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摘要

本書では、HPE Insight Control サーバープロビジョニングの使用法について説明します。本書は、
Insight Control サーバープロビジョニングの使用を希望するシステム管理者を対象としています。
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HPE Insight Control サーバープロビジョニング
について

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。サーバープロビジョニングは、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、すべての OS ビルドプランを備えたすぐに使用できるアプライ
アンスです。これらのビルドプランは、独自のカスタム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。

IC サーバープロビジョニングを使用すると、以下を実行できます。

• 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。

• HPE Service Packs 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、製品のセットアップと使用に関する
情報が含まれます。ドキュメントには、HPE ProLiant サーバーで自動プロビジョニング機能を実行するため
の情報も含まれています。

Insight Control サーバープロビジョニングを正しく使用するには、次のことが必要です。

• オペレーティングシステムのインストールおよび管理に関する高度な知識を持っている必要があります。

• プロビジョニングのために使用されるハードウェアに関する知識が必要です。

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 : Insight Control サーバープロビジョニングに関して利用可能な情報

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）。

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）。

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）。

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。

タスクの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 オンラインヘルプのアプライアンスに関するコンテンツ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 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 も、このドキュメントに記載され
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 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、リリースごとの新規および変更されたビルドプランに関する
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、オンラインヘルプの Insight Control サーバープロビジョニング
REST API についての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やハードウェアデバイスに固有の重要な情報
については、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のセクションを参照して
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を参照してください。用語集
（80 ページ）

表は続く
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項目 情報の入手先

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
れた、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）。

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）。

ユーザーインターフェイ
ス

オンラインヘルプの一般的な方法に関する項で、ユーザーインターフェイスの案
内のトピックを参照してください。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。

Insight Control サーバー
配備からの移行

White PaperData Migration from Insight Control server deployment to Insight
Control server provisioning を参照してください（http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs）。

ホワイトペーパー 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。
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製品とネットワーク要件

Insight Control サーバープロビジョニングは、アプリケーションの実行用に 適化された仮想マシン（VM）
上にプリインストールされて提供されます。

注記:

Web サイト http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs を参照し、このマニュアルの更新バージョ
ンがあるかどうかを確認してください。改版番号を確認し、新しいバージョンがある場合は、本マニュ
アルの代わりにそのマニュアルを使用してください。

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、HPE ProLiant 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、環境にサーバーをプロビジョニングするために使
用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。

Insight Control サーバープロビジョニングをインストールする前に、以下の要件とその他の留意事項を確認し
てください。

• アプライアンス VM およびホストの要件（8 ページ）

• USB メディアまたは ZIP ファイルソフトウェアダウンロードを使用するための要件（9 ページ）

• アプライアンスネットワーキングの要件（10 ページ）

• DHCP に関する注意事項（13 ページ）

• メディアサーバーに関する注意事項（13 ページ）

• WinPE に関する留意事項（13 ページ）

• 推奨されるファームウェアバージョン（14 ページ）

• Multi-Lingual のサポート（14 ページ）

• ポートリスト（14 ページ）

アプライアンス VM およびホストの要件
Insight Control サーバープロビジョニング仮想アプライアンスをインストールして実行するには、ホストコン
ピューター上に以下の環境が必要です。

• VMware ESXi または vSphere Provisory、あるいは Microsoft Hyper-V ハイパーバイザー

◦ VMware ハイパーバイザーのサポートされるバージョン：VMware vSphere バージョン 6.0、6.0 U1、
6.0 U2、5.5、5.5 U1、5.5 U2、5.5 U3a、5.5 U3b、5.1、5.1 U1、5.1 U2、および 5.1 U3。

注記:

VMware ESXi の名前は VMware vSphere に変更されています。

◦ Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーのサポートされるバージョン：Hyper-V の役割が有効になっている
Windows Server 2012、Hyper-V の役割が有効になっている Windows Server 2012 R2、Microsoft Hyper-
V Server 2012、および Microsoft Hyper-V Server 2012 R2。

重要:

ホストコンピューターがホストで 64 ビットのゲスト VM を実行するための VMware 要件を満た
していることを確認してください。

• アプライアンス VM の 小リソース要件は、4 個の 2 GHz CPU と、16 GB のメモリです。これらは、アプ
ライアンステンプレートの出荷時設定です。これらを小さい値に変更しないでください。1000 台以上の
サーバーがある場合、または 8 台以上の同時展開を実行する予定の場合は、リソースを増やす必要があり
ます。規模が大きい場合、動作に 適なリソースのサイズは、8 個の CPU と、30 GB のメモリです。VM
とハイパーバイザーのオーバーヘッドに対応する十分なリソースを VM ホストで利用できるようにしてく
ださい。
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• 大限のパフォーマンスを得るために、Insight Control サーバープロビジョニングで作業する同時ユーザ
ーの 大数は 5 人以内とする必要があります。

• VM に割り当てる 200 GB のディスク容量に加えて、16 GB メモリ用のストレージとして使用する 16 GB
のディスク容量が必要です。

重要:

シックプロビジョニングを使用することを強くおすすめします。シンプロビジョニングを使用して
いて VM ホストのディスク容量が不足した場合、アプライアンスでエラーが発生し、アプライアンス
が予期せず終了して、復元できなくなる場合があります。この状態が発生した場合は、新しいアプラ
イアンスをインストールし、バックアップから復元する必要があります。

• セキュリティ要件が満たされていることを確認してください。セキュ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管理者ガイドのセキュリティの留意事項に関する章を参照してくださ
い。ポートの一覧は、ポートリスト（14 ページ）を参照してください。

• ネットワークの要件：IC サーバープロビジョニングアプライアンステンプレートは、構成済みの 2 個のネ
ットワークインターフェイス（NIC）を搭載しています。アプライアンスを構成する際に、アプライアン
ス IP と展開 IP を同じネットワーク上に設定するか、異なるネットワーク上に設定するかを決定できます。
これにより、ホストで 1 つのネットワークアダプターが必要か、2 つのネットワークアダプターが必要か
が決まります。シングル NIC モードおよびマルチ NIC モードについて詳しくは、アプライアンスネットワ
ーキングの要件（10 ページ）を参照してください。

USB メディアまたは ZIP ファイルソフトウェアダウンロードを
使用するための要件

USB メディアと ZIP ファイルソフトウェアダウンロードには大きいサイズのファイルが含まれるため、メデ
ィアやダウンロードファイルの使用と内容の解凍には注意が必要です。Windows システムと Linux システム
では、注意事項が異なります。

• USB メディア：

USB メディアは、NTFS ファイルシステムを使用してフォーマットされています。メディアを Windows
システムの USB ドライブに挿入すると、ほとんどの Windows システムは USB NTFS ファイルシステムを
認識し、その内容にアクセスできます。

Linux システムでの NTFS ファイルシステムのサポートはさまざまです。メディアを Linux システムの
USB ドライブに挿入すると、一部の Linux システムは次のようなコマンドでメディアをマウントできま
す。

# mount —t ntfs -o ro /dev/sdb1 /mnt
デバイス名は Linux システムごとに異なります。NTFS システムが認識されないというエラーメッセージ
が表示される場合は、Linux システムに NTFS サポートをダウンロードし、インストールする必要があり
ます。これを実行するために推奨される無料ツールは、

ntfs-3gです（http://www.tuxera.com から入手可能）。ntfs-3gを使用するマウントコマンドの構文の

例を示します。

mount.ntfs-3g -o ro /dev/sdb1 /mnt#

注記:

USB フラッシュドライブに付属の Insight Control サーバープロビジョニングメディアは、マウント
処理中に予期しない警告メッセージを表示することがあります。デバイス操作への影響はないため、
次の警告メッセージは無視しても問題ありません。
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図 1 : USB 警告メッセージ

• ZIP ファイルダウンロード

Windows システムの場合は、Windows Explorer を通じて、組み込みの Windows ZIP 機能を使用できます。

Linux システムの場合は、ZIP バージョン 3.0 をサポートするバージョンの unzip コマンドを使用する必要
があります。

アプライアンスネットワーキングの要件
アプライアンス IP アドレス

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスは、IPv4 のみのアドレス指定か、IPv4 アドレスと
IPv6 アドレスを同時に指定するデュアルスタックアドレス指定を使用して構成できます。以下の情報で、「ア
プライアンス IP」または「展開 IP」とは、IPv4 アドレスのみか、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を表
す点に注意してください。

アプライアンスには 2 つの静的 IP アドレスが必要

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスは、常に 2 つの独立した静的 IP アドレスを必要と
します。

• アプライアンス IP—これは、アプライアンスとの通信に使用する IP アドレスです。アプライアンス IP に
は、単一の IPv4 アドレスまたは IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを割り当てることができます。Web ブラ
ウザーからアプライアンスにアクセスするとき、または REST API にアクセスするときは、いずれかの IP
を使用します。

• 展開 IP—この IP アドレスは、すべての展開操作、ターゲットサーバーとの通信、および Matrix Operating
Environment 通信に使用します。Matrix Operating Environment を使用している場合は、CMS の構成時に
この IP アドレスを指定して、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスと通信します。す
べての展開通信は IPv4 のみを使用して行われます。IPv6 展開 IP アドレスを割り当てることもできます
が、使用されません。

アプライアンス上のどのアドレスについても、DHCP アドレス指定はサポートされません。

1 つまたは 2 つの NIC の使用

アプライアンスネットワーキングを構成する方法は 2 通りあります。

• シングル NIC モード—このモードでは、アプライアンスはネットワーク接続を 1 つだけ持ちます。2 つの
IP アドレスが必要であることに変わりはありませんが、アプライアンス IP と展開 IP は単一のインターフ
ェイスを共有し、同じサブネットから割り当てる必要があります。

シングル NIC モードのアプライアンスを構成する場合は、VM の 1 番目の NIC のみを使用し、2 番目の NIC
は外しておきます。一方の NIC は、すべてのターゲットサーバーおよびそれらの iLO に直接またはルータ
ー経由でアクセスできる必要があります。シングル NIC モードの例については、図 2 : シングル NIC モー
ドの例（11 ページ）を参照してください。

• マルチ NIC モード—このモードでは、アプライアンスは 2 つの独立したネットワーク接続を持ちます。1
つはアプライアンス IP 用、もう 1 つは展開 IP 用です。このモードは、独立した専用展開ネットワークを
必要とする組織でよく使用されます。このモードでは、2 つの NIC を同じネットワークに接続してはいけ
ません。また、アプライアンス IP と展開 IP を別々のサブネットから割り当てる必要があります。

アプライアンスをマルチ NIC モードで構成する場合は、NIC1 がアプライアンス NIC になります。これは
管理ネットワークに接続されるものであり、アプライアンスにアクセスする場合に参照する NIC です。
NIC2 は展開 NIC であり、すべてのターゲットサーバーの展開 NIC に直接またはルーター経由でアクセス
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できる必要があります。マルチ NIC モードの例については、図 3 : マルチ NIC モードの例（12 ページ）
を参照してください。

Matrix OE でのマルチ NIC モードの例については、図 4 : Matrix OE でのマルチ NIC モードの例（13 ペ
ージ）を参照してください。

注記:

マルチ NIC モードでは、アプライアンスは、ユーザーの要件に応じて、アプライアンスネットワークま
たは展開ネットワーク経由でターゲットサーバーの iLO にアクセスできます。このために構成を変更す
る必要はありませんが、iLO で IPv6 を使用している場合は、iLO に到達するために使用するインターフ
ェイスに IPv6 アドレスを定義する必要があります。

IPv6 のみのサポート

現時点では、アプライアンス上で IPv6 のみのアドレス指定はサポートされていません。ただし、次のコンポ
ーネントは IPv6 アドレスのみで使用可能です。

• アプライアンスのブラウズに使用する Web ブラウザーは IPv6 のみにすることができます。

• iLO は IPv6 アドレス経由で追加できます。

• HPE OneView アプライアンスとの統合は、IPv6 アドレスを使用して構成できます。

• ターゲットサーバー上の NIC（展開 NIC 以外）は、IPv6 のみのアドレスで構成できます。

以下の図は、2 つのアプライアンスネットワークモードの構成方法を示しています。

例

IC server provisioning
Appliance

NIC 1
Appliance IP

Deployment IP
NIC 2

Not Used

Target Server

Single Network

IPv4 or IPv6
NIC Other NIC

NIC 
Deployment NIC

iLO

Management
web browser

Media Server

Internet
IPv4 required
IPv6 optional

IPv4 required       IPv6 optional

IPv4 required
IPv6 optional

IPv4 or IPv6

IPv4 or IPv6

IPv4 or IPv6

IPv4 only
IPv4 only

図 2 : シングル NIC モードの例

シングル NIC モードでは、すべてのシステムが 1 つのネットワークインターフェイスに接続されているか、
すべてのシステムに 1 つのネットワークインターフェイスからアクセスできる必要があります。
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IC server provisioning
Appliance

NIC 1
Appliance IP
IPv4 required
IPv6 optional

NIC 2
Deployment IP
IPv4 required
IPv6 optional

IPv4 required     IPv6 optional

IPv4 required

Target Server

Production Network

iLO can be
connected to

either network

Deployment Network

Management Network

NIC
Production NIC

NIC 
Deployment NIC

iLO
IPv4 or IPv6 IPv4 only

IPv4 or IPv6

IPv4 or IPv6

IPv4 only

Management
web browser

IPv4 or IPv6

Media Server

Internet

IPv4 or IPv6

図 3 : マルチ NIC モードの例

マルチ NIC モードでは、通常、展開ネットワークに、独立したネットワークが使用されます。多くの場合、
このネットワークは分離されており、このネットワークで展開操作が行われます。一方、管理ネットワーク
は、ユーザーが接続するネットワークです。オプションの実務ネットワークも示されていますが、これは、
OS 展開の一環として構成できます。
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Target Server

Production Network

iLO can be
connected to

either network

Deployment Network

Management Network

NIC
Production NIC

NIC 
Deployment NIC

iLO Media Server

Internet

IC server provisioning
Appliance

NIC 1
Appliance IP

NIC 2
Deployment IP

NIC 
Appliance IP

NIC 
Deployment IP

MOE CMS

IPv4 required
IPv6 optional

IPv4 required
IPv6 optional

Management
web browser

IPv4 or IPv6       
IPv4 or IPv6

IPv4 required     IPv6 optional

IPv4 required

IPv4 or IPv6

IPv4 or IPv6

IPv4 or IPv6

IPv4 only
IPv4 only

図 4 : Matrix OE でのマルチ NIC モードの例

Matrix Operating Environment 環境が構成されたマルチ NIC モードでは、Matrix Operating Environment CMS
のアプライアンスネットワークと展開ネットワークの両方に NIC が必要です。

DHCP に関する注意事項
Insight Control サーバープロビジョニングでは、DHCP サーバーはプロビジョニングプロセス時にターゲット
サーバーへの IP アドレスを提供する必要があります。Insight Control サーバープロビジョニングでは、ユー
ザーが使用する可能性のあるアプライアンスの内部に DHCP サーバーがあります。また、アプライアンスの
外部に独自の DHCP サーバーをセットアップすることもできます。アプライアンスの内部と外部のどちらの
DHCP サーバーを使用するかについて、およびアプライアンスで外部 DHCP を使用するためのセットアップ
方法については、DHCP サーバーのセットアップ（46 ページ）を参照してください。

メディアサーバーに関する注意事項
メディアサーバーは、Insight Control サーバープロビジョニング仮想アプライアンスから独立し、展開ソフト
ウェアを保持しています。Insight Control サーバープロビジョニングは IC サーバープロビジョニングアプリ
ケーションを実行するために 適化された仮想アプライアンスに搭載されるので、アプライアンスには展開ソ
フトウェアを搭載するために十分なストレージがありません。そのため、サーバーをプロビジョニングするた
めに、独立したメディアサーバーが必要です。メディアサーバーの使用法、メディアサーバーの要件、メディ
アサーバーのセットアップユーティリティの使用法について詳しくは、メディアサーバーのセットアップ
（58 ページ）を参照してください。

WinPE に関する留意事項
WinPE を利用できるようにするために、以前はアプライアンスから WinPE サービス OS を作成してアップロ
ードする必要がありました。現在、WinPE はご使用のアプライアンスにプリインストールされており、すぐ
に使用できるようになりました。高度な機能を必要とするユーザー向けに、WinPE をカスタマイズしてアッ
プロードするオプションも引き続き用意されています。新しい WinPE アーキテクチャーについて、および要
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件に基づいて WinPE をカスタマイズする方法について詳しくは、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セクションを参照してください。

推奨されるファームウェアバージョン
IC サーバープロビジョニングでは、 新のファームウェア（ 新バージョンの SPP、ドライバー、Intelligent
Provisioning を含む）をサポートしています。IC サーバープロビジョニングの推奨ファームウェアバージョン
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。

Multi-Lingual のサポート
ローカライズされたアプライアンス

IC サーバープロビジョニングアプライアンスはローカライズされています。アプライアンスネットワーク画
面でデフォルトの言語/ロケールの値を英語、中国語、または日本語に設定すると、アプライアンスが動作す
る言語を指定できます。この設定は、ブラウザー経由で表示されない項目、たとえば、システムコンソールや
監査ログも制御します。デフォルトの言語/ロケールは英語です。

ローカライズされた UI

IC 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もローカライズされており、英語、簡体字中国語
（zh-cn）、日本語（ja）で表示できます。言語/ロケールの設定は、Web ブラウザーの設定で選択します。ご使
用のブラウザーがこれら 3 つの言語以外の言語に設定されている場合、UI は英語で表示されます。

注記:

IC サーバープロビジョニングのビルドプランとその内容はローカライズされていません。

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

80（tcp） http Web ブラウザー すべての http 要求は https に転
送されます。

443（tcp） https Web ブラウザーま
たは REST クライ
アント

表は続く
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コンポーネン
ト

ポート 説明 送信元 補足情報

15672（tcp） RabbitMQ 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。

展開 NIC 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 Matrix OE との統合時にのみ使
用します。

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。

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

ターゲットサーバー

ターゲットサ
ーバーの iLO
NIC

80（tcp） http Web ブラウザー すべてのトラフィックは https
に転送されます。

443（tcp） https アプライアンスま
たはブラウザー

アプライアンスと iLO のすべて
の通信と標準 iLO Web インタ
ーフェイストラフィックに使用
します。

表は続く
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コンポーネン
ト

ポート 説明 送信元 補足情報

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。

ターゲットサ
ーバーの展開
NIC

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。

メディアサーバー

メディアサー
バー NIC

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。

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。
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Insight Control サーバープロビジョニングアプラ
イアンスの初回インストール

この章では、Insight Control サーバープロビジョニングソフトウェアを取得して仮想マシンアプライアンスを
インストールするための初回セットアップ手順について説明します。

重要:

Insight Control サーバープロビジョニングをすでにインストールしており、アップデートをインストー
ルする場合は、この章をスキップし、7.6 へのアップデート（38 ページ）を参照して適切なインスト
ール手順を確認してください。

対象読者

このガイドは経験のあるシステム管理者を対象としており、読者が VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザー
と VMware vSphere Client の構成と管理、または Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーの構成と管理に習熟し
ていることを想定しています。

初回セットアップ手順の概要
以下の手順は、初回セットアップの概要です。リンクをクリックすると、各手順の詳細セクションに移動しま
す。

手順

1. 初回インストール用のソフトウェアを取得します。初回インストール用のソフトウェアを取得する（17
ページ）を参照してください。

2. アプライアンス仮想マシンを VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザーまたは Microsoft Hyper-V ハイパー
バイザーにインストールします。 VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザーでの Insight Control サーバ
ープロビジョニングのインストール（18 ページ）または Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーでの
Insight Control サーバープロビジョニングのインストール（21 ページ）を参照してください。

3. アプライアンスに初めてログインし、アプライアンスネットワークを構成します。アプライアンスにログ
インし、アプライアンスネットワークを構成する（24 ページ）を参照してください。

4. ブラウザーからアプライアンスにアクセスします。ブラウザーからのアプライアンスの初回アクセス
（33 ページ）を参照してください。

5. Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブ化します。Insight Control サーバープロビジョニ
ングのアクティブ化を参照してください。

6. アプライアンスの内部または外部のどちらの DHCP サーバーを使用するかを決定します。DHCP サーバ
ーのセットアップ（46 ページ）を参照してください。

7. メディアサーバーをセットアップします。メディアサーバーのセットアップ（58 ページ）を参照してく
ださい。

初回インストール用のソフトウェアを取得する
Insight Control サーバープロビジョニングは、アプリケーションの実行用に 適化された仮想マシン（VM）
上にプリインストールされて提供されます。Insight Control サーバープロビジョニング VM は、ZIP ファイル
として Web からダウンロードできます。

Insight Control サーバープロビジョニングは、メディアキットからの USB フラッシュドライブでも入手でき
ます。メディアは Web サイト http://www.hpe.com/info/insightupdates から注文できます。

初回インストールでは、完全アプライアンスをインストールします。使用するハイパーバイザーに応じて、
VMware vSphere/ESXi の完全アプライアンスまたは Microsoft Hyper-V の完全アプライアンスのどちらかを
インストールします。
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Insight Control サーバープロビジョニングの以前のバージョンをすでにインストールしている場合は、完全ア
プライアンスをインストールする代わりにアップデートを行う必要があります。適切なアップデート手順に
ついては、7.6 へのアップデート（38 ページ）を参照してください。

メディアまたは ZIP ファイルダウンロードの内容はリリースごとに異なるため、ファイルの完全な一覧につい
ては、メディアまたは ZIP ファイル内にある READMEを参照してください。

以下の手順を使用して、Insight Control サーバープロビジョニングの完全アプライアンスソフトウェアを取得
します。

手順

1. ソフトウェアをダウンロードするか、USB メディアを挿入します。

a. ソフトウェアをダウンロードする場合：

http://www.hpe.com/info/insightupdates に移動します。次に、Insight Control サーバープロビジョニ
ングソフトウェアに移動し、適切な ZIP ファイルをホストコンピューターにダウンロードします。どの
ハイパーバイザーを使用するかに応じて、VMware の完全アプライアンスまたは Hyper-V の完全アプラ
イアンス用の ZIP ファイルを選択します。ソフトウェアをダウンロードする前に、ログインし、連絡先
情報を提供する必要があります。

b. USB メディアを使用する場合：

USB フラッシュドライブをユーザーの環境内の Windows または Linux システムに挿入し、どのハイパ
ーバイザーを使用するかに応じて VMware の完全アプライアンスまたは Hyper-V の完全アプライアン
スのディレクトリに移動し、手順 4 までスキップします。

2. ダウンロードした ZIP ファイルの MD5 チェックサムを Hewlett Packard Enterprise Software Depot の
Web ページに記載されているチェックサムと照合することをおすすめします。

3. ダウンロードファイルをローカルディスクに解凍します。

4. 解凍した内容またはメディア上のファイルのデジタル署名を確認することをおすすめします。Linux シス
テムで署名を確認するには、http://www.hpe.com/info/swdepot/LinuxCodeSigning を参照してくださ
い。Windows システムの場合、手順は同じですが、 初に gpgツールをダウンロードしてインストールす

る必要があります。ツールは http://gpg4win.org/からダウンロードできます。メディアまたは ZIP ダウ
ンロードから、Digital-Signaturesディレクトリに関連する署名ファイルがあるファイルのみを使用

し、ファイルを使用する前にファイルのデジタル署名を確認してください。

注記:

新しいメディアをダウンロードする場合は、元のメディアを削除しないようにしてください。復元操作
の一部として新しいアプライアンスを作成する必要があり、http://www.hpe.com/info/insightupdates
から元のメディアを取得できない場合、これを使用できます。

Insight Control サーバープロビジョニングをインストールするには、どのハイパーバイザーを使用するかに応
じて、次のどちらかのセクションに進みます。

• VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザーでの Insight Control サーバープロビジョニングのインストー
ル（18 ページ）

• Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーでの Insight Control サーバープロビジョニングのインストール
（21 ページ）

VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザーでの Insight Control
サーバープロビジョニングのインストール

Insight Control サーバープロビジョニングを VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザーにインストールするた
めのソフトウェアを入手したら、OVF テンプレート（これがアプライアンス仮想マシンです）を抽出し、次
の手順に従ってテンプレートを VMware ホストに展開します。

1. VM テンプレートフォルダーを Open Virtualization Format（OVF）テンプレート ZIP ファイル（ICsp-
vmware-<version>.zip）から VMware ホストに抽出します。
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注記:

解凍済みファイルのパス名の合計は、260 文字を超えないようにします。パス名が長すぎると、
VMware では問題を明確に説明する情報メッセージが表示されます。

2. VMware vSphere からファイル > OVF テンプレートのデプロイ...を選択し、VM テンプレートフォルダー
内の.ovfファイルを選択します。

図 5 : OVF テンプレートのデプロイ

注記:

サポートされる vSphere/ESXi バージョンごとにわずかな違いがあるため、アプライアンステンプレ
ートをインポートするときに警告が表示される場合があります。これらの警告は無視しても構いま
せん。

3. phosphor 手順に従って VM を展開します。

注意:

シックプロビジョニングを使用してアプライアンスをインポートすることを強くおすすめします。
シンプロビジョニングを使用していて VM ホストのディスク容量が不足した場合、アプライアンスで
エラーが発生し、アプライアンスが予期せず終了して、復元できなくなる場合があります。この状態
が発生した場合は、新しいアプライアンスをインストールし、バックアップから復元する必要があり
ます。

作成後にパワーオンを選択しないでください。

終了を選択して、VM の展開を開始します。

4. ホスト要件を満たすように Insight Control サーバープロビジョニング VM が構成されていることを確認
し、VM ホストのネットワークアダプターをセットアップします。

このホスト要件に合わせて VM の設定を編集する必要がある場合、図 6 : 仮想マシン設定の編集（20 ペ
ージ）のように、phosphor のはじめに画面から仮想マシン設定の編集を選択します。
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図 6 : 仮想マシン設定の編集

• アプライアンス VM およびホストの要件について：

アプライアンス VM およびホストの要件（8 ページ）を参照してください。一度に 8 台以上のサーバー
を展開する場合、または 1000 台以上のサーバーを管理する予定の場合、推奨される 適構成は 8 基の
CPU と 30GB のメモリです。

• ネットワークアダプターについて：

Provisory の UI を使用して VM のネットワークアダプターを設定し、使用するネットワーク環境に適合
するようにネットワークアダプターを修正する必要があります。1 番目（上）のネットワークアダプタ
ーがアプライアンス NIC であり、2 番目（下）のネットワークアダプターが展開 NIC（使用する場合）
です。

重要:

仮想アプライアンスの電源を入れる前に、VM ホストシステムの日時が正しく設定されていることを
確認します。VM ゲストは VM ホストシステムの時刻と同期化するため、VM ホストシステムでは、
必ず NTP などによって正確な時刻を維持してください。

VM ホストの時間が適切に設定されていない場合、アプライアンスの起動時に以下のメッセージが表
示される場合があります。

The time and date on your hypervisor appears to be incorrect. Please power
off your appliance, correct the time and date on your hypervisor, and
power on your appliance.
この問題が発生した場合、アプライアンスの電源をオフにして、VM ホストで正しい日時を設定し、
アプライアンスの電源を入れます。

5. Insight Control サーバープロビジョニング仮想マシンに初めて電源を入れるときは、Insight Control サーバ
ープロビジョニング VM を右クリックし、電源 > パワーオンを選択します。
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または、はじめにタブから を選択します。

6. phosphor Client からコンソールタブを選択して、IC サーバープロビジョニング VM に対してコンソールを
開きます。コンソール画面に初回ログイン用のアプライアンス画面が表示されます。これで、初めてアプ
ライアンスにログインできます。

次の手順については、アプライアンスにログインし、アプライアンスネットワークを構成する（24 ページ）
を参照してください。

Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーでの Insight Control サー
バープロビジョニングのインストール

Insight Control サーバープロビジョニングを Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーにインストールするための
ソフトウェアを入手したら、Hyper-V イメージ（これがアプライアンス仮想マシンです）を抽出し、そのイメ
ージを以下の手順に従って Hyper-V ホストに展開します。

注意:

シックプロビジョニング（Hyper-V では固定サイズのディスクと呼ばれます）を使用してアプライアン
スをインポートすることを強くおすすめします。シンプロビジョニングを使用していて VM ホストのデ
ィスク容量が不足した場合、アプライアンスでエラーが発生し、アプライアンスが予期せず終了して、
復元できなくなる場合があります。この状態が発生した場合は、新しいアプライアンスをインストール
し、バックアップから復元する必要があります。

1. Hyper-V ホストからアクセスできる場所に Hyper-V イメージ ZIP ファイル（ICsp-hyper—v-
<version>.zip）を抽出します。

注記:

解凍済みファイルのパス名の合計は、196 文字を超えないようにします。名前が長すぎると、

「Hyper-Vは、次の場所からインポートされる仮想マシンを見つけることができませんでした」とい

うエラーメッセージが表示されます。

2. Hyper-V マネージャーを起動します。Hyper-V ホストを右クリックし、仮想マシンのインポートを選択し

ます。
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3. 仮想マシンのインポートウィザードで、Hyper-V イメージ ZIP ファイルの解凍場所に移動し、
Snapshots、Virtual Hard Disks、および Virtual Machinesという名前のディレクトリを見つけ

ます。この 3 つのディレクトリの親ディレクトリを選択します。

4. ウィザードの手順を進めて、アプライアンス仮想マシンをインポートします。

重要:

仮想マシンをコピーする（新しい一意な ID を作成する）オプションを必ず選択してください（以下
のスクリーンショットを参照）。
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5. ホスト要件（アプライアンス VM およびホストの要件（8 ページ）を参照）を満たすように Insight Control
サーバープロビジョニング VM が構成されていることを確認し、シックプロビジョニングをセットアップ
して、VM ホストのネットワークアダプターをセットアップします。

VM の設定を編集する必要がある場合は、アプライアンス VM を右クリックし、設定を選択します。

• アプライアンス VM およびホストの要件について：

アプライアンス VM およびホストの要件（8 ページ）を参照してください。一度に 8 台以上のサーバー
を展開している場合、または 1000 台以上のサーバーを管理する予定の場合、推奨される 適構成は 8
基の CPU と 30GB のメモリです。

• シックプロビジョニングについて：

• VM のインポート後に、Hyper-V で固定サイズのディスクを使用するには、設定に移動し、仮想ハード
ディスクを選択します。現在のディスクを編集し、変換を選択し、容量固定を選択します。次に、VM
のハードディスクを、作成した新しい固定サイズのディスクに変更します。

• ネットワークアダプターについて：

• Provisory の UI を使用して VM のネットワークアダプターを設定し、VM の設定に移動し、ネットワー
ク環境に適合するようにネットワークアダプターを変更します。1 番目（上）のネットワークアダプタ
ーがアプライアンス NIC であり、2 番目（下）のネットワークアダプターが展開 NIC（使用する場合）
です。

通常、ネットワーク構成に応じて、ネットワークアダプターを 1 つ以上の仮想スイッチに接続します。

• VLAN と VLAN 識別子を使用しない場合には、VLAN ID ボックスのチェックを必ず外してください。

重要:

仮想アプライアンスの電源を入れる前に、VM ホストシステムの日時が正しく設定されていることを
確認します。VM ゲストは VM ホストシステムの時刻と同期化するため、VM ホストシステムでは、
必ず NTP などによって正確な時刻を維持してください。

VM ホストの時間が適切に設定されていない場合、アプライアンスの起動時に以下のメッセージが表
示されます。

The time and date on your hypervisor appears to be incorrect. Please power
off your appliance, correct the time and date on your hypervisor, and
power on your appliance.
この問題が発生した場合、アプライアンスの電源をオフにして、VM ホストで正しい日時を設定し、
アプライアンスの電源を入れます。

アプライアンスがインストールされたら、ゲストの時刻と VM の時刻との同期化を制御する設定をオ
フにしないでください。
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6. Insight Control サーバープロビジョニング仮想マシンの電源を初めて入れます。Hyper-V マネージャーで、
アプライアンス VM を右クリックし、接続を選択して、VM コンソールを開き、アプライアンス VM の電
源を入れます。

7. コンソールに、初回ログイン用のアプライアンス画面が表示されます。これで、初めてアプライアンスに
ログインできます。

次の手順については、アプライアンスにログインし、アプライアンスネットワークを構成する（24 ページ）
を参照してください。

アプライアンスにログインし、アプライアンスネットワークを構
成する

VM コンソールを使用して、アプライアンスにログインし、アプライアンスネットワークを構成します。
Insight Control サーバープロビジョニングはすぐに使用できますが、試用期間が切れる前にアクティベーショ
ンキーを受け取るために、Insight Control ライセンスを購入し、登録する必要があります。アプライアンスを
アクティブにする方法について詳しくは、Insight Control サーバープロビジョニングのアクティブ化を参照
してください。アクティベーションキーを入手できない場合は、認定されたサポート担当者に連絡してくださ
い。

注記:

エンドユーザー使用許諾契約書が表示されるので、初回ログインの前に使用許諾契約書を承諾する必要
があります。

アプライアンスを VM コンソールから初めて起動するとき、サポートアクセスを有効または無効にするオプシ
ョンがあります。サポート担当者がシステムコンソール経由でシステムの内部にアクセスし、重大な問題を診
断することを認証できるように、アクセスはデフォルトで有効になっています。アクセスは、認定されたサポ
ート担当者だけに提供される特殊なチャレンジレスポンスパスワードによって制御されます。サポートアク
セスは重大なエラーが発生した場合にアプライアンスを復旧できる唯一の方法であるため、有効なままにして
おくことを強くお勧めします。サポートアクセスは後から有効にすることもできますが、重大なエラーが発生
した後では有効にできない場合があります。設定は、アプライアンス UI の設定 > アクションメニューからい
つでも変更できます。

手順を以下のセクションに示します。

• アプライアンスに初めてログインし、使用方法に応じてアプライアンスを構成する（24 ページ）

• 管理者パスワードを割り当てる（25 ページ）

• アプライアンスネットワークを構成する（26 ページ）

• 初回セットアップにエラーがないかどうかを確認する（33 ページ）

アプライアンスに初めてログインし、使用方法に応じてアプライアンスを構成する

アプライアンスの初回起動が完了したら、ログインして、初期アプライアンス構成を完了する必要がありま
す。通常、この作業は、VM のコンソールウィンドウで実行される、特別に制限されたブラウザーを使用して
行われます。また、ネットワークに DHCP サーバーがある場合、アプライアンスは一時 IP アドレスを取得し
ています。初期アプライアンス構成のみを目的として、この一時 IP アドレスを使用し、アプライアンス UI を
参照して使用できます。

注記:

DHCP は初期ネットワークセットアップのみを目的として有効になります。アプライアンスは、以下の
シナリオのように、2 つの静的 IP アドレスを使用して構成する必要があります。初期セットアップ後は
DHCP は有効になりません。

アプライアンスに初めてログインすると、図 7 : ログイン画面（25 ページ）のように、Insight Control サー
バープロビジョニングのログイン画面が表示されます。ユーザー名 administratorとパスワード admin
を使用してログインします。
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図 7 : ログイン画面

ヒント:

ESXi/vSphere ハイパーバイザーコンソールで、Ctrl ＋ Alt キーを使用して、コンソールからカーソルを
解除します。

Ctrl ＋ Alt ＋ Backspace キーを押して、コンソールで初回セットアップを再開します。

管理者パスワードを割り当てる

ダイアログから管理者パスワードを入力して確認します。図 8 : 新しいパスワードを設定する（25 ページ）
を参照してください。

図 8 : 新しいパスワードを設定する
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重要:

必ず、新しい administrator パスワードを覚えてください。必要な場合は、パスワードリセットサービス
があります。

アプライアンスネットワークを構成する

重要:

次の作業に進む前に、アプライアンスネットワーキングの要件（10 ページ）のセクションをよく読み、
アプライアンスネットワークをどう構成するかを把握してください。

Insight Control サーバープロビジョニングでは、アプライアンス IP と展開 IP、および対応するネットマスク
を構成する必要があります。初回セットアップ時に、アプライアンス IP と展開 IP を 1 つの NIC 上に構成す
るか、異なる NIC 上に構成することができます。シングル NIC およびマルチ NIC 構成の手順を以下に示しま
す。

重要:

シングル NIC とマルチ NIC を切り替えても、初回セットアップ時に設定した展開 IP アドレスは変更で
きません。アプライアンス IP は、必要に応じて変更できます。初回セットアップ後にアプライアンス
IP を変更すると、アプライアンスは、ブラウザーと安全な通信のために新しい SSL 証明書を生成しま
す。

図 9 : アプライアンスネットワーク画面（27 ページ）のアプライアンスネットワーク画面からアプライアン
スネットワークを構成します。
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図 9 : アプライアンスネットワーク画面

1 アプライアンス：アプライアンスセクションを展開して、アプライアンス IP を構成します。

• アプライアンス IP を構成する（27 ページ）

注記:

アプライアンスのネットワークセクションに任意の値を入力したら、セクションを折り畳まないでくだ
さい。入力した値が失われる可能性があります。

2 展開：展開セクションを展開して、アプライアンス IP と同じネットワークインターフェイス上または別の
ネットワークインターフェイス上に展開 IP を構成します。

• 同じネットワーク上に展開 IP を構成する（30 ページ）

• 異なるネットワーク上に展開 IP を構成する（31 ページ）

注記:

展開のネットワークセクションに任意の値を入力したら、セクションを折り畳まないでください。入力
した値が失われる可能性があります。

アプライアンスネットワークの構成が完了したら、初回セットアップにエラーがないかどうかを確認する
（33 ページ）を参照してください。

アプライアンス IP を構成する

アプライアンス IP の構成を開始するには、アプライアンスネットワーク画面で、1 アプライアンスネットワ
ークインターフェイスを選択します。図 10 : アプライアンスの IP 構成（28 ページ）のように、アプライア
ンス IP を構成するためのフィールドが表示されます。

注記:

アプライアンスがネットワーク上のサーバーから DHCP アドレスを受け取っている場合は、いくつかの
ネットワーク値にすでに値が入力されていることがあります。DHCP によって割り当てられたすべての
アドレスを永久的な静的 IP アドレスで置き換える必要があります。アプライアンスのセットアップが
完了すると、DHCP は有効ではなくなります。
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図 10 : アプライアンスの IP 構成
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以下のように、アプライアンスのネットワーク情報を入力します。

• ホスト名:

アプライアンスのホスト名。DNS サーバーを提供している場合、ホスト名は完全修飾名でなければなりま
せん。サポートされるブラウザーから、この名前またはアプライアンス IP アドレスを使用してアプライア
ンスに移動できます。

ホスト名には、英数字、ハイフン （-）、およびピリオド（.）を含めることができます。ホスト名の 大長
は 255 文字です。ホスト名内の各ラベルは、先頭と末尾を英数字にする必要があり、 大長は 63 文字で
す。

IPv4 設定：

• IP アドレス:

これは、このアプライアンスに割り当てる IPv4 アドレスです（アプライアンス IP）。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使用します。アプライアンス
IP は常に 1 番目のネットワークインターフェイス上に存在します。アプライアンスの IPv4 アドレスが必
要です。

• サブネットマスクまたは CIDR：

このフィールドは、必須です。ネットワーク識別用に予約されたビットを表す IPv4 マスク（255.255.255.0
など）、またはネットワーク識別用に予約されたビットの数を表す Classless Internet Domain Routing
（CIDR）マスクを指定します。有効な CIDR 値は 1～30 です。

• Gateway address:

このフィールドは必須ではありませんが、アプライアンスへのアクセスを保証するために、このフィール
ドを構成することを強くおすすめします。ネットワーク上のルーターの IP アドレスを指定します。

DNS 設定:

• 優先 DNS サーバー:

優先 DNS サーバーの IP アドレス。必要なし。

• 代替 DNS サーバー:

代替 DNS サーバーの IP アドレス。必要なし。

IPv6 設定：

重要:

IPv6 アドレスを構成するときに、手動で指定した DNS サーバーまたは DHCP サーバーが提供した DNS
サーバーが、IPv4 と IPv6 の両方の名前解決をサポートすることを確認してください。

• アドレス割当て：

アプライアンス IP に IPv6 アドレスを割り当てるかどうかを定義します。

◦ デフォルトは未割り当てです。IPv6 アプライアンス IP アドレスが割り当てられていないことを示しま
す。IPv6 アドレスは、アプライアンス UI の設定 > ネットワークの編集画面からいつでも設定できま
す。

◦ 手動では、IPv4 アドレスに加えて、アプライアンス IP の IPv6 アドレスを割り当てることができます。
手動オプションを選択すると、IPv6 アドレス、サブネットマスクまたは CIDR、およびゲートウェイア
ドレスを割り当てるための追加フィールドが表示されます。

• IP アドレス:

IPv6 アプライアンス IP アドレスです。このアドレスまたはアプライアンスの IPv4 アドレスを使用して、
アプライアンスにアクセスできます。アプライアンス IP は常に 1 番目のネットワークインターフェイス
上に存在します。手動オプションを選択する場合にのみ、必須です。

• サブネットマスクまたは CIDR：
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ネットワーク識別用に予約されたビットを表す IPv6 マスク（ffff:ffff:ffff:ffff:0:0:0:0 など）、またはネットワー
ク識別用に予約されたビットの数を表す Classless Internet Domain Routing（CIDR）マスクを指定します。
有効な CIDR 値は 1～127 です。手動オプションを選択する場合にのみ、必須です。

• Gateway address:

このフィールドは必須ではありませんが、アプライアンスへのアクセスを保証するために、このフィール
ドを構成することを強くおすすめします。ネットワーク上のルーターの IP アドレスを指定します。

次のどちらかの手順に進んで展開 IP を構成します。

• 同じネットワーク上に展開 IP を構成する（30 ページ）

• 異なるネットワーク上に展開 IP を構成する（31 ページ）

同じネットワーク上に展開 IP を構成する

展開 IP の構成を開始するには、アプライアンスネットワーク画面で、2 展開ネットワークインターフェイス
を選択します。図 11 : 同じネットワーク上での展開 IP の構成（30 ページ）のように、展開 IP を構成する
ための一連のフィールドが表示されます。

重要:

初回セットアップ時に設定した展開 IP アドレス（IPv4 のみ、または IPv4 と IPv6 の両方）は変更しな
いでください。共有モードと独立モードの間で切り替えを行う場合でも、それまでに設定した展開 IP ア
ドレスはすべて変更せずに維持し、必要な場合はアプライアンス IP を変更してください。

図 11 : 同じネットワーク上での展開 IP の構成

アプライアンス IP と同じネットワークアダプターを使用するように展開 IP を構成するには、アプライアンス
インターフェイスと共有を選択します。この構成では、VM 上の 1 番目のネットワークアダプターのみが必要
です。
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アプライアンスインターフェイスと共有オプションを選択すると、展開 IP の IPv4 アドレスを入力するための
フィールドが表示されます。アプライアンス IP の IPv6 アドレスが割り当てられている場合、オプションで展
開 IP の IPv6 アドレスを入力するためのフィールドも表示されます。

IPv4 アドレス：

IPv4 展開 IP アドレスを入力します。IPv4 アドレスは必須です。これは、アプライアンス内の展開エンジンが
使用する IP アドレスです。このアドレスは、ターゲットサーバーの展開インターフェイス IP アドレスと通信
するために使用します。Matrix OE と統合するときもこの IP アドレスを指定します。

アプライアンスインターフェイスと共有を選択しているので、展開ネットワークインターフェイスの IP アド
レスがアプライアンス IP と同じネットワーク上に存在する必要があります。

IPv6 アドレス：

アプライアンス IP の IPv6 アドレスが割り当てられている場合、IPv6 アドレスを入力するためのフィールド
が表示されます。展開 IP の IPv6 アドレスの設定はオプションです。IPv6 展開 IP を割り当てる場合でも、タ
ーゲットサーバーとの通信はすべて IPv4 展開 IP アドレスを使用します。

アプライアンスインターフェイスと共有を選択しているので、展開 IP の IP アドレスがアプライアンス IP と
同じネットワーク上に存在する必要があります。

重要:

IPv6 を構成する場合は、指定した DNS サーバーが IPv4 と IPv6 の両方の名前解決をサポートすること
を確認します。

OK またはログアウトを選択します。OK を選択すると、指定した情報が適用されるときにネットワークの設
定を適用中の画面が表示されます。アプライアンスは再起動プロセスを開始します。これには 大 20 分ほ
どかかります。再起動中、標準の画面にエラーが表示されることがあります。これは正常です。バックエンド
サーバーがシャットダウン中であるだけです。アプライアンスが完全にシャットダウンして再起動するまで、
操作を行わないでください。

ログアウトボタンを選択すると、アプライアンスネットワーク情報が保存されずにアプライアンスが終了しま
す。

注記:

ログアウトを選択した場合でも、アカウント管理者用に設定したパスワードが適用されます。

アプライアンスコンソールからネットワーク情報を構成した場合、ブラウザーを使用してアプライアンスにア
クセスできます。コンソールを使用してアプライアンスにアクセスすることもできますが、コンソールインタ
ーフェイスからはすべての機能を使用することはできません。

異なるネットワーク上に展開 IP を構成する

展開 IP の構成を開始するには、アプライアンスネットワーク画面で、2 展開ネットワークインターフェイス
を選択します。図 12 : 異なるネットワーク上での展開 IP の構成 - 編集フィールド（32 ページ）のように、
展開 IP を構成するための一連のフィールドが表示されます。

重要:

初回セットアップ時に設定した展開 IP アドレス（IPv4 のみ、または IPv4 と IPv6 の両方）は変更しな
いでください。共有モードと独立モードの間で切り替えを行う場合でも、それまでに設定した展開 IP ア
ドレスはすべて変更せずに維持し、必要な場合はアプライアンス IP を変更してください。
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図 12 : 異なるネットワーク上での展開 IP の構成 - 編集フィールド

アプライアンス IP とは異なるネットワークインターフェイスに展開 IP を構成するには、独立 <MAC アドレ
ス>を選択し、以下のように展開 IP の情報を入力します。この構成では、VM 上に 2 つのネットワークアダプ
ターが必要であり、展開 IP は 2 番目のネットワークアダプター上に構成されます。

独立 - <MAC アドレスオプションを選択しているので、2 番目の NIC の IPv4 アドレス情報および IPv6 アドレ
ス情報を入力するための追加フィールドが表示されます。
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IPv4 設定：

• IP アドレス: IPv4 展開 IP アドレスです。これは、アプライアンス内の展開エンジンが使用する IPv4 アド
レスです。このアドレスは、ターゲットサーバーの展開インターフェイス IP アドレスと通信するために使
用します。これは、Matrix Operating Environment に提供する IP アドレスです。IPv4 アドレスは必須で
す。独立 - <MAC アドレス>を選択しているため、このアドレスは、アプライアンス IP とは異なる

ネットワーク上に存在する必要があります。

• サブネットマスクまたは CIDR：このフィールドは、必須です。ネットワーク識別用に予約されたビット
を表す IPv4 マスク（255.255.255.0 など）、またはネットワーク識別用に予約されたビットの数を表す
Classless Internet Domain Routing（CIDR）マスクを指定します。有効な CIDR 値は 1～30 です。

IPv6 設定：

• アドレス割り当て：展開 IP に IPv6 アドレスを割り当てるかどうかを定義します。

◦ デフォルトは未割り当てです。これは、IPv6 展開 IP アドレスを割り当てないことを示します。IPv6 ア
ドレスは、アプライアンス UI の設定 > ネットワークの編集画面からいつでも設定できます。

◦ 手動では、展開 IP に IPv6 アドレスを割り当てることができます。手動オプションを選択すると、IPv6
アドレスとサブネットマスクまたは CIDR を割り当てるための追加フィールドが表示されます。

• IP アドレス: IPv6 展開 IP アドレスです。IPv6 展開 IP を割り当てる場合でも、ターゲットサーバーとの通
信はすべて IPv4 展開 IP アドレスを使用します。

独立 - <MAC アドレス>を選択しているため、展開 IP の IP アドレスはアプライアンス IP と異なるネット
ワーク上に存在する必要があります。

• サブネットマスクまたは CIDR：このフィールドは、必須です。ネットワーク識別用に予約されたビット
を表す IPv6 マスク（ffff:ffff:ffff:ffff:0:0:0:0 など）、またはネットワーク識別用に予約されたビットの数を表す
Classless Internet Domain Routing（CIDR）マスクを指定します。有効な CIDR 値は 1～127 です。

OK またはログアウトを選択します。OK を選択すると、指定した情報が適用されるときにネットワークの設
定を適用中の画面が表示されます。アプライアンスは再起動プロセスを開始します。これには 大 20 分ほ
どかかります。再起動中、標準の画面にエラーが表示されることがあります。これは正常です。バックエンド
サーバーがシャットダウン中であるだけです。アプライアンスが完全にシャットダウンして再起動するまで、
操作を行わないでください。

ログアウトボタンを選択すると、アプライアンスネットワーク情報が保存されずにアプライアンスが終了しま
す。

注記:

ログアウトを選択した場合でも、アカウント管理者用に設定したパスワードが適用されます。

注記:

アプライアンスコンソールからネットワーク情報を構成した場合、ブラウザーを使用してアプライアン
スにアクセスできます。コンソールを使用してアプライアンスにアクセスすることもできますが、コン
ソールインターフェイスからはすべての機能を使用することはできません。

初回セットアップにエラーがないかどうかを確認する

ネットワーク設定のいずれかにエラーがある場合、Web ブラウザーを使用してアプライアンスにアクセスで
きなくなる可能性があります。この状態が発生した場合、VM ホストからアプライアンスのコンソールにアク
セスし、メインメニューからアクティビティを選択します。ネットワークセットアップのエラーがアクティビ
ティ画面に表示されます。

ブラウザーからのアプライアンスの初回アクセス
サポートされるブラウザーから仮想アプライアンスにアクセスするには、アプライアンスネットワーク画面で
Web アドレスとして入力したホスト名または IP アドレスを入力します。
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Insight Control サーバープロビジョニングでサポートされるブラウザーについては、http://www.hpe.com/
info/insightcontrol/docs にある Insight Management サポートマトリックスを参照してください。

注記:

通常の使用中に、VM コンソールからアプライアンスを操作しないでください。外部ブラウザーを使用
してください。

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。
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手順

1. ブラウザーからアプライアンスにログインします。

No

Yes

Target Server 
Life Cycle

Start

Run Build Plan

Did Build
Plan install an

OS? 

Target
Server

Discovery 

Did you
erase or capture the

target server ? 

Yes

No

Did you
perform network
personalization

on the target
server? 

Yes

No

Did you
delete the target

server? 

Yes

No

Target server is 
running 

production OS 
and is in 

managed 
mode.

Target server is running
default service OS and

is waiting for a Build
Plan to be run. 

A Build Plan or other  
action is executed 
on the target server

Indicates a target
server state

User action

2. バナーをクリックしてヘルプパネルを開き、推奨アクションリストから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
は推奨アクションリストには表示されません。

3. 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。

4. 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 HP 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。HP 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
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ません。アクティベーションキーの発行に、HP 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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. 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。

9. 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。

次のステップ
次のいずれかに進みます。

• 時刻および言語の設定

• DHCP サーバーのセットアップ

• メディアサーバーのセットアップ

重要:

強化およびその他のセキュリティの留意事項について詳しくは、Insight Control サーバープロビジョニ
ング管理者ガイドのセキュリティの章を参照してください。

時刻および言語の設定

時刻および言語：設定画面で、以下のような時間と言語の設定を構成できます。これらは設定→アプライアン
スの編集を選択して、アプライアンス UI で後から設定することもできます。

• VM ホストと同期：このオプションを選択すると、アプライアンスの日付と時間が VM ホストと同期化し
ます。これがデフォルトです。

• タイムサーバーに同期：このオプションを選択すると、アプライアンスの日付と時刻を提供するネットワ
ークタイムサーバーを参照できます。少なくとも 2 つ、可能な場合は 3 つのタイムサーバーと同期するこ
とをお勧めします。タイムサーバーと同期する場合でも、VM ホストで常に正確な時刻を維持してくださ
い。

• ネットワークタイムサーバー：タイムサーバーと同期化するには、3 つまでのネットワークタイムサーバ
ーの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。このフィールドは、タイムサーバーに同期オプ
ションを選択したときに表示されます。

• デフォルトの言語/ロケール：アプライアンスの言語/ロケールを設定します。英語、中国語または日本語を
選択することができます。この設定は、監査ログと同様に、ブラウザー経由で表示されない項目を制御し
ます。デフォルトの言語/ロケールは英語です。初期セットアップ中にここで言語を設定した場合、アプラ
イアンスの初期ネットワーク構成を完了し、アプライアンスを再起動するまで、変更は有効になりません。
ローカライズされた UI については、Multi-Lingual のサポートを参照してください。
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7.6 へのアップデート

新しいユーザーの場合は、Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスの初回インストール（17
ページ）の手順に従って、Insight Control サーバープロビジョニングの完全アプライアンスをダウンロードし
てインストールします。

Insight Control サーバープロビジョニングバージョン 7.4.1、7.5、または 7.5.1 をインストールしている既存
ユーザーの場合は、このセクションの手順に従って、アプライアンスを 7.6 にアップデートします。

Insight Control サーバープロビジョニング 7.6 は完全アプライアンスとして使用するか、Insight Control サー
バープロビジョニング 7.4.1 または 7.5 がインストールされている場合はアップデートとして使用すること
ができます。

• 以前のバージョン（7.2.x、7.3.x）をインストールしている場合は、 初に 7.4.1 または 7.5.0 にアップデ
ートしてから 7.6 にアップデートする必要があります。詳しくは、ICsp の古いバージョンから 新バージ
ョンへのアップデートを参照してください。

• ご使用のアプライアンスが 7.5.1 である場合は、7.5.1a パッチを使用して 7.5.1a にアップグレードしてか
ら 7.6 にアップグレードする必要があります。詳しくは、7.5.1a へのアップデートを参照してください。

重要:

7.4.1 より低いバージョンの IC サーバープロビジョニングがインストールされている場合は、まず 7.4.1
または 7.5 にアップデートし、その後 7.6 にアップデートする必要があります。7.2.x または 7.3.x バー
ジョンから 7.5 または 7.6 バージョンへのアップデート手順については、ICsp の古いバージョンから
新バージョンへのアップデートの手順に従って 7.6 へアップデートしてください。

次の表に、Insight Control サーバープロビジョニングのサポート済みアップデートパスを示します。

7.4.0a へ* 7.4.1 へ 7.5 へ 7.5.1 へ 7.5.1a へ 7.6 へ

7.4 から 可 可 可 可 — —

7.4.0a から* — 可 可 可 — —

7.4.1 から — — 可 可 — 可

7.5 から — — — 可 — 可

7.5.1 から — — — — 可 —

* これらのバージョンの IC サーバープロビジョニングはアップデート専用であり、新しいアプライアンスと
してインストールすることはできません。まず適切な古いバージョンをインストールし、それからアップデー
トを適用してください。

重要:

常に IC サーバープロビジョニングソフトウェアの 新リリースにアップデートすることをおすすめし
ます。新しい各リリースには、新機能、 新のドライバーおよびファームウェア、 新のオペレーティ
ングシステムのサポートが含まれています。さらに、ほとんどの新しいリリースは、1 つ、または場合
によっては 2 つ前のリリースからのアップデートだけをサポートするため、 新の状態を維持しておけ
ば、後から大量のマルチホップアップグレードを実行する必要がありません。

Web サイト http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs を参照し、このマニュアルの更新バージョンがあ
るかどうかを確認してください。改版番号を確認し、新しいバージョンがある場合は、zip ファイルのマニュ
アルの代わりにそのマニュアルを使用してください。
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アップデートを開始する前に、この章の情報を確認します。以下のアップデートを成功に導くためのベストプ
ラクティスも検討してください。

アップデートを正常に完了するためのベストプラクティス
アプライアンスのアップデートでは、大量のリソースが消費されます。アップデート手順は複雑なため、リソ
ースが限られていると、アップデート処理に支障が出る可能性があります。必要なリソースを確保し、アップ
デートを正常に完了するための推奨ベストプラクティスを以下に示します。

アプライアンスの VM スナップショットまたはクローンを取得する

アップデート処理を開始する前に、アプライアンスをシャットダウンし、アプライアンスの VM スナップショ
ットまたはクローンを取得します （オンラインスナップショットはサポートされていません。スナップショ
ットを取る前に、アプライアンスをシャットダウンする必要があります）。次にアプライアンスを起動しなお
してからアップデートを適用します。アプライアンスを起動すると、アップデート処理中にエラーが発生した
場合にアプライアンスを迅速に復元できます。また、アップデートのためにアプライアンスを使用するという
利点もあります。

アップデートプロセスに失敗した場合、アプライアンスは自動的にアップデート前の元の状態に戻るように設
計されています。さらにスナップショットやクローンを取得しておくと、エラーが発生した場合の安全性が高
まります。

アップデートをメンテナンス期間中に実行するように計画する

リソース要件およびアップデートの重要性の理由から、アプライアンスが使用されず、VM ホストの負荷が低
下しているメンテナンス期間中にアップデートを実行することをおすすめします。ネットワークや CPU の
負荷が高い時間帯や、バックアップを取得しているときにアップデートを実行しないでください。アプライア
ンスの移行または一時停止を行わないでください。

アプライアンス専用のリソース

アプライアンスで必要なリソースを確保するためのもう 1 つのオプションは、VMware 設定を使用して、アプ
ライアンス専用の CPU リソースおよびメモリリソースを確保することです。VM 設定のリソースタブで、少
なくとも 8,000 MHz の CPU および 16,384 MB のメモリの予約を設定します。これは、メンテナンス期間中
にアップデートを実行できない場合に役立ちます。アップデートが完了したら、これらの予約を削除できま
す。

アプライアンスのコンソールでアップデート処理を監視する

アップデートではアプライアンスが再起動されるため、ブラウザーへの接続が中断します。これにより、アプ
ライアンスが使用できる状態になったかどうかを見分けることが困難になる場合があります。アプライアン
スの実際の状態を確実に把握するには、アップデート処理の開始時に VM コンソールを開きます。これによ
り、アップデートを監視して、アプライアンスが使用できる状態になったことを確認できます。アプライアン
スの 終リブートの後、コンソールにログインプロンプトが表示されたら、ブラウザーを再起動して、キャッ
シュをクリアしてから再度ログインする必要があります。

ブラウザーと、アプライアンスのアップデートファイルをアプライアンスに「近づける」

特に大容量のアップデートファイルをアップロードする場合、ネットワークの遅延や中断によって発生する問
題を回避するには、ネットワークの観点から「近い」場所にあり、アプライアンスへの高速ネットワーク接続
が提供されるシステムでアップデートを実行し、そのシステムにアップデートファイルを保管します。

アプライアンスをアップデートする前に Rest API を使用してディスクを消去する

アプライアンスを正しくアップデートするには、アプライアンスをアップデートする前にアプライアンスファ

ームウェアの削除 REST API 呼び出しを使用してディスクを消去します。すべての REST API の完全なリス
トについては、アプライアンス UI から入手可能な REST API リファレンスドキュメントを参照してください。

アップデートの前提条件
アップデートでは、以下の前提条件が必要になります。

• 重要なブラウザー要件
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UI を使用して ICsp-update-7.6.binをアップロードする場合は、Firefox や Chrome を使用する必要が

あります。ブラウザーでのファイルサイズのアップロード制限事項により、Internet Explorer を使用するこ
とはできません。Firefox または Chrome ブラウザーにアクセスできない場合、またはコマンドラインから
ファイルのアップロードを実行する場合は、説明されている REST コールを使用して、Windows または
Linux のコマンドラインからファイルをアップロードできます。REST API コールを使用したアップデー
トファイルのアップロード（44 ページ）を参照してください。REST コール経由でファイルをアップロ
ードする場合は、サポート対象のどのブラウザーでも、UI からアップデートをインストールできます。

• VM ホストファイルストアに適切なディスク容量があるかどうかを確認する

アップデートでは、アプライアンスで大量のディスク容量が使用されます。シンプロビジョニングを使用
して現在のアプライアンスをインストールした場合（これは推奨されません）、アップデートにより、仮想
ディスクがかなり大きくなります。仮想ディスクの増大に対応するために、ホストディスク上に 180 GB
以上の使用可能な空き容量があることを確認することが重要です。アップデート中にホストディスクの容
量が不足した場合、新しいアプライアンスを作成し、バックアップから復元する必要が生じると考えられ
ます。

アプライアンスがシックプロビジョニングを使用してインストールされていても、アップデート処理を開
始する前に推奨どおりに VM スナップショットを取得する場合は、スナップショット用に 75 GB のストレ
ージが必要です。

• アップデートを開始する前に、アプライアンスのバージョンを確認します。バージョンを確認するには、
設定 > アプライアンス画面を選択します。アプライアンスのバージョンは、次のいずれかである必要があ
ります。

◦ 7.4.1-105860（7.4.1 用）

◦ 7.5.0-0209204（7.5.0 用）

◦ 7.5.1-0243940（7.5.1a 用）

アップデートソフトウェアを取得して使用準備を行う
以下の手順に従って、アップデートソフトウェアをダウンロードするか、メディアを使用してアップデートソ
フトウェアを取得し、アップデート処理でアップデートソフトウェアを使用できるように準備します。

1. http://www.hpe.com/info/insightupdates から IC_server_provisioning_7.6_Update_<日付と製

品番号>.zipファイルをダウンロードするか、メディアを使用して 7.6.0 ファイルを取得します。ダウン

ロードを見つけるには、Insight Control サーバープロビジョニングソフトウェアを探し、ダウンロードする

IC_server_provisioning_7.6_Update_<日付と製品番号>.zipファイルを選択します。ソフトウ

ェアをダウンロードする前に、ログインし、連絡先情報を提供する必要があります。

重要:

ダウンロードした ZIP ファイルの MD5 チェックサムを Hewlett Packard Enterprise Software Depot の
Web サイトに記載されているチェックサムと照合することをおすすめします。

2. Insight Control サーバープロビジョニングの UI からアクセスできる場所にファイルを解凍するか、メディ
アから 7.6.0 ファイルをコピーします。

注記:

Windows システムの場合は、Windows Explorer を通じて、組み込みの Windows ZIP 機能を使用でき
ます。Linux システムの場合は、ZIP バージョン 3.0 をサポートするバージョンの解凍を使用します。

3. 解凍した内容のファイルのデジタル署名を確認することをおすすめします（ファイルの完全な一覧につい
ては、ZIP ファイルの README を参照してください）。デジタル署名を確認するには、Linux システム上
での署名の確認について http://www.hpe.com/info/swdepot/LinuxCodeSigning を参照してください。
Windows システムの場合、手順は同じですが、 初に gpgツールをダウンロードしてインストールする必

要があります。ツールは http://gpg4win.org/からダウンロードできます。ZIP ファイルから、Digital-
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Signaturesディレクトリに関連する署名ファイルがあるファイルのみを使用し、ファイルを使用する前

にファイルのデジタル署名を確認してください。

4. アップデートは update.binという形式で提供されます。IC_server_provisioning_7.6.0_<日付

と製品番号>.zipファイルには、7.6.0 バージョンにアップデートする ICsp-update-7.6.0.binファ

イルが含まれます。

注記:

ダウンロードしたメディアの元のコピーを保存します。復元操作の一部として新しいアプライアンスを
作成する必要があり、http://www.hpe.com から元のメディアを取得できない場合、これを使用できま
す。

7.6.0 へのアップデート方法
1. まず、ICsp–update-7.6.0.binファイルをアップロードします。このファイルは、UI を使用してアッ

プロードするか（Firefox または Chrome ブラウザーが必要）、または REST コールを使用してアップロー
ドすることができます。詳しくは、REST API コールを使用したアップデートファイルのアップロード
（44 ページ）を参照してください。REST API を使用する場合は、ファイルのアップロードが完了したら
手順 4 までスキップします。

UI を使用してファイルをアップロードするには、適切なブラウザーで UI を開いて、設定画面でアクショ
ン > アプライアンスのアップデートの順に選択します。

2. アプライアンスのアップデートダイアログボックスで参照ボタンをクリックし、ローカルで解凍した 7.6.0
ファイルの内容を参照します。

3. アップロードする ICsp–update-7.6.0.binファイルを選択します（ファイルをドラッグアンドドロッ

プすることもできます）。アップロードのみをクリックします。ファイルのアップロード中は、アップロー
ドの進行状況バーがアプライアンスのアップデートダイアログボックスに表示されます。

注記:

アップデートの進行中は、右側のサイドバーにあるエンドユーザー使用許諾契約書リンクと書面によ
る申し込みリンクをクリックしないでください。

ファイルのアップロードを停止する場合は、アップロードを停止ボタンをクリックします。

注記:

アップロードを閉じるか、アップロードされたファイルを削除した場合は、再度アップロードを実行
する前に、ブラウザーキャッシュをクリアしてブラウザーを再起動する必要があります。

4. リリースノートリンクをクリックすると、リリースノートを読むことができます。Chrome ブラウザーを
使用している場合、リリースノートリンクを表示するにはポップアップブロッカーをオフにする必要があ
ります。リリースノートは、ZIP ダウンロード内またはメディア上にもあります。
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注記:

ファイルのアップロード中、「Error occurred while verifying image file: ICsp–
update–7.6.0.bin is corrupted. Please download image file and try again.」
ののようなエラーメッセージが表示された場合は、次の処置を行えます。

• 表示されたチェックサム情報を使用して、ICsp–update-7.6.0.binファイルのチェックサム

を照合します。

• ファイルのアップロードに使用するブラウザーとして、Firefox か Chrome のどちらかを使用して
いることを確認します。Internet Explorer は、4 GB を超えるファイルをアップロードできません。

• まれに、アップデートが破損していなくても破損していると誤って報告されることがあります。
これが発生した場合、アプライアンスを再起動し、アップロードをもう一度試してください。ア
ップロードがそれでも失敗する場合は、アップデートが失敗した場合の復旧（43 ページ）セク
ションで説明されている手順に従ってください。

5. このファイルのアップロードが完了したら、アップデートをクリックし、ICsp–update-7.6.0.binフ

ァイルをインストールします。

アップデートをクリックすると、エンドユーザー使用許諾契約書画面が表示されます。エンドユーザー使
用許諾契約に合意すると、アップデートの進行状況画面が表示され、インストールが開始します。

インストールには約 180 分かかります。

インストール後、自動的に再起動されます。再起動後、アップデートは約 30 分間続行されます。アップデ
ート中はアプライアンスを操作しないでください。アップデートが完了したら、アプライアンスコンソー
ルにログイン画面が表示され、ご使用のブラウザーウィンドウが設定画面に戻ります。お使いのブラウザ
ーからログアウトし、キャッシュをクリアしてログインしなおしてください。

VM コンソールを監視して、いつアプライアンスが再起動し、ログインに使用できるようになったかを確
認することをおすすめします。

注記:

• コンソールにログイン画面が表示される 後のリブートまでに時間がかかる場合があります。こ
の間はログインできません。 終的なアプライアンスのリブートは、60 秒以内に始める必要があ
ります。

• IC サーバープロビジョニングデータを 7.6.0 形式に変換するための時間を見込んでください。ア
ップデートの完了後すぐにログインすると、アップデート後の短い間、アプライアンスにデータ
（サーバー、ビルドプラン、スクリプトなど）が表示されない場合があります。この間に古いバー
ジョンのデータが 7.6.0 形式に変換されています。所要時間は、変換するデータの量（サーバー
数、ビルドプラン数など）によって異なります。データが表示され利用可能になるまでに、数分
かかります。これは正常なアップグレードの過程です。

6. アップデートが適切にインストールされたことを確認します。設定 > アプライアンス画面に表示されるア
プライアンスのバージョンが 7.6.0 であることを確認します。

アップデートのインストール後に、アップデートでエラーが報告される場合、アプライアンスが起動しな
い場合、またはバージョンが 7.6.0 になっていない場合は、アップデートが失敗した場合の復旧（43 ペ
ージ）を参照してください。

アップデート後に実行するタスク
アップデートのインストール後、以下のタスクを実行する必要があります。

• README で、新しい機能と変更された機能を確認します。

• UEFI または UEFI セキュアブートモードのサーバーとともに外部の DHCP サーバーを使用している場合、
7.6.0 アプライアンスと連動するように DHCP 構成を変更する必要があります。手順については、DHCP
サーバーのセットアップ（46 ページ）を参照してください。

.
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• 7.6.0 のアップデートでサポートされているその他の OS ディストリビューションを、メディアサーバーフ
ァイル共有にコピーします。アップデート後のアプライアンスには、メディアサーバーセットアップユー
ティリティの新しいバージョンが付属しています。常にこの新しいバージョンを旧バージョンの代わりに
使用する必要があります。詳しくは、メディアサーバーのセットアップ（58 ページ）を参照してくださ
い。

.
• バージョン 7.5.0 以降では、WinPE はご使用のアプライアンス上にプリインストールされるため、新しい

バージョンの WinPE をビルドしてアプライアンスにアップロードする必要はなくなりました。アプライ
アンスでは WinPE 3 および WinPE 4 のバージョンを使用でき、必要に応じて Hewlett Packard Enterprise
提供のビルドプランをバージョン間で切り替えることができます。アップグレードした後は、アップロー
ドしていた WinPE の以前のバージョンがアップグレードバージョンによって上書きされます。WinPE の
新機能と WinPE をカスタマイズする手順について詳しくは、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」のセクションを参照してください。

• ビルドプランの変更内容を読み、カスタムビルドプランのアップデートを検討します（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の付録「リリースごとのビルドプランの変更点」を参照してください)。

注記:

7.6.0 リリースでは、新しい WinPE 機能および UEFI セキュアブートをサポートするために重要なビ
ルドプランの変更が行われました。これらの新しい機能を利用するために古いビルドプランが必要
な場合は、このセクションを必ず読んでください。

• 新のドライバーパッケージを使用するようにカスタムビルドプランをアップデートするかどうかを決定
します。Insight Control サーバープロビジョニングのビルドプランでは、Windows、RHEL、および SLES
に ProLiant Drivers for <OS><SPP バージョン>の形式を使用します。この規則により、同じアプライア
ンス上において複数のドライバーパッケージのメンテナンスが可能になります。

アップデートが完了した後、Hewlett Packard Enterprise が提供するすべての OS ビルドプランで 新バー
ジョンのドライバーパッケージが常に使用されますが、カスタマイズされたビルドプランでは旧バージョ
ンのドライバーパッケージが引き続き参照されます。 新バージョンのドライバーパッケージを参照する
ように、カスタマイズされたビルドプランをアップデートする必要がある場合は、オンラインヘルプのト
ピック「ビルドプランで使用するドライバーのバージョンの変更」で手順を確認してください。7.2/7.2.1
に付属のドライバーパッケージはこの新しい命名規則に従っておらず、これらのドライバーパッケージは
SPP 2013.02 に基づいていません。

• ビルドプランの実行時の OS またはハードウェアに関する新しい考慮事項については、Insight Control サー
バープロビジョニングのオンラインヘルプのハードウェアとソフトウェア固有の手順と例外のセクション
を確認してください。

• アプライアンスをアップグレードした後、忘れずに新しいバックアップファイルを作成してください。バ
ックアップからアプライアンスを復元する必要がある場合は、まったく同じバージョンのアプライアンス
から作成されたバックアップファイルからのみ復元できます。

• Matrix OE を IC サーバープロビジョニングで使用する場合は、オンラインヘルプで「インストール済みの
Matrix OE インストールとの統合」を参照してください。

アップデートが失敗した場合の復旧
アップデートが成功しない場合、アプライアンスをアップデート前の状態に戻す必要があります。これは、設
定画面でアプライアンスのバージョン文字列をチェックして確認できます。この状態が発生した場合は必ず、
メディアで提供されるチェックサムとデジタル署名を使用してアップデートファイルの整合性を検証し（メデ
ィアの検証の詳細についてはアップデートソフトウェアを取得して使用準備を行う（40 ページ）を参照して
ください）、アップデートを再試行してください。

2 回目のアップデートの試行が成功しない、アップデート後にアプライアンスが起動しない場合は、以下の手
順を実行します。
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手順

1. サポートダンプの作成（オプション）（78 ページ）の手順に従って、サポートダンプを作成します。サポ
ートダンプを Hewlett Packard Enterprise にアップロードする方法については、認定サポート担当者にお問
い合わせください。

2. アップデートを開始する前に作成した、バージョン 7.4.1、7.5、7.5.1、または 7.5.1a のアプライアンスの
VM スナップショットを使用して、アプライアンスを前にインストールしたバージョンに戻します。

3. アップデートプロセスを再開します。

REST API コールを使用したアップデートファイルのアップロー
ド

UI を使用する代わりに REST（Representational State Transfer）コールを使用して、アップデート.binファ

イルをアップロードできます。REST コールは、cURL のようなツールを使用して Windows または Linux の
コマンド行から実行できます。アップデートの前提条件（39 ページ）に記したブラウザー要件を満たせない
場合は、この REST API を使用する必要があります。

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、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。すべての REST API の完全なリストについては、アプライアン
ス UI から入手可能な REST API リファレンスドキュメントを参照してください。また、限られた数の重要な
REST API 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
を参照してください。

このセクションには、cURL を使用した例が含まれます。

注記:

cURL はほとんどの Linux インストールに含まれており、Windows の場合は http://curl.haxx.se/でダウ
ンロードできます。

ログインし、ユーザー承認トークンを取得するための REST コール

どの REST コールでも、 初にログインしてユーザー承認トークンを取得し、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。

ユーザーセッションを作成し、承認トークンを取得する REST コールでは、次の入力が必要です。

• アプライアンスのホスト名またはアドレス

• アプライアンスの管理者名とパスワード

REST コールは、.bin ファイルをアップロードするために REST コールで使用されるユーザー承認トークンを
返します。

REST コールを実行してユーザーセッションを作成し、承認トークンを生成するには、uCRL を呼び出しま
す。以下は、Linux と Windows の cURL コマンドと応答の例です。

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>"}'

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":"<ユーザー承認トークン>"}

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>\"}

ファイルをアップロードするための REST コール

REST コールを実行してファイルをアップロードするには、以下の情報を提供する必要があります。

• アプライアンスのホスト名またはアドレス

• 以前の REST コールで生成されたユーザー承認トークン

要求本体で、-Fオプションを使用して、アップロードするファイルの絶対パスをフォームデータに指定しま

す。システムタイプに応じて、次のいずれかの例を使用します。

• -F file=”@c:/ICsp-update-7.6.0.bin”
（Windows）

• -F file="@/home/user/ICsp–update-7.6.0.bin"
（Linux）

正常な応答本体が確認されたなら、約 10～15 分待ち、次いで、UI を使用してアップデートをインストールし
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。7.6.0 へのアップデート方法（41 ページ）を参照してくださ
い。

次の例では、uCRL を呼び出す方法と応答の例を示します。

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":"ICsp-update-7.5.1.bin","version":"7.5.1-
xxxxxx","rebootRequired":false,"estimatedUpgradeTime":15}

7.6 へのアップデート 45



DHCP サーバーのセットアップ

IC サーバープロビジョニングでは常に DHCP サーバーが必要です。ProLiant Gen8 以降のサーバーを使用し
ている場合、PXE を使用せずに展開を実行できますが、どの場合でも IC サーバープロビジョニングに DHCP
は必要です。DHCP サーバーは、次の目的で使用されます。

• サーバーがメンテナンス OS で起動するときにそのサーバーに IP アドレスを提供するため（PXE を使用し
ない場合も含む）

• PXE ブートするサーバーに起動情報を提供するため

• OS のインストール後に、静的 IP アドレスで構成されていないサーバーに IP アドレスを提供するため

アプライアンスの内部または外部のどちらの DHCP サーバーを
使用するかの決定

Insight Control サーバープロビジョニングでは、ユーザーが使用する可能性のあるアプライアンスの内部に
DHCP サーバーがあります。また、アプライアンスの外部に独自の DHCP サーバーをセットアップすること
もできます。以下の点を考慮して、使用する施設に適した方法を選択します。

1. サーバーのプロビジョニングを行う場合の DHCP 要件（ IP アドレスのみ、または拡張 DHCP オプション）
を検討します。

IP アドレスのみ。

この構成では、DHCP サーバーは、標準のネットワーク情報（IP アドレス、ネットマスクなど）をターゲ
ットサーバーに提供するだけで済みます。この構成は、環境が以下のすべての条件を満たす場合に使用で
きます。

• どのサーバーも PXE ブートしない。

• すべてのターゲットサーバーが ProLiant Gen8 シリーズ以降である。

• ProLiant サーバーの内蔵 HPE Intelligent Provisioning 機能を使用する（PXE なし）。

• アプライアンスにサーバーを追加するとき、iLO の IP アドレスと認証情報を使用する。

拡張 DHCP オプション

この構成では、ターゲットサーバーがアプライアンスから必要なサービス OS に PXE ブートできるよう
に、DHCP サーバーは標準のネットワーク情報だけでなく、追加オプションも提供する必要があります。
これは、 も一般的な構成です。拡張 DHCP 構成は、環境が以下のいずれかの条件を満たす場合に必要で
す。

• サーバーを PXE ブートする（アプライアンスにサーバーを追加するための PXE ブートを含む）。

• Gen8 シリーズ以前のターゲットサーバーがある。

• Gen8 シリーズのターゲットサーバーはあるが、Intelligent Provisioning を使用しない。

• アプライアンスにサーバーを追加するとき、iLO を使用したくない。

2. 次に、アプライアンス内部の DHCP サーバーを使用するか、外部の DHCP サーバーを構成するかを決定し
ます。

アプライアンス内部の DHCP サーバー

Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンスは、簡単に構成でき、PXE ブートに必要なすべ
ての拡張情報を提供する内蔵 DHCP サーバーを搭載しています。

• アプライアンスの設定画面から簡単に構成できる。

• アプライアンスが属する展開サブネットのアドレスのみを提供する。

• DNS やゲートウェイのようなオプションの情報をサポートする。

• ターゲットサーバーを PXE ブートするために必要な拡張情報を常に提供する。

• レガシ BIOS ブートモードまたは UEFI ブートモードになっているサーバーを正しく PXE ブートでき
る。
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外部の DHCP サーバー

以下のケースでは、外部 DHCP サーバーの使用を検討してください。

• すでにネットワーク上に DHCP サーバーがある。

• アプライアンス UI を使用して構成できる機能より高度な機能が必要である。

注記:

使用する DHCP サーバーがアプライアンスの内部または外部のいずれであるかに関係なく、アプライア
ンスからターゲットサーバーを PXE ブートするために必要なアプライアンス TFTP サーバーは常に稼
動します。

アプライアンス外部の DHCP サーバーのセットアップ
アプライアンスから使用できるものより多くの DHCP サーバーの機能または制御が必要な場合は、アプライ
アンス上の DHCP サーバーを無効にし、独自の外部 DHCP サーバーを構成する必要があります。詳しくは、
アプライアンスの内部または外部のどちらの DHCP サーバーを使用するかの決定（46 ページ）を参照してく
ださい。

以下の手順を使用して、外部の Windows DHCP サーバーまたは外部の Linux ISC DHCP サーバー（ほとんど
の主要 Linux オペレーティングシステムとともに配布されている、DHCP の Internet Systems Consortium 実
装）を構成します。

重要:

以下に 2 つの手順を示します。1 つは UEFI/非 UEFI の両方のサーバーで構成される環境用、もう 1 つは
非 UEFI サーバーのみの環境用です。Gen9 で始まるすべての ProLiant サーバーはデフォルトでは
UEFI モードです。そのため、PXE を使用した Gen9 サーバーの検出や UEFI モードでの Gen9 サーバー
の使用を計画している場合は、UEFI サーバー用の手順に従ってください。UEFI 手順は、サポートされ
ているすべての ProLiant サーバーに対して有効であり、ほとんどの場合に使用する必要があります。ご
使用の環境に UEFI サーバーが含まれない場合は、非 UEFI サーバーのみの手順を使用できます。非
UEFI 手順には制限や DHCP ディレクティブは少ないのですが、UEFI サーバーを PXE ブートすること
はできなくなります。

ヒント:

• 時間同期化によって引き起こされる問題を防止するために、DHCP サーバーに 1 日以上のリース期間
を設定することをおすすめします。

• 展開 IP アドレスは、設定 > アプライアンス画面の展開 IP の下に表示されます。

外部の DHCP サーバーのアプライアンス設定

外部の DHCP サーバーを使用することを決定した場合は、アプライアンスの設定 > DHCP 画面の DHCP サー

バーが無効に設定されていることを確認してください。

これらのオプションを正しく設定すると、アプライアンスを使用してサーバーを PXE ブートできます。

外部の DHCP サーバー（UEFI および非 UEFI サーバーをサポート）のセットアップ

以下の手順を使用して、外部の DHCP サーバーをセットアップします。このセットアップを使用すると、
UEFI および非 UEFI（レガシ BIOS ブートモード）サーバーをサポートできます。

外部の Windows DHCP サーバー（UEFI および非 UEFI サーバーをサポート）のセットアップ手順
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重要:

UEFI に必要な拡張オプションをサポートするためには、Windows 2012 またはそれ以降の DHCP サー
バーを使用する必要があります。

手順

1. サーバーマネージャーを使用して、DHCP サーバーの役割を Windows 2012 以降のシステムに追加します。

2. ほとんどの場合、次の手順として DHCP サーバーに特別なヘルパーモジュールをインストールします。
HP-DHCP-Helper.exeモジュールは、DHCP サーバーの起動のたびに読み込まれる DLL をインストール

します。これにより、サーバーは、DHCP 要求への応答として、ターゲットサーバーに常に DHCP オプシ
ョン 186、187、および 252 を送信することを強制されます。これは、ターゲットサーバーがこれらのオ
プションを特に要求していない場合も変わりません。PXE が UEFI サーバーを WinPE へブートするとき
は、この動作が必須となります。

ただし、このモジュールが必要なのは一部のユーザーだけです。デフォルトでは、IC サーバープロビジョ
ニングは、内蔵の Intelligent Provisioning WinPE サービス OS を使用してすべての UEFI 対応サーバーをブ
ートするからです。HP-DHCP-Helper.exeモジュールが必要な場合は、以下のとおりです。

• PXE を使用して UEFI サーバーを検出する場合、または

• ビルドプランでデフォルトのブート方法を上書きして、強制的に PXE ブートを行わせる場合（既知の
ドライバーの問題の回避策）

HP-DHCP-Helper.exeファイルは、IC サーバープロビジョニングダウンロード ZIP ファイルまたは製品

メディアに収められています。HP-DHCP-Helper.exeファイルを抽出し、実行して、実行中の DHCP サ

ーバーに DLL をインストールします。

DLL をインストールしたら、DHCP サーバーを再起動します。

システムイベントログで、DLL が正常に読み込まれたことを確認します。イベントビューアーを開き、
Windows ログ > システムの下を確認します。このログには、ソース DHCP サーバーからの情報メッセー
ジ（イベント ID 1033） 「The DHCP service has successfully loaded one or more callout
DLLs」が含まれています。

3. ターゲットサーバーのブートモードを識別するためにベンダークラスを作成します。DHCP コンソールを
開き、サーバーの下の IPv4 アイコンを右クリックしてベンダークラスの定義オプションを選択します。

a. PXEClient (Legacy x64)という名前のベンダークラスを作成し、PXEClient:Arch:00000とい

う ASCII コードの値を指定します。

b. PXEClient (UEFI x64)という名前のベンダークラスを作成し、PXEClient:Arch:00007という

ASCII コードの値を指定します。

c. PXEClient（Hyper-V x64）という名前のベンダークラスを作成し、PXEClient:Arch:
00007:????:??????という ASCII コードの値を指定します。

4. IPv4 を右クリックし、規定のオプションの設定を選択します。その画面から、ご使用の DHCP サーバーの
IPv4 グローバル設定に次のオプションを追加できます。

コード オプション名 データタイプ

186 buildmgr_ip IP アドレス

187 buildmgr_port 文字列

252 wpad 文字列

5. スコープ構成を作成するには、IPv4 を右クリックし、新しいスコープオプションを選択します。ウィザー
ドを使用して、IP アドレスの範囲、サブネットマスク、ルーター（ゲートウェイ）、DNS サーバー、その
他の構成情報を入力します。

48  DHCP サーバーのセットアップ



6. 次の手順でポリシーとオプションを定義します。ポリシーとオプションは、スコープ内または IPv4 サーバ
ーレベルで定義できます。以下の例ではスコープ内にポリシーとオプションを作成していますが、同じ手
順を使用して、IPv4 サーバーレベルで定義することもできます。お使いの環境に適しているほうを選択し
てください。

7. レガシターゲットと UEFI ターゲットを区別するには、ポリシーを作成する必要があります。範囲内のポ
リシーフォルダーを右クリックし、新しいポリシーを選択します。まず UEFI ターゲット用のポリシーを
追加し、次にレガシターゲット用のポリシーを追加します。

a. UEFI ターゲット用のポリシーを追加します。

I. 以下の情報を使用して、UEFI ターゲット用の新しいポリシーを作成します。

• ポリシー名：UEFI x64
• 説明：UEFI ターゲット用ポリシー

II. 次へをクリックします。条件ウィンドウで追加をクリックして、次の値の新しい条件を作成し
ます。

• 条件：ベンダークラス

• オペレーター：次と等しい

• 値：PXEClient (UEFI x64)
III. ワイルドカード(*)を追加するオプションを選択します。

IV. 追加をクリックして、次の値の新しい条件を作成します。

• 条件：ベンダークラス

• オペレーター：等しくない

• 値：PXEClient (Hyper-V x64)
V. ワイルドカード(*)を追加するオプションを選択します。追加をクリックして、OK をクリック

します。

VI. AND を選択して、次へをクリックします。

VII. ポリシーの設定を構成ウィンドウで、番号を選択し、次へをクリックします。

VIII. 以下のポリシー固有の DHCP オプションを設定します。

コード オプション名 値

066 ブートサーバーホスト名 <アプライアンスの展開 IP アドレス>

067 ブートファイル uefi/shim.efi

252 wpad /Boot/BCA_UEFI

b. レガシターゲット用のポリシーを追加します。

I. 以下の情報を使用して、レガシターゲット用の新しいポリシーを作成します。

• ポリシー名：Legacy x64
• 説明：レガシ（BIOS）ターゲット用のポリシー

II. 次へをクリックします。条件ウィンドウで追加をクリックして、次の値の新しい条件を作成しま
す。

• 条件：ベンダークラス

• オペレーター：次と等しい

• 値：PXEClient (Legacy x64)
III. ワイルドカード(*)を追加するオプションを選択します。追加をクリックして、OK をクリックし

ます。
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IV. 次へをクリックします。ポリシーの設定を構成ウィンドウで、番号を選択し、次へをクリックし
ます。

V. 以下のポリシー固有の DHCP オプションを設定します。

コード オプション名 値

066 ブートサーバーホスト名 <アプライアンスの展開 IP アドレス>

067 ブートファイル pxelinux.0

252 wpad /Boot/BCD

c. Hyper-V ターゲット用のポリシーを追加します。

I. 以下の情報を使用して、Hyper-V ターゲット用の新しいポリシーを作成します。

• ポリシー名：Hyper-V x64
• 説明：Hyper-V ターゲット用ポリシー

II. 次へをクリックします。条件ウィンドウで追加をクリックして、次の値の新しい条件を作成しま
す。

• 条件：ベンダークラス

• オペレーター：次と等しい

• 値：PXEClient (Hyper-V x64)
III. ワイルドカード(*)を追加するオプションを選択します。追加をクリックして、OK をクリックし

ます。

IV. 次へをクリックします。ポリシーの設定を構成ウィンドウで、番号を選択し、次へをクリックし
ます。

V. 以下のポリシー固有の DHCP オプションを設定します。

コード オプション名 値

066 ブートサーバーホスト名 <アプライアンスの展開 IP アドレス>

067 ブートファイル grub.efi

252 wpad /Boot/BCA_UEFI

8. DHCP スコープ内で、スコープオプションを右クリックし、オプションの構成を選択して、以下の値を
DHCP オプションに割り当てます。

コード オプション名 値

186 buildmgr_ip <アプライアンスの展開 IP アドレス>

187 buildmgr_port 0x1F51

• UEFI ブートモード（UEFI および非 UEFI サーバーをサポート）になっている外部の Linux DHCP サーバ
ーのセットアップ手順

標準の ISC Linux DHCP サーバーを使用している場合は、以下のオプションを設定して、アプライアンス
からサーバーを PXE ブートします。

• リース期間を 1 日以上に設定してください。例を示します。

• default-lease-time 86400;
max-lease-time 129600;

50 DHCP サーバーのセットアップ



• グローバルオプションの宣言に以下の行を含める必要があります。

option buildmgr_ip code   186 = ip-address;
option buildmgr_port code 187 = unsigned integer 16;
option wpad code 252 = text;

• 必要に応じて、以下のオプションと値をグローバル領域またはスコープ領域に設定する必要があります。

next-server <アプライアンスの展開 IPアドレス>;
option buildmgr_ip <アプライアンスの展開 IPアドレス>;
option buildmgr_port 8017;
option dhcp-parameter-request-list = concat(dhcp-parameter-request-
list,ba,bb,fc);
            

• 以下のディレクティブを使用して、UEFI と UEFI 以外のサーバーを区別するための DHCP クラスを定義し
ます。

class "pxeclients-x86" {
   # 00000 == x86
   match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 20) = 
"PXEClient:Arch:00000";
   filename "pxelinux.0";
   option wpad "\\Boot\\BCD";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi" {
   # 00007 == x86_64-uefi
   match if (
 (substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00007")
and
not (substring(option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????")
);

   filename "uefi/shim.efi";
  option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi-hyperv" {
match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????";
filename "grub.efi"
option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
}

• 例：dhcpd 構成ファイルのサンプル

#######################
### GLOBAL SETTINGS ###
#######################

authoritative;
deny duplicates;
one-lease-per-client true;
ping-check true;
ddns-update-style interim;
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default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

#################################################
### SPECIAL GLOBAL OPTION DECLARATIONS FOR SA ###
#################################################
option wpad code 252 = text;
option buildmgr_ip code   186 = ip-address;
option buildmgr_port code 187 = unsigned integer 16;
next-server 10.1.1.9;
option buildmgr_ip 10.1.1.9;
option buildmgr_port 8017;
option dhcp-parameter-request-list = concat(dhcp-parameter-request-
list,ba,bb,fc);

##################################################
### DEFINITIONS TO DISTINGUISH UEFI AND LEGACY ###
##################################################

class "pxeclients-x86" {
   # 00000 == x86
   match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 20) = 
"PXEClient:Arch:00000";
   filename "pxelinux.0";
   option wpad "\\Boot\\BCD";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi" {
   # 00007 == x86_64-uefi
match if (
(substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00007")
and
not (substring(option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????")
 );
      filename "uefi/shim.efi";
  option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi-hyperv" {
match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????";
   filename "grub.efi"
  option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
}

##########################
### SUBNET DECLARATION ###
##########################

subnet 10.1.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range dynamic-bootp 10.1.1.50 10.1.1.250;
option subnet-mask 255.255.0.0;
option routers 10.1.1.3;
option domain-name-servers 10.1.1.16,10.1.1.17;
option domain-name "yourdomain.com";
}
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UEFI ブートモード（UEFI および非 UEFI サーバーをサポート）になっている外部の Linux DHCP
サーバーのセットアップ

標準の ISC Linux DHCP サーバーを使用している場合は、以下のオプションを設定して、アプライアンスから
サーバーを PXE ブートします。

手順

1. リース期間を 1 日以上に設定してください。例を示します。

default-lease-time 86400;
max-lease-time 129600;

2. グローバルオプションの宣言に以下の行を含める必要があります。

option buildmgr_ip code   186 = ip-address;
option buildmgr_port code 187 = unsigned integer 16;
option wpad code 252 = text;

3. 必要に応じて、以下のオプションと値をグローバル領域またはスコープ領域に設定する必要があります。

next-server <アプライアンスの展開 IPアドレス>;
option buildmgr_ip <アプライアンスの展開 IPアドレス>;
option buildmgr_port 8017;
option dhcp-parameter-request-list = concat(dhcp-parameter-request-
list,ba,bb,fc);
            

4. 以下のディレクティブを使用して、UEFI と UEFI 以外のサーバーを区別するための DHCP クラスを定義し
ます。

s "pxeclients-x86" {
   # 00000 == x86
   match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 20) = 
"PXEClient:Arch:00000";
   filename "pxelinux.0";
   option wpad "\\Boot\\BCD";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi" {
   # 00007 == x86_64-uefi
   match if (
 (substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00007")
and
not (substring(option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????")
);

   filename "uefi/shim.efi";
   option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi-hyperv" {
match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????";
filename "grub.efi"
option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
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}

例：dhcpd 構成ファイルのサンプル

#######################
### GLOBAL SETTINGS ###
#######################

authoritative;
deny duplicates;
one-lease-per-client true;
ping-check true;
ddns-update-style interim;

default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

#################################################
### SPECIAL GLOBAL OPTION DECLARATIONS FOR SA ###
#################################################
option wpad code 252 = text;
option buildmgr_ip code   186 = ip-address;
option buildmgr_port code 187 = unsigned integer 16;
next-server 10.1.1.9;
option buildmgr_ip 10.1.1.9;
option buildmgr_port 8017;
option dhcp-parameter-request-list = concat(dhcp-parameter-request-
list,ba,bb,fc);

##################################################
### DEFINITIONS TO DISTINGUISH UEFI AND LEGACY ###
##################################################

class "pxeclients-x86" {
   # 00000 == x86
   match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 20) = 
"PXEClient:Arch:00000";
   filename "pxelinux.0";
   option wpad "\\Boot\\BCD";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi" {
   # 00007 == x86_64-uefi
match if (
(substring(option vendor-class-identifier, 0, 20) = "PXEClient:Arch:00007")
and
not (substring(option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????")
 );
      filename "uefi/shim.efi";
  option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
}

class "pxeclients-x86_64-uefi-hyperv" {
match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 32) = "PXEClient:Arch:
00007:????:??????";
   filename "grub.efi"
  option wpad "\\Boot\\BCA_UEFI";
}

##########################
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### SUBNET DECLARATION ###
##########################

subnet 10.1.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range dynamic-bootp 10.1.1.50 10.1.1.250;
option subnet-mask 255.255.0.0;
option routers 10.1.1.3;
option domain-name-servers 10.1.1.16,10.1.1.17;
option domain-name "yourdomain.com";
}

非 UEFI サーバーのみをサポートする外部の DHCP サーバーのセットアップ

UEFI サーバーをサポートする必要がなく、上記の手順を使用したくない場合は、以下の簡単な手順を使用し
て外部の DHCP サーバーをセットアップし、非 UEFI（レガシ BIOS ブートモード）サーバーのみの起動をサ
ポートするようにできます。以下の手順でセットアップした外部の DHCP サーバーは、UEFI ブートモードで
は PXE ブートサーバーをサポートしません。

非 UEFI ブートモードの外部の Windows DHCP サーバーのセットアップ手順

手順

1. サーバーマネージャーを使用して、DHCP サーバーの役割を Windows システムに追加します。

2. スコープをセットアップし、サーバーを起動します。必ず、リース期間を 1 日以上に設定してください。

3. IPv4 アイコンを右クリックし、規定のオプションの設定を選択します。その画面から、ご使用の DHCP サ
ーバーの IPv4 グローバル設定に次のオプションを追加できます。

コード オプション名 データタイプ

186 buildmgr_ip IP アドレス

187 buildmgr_port 文字列

4. DHCP スコープ内で、スコープオプションを右クリックし、オプションの構成を選択して、以下の値を
DHCP オプションに割り当てます。

オプション番号 オプション名 オプションの値

66 ブートサーバー <

<アプライアンスの展開 IP アドレス>

>

67 ブートファイル名 pxelinux.0

186 buildmgr_ip <

<アプライアンスの展開 IP アドレス>

>

187 buildmgr_port 0x1F51

非 UEFI ブートモードの外部の Linux DHCP サーバーのセットアップ

標準の ISC Linux DHCP サーバーを使用している場合は、アプライアンスからサーバーを PXE ブートするた
めに以下のオプションを設定してください。
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手順

1. リース期間を 1 日以上に設定してください。例を示します。

default-lease-time 86400;
max-lease-time 129600;

2. グローバルオプションの宣言に以下の行を含める必要があります。

option buildmgr_ip code   186 = ip-address;
option buildmgr_port code 187 = unsigned integer 16;

3. 必要に応じて、以下のオプションと値をグローバル領域またはスコープ領域に設定する必要があります。

next-server <アプライアンスの展開 IPアドレス>;
filename "pxelinux.0";
option buildmgr_ip <アプライアンスの展開 IPアドレス>;
option buildmgr_port 8017;
option dhcp-parameter-request-list = concat(dhcp-parameter-request-
list,ba,bb,fc);

例：dhcpd 構成ファイルのサンプル

#######################
### GLOBAL SETTINGS ###
#######################

authoritative;
deny duplicates;
one-lease-per-client true;
ping-check true;
ddns-update-style interim;

default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

##########################################
### SPECIAL GLOBAL OPTION DECLARATIONS ###
##########################################
option buildmgr_ip code   186 = ip-address;
option buildmgr_port code 187 = unsigned integer 16;
next-server 10.1.1.9;
filename "pxelinux.0";
option buildmgr_ip 10.1.1.9;
option buildmgr_port 8017;
option dhcp-parameter-request-list = concat(dhcp-parameter-request-
list,ba,bb,fc);

##########################
### SUBNET DECLARATION ###
##########################

subnet 10.1.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range dynamic-bootp 10.1.1.50 10.1.1.250;
option subnet-mask 255.255.0.0;
option routers 10.1.1.3;
option domain-name-servers 10.1.1.16,10.1.1.17;
option domain-name "yourdomain.com";
}
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アプライアンスにログインし、アプライアンスネットワークを構成する

VM コンソールを使用して、アプライアンスにログインし、アプライアンスネットワークを構成します。
Insight Control サーバープロビジョニングはすぐに使用できますが、試用期間が切れる前にアクティベーショ
ンキーを受け取るために、Insight Control ライセンスを購入し、登録する必要があります。アプライアンスを
アクティブにする方法について詳しくは、Insight Control サーバープロビジョニングのアクティブ化を参照
してください。アクティベーションキーを入手できない場合は、認定されたサポート担当者に連絡してくださ
い。

注記:

エンドユーザー使用許諾契約書が表示されるので、初回ログインの前に使用許諾契約書を承諾する必要
があります。

アプライアンスを VM コンソールから初めて起動するとき、サポートアクセスを有効または無効にするオプシ
ョンがあります。サポート担当者がシステムコンソール経由でシステムの内部にアクセスし、重大な問題を診
断することを認証できるように、アクセスはデフォルトで有効になっています。アクセスは、認定されたサポ
ート担当者だけに提供される特殊なチャレンジレスポンスパスワードによって制御されます。サポートアク
セスは重大なエラーが発生した場合にアプライアンスを復旧できる唯一の方法であるため、有効なままにして
おくことを強くお勧めします。サポートアクセスは後から有効にすることもできますが、重大なエラーが発生
した後では有効にできない場合があります。設定は、アプライアンス UI の設定 > アクションメニューからい
つでも変更できます。

手順を以下のセクションに示します。

• アプライアンスに初めてログインし、使用方法に応じてアプライアンスを構成する（24 ページ）

• 管理者パスワードを割り当てる（25 ページ）

• アプライアンスネットワークを構成する（26 ページ）

• 初回セットアップにエラーがないかどうかを確認する（33 ページ）

初回セットアップ手順の概要

以下の手順は、初回セットアップの概要です。リンクをクリックすると、各手順の詳細セクションに移動しま
す。

手順

1. 初回インストール用のソフトウェアを取得します。初回インストール用のソフトウェアを取得する（17 ペ
ージ）を参照してください。

2. アプライアンス仮想マシンを VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザーまたは Microsoft Hyper-V ハイパー
バイザーにインストールします。 VMware vSphere/ESXi ハイパーバイザーでの Insight Control サーバ
ープロビジョニングのインストール（18 ページ）または Microsoft Hyper-V ハイパーバイザーでの Insight
Control サーバープロビジョニングのインストール（21 ページ）を参照してください。

3. アプライアンスに初めてログインし、アプライアンスネットワークを構成します。アプライアンスにログ
インし、アプライアンスネットワークを構成する（24 ページ）を参照してください。

4. ブラウザーからアプライアンスにアクセスします。ブラウザーからのアプライアンスの初回アクセス（33
ページ）を参照してください。

5. Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブ化します。Insight Control サーバープロビジョニ
ングのアクティブ化を参照してください。

6. アプライアンスの内部または外部のどちらの DHCP サーバーを使用するかを決定します。DHCP サーバ
ーのセットアップ（46 ページ）を参照してください。

7. メディアサーバーをセットアップします。メディアサーバーのセットアップ（58 ページ）を参照してく
ださい。
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メディアサーバーのセットアップ

この章では、メディアサーバーとメディアサーバーセットアップユーティリティに関する説明と、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使用してメディアサーバ
ーを作成する手順について示します。メディアサーバーセットアップユーティリティは、アプライアンス UI
からダウンロードでき、アプライアンスが収録された製品 ZIP ファイルやメディアから入手することもできま
す。

メディアサーバーの情報と、メディアサーバーを手動でセットアップする手順について詳しくは、http://
www.hpe.com/info/insightcontrol/docs にある Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイドを参
照してください。

メディアサーバーについて
メディアサーバーは、Insight Control サーバープロビジョニング仮想アプライアンスから独立し、展開ソフト
ウェアを保持しています。

OS ビルドプランでは、OS のインストール、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
バーのアップデートなどその多くのプロビジョニング機能で、メディアサーバーのソフトウェアを使用しま
す。メディアサーバーのソフトウェア（メディア）には、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、キャプチャーしたイメージ、
Service Packs for ProLiant（SPP）などのファームウェアおよびドライバーアップデート、ビルドプランでア
クセスする必要のあるカスタムソフトウェアまたはデータを含めることができます。

Insight Control サーバープロビジョニングは IC サーバープロビジョニングアプリケーションを実行するため
に 適化された仮想アプライアンスに搭載されるので、アプライアンスには展開ソフトウェアを搭載するため
に十分なストレージがありません。そのため、サーバーをプロビジョニングするために、独立したメディアサ
ーバーが必要です。

メディアサーバーのデフォルトのレイアウトやメディアサーバーと OS ビルドプランとの連携などメディア
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管理者ガイドのメディアサーバーの管
理に関する章を参照してください。

メディアサーバーをセットアップするには、まず実際の OS インストールをダウンロードするか、実際の OS
インストール用のメディアを入手することをおすすめします。これには、各 OS 提供元からのディストリビュ
ーションファイル、VMware ESXi、Hewlett Packard Enterprise からの 新の SPP などが含まれます。

セットアップ中に、メディアサーバーは、展開ソフトウェアの提供に使用されるファイル共有と HTTP サー
バーを用意します。

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使用してメディ
アサーバーをセットアップするときは、メディアサーバーは、Windows システムでホストする必要がありま
す。

Linux システムにメディアサーバーを構成することはできますが、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使用して構成することはできません。Windows および
Linux の両方のマシンにメディアサーバーを手動でセットアップする手順は、http://www.hpe.com/info/
insightcontrol/docs にある Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイドに記載されています。

注記:

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から独立しているため、
アプライアンスのバックアップを実行しても、その内容は含まれません。メディアサーバーの内容をバ
ックアップするのは、お客様の責任です。
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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について

既存の Windows システムをメディアサーバー用のホストとして構成するために、Hewlett Packard Enterprise
から 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が提供されて
います。このセットアップツールは、Windows ファイル共有を構成し、OS ディストリビューションファイル
をメディアサーバー上の正しい位置にコピーし、HTTP ファイルサービスをセットアップします。このセット
アップツールは、初めてメディアサーバーをセットアップするため、または新しく提供されたソフトウェアで
既存の Windows メディアサーバーを更新するために使用します。

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は、Hewlett Packard
Enterprise が提供する OS ビルドプランの要件と一致するように、Windows システムにフォルダーレイアウト
を作成します。セットアップユーティリティを使用すると、何も変更せずに Hewlett Packard Enterprise 提供
のすべての OS ビルドプランが動作します。

IC サーバープロビジョニングアプライアンスのアップデートのたびに、新しいバージョンのメディアサーバ
ーセットアップユーティリティが提供されます。使用するときは毎回、このユーティリティの 新バージョン
を使用していることを必ず確認してください。

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する前に、プ
ロビジョニングサーバーで使用する OS ディストリビューションごとに、ISO をドライブにマウント（または
内容をフォルダーに手動で抽出）して、そのフォルダーの内容をメディアサーバーのファイル共有にコピーで
きるようにすることが必要になります。

注記:

複数の DVD メディアが提供された SLES OS の場合、ほとんどの標準 SLES 機能が 1 番目のメディア自
身に含まれます。これらは標準展開に対応するのに十分な機能です。2 番目の DVD に含まれる内容ま
たは機能が必要な場合は、メディアサーバーのファイル共有上にある 1 番目の DVD のコピー先と同じ
フォルダーに 2 番目のメディアを手動でコピー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 Insight Control サーバープロビジョニングアプライアンス
UI からダウンロードするには、メインメニューから設定を選択し、設定画面の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、アプライアンスに同梱された製
品のダウンロード ZIP ファイルおよびメディア（ICsp-mediaserver-setup.exe）からも入手できます。

メディアサーバーをセットアップするための要件
セットアップが実行されていない場合、メディアサーバーのセットアップユーティリティが以下の操作を実行
します。

• マウント可能な Windows ファイル共有を提供します。Windows OS ディストリビューション、SPP、
Windows イメージキャプチャーおよび展開操作を提供するために使用されます。

• Windows ファイル共有は、パスワードで保護されます。

• HTTP サーバーを提供します。Linux および ESXi インストールの提供に使用されます。

メディアサーバーの要件は次のとおりです。

• 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。

• サーバーは Windows Server 2008 SP2 以降の x64 Standard Edition または Enterprise Edition を実行して
いる必要があります。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ませ
ん。

• OS ディストリビューションと SPP バンドルごとに 4 GB のディスクストレージとキャプチャーイメージ
用の追加スペースが必要です。

注記:

メディアサーバーはフル ISO イメージの SPP のみをサポートし、サブセットはサポートしません。
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• サーバーは、静的 IP アドレスを構成したネットワークアダプターを搭載する必要があります。

• メディアサーバーは、周知の HTTP ポート 80 TCP を使用します。Windows ファイル共有は、445
TCP/UDP ポートを使用します。これらのポートは、メディアサーバーとターゲットサーバー間のすべての
ファイアウォール上で開いている必要があります。

• ファイル共有からメディアにアクセスするために使用するアカウントとして、ユーザーアカウントを指定
する必要があります。このアカウントには、ローカルアカウントまたはドメインアカウントを使用できま
す。

• 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するに
は、Windows サーバーの管理者権限が必要です。

• Linux 展開と ESXi 展開の場合は、HTTP ファイルサービスを構成できるように、IIS 6 Management
Compatibility を含む Microsoft Internet Information Services（IIS）バージョン 7 以降を Windows サーバー
にインストールする必要があります。

• Web サーバーの静的コンテンツ役割サービスを有効にする必要があります。

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の使用

以下の手順に従って、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
ィを使用します。

1. メディアサーバーをセットアップするための要件（59 ページ）に記載されている要件を満たしているこ
とを確認します。

2. 設定 > メディアサーバーの編集画面から 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ダウンロードをクリックして、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ダウンロードします。メディアサーバーセットアップ
ユーティリティは、アプライアンスに同梱された製品のダウンロード ZIP ファイルおよびメディア
（ICsp-mediaserver-setup.exe）からも入手できます。

3. Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティの実行可能
ファイル ICsp-mediaserver-setup.exeを、Windows メディアサーバーマシンのローカルフォルダ

ーに保存します。

4. 環境変数 TEMP を、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
ティのログファイルである serverdeployment.logを書き込む場所に設定します。

5. 管理者として、メディアサーバーセットアップユーティリティを起動します。図 13 : 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の初期画面（60 ページ）のよ
うな Hewlett Packard Enterprise Install Package の初期画面が表示されます。

図 13 : 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の初期画面

6. HP インストールパッケージ画面のインストールをクリックします。

7. Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティは一時フォ
ルダーに自己展開し、必要条件画面を表示します。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。

8. フォルダーの参照画面から、メディアサーバー用の 上位フォルダーを選択し、OK をクリックします。
これは、OS ディストリビューションと SPP を保存する場所です。以前に Insight Control サーバープロ
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ビジョニングの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た場合、デフォルトで前回の選択
が表示されます。

9. インストールするコンポーネントの選択画面（図 14 : 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コンポーネントの選択（62 ページ）を参照）から、メディア
サーバーにインストールするディストリビューションを選択し、インストールをクリックします。リスト
されている OS ディストリビューションと SPP は、実行している Insight Control サーバープロビジョニ
ングのメディアサーバーセットアップユーティリティのバージョンでサポートされているものです。デ
フォルトでは、まだインストールされていないディストリビューションが選択されます。
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図 14 : 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コンポーネントの選択
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注記:

Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティは、メ
ディアを選択的にインストールしたり、障害が発生したメディアインストールを修正したりするた
めに、何度でも実行できます。

10. 図 15 : 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のパ
ラメーター（63 ページ）のパラメーター画面から、必要な情報を指定します。終了したら、インスト
ールをクリックし、メディアサーバーインストールのセットアッププロセスを開始します。

図 15 : 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のパラメーター

• Windows ファイル共有名

Windows ファイル共有用に使用したい名前を指定します。この単一ファイル共有名は、任意のキャプ
チャーイメージを含めて、メディアサーバー上のすべてのメディアにアクセスするために使用されま
す。Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティを以
前に実行していた場合は、この値は自動的に設定されます。

ファイル共有名とユーザー名には、<（より小さい）、>（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）、
[（左角括弧）、]（右角括弧）、;（セミコロン）、=（等号）、,（カンマ）、+（プラス）、&（アンパサンド）、
~（波ダッシュ）、 （ヌル）の予約文字と先頭または末尾のスペースを含めることができません。パス
ワードを（null）にしたり、先頭または末尾にスペースまたは"（二重引用符）を含めたりすることは
できません。

注記:

\（バックスラッシュ）は、domain\username の形式を使用する場合にユーザー名でのみ使用
できます。

• 認証された Windows ユーザー

提供されるスペースに、既存の有効な Windows ユーザー名を指定します。メディアサーバーがドメイ
ンに含まれている場合、domain\username の形式で指定します。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。
これで、ファイル共有へのアクセスは、その特定のユーザー名とパスワードに制限されます。

• ファイル共有への書き込みアクセスを許可してください（Windows イメージキャプチャーに必要で
す）

このオプションは、ファイル共有アクセスが読み取り専用か、書き込みも許可するかを決定します。
IC サーバープロビジョニングを使用して Windows イメージをキャプチャーする予定の場合は、ファ
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イル共有の書き込みアクセスが必要です。書き込みアクセスは、メディアサーバーログファイルのす
べての更新にも必要です。

• IIS の HTTP 仮想ディレクトリ名これは、すべてのメディアが保存される下位レベルフォルダーを指
し示す HTTP 仮想ディレクトリです。この下位レベルフォルダーは、指定した 上位ディレクトリの
下に Mediaという名前で作成されます。これで、メディアにアクセスするための Web アドレスは、

http://<media server ip>/<virtual directory>になります。

デフォルトで、このディレクトリは読み取り専用として作成され、フォルダー参照権限だけが有効で
す。デフォルトの動作を変更するには、Microsoft IIS マネージャーを使用してください。

注記:

セキュリティを強化するため、キャプチャーイメージは HTTP 経由ではアクセスできません。

11. セットアップ情報を指定します。ディストリビューションごとに固有のセットアップ画面があります（セ
ットアップ画面の例：図 16 : 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
ユーティリティディストリビューションのインストール（64 ページ））。

図 16 : 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ディストリビューションのインストール

以下の情報を指定します。

• 必要条件

前提条件は自動的に確認されます。メディアの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。

• オプションこの領域の項目は、インストールしているメディアによって変化します。一般に、ディス
トリビューションの位置を提供します。これは、OS ディストリビューションファイルが非圧縮形式
でコピーされる 上位フォルダーです。アーカイブ形式と ISO イメージはサポートされていません

（フィールドの下に一覧表示されたコピー先パスは、メディアサーバー上のディストリビューションの
コピー先を示します）。
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OS ディストリビューションファイルは、そのディストリビューション用のマジック（署名）ファイ
ルを使用して検証されます。

注記:

OS ディストリビューションファイルや SPP の位置を提供しないことを選択することもできま
す。Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリテ
ィでは警告が表示されますが、そのまま必要なフォルダー構造を作成し、ファイル共有をセット
アップします。後で、OS ディストリビューションファイルまたは SPP を手動でこの位置にコ
ピーできます。

• インストール前提条件を満たし、オプションを設定したら、インストレーションをクリックしてメデ
ィアインストールを開始します。

• ログ出力

ログ出力が画面の一番下に表示され、ファイル

%TEMP%:\serverdeployment.logに書き込まれます。ここで、TEMPは一時ディレクトリを示す

Windows システム環境変数です。ログはタイムスタンプが付き、末尾に追加されます。

• セットアップが完了したら、閉じるをクリックします。Insight Control サーバープロビジョニングの
メディアサーバーセットアップユーティリティは、セットアップするメディアがさらにある場合、次
のメディアのセットアップを自動的に開始します。

12. すべてのメディアがインストールされると、インストールするコンポーネントの選択画面に各インストー
ルの成功（緑色）、警告（黄色）、または失敗（赤色）のステータスが表示されます。詳細は、ログファイ
ルをチェックしてください。

13. インストールするコンポーネントの選択画面から閉じるをクリックして、Insight Control サーバープロビ
ジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティを終了します。

14. メディアサーバーをセットアップした後、アプライアンス UI の設定 > メディアサーバーの編集画面でメ
ディアサーバーの位置情報を入力する必要があります。

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
ことをおすすめします。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、
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メディアサーバーセ
ットアップユーティリティで Web サーバーに加える変更

Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティは、Linux および
ESXi の OS ディストリビューションファイルにアクセスできるように、Microsoft Internet Information
Services（IIS）に以下の変更を行う必要があります。これらの変更は、ツールが作成する仮想ディレクトリに
対してのみ行われます。

• IIS が Linux RPM ファイルを処理できるように、未知の MIME タイプのファイルを処理できるようにする。

• ファイル名に+を使用できるように、DoubleEscaping 機能を有効にする。

• IIS が Linux RPM ファイルを処理できるように、未知のファイル拡張子にアクセスできるようにする。

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で Web サーバーに加
える変更 65



初回セットアップ後の推奨アクション

IC サーバープロビジョニング VM アプライアンスのセットアップが完了したら、その他の推奨構成タスクが
表示されます。これらの推奨アクションは、以下の図に示すようにヘルプ領域に表示されます。

各リンクを選択すると、アクセスした項目の横にチェックマークが表示されます。チェックマークを表示する
ためにタスクを完了する必要はなく、リンクにアクセスするだけで済みます。クイックスタートのウォークス
ルーを除くすべての推奨アクションにチェックマークが付くと、ヘルプ領域は右側のウィンドウに表示されな
くなります。ただし、バナーにある?アイコンを使用すると、いつでもヘルプ領域にアクセスできます。

図 17 : 推奨アクション

IC サーバープロビジョニングの初回推奨アクションは、次のとおりです。

• メディアサーバーの設定：

• メディアサーバーの位置情報を入力できる設定 > メディアサーバーの編集画面へのリンク。これは、
Hewlett Packard Enterprise 提供の OS ビルドプランを実行するために必要です。メディアサーバーをま
だセットアップしていない場合は、この画面からメディアサーバーのセットアップと構成に使用できる
Insight Control サーバープロビジョニングのメディアサーバーセットアップユーティリティをダウンロー
ドできます（メディアサーバーのセットアップを参照してください）。セットアップユーティリティの使用
はオプションです。手動でメディアサーバーをセットアップする手順は、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。

• プロダクトキーの追加：

• 設定 > プロダクトキーの編集画面へのリンク。Microsoft ボリュームライセンスキーを持っている場合は、
この画面でライセンスキーを入力することができ、Microsoft のインストール中にライセンスキーが自動的
に適用されます。Windows インストール用の Hewlett Packard Enterprise 提供の構成ファイルでは、これ
らのキーが要求されます。この画面でプロダクトキーを入力しない場合は、Hewlett Packard Enterprise 提
供の構成ファイルが正しく動作するように構成ファイルを変更する必要があります。
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• DHCP の構成：

• DHCP 設定を構成できる設定 > DHCP の編集画面へのリンク。サーバーをプロビジョニングするために、
DHCP サーバーが必要です。アプライアンス付属の内部の DHCP サーバーを使用することも、外部の
DHCP サーバーを使用することもできます。アプライアンスの内部または外部のどちらの DHCP サーバ
ーを使用するかを決定する方法、および外部の DHCP サーバーをセットアップするための手順について詳
しくは、Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイドを参照してください。

• アクティブ化

• Insight Control サーバープロビジョニングをアクティブ化画面のリンク。まだ登録しておらず、アクティ
ベーションキーを受け取っていない場合は、アクティブ化のリンクの横に試用期間の残り日数が表示され
ます。詳しくは、Insight Control サーバープロビジョニングのアクティブ化を参照してください。

• クイックスタートのウォークスルー：

• クイックスタートには、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。また、クイックスタート

には、Insight Control サーバープロビジョニングに慣れるための導入資料へのリンクも含まれます。

ドキュメントの下のリンクから、このページのヘルプを表示したり、ヘルプを閲覧したりできます。Insight
Control サーバープロビジョニングの REST API リファレンスにアクセスすることもできます。

エンドユーザー使用許諾契約書のリンクからは、使用許諾契約書を表示できます。
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インストールの問題のトラブルシューティング

原因

この章では、Insight Control サーバープロビジョニングのインストール時に発生する可能性がある問題と、考
えられる解決策について説明します。

OVF ファイルを展開できない

症状 考えられる原因と推奨アクション

次のメッセージが表示されま
す。The OVF package is
invalid and cannot be
deployed

選択されたパスに OVF ファイル名が含まれていません。

• OVF ファイルディレクトリに存在する OVF ファイルの完全なアドレ
スを指定する必要があります。完全なアドレスには、ディレクトリ、フ
ァイル名、およびファイル拡張子が含まれます。ディレクトリのアドレ
スのみを指定した場合、このメッセージが表示されます。

モードが binaryに設定されている時に FTP を使用してファイルを転送

しました

• 転送モードを binary に設定して転送を再度実行してから、チェックサ
ムを確認します。

ファイルが破損しているか、部分的にダウンロードされた可能性がありま
す。

• ダウンロードを再度実行し、チェックサムを確認します。

ログインできない

症状 考えられる原因と推奨アクション

アプライアンスに初めてログ
インするときに、デフォルトの
認証情報で失敗する。

アプライアンスがすでに構成されており、デフォルトのパスワードが変更
されています。

• 初期セットアップを実行した管理者に連絡し、新しいパスワードを取得
します。

• インストールプロセスをもう一度開始します。

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アクション

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ません。

1. アプライアンスに ping を実行します。

2. VM コンソールから、ネットワーク構成が正しいことを確認し、アプラ
イアンスネットワーキングの要件（10 ページ）に従います。

3. VM コンソールから、DNS IP アドレスが正しいことを確認します。

4. 別のシステムから、ご使用の DNS サーバーが正常に動作していること
を確認します。
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VM ホストのパフォーマンスが低下している

症状 考えられる原因と推奨アクション

アプライアンスのパフォーマ
ンス不足

ホストマシンの電源管理が有効になっています。

1. ホストマシンでパワーセービングが無効になっていることを確認しま
す。

2. より強力なチップセットを搭載したホストマシンの使用を検討します。

ハイパーバイザーホストの I/O パフォーマンス不足

• RAID 構成を確認してください。RAID 構成は低速な I/O の原因となる
場合があります。

• VM をホストしている可能性のある SAN ストレージへの帯域幅を確認
します。

phosphor VM ホストの時刻を手動で設定すると、VM ホストが再
起動しない

症状 考えられる原因と推奨アクション

アプライアンス VM が再起動
せず、phosphor 仮想コンソー
ルに次のエラーが表示されま
す。

The superblock last
mount time is in the
future UNEXPECTED
INCONSISTENCY; RUN fsck
MANUALLY.

アプライアンスが NTP を使用しておらず、VM ホスト時刻が間違って過去
の時刻に設定された。

• VM ホストの時刻設定を正しい時刻にリセットしてから、VM アプライ
アンスを再起動します。詳しくは、VMware vSphere のドキュメントを
参照してください。

• アプライアンスまたは VM ホストが NTP クライアントとして構成され
ている場合は、NTP サーバーが正しく動作していることを確認します。

update.bin をアップロードすることはできません。

症状 考えられる原因と推奨アクション

update.bin をアップロードで
きない

サポートされている適切なブラウザーを使用します。

アップロードの問題

症状 考えられる原因と推奨アクション

アップロードが一貫して不良
とフラグされる

再起動して、もう一度試します。
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VM パフォーマンス

症状 考えられる原因と推奨アクション

VM パフォーマンス VM の 大限のパフォーマンスを得るために、サーバー BIOS の HP スタテ
ィックハイパフォーマンスモードを設定してすべての VM ホストでの電源
管理を無効にします。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトを訪問して

ください。

http://www.hpe.com/assistance
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの

Web サイトに移動します。

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

ご用意いただく情報

• テクニカルサポート登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセ

スするためのメカニズムが提供されます。製品のドキュメントを確認し、推奨されるソフトウェアアップ
デートの方法を特定します。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター http://www.hpe.com/support/
hpesc

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダ
ウンロード

http://www.hpe.com/support/
downloads

Software Depot http://www.hpe.com/support/
softwaredepot

• eNewsletters およびアラートにサブスクライブするには、以下の Web サイトにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
• お客様の権利の表示や更新を行ったり、契約と保証をプロフィールとリンクさせたりするには、Hewlett

Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials ページをご
覧ください。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要:

一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスす
るときに製品の権利付与情報が必要になる場合があります。関連する権利付与情報を使って HP パスポ
ートをセットアップしておく必要があります。
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カスタマーセルフリペア（CSR）
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご自身
で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交換できる
よう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。CSR による修理が可能かどうかについて
は、Hewlett Packard Enterprise のサポート窓口が判断します。

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。

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

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス http://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE プロアクティブ ケアサービス http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja

HPE プロアクティブケアサービス：サポートされ
ている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/
proactivecaresupportedproducts（英語）

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

http://www.hpe.com/services/
proactivecareadvancedsupportedproducts

プロアクティブケアカスタマー情報

プロアクティブケアセントラル http://www.hpe.com/services/proactivecarecentral

プロアクティブケアサービスのアクティブ化 http://www.hpe.com/services/
proactivecarecentralgetstarted

保証情報
ご使用の製品の保証を確認するには、Hewlett Packard Enterprise サポート センターで入手できるサーバー、
ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-
Warranties

HPE Enterprise サーバー http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-
Warranties

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

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

規定に関する情報
ご使用の製品の規定に関する情報を表示するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターで入手でき
るサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照します。

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

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

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

Hewlett Packard Enterprise 製品の環境および安全に関する情報やコンプライアンスに関するデータ（RoHS、
REACH など）は、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/ecodata（英語）

Hewlett Packard Enterprise の社内プログラム、製品リサイクル、エネルギーの有効利用などの環境情報につ
いては、次をご覧ください。

http://www.hpe.com/info/environment（英語）

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

以下の情報は、Insight Control サーバープロビジョニングの古いバージョン（7.4.1 バージョンよりも古いバ
ージョン）を使用しているお客様の便宜を図るためのものです。まずバージョン 7.4.1 または 7.5 にアップデ
ートしてから、7.6 へのアップデートの手順を使用して 7.6 にアップデートします。

7.2.1 へ 7.2.2 へ 7.3.1 へ 7.3.1a へ
*

7.3.2 へ 7.3.2a へ* 7.4 へ 7.4.0a へ*

7.2 から 可 可 不可 不可 不可 不可 不可 不可

7.2.1 から* — 可 不可 不可 不可 不可 不可 不可

7.2.2 から — — 可 不可 不可 不可 不可 不可

7.3.1 から — — — 可 不可 不可 可 不可

7.3.1a から* — — — — 不可 不可 可 不可

7.3.2 から — — — — — 可 可 不可

7.3.2a から* — — — — — — 可 不可

7.4 から — — — — — — — 可

* これらのバージョンの IC サーバープロビジョニングは更新のみであり、新しいアプライアンスとしてのイン
ストールには使用できません。 初に適切なベースバージョンをインストールしてから更新を適用する必要
があります。

ICsp の 新バージョンにアップグレードする方法について詳しくは、以前のバージョンの 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。

注意:

アプライアンスをアップデートするには、まず以下のアップデート手順を確認し、次にそれらの手順に
慎重に従ってください。このガイドで説明されているとおりに、すべての手順に従う必要があります。
正常にアップデートを完了するには、アップデートプロセスの一部で特別な手順が必要です。従わなけ
ればならない手順に加えて、以下の一連のベストプラクティスについても検討する必要があります。こ
れらは、アップデート作業を可能な限り円滑に行うのに役立ちます。

重要:

常に IC サーバープロビジョニングソフトウェアの 新リリースにアップデートすることをおすすめし
ます。新しい各リリースには、新機能、 新のドライバーおよびファームウェア、 新のオペレーティ
ングシステムのサポートが含まれています。さらに、ほとんどの新しいリリースは、1 つ、または場合
によっては 2 つ前のリリースからのアップデートだけをサポートするため、 新の状態を維持しておけ
ば、後から大量のマルチホップアップグレードを実行する必要がありません。
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重要:

アップデートの一部としてアプライアンスにファイルをアップロードするためにどのブラウザーを使用
するかに関しては、非常に厳密な要件があります。これらの要件に適合できない場合、Windows または
Linux のコマンド行から REST コールを呼び出して、アップロードを実行できます。ブラウザーの要件
と REST コールについては、この章の後半で説明します。

Web サイト http://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs を参照し、このマニュアルの更新バージョンがあ
るかどうかを確認してください。改版番号を確認し、新しいバージョンがある場合は、zip ファイルのマニュ
アルの代わりにそのマニュアルを使用してください。
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7.5.1a へのアップデート

始める前に

7.5.1 から 7.5.1a にアップグレードするには、ICsp–update-7.5.1a.bin ファイルをアップロードする必要があ
ります。この bin ファイルは、UI を使用してアップロードするか（Firefox または Chrome ブラウザーが必
要）、または REST コールを使用してアップロードすることができます。

注記:

HPE Insight Control サーバープロビジョニング 7.5.1a パッチは HPE IC サーバープロビジョニング
7.5.1 アプライアンスにのみ適用できます。ご使用のアプライアンスが 7.5.1 である場合は、7.5.1a にア
ップグレードしてから 7.6 にアップグレードする必要があります。

UI を使用した bin ファイルのアップロード

手順

1. 適切なブラウザーで UI を開きます。

2. 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。

3. アプライアンスのアップデートダイアログボックスで一覧ボタンをクリックし、ローカルで解凍した
7.5.1a ファイルの内容を探します。

4. アップロードする ICsp–update-7.5.1a.binファイルを選択します（ファイルをドラッグアンドドロ

ップすることもできます）。

5. アップロードのみをクリックします。

ファイルのアップロード中は、アップロードの進行状況バーがアプライアンスのアップデートダイアログ
ボックスに表示されます。アップロード通知が表示されたら、ページを更新します。このバイナリファイ
ルをアップロードするには通常 10～20 秒かかります。

6. 更新後、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。
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注記:

ファイルのアップロード中、

「Error occurred while verifying image file: ICsp–update–7.5.1a.bin is
corrupted. Please download image file and try again.」のようなエラーメッセージ

が表示された場合は、次の措置を取ります。

• 表示されたチェックサム情報を使用して、ICsp–update-7.5.1a.bin ファイルのチェックサムを照合
します。

• まれに、アップデートが破損していなくても破損していると誤って報告されることがあります。
これが発生した場合、アプライアンスを再起動し、アップロードをもう一度試してください。ア
ップロードがそれでも失敗する場合は、「アップデートが失敗した場合の復旧」セクションで説明
されている手順に従ってください。

7. このファイルのアップロードが完了したら、アップデートをクリックし、ICsp–update-7.5.1a.bin ファイル
をインストールします。

インストールには約 25 分かかります。

8. アップデートが適切にインストールされたことを確認します。設定 > アプライアンス画面に表示されるア
プライアンスのバージョンが 7.5.1–0243940 であることを確認します。アップデートのインストール後
に、アップデートでエラーが報告される場合、アプライアンスが起動しない場合、またはバージョンが
7.5.1–0243940 になっていない場合は、アップデートが失敗した場合の復旧を参照してください。
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サポートダンプ

サポートダンプを作成する必要がある場合

• Insight Control サーバープロビジョニングによって表示される一部のエラーメッセージでは、分析のため、
認定されたサポート担当者に送信できるようにアプライアンスのサポートダンプを作成することが推奨さ
れます。

• アプライアンス内部のデータの分析が必要であると考えられる問題が発生した場合は、重要なデータを収
集できるように問題の発生後できるだけ早くサポートダンプを作成することをおすすめします。

• サービス契約の一環として、認定されたサポート担当者からサポートダンプの作成を求められる場合があ
ります。

サポートダンプの作成（オプション）
サポートダンプ機能はログ、システム構成、およびステータス情報を収集し、暗号化および圧縮されたファイ
ルを作成します。このファイルを、トラブルシューティングのために、認定されたサポート担当者に送信でき
ます。次の手順では UI を使用します。UI を使用できない場合は、REST API を使用することもできます。

手順

1. 管理者権限でアプライアンスにログインします。

2. メインメニューから、設定 > アプライアンスの順に選択します。

3. アプライアンスページで、アクション > サポートダンプの作成を選択します。

サポートダンプの作成中は、他の作業をそのまま実行することができます。

4. サポートダンプの作成が完了すると、tar.gzファイルを保存するプロンプトが表示されます。ブラウザ

ーの設定でデフォルトのダウンロードフォルダーが指定されている場合は、それがデフォルトのダウンロ
ード位置になります。

5. 認定されたサポート担当者に連絡して、サポートダンプの提出について指示を受けます。

サポートダンプの内容

サポートダンプは、アプライアンスから以下の情報を収集します。以下を含むすべてのアプライアンス構成情
報：

• アプライアンスソフトウェアのリビジョン

• ネットワーク構成

• DNS サーバー

• NTP サーバー

以下を含むアプライアンスに関する情報：

• すべてのプロセス

• メモリ

• ディスク容量

• ネットワーク統計情報

• ルーティング

• ハードウェア情報

以下を含むログデータ：

• すべての標準の Linux オペレーティングシステムログ

• すべてのアプライアンスログ

• 過去 3 日間に実行されたすべてのジョブからのログ

• インストールログ

• システム監査ログ

その他の情報：
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• すべてのプロセスのステータスレポート

• 使用されたすべての証明書の日付

注記:

上記のデータを収集する結果として、サポートダンプに次のような項目が含まれる場合があります。

• （アプライアンス、ターゲットシステム、および接続されているブラウザーの）IP アドレス

• ホスト名

• システム UUID
• ユーザー名（パスワードはサポートダンプに収集されません）

• ネットワーク構成情報

• WWID
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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 HPE Integrated Lights-Out 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 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。
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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） HPE Server Automation ソフトウェア。

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://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/
management/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。
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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 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。

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。

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。
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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。

デバイ
スグル
ープ

必要に応じてデバイスを編成する助けになる、顧客が定義したサーバーのセット。デバイスグルー
プに対する操作は、そのグループ内のすべてのサーバーに影響します。サーバーは複数のグループ
に属する場合があります。デバイスグループの 1 つの用途は、グループにカスタム属性を割り当て
ることです。デバイスグループに割り当てられたカスタム属性は、2 番目に高い優先順位を持ちま
す。カスタム属性の優先順位（ 高から 低へ）

1. サーバー

2. デバイスグループ

3. ファシリティ

4. OS ビルドプラン

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。
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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。

ファシ
リティ

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。ファシリ
ティは、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。

プリブート環境 サービス OS を参照してください。

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。
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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
個別のサーバーです。

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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