agent」の失敗」(124 ページ)

•

「「Set Media Source」ステップ、およびメディアサーバーのトラブルシューティング」
(126 ページ)

•

「「Create Stub Partition」エラー」(129 ページ)

•

「「Check iLO Service」ステップの失敗」(130 ページ)

•

「Intelligent Provisioning のファームウェア更新の障害」(130 ページ)

•

「その他」(131 ページ)

サービス OS 中にターゲットサーバーのコマンドプロンプトにアクセスする
ビルドプランに問題がある場合、ご自分の裁量で実行できるトラブルシューティングにおける
最も強力なステップの 1 つが、サーバーが引き続きサービス OS にある間に、システムコン
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ソールでコマンドを入力する機能です。この機能により、メディアサーバー、ハードディスク
ドライブ、ネットワーク接続などの適切な動作を確認することができます。以下の手順でこれ
を実行する方法を説明します。
Windows のサービス OS（PXE または Intelligent Provisioning）からの操作
WinPE サービス OS 内のサーバーは、ステータスメッセージを示す [Tail for Win32] というタ
イトルのコンソールウィンドウを開きます。このウィンドウでステータスは、Server is
now ready for provisioning と表示されるはずです。このウィンドウは、常に他のウィ
ンドウの前面に表示されるようにプログラムされています。画面にはコマンドプロンプトウィ
ンドウが既すでに表示されていますが、[Tail for Win32] ウィンドウの下に隠れています。こ
の機能を無効にしてコマンドプロンプトウィンドウを前面に表示するには、Tail アプリケー
ションの [ウィンドウ]メニューをクリックし、[Always on top] チェックを外します。完了し
たら、コマンドプロンプトウィンドウのいずれかをクリックして、前面に表示させ、コマンド
を入力します。
PXE ブート Linux サービス OS からの操作
システムコンソールにステータス情報の一部が表示されます。最後のステータスメッセージ
は、Server is now in MAINTENANCE mode になっているはずです。コンソールで
Ctrl-Alt-F2 キーの組み合わせを押します。コマンドプロンプトが起動し、コマンドが入力でき
るようになります。
Intelligent Provisioning Linux サービス OS からの操作
Intelligent Provisioning サービス OS では、コマンドプロンプトは許可されていません。サー
バーをこのモードで起動すると、Intelligent Provisioning スプラッシュ画面のみが表示されま
す。ステータスメッセージは表示されず、コマンドを入力する方法もありません。

一般的な障害
OS を展開できない
すべての状況において、症状は OS を展開できないという内容です。
症状

考えられる原因と解決方法

OS を展開できない。

考えられる原因のチェックリスト
1. 展開する OS がターゲットサーバーでサポートされて
いることを確認します。
2. サーバーに 1 つ以上のディスクが適切に構成されてい
ることを確認します。
3. VID（仮想インストールディスク）は、BIOS で「無
効」になっていることを確認します。（これはデフォ
ルトの設定で、手動で更新されていることがありま
す)。
a. 起動中に [F9] キーを選択し、ROM ベースセット
アップユーティリティにアクセスします。
b. [アドバンストオプション → アドバンストシステム
ROM オプション]を選択します。
c. [仮想インストールディスク]を選択し、[無効]に設
定します。
d. ROM ベースセットアップユーティリティを終了し
ます。
4. BIOS の日付と時刻が正しく設定されていることを確
認します。

OS ビルドプランおよびビルドプランのステップの失敗のトラブルシューティング
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ジョブの完了したステップがログと一致しない
症状

考えられる原因と解決方法

一部のジョブについて、完了したステップの表示数が、 これは、一般的にサーバーの追加に関連するジョブで発
生します。「Add iLO-managed Server」および「Registers
ジョブログのステップの数と一致しない。
IloManagerService」のステップでは、実際は失敗してい
るにもかかわらず、ステップが完了したと表示されるこ
とがあります。
失敗したジョブの標準エラーログを確認し、完了してい
ないステップを特定します。

Windows ビルドプランの失敗
WinPE のバージョンが常に確認される
Windows setup.exe で「no images are available」が表示される
症状

考えられる原因と解決方法

Windows setup.exe で「no images are available」
が表示される

インストール中の Windows のバージョンで、正しいプロ
ダクトキーが使用されていることを確認します。

Windows のビルドプランのエラー：diskpart がシステムドライブのパーティション作成に失敗
する
症状

考えられる原因と解決方法

Windows OS ビルドプランが、「Create Windows
System Drive」ステップにおいて、終了コード 87：
「failed to create system drive partition」で失敗す
る。

このエラーは、diskpart で使用されるターゲットサーバー
のディスク番号が無効な場合に発生します。
1. [「SystemDiskNumber」カスタム属性が無効です。]
• diskpart で使用する「SystemDiskNumber」カスタ
ム属性が、ターゲットサーバーで無効な可能性があ
ります。SystemDiskNumber カスタム属性は、ユー
ザー定義の属性、または Windows OS ビルドプラ
ンの展開中に ProLiant Gen8 サーバーに自動的に割
り当てられる属性です。SystemDiskNumber が以前
のビルドプランの実行で定義済みで、まだ定義が
残っている可能性があります。SystemDiskNumber
カスタム属性を削除します。これにより、Windows
のビルドプランが有効なディスク番号を判断できる
ようになります。
このカスタム属性を自動的に削除するために、ビル
ドプランの先頭に Remove Custom Attributes
From Server ステップを追加できます。これによ
り、以前の実行で使用されたカスタム属性が残って
いる場合、そのカスタム属性は削除されます。
2. [不正なドライブがあります。]
• ターゲットサーバーに、アタッチ済み iLO 仮想ドラ
イブ、接続済み USB キー、またはインストールに
適切ではないその他のドライブがないかどうかを判
断します。そのようなドライブを取り外し、OS ビ
ルドプランを再実行します。
3. [未定義の RAID ドライブがあります。]
• この障害は、ディスクがない場合、またはご使用の
RAID アレイ上に定義済み論理ドライブがない場合
にも発生することがあります。
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仮想ディスクサービスエラー: 指定されたドライブ文字が解放されていないため割り当てできな
い
症状

考えられる原因と解決方法

Windows ビルドプランエラー: 仮想ディスクサービス このエラーは、パーティショニングステップでドライブ
エラー: 指定されたドライブ文字が解放されていないた 文字「C」の割り当てを試みたが、他のディスクのいずれ
め割り当てできない
かにすでにドライブ文字「C」が割り当てられている場合
に発生します。
WinPE を起動し、diskpart を実行して list volume
コマンドを発行し、ドライブ文字の割り当てを確認しま
す。
別のディスクにすでにドライブ文字「C」が割り当てられ
ている場合は、パーティショニングステップの前に
「Remap Windows Drives」ステップを追加することが
できます。このとき、--reservedDriveLetters=”C”
パラメーターを指定して、ドライブに「C」を含まない新
しい文字を割り当てます。

Windows のビルドプランのエラー：「Please provide a value for custom attribute
'ProductKey_<OS>’ to proceed with installation」が表示される
症状

考えられる原因と解決方法

Windows のビルドプランのエラー：「Please provide Windows のプロダクトキーが入力されませんでした。[設
a value for custom attribute 'ProductKey_<OS>’ to 定]画面で、[プロダクトキーの編集]を選択します。[プロ
proceed with installation」が表示される
ダクトキーの作成]を選択し、ご使用の Windows プロダ
クトキーを入力します。
注記: Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプラン
には、インストールを開始する前にカスタム属性の存在
を確認するための手順があります。ただし、ビルドプラ
ンが修正されている場合はこのエラーが表示されること
があります。

Windows のインストールがシステムパーティションエラーで失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

Windows のインストールが次のエラーで失敗する。新
しいシステムパーティションを作成できなかったか、
既存のシステムパーティションは見つかりませんでし
た

ディスク上の既存のパーティションは、Windows インス
トーラーがブートディスクパーティションを検出するを
妨げます。
ProLiant SW - Eraser Server OS ビルドプランを実行し
て、ディスクをクリーンアップし、OS 展開を再試行しま
す。

ESXi ビルドプランの失敗
展開した ESXi サーバーがメンテナンスモードである、または「server in unreachable state」
と表示される
症状

考えられる原因と解決方法

展開した ESXi サーバーがメンテナンスモードである、 これは、予期される動作です。Insight Control サーバープ
または「server in unreachable state」と表示される。 ロビジョニングには、ESXi システム用エージェントがな
いため、インストールが完了してサーバーが実稼動に移
行しても、アプライアンスに通知されることがありませ
ん。サーバーのステータスアイコンは常にメンテナンス
モードのままであり、サーバーのプロパティが正しく反
映されない可能性があります。
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ESXi のインストールがゲートウェイメッセージが表示されて失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

静的アドレスを使用した ESXi のインストールが、ゲー 静的 IP アドレスを使用した ESXi 5.x 以降の OS 展開に
トウェイの指定に失敗したというコンソールメッセー はゲートウェイが必要です。
ジで失敗する。
Hewlett Packard Enterprise 提供のビルドプランにはイン
ストールを開始する前にこのことを確認する手順があり
ますが、カスタマイズされたビルドプランではこの手順
が削除されている可能性があります。
静的 IP アドレスを使用して ESXi を展開する場合、正常
に行うには展開用のゲートウェイを指定する必要があり
ます。

ESXi のインストールが読み取り専用のファイルシステムのエラーで失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

ESXi のインストールが読み取り専用のファイルシステ
ムのエラーで失敗する。

特定の状態のストレージディスクでは、ESXi OS ビルド
プランのインストール時に Read only filesystem
エラーが発生する場合があります。
展開を成功させるためには、kickstart ファイルに
install コマンドをインストールするための
--novmfsondisk パラメーターを追加します。VMFS
パーティションがすでにディスク上に存在する場合、こ
のパラメーターは --overwritevmfs とともに使用し
なければなりません。
例：install --firstdisk --overwritevmfs
--novmfsondisk

Ubuntu 14.04 インストールでは DNS IP アドレスが必要です
症状

考えられる原因と解決方法

hpsa_netconfig カスタム属性で静的 IP が DNS IP アド
レスなしで指定されると、Ubuntu 14.04 OS ビルドプ
ランが Wait for SA Agent 手順で失敗する場合がありま
す。

Ubuntu 14.04 OS ビルドプランのインストールでは DNS
IP が必要です。
DNS IP をサーバーの hpsa_netconfig カスタム属性
に追加して、OS ビルドプランを再起動してください。

ESXi のインストール時にネームサーバーの警告が表示される
症状

考えられる原因と解決方法

静的アドレスを使用した ESXi のインストールで、コ
ンソールにネームサーバーが指定されていないという
警告が表示される

これは、ただの警告です。OS のインストールは続行し、
メッセージは消えます。

ESXi のインストールが繰り返す
症状

考えられる原因と解決方法

ESXi のインストールが繰り返す

一般には、これは ESXi をマルチディスクシステムにイン
ストールしようとすると発生します。デフォルトの Insight
Control サーバープロビジョニング ESXi のアンサーファ
イルは、最初に利用可能なディスクでのインストールを
指示します。ESXi がシステムのハードディスクドライブ
をどのように検出するかにより異なりますが、最初に利
用可能なディスクがインストール向けドライブではない
可能性があります。
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症状

考えられる原因と解決方法
システム RBSU のインストールディスク以外のすべての
ディスクを無効にするか、ESXi アンサーファイルにイン
ストール先のディスク番号を明示的に指定します。

Linux ビルドプランの失敗
OS の展開エラー：「Could not find the SUSE Linux Enterprise Server 11 Repository」が表示
される
症状

考えられる原因と解決方法

OS の展開エラー：「Could not find the SUSE Linux メディアサーバーへアクセスする際に NIC が準備できて
Enterprise Server 11 Repository」が表示される
いないため、インストールが失敗します。
「Kernel_argument」カスタム属性を設定し、値を
「netwait=10」に指定します。

ターゲットサーバーからメディアサーバーの Windows ファイル共有に到達できない
症状

考えられる原因と解決方法

メディアサーバーの Windows ファイル共有またはア • [メディアサーバーの設定]パネルで指定したメディア
クセスできないメディアサーバーのレポートにアクセ
サーバーの設定が正しいことを確認します。
スするステップをマウントしようとすると、「Set
Media Source」ステップで OS ビルドプランが失敗す • 設定を確認する方法の 1 つが、ProLiant SW —
Validate Media Server Settings ビルドプランを実行
る。これは、OS のインストール中に発生し、ターゲッ
することです（詳しくは、「「Set Media Source」ス
トサーバーのコンソールにメッセージが表示されます。
テップ、およびメディアサーバーのトラブルシュー
ティング」 (126 ページ) を参照してください）。この
ビルドプランは、メディアサーバーのほとんどの問題
をチェックします。

Red Hat のビルドプランが最後の「Wait for HP SA agent」ステップで失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

ビルドプランが最後の「Wait for HP SA agent」ステッ
プで失敗する。ターゲットサーバーをインストールし、
ユーザーがリモートコンソールからログインし
「ifconfig」を実行すると、eth* アダプターが表示され
るが IP アドレスがない。ネットワークに接続されてい
るアダプターの dhclient を実行すると、ネットワーク
接続が確立される。

一部のネットワークオプションカードは、IP アドレスを
要求できるようになるまでに、初期化のための時間を余
分に必要とします。NIC が IP アドレスが要求する前に
遅延を追加する以下の手順を実行してみてください。
修正方法：
「LINKDELAY」文を /etc/sysconfig/
network-scripts/ifcfg-eth* ファイルに追加し、
NIC がリンクを確立する時間を与えます。これをインス
トールの一環として実行するには、
1. 新しいビルドプラン、および Kickstart 構成ファイル
を作成します。
2. ビルドプランを編集し、新しい Kickstart 構成ファイ
ルを指すように構成ファイルを変更します。
3. kickstart 構成ファイルを編集し、ファイルの最後に次
の行を追加します。
%post
for file in
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*
do
echo "LINKDELAY=60" >> $file
done
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Linux のインストールがタイムアウトする
症状

考えられる原因と解決方法

Linux のインストールがタイムアウトする。

Linux のインストールの一部として多数の RPM をインス
トールしている場合、RPM をインストールしている間は
インストールログに長時間何も書き込まれないので、ビ
ルドプランが Monitor Installation ステップでタイムアウ
トすることがあります。
次のように、「Monitor Installation」手順でログのアク
ティビティを待機する時間を増加します。
1. ビルドプランのコピーを作成します。
2. ビルドプランのコピーを編集します。
3. ログファイル名の後に、タイムアウトするまでにス
テップによって行われるポーリング数を示す数字を追
加して、Monitor Installation ステップのパラメーター
を変更します。デフォルトは 200 なので、400 以上に
増やすことをお勧めします。次に、例として、Red Hat
のインストールでどのようなパラメーターが使用され
るかを示します。
tmp/anaconda.log 400
4. 新しいビルドプランでインストールを再試行します。

イメージ取得および展開の失敗
イメージ取得と展開の失敗についての基本的な優先順位決定
以下は、イメージ取得と展開の基礎の一般的なトラブルシューティングを示しています。
•

ジョブログを確認して、障害の発生個所を判定してください。着目する必要がある種類を
見分けることができるようになる必要があります。たとえば、メディアサーバーへのアク
セスがない、取得/展開するディスクの検出に問題がある、パーティションテーブルの障害
などです。

•

メディアサーバーが正しくマウントされていることを確認します。ターゲットサーバーの
コンソールからこの作業を実行することができます。コマンドプロンプトを使用して Z:\
Images へのアクセスがあることを確認します。取得している場合、そのフォルダーへの
書き込みアクセス権があるようにしてください。メディアサーバーへのアクセスに問題が
ある場合は、ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランを実行してみ
てください（詳しくは、「「Set Media Source」ステップ、およびメディアサーバーのト
ラブルシューティング」 (126 ページ) を参照してください）。

•

ディスクスペースをチェックしてください。取得している場合、メディアサーバーに空き
があることを確認してください。インストールしている場合は、ターゲットディスクが十
分な大きさであるかを確認してください。

•

WimFileName カスタム属性が定義されていることを確認します。イメージのインストー
ルを実行している場合は、メディアサーバーの Images フォルダーにファイルが存在する
ことを確認します。

•

SystemDiskNumber カスタム属性を確認します。このカスタム属性がすでに定義されて
いる場合は削除し、ビルドプランにより自動で設定されるようにします。それがうまくい
かない場合、障害が発生したジョブログをチェックしてディスクの一覧を探し、取得また
は展開先のディスクを向くようにカスタム属性を設定してみてください。
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イメージの取得後にサーバーが WinPE にある
症状

考えられる原因と解決方法

イメージの取得ビルドプランが実行された後、ターゲッ これは、予期される動作です。取得したばかりのイメー
トサーバーが WinPE サービス OS に残ったままにな ジを参照サーバーに展開しなおす必要があります。
る。

Windows イメージの取得およびインストールの制限事項
症状

考えられる原因と解決方法

Windows イメージの展開が失敗する。

ターゲットサーバーには、イメージのキャプチャー元の
参照サーバーと同様のハードウェアが備えられている必
要があります。イメージツールを使用して Windows イ
メージをインストールする前に、http://
technet.microsoft.com/ja-jp/library/
cc722145%28v=ws.10%29.aspx で、ImageX のドキュ
メントを参照することをお勧めします。

イメージの展開が WIMFileName の不足で失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

Windows イメージの展開が WIMFileName の不足で失 カスタム属性 WimFileName を定義する必要があります。
敗する。
このカスタム属性には、作成またはインストールする WIM
イメージのファイル名を指定します。「Windows Image
Capture」および「Windows Image Deploy Build Plan」
ステップに対して他のフォルダーを使用するようにパラ
メーターを変更していない限り、イメージは常にメディ
アサーバーの「Images」フォルダーにあります。

「Boot」ステップの失敗
Boot ステップのエラー：EV 操作の問題
症状

考えられる原因と解決方法

Boot ステップのエラー：EV 操作の問題。

Boot ステップが、電源投入のセルフテストの実行中また
はサーバーが RBSU 中（許可されていない）のいずれか
で、ワンタイム起動を設定しようとしています。ブラウ
ザーを使用して iLO に接続し、[電力管理] オプションの
下の [押し続ける]を選択して、ビルドプランを実行する
前にターゲットサーバーの電源をオフにします。

iLO 1.20 以降でサーバーの追加が「ILO_WRITE_BLOB_STORE_FAILURE」で失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

Gen8 サーバーで、ビルドプランの Boot ステップが次 Details: An error occurred while performing writeBlobStore
のエラーを表示して失敗する可能性がある: An error
operation.
occurred while performing writeBlobStore operation. Cause: [iLO (10.9.1.33)] Error : Internal error.
Action: Please contact your SA administrator.
ビルドプランの再実行、または別のビルドプランの場合
も同じエラーになります。
以下の操作のいずれかを実行して、iLO をリセットしま
す。
1. ブラウザーから iLO に接続し、[Information Diagnostics]
の下の [リセット] ボタンを押して、iLO をリセットし
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症状

考えられる原因と解決方法
ます。 iLO がリセットしている間、ブラウザーの接続
は失われます。
2. ssh コマンドを使用して iLO に接続し、iLO プロンプ
トで「reset map1」と入力します。iLO がリセット
している間、SSH 接続は失われます。

Linux または ESXi ビルドプランが起動のコピーエラーで失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

Linux または ESXi ビルドプランが次のエラーメッセー OS ディストリビューションが Insight Control サーバー
ジで失敗することがある。
プロビジョニングメディアサーバーに存在しません。
Copy Boot Media failed with exit code 3

メディアサーバーで Insight Control サーバープロビジョ
ニングメディアサーバーセットアップユーティリティを
実行し、OS ディストリビューションを正しいフォルダー
にコピーします。または、ディストリビューションを正
しいフォルダーに手動でコピーします。

「Wait for HP SA Agent」の失敗
OS ビルドプランまたは iLO の追加が「Wait for HP SA Agent」ステップで失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

ビルドプランまたは iLO 機能の追加が、「Wait for HP これはサーバーが、トリガーされた起動の実行、エージェ
SA Agent」ステップで次のエラーで失敗する：Wait
ントの起動、およびアプライアンスへのサーバー自身の
for HP SA Agent failed with exit code 6.
登録に失敗したことを示します。これは、通常のシステ
ムブートとネットワークの登録を中断する可能性がある
事象が原因で発生する可能性があるため、最も一般的な
エラーの 1 つです。以下では、一般的な原因をいくつか
示します。
1. [ターゲットサーバーにアクセスできない]
• エージェントのアプライアンス登録待機中に Wait
for HP SA Agent 手順がタイムアウトする。ター
ゲットサーバーで、1 つの NIC だけが展開 NIC と
して使用されていることを確認します。また、同じ
ネットワーク上のアプライアンスまたはルーターを
介したアプライアンスが NIC にアクセスできるこ
とを確認します。
2. [ターゲットサーバーが、Hewlett Packard Enterprise
ロゴが表示された黒い画面で動かなくなり、ロゴの下
の進行状況バーに進行状況が表示されない]
まれに、Intelligent Provisioning の起動中にサーバー
が、Hewlett Packard Enterprise ロゴとその下に進行状
況バーが表示された黒い画面で動かなくなることがあ
ります。これは、ウォームブート後にデバイスに対し
てまだ実行中のプロセスがある可能性があることによ
る、ウォームブート後のロードに関する問題が発生し
ているドライバーが原因の可能性があります。
• サーバーの電源を切断し、ビルドプランを再度実行
します。
3. [「atMost」パラメーターが小さすぎる]
• Wait for HP SA Agent 手順は、「--atMost」パ
ラメーターが指定する期間待機します。デフォルト
値は、15 分です。サーバーが起動してエージェン
トが開始するにはこれより長い時間がかかります。
Wait for HP SA Agent 手順の「--atMost」パラ
メーターをより大きい値に変更します。
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症状

考えられる原因と解決方法
4. [ターゲットサーバーが DHCP アドレスを取得できな
い]
• アプライアンスまたは外部の DHCP サーバーで
DHCP が構成されていることを確認してください。
IP アドレスおよび起動情報をターゲットサーバー
に提供できる、十分な未使用リースがある適切に構
成された DHCP サーバーが必要です。
5. [ターゲットサーバーの時刻がアプライアンスの時刻と
数時間異なる]
• ターゲットサーバーの日付と時刻がアプライアンス
の時刻と数時間異なると、安全なエージェント接続
を行うことができません。ターゲットサーバーの日
付と時刻を確認し、必要に応じて修正してくださ
い。
6. [運用停止したステップがエージェント接続を切断す
る]
これにより、アプライアンスから以下の条件下のサー
バーへの接続が失われる可能性があります。
a. 元々実運用環境にあり、運用停止ステップを実行せ
ずにサービス OS に起動されたサーバー。一部の
ハードウェアのビルドプランでは、このようにされ
ている可能性があります。
b. 同じサービス OS を呼び出す起動ステップが実行さ
れたが、この起動ステップの後に運用停止ステップ
がある（ほとんどの OS インストールビルドプラン
と同様）。
結果として、運用停止ステップがアプライアンスの
エージェントへの接続を切断し、ビルドプランが失敗
します。これが発生する場合は、OS インストールビ
ルドプランを再度実行すれば、解決します。最終的に
再インストールするために実稼動環境からメンテナン
ス環境にシステムを戻す場合、またこの問題を回避す
る場合は、「Prepare server for Reprovisioning」ビル
ドプランのいずれかを実行してください。
7. [ターゲットサーバーがレッドスクリーンになる]
USB ポートが使用中の場合、またはファームウェアや
BIOS に問題がある場合、ターゲットサーバーの展開
中にレッドスクリーンが表示されることがある。展開
中、ターゲットサーバーにレッドスクリーンが表示さ
れた場合、次を試します。
• いずれの USB ポートもドライブに接続されていな
いことを確認します。
• IC サーバープロビジョニングでターゲットサーバー
のファームウェアがサポートされていることを確認
してください。
• BIOS をクリアして、RBSU のブートレコードをリ
セットします。
• a. RBSU で、[システムデフォルトオプション →
設定の復元/起動ディスクの消去]を選択します。
b. リセット後、必要に応じて RBSU にログインし
なおして、設定を再構成します。
8. [Windows OS は正常にインストールされたが、エー
ジェントが正しくインストールされていない可能性が
ある。]
複数の Windows 展開を実行しているとき、オペレー
ティングシステムのインストールが完了した後にター
ゲットのローカルディスクへの起動が失敗し、エー
ジェントのタイムアウトが発生する。Windows オペ
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症状

考えられる原因と解決方法
レーティングシステムは、ハードディスクドライブに
正常にインストールされましたが、エージェントが適
切にインストールされていない可能性があります。
• 最適な対処方法は、障害が発生したターゲットサー
バー上での Windows ビルドプランの再実行です。

ビルドプランが失敗し、ターゲットサーバーが Intelligent Provisioning 画面である
症状

考えられる原因と解決方法

ビルドプランが「Wait for HP SA Agent」ステップで [これは、断続的なタイミングの問題が原因です。]
失敗したあと「Reboot」ステップが実行され、ター
ゲットサーバーに Intelligent Provisioning 画面が表示 • ビルドプランを再実行します。
される。

「Set Media Source」ステップ、およびメディアサーバーのトラブルシューティ
ング
メディアサーバーが正しくセットアップされていない場合や、展開ネットワークまたはター
ゲットサーバーからアクセスできない場合は、Set Media Source 手順の実行中にビルドプラ
ンが失敗することがあります。以下の情報は、メディアサーバーの問題のトラブルシューティ
ングについて推奨されるいくつかの解決策を示します。
メディアサーバーのセットアップ方法およびビルドプランとの通信方法についての詳細は、
『Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイド』に記載されています。
メディアサーバーのセットアップを確認したり、Set Media Source 手順の失敗をトラブル
シューティングしたりする場合は、ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプ
ランを実行する必要があります。または、手動で、ビルドプランで実行する手順と同様の手順
に従うことができます。以下でビルドプランと手動の手順について説明します。

Run the ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランの実行
メディアサーバーのセットアップを確認する場合や、Set Media Source 手順が失敗して問題
をトラブルシューティングする必要がある場合は、ProLiant SW — Validate Media Server
Settings ビルドプランを実行します。これは、稼動 OS をメンテナンスまたは実行中の、
Windows または Linux のいずれかのターゲット上で実行できます。メディアサーバーをセット
アップしたり更新したりするときは、設定を確認するために、これを Windows ターゲットで
1 回、Linux ターゲットで 1 回実行できます。メディアサーバーに関連するビルドプランの失
敗がある場合は、すぐにこのビルドプランを実行して、接続の問題を識別できます。このビル
ドプランはターゲットサーバーでブート操作を実行しないことに注意してください。これは、
稼動 OS またはサービス OS のいずれかをすでに実行中のターゲット上で実行する必要があり
ます。
ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランには 2 つのスクリプトが含ま
れています。
•

Display Media Server Settings スクリプトは、アプライアンスの [メディアサーバーの設
定] 画面で入力したデータを読み取り、ビルドプランのジョブログに情報を表示します。

•

Validate Media Server スクリプトは、ターゲットサーバーとメディアサーバー間でさま
ざまな接続テストを実行し、それらのテストの結果をジョブログにレポートします。

ビルドプランの実行が成功したか失敗したかに関係なく、ProLiant SW — Validate Media
Server Settings ビルドプランを必ず確認してください。メディアサーバー接続を修復するた
めに取るべき重要な情報が含まれている場合があります。

126 トラブルシューティング

「Set Media Source」ステップとメディアサーバーの手動による検証
ProLiant SW — Validate Media Server Settings ビルドプランはほとんどのメディアサーバー
の問題をチェックします。ただし、ビルドプランを実行できない場合やビルドプランが問題を
解決できない場合は、以下の手動のトラブルシューティング手順を実行して問題を解決するこ
ともできます。
•

[設定]→[メディアサーバー]画面で指定したメディアサーバーの設定が正しいこと、および
メディアサーバーの構成時に使用した情報と一致することを確認します。

•

メディアサーバーの IP アドレスが、展開ネットワークとターゲットサーバーからアクセ
スできることを確認してください。ターゲットサーバーからメディアサーバーに対して
ping を実行してください。メディアサーバーに ping できない場合は、以下のことを確認
してください。

◦

メディアサーバーが展開ネットワーク上にあることを確認してください。別のサー
バーまたはメディアサーバーから ping できる場合は、アプライアンスの展開 IP を
ping します。この接続がない場合は、メディアサーバーのネットワークを修復して再
試行してください。

◦

別のサーバーからメディアサーバーを ping できる場合、ターゲットサーバーが展開
ネットワークに正しく接続されていることと、すべてのスイッチが正しく構成されて
いることを確認します。

◦

メディアサーバーへのアクセスにゲートウェイが必要な場合、ゲートウェイが DHCP
設定（内部または外部の DHCP）で正しく定義されているか、またはビルドプランを
実行するときに、静的ネットワーク構成の一部として正しくゲートウェイを指定して
いるかを確認してください。

•

メディアサーバー OS に基づき、Set Media Source ステップの右側のパラメーターが
あることを確認します。

•

メディアサーバーを ping できるようになったら、ターゲットサーバー、またはメディア
サーバーに接続する別のホストから、メディアサーバー上のファイルに手動でアクセスし
てみてください。[設定] 画面で指定されているのと同じ情報を使用して、Windows ファイ
ル共有のマッピングまたはブラウザーを使用した HTTP ファイルへのアクセスを試してみ
てください。必要な場合は、両方の操作を試してください。メディアサーバー接続のテス
トをするには、以下の各コマンドを使用します。

◦

Windows または WinPE を実行するサーバーから、コマンドプロンプトに次のように
入力します。
net use z: \\< メディアサーバー IP アドレス >\< ファイル共有名 >/user:<
ユーザー名 >
パスワードの入力を求められます。メディアサーバーのパスワードを入力し、Z:ドラ
イブにファイル共有がマウントされているかどうかを確認してください。Z: がすでに
マウントされている場合は、別のドライブ文字にしてください。

◦

Linux または Linux サービス OS を実行しているサーバーから、次のコマンドを入力
します。
mkdir /mnt/ms
mount —t cifs —o username=<username>,sec=ntlmv2,noserverino
//<media-server-ip-address>/<file share name> /mnt/ms
/mnt/ms がすでに存在する場合は mkdir コマンドを無視してかまいません。パス
ワードを入力するように求められます。メディアサーバーのパスワードを入力し、
ファイル共有がマウントされているかどうかを確認してください。成功した場
合、/mnt/ms フォルダーに移動し、ファイル共有の内容（イメージ、メディアなど）
を参照できます。
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コマンドが失敗した場合、次のマウントコマンドのいずれかを実行して、動作するコ
マンドを確認してください。動作するコマンドが分かったら、指定されたオプション
を使用するようにビルドプランを更新します。
mount —t cifs —o username=<username>,sec=ntlmvssp,noserverino
//<media-server-ip-address>/<file share name> /mnt/ms
mount —t cifs —o username=<domain/username>,sec=ntlmv2,noserverino
//<media-server-ip-address>/<file share name> /mnt/ms
mount —t cifs —o username=<username>,sec=ntlmv2i,noserverino
//<media-server-ip-address>/<file share name> /mnt/ms
それでも問題が解決されない場合は、以下の内容を確認します。

◦

メディアサーバーをホストしている Windows のバージョン。IC サーバープロビジョ
ニングは、Windows 2008 SP2 以降を実行しているメディアサーバーをのみをサポー
トします。Windows 2008（Windows 2008 SP1）のバージョンでは、既知の問題があ
ります。Windows 2008 SP2 にアップグレードしてこの問題を解決してください。

◦

メディアサーバーは、ドメインコントロールサーバーでもある Windows サーバーで
ホストすることはできません。Windows のドメインコントロールサーバーは、ファイ
ル共有のアクセスを防ぐために追加のセキュリティ制御が適用されています。

◦

メディアサーバーの設定を確認してください。メディアサーバーがドメインに含まれ
ている場合、ファイル共有ユーザーは domain\username の形式で指定する必要があ
ります。ここで domain は、ユーザーのドメイン名か、ユーザーアカウントがローカ
ルユーザーの場合はメディアサーバーのホスト名になります。
また、特定のフィールドでは、一部の特殊文字は使用できません。ファイル共有名と
ユーザー名は次の予約文字を含めることはできません：「<（未満）」、「>（よりお
おきい）」、「:（コロン）」、「"（二重引用符）」、「/（スラッシュ）」、「\（バッ
クスラッシュ）」、「|（垂直バーまたはパイプ）」、「? （疑問符）*（アスタリス
ク）」、「[（開始角括弧）」、「]（終了角括弧）」、「;（セミコロン）」、「=（等
号）」、「,（カンマ）」、「+（プラス）」、「&（アンパサンド）」、「~（チル
ダ）」、「（ヌル）」および先頭のスペースまたは末尾のスペース。パスワードを
（null）にしたり、先頭または末尾のスペースや「"（二重引用符）」を含めることは
できません。

◦

展開の 1 つのタイプが機能し、もう一つは機能しないことを確認します。Windows
展開は、Windows ファイル共有マッピングを使用し、Linux/ESXi 展開は、HTTP を使
用します。1 つのタイプが機能し、もう 1 つのタイプが機能しない場合は、メディア
サーバーへの接続は正しく行われており、問題はメディアサーバーの構成である可能
性があります。メディアサーバーの要件とセットアップ手順を『Insight Control サー
バープロビジョニングインストールガイド』で確認し、手動のセットアップ手順を
『Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイド』で確認してくだい。

◦

IC サーバープロビジョニング 7.2 または 7.2.1 で使用する場合、ローカルの Windows
ユーザーアカウントだけがメディアサーバーでサポートされています。ドメインユー
ザーアカウントは 7.2.2 以降でサポートされます。
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「Create Stub Partition」エラー
Linux または ESXi ビルドプランのエラー：「create stub partition」
すべての状況において、症状はスタブパーティションを作成できないという内容です。
症状

考えられる原因と解決方法

Linux または ESXi ビルドプランのエラー：「create
stub partition」。

1. [ターゲットサーバーに物理ディスクがない。]
• ターゲットサーバーにディスクを追加します。
Insight Control サーバープロビジョニングには、イ
ンストール先のローカルディスクまたはブートディ
スクとして正しく構成されている SAN ディスクが
1 つ必要です。
2. [Smart アレイが正しく構成されていない。]
• 論理ドライブが、ターゲットサーバーの Smart ア
レイ上に定義されていません。論理ドライブを手動
で作成するか、Smart アレイ構成のビルドプランを
カスタマイズして Smart アレイを構成し、ターゲッ
トサーバーに対してビルドプランを実行します。
3. [ストレージコントローラーが BIOS で有効でない。]
• BIOS のストレージコントローラーを手動で有効に
するか、システム ROM 構成のビルドプランをカス
タマイズして、そのビルドプランをターゲットサー
バーに対して実行します。

スタブパーティション作成時のデバイス使用中エラー
症状

考えられる原因と解決方法

「Create stub partition」ステップは、デバイス使用
中のエラーを返す場合があります。ビルドプランがこ
のステップで失敗しない場合、これは正常であり、無
視してかまいません。

1. [複数のディスクにインストール済みの Windows OS
がある]。

Linux OS のビルドプランが、PXE を使用しない展開
を実行中に「Create stub partition」手順で、次のエ
ラーが表示され失敗する場合は、考えられる原因と解
決方法を検証します。：Errors from step 8
'Create Stub Partition': umount:
/mnt/local_root/dev: device is busy. (In
some cases useful info about processes
that use the device is found by lsof(8)
or fuser(1))

• ターゲットサーバー上のブートディスクおよび 1 つ
または複数の他のディスクに、以前インストールさ
れた Windows オペレーティングシステムが含まれ
ています。ビルドプランを編集して、Create Stub
Partition ステップの前に Unmount All Boot Disk
Partitions ステップを追加します。ビルドプランを
再実行します。
2. [ブートディスク上および SAN 上にインストール済み
の Windows OS がある。]
• ターゲットサーバー上のブートディスクがマルチパ
ス構成の SAN に接続され、以前にインストールさ
れた Windows オペレーティングシステムを含んで
いる。ビルドプランを編集して、Create Stub
Partition ステップの前に Unmount All Boot Disk
Partitions ステップを追加します。ビルドプランを
再実行します。
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「Check iLO Service」ステップの失敗
OS ビルドプランが「Check iLO Service」ステップで失敗する
すべての状況において、症状は OS ビルドプランが「Check iLO Service」ステップで失敗す
るという内容です。
症状

考えられる原因と解決方法

[OS ビルドプランが「Check iLO Service」ステップ
で失敗する]

1. [ターゲットサーバーは、VM のゲストです。]
• Check iLO Service ステップを OS ビルドプランか
ら削除します。
オンラインのヘルプトピック「VM ゲスト展開用の
OS ビルドプランを作成する」を参照してくださ
い。
2. [ターゲットサーバーに iLO がない。]
• Insight Control サーバープロビジョニングは、物理
サーバーを展開するときは、内蔵 iLO 管理プロセッ
サーを搭載する ProLiant サーバーのみをサポート
します。
3. [iLO に接続できない。]
• ターゲットサーバーで、アプライアンスから iLO
NIC へのネットワーク接続を確認します。
4. [アプライアンスに、サーバーに関連付けられた iLO
がない。]
• ターゲットサーバーには iLO があるが、アプライア
ンスデータベースのサーバーに関連付けられている
iLO がない、または自動 iLO 登録が PXE ブート中
に失敗しました。PXE を使用してターゲットサー
バーが検出された場合、iLO 登録ジョブのステータ
スを調べ、iLO の登録および iLO アカウントの作成
タスクが失敗していないかどうかを確認します。必
要に応じてサーバーを削除し、もう一度サーバーを
追加します。実稼動中にサーバーが追加された、ま
たはサーバーが RDP から移行された場合、[サー
バーの追加] 画面で iLO 情報を入力できます。[メン
テナンスで起動しない]を必ず選択してください。

Intelligent Provisioning のファームウェア更新の障害
ProLiant SW - Intelligent Provisioning Firmware Update ビルドプランに障害が発生した場
合、以下の対処を実施することで、問題のトラブルシューティングに役立つ可能性がありま
す。
•

ターゲットサーバーが Gen8 以降のサーバーであることを確認します。Gen8 より前のサー
バーは、Intelligent Provisioning をサポートしていません。

•

IPversion カスタム属性を設定しているかどうかを確認します。設定している場合は、
メディアサーバーの Media/ip ディレクトリの下のサブディレクトリ名に対応する有効な
値が含まれていることを確認してください。IPversion カスタム属性の設定は必要あり
ません。デフォルトでは、Media/ip ディレクトリの下の、値が最も大きいサブディレク
トリ（ソート順で決定）が選択されます。たとえば、Media/ip/1.50 および Media/ip/
1.60 のディレクトリが存在する場合（Intelligent Provisioning のバージョン 1.50 および
1.60 に対応）、1.60 のバージョンが自動的に選択されます（1.60 が 1.50 よりも大きいた
めです）。

130 トラブルシューティング

重要: ProLiant Gen8 は HPE Intelligent Provisioning バージョン 1.xx を使用し、ProLiant
Gen9 はバージョン 2.xx を使用します。Intelligent Provisioning ファームウェア 1.xx を
Gen9 サーバーにインストールしようとする、またはその逆を行おうとすると、ビルドプ
ランはエラーを表示します。このため、Gen8 サーバーを更新するときに、バージョン番
号を明示的に指定しなければならない場合があります。
•

ビルドプランはターゲットサーバーの PXE ブートの機能に依存するため、お使いの環境
で PXE が構成されていることを確認してください。

•

iLO リモートコンソール（Web ブラウザー接続を使用してサーバーの iLO にアクセス可
能）を使用して、サーバーが Linux サービス OS に PXE ブートしていることを確認しま
す。

•

サーバーが Linux サービス OS に PXE ブートしたら、iLO リモートコンソールで Alt-F2
キーを押して Linux シェルプロンプトを取得し、メディアサーバー上のファイル共有が
/mnt/media の下にマウントされていることを確認します。メディアサーバーからのファ
イル共有のマウントに問題があった場合には、Set Media Source ビルドプランステップ
が失敗しています。詳しくは、「「Set Media Source」ステップ、およびメディアサー
バーのトラブルシューティング」(126 ページ)を参照してください。

•

iLO リモートコンソールの Linux シェルプロンプトで、コマンド
cd/mnt/media/Media/ip、続けて ls-l を発行し、ご使用の Intelligent Provisioning
バージョンを格納しているディレクトリに読み取りアクセス権があることを確認します。

•

Intelligent Provisioning ISO をメディアサーバーの Media/ip/
<Intelligent-Provisioning-Version> という名前のディレクトリに展開したこと
を確認します。ここで、<Intelligent-Provisioning-Version> は Intelligent
Provisioning ファームウェアのバージョンです。たとえば、Intelligent Provisioning のファー
ムウェアバージョンが 1.60 の場合、メディアサーバーのディレクトリは Media/ip/1.60
という名前になります。iLO リモートコンソールの Linux シェルプロンプトから、パス
/mnt/media/Media/ip/<Intelligent-Provisioning-Version> を使用してディ
レクトリにアクセスすることができます。

その他
マルチディスクシステムをインストールできない
オペレーティングシステムごとに異なる順序でハードディスクドライブを検出するため、マル
チディスクシステムではどのディスクがインストール用に選択されるかは保証されていませ
ん。
症状

考えられる原因と解決方法

マルチディスクシステムをインストールできない

Hewlett Packard Enterprise 提供の Red Hat および SUSE
ビルドプランは、デフォルトですべての検出されたハー
ドディスクドライブにインストールされます。既存のデー
タは消去され、新しいパーティションのレイアウトが作
成されます。
Hewlett Packard Enterprise 提供の ESXi および Ubuntu
ビルドプランは、最初に検出されたドライブにのみイン
ストールされます。
RBSU の目的のドライブ以外のドライブをすべて無効に
するか、アンサーファイルで明示的にインストール先の
ドライブを指定します。
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Windows SPP ビルドプランが「Install Windows SPP」ステップで失敗する
症状

考えられる原因と解決方法

ProLiant SW – Install Windows SPP ビルドプランが
「Install Windows SPP」ステップにおいて、ログファ
イルの次のエラーで失敗する：「The system cannot
find the drive specified」。システムは指定されたパ
スを検索できません。ネットワーク接続を見つけるこ
とができませんでした。

ProLiant SW – Install Windows SPP は、メディアサーバー
への接続が無効の場合、または SPP のバージョンがメ
ディアサーバーに存在しない場合にはレポートしません。
「Set Media Source」ステップがビルドプランに含まれ、
正常に動くことを確認します。メディアサーバーの
「\media\spp」に SPP ファイルがあることを確認しま
す。

Windows のディスクパーティショニングの障害
症状

考えられる原因と解決方法

Windows OS のインストールが失敗する。自動実行ファ IC サーバープロビジョニングは C:パーティションを使
イルからのディスクパーティショニングにより、C: ド 用して OS のインストール作業に必要なドライバーを格
ライブが消去される。
納します。そのため、自動実行ファイルを作成する際
は、C:パーティションを上書きしないようにする必要が
あります。
解決策: C: パーティションの上書きを防止するには、
「Create Windows System Drive」スクリプトを使用し
たパーティショニングを行わないようにする必要があり
ます。詳細は、『Insight Control サーバープロビジョニ
ングビルドプランリファレンスガイド』を参照してくだ
さい。

ディレクトリサービスのトラブルシューティング
ディレクトリサービスを追加できない
症状

考えられる原因と推奨処置

ディレクトリサービ
スホストに接続でき
ない

ディレクトリサービスホストとの接続が失われた

証明書エラー

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。
2. ディレクトリサーバーの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで ping コマン
ドを実行して、オンラインかどうかを確認します。
3. ディレクトリサービスとの LDAP 通信用のポートがポート 636 であることを確認しま
す。
4. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブ
ロックされていないことを確認します。
5. アプライアンスのネットワークが正しく動作していることを確認します。
6. アプライアンスの仮想マシンが適切に機能していることと、十分なリソースがあること
を確認します。

証明書の有効期限が切れている
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。
2. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。
3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認
します。

証明書が有効な x509 のフォーマットでない
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. 構成を修正して、もう一度実行してください。
2. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。
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症状

考えられる原因と推奨処置
3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認
します。

証明書に x509v3 の key usage extension（デジタル署名）が含まれてい
ません。
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. 証明書に key usage extension が含まれていることを確認します。
2. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。
ログインできない

認証情報が不正確である
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。
2. 検索コンテキスト情報が正確であることを確認します。別のアカウントまたはグループ
にアクセスしようとしている可能性があります。
3. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。
4. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認
します。

ディレクトリサービス用のサーバーを追加できない
症状

考えられる原因と推奨処置

ディレクトリサービ
スホストに接続でき
ない

ディレクトリサービスホストとの接続が失われた

ログインできない

不正確な認証情報

1. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。
2. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。
3. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブ
ロックされていないことを確認します。
4. ディレクトリサービスホストの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで ping
コマンドを実行して、オンラインかどうかを確認します。
5. アプライアンスのネットワークが正しく動作していることを確認します。
6. アプライアンスが仮想マシンでホストされている場合は、適切に機能していて、十分な
リソースがあることを確認します。

1. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。
2. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。
3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認
します。

[ディレクトリの追加] 画面での設定が正確でない
1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。重
複する名前は使用できません。
2. [ディレクトリの種類]が正しいことを確認します。
3. [ベース DN] フィールドと、OpenLDAP の場合は [ユーザーネーミング属性]フィール
ド、および [組織ユニット]フィールドが正しいことを確認してください。
4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。
5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。

ディレクトリグループを追加できない
症状

考えられる原因と推奨処置

ログインできない

ディレクトリサービスホストとの接続が失われた
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。
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症状

考えられる原因と推奨処置
2. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。
3. 通信に使用しているポート（デフォルトポート 636）がファイアウォールによってブ
ロックされていないことを確認します。
4. ディレクトリサービスホストの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで ping
コマンドを実行して、オンラインかどうかを確認します。
5. アプライアンスのネットワークが正しく動作していることを確認します。
6. アプライアンスが仮想マシンでホストされている場合は、仮想マシンが適切に機能し、
十分なリソースが割り当てられていることを確認します。

認証情報が不正確である
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。
2. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。
3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認
します。
ディレクトリサービ
スにグループが見つ
からない

グループがディレクトリサービスに構成されていない
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. 認証ディレクトリサービスの認証情報を確認します。
2. ディレクトリサービスが動作していることを確認します。
3. グループの名前を確認します。
4. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、ディレクトリサービスにグループのアカ
ウントが構成されていることを確認します。
5. もう一度グループを検索してみてください。

ディレクトリのタイプが正しくない
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
ディレクトリのタイプが正しく指定されていません。たとえば、Active Directory サービス
がOpenLDAP として指定されている可能性があります。
1. ディレクトリサービスの設定が正確であることを確認します。
グループを追加でき
ない

グループがすでにマッピング済みである
必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
指定された認証ディレクトリおよびグループはすでに存在しています。グループは固有の
ものであることが必要です。
1. 現在のグループを別のロールに割り当て直してください。それ以外の場合は、グループ
を固有にしてください。

ディレクトリサービ
ス用に構成されてい
るサーバーでグルー
プが見つからない

構成されたディレクトリサービスに対して指定した検索にグループが含ま
れていない

ディレクトリサービ
ス用に構成されてい
るサーバー上にグ
ループが見つからな
い。他のディレクト
リサーバーに到達で
きない

ディレクトリグループへのアクセス中にエラーが発生した

ディレクトリサービ
ス用に構成された

ディレクトリサーバーからのグループの取得中にエラーが発生した
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必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ディレクトリサーバーの構成を確認します。
2. OpenLDAP では、必要な 1 つ以上のグループを取得するためのすべての検索コンテキ
ストを追加します。[追加]ボタンを使用して組織単位をさらに複数生成し、これを使っ
て UID または CN を指定します。

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者
1. ディレクトリサーバーの構成を確認します。
2. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。
3. OpenLDAP では、必要な 1 つ以上のグループを取得するためのすべての検索コンテキ
ストを追加します。[追加]ボタンを使用して組織単位をさらに複数生成し、これを使っ
て UID または CN を指定します。

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

症状

考えられる原因と推奨処置

サーバーに到達でき
ない

1. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。「ディレクトリサービス用のサー
バーを追加できない 」(133 ページ)を参照してください。
2. ディレクトリサーバーの構成を確認します。

ディレクトリサービスを使用できない
症状

考えられる原因と推奨処置

ディレクトリサービ
スに接続できない

ディレクトリサービスサーバーがダウンしている
1. ディレクトリサーバーの IP アドレスまたはホスト名に対してローカルで ping コマン
ドを実行して、オンラインかどうかを確認します。
2. アプライアンスのネットワークが正しく動作していることを確認します。
3. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、サーバーがダウンしているかどうかを確
認します。

[ディレクトリの追加] 画面での設定が正確でない
1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。重
複する名前は使用できません。
2. [ディレクトリの種類]が正しいことを確認します。
3. [ベース DN] フィールドと、OpenLDAP の場合は [ユーザーネーミング属性]フィール
ド、および [組織ユニット]フィールドが正しいことを確認してください。
4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。
5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。
6. グループに割り当てられている役割が正しいことを確認します。

ステータスメッセージ
以下のセクションでは、特定のアクションを実行したときに表示される可能性があるステータ
スメッセージのいくつかについて、追加情報の一部を紹介します。

開始中
アプライアンスが起動中または再起動中です。
最初は回転する進行中アイコンが表示され、やがて進行状況バーが表示されます。アプライア
ンスの Web アプリケーションがアクティブになるにつれ、進行状況バーが進行します。完了
すると、ログイン画面が表示されます。

Oops
アプライアンスで重大なエラーが発生し、そのエラーから復旧できませんでした。
アプライアンスを再起動するとエラーが解決される場合があります。
エラーメッセージには、サポートダンプファイルを作成して USB ドライブに保存し、認定さ
れたサポート担当者に問い合わせるように勧める通知が表示されます。
注意:
サポートダンプファイルを作成すると、アプライアンス上に存在するすべてのバックアップ
ファイルが上書きされます。
エラーメッセージには、サポートダンプファイルを作成して、認定されたサポート担当者に問
い合わせるように勧める通知が表示されます。
このエラーメッセージが表示されるときは認定サポート担当者に問い合わせることをお勧めし
ます。
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リストアが進行中
アプライアンスは現在、バックアップファイルからリストア中です。
アプライアンスは、リストア操作中は動作しません。
重要:

リストア操作をキャンセルしないでください。

バックアップファイルからのアプライアンスのリストアについて詳しくは、「アプライアンス
のリストアについて」(76 ページ)を参照してください。
バックアップファイルを作成した後でサーバーハードウェアをアプライアンスに追加した場
合、そのハードウェアはリストア操作の完了時にアプライアンスデータベースに含まれませ
ん。そのハードウェアをアプライアンスに追加してから、バックアップファイルの作成時とリ
ストア操作の完了時の間に加えられたほかの構成変更（サーバープロファイルの割り当てな
ど）を繰り返します。
バックアップファイルからアプライアンスをリストアすると、アプライアンス上のすべての管
理データとほとんどの構成設定が置き換えられます。
リストアが完了したら、インフラストラクチャ管理者は、アラートによって特定される残りの
不一致を手動で解決する必要があります。

アプライアンスのアップデート
アプライアンスのアップデートが進行中です。
アプライアンスは、更新されると再起動され、ログイン画面が表示されます。この再起動に
よって、管理下にあるシステムの操作が中断されることはありません。

バックアップからのリストアができませんでした
アプライアンスをバックアップファイルからリストアできませんでした。
以下の対応が必要になります。
•

Hewlett Packard Enterprise によって提供される仮想マシンイメージから新しいアプライ
アンスを作成します。
『Insight Control サーバープロビジョニングインストールガイド』を参照してください
（http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs または http://www.hpe.com/jp/
proliantessentials_manual ）。

•

ネットワーク設定を構成します。

•

もっと前のバックアップファイルからアプライアンスをリストアします。
重要: バックアップファイルが取得されたアプライアンスのバージョンは、新しいアプ
ライアンスのバージョンに一致している必要があります。
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15 高度なトピック
この章では、熟練したユーザーが ICsp の作業を理解するための追加情報を示します。これに
は次のセクションが含まれます。
•

「サービス OS について」 (137 ページ)

•

「Insight Control サーバープロビジョニング REST API について」 (144 ページ)

•

「ビルドプランのエクスポートとインポート」 (158 ページ)

サービス OS について
このセクションでは、ICsp で使用する各種サービス OS、基礎となるサービス OS ブートの
アーキテクチャー、およびサービス OS の操作や変更の手順について詳しく説明します。この
製品の標準的なユーザーは、サーバーをデプロイするにあたってこの情報を知っておく必要は
ありません。製品には適切なサービス OS が付属しており、実行しているビルドプランのタイ
プに応じて自動的に起動されます。この情報は、熟練したユーザーが作業について理解し、
ICsp についての詳細を理解するためのものです。

サービス OS の概要
小さなオペレーティングシステムであるサービス OS は、すべてシステムメモリで実行され、
完全稼働オペレーティングシステムにある小さい機能サブセットのみを含みます。通常、サー
バーの構成やプロビジョニング、メンテナンスタスクの実行、およびネットワークでの通信に
は、この限定機能で十分です。サービス OS はプリブート環境（PE）または RAM ディスクと
も呼ばれます。
サービス OS はサーバーをプロビジョニングするために重要です。サービス OS は完全にメモ
リで実行されるため、サーバー上のハードディスクをパーティショニングして OS の実行に影
響を与えずに上書きできます。サービス OS にコピーされるファイルはすべてメモリにのみ保
存され、サーバーを再起動すると失われます。
ICsp によってサービス OS の広範な使用が可能になり、次のようなプロビジョニング機能が実
行されます。
•

ハードディスクドライブのパーティショニングとフォーマット

•

OS インストールファイルのコピー

•

システムハードウェアの構成

•

ファームウェアのフラッシュ

Insight Control サーバープロビジョニングでのサービス OS のタイプ
ICsp は、Linux（LinuxPE）と Windows（WinPE）という 2 つの主要サービス OS タイプを使
用します。Linux または ESXi をインストールする場合、およびシステム構成やファームウェ
アの更新など、ほとんどのオフラインメンテナンス機能を実行する場合、LinuxPE が使用され
ます。Windows をインストールする場合、または Windows イメージの取得やデプロイを実行
する場合には、WinPE が使用されます。起動できるこれらの各サービス OS のバージョンは、
環境によっていくつかあります。サービス OS のタイプは次のとおりです。
•

LinuxPE サービス OS

◦

LinuxPE 6 PXE — PXE ブート用のアプライアンスに格納される RHEL 6 ベースのサー
ビス OS。

◦

LinuxPE 7 PXE — PXE ブート用のアプライアンスに格納される RHEL 7 ベースのサー
ビス OS。

◦

Intelligent Provisioning LinuxPE — Gen8 以降のサーバーの内蔵フラッシュに格納され
る SLES ベースのサービス OS。起動される SLES のバージョンは、ご使用のサー
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バーにインストールされている Intelligent Provisioning のバージョンによって異なり
ます。最新の Intelligent Provisioning のバージョンには SLES12 があります。
•

WinPE サービス OS

◦

WinPE — PXE ブートのためにアプライアンスに格納される WinPE のバージョン。
アプライアンスには PXE ブート用にロードされる WinPE 4 が付属していますが、
WinPE 3 をアップロードして WinPE 4 と置き換えることができます。PXE ブートに
使用できるバージョンは常に 1 つだけです。詳しくは、「WinPE について」 (139 ペー
ジ) を参照してください。

◦

ローカルディスクのブート用の WinPE 4 ISO イメージ — サーバーのハードディスク
ドライブ上の一時パーティションに書き込まれ、起動されるアプライアンスに格納さ
れる WinPE 4 のバージョン。これは WinPE バージョン間の切り替えに使用されま
す。

◦

ローカルディスクのブート用の WinPE 3 ISO イメージ — サーバーのハードディスク
ドライブ上の一時パーティションに書き込まれ、起動されるアプライアンスに格納さ
れる WinPE 3 のバージョン。これは WinPE バージョン間の切り替えに使用されま
す。

◦

Intelligent Provisioning WinPE — Gen8 以降のサーバーの内蔵フラッシュに格納され
る WinPE サービス OS。起動される WinPE のバージョンは、ご使用のサーバーにイ
ンストールされている Intelligent Provisioning のバージョンによって異なります。
Intelligent Provisioning の最新バージョンには WinPE 4 があります。

これらの各種サービス OS、それらが置かれている場所、および起動する方法を図 4 (138 ペー
ジ)に示します。
図 4 WinPE サービス OS

PXEブートファイル
LinuxPE 6
LinuxPE 7

Intelligent Provisioningからのブート

WinPE 4
ディスク上のISOファイル

WinPE
SOSのダイレクトPXEブート

システムRAM

ローカルディスクの一時OSからのブート

WinPE 4
WinPE 3

Intelligent Provisioning
内蔵SOS
LinuxPE

ディスクへのSOSの書き込みおよびブート

Insight Controlサーバー
プロビジョニング
アプライアンス

システムブート
ディスク

ターゲットサーバー

多くのサービス OS がある理由
多くのサービス OS を持つことは複雑に思えますが、これらのサービス OS は最大限の柔軟性
を提供するため、ICsp はサポートされているサーバーにサポートされている OS をインストー
ルできます。選択するサービス OS は、インストールされている OS のバージョン、ProLiant
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ハードウェアのタイプ、サーバーのブートモード（レガシまたは UEFI）、および PXE/非 PXE
のオプションによって異なります。ビルドプランが実行されている場合、これによって必要な
サービス OS が決定されます。サーバーがまだサービス OS を実行していない場合、そのサー
バーはシャットダウンされ、より適切な OS に起動されます。

LinuxPE について
LinuxPE の 2 つのバージョンは、PXE ブートターゲットサーバー用のアプライアンスに組み
込まれています。LinuxPE 6（RHEL6 ベース）は、RHEL 7 ベースのサービス OS でサポート
されなくなっているハードウェアを含む可能性のある古い G6 や G7 サーバーをサポートする
ために使用されます。より新しいハードウェア、UEFI、および UEFI セキュアブートモードを
サポートするには LinuxPE 7 が必要です。PXE 経由でサーバーを追加すると、すべてのサー
バーに Linux 7 が使用されますが、OS インストールビルドプランを実行している場合、必要
に応じてサーバーは Linux 6 に再起動されます。LinuxPE PXE サービス OS は、アプライアン
スに組み込まれ、ユーザーによる変更はできません。
Intelligent Provisioning を使用している場合、LinuxPE のバージョンがお使いのサーバーに組み
込まれています。そのバージョンの LinuxPE は、特にそのサーバーのハードウェアと互換性が
あるため、ほとんどの場合、ビルドプランを実行するには十分ですが、例外がいくつかありま
す。ご使用のビルドプランが Intelligent Provisioning LinuxPE を使用して動作しない場合は、
ビルドプランを変更して PXE の使用を強制する（『Insight Control サーバープロビジョニング
のオンラインヘルプ』の「操作方法」のセクションを参照）か、Intelligent Provisioning をター
ゲットサーバー上の最新バージョンに更新します。Intelligent Provisioning の各バージョンは
12 か月間だけサポートされます。

WinPE について
WinPE はアプライアンスにプリインストールされています。常にアプライアンスにインストー
ルされている WinPE のインスタンスは、PXE イメージが 1 つと ISO が 2 つで 3 つとなりま
す。サーバー PXE が WinPE を起動するときは常に 1 つの PXE バージョン（WinPE 4 がデ
フォルト）が使用されます。ビルドプランを実行して WinPE バージョンを変更する必要があ
る場合は、2 つの ISO イメージ、1 つの WinPE 4、および 1 つの WinPE 3 があります。これ
が発生すると、必要な WinPE バージョンを含む ISO がシステムブートドライブ上の一時パー
ティションに書き込まれ、起動されます。アプライアンス上に両方の ISO バージョンを持つこ
とは、必要な WinPE のバージョンを常に利用できることを意味します。詳しくは、図 4 (138
ページ)を参照してください。この図では、サービス OS の 1 つがシステム RAM にロードさ
れ、起動されます。システムブートディスクは、サービス OS が起動されるまで WinPE ISO
を格納するために使用されます。

WinPE の新しいバージョンをアップロードする理由
一般的なユーザーが WinPE に関心を持つ必要はありません。ただし、異なるバージョンの、
または変更されたバージョンの WinPE をアプライアンスにアップロードし、プリインストー
ルされているバージョンの代わりに使用することが必要となるにはいくつかの理由がありま
す。
異なる WinPE をアップロードする理由：
•

PXE ブートのために使用されるデフォルトの WinPE バージョンを変更する — 新しい
WinPE をアップロードする最も多い理由は、デフォルトの PXE バージョンを変更するた
めです。WinPE 4 は、PXE 起動できる WinPE の唯一のバージョンとしてインストールさ
れています。大部分のビルドプランが WinPE 4 ではなく Win PE3 を必要としている場合、
WinPE 3 を PXE イメージとしてアップロードすることを選択できます。これによって、
ビルドプランで各 OS インストールの一部として WinPE バージョンを切り替える必要が
なくなり、各インストールが数分短縮されます。後で戻したい場合は、WinPE 4 をもう一
度アップロードできます。あらかじめ組み込まれている WinPE 3 と WinPE 4 のイメージ
は、お使いのオリジナル製品メディアに含まれ、必要に応じてアップロードできます。
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•

特殊なハードウェアをサポートするために WinPE にカスタムドライバーを追加する — ア
プライアンスに付属の、あらかじめ組み込まれている WinPE イメージは最新 ProLiant ド
ライバーをすべて含みます。ただし、OS インストールの一部としてサードパーティネッ
トワークまたはディスクドライバーが必要な場合、これらのドライバーを WinPE の変更
バージョンにビルドして、そのバージョンをアプライアンスにアップロードできます。カ
スタム WinPE イメージの作成に役立つツールは、ご使用のオリジナル製品のメディアに
含まれます。詳細については、「カスタム WinPE イメージの構築」 (141 ページ) を参照し
てください。

新しい WinPE のアップロードの仕組み
アップロード可能な WinPE zip ファイルは、単一の WinPE PXE イメージと単一の WinPE
ISO（両方とも同じ WinPE バージョンで 3 または 4 です）を含む特別にパッケージ化された
ファイルです。製品のメディアに付属するあらかじめ組み込まれている WinPE zip ファイル
の 1 つを使用しているか、提供されているツールを使って独自のファイルをビルドしている場
合、WinPE zip ファイルをアップロードすると、zip ファイルの WinPE の 2 つのインスタン
スがアプライアンス上で対応する 2 つの WinPE イメージを上書きします。 PXE イメージは、
常にアプライアンス上の 1 つの PXE イメージを上書きし、ISO イメージは、アプライアンス
上の同じバージョンの ISO を上書きします。詳しくは、「WinPE ISO/PXE イメージ」 (140 ペー
ジ) を参照してください。
図 5 WinPE ISO/PXE イメージ
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WinPE zip ファイルをアプライアンスにアップロードするには、アプライアンス上の [設定]
ページに移動して、[OS 展開設定] パネルの [編集]リンクをクリックします。[OS 展開設定] 編
集画面から、WinPE zip ファイルをページ上のアップロード領域にドラッグアンドドロップ
するか、[ファイルをアップロード]をクリックしてローカルの zip ファイルがないか参照しま
す。
[設定] 概要画面、および [OS 展開設定] 詳細ページ上にも、現在の WinPE PXE イメージのバー
ジョンが参考のために表示されます。
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WinPE 3 と WinPE 4 の違い
アプライアンスには両方のバージョンの WinPE が付属しているため平均的なユーザーは 2 つ
のバージョンの違いを気にする必要はありませんが、熟練したユーザーにとってはこれらの相
違点の理解が必要となる場合もあります。これは、カスタマイズのバージョンの WinPE を作
成する場合は特に重要です。
ICsp がサポートする各種 OS およびモードをすべてサポートするには、複数のバージョンの
WinPE が必要です。表 9 (141 ページ)は、各種 OS とハードウェアモードにどのバージョンの
WinPE が必要かを示しています。
表 9 WinPE バージョン
WinPE バージョン

サポートあり

サポート対象外

WinPE 4

Windows 2012

Windows 7 SP1

Windows 2012 R2

Windows 2008 SP2

Windows 8.1

Windows 2008 R2 SP1

UEFI モードのインストール

VMware ESXi 5.0 での VM ゲストのインストール

レガシ BIOS モードのインストール
任意のバージョンの Windows イ
メージのインストール
WinPE 3

Windows 2008 SP2

Windows 8.1

Windows 2008 R2 SP1

UEFI モードのインストール

Windows 2012
Windows 2012 R2
Windows 7 SP1
レガシ BIOS モードのインストール
任意のバージョンの Windows イ
メージのインストール

カスタム WinPE イメージの構築
ご使用のサービス OS に含める必要のある追加のドライバーファイルを含むことができるカス
タム WinPE イメージを構築する手順を以下に示します。ネットワークやディスクドライバー
など、OS のインストールに必要なドライバーにのみ構築することをお勧めします。他のドラ
イバーはこの手順なしでも OS のインストール後にインストールできるためです。

カスタム WinPE イメージを生成するための要件
WinPE イメージを生成するには、以下の条件が必要です。WinPE のそれぞれのバージョンは
Microsoft の別々のパッケージを必要としますが、両方のパッケージを同じサーバーにインス
トールすることもできます。
•

2.0 GHz 以上のプロセッサーと 2 GB のメモリを搭載する ProLiant サーバーまたは同等の
仮想マシン。

•

サーバーで Windows Server 2008 SP2 以降を実行している必要があります。サーバーは
ドメインコントローラーでなくても構いません。

WinPE 4.0 の要件：
•

Windows 8.0 用の英語バージョンの Windows Assessment and Deployment Kit（ADK）を
インストールする必要があります。このキットは、http://www.microsoft.com/ja-jp/
download/details.aspx?id=30652 からダウンロードできます。
重要:
必ず、Windows 8.1 用ではなく Windows 8.0 用の Windows ADK バージョンを使
用してください。
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•

適切な WinPE 生成ユーティリティを用意します。WinPE 4.0 生成ユーティリティ
（ICsp*-winpe40–generate.exe）を、製品のダウンロード ZIP またはメディアから
取得できます。

WinPE 3.1 の要件：
•

Windows 7 用の英語バージョンの Windows Automated Installation Kit（Windows AIK）
バージョン 3.0 をインストールする必要があります。このキットは、http://microsoft.com/
download からダウンロードできます。

•

また、Windows 7 SP1 用の AIK Supplement もインストールする必要があります。これ
は、http://microsoft.com/download からダウンロードできます。

•

適切な WinPE 生成ユーティリティを用意します。WinPE 3.1 の場合、製品のダウンロー
ド ZIP ファイルまたはメディアからユーティリティ（ICsp*-winpe31–generate.exe）
を入手します。

カスタム WinPE イメージを生成する手順
WinPE イメージを生成するには、次の操作を実行します。
1. 「カスタム WinPE イメージを生成するための要件」 (141 ページ) に記載されている要件を
満たしていること、また、適切な WinPE 生成ユーティリティ（4.0 または 3.1）を入手し
ていることを確認します。
2. WinPE 生成ユーティリティを一時フォルダーに配置し、その内容を同じフォルダーに解凍
します。このユーティリティは実行しないでください。
3. カスタムドライバーを WinPE に追加する場合は、一時フォルダーの下に置かれた
winpeXX-x64\drivers フォルダーに追加したいドライバーをコピーします。XX は、生
成する WinPE のバージョンに応じて 31 と 40 のいずれかとなります。新しいドライバー
に関連付けられたファイルは必ずすべて含めるようにしてください。
4. 一時フォルダーから install.exe を実行します。これによってジェネレーターが起動
し、[前提条件]画面が表示されます。すべての前提条件が満たされていることを確認し、
[続行]をクリックします。
5. セットアップ画面で、[インストール]をクリックします。図 6 (143 ページ)は WinPE 4.0 の
画面の例です。WinPE 3.1 の画面は若干異なります。必要条件は自動的に確認されます。
前提条件が満たされていない場合は、エラーが表示され、セットアップが中断します。
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図 6 Insight Control サーバープロビジョニング WinPE イメージ生成ユーティリティの
セットアップ

6.

WinPE ファイルが生成されると、%SystemDrive%\icsp-winpe.zip に配置されます。
ここで、%SystemDrive% は一般に C:です。図 7 (143 ページ)は WinPE 4.0 の画面のもの
です。WinPE 3.1 の画面は若干異なります。
図 7 成功画面
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7.

[設定] 画面を使用して、WinPE 生成ファイルをアプライアンスにアップロードします。[展
開設定]画面の [WinPE アップロード]領域で、WinPE ファイルをボックスにドラッグアン
ドドロップするか、[ファイルをアップロード]をクリックして WinPE を参照します。

HP SUT について
HP Smart Update Tools（HP SUT）は、OS 認証情報を必要とせずに、iLO 管理ネットワーク
経由でオンラインでのファームウェアアップデートやドライバーアップデートを実行する機能
を提供する、オペレーティングシステムユーティリティです。Windows および Linux では、
HP SUT によって、高品質なユーザーエクスペリエンスのために適切な順序付けと最小限の再
起動が確実に行われます。

HP SUT の使用法
HP SUT はサービスとして実行することも、手動モードで実行することもできます。IC サー
バープロビジョニングは、HP SUT をインストールし、Auto Stage モードで実行します。こ
のモードでは、HP SUT はファームウェアとドライバーをオペレーティングシステムにステー
ジングするだけです。ファームウェアとドライバーのインストールは、ファームウェアをアク
ティブ化する予定メンテナンス期間中に実行できます。HP SUT について詳しくは、http://
www.hpe.com/info/hpsut/docs を参照してください。

Linux OS での HP SUT のインストール
HP SUT を Linux OS にインストールするには、以下の操作を行います。
1. サーバーレベルまたはアプライアンスレベルで、HPSUT_LINUX というカスタム属性を作
成します。
2. カスタム属性の値として、Linux HPSUT RPM ファイル名を設定します。
3. ProLiant SW - Install Linux HPSUT OS ビルドプランを実行します。

Windows OS での HP SUT のインストール
HP SUT を Windows OS にインストールするには、以下の操作を行います。
1. サーバーレベルまたはアプライアンスレベルで、HPSUT_Windows というカスタム属性を
作成します。
2. カスタム属性の値として、Windows HPSUT ファイル名を設定します。
3. ProLiant SW - Install Windows HPSUT OS ビルドプランを実行します。
詳細は、『HPE Insight Control サーバープロビジョニングビルドプランリファレンスガイド』
を参照してください。

Insight Control サーバープロビジョニング REST API について
REST API を使用して、Insight Control サーバープロビジョニング UI から利用可能なすべての
機能を実行することができます。この章ではいくつかの主要な REST コールについて記載され
ていますが、Insight Control サーバープロビジョニングの REST API のリストを表示して詳細
な仕様を確認するには、『Insight Control サーバープロビジョニング API リファレンス』ドキュ
メントを参照してください。このドキュメントはアプライアンス上で利用可能であり、UI の
[ヘルプ] パネルで [REST API リファレンス] リンクを選択するか、または
https://{appl}/api-docs/current/#about に直接アクセスします。
一般的な REST コールについて詳しくは、『Insight Control サーバープロビジョニングのオン
ラインヘルプ』の REST API についてのセクションを参照してください。

PowerShell および Python コードサンプルライブラリ
Python および Microsoft PowerShell のバインディングが公開され、Insight Control サーバープ
ロビジョニング REST API を使用してスクリプトをより簡単に記述することができます。Python
バインディングは Github の https://www.github.com/HewlettPackard/python-hpICsp で公
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開されています。Microsoft PowerShell バインディングも Github（https://github.com/
HewlettPackard/POSH-HPICsp ）から入手することができます。

ログインとログアウトのための REST コール
どの Representational State Transfer（REST）コールでも、最初にログインしてトークンを取
得し、意図した REST コールを実行してからログアウトする必要があります。ログインとログ
アウトのための REST コールを以下に示します。この章の REST コールに関する他のすべて
のトピックに、ログインとログアウトに関する情報の参照先としてこのトピックが示されてい
ます。

ユーザーセッションを作成し、認証トークンを取得する REST コール
ユーザーセッションを作成する REST コールでは、アプライアンス管理者ユーザーの認証情報
を渡す必要があります（下記の <administrator-user>/<administrator-password>
で指定します）。REST コールはユーザー許可トークンで応答します（下記の
<user-authorization-token> で指定します）。
次の表に、REST コールのコンポーネントの一覧を示します。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=login
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： POST
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: application/json
accept-language: en-us (optional)

要求本体：

{“userName”:”<administrator-user>”,”password”:”<administrator-password>”}
ここでは、アプライアンス管理者のユーザー名とパスワードを提供します。

応答本体：

{"sessionID":"<user-authorization-token>"}
ここでは、2 番目の REST コールで使用するためのユーザー許可トークンを取得します。

以下の関連する応答を表示する cURL を呼び出せます。
Linux の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
-H "accept-language: en-us" -X POST
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=login
-d '{"userName":"<administrator-user>","password":"<administrator-password>"}'

Windows の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
-H "accept-language: en-us" -X POST
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=login
-d {\"userName\":\"<administrator-user>\",\"password\":\"<administrator-password>\"}

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 08 Feb 2013 20:44:01 GMT
Content-Type: application/json
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
Transfer-Encoding: chunked
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{"sessionID":"<user-authorization-token>"}

要求が失敗した場合は、エラー診断が返されます。よくあるエラーは、URL が正しくない場合
の HTTP エラー 404 not found やユーザー/パスワードが正しくない場合の例外です。

ユーザーセッションからログアウトする REST コール
ユーザーセッションからログアウトする REST コールでは、次の表に示すように
user-authorization-token（ユーザー許可トークン）を渡す必要があります。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： DELETE
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: application/json
accept-language: en-us (optional)
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。

要求本体：

なし

応答本体：

なし
ログアウトが成功した場合

以下の関連する応答を表示する cURL を呼び出せます。
Linux の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
-H "accept-language: en-us" -H "auth: <user-authorization-token>" -X DELETE
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout

Windows の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
-H "accept-language: en-us" -H "auth: <user-authorization-token>" -X DELETE
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 204 No Content
Date: Wed, 20 Feb 2013 15:36:40 GMT
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
Content-Length: 0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Response Body: None

要求が失敗した場合は、エラー診断が返されます。よくあるエラーは、URL が正しくない場合
の HTTP エラー 404 not found です。

iLO 経由でサーバーを追加する REST コール
REST コールを使用すると、サーバーの iLO 経由でサーバーを追加できます。
プログラムでは、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスに対して 3 つの
REST コールを実行する必要があります。最初のコールは認証トークンまたはセッション ID
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を取得するために使用され、このセッション ID を使用して実際の登録を実行する REST コー
ルを実行します。最後に、3 番目のコールでセッションからログアウトします。
ユーザーセッションを作成する最初の REST コールを実行する方法について詳しくは、「ユー
ザーセッションを作成し、認証トークンを取得する REST コール」 (145 ページ) を参照してく
ださい。
2 番目の REST コールは、iLO 経由でサーバーを追加します。この REST コールでは、最初の
ログイン REST コールから受信した <user-authentication-token> を提供する必要があ
り、iLO の IP アドレスと iLO 管理者のユーザー/パスワードを渡す必要があります。
最後に、ユーザーセッションからログアウトする 3 番目の REST コールを実行する方法につい
て詳しくは、「ユーザーセッションからログアウトする REST コール」 (146 ページ) を参照し
てください。
サーバーの iLO 経由でサーバーを追加するために使用できる REST コールは 2 つあります。1
つはサーバーを追加してメンテナンスモードで起動するために使用され、もう 1 つはサーバー
を追加し、メンテナンスモードでは起動しない場合に使用されます。オプションの要求パラ
メーター「addstyle」を指定すると、サーバーが追加されますが、メンテナンスモードでは起
動しません。このパラメーターを指定しない場合、サーバーはメンテナンスモードで起動しま
す。
iLO 経由でサーバーを追加し、サーバーをメンテナンスモードで起動する REST コール
次の表に、REST コールのコンポーネントの一覧を示します。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： POST
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: application/json
accept-language: en-us (optional)
X-API-Version: 104
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。

要求本体：

{"username":”<iLO-administrator-user>”,"password":
"<iLO-administrator-password>","port":<port>,"ipAddress":"<iLO-IP-address>"}
Type はリソース名です。
<iLO-administrator-user>、<iLO-administrator-password>、
iLO との接続に使用するポート、IPv4 または IPv6 の <iLO-IP-address> を提供します。

応答本体：

{"uri":"/rest/os-deployment-jobs/JobID"}
ジョブ ID を持つ URI を返します。

以下の関連する応答を表示する cURL を呼び出せます。
Linux の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -X POST -H "auth: <user-authorization-token>" -H "content-type:application/json"
-H "accept:application/json" -H "accept-language:en-us" -H "X-API-Version:104"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers
-d ‘{"username":"<iLO-administrator-user>”,
”password”:”<iLO-administrator-password>”,
”port”:443,”ipAddress”:”<iLO-IP-address>”}’

Windows の場合の cURL コマンド：
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curl -i -k -X POST -H "auth: <user-authorization-token>" -H "content-type:application/json"
-H "accept:application/json" -H "accept-language:en-us" -H "X-API-Version:104"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers
-d {\"username\":\"<iLO-administrator-use>r\”,
\”password\”:\”<iLO-administrator-password>\”,
\”port\”:443,\”ipAddress\”:\”<iLO-IP-address>\”}

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Wed, 20 Feb 2013 17:33:30 GMT
Content-Type: application/json
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
Transfer-Encoding: chunked
This response is accompanied by returned job URI.

以下に、アプライアンスにログインし、iLO 経由でサーバーを追加し、ログアウトするスクリ
プトの例を示します。このスクリプトは cURL を使用します。
#!/bin/sh
# login
AUTH=`curl -k -X POST -H "accept:application/json" -H "content-type: application/json"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=login
-d '{"userName":"<administrator-name>","password":"<administrator-password>"}' | perl -e 'while (<>)
{/{"sessionID":"(.*)"}/ && print $1;}'`
# This script invokes a job to add iLO-managed server.
curl -i -k -X POST -H "auth:${AUTH}" -H "content-type:application/json" -H "accept:application/json"
-H "accept-language:en-us" https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers
-d '{"username":"<administrator-name>","password":"<administrator-password>",
"port":443,"ipAddress":"<iLO-IP-address>"}'
# logout
curl -k -i -X DELETE -H "auth:${AUTH}"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout

iLO 経由でサーバーを追加するが、サーバーをメンテナンスモードで起動しない REST コール
次の表に、REST コールのコンポーネントの一覧を示します。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers/?addstyle=old
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： POST
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: application/json
accept-language: en-us (optional)
X-API-Version:104
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。

要求本体：

{"username":”<iLO-administrator-user>”,"password":
"<iLO-administrator-password>","port":<port>,"ipAddress":"<iLO-IP-address>"}
Type はリソース名です。
<iLO-administrator-user>、<iLO-administrator-password> を提供します。
iLO との接続に使用するポート、IPv4 または IPv6 の <iLO-IP-address> を提供します。

応答本体：

{"uri":"/rest/os-deployment-jobs/JobID"}
ジョブ ID を持つ URI を返します。

以下の関連する応答を表示する cURL を呼び出せます。
Linux の場合の cURL コマンド：
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curl -i -k -X POST -H "auth:${AUTH}" -H "content-type:application/json"
-H "accept:application/json" -H "accept-language:en-us" -H "X-API-Version:104"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers?addstyle=old
-d ‘{"username":"<iLO-administrator-user>”,
”password”:”<iLO-administrator-password>”,
”port”:443,”ipAddress”:”<iLO-IP-address>”}’

Windows の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -X POST -H "auth: <user-authorization-toke>n" -H "content-type:application/json"
-H "accept:application/json" -H "accept-language:en-us" -H "X-API-Version:104"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers?addstyle=old
-d {\"username\":\"<iLO-administrator-user>\”,
\”password\”:\”<iLO-administrator-password>\”,
\”port\”:443,\”ipAddress\”:\”<iLO-IP-address>\”}

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Wed, 20 Feb 2013 17:33:30 GMT
Content-Type: application/json
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
Transfer-Encoding: chunked
This response is accompanied by returned job URI.

以下に、アプライアンスにログインし、iLO 経由でサーバーを追加し、ログアウトするスクリ
プトの例を示します。このスクリプトは cURL を使用します。
#!/bin/sh
# login
AUTH=`curl -k -X POST -H "accept:application/json" -H "content-type: application/json"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=login
-d '{"userName":"<administrator-name>","password":<administrator-password>"}' ' | perl -e 'while (<>)
{/{"sessionID":"(.*)"}/ && print $1;}'`
# This script invokes a job to add iLO-managed server.
curl -i -k -X POST -H "auth:${AUTH}" -H "content-type:application/json"
-H "accept:application/json" -H "accept-language:en-us" -H "X-API-Version:104"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-servers/?addstyle=old
-d '{"username":"<iLO-administrator-user>","password":"<iLOadministrator-password>",
"port":443,"ipaddress":"<iLO-IP-address>"}'
# logout
curl -k -i -X DELETE -H "auth:${AUTH}"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout

登録プロセスが開始すると、[ジョブ]ページの左側の列に 2 つの iLO 関連ジョブが表示されま
す。最初のジョブ — [Registers IloManagerService] には、iLO 経由でサーバーを追加するジョ
ブの詳細が含まれます。2 番目のジョブ — [Add iLO-managed Server] には、サーバーをデフォ
ルトのサービス OS（通常は Linux PE）から起動するジョブの詳細が含まれます。
サーバーの iLO 経由でサーバーを登録するときによくあるエラー：
[500 — Internal Server Error]
解決策：サポートダンプを作成してください。
[403 — Request Forbidden]
原因：提供された認証情報ではそのユーザーとしてログインできません。
解決策：有効な認証情報で再びログインしてください。
[409 — Conflict]
原因：提供された iLO の IP アドレスは、登録のためにすでに使用されています。
解決策：重複する iLO を持つサーバーを削除して再実行するか、異なる iLO アドレスを使用し
てください。
[404 — Not Found]
原因：サーバーが見つかりません。
解決策：サーバーが存在する、またはサーバーが削除されていないことを確認してください。
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[400 — Bad Request]
原因：REST コールを実行したとき、提供されたパラメーターのうちいずれかがなかったか、
形式が間違っていたか、無効でした。
解決策：パラメーターが正しい形式にあることを確認してください。

サポートダンプを作成し、ダウンロードする REST API
Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスからサポートダンプをダウンロード
できることに加えて、UI（[ 設定]ページで[アクション]→[サポートダンプの作成]を選択）を使
用することにより、これをプログラムで実行することもできます。この代替方法は、アプライ
アンスのユーザーインターフェイスが応答せず、問題を診断するためにサポートダンプを取得
する必要がある場合に便利です。
プログラムでは、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスに対して 2 つの
REST コールを実行する必要があります。最初のコールはサポートダンプを作成してアプライ
アンス上に保存し、2 番目のコールはサポートダンプをダウンロードします。サポートダンプ
の REST コールには、認証は必要ありません。これは、アプライアンスに最小限の機能しかな
い場合でもダンプを取得できるようにするためです。
次の表に、サポートダンプを作成する REST コールのコンポーネントの一覧を示します。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/support-dumps
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： POST
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: application/json

要求本体：

{"errorCode": "<support-dump-error>”}
ここで、<support-dump-error> は、アプライアンス上に作成されるサポートダンプファ
イルのベースとして使用する文字列です。この文字列は最大 10 文字です。

応答本体：

{"type":"DumpDataInfoDto", "dumpFileSize":8087, "uri":
"<support-dump-filename>", "category":null, "eTag":null,
"created":"Tue Jun 19 03:11:25 MDT 2012", "modified":null }
以後の REST コールで <support-dump-filename> を使用して、サポートダンプをダウ
ンロードします。

次のように cURL を呼び出すと、関連する応答が下記のように表示されます。
Linux の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json" -H "accept-language:en-us"
-X POST https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/support-dumps
-d `{“errorCode”: “<support-dump-error>”}’

Windows の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json" -H "accept-language:en-us"
-X POST https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/support-dumps
-d “{\“errorCode\”: \“<support-dump-error>\”}”

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 08 Feb 2013 20:46:13 GMT
Content-Type: application/json
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
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Transfer-Encoding: chunked

要求が失敗した場合は、エラー診断が返されます。よくあるエラーは、URL が正しくない場合
の HTTP エラー 404 not found です。
以下に、サポートダンプをダウンロードする REST コールのコンポーネントの一覧を示しま
す。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/support-dumps/
<support-dump-filename>
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。
<support-dump-filename> は、サポートダンプを作成するための以前のコールによって
取得されます。

メッセージタイプ： GET
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: application/json

GET メッセージは暗号化されたサポートダンプを取得するので、「-o」オプションを使用して
出力を <output-support-dump-file> にリダイレクションしたい場合があります。
Linux と Windows に共通の cURL：
curl -i -k -X GET https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/support-dumps/
<support-dump-filename> -o <output-support-dump-file>

要求が失敗した場合は、エラー診断が返されます。よくあるエラーは、URL が正しくない場合
の HTTP エラー 404 not found です。

サポートアクセスを有効または無効にする REST コール
Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスへのサポートアクセスは、UI 経由
（[設定]ページで[アクション]→[認可されたサポートアクセス]を選択します）で有効または無
効にするだけでなく、プログラムから同じことを実行することもできます。この代替方法は、
アプライアンスのユーザーインターフェイスが応答せず、問題を診断するためにサポートアク
セスを有効にする必要がある場合に便利です。
プログラムでは、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスに対して 3 つの
REST コールを実行する必要があります。最初のコールはユーザーセッションをセットアップ
し、2 番目のコールはアプライアンスへのサポートアクセスを有効または無効にします。最後
に、3 番目のコールでセッションからログアウトします。
最初の REST コールを実行する方法について詳しくは、「ユーザーセッションを作成し、認証
トークンを取得する REST コール」 (145 ページ) を参照してください。
2 番目の REST コールは、アプライアンスへのサポートアクセスを有効または無効にします。
この REST コールでは、最初のログイン REST コールから受信した
<user-authentication-token> を提供する必要があり、サービスアクセスを有効にした
いかどうかを示す true または false を渡す必要があります。
最後に、ユーザーセッションからログアウトする 3 番目の REST コールを実行する方法につい
て詳しくは、「ユーザーセッションからログアウトする REST コール」 (146 ページ) を参照し
てください。
この説明のために、オープンソースの cURL ユーティリティを使用して REST コールを実行し
ます。cURL オープンソースプロジェクトは、http://curl.haxx.se/ にあります。cURL は、Linux
または Windows のコマンドラインから呼び出すことができます。
各 REST コールは、HTTP 要求とそれに関連する応答です。要求には、URL、メッセージタイ
プ、HTTP ヘッダー、要求本体、および応答本体が含まれます。
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次の表に、REST コールのコンポーネントの一覧を示します。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/settings/enableServiceAccess
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： PUT
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: application/json
accept-language: en-us (optional)
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。

要求本体：

“<true/false>”
サポートアクセスを有効にしたいかどうかを指定します。

応答本体：

“true”
サービスアクセスが正常に有効または無効にされた場合

以下の関連する応答を表示する cURL を呼び出せます。
Linux の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
-H "accept-language:en-us"
-H "auth: <user-authorization-token>" -X PUT
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/settings/enableServiceAccess
-d "true/false"

Windows の場合の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
-H "accept-language:en-us"
-H "auth: <user-authorization-token>" -X PUT
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/settings/enableServiceAccess
-d \"<true/false>\”

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 08 Feb 2013 20:46:13 GMT
Content-Type: application/json
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
Transfer-Encoding: chunked
True

要求が失敗した場合は、エラー診断が返されます。よくあるエラーは、URL が正しくない場合
の HTTP エラー 404 not found や、関連付けられたユーザーがサービスアクセスの有効と無効
の設定を許可されていない場合の例外です。
以下に、cURL を使用して、アプライアンスにログインし、サポートアクセスを有効または無
効にし、ログアウトする Linux シェルスクリプトの例を示します。
#!/bin/sh
# login
AUTH=`curl -k -X POST -H "accept:application/json" -H "content-type: application/json"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout
-d '{"userName":"<administrator-name>","password":"<administrator-password>"}' | perl -e 'while (<>)
{/{"sessionID":"(.*)"}/ && print $1;}'`
# This REST call either enables or disables support access to the appliance.
curl -i -k -H "accept:application/json" -H "content-type:application/json"
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-H "accept-language:en-us"
-H "auth: ${AUTH}" -X PUT
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/settings/enableServiceAccess
-d "<true/false>"
# logout
curl -k -i -X DELETE -H "auth:${AUTH}"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout

ジョブ履歴にジョブを表示する REST コール
REST コールを使用して、アプライアンスに保持されたすべてのジョブとログデータ（ジョブ
の履歴）を抽出できます。
プログラムでは、IC サーバープロビジョニングアプライアンスに対して 3 つの REST コール
を実行する必要があります。最初のコールは、認証トークンまたはセッション ID を取得する
ために使用されます。次に、このセッション ID を使用して、ジョブを一覧表示する REST コー
ルを実行します。最後に、3 番目のコールでセッションからログアウトします。
ユーザーセッションを作成する最初の REST コールを実行する方法について詳しくは、「ユー
ザーセッションを作成し、認証トークンを取得する REST コール」 (145 ページ) を参照してく
ださい。
2 番目の REST コールはジョブを一覧表示するためのものです。この REST コールでは、ログ
イン REST コールから受け取った <user-authentication-token> を提供する必要があり
ます。
最後に、ユーザーセッションからログアウトする 3 番目の REST コールを実行する方法につい
て詳しくは、「ユーザーセッションからログアウトする REST コール」 (146 ページ) を参照し
てください。
REST コンポーネント

説明

URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-jobs
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ：

GET

HTTP ヘッダー：

accept: application/json
accept-language: en-us (optional)
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。

要求本体：

なし

応答本体：

{"type":"OsdPaginatedCollection",
"members":[ {
"status":"error",
"jobUserName":"administrator",
"nameOfJobType":"ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Scripted
Install",
"running":"false",
"jobProgress":null,
"jobResult":[{
"jobServerUri":"/rest/os-deployment-servers/70001",
"jobResultCompletedSteps":1,
"jobResultTotalSteps":16,
"jobResultLogDetails":"Running OS Build Plan ProLiant OS - Windows
2008 R2 SP1 Standard x64 Scripted Install (OSBuildPlanRef:170001)
against server (ServerRef:70001)\n\nStep 1 of 16: Run OGFS Script
'Validate Custom Attributes'\nStep 2 of 16: Run OGFS Script 'Check iLO
Service'\nFailed To check iLO service: Server model VMWARE
VIRTUAL PLATFORM, manufacturer VMWARE, INC. does not support
iLO\n\nCheck iLO Service failed with exit code 120.\n",
"jobResultErrorDetails":"",
"jobMessage":"Check iLO Service failed with exit code 120."
}],
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REST コンポーネント

説明
"typeOfJobType":"BP",
"uriOfJobType":"/rest/os-deployment-build-plans/170001",
"jobDeviceGroups":[], "jobServerInfo":[{
"serverName":"localhost-VMware-VMware Virtual Platform-70001",
"jobServerInclusionStatus":"INCLUDED_INCLUSION_STATUS",
"jobStatusOnServer":"FAILURE_STATUS",
"jobServerUri":"/rest/os-deployment-servers/70001",
"deviceType":"os-deployment-servers"
}],
"name":"ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Scripted Install",
"state":"STATUS_FAILURE",
"description":"Run OS Build Plan",
"uri":"/rest/os-deployment-jobs/690001",
"category":null,
"created":"2013-08-22T19:09:38.000Z",
"modified":"2013-08-22T19:09:55.000Z",
"eTag":"2013-08-22T19:09:55.000Z"
}],
"count":1,
"total":1,
"start":0,
"prevPageUri":null,
"nextPageUri":null,
"uri":null,
"category":null,
"created":null,
"modified":null,
"eTag":null }
このサンプルデータは、失敗した（“status”:”error”）1 つのジョブを示しています。ま
た、ジョブのログは “jobResult” フィールドの本体に含まれています。

次のように cURL を呼び出すと、関連する応答が下記のように表示されます。
Linux と Windows に共通の cURL コマンド：
curl -i -k -X GET
-H "auth: <user-authorization-token>" -H "accept:application/json" -H "accept-language:en-us"
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/os-deployment-jobs

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 26 Aug 2013 19:52:13 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Via: 1.1 ::1
cache-control: no-cache
Transfer-Encoding: chunked
{"type":"OsdPaginatedCollection","members":[{"status":"error","jobUserName":"administrator","nameOfJobType":
"ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Scripted Install","running":"false","jobProgress":null,"jobResult":
[{"jobServerUri":"/rest/os-deployment-servers/70001","jobResultCompletedSteps":1,"jobResultTotalSteps":
16,"jobResultLogDetails":"Running OS Build Plan ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64
Scripted Install (OSBuildPlanRef:170001) against server (ServerRef:70001)\n\nStep 1 of 16:
Run OGFS Script 'Validate Custom Attributes'\nStep 2 of 16: Run OGFS Script 'Check iLO Service'\nFailed To check
iLO service:Server model VMWARE VIRTUAL PLATFORM, manufacturer VMWARE, INC. does not support
iLO\n\nCheck iLO Service failed with exit code 120.\n","jobResultErrorDetails":"","jobMessage":"Check iLO
Service failed with exit code 120."}],"typeOfJobType":"BP","uriOfJobType":"/rest/os-deployment-buildplans/170001","jobDeviceGroups":[],"jobServerInfo":[{"serverName":"localhost-VMware-VMware
Virtual Platform-70001","jobServerInclusionStatus":"INCLUDED_INCLUSION_STATUS","jobStatusOnServer":
"FAILURE_STATUS","jobServerUri":"/rest/os-deployment-servers/70001","deviceType":"os-deployment-servers"}],
"name":"ProLiant OS - Windows 2008 R2 SP1 Standard x64 Scripted Install","state":"STATUS_FAILURE",
"description":"Run OS Build Plan","uri":"/rest/os-deployment-jobs/690001","category":null,
"created":"2013-08-22T19:09:38.000Z","modified":"2013-08-22T19:09:55.000Z","eTag":"2013-0822T19:09:55.000Z"}],"count":1,"total":1,"start":0,"prevPageUri":null,"nextPageUri":null,"uri":null,
"category":null,"created":null,"modified":null,"eTag":null}

以下に、アプライアンス上のすべてのジョブ、またはジョブ ID によって識別された単一ジョ
ブについて完全な詳細を取得する、Powershell v2 スクリプトの例を示します。
#########################################################################################
# functions for the script
function showJobDetails($thisjob)
{
# get the details for a single job
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$jobdetails = $webclient.DownloadString("https://$applianceip$thisjob")
$sepstring = "--------------------------------------------------------------------------"
Write-Host "`n`n$sepstring`n$thisjob JSON:`n" $jobdetails.Replace(",",",`n")
.Replace("\r\n","**r**n`n").Replace("\r","**r`n").Replace("\n","**n`n").Replace("**","\")
}
#########################################################################################
# setup default values for script
$applianceip = "10.1.1.7"
$username = "april"
$password = "applianceadmin"
$joblistonly = $false
#########################################################################################
# process command line arguments
foreach($arg in $args)
{
switch -regex ($arg)
{
"-[uU](.+)" { $username = $matches[1]; Write-Host "setting user to: $username"; }
"-[pP](.+)" { $password = $matches[1]; Write-Host "setting password to: $password"; }
"-[aA](.+)" { $applianceip = $matches[1]; Write-Host "setting applianceip to: $applianceip"; }
"-[lL](.+)" { $joblistonly = $true; Write-Host "only show job list, not details"; }
"-[jJ](.+)" { $onejob = $matches[1]; Write-Host "getting details only for job $onejob"; }
default
{ Write-Host "unknown argument: $arg"; }
}
}
#########################################################################################
# set up script variables/values
$loginurl = "https://$applianceip/rest/login-sessions"
$joblisturl = "https://$applianceip/rest/os-deployment-jobs"
$loginbody = "{`"userName`":`"$username`",`"password`":`"$password`"}"
#########################################################################################
# accept all certificates as part of handshake - used so that self-signed certs
# from IC server provisioning are accepted
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$webclient = New-Object System.Net.WebClient
#########################################################################################
# set up the request headers
$webclient.Headers.add('content-type', 'application/json')
$webclient.Headers.add('accept', 'application/json')
#########################################################################################
# attempt to login
$loginresponse = $webclient.uploadString($loginurl, $loginbody)
#########################################################################################
# exit if an error occurs during login POST
if( !$loginresponse) { Write-Host "*** ERROR *** Login Failed"; exit; }
#########################################################################################
# extract token from response
$bodytokens = $loginresponse.split("`"")
$token = $bodytokens[3]
#########################################################################################
# make all subsequent requests with the auth token
$webclient.Headers.add('auth', "$token")

以下に、アプライアンス上のすべてのジョブ、またはジョブ ID によって識別された単一ジョ
ブについて完全な詳細を取得する、Powershell v3 スクリプトの例を示します。
#########################################################################################
# functions for the script
function showJobDetails($thisjoburi)
{
# get the details for a single job
$jobdetails = $webclient.DownloadString("$thisjoburi") | ConvertFrom-Json
Write-Host "`n`n$thisjoburi parsed JSON:`n"
$jobdetails
#Write-Host "`n`n$thisjoburi RESULT:`n"
#$jobdetails.jobResult
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}
#########################################################################################
# setup default values for script
$applianceip = "10.1.1.7"
$username = "administrator"
$password = "hpvse123"
$joblistonly = $false
#########################################################################################
# process command line arguments
foreach($arg in $args)
{
switch -regex ($arg)
{
"-[uU](.+)" { $username = $matches[1]; Write-Host "setting user to: $username"; }
"-[pP](.+)" { $password = $matches[1]; Write-Host "setting password to: $password"; }
"-[aA](.+)" { $applianceip = $matches[1]; Write-Host "setting applianceip to: $applianceip"; }
"-[lL](.+)" { $joblistonly = $true; Write-Host "only show job list, not details
(applies to 7.2.1 and earlier)"; }
"-[jJ](.+)" { $onejob = $matches[1]; Write-Host "getting details only for job $onejob"; }
default
{ Write-Host "unknown argument: $arg"; }
}
}
#########################################################################################
# set up script variables/values
$loginurl = "https://$applianceip/rest/login-sessions"
$joblisturl = "https://$applianceip/rest/os-deployment-jobs"
$loginbody = "{`"userName`":`"$username`",`"password`":`"$password`"}"

#########################################################################################
# accept all certificates as part of handshake - used so that self-signed certs
# from IC server provisioning are accepted
[System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}
$webclient = New-Object System.Net.WebClient
#########################################################################################
# set up the request headers
$webclient.Headers.add('content-type', 'application/json')
$webclient.Headers.add('accept', 'application/json')
#########################################################################################
# attempt to login
$loginresponse = $webclient.uploadString($loginurl, $loginbody) | ConvertFrom-Json
#########################################################################################
# exit if an error occurs during login POST
if( !$loginresponse) { Write-Host "*** ERROR *** Login Failed"; exit; }
#########################################################################################
# make all subsequent requests with the auth token
$webclient.Headers.add('auth', $loginresponse.sessionID)
#########################################################################################
# if a single job was requested get the details for it
if($onejob)
{
showJobDetails("$joblisturl/$onejob")
exit
}
#########################################################################################
# get the list of jobs
$joblist = $webclient.DownloadString($joblisturl) | ConvertFrom-Json
foreach($onejob in $joblist.members) {
if($joblistonly -or $onejob.state -eq "STATUS_PENDING" -or $onejob.jobProgress -ne $null
-or $onejob.jobResult -ne $null)
{
#--- display for list only and 7.2.2 and later
Write-Host "`n`n"
$onejob
continue
}
# get details
else
{
# this is pre-7.2.2 when progress/result details are not in the job listing
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# OR this is a scheduled job in 7.2.2 or later where progress/result details don't exist yet
$joburi = $onejob.uri
showJobDetails("https://$applianceip$joburi")
}
}

ジョブの一覧表示でよくあるエラー
[500 — Internal Server Error]
解決策：サポートダンプを作成してください。
[403 — Request Forbidden]
原因：提供された認証情報ではそのユーザーとしてログインできません。
解決策：有効な認証情報で再びログインしてください。
[400 — Bad Request]
原因：REST コールを実行したとき、提供されたパラメーターのうちいずれかがなかったか、
形式が間違っていたか、無効でした。
解決策：パラメーターが正しい形式にあることを確認してください。

アップデートファイルをアップロードするための REST API コール
アプライアンスを新しいバージョンに更新する場合、REST API を使用してアプライアンスに
アップデートファイルをアップロードできます。REST API を使用してファイルをアプライア
ンスにアップロードしたら、[アプライアンスのアップデート] 画面を使用してアップデートを
インストールできます。アプライアンスのアップデートについて詳しくは、『Insight Control
サーバープロビジョニングインストールガイド』のアップデートに関する章を参照してくださ
い。
次の表に、REST コールのコンポーネントの一覧を示します。
REST コンポーネン
ト
説明
URL：

https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/firmware/image
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： POST
HTTP ヘッダー：

accept: application/json
content-type: multipart/form-data
accept-language: en-us (optional)
auth: <user-authorization-token>

要求本体：

なし。ただし —F オプションを使用し、次のようにシステムタイプに応じて、アップロード
する IC-server-provisioning-7.3.1–update.bin アップデートファイルの絶対パス
をフォームデータに指定します。
-F file=”@c:/IC-server-provisioning-7.3.1-update.bin” (Windows)
-F file="@/home/user/IC-server-provisioning-7.3.1–update.bin" (Linux)

応答本体：

応答の例を以下に示します。ファイル名とバージョンはアップロードによって決まります。
{"fileName":"IC-server-provisioning-7.3.1-update.bin","version":"7.3.1-58602",
"preupgradeTimeout":1800000,"rebootRequired":true,"estimatedUpgradeTime":110}

上記のような正常な応答本体が確認された場合、約 10～15 分後に、UI を使用してアップ
デートをインストールできます。[設定] 画面から、[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。アップデートファイルがアップロードされたという情報が表示され
ます。その後、[インストールアップデート]ボタンを選択し、アップデート処理を通常どお
りに続けることができます。

以下に、cURL を呼び出す方法と、それに関連付けられた応答を示します。
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Linux の場合の cURL コマンド：
# curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: multipart/form-data" -H "accept-language: en-us"
-H "auth: <user-authorization-token>"
-F file="@<path to the update file>" -X POST https://<appliance-hostname-or-address>/rest/appliance/firmware/image
HTTP/1.1 100 Continue

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 23 May 2013 18:18:07 GMT
Content-Type: application/json
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
Transfer-Encoding: chunked
{"fileName":"IC-server-provisioning-7.3.1-update.bin","version":"7.3.1-58602","rebootRequired":false,"estimatedUpgradeTime":15}

ビルドプランのエクスポートとインポート
エクスポートおよびインポート機能は、ビルドプランのコンテンツを 1 つのアプライアンスか
ら別のアプライアンスに移動するために使われます。これらの機能はアプライアンスの複製と
コンテンツの配布用に設計されています。アプライアンスの複製とコンテンツの配布の使用例
を以下の各セクションで説明します。
重要:
•

エクスポートおよびインポート機能は、REST API コールとしてのみ使用できます。現時
点では、ユーザーインターフェイスを使用してコンテンツをエクスポートまたはインポー
トすることはできません。

•

エクスポートコールでは、すべてのスクリプト、パッケージ、構成ファイル、およびビル
ドプランに関連付けられたパラメーターとともに、アプライアンスから各ユーザー生成の
ビルドプランがエクスポートされます。1 つのビルドプランだけをエクスポートする、ま
たは任意の Hewlett Packard Enterprise 生成のビルドプランをエクスポートすることはで
きません。

•

インポートコールは、インポートファイルに含まれているすべてのビルドプランをイン
ポートします。インポートコールからインポートされるものを選択的に制御することはで
きません。

•

エクスポートコールでは、エクスポートされたすべてのコンテンツを含む単一の zip ファ
イルが作成されます。インポートには同じ zip ファイルを使用できます。

•

単一のエクスポートコールと 2 つの異なるインポートコールがあります。以下の 2 つの使
用状況に基づいて、どちらのインポートコールを使用するかを選択できます。

アプライアンスの複製
複数の ICsp アプライアンスを持つ場合、同じビルドプランのコンテンツをすべてのアプリケー
ションで利用できるようにしたい場合があります。アプライアンスの複製を使用すると、すべ
てのビルドプラン開発が 1 つのマスターアプライアンス上で行われます。マスターからのビル
ドプランが定期的にエクスポートされ、その後セカンダリアプライアンスにインポートされる
ことですべての内容が同期されます。アプライアンスの複製を実行する場合は、次に注意して
ください。
•

マスターのアプライアンスからエクスポートされたコンテンツによって、セカンダリアプ
ライアンス上の同じ名前のコンテンツがすべて上書きされます（メッセージは表示されま
せん）。これはビルドプラン、スクリプト、構成ファイル、およびパッケージに適用され
ます。

•

コンテンツは上書きされるため、セカンダリアプライアンスのコンテンツに行われた変更
はインポート時に失われます。開発はすべてマスターアプライアンスのみで行う必要があ
ります。
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•

コンテンツはすべて上書きされるため、同じバージョンのアプライアンスからエクスポー
トされているコンテンツのみをインポートできます。バージョン番号が違うとインポート
が拒否されます。

アプライアンスの複製を実行するには、「コンテンツをエクスポートする REST コール」
(159 ページ) を使用してデータをエクスポートし、「上書きでコンテンツをインポートする
REST コール」(160 ページ)を使用してデータをインポートします。

コンテンツの配布
他の ICsp アプライアンスに配布でき、そのアプライアンス上の既存のコンテンツに追加でき
るビルドプランのコンテンツをパッケージ化するには、コンテンツの配布を使用します。これ
は、コンテンツをすべて複製したくないが、別の部門が別のアプライアンスで使用できる特定
の専門ビルドプランを 1 つ配布したい場合に使用します。
コンテンツの配布を実行する場合は、次に注意してください。
•

コンテンツをインポートしても、同じ名前を持つ既存のコンテンツは上書きされません。
それはすべてのコンテンツタイプに適用されます。配布するコンテンツに名前を付ける際
は、名前が競合しないようにしてください。

•

コンテンツは上書きされないため、以前に配布したビルドプランは更新できません。まず
古いバージョンのコンテンツを削除するか、更新されたコンテンツを別の名前で配布する
必要があります。

•

コンテンツは上書きされないため、まだビルドプランに存在していないステップのみがイ
ンポートされます。たとえば、インポートされたビルドプランがブートステップを呼び出
すと、ブートステップはインポートされず、代わりにアプライアンスの既存のブートス
テップが使用されます。

•

コンテンツは上書きされないため、元のアプライアンスとは異なるバージョンを持つアプ
ライアンスにコンテンツをインポートできます。

•

別のバージョンのアプライアンスにインポートできますが、インポートしたコンテンツが
期待どおりに機能しない場合があります。これはリリース間で既存のステップの機能に違
いがあるたるためです。

•

エクスポートコールはすべてのユーザー作成のビルドプランをエクスポートするため、常
に新しいアプライアンスで開始して、配布したいコンテンツのみを追加することをお勧め
します。

コンテンツの配布を実行するには、以下の手順を使用します。
1. エクスポートコールは、すべてのユーザー作成のビルドプランをエクスポートするため、
新しいアプライアンスから開始して、配布したいコンテンツのみを追加してください。
2. 配布したいコンテンツのみを含むエクスポートコンテンツファイルを作成するには、エク
スポート REST コールを使用します。
3. エクスポートファイルを配布します。
4. コンテンツをインポートする場合は、常に Import Without Overwrite REST コールを使
用してコンテンツをインポートしてください。詳しくは、「上書きなしでコンテンツをイ
ンポートする REST コール」 (161 ページ) を参照してください。
5. コンテンツがまだ機能していることを確認するためにインポート後にコンテンツをテスト
します。
6. 他のユーザーにコンテンツを分散する場合は、Import Without Overwrite に説明されてい
る手順や、エンドユーザーの REST コールを実行するインストールスクリプトを含める手
順を検討してください。

コンテンツをエクスポートする REST コール
エクスポートの REST コールは、すべてのユーザー生成ビルドプラン、および関連付けられた
すべてのコンテンツをアプライアンスからエクスポートします。REST コールとその使用につ
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いて詳しくは、「ビルドプランのエクスポートとインポート」 (158 ページ) を参照してくださ
い。
REST コンポーネン
ト
説明
URL

https://
<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/exportContent
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ： GET
HTTP ヘッダー：

accept: application/zip
content-type: application/zip
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。

Linux と Windows に共通の cURL コマンド：
curl -i -k -X GET -H "auth: <user-authorization-token>" -H "content-type:application/zip"
-H "accept:application/zip"
https://<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/exportContent
-o "osbp_export.zip"

成功すると、cURL を呼び出したディレクトリに、アーカイブされた.zip ファイルが表示され
ます。

上書きでコンテンツをインポートする REST コール
Import Without Overwrite REST コールは、マスターアプライアンスから多数のセカンダリにア
プライアンスのコンテンツを複製する場合に使用します。この REST コールとアプライアンス
の複製について詳しくは、「ビルドプランのエクスポートとインポート」 (158 ページ) を参照
します。
REST コンポーネン
ト
URL

説明
https://
<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/importContent
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ：
HTTP ヘッダー：

POST
Content-Type: multipart/form-data
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。

要求パラメーター

<full-path-of-exported-file>
エクスポートするファイルへのフルパスを提供します。

要求本体：
応答本体：

インポートコンテンツの出力を示すテキスト。

次のように cURL を呼び出します。
Linux および Windows の場合の cURL コマンド（Cygwin を使用）：
curl -i -k -X POST https://<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/importContent
-H "Content-Type: multipart/form-data" -H "auth: <user-authorization-token>"
-F “file=@<full-path-of-exported-file>”
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curl コールの出力は、コンテンツのインポートに使用される基礎となるインポートツールの
出力です。テキストフォーマットになっています。ターミナルウィンドウには、フォーマット
されていない長い文字列として表示されます。フォーマットされた出力を表示するには、REST
コールの出力を変数にコピーし、オプション -e を指定して変数を echo 処理します。
Output=`curl -i -k -X POST
https://<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/importContent
-H "Content-Type: multipart/form-data" -H "auth: <user-authorization-token>" -F
“file=@<full-path-of-exported-file>”`
echo –e output

上書きなしでコンテンツをインポートする REST コール
ビルドプランの内容を配布する場合は、Import without Overwrite REST コールが使用されま
す。この REST コールとビルドプランのコンテンツ配布について詳しくは、「ビルドプランの
エクスポートとインポート」 (158 ページ) を参照してください。
REST コンポーネン
ト
URL

説明
https://
<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/importContent
ここでは、<appliance-hostname-or-address> を提供します。

メッセージタイプ：

POST

HTTP ヘッダー：

Content-Type: multipart/form-data
auth: <user-authorization-token>
ここでは、<user-authorization-token> を提供します。
X-API-Version:108

要求パラメーター：

<full-path-of-exported-file>
エクスポートするファイルへのフルパスを提供します。

要求本体：
応答本体：

インポートコンテンツの出力を示すテキスト。

クエリのパラメー
ター：

nooverwrite
アプライアンスにすでに存在しているコンテンツの上書きを避けるため、nooverwrite
パラメーターを使用してください。
<true/false>
このオプションがtrue の場合、上書きはなく、コンテンツはバージョンに関係なくイン
ポートできます。
オプションがfales の場合、コンテンツの上書きがあり、コンテンツは同じバージョンに
しかインポートできません。
Nooverwrite クエリパラメーターが指定されていない場合、クエリパラメーターの値は
デフォルトで false と見なされます。

以下の関連する応答を表示する cURL を呼び出せます。
Linux と Windows の cURL コマンド：
curl -i -k -H "accept: application/json" -H "content-type: application/json"
-H "accept-language: en-us" -H "auth: <user-authorization-token>" -X DELETE
https://<appliance-hostname-or-address>/rest/login-sessions?action=logout

成功した場合の応答：
HTTP/1.1 204 No Content
Date: Wed, 20 Feb 2013 15:36:40 GMT
Via: 1.1 cic.dns.hp
cache-control: no-cache
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Content-Length: 0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Response Body: None

要求が失敗した場合は、エラー診断が返されます。よくあるエラーは、URL が正しくない場合
の HTTP エラー 404 not found です。
次のように cURL を呼び出します。
Linux および Windows の場合の cURL コマンド（Cygwin を使用）：
curl -i -k -X POST
https://<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/importContent?nooverwrite=<true/false>
-H "Content-Type: multipart/form-data" -H "auth: <user-authorization-token>"
-H "X-API-Version:108"
-F "file=@<full-path-of-exported-file>"

curl コールの出力は、コンテンツのインポートに使用される基礎となるインポートツールの
出力です。テキストフォーマットになっています。ターミナルウィンドウには、フォーマット
されていない長い文字列として表示されます。フォーマットされた出力を表示するには、REST
コールの出力を変数にコピーし、オプション -e を指定して変数を echo 処理します。
Output=`curl -i -k -X POST
https://<appliance-hostname-or-address>/osd-services/rest/os-deployment-settings/importContent?nooverwrite=<true/false>
-H "Content-Type: multipart/form-data" -H "auth: <user-authorization-token>" -F
“file=@<full-path-of-exported-file>”`
echo –e output

注記: 上書きなしの REST コールはバージョン 7.5 リリースからのみ使用可能です。7.5 以
前のリリースの REST API バージョンでは、上書きパラメーターを使用していない場合、提供
されたパラメーターのひとつが有効ではありませんでした: nooverwrite。というエラーメッ
セージが表示されます。
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16 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
サイトを訪問してください。
http://www.hpe.com/assistance

•

ドキュメントや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 サイトを訪問してください。
http://www.hpe.com/support/hpesc

収集する情報
•

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、およびシリアル番号

•

オペレーティングシステムの名前およびバージョン

•

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とログ

•

アドオン製品またはコンポーネント

•

他社製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には、製品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あります。ご使用の製品のドキュメントを確認して推
奨されるソフトウェアのアップデート方法を確認してください。

•

製品アップデートをダウンロードするには、次のいずれかにアクセスします。

◦

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [Get connected with updates] ペー
ジ：
http://www.hpe.com/support/e-updates

◦

Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

•

お客様の利用権限を確認および更新して、契約および保証をプロファイルにリンクするに
は、次に示す Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information on
Access to Support Materials] ページにアクセスします：
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
重要: Hewlett Packard Enterprise サポートセンターを経由して一部のアップデートにア
クセスするときに、製品資格が必要となる場合があります。関連する資格を使って HP パ
スポートをセットアップしておいてください。
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Web サイト
Web サイト

リンク

Hewlett Packard Enterprise Information Library

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

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

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

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/assistance

サブスクリプションサービス/サポートアラート

http://www.hpe.com/support/e-updates

Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

カスタマーセルフリペア

http://www.hpe.com/support/selfrepair

Insight Remote Support

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

Serviceguard Solutions for HP-UX

http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）スト http://www.hpe.com/storage/spock （英語）
レージ互換性マトリックス
ストレージに関するホワイトペーパーおよび分析レポー http://www.hpe.com/storage/whitepapers
ト

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise のカスタマーセルフリペア（CSR）プログラムは、お客様自身が
製品の修理を行えるようサポートするサービスです。CSR 部品を交換する必要がある場合、
お客様のご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。ただし、一部の部品は、CSR
が適用されません。Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によっ
て修理可能かどうかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただ
けます。リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベ
ントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製
品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリ
モートサポートに登録することを強くおすすめします。
デバイスサポートについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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用語集
AutoYaST ファイ
ル

SUSE Linux Enterprise Server（SLES）の構成ファイルを参照するときに使用する特定の用
語。

BLOB ストア

iLO と内蔵ソフトウェア環境の両方によってアクセスできるメモリの領域。管理ソフトウェ
アは、BLOB ストアにファイルを書き込み、そこからファイルを読み取ることで、iLO 経由
で内蔵環境と通信できます。これにより、サーバーの実務ネットワークインターフェイス経
由で通信する必要がなくなります。

HP SUM

HP Smart Update Manager のこと。ファームウェア更新とドライバー更新の共通ツールで
す。

HPE Scripting
Toolkit（STK）

無人サーバープロビジョニング用のサーバー展開製品。

iLO

Integrated Lights-Out （iLO）を参照してください。

iLO 仮想メディア

サーバーがローカルデバイスとして認識するようにリムーバブルストレージデバイスやイメー
ジファイルをクライアントマシンからサーバーに接続するための Integrated Lights-Out（iLO）
の機能。サーバーは仮想デバイスから起動したり、稼動中のオペレーティングシステムで使
用したりすることができます。

Integrated
Lights-Out
（iLO）

ProLiant サーバーに内蔵された独立したマイクロプロセッサーで、リモートからサーバーを
構成、更新、操作するための方法を複数提供します。iLO を使用すると、ほとんどの機能を
リモートから実行できるので、データセンター、コンピューター室、または離れた場所にあ
るサーバーの設置場所まで赴く必要がありません。http://www.hpe.com/jp/servers/ilo を参
照してください。

intelligent
provisioning

ProLiant Gen8 iLO Management Engine を使用した単一サーバー展開。内蔵展開機能も参照
してください。

kickstart ファイ
ル

Red Hat Enterprise Linux または VMware ESXi のインストールファイルを参照するときに使
用する特定の用語。一般的な使用については、構成ファイルを参照してください。

LinuxPE

Linux オペレーティングシステム用のサービス OS。

Microsoft WAIK

Windows Automation Installation Kit。Windows 自動インストールキット。Windows オペレー
ティングシステムをプロビジョニングするための Microsoft 社製の一連のツールで、WinPE
を含んでいます。WAIK は、Windows Vista 以降で提供されています。

OGFS スクリプト

Opsware Global File System 内で実行されるスクリプト。OGFS スクリプトは Insight Control
サーバープロビジョニングアプライアンスで実行され、通常はシェルまたは Python で記述さ
れます。

Opsware Global
File System
（OGFS）

OGFS は、ファイルディレクトリとテキストファイルの階層構造として SA データモデルを
表現します。たとえば、OGFS では、/opsw/Server ディレクトリにはターゲットサーバー
に関する情報が含まれます。また、（ファイルシステムやレジストリのような）ターゲット
サーバーの内容を反映するサブディレクトリもあります。必要な権限を持っている場合、
Global Shell でターゲットサーバーのファイルシステムを表示し、変更することができます。

OS ディストリ
ビューションファ
イル

オペレーティングシステムがサーバーにインストールされる前にそのオペレーティングシス
テムを構成するファイル。これらのファイルは、Microsoft、Red Hat、VMware、および Novell
のような OS 会社から、ISO イメージまたは物理 CD/DVDS 経由で消費者に提供されます。

OS のパーソナラ
イズ

IP 構成、ホスト名、およびドメインなど、稼動中のサーバーに一意の特性を付与するプロセ
ス。サーバーのパーソナライズは、初回の OS 展開中または OS のインストール後に実行で
きます。

OS ビルドプラン

ターゲットサーバー上で特定の順序でタスクを実行する OS ビルドプランステップのシーケ
ンス。通常、OS ビルドプランはオペレーティングシステムをプロビジョニングするために使
用されますが、自動化できるほとんどすべてのタスクに使用できます。

OS ビルドプラン
ステップ

OS ビルドプランの一部として割り当てられる「run script（スクリプトの実行）」や「install
package（パッケージのインストール）」のような自律的な動作。

PXE 不要

内蔵展開機能を参照してください。

Server
Automation
（SA）

Hewlett Packard Enterprise Server Automation ソフトウェア。
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SLES

SUSE Linux Enterprise Server のこと。SUSE によって開発された Linux ベースのオペレー
ティングシステムです。

SPP

Service Pack for ProLiant。http://www.hpe.com/jp/spp を参照してください。

STK

HPE Scripting Toolkit（STK）を参照してください。

WAIK

Microsoft WAIK を参照してください。

WIM インストール

Windows Imaging Format を使用するインストール。イメージインストールを参照してくださ
い。

WinPE

Windows Preinstallation Environment は、Windows オペレーティングシステム用のサービス
OS です。

アップグレード

仮想アプライアンスのアップグレードを参照してください。

アプライアンス

仮想アプライアンスを参照してください。

イメージインス
トール

元のサーバーの複製を作るためにディスクのキャプチャーイメージを使用してサーバーをイ
ンストールするプロセス。これは、スクリプトインストールと対照になっています。

インターコネクト
モジュール

ブレードエンクロージャー内で動作するように設計された Ethernet、FC、または FCoE イン
ターコネクトモジュール。

エージェント

サーバーに変更を加えるために使用される管理対象サーバー上のソフトウェア。サポートさ
れる機能は、ソフトウェアのインストールと削除、ソフトウェアとハードウェアの構成、サー
バーステータスの報告などです。

エンクロージャー

ブレードサーバーとインターコネクトデバイスを収納するシャーシ。

応答ファイル

詳しくは、構成ファイルを参照してください。

オフラインファー
ムウェア更新

システムファームウェアを更新する方法の 1 つで、プロセスの一環としてサーバーをオフラ
インにして再起動する必要があります。オフライン更新では、システムをシャットダウンし、
ファームウェア更新が実行されるサービス OS から起動します。更新が完了したら、システ
ムをオンラインに戻すことができます。

カスタム属性

スクリプトや他のアプライアンス関数で変数に代入するフォームとして使用される単純なユー
ザー定義の名前/値ペア。カスタム属性名は、参照されたときにそのカスタム属性の値で置き
換えられます。カスタム属性は単独では存在しません。常に管理データベース内のサーバー、
グループ、または OS ビルドプランのようなオブジェクトに関連付けられています。カスタ
ム属性は、それを含んでいるオブジェクトから継承できます。たとえば、グループ内のサー
バーは、そのグループからカスタム属性を継承します。

仮想アプライアン
ス

アプリケーションを実行するために最適化されたプリインストール済みソフトウェアアプリ
ケーションを搭載する仮想マシン。

仮想アプライアン
スのアップグレー
ド

OS プロビジョニング用のソフトウェア更新と新しい内容を組み込むために、Insight Control
サーバープロビジョニングアプライアンスの更新リリースをダウンロードしてインストール
すること。

管理対象サーバー

SA エージェントをインストールして Insight Control サーバープロビジョニングアプライアン
スによって制御するプロビジョニング済みサーバー。

キャプチャーイ
メージ

ファイル、ディスクパーティション情報など、ターゲットサーバーを同じサーバーまたは別
のサーバーに完全に作りなおすために必要な、ターゲットサーバーからのすべての情報を含
んでいるデータストア。キャプチャーイメージにはパーティションは含まれず、ファイルシ
ステムデータだけが含まれます。イメージインストールも参照してください。

構成ファイル

Windows および Linux 自動インストールファイルの総称。これらのファイルは、ユーザーが
介入せずにオペレーティングシステムを自動的にインストールするために必要なすべての情
報を提供します。また、BIOS 構成やアレイコントローラー構成のようなハードウェア構成
ユーティリティにも適用されます。お客様は、固有の用途のために新しい構成を作成できま
す。AutoYaST ファイルおよび Kickstart ファイルも参照してください。

サーバー検出

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスにサーバーを認識させるプロセス。
ベアメタルの場合、サーバーは、アプライアンスに登録しているエージェントをインストー
ルしたサービス OS から起動します。OS がすでに稼動しているサーバーの場合は、エージェ
ントが稼動中の OS にインストールされ、アプライアンスに登録します。サーバーが Insight
Control サーバープロビジョニングに登録されると、このサーバーをプロビジョニング用に選
択できます。
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サービス OS

全体がシステムメモリ内で動作し、オペレーティングシステムのインストールのためにシス
テムを準備するなど、サーバーに対してさまざまなメンテナンス機能を実行するために使用
される特殊用途のオペレーティングシステム。Insight Control サーバープロビジョニングは、
Linux および Windows に基づくサービス OS を搭載しています。LinuxPE および WinPE も
参照してください。

施設

単一の Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスが管理するサーバーの集合。
通常、これらのサーバーは、同じネットワークまたは接続ネットワーク上に配置されます。
施設は、データセンター、サーバー室、またはコンピューター室の全体または一部です。

ジョブ

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスで実行されるタスク。通常、ジョブ
は、ターゲットサーバーの状態に影響し、OS ビルドプランの実行を含んでいます。

スクリプト

Insight Control サーバープロビジョニングでサポートされているスクリプトの種類は、次のと
おりです。
•

UNIX – Bourne シェル（sh）、C シェル（csh）、および KornShell（ksh）

•

OGFS – Opsware Global File System

•

Windows .BAT – Windows バッチファイル

•

Windows VBScript – Visual Basic スクリプティング

•

Python – Python プログラミング言語

スクリプトインス
トール

構成ファイルと OS ディストリビューションファイルを使用して、無人インストールとして
ターゲットサーバーに OS を展開する OS プロビジョニング方法。これはオペレーティング
システムをインストールするために OS ベンダーが意図する本来の方法ですが、対話型イン
ストールプロセスが自動化されています。これは、イメージインストールと対照になってい
ます。

スタブパーティ
ション

インストールファイルが一時的に保存される、インストールドライブ上のサイズの小さいパー
ティション。スタブパーティションは、実際の OS インストールの一部として消去されます。

ステータス

サーバーステータスおよびジョブステータスを参照してください。

ステップ

OS ビルドプランステップを参照してください。

ソフトウェアパッ
ケージ

パッケージを参照してください。

ソフトウェアレポ
ジトリ

メディアサーバーを参照してください。

ターゲットサー
バー

Insight Control サーバープロビジョニングの操作対象のサーバー。ターゲットサーバーでは
SA エージェントが稼動しています。

ディストリビュー
ションファイル

OS ディストリビューションファイルを参照してください。

展開

プロビジョニングを参照してください。

展開イメージ

イメージインストールを参照してください。

展開ジョブ

ジョブを参照してください。

到達不能

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスがサーバーに到達できないという
サーバーステータス。

内蔵展開

内蔵展開機能を参照してください。

内蔵展開機能

Gen8 シリーズ以降の ProLiant サーバーに内蔵されている一連の展開ツールとサービス OS。
これらの内蔵ツールを使用すると、ネットワークブーティング（PXE）やリムーバブルブー
トメディアなしに、ProLiant サーバーの展開、構成、トラブルシューティングを実行できま
す。

パッケージ

実行可能ファイル、構成情報、およびスクリプトファイルを含むことができる zip 圧縮され
た単一ファイル。パッケージの例は、無人インストール中に使用される Windows ドライバー
の .zip ファイルです。

ファイルレポジト
リ

メディアサーバーを参照してください。

プリブート環境

サービス OS を参照してください。
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プロビジョニング

スクリプトインストールまたはキャプチャーイメージ展開を使用して、ターゲットサーバー
にオペレーティングシステムをインストールすること。

プロビジョニング
されていない

SA エージェントがインストールされ、Insight Control サーバープロビジョニングによって制
御され、オペレーティングシステムのインストールを待機中のサーバー。メンテナンスモー
ドを参照してください。

プロビジョニング
済み

この状態にあるサーバーには、オペレーティングシステムがインストールされています。

ベアメタル

稼動オペレーティングシステムがインストールされていないサーバーのことです。これは、
まだ OS がインストールされていない新品のサーバーである可能性があります。通常、ベア
メタルサーバーは、まだ管理ソフトウェアに認識されていないサーバー、または追加された
ばかりで稼動 OS がまだ展開されていないサーバーです。

ベアメタル検出

ベアメタルサーバーをプロビジョニングソフトウェアに認識させるためのプロセス。ベアメ
タルシステムを検出するには、通常、そのシステムを特殊なサービス OS から起動します。
サービス OS には、サーバーに関する各種の詳細を管理ソフトウェアに報告し、稼動オペレー
ティングシステムを展開するためにのみ十分なソフトウェアが含まれています。ベアメタル
検出はサーバーの iLO を使用して実行することもでき、その場合サービス OS は不要です。

無人インストール

ユーザー介入が不要の自動的な Windows または Linux OS インストール。

無人ファイル

Windows インストールファイルを参照するときに使用する特定の用語。一般的な使用につい
ては、構成ファイルを参照してください。

メディア

Service Pack for ProLiant（SPP）のように、ベンダー提供の OS ディストリビューションファ
イル、Hewlett Packard Enterprise 提供の OS ディストリビューションファイル、キャプチャー
イメージ、およびファームウェアとドライバーの更新などを収録したメディアサーバー上の
ソフトウェア。

メディアサーバー

OS のプロビジョニング中に使用するベンダー提供の OS メディアを搭載しているサーバー。
メディアサーバー上の OS メディアには、Linux と ESXi では HTTP、Windows では SMB を
使用してネットワーク経由でアクセスします。また、メディアサーバーは、ファームウェア
やドライバーの更新のような他の用途のためのメディアを搭載する場合があり、キャプチャー
イメージの保存場所にもなります。メディアサーバーは、Insight Control サーバープロビジョ
ニングアプライアンスとは別個のサーバーです。

メンテナンスモー
ド

サーバーをサービス OS から起動し、メンテナンスバージョンの SA OGFS エージェントを
実行するサーバーステータス。通常、メンテナンスモードにあるサーバーはプロビジョニン
グを待機中です。
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