HPE iLO 4 スクリプティング/コマン
ドラインガイド

摘要
このガイドでは、コマンドラインインターフェイスまたはスクリプティングインターフェイスを通じて HPE iLO ファーム
ウェアを使用するために利用できる構文およびツールについて説明します。このガイドは、サーバーおよびストレージシス
テムのインストール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、コンピューター機器の保守の資格があり、高電
圧製品の危険性について理解していることを前提としています。
HPE ProLiant サーバーと ProLiant BladeSystem サーバーブレードで iLO を使用する場合、このガイドを参照してください。
Integrity サーバーおよびサーバーブレード用の iLO に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
http://www.hpe.com/info/integrityiLO （英語）を参照してください。
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1 概要
スクリプティング/コマンドラインガイドの概要
HPE iLO 4 は、HPE ProLiant サーバーをリモートから設定、アップデート、および操作するた
めの複数の方法を提供します。HPE iLO ユーザーガイドには、各機能についての説明と、ブラ
ウザーベースインターフェイスおよび RBSU による機能の使用方法が記載されています。詳し
くは、iLO ユーザーガイドを参照してください（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
http://www.hpe.com/info/ilo/docs ）。
HPE iLO スクリプティング/コマンドラインガイドには、コマンドラインインターフェイスま
たはスクリプティングインターフェイスを通じて iLO 4 を使用するために利用できる構文およ
びツールに関する説明が記載されています。
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダウンロードした XML サンプルスクリプトに、
すべての iLO ファームウェア用のコマンドが含まれています。特に指定がないかぎり、このガ
イドの例は iLO 4 ファームウェアバージョン 2.20 以降用に記述されています。サンプルスク
リプトを使用する前に、各サンプルスクリプトのファームウェアサポート情報を読んで目的の
ファームウェアとバージョン用にスクリプトを調整してください。サンプルスクリプトは
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/jp/servers/ilo からダウンロー
ドしてください。[Support] の [Resources] タブの [iLO Sample Scripts for Windows] また
は [Lights-Out XML scripting sample for Linux] をクリックします。
このマニュアルでは、iLO 4 を単に iLO と表現しています。
GUI に加えて、iLO ファームウェアは、スクリプトおよびコマンドライン手順を使用して iLO
とサーバーを設定および制御する複数の方法を提供します。
スクリプティングツールは、複数の iLO システムを設定したり、展開プロセスに標準設定を組
み込んだり、サーバーやサブシステムを制御したりする方法を提供します。スクリプティング
ツールを使用すると、次の操作を実行できます。
•

すべての iLO システムで管理者パスワードを変更する

•

LDAP ディレクトリサービス設定を指定する

•

サーバーの電源状態を制御する

•

仮想メディア CD/DVD をホストサーバーに接続する

•

iLO ファームウェアを更新する

•

消費電力データを取得する

•

さまざまな設定コマンドおよび制御コマンドを発行する

コマンドラインツールを使用すると、コマンドを iLO ファームウェアおよびホストサーバーに
素早く簡単に送信できます。

スクリプティング/コマンドラインユーティリティ
ここでは、以下のスクリプティング/コマンドラインツールについて説明します。
•

HPQLOCFG.EXE

•

LOCFG.PL

•

HPONCFG.EXE

•

SMASH CLP

•

IPMI

最新バージョンの iLO 4 では、以下のユーティリティのアップグレードが必要です。
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表 1 HPE iLO 4 2.40 スクリプティング/コマンドラインユーティリティの必要なバージョン
ユーティリティ

バージョン

iLO 4 2.40 のバージョン注記

HPQLOCFG

1.5.0

HPE Lights-Out Configuration Utility これは CPQLOCFG ユー
ティリティと置き換えられました。

HP Light-Out XML スクリ 4.80
プティングサンプル
Windows 用 HPONCFG

4.7.0.0

Linux 用 HPONCFG

4.6.0.0

LOCFG.PL

4.80

このユーティリティは、HP Lights-Out XML スクリプティ
ングサンプルに含まれています。

HPLOMIG

4.80

このバージョンの iLO 4 をインストールする前に、HPLOMIG
をアップグレードしてください。

注記: 使用するユーティリティについてのみアップグレードが必要です。アップグレードし
ないでユーティリティを使用し続けると、以下の情報メッセージが表示されます。
Scripting utility should be updated to the latest version.

HPQLOCFG ユーティリティ
Lights-Out 設定（HPQLOCFG.EXE）ユーティリティは、以前使用されていた CPQLOCFG.EXE
ユーティリティに置き換わるものです HPQLOCFG は、XML 設定スクリプトと制御スクリプ
トをネットワーク経由で iLO に送信する Windows コマンドラインユーティリティです。この
ユーティリティを手動で Windows コマンドプロンプトから実行するか、バッチファイルを作
成して同じスクリプトを多数の iLO デバイスに対して実行します。
このツールでは、コマンドおよび値が含まれた適切な書式設定の XML スクリプトを使用でき
ます。適切な書式設定の例については、iLO Sample Scripts for Windows または HP Lights-Out
XML Scripting Sample for Linux の XML スクリプトを参照してください。使用可能なすべての
コマンドについては、このガイドで詳しく説明します。また、HPQLOCFG は、HPE SIM と統
合され、同じスクリプトを複数のデバイス上で簡単に起動できます。

LOCFG.PL スクリプト
LOCFG.PL スクリプティングユーティリティは、HPQLOCFG ユーティリティと同じ機能を提
供する PERL スクリプトです。このツールは、互換性のある PERL がインストールされた環境
（OpenSSL を含む）がインストールされている任意のクライアントで実行してください。こ
のツールは、HPQLOCFG 入力ファイルと同じ XML スクリプトを使用します。

HPONCFG ユーティリティ
サーバーのホストオペレーティングシステムから iLO に XML 設定および制御スクリプト
（HPQLOCFG と同じスクリプト）を送信するには、HPONCFG.EXE ユーティリティを使用
します。HPONCFG には、Windows バージョンと Linux バージョンがあります。共通の使用
法として、サーバー配備プロセスの最後に HPONCFG スクリプトを実行して、iLO を標準構成
に設定します。HPONCFG は HPE RDP と統合され、無人 OS インストールの最後にも実行さ
れます。
HPONCFG をホストオペレーティングシステムから実行する場合は、管理者または root レベ
ルのユーザーアカウントを使用してホストサーバーにログインする必要があります。iLO のユー
ザー ID およびパスワードは不要です。
Windows サーバーオペレーティングシステムには、HPONCFG_GUI.EXE ユーティリティもあ
ります。このユーティリティは、サーバー起動プロセスにおいて iLO F8 ROM-RBSU と同じ基
本設定機能を提供します。

スクリプティング/コマンドラインユーティリティ

15

SMASH CLP
SMASH CLP は、データセンターの管理を統一するために業界標準プロトコルとプロファイル
を提供する DMTF 仕様の集まりです。SMASH CLP 仕様により、データセンター内の異機種
サーバーの管理が単純で直感的になります。
SMASH CLP は、マネジメントプロセッサー（管理アクセスポイントと呼ばれます）とホスト
システムを設定および制御するための標準化された一連のコマンドを提供します。iLO では、
SSH ポート経由で SMASH CLP にアクセスします。

IPMI
IPMI 仕様は、コンピューターシステムに対する一連の共通インターフェイスを定義する規格で
す。システム管理者は、IPMI を使用して、システムヘルスを監視し、システムを管理できま
す。IPMI 2.0 は、必須システムインターフェイスとオプション LAN インターフェイスを定義
します。iLO プロセッサーは、両方のインターフェイスをサポートします。
IPMI 仕様は、プラットフォーム管理の標準化インターフェイスを定義します。IPMI 仕様は、
次の種類のプラットフォーム管理を定義します。
•

ファン、温度、電源装置などのシステム情報のステータスの監視

•

システムのリセットおよび電源オン/オフ操作などのリカバリ機能

•

温度上昇読み取りやファン障害などの異常なイベントのロギング機能

•

障害のあるハードウェアコンポーネントの特定などのインベントリ機能

IPMI コマンドは、IPMITOOL、IPMIUTIL、OpenIPMI、FreeIPMI などのサードパーティまたは
オープンソースユーティリティを使用して iLO に送信されます。
raw コマンドを発行する場合は、IPMI 仕様をよく理解している必要があります。詳しくは、
Intel の Web サイト http://www.intel.com/design/servers/ipmi/tools.htm の IPMI 仕様を参照
してください。

このバージョンの新機能
このガイドでは、iLO 4 ファームウェアの変更が反映されています。このガイドは、iLO 4 ファー
ムウェアバージョン 2.40 以降に対応しています。
以下の更新または追加が行われました。
•

•

16

概要

3 つの新しいコマンドが追加されました。

◦

START_DIR_TEST

◦

ABORT_DIR_TESTS

◦

GET_DIR_TEST_RESULTS

GET_NETWORK_SETTINGS のサンプルリターンとコマンド MOD_NETWORK_SETTINGS
がこれらの新しいパラメーターを含むように更新されました。

◦

ILO_NIC_AUTO_SNP_SCAN

◦

ILO_NIC_AUTO_DELAY

◦

ILO_NIC_FAIL_OVER

◦

ILO_NIC_FAIL_OVER_DELAY

•

UPDATE_FIRMWARE とUPDATE_LANG_PACK に、実行が失敗した場合、もう一度コマ
ンドを使用する前に 60 秒以上待つようユーザーに指示する注記が追加されました。

•

GET_ENCRYPT_SETTINGS コマンドに、情報を表示する前にコマンドによって実行され
る操作についての説明が追加されました。

•

MOD_ENCRYPT_SETTINGS コマンドの 2 つのパラメーター
ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS およびESKM_PRIMARY_SERVER_PORT の説
明が変更されました。エントリーをブランクのままにすると、すでに設定されているアド
レスまたはポートが削除されます。

•

SET_HOST_POWER_SAVER のパラメーターに、設定を 1 に変更する場合は再起動する
ようユーザーに警告するための注記が追加されました。

•

GET_TPM_STATUS のサンプルリターンメッセージが、より正確になるように更新され
ました。

•

XML スクリプティングインターフェイスによる PERL の使用の「 XML 拡張」の項に含ま
れるXML スクリプトの修正例の構文エラーが修正されました。

•

GET_FEDERATION_MULTICAST のリターンメッセージのサンプルのエラーが修正され
ました。

•

HP_SMART_MEMORY の値とタイプの両方が同じステートメントに含まれるようになっ
たため、GET_EMBEDDED_HEALTH のサンプルが更新されました。

HPE Insight Control サーバー配備
HPE Insight Control サーバー配備を iLO と統合することにより、オペレーティングシステムや
ハードウェアの状態にかかわらず、リモートサーバーを管理し、リモートコンソール操作のパ
フォーマンスを監視できるようになります。
展開を行うサーバーでは、iLO の電源機能を使用して、ターゲットサーバーの電源を入れたり、
切ったり、入れなおしたりすることができます。サーバーが展開を行うサーバーに接続される
たびに、展開を行うサーバーは、ターゲットサーバーをポーリングして、LOM マネジメント
デバイスが取り付けられているかどうかを調べます。取り付けられている場合、サーバーは、
DNS 名、IP アドレス、ユーザーのログイン名などの情報を収集します。セキュリティは、ユー
ザー名に対応する正しいパスワードの入力をユーザーに求めることによって、維持されます。
Insight Control サーバー配備について詳しくは、HPE Insight Software DVD に付属のドキュメ
ントまたは Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/jp/insightcontrol
を参照してください。

HPE Insight Control サーバー配備
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2 HPQLOCFG の使用方法
HPQLOCFG.EXE ユーティリティは、ネットワーク経由でセキュリティ保護された接続を使用
して iLO に接続する Windows ベースのユーティリティです。RIBCL スクリプトは、HPQLOCFG
へのセキュリティ保護された接続を経由して iLO に渡されます。このユーティリティを使用す
るには、適切な権限を持つ有効なユーザー ID とパスワードが必要です。HPQLOCFG ユーティ
リティは、SIM から起動してグループ管理に使用したり、コマンドプロンプトから個別に使用
してバッチ処理に利用したりします。
このユーティリティは、次の Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダウンロードして
ください。http://www.hpe.com/support/ilo4
iLO 4 v2.20 のすべての機能をサポートするには、HPQLOCFG のバージョン 1.0 以降が必要で
す。
SIM は、iLO デバイスをマネジメントプロセッサーとして検出します。HPQLOCFG は、iLO
デバイスのグループに RIBCL ファイルを送信して、それらの iLO デバイスのユーザーアカウ
ントを管理します。送信を受けると、iLO は、RIBCL ファイルで指定された処理を実行し、ロ
グファイルに応答を送信します。
iLO で RIBCL スクリプトを実行するには、HPQLOCFG を使用します。HPQLOCFG は、SIM
と同じサーバーに存在する必要があります。HPQLOCFG は、ランタイムエラーとシンタック
スエラーの 2 種類のエラーメッセージを生成します。
•

ランタイムエラーは、不正な操作が要求されたときに発生します。ランタイムエラーは、
次のディレクトリに記録されます。
C:\Program Files\HP\Systems Insight Manager\

•

シンタックスエラーは、無効な XML タグが検出されたときに発生します。シンタックス
エラーが発生すると、HPQLOCFG は、実行を停止してランタイムスクリプトと出力ログ
ファイルにエラーを記録します。シンタックスエラーは、次のフォーマットを使用しま
す。
Syntax error: expected X but found Y.
例：
Syntax error: expected USER_LOGIN=userlogin
but found USER_NAME=username

拡張セキュリティモードが iLO で有効化されている場合（たとえば、FIPS または AES）、
Microsoft .NET Framework のインストールを v4.5 にアップグレードする必要があります。さ
らに、OS が TLS v1.1 や TLS v1.2 などの拡張セキュリティプロトコルをサポートしているこ
とを確認してください。
表 2 使用要件
OS
Windows Vista および
1
Windows Server 2008
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.NET Framework の
バージョン

HPQLOCFG（AES が iLO で HPQLOCFG（AES が iLO に
無効）
対して有効）

v4.0 またはそれ以前

✔

x

v4.5

✔

x

Windows 7 および
v4.0 またはそれ以前
Windows Server 2008 R2
v4.5

✔

x

✔

✔

Windows 8 および
Windows Server 2012

v4.0 またはそれ以前

✔

x

v4.5

✔

✔

HPQLOCFG の使用方法

1

Windows Server 2008 や Windows Vista などのオペレーティングシステムで、.NET Framework v4.5 がインストー
ルされている場合でも、TLS v1.1 および TLS v1.2 は OS 自体でサポートされていません。

非認証 XML クエリの設定
設定されていれば、iLO デバイスは、非認証 XML クエリに対して識別情報を返します。デフォ
ルトでは、iLO デバイスはこの情報を返すように設定されています。
この機能を無効にするには、MOD_SNMP_IM_SETTINGS コマンドのCIM_SECURITY_MASK を
設定して、非認証 XML クエリが返す情報を無効にしてください。
また、iLO の Web インターフェイス経由で非認証 XML クエリ情報を無効にすることもできま
す。
1. [管理]→[マネジメント]に移動します。
[マネジメント]ページが表示されます。
2.

[Insight Manager 統合]見出しの下で、[返されたデータのレベル]オプションのメニューを
クリックします。
メニューには 2 つのオプションがあります。

3.

•

1）有効（iLO+ サーバー関連データ）

•

2）無効（リクエストに応答しない）

非認証 XML クエリが返す情報を無効にするには、2）無効（要求に応答しない）を選択し
ます。

注記: SIM でデバイス検出を実行している場合は、非認証 XML クエリを有効にする必要があ
ります。
非認証の識別情報を入手するには、iLO Web サーバーポートに次のコマンドを入力します。
https://<iloaddress>/xmldata?item=all
または、iLO で [1）有効（iLO＋ サーバー関連データ）]オプションを選択することもできま
す。
通常の応答は次のとおりです。
<RIMP>
<HSI>
<SBSN>ABC12345678</SBSN>
<SPN>ProLiant BL460c Gen8</SPN>
<UUID>BL4608CN71320ZNN</UUID>
<SP>0</SP>
<cUUID>36344C42-4E43-3830-3731-33305A4E4E32</cUUID>
<VIRTUAL>
<STATE>Inactive</STATE>
<VID>
<BSN/>
<cUUID/>
</VID>
</VIRTUAL>
<PRODUCTID>BL4608-101</PRODUCTID>
<NICS>
<NIC>
<PORT>1</PORT>
<MACADDR>00:17:a4:77:08:02</MACADDR>
</NIC>
<NIC>
<PORT>2</PORT>
<MACADDR>00:17:a4:77:08:04</MACADDR>
</NIC>
<NIC>
<PORT>3</PORT>
非認証 XML クエリの設定
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<MACADDR>00:17:a4:77:08:00</MACADDR>
</NIC>
<NIC>
<PORT>4</PORT>
<MACADDR>9c:8e:99:13:20:cd</MACADDR>
</NIC>
<NIC>
<PORT>5</PORT>
<MACADDR>9c:8e:99:13:20:ca</MACADDR>
</NIC>
<NIC>
<PORT>6</PORT>
<MACADDR>9c:8e:99:13:20:ce</MACADDR>
</NIC>
<NIC>
<PORT>7</PORT>
<MACADDR>9c:8e:99:13:20:cb</MACADDR>
</NIC>
<NIC>
<PORT>8</PORT>
<MACADDR>9c:8e:99:13:20:cf</MACADDR>
</NIC>
</NICS>
</HSI>
<MP>
<ST>1</ST>
<PN>Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)</PN>
<FWRI>1.01</FWRI>
<BBLK>08/30/2011</BBLK>
<HWRI>ASIC:16</HWRI>
<SN>ILOABC12345678</SN>
<UUID>ILOBL4608ABC12345678</UUID>
<IPM>1</IPM>
<SSO>0</SSO>
<PWRM>3.0</PWRM>
<ERS>0</ERS>
<EALERT>1</EALERT>
</MP>
<BLADESYSTEM>
<BAY>1</BAY>
<MANAGER>
<TYPE>Onboard Administrator</TYPE>
<MGMTIPADDR>123.456.78.90</MGMTIPADDR>
<RACK>TestRACK</RACK>
<ENCL>TestRACKEnc-C</ENCL>
<ST>2</ST>
</MANAGER>
</BLADESYSTEM>
</RIMP>

HPE SIM でのシステム収集の作成
すべてのシステムマネジメントプロセッサーを素早く確認するには、SIM にログインし、[シ
ステムおよびイベント収集]パネルをスクロールダウンして、[すべての管理プロセッサー]を選
択します。[すべての管理プロセッサー]ページが表示されます。
すべての iLO デバイス（または iLO バージョン別）のカスタムグループを作成するには、シス
テム収集を作成します。
1. [システムおよびイベント収集]パネルで、[カスタマイズ]をクリックします。[収集のカス
タマイズ]ページが表示されます。
2. [収集の表示]ドロップダウンリストで、[システム]を選択します。使用できるすべてのシス
テム収集またはクラスター収集が表示されます。
20
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

[新規]をクリックします。[新規収集] セクションが表示されます。
[条件によってメンバーを選択]を選択します。
[検索対象] ドロップダウンリストで、[システム] を選択します。
[条件]ドロップダウンで、[システムサブタイプ]を選択し、内包/除外ドロップダウンから
[次]を選択します。
右側の [システムサブタイプ] ドロップダウンから [Integrated Lights-Out] を選択します。
次のいずれかをクリックします。
•

[表示] - ただちに検索を実行し、結果を表示します。

•

[名前を付けて収集を保存] - 収集を保存します。

•

[キャンセル] - 変更を保存せずに [新規収集] セクションを閉じます。

HPE SIM のカスタムツールを使用したアプリケーションの起動
iLO デバイスのグループ管理を管理するために、SIM のカスタムツールを使用して、RIBCL、
HPQLOCFG、およびシステム収集を結合します。カスタムツールは、CMS とターゲットシス
テムで実行されます。選択したターゲットシステムで実行するリモートツールを作成し、その
実行をスケジューリングすることができます。
カスタムツールについて詳しくは、SIM のヘルプを参照してください。

HPQLOCFG を使用したバッチ処理
バッチ処理を使用して、iLO のグループ管理を実行することもできます。バッチ処理に必要な
構成要素は、HPQLOCFG、RIBCL ファイル、およびバッチファイルです。
次に、iLO のグループ管理に使用されるバッチファイルの例を示します。
REM Updating the HP Integrated Lights-Out 3 board
REM Repeat line for each board to be updated
REM
HPQLOCFG -S RIB1 -F C:\...SCRIPT.XML -L RIB1LOG.TXT -V
HPQLOCFG -S RIB2 -F C:\...SCRIPT.XML -L RIB2LOG.TXT -V
HPQLOCFG -S RIB3 -F C:\...SCRIPT.XML -L RIB3LOG.TXT -V
.
.
.
RIBNLOG -S RIBN -F C:\...SCRIPT.XML -L LOGFILE.TXT -V

HPQLOCFG は、既存のログファイルを上書きします。

HPQLOCFG コマンドラインパラメーター
XML データファイルの構文については、「RIBCL XML スクリプティング言語」 (70 ページ)
を参照してください。
サンプル XML スクリプトは Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/
jp/servers/ilo からダウンロードしてください。
[Support] の [Resources] タブの [iLO Sample Scripts for Windows] または [Lights-Out XML
scripting sample for Linux] をクリックします。

引用符文字の使用
単一引用符文字および二重引用符文字の使用に関する制限は、これらを XML スクリプト内で
HPQLOCFG に渡すのか、コマンドラインで HPQLOCFG に渡すのかに基づきます。

XML スクリプト内での引用符
XML スクリプトを使用して、ユーザー名およびパスワードを入力する場合、区切り文字として
二重引用符（"）を使用します。ただし、XML ファイル内で、ユーザー名またはパスワードの
HPE SIM のカスタムツールを使用したアプリケーションの起動

21

内部に二重引用符を使用する必要がある場合（ユーザー名またはパスワード内に二重引用符が
含まれている場合）、区切り文字である外側の二重引用符を単一引用符（'）に変更してくださ
い。
たとえば、次のようにユーザー名に引用符が含まれているとします。
Sample"simple"name
XML スクリプトでは、これを以下のようにする必要があります。
'Sample"simple"name'
注記: XML 内のコンテンツ区切り文字としての Windows 固有のスマートクォート（“ ” およ
び ‘ ’）に対するサポートは段階的に廃止されます。スクリプト内にあるスマートクォート文字
は、通常の二重引用符（"）または単一引用符（'）に置き換えるようにしてください。

コマンドライン上の引用符
HPQLOCFG または LOCFG を使用しているとき、コマンドラインで -p オプションを使用し
てパスワードまたはコマンドを入力する場合、通常は二重引用符（"）を使用できません。ただ
しアンパーサンド（&）または小なり（<）記号を使用する場合を除きます。このいずれかの特
殊文字を使用するパスワードまたはコマンドを入力するときは、二重引用符を使用します。
例：
•

"admin&admin"

•

"admin<admin"

LOCFG を使用し、コマンドラインで -i オプションを指定してパスワードまたはコマンドを
入力する場合は、パスワードを二重引用符で囲まないでください。
例：
admin&admin
admin<admin
二重引用符で区切られたパスワードまたはコマンドは、LOCFG コマンドラインで -i オプショ
ンを使用した場合は動作しません。
LOCFG を使用する場合、コマンドラインで感嘆符（!）を含むユーザー名またはパスワードを
入力するには、単一引用符を使用します。
次に例を示します。
‘admin!admin’

コマンドラインスイッチ
HPQLOCFG.EXE では、次のコマンドラインスイッチを使用できます。
表 3 HPQLOCFG コマンドラインスイッチ
スイッチ

機能

-S

更新される iLO を指定します。このスイッチでは、ターゲットサーバーの DNS 名ま
たは IP アドレスを後ろに指定します。IPv6 アドレスを使用する場合は、オプション
でコロンの後にポート番号を追加できます（<IPv6_address:port>）。
注記: SIM から起動する場合は、このスイッチを使用しないでください。SIM は、
HPQLOCFG の起動時に、iLO のアドレスを自動的に提示します。
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-F

実行されるアクションを含む RIBCL ファイルのフルパス位置および名前。

-U

ユーザーのログイン名。コマンドラインにこれを入力すると、スクリプトからのユー
ザーログイン名がオーバーライドされます。

-P

パスワード。これをコマンドラインに入力すると、スクリプトからのパスワードがオー
バーライドされます。

HPQLOCFG の使用方法

表 3 HPQLOCFG コマンドラインスイッチ (続き)
スイッチ
1

-L

機能
ログファイル名およびファイルの位置を定義します。このスイッチを省略すると、DNS
名または IP アドレスを使用したファイル名が付けられたデフォルトのログファイル
が、HPQLOCFG の起動に使用されたディレクトリに作成されます。HPQLOCFG が
PATH 環境変数で参照されるディレクトリにあることを確認します。生成されるログ
ファイルは、HPQLOCFG 実行可能プログラムと同じディレクトリに配置してくださ
い。
このスイッチで、出力ログファイル名を指定することはできません。デフォルトのファ
イル名は、DNS 名または IP アドレスに基づきます。
注記:

SIM から起動する場合は、このスイッチを使用しないでください。

出力値は、RIBCL 構文に適合するように修正しなければならない可能性があります。
1

-V

詳細なメッセージが返されるようになります。結果のログファイルには、送信された
すべてのコマンド、受信したすべての応答、およびすべてのエラーが含まれています。
このスイッチを設定しない場合、デフォルトで、エラーと GET コマンドの応答だけが
ログに記録されます。

-t namevaluepairs

-t < 名前-値ペア > スイッチは、名前-値ペアに指定した値で入力ファイル内の変数
（% 変数 %）を更新します。名前-値ペアが複数ある場合は、コンマで区切ります。
「HPQLOCFG での変数と名前値のペアの使用」(23 ページ)を参照してください。

1

-L および -V スイッチは、IT 管理者の選択によって設定される場合とされない場合があります。

HPQLOCFG での変数と名前値のペアの使用
例 1 「変数用に作成されたスクリプト（Get_Asset_Tag.xml）」は、-t namevaluepairs
スイッチの使用のために作成されたサンプルスクリプトです。
例 1 変数用に作成されたスクリプト（Get_Asset_Tag.xml）
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="%user%" PASSWORD="%password%">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_ASSET_TAG/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

このスクリプトを正しく実行するには、コマンドラインで -t namevaluepairs スイッチを
使用します。
hpqlocfg -f get_asset_tag.xml -s <serverip> -t user=Admin,password=pass

パラメーターに複数の単語を入れる場合は、二重引用符（""）で囲む必要があります。XML
ファイルでは、最大 25 変数までサポートされています。変数名の最大長は 48 文字です。

HPQLOCFG コマンドラインパラメーター
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例 2 Web エージェントの例（Mod_SNMP_IM_Settings.xml）：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_SNMP_IM_SETTINGS>
<WEB_AGENT_IP_ADDRESS value=%WebAgent%/>
</MOD_SNMP_IM_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

このスクリプトを正しく実行するには、コマンドラインで -t namevaluepairs スイッチを
使用します。
hpqlocfg –s <ipV4 addr> –f <filename> –u <username> –p <password> –t
<web_agent_IP_address>
•

IPv6 でポート番号を指定しない場合、次のコマンドを使用してスクリプトを起動します。
hpqlocfg –s [<ipV6 addr>] –f <filename> –u <username> –p <password>
–t <web_agent_IP_address>
または
hpqlocfg –s <ipV6 addr> –f <filename> –u <username> –p <password>
–t <web_agent_IP_address>

•

IPv6 でポート番号を指定する場合、次のコマンドを使用してスクリプトを起動します。
hpqlocfg –s [<ipV6 addr>]:<portnumber> –f <filename> –u <username>
–p <password> –t <web_agent_IP_address>

二重引用符が必要なトークンを置き換える場合は、単一引用符を使用してトークンを囲みま
す。
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3 LOCFG.PL の使用方法
LOCFG.PL ユーティリティ
LOCFG.PL ユーティリティを使用するには、以下の PERL モジュールが必要です。
•

Net::SSLeay

•
IO::Socket::SSL
また、LOCFG.PL を使用するには、XML スクリプトごとに有効な iLO ユーザーアカウントお
よびパスワードも必要です。要求を処理するには、アカウントに適切な iLO 権限があることが
必要です。
LOCFG.PL スクリプトは、SSL 接続を使用して iLO に接続します。
例：
perl locfg.pl -s {servername|ipaddress}[:port] [-l logfilename]-f
input_filename [-u username -p password] [iLO 4]

LOCFG.PL コマンドラインスイッチ
LOCFG.PL では以下のコマンドラインスイッチを使用できます。
表 4 LOCFG.PL コマンドラインスイッチ
スイッチ

機能

-s servername

ターゲットサーバーの DNS 名。
SIM から起動する場合は、このスイッチを使用しないでください。

-s ipaddress

ターゲットサーバーの IP アドレス。
SIM から起動する場合は、このスイッチを使用しないでください。

:port

ポートが指定されていない場合、ポートはデフォルトで 443 に設定されます。

-l logfilename

すべての出力を記録するファイルの名前。
このオプションが指定されていない場合は、サーバー名と IP アドレスを持つデフォル
トファイルが作成されます。
SIM から起動する場合は、このスイッチを使用しないでください。

-f input_filename
1

コマンドラインのユーザー名。コマンドラインにこれを入力すると、スクリプトから
のユーザーログイン名がオーバーライドされます。

-u username

-p password

RIB コマンドが含まれているファイル名。

1

コマンドラインのパスワード。これをコマンドラインに入力すると、スクリプトから
のパスワードがオーバーライドされます。

-t namevaluepairs

-t < 名前-値ペア > スイッチは、名前-値ペアに指定した値で入力ファイル内の変数
（% 変数 %）を更新します。名前-値ペアが複数ある場合は、コンマで区切ります。

-i

ユーザー名とパスワードの対話型入力を有効にします。

-v

メッセージの詳細表示モードを有効にします。結果のログファイルには、送信された
すべてのコマンド、受信したすべての応答、およびすべてのエラーが含まれています。
このスイッチを設定しない場合、デフォルトで、エラーと GET コマンドの応答だけが
ログに記録されます。

iLO 4

ターゲットマネジメントプロセッサーのタイプを指定します。
このフラグは、オプションです。このフラグがない場合、LOCFG.PL は、iLO のタイ
プを自動的に検出します。このフラグがあると、iLO 4 ファームウェアのパフォーマ
ンスが向上します。

LOCFG.PL ユーティリティ
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1

コマンドラインオプションは Linux システムで表示されるため、-u および -p の使用には注意が必要です。

詳しくは、「RIBCL XML スクリプティング言語」(70 ページ)を参照してください。
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4 HPONCFG オンライン構成ユーティリティ
HPONCFG
HPONCFG ユーティリティは、Windows および Linux オペレーティングシステムから、サー
バーオペレーティングシステムを再起動せずに iLO をセットアップおよび設定することができ
るオンライン設定ツールです。HPONCFG は、コマンドラインモードで実行され、Administrator
または root アクセス権限があるアカウントを使用して、オペレーティングシステムのコマンド
ラインから実行しなければなりません。HPONCFG は、Windows オペレーティングシステム
を使用するサーバー用に、限られたグラフィカルインターフェイスを提供しています。

HPONCFG をサポートするオペレーティングシステム
•

•

•

•

HPONCFG Windows（32 ビットおよび 64 ビット）

◦

Windows Server 2008

◦

Windows Server 2008 R2

◦

Windows Server 2012

◦

Windows Server 2012 Essentials

HPONCFG Linux 32 ビット

◦

Red Hat Enterprise Linux 6 Server（x86）

◦

Red Hat Enterprise Linux 5 Server（x86）

◦

SUSE LINUX Enterprise Server 11（x86）

◦

SUSE LINUX Enterprise Server 10（x86）

HPONCFG Linux 64 ビット

◦

Red Hat Enterprise Linux 7 Server

◦

Red Hat Enterprise Linux 6 Server（x86-64）

◦

Red Hat Enterprise Linux 5 Server（x86-64）

◦

SUSE Linux Enterprise Server 12

◦

SUSE LINUX Enterprise Server 11（AMD64/EM64T）

◦

SUSE LINUX Enterprise Server 10（AMD64/EM64T）

VMware

◦

VMware 5

HPONCFG の要件
•

Windows ベースサーバー - インストールされた以下のチャネルインターフェイスおよびコ
アドライバーをサーバーにロードする必要があります。

◦

HP ProLiant iLO 3/4 マネジメントコントローラードライバーパッケージ
（Windows 用）。

◦

HP ProLiant iLO 3/4 チャネルインターフェイスドライバー（Windows 用）。
HPONCFG
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マネジメントコントローラードライバーパッケージは、サーバー監視コンポーネントとイ
ベントログを提供します。HPONCFG の実行時にチャネルインターフェイスドライバーが
検出されないと、警告が表示されます。個々の Service Pack for ProLiant（SPP）には、
チャネルインターフェイスドライバーが含まれています。Hewlett Packard Enterprise の
Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo4 ）からダウンロードできます。
•

Linux ベースサーバー －ヘルスドライバーパッケージが含まれている HP ProLiant iLO
Channel Interface（KMOD/KMP）をサーバーにロードする必要があります。個々の
SPP には必要なインターフェイスとヘルスドライバーが含まれており、このパッケージも
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo4 ）から入
手できます。

HPONCFG のインストール
HPONCFG ユーティリティは、Windows オペレーティングシステム用と Linux オペレーティ
ングシステム用に別々のパッケージで提供されています。Windows オペレーティングシステム
用は、Smart コンポーネントに含まれています。Linux オペレーティングシステム用は、RPM
パッケージファイルに含まれています。HPONCFG パッケージは、Service Pack for ProLiant
（SPP）に含まれています。
http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl から SPP をダウンロードします。

Windows サーバーでのインストール
HPONCFG は、Service Pack for ProLiant のインストール時に自動的にインストールされます。
HPONCFG を手動でインストールするには、自己解凍の実行可能ファイルを実行します。
HPONCFG は、次の位置にディレクトリを作成します。
%Program files%\HP\hponcfg

Linux サーバーでのインストール
HPONCFG は、Service Pack for ProLiant のインストール時に自動的にインストールされます。
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトから、Linux ディストリビューション用の HPONCFG
RPM パッケージをダウンロードします。RPM インストールユーティリティを使用して、該当
するパッケージをインストールします。
たとえば、パッケージをインストールするには、次のコマンドを入力して、Red Hat Enterprise
Linux 6 上に HPONCFG RPM パッケージをインストールします。
rpm -ivh hponcfg-4.x.x-x.linux.rpm
古いバージョンの HPONCFG RPM パッケージがすでにシステムにインストール済みの場合
は、次のコマンドを使用して古いバージョンを削除してから、新しいバージョンの HPONCFG
をインストールしてください。
rpm -e hponcfg
hponcfg rpm パッケージをインストールする前に、hp-ilo rpm パッケージおよび hp-health
rpm パッケージがシステムにインストールされている必要があります。
注記: SLES 10 および RHEL 5.4 以降のリリースには、hp ilo rpm パッケージと hp health
rpm パッケージが含まれています。以前のバージョンの OS の場合、これらのパッケージをダ
ウンロードおよびインストールして HPONCFG を実行するか、または SPP の一部としてパッ
ケージをインストールする必要があります。
インストールが完了したら、/sbin ディレクトリにある HPONCFG 実行可能ファイルを確認
できます。適切なマネジメントインターフェイスドライバーがロードされていることを確認し
てください。このドライバーとファイルの入手先について詳しくは、「HPONCFG の要件」
(27 ページ) を参照してください。
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VMware のインストール
HPONCFG は、VMware（ESXi 5 のみ）に使用できます。HPONCFG は、Hewlett Packard
Enterprise カスタム VMware ESXi 5 イメージに含まれます。標準の VMware ESXi イメージが
ある場合は、http://www.hpe.com から HPONCFG をダウンロードし、次のコマンドで VIB
としてインストールできます。
esxcli software vib install -v <path><filename.vib>
VMware の場合、hpilo ドライバーはすでにイメージ（Hewlett Packard Enterprise カスタム
VMware または標準の VMware）に含まれています。

HPONCFG ユーティリティ
HPONCFG 構成ユーティリティは、RIBCL 言語のルールに従ってフォーマットされた XML 入
力ファイルを読み取り、要求された出力を含むログファイルを生成します。いくつかのサンプ
ルスクリプトが、HPONCFG 配布パッケージに入っています。
次の Hewlett Packard Enterprise の Web サイトから、各種の包括的なサンプルスクリプトが含
まれているパッケージをダウンロードできます。http://www.hpe.com/jp/servers/ilo
[Support] の [Resources] タブの [iLO Sample Scripts for Windows] または [Lights-Out XML
scripting sample for Linux] をクリックします。
一般的な使用方法では、必要な機能に似ているスクリプトを選択して、必要な機能に一致する
ように修正します。なお、iLO への認証は不要ですが、XML 構文では、USER_LOGIN および
PASSWORD タグが LOGIN タグ内に存在し、これらのフィールドにデータが含まれている必
要があります。HPONCFG を正常に実行するには、このユーティリティを Administrator
（Windows サーバーの場合）または root（Linux サーバーの場合）として起動する必要があり
ます。必要な権限をユーザーが持っていないと、HPONCFG はエラーメッセージを表示しま
す。

HPONCFG コマンドラインパラメーター
HPONCFG は、次のコマンドラインパラメーターを受け取ります。
表 5 HPONCFG コマンドラインパラメーター
パラメーター

機能

/help または ?

ヘルプページを表示します。

/reset

iLO を工場出荷時のデフォルトにリセットします。

/iLO_reboot

設定を変更せずに iLO を再起動します。

/f filename

filename に指定された名前の XML 入力ファイルに指定した情報から iLO の構成を設
定し、受信します。

/i filename

標準入力ストリーム経由で受信した XML 入力から iLO の構成を設定し、受信します。

/w filename

デバイスから取得した iLO の構成を filename に指定された名前の XML 出力ファイル
に書き込みます。

/a または/all

iLO の完全な設定をファイルに取得します。コマンドラインパラメーター/w と一緒に使
用する必要があります。

/l filename

filenameという名前のテキストログファイルに応答を記録します。

/v または/xmlverbose

iLO からのすべての応答を表示します。

/s namevaluepair ま 入力設定ファイルに存在する変数を、namevaluepair に指定された値で置き換えます。
たは /substitute
namevaluepair
/get_hostinfo

ホスト情報を受信します。サーバー名とサーバーのシリアル番号を返します。

HPONCFG ユーティリティ
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表 5 HPONCFG コマンドラインパラメーター (続き)
パラメーター

機能

/m

RIBCL スクリプトを実行するために管理対象デバイスに搭載する必要のあるファーム
ウェアの最小レベルを HPONCFG に通知します。最小レベルのファームウェアが搭載さ
れていない場合は、HPONCFG は、操作をいっさい行うことなく、エラーを返します。

/mouse

マウスの処理を最適化するようにサーバーを設定します。これにより、グラフィックリ
モートコンソールのパフォーマンスが向上します。デフォルトでは、現在のユーザーの
リモートコンソールシングルカーソルモード用に最適化されます。dualcursor コマン
ドラインオプションを mouse オプションとともに使用すると、リモートコンソールデュ
アルカーソルモード用にマウスの処理が最適化されます。また、allusers コマンドラ
インオプションにより、システムのすべてのユーザー用にマウスの処理が最適化されま
す。このオプションは、Windows 専用です。

/display

グラフィックリモートコンソールの表示パフォーマンスを最適化するように、Windows
の表示パラメーターを設定します。

これらのパラメーターの先頭には、使用方法を示す文字列に指定されるように、Windows の場
合はスラッシュ（/）、Linux の場合はハイフン（-）を付ける必要があります。
たとえば、Windows の場合は次のようになります。
hponcfg /f add_user.xml /l log.txt > output.txt

Windows サーバーでの HPONCFG の使用
コマンドラインから HPONCFG 構成ユーティリティを起動します。Windows を使用する場合
は、[スタート]→[ファイル名を指定して実行]を選択して、cmd と入力することで cmd.exe を
使用できます。パラメーターを指定せずに HPONCFG を入力すると、利用方法を説明するペー
ジが表示されます。HPONCFG は、正しく書式設定された XML スクリプトを受け入れます。
HPONCFG のサンプルスクリプトは、HPONCFG パッケージに入っています。
XML スクリプトの書式設定について詳しくは、「RIBCL XML スクリプティング言語」 (70 ペー
ジ) を参照してください。
コマンドラインフォーマットは、次のとおりです。
hponcfg [

/help | /? | /m firmwarelevel | /reset [/m firmwarelevel]
| /f filename [/l filename][/s namevaluepair]
[/xmlverbose or /v][/m firmwarelevel]
| /i [/l filename][/s namevaluepair]
[/xmlverbose or /v][/m firmwarelevel]
| [/a] /w filename [/m firmwarelevel]
| /get_hostinfo [/m firmwarelevel]
| /mouse [/dualcursor][/allusers]
| /display [/allusers]

これらのパラメーターの使用について詳しくは、「HPONCFG コマンドラインパラメーター」
(29 ページ) を参照してください。

Linux サーバーでの HPONCFG の使用
コマンドラインから HPONCFG 構成ユーティリティを起動します。コマンドラインパラメー
ターを指定せずに HPONCFG を入力すると、利用方法を説明するページが表示されます。
コマンドラインフォーマットは、次のとおりです。
hponcfg
hponcfg
hponcfg
hponcfg
hponcfg
hponcfg
hponcfg
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-?
-h
-m minFw
-r [-m minFw ]
[—a] w filename [-m minFw]
-g [-m minFw]
-f filename [-l filename] [-s namevaluepair] [-v]

HPONCFG オンライン構成ユーティリティ

[-m minFw]

hponcfg -i [-l filename] [-s namevaluepair] [-v] [-m minFw]

表 6 HPONCFG Linux コマンドラインパラメーター
パラメーター

機能

-h

ヘルプページを表示します。

--help
–?
-r

管理プロセッサーを工場出荷時のデフォルトにリセットします。

--reset
-b

設定を変更せずに管理プロセッサーを再起動します。

--reboot
-f filename

filename に指定された名前の XML 入力ファイルに指定した情報から管理プロセッ
サーの構成を設定し、受信します。

--file filename
-i filename

標準入力ストリーム経由で受信した XML 入力から管理プロセッサーの構成を設定し、
受信します。

--input filename
-w filename

デバイスから取得した管理プロセッサーの構成を filename に指定された名前の XML
出力ファイルに書き込みます。

--writeconfig
filename
-a

管理プロセッサーの完全な構成をファイルに取得します。コマンドラインパラメーター
-w と一緒に使用する必要があります。

--all
-l filename

filenameという名前のテキストログファイルに応答を記録します。

--log filename
-v

管理プロセッサーからのすべての応答を表示します。

--xmlverbose
-s namevaluepair

入力設定ファイルに存在する変数を、namevaluepair に指定された値で置き換えま
す。

--substitute
namevaluepair
-g

ホスト情報を受信します。サーバー名とサーバーのシリアル番号を返します。

--get_hostinfo
-m
--minfwlevel

RIBCL スクリプトを実行するために管理対象デバイスに搭載する必要のあるファーム
ウェアの最小レベルを HPONCFG に通知します。最小レベルのファームウェアが搭載
されていない場合は、HPONCFG は、操作をいっさい行うことなく、エラーを返しま
す。

基本設定の取得
入力ファイルを指定せずにコマンドラインから HPONCFG ユーティリティを実行して、iLO 4
から基本設定を取得します。コマンドラインに出力ファイルの名前を指定する必要がありま
す。
例：
hponcfg /w config.xml

HPONCFG ユーティリティ
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この例では、ユーティリティが、データの取得に成功したことと、そのデータを出力ファイル
に書き込んだことを示しています。
以下に、標準的な出力ファイルの例を示します。
<!-- HPONCFG VERSION = "4.2.0.0" -->
<!-- Generated 08/20/13 20:14:12 -->
<RIBCL VERSION="2.1">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<DIR_INFO MODE="write">
<MOD_DIR_CONFIG>
<DIR_AUTHENTICATION_ENABLED VALUE = "N"/>
<DIR_LOCAL_USER_ACCT VALUE = "Y"/>
<DIR_SERVER_ADDRESS VALUE = ""/>
<DIR_SERVER_PORT VALUE = "636"/>
<DIR_OBJECT_DN VALUE = ""/>
<DIR_OBJECT_PASSWORD VALUE = ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_1 VALUE = ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_2 VALUE = ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_3 VALUE = ""/>
</MOD_DIR_CONFIG>
</DIR_INFO>
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<SPEED_AUTOSELECT VALUE = "Y"/>
<NIC_SPEED VALUE = "10"/>
<FULL_DUPLEX VALUE = "N"/>
<DHCP_ENABLE VALUE = "Y"/>
<DHCP_GATEWAY VALUE = "Y"/>
<DHCP_DNS_SERVER VALUE = "Y"/>
<DHCP_STATIC_ROUTE VALUE = "Y"/>
<DHCP_WINS_SERVER VALUE = "Y"/>
<REG_WINS_SERVER VALUE = "Y"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "192.168.1.3"/>
<SUBNET_MASK VALUE = "255.255.255.0"/>
<GATEWAY_IP_ADDRESS VALUE = "192.168.1.1"/>
<DNS_NAME VALUE = "ILODNSNAME"/>
<DOMAIN_NAME VALUE = "hp.com"/>
<PRIM_DNS_SERVER value = "192.168.1.2"/>
<SEC_DNS_SERVER value = "0.0.0.0"/>
<TER_DNS_SERVER value = "0.0.0.0"/>
<PRIM_WINS_SERVER value = "0.0.0.0"/>
<SEC_WINS_SERVER value = "0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_1 DEST = "0.0.0.0" GATEWAY = "0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_2 DEST = "0.0.0.0" GATEWAY = "0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_3 DEST = "0.0.0.0" GATEWAY = "0.0.0.0"/>
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
<USER_INFO MODE="write">
<ADD_USER
USER_NAME = "admin"
USER_LOGIN = "admin"
PASSWORD = "%user_password%">
<ADMIN_PRIV value = "Y"/>
<REMOTE_CONS_PRIV value = "Y"/>
<RESET_SERVER_PRIV value = "Y"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value = "Y"/>
<CONFIG_ILO_PRIV value = "Y"/>
</ADD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

注記:
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セキュリティ上の理由から、ユーザーパスワードは返されません。
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特定の設定の取得
特定の構成を取得するには、適切な XML 入力ファイルを使用します。
たとえば、一般的な XML 入力ファイルの内容は、次のとおりです。
get_global.xml
:
<!-- Sample file for Get Global command -->
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="x" PASSWORD="x">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_GLOBAL_SETTINGS />
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

XML コマンドは、入力ファイル get_global.xml から読み込まれ、デバイスによって処理さ
れます。
hponcfg /f get_global.xml /l log.txt > output.txt
要求された情報は、ログファイル（この例では log.txt）に返されます。
<GET_GLOBAL_SETTINGS>
<!-- A session timeout value of zero means that the timeout is set to infinite. -->
<SESSION_TIMEOUT VALUE="0"/>
<F8_PROMPT_ENABLED VALUE="Y"/>
<F8_LOGIN_REQUIRED VALUE="N"/>
<HTTPS_PORT VALUE="443"/>
<HTTP_PORT VALUE="80"/>
<REMOTE_CONSOLE_PORT VALUE="17990"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PORT VALUE="17988"/>
<SNMP_ACCESS_ENABLED VALUE="Y"/>
<SNMP_PORT VALUE="161"/>
<SNMP_TRAP_PORT VALUE="162"/>
<SSH_PORT VALUE="22"/>
<SSH_STATUS VALUE="Y"/>
<SERIAL_CLI_STATUS VALUE="Enabled-Authentication Required"/>
<SERIAL_CLI_SPEED VALUE="9600"/>
<VSP_LOG_ENABLE VALUE="N"/>
<MIN_PASSWORD VALUE="8"/>
<AUTHENTICATION_FAILURE_LOGGING VALUE="Enabled-every 3rd failure"/>
<RBSU_POST_IP VALUE="Y"/>
<ENFORCE_AES VALUE="N"/>
<IPMI_DCMI_OVER_LAN_ENABLED VALUE="Y"/>
<REMOTE_SYSLOG_ENABLE VALUE="N"/>
<REMOTE_SYSLOG_PORT VALUE="514"/>
<REMOTE_SYSLOG_SERVER_ADDRESS VALUE="192.0.2.20"/>
<ALERTMAIL_ENABLE VALUE="N"/>
<ALERTMAIL_EMAIL_ADDRESS VALUE=""/>
<ALERTMAIL_SENDER_DOMAIN VALUE=""/>
<ALERTMAIL_SMTP_PORT VALUE="25"/>
<ALERTMAIL_SMTP_SERVER VALUE=""/>
<PROPAGATE_TIME_TO_HOST VALUE="Y"/>
</GET_GLOBAL_SETTINGS>

設定の変更
コマンドフォーマットを使用すると、特定の設定を変更することができます。
hponcfg /f add_user.xml /l log.txt
この例では、入力ファイルは以下の内容を持ちます。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="x" PASSWORD="x">
HPONCFG ユーティリティ
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<USER_INFO MODE="write">
<ADD_USER
USER_NAME="Landy9"
USER_LOGIN="mandy8"
PASSWORD="floppyshoes">
<ADMIN_PRIV value ="No"/>
<REMOTE_CONS_PRIV value ="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV value ="No"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value ="No"/>
<CONFIG_ILO_PRIV value="Yes"/>
</ADD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

指定されたユーザーがデバイスに追加されます。

変数の置換の使用
HPONCFG では、XML RIBCL スクリプト内の変数を指定し、HPONCFG を実行するときにそ
れらの変数に値を割り当てることができます。この機能によって、XML スクリプトファイルを
毎回別の値で書き換える必要がなくなります。XML ファイルでは、2 つのパーセント（%）文
字で囲まれたものは何でも変数と見なされます。
この例では、%username%、%loginname%、および %password% が変数です。
<!-- Add user with minimal privileges to test default setting of
assigned privileges to 'N' -->
<RIBCL version="1.2">
<LOGIN USER_LOGIN="x" PASSWORD="x">
<USER_INFO MODE="write">
<ADD_USER USER_NAME="%username%" USER_LOGIN="%loginname%" PASSWORD="%password%">
<RESET_SERVER_PRIV value="Y" />
<ADMIN_PRIV value="Y" />
</ADD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

HPONCFG を実行するとき、置換オプションを使用して変数の値を指定します。引数は、文字
列または変数名と値の組み合わせで、コンマ（,）で区切る必要があります。変数名とその値
は、等号（=）で区切る必要があります。例：
hponcfg /f add_user.xml /s username=testuser,loginname=testlogin,password=testpasswd

この例では、%host_power% が変数です。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<!-- Modify the HOST_POWER attribute to toggle power on the host server -->
<!-- HOST_POWER="No" (Turns host server power off) -->
<!-- A graceful shutdown will be attempted for ACPI-aware -->
<!-- operating systems configured to support graceful shutdown. -->
<!-- HOST_POWER="Yes" (Turns host server power on) -->
<SET_HOST_POWER HOST_POWER="%host_power%"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

•

システムの電源を入れるには、次のように入力します。
hponcfg /f Set_Host_Power.xml /s host_power=YES
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•

システムの電源を切るには、次のように入力します。
hponcfg /f Set_Host_Power.xml /s host_power=NO

設定の取得とリストア
HPONCFG を使用して、XML 読み取り可能なファイルフォーマットの基本構成情報を取得し
ます。iLO 設定を変更またはリストアするには、このファイルを使用します。この機能は、
HPONCFG バージョン 1.2 以降で使用できます。HPONCFG は、HPE RIBCL フォーマットで
設定情報を書き込みます。
•

設定を取得するには、コマンドラインで出力ファイルの名前と位置を指定する必要があり
ます。詳しくは、「基本設定の取得」(31 ページ)を参照してください。
例：
hponcfg /w config.xml
HPONCFG は、そのデータを要求に基づいて出力ファイルに正常に書き込んだときにメッ
セージを表示します。セキュリティ上の理由で、デフォルトユーザー Administrator とユー
ザーパスワードは、設定ファイルに取得されず、返されません。設定をリストアするとき
にすべてのユーザーにデフォルトパスワードを提供するために、substitute オプション
で使用する変数が代わりに提供されます。ファイルを使用して設定をリストアする前に、
手動でパスワードを変更してください。

•

設定をリストアするには、/f または -f を使用して、ファイルを入力として HPONCFG
に渡す必要があります。substitute または s オプションを使用して、すべてのユーザーに
デフォルトのパスワードを追加します。
例：
hponcfg /f config.xml /s user_password=password

HPONCFG ユーティリティ
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5 SMASH CLP の使用方法
SMASH CLP
DMTF SMASH イニシャチブは、データセンターの管理を統一するために、アーキテクチャー
のセマンティックス、業界標準プロトコルとプロファイルを提供する仕様の集まりです。SMASH
CLP 仕様により、データセンター内の異機種サーバーの管理が単純で直感的になります。
詳しくは、「SMASH CLP スクリプティング言語」 (39 ページ) を参照してください。
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6 IPMI の使用方法
IPMI ユーティリティ
サーバープラットフォームで IPMI インターフェイスをテストするには、Linux の IPMI ツール
および Windows の IPMI ユーティリティアプリケーションを使用します。Linux の IPMI ツー
ルは、スクリプティングをベースとしてプラットフォームを監視する環境で使用されます。
Windows の IPMI ユーティリティは、「インバウンド」を使用する場合（またはコマンドプロ
ンプトから実行する場合）に IPMI ドライバーに依存します。Windows の IPMI ドライバーは、
Windows Server 2008 R2 で提供されています。Windows Server 2003 R2 の最近のアップデー
トで、IPMI がサポートされている場合があります。
Linux の IPMI ツールでも、「インバウンド」を使用する場合は、IPMI ドライバー（ディスト
リビューションで提供される）が有効になっている必要があります。IPMI デバイスドライバー
の、Linux オペレーティングシステム起動時の自動的な開始は、通常、有効になっていません。
Linux コンソール（コマンドプロンプト）に root ユーザーとしてログオンしている場合は、使
用している Linux のバージョンに基づき、次のコマンドを使用して IPMI デバイスドライバー
を起動してください。
•

RHEL5、RHEL6、SLES10、SLES11、SLES12 の場合：
service ipmi start

•

RHEL7 の場合：
systemctl start ipmi.service

詳しくは、特定の Linux ディストリビューションに提供されている資料を参照してください。
IPMI ツールは、サーバーの電源オン/オフ機能およびプラットフォームのリモート監視機能を
提供するリモート IPMI プロトコルをサポートします。iLO ファームウェアは、高度な認証、
暗号化、および統合のために IPMI 2.0 RMCP+ プロトコルをサポートしています。従来の IPMI
1.5 IPMI over LAN プロトコルはサポートされていません。

IPMI ツールの基本的な使用方法
Linux の IPMI ツールについて詳しくは、Linux のマンページを参照してください。man
ipmitool コマンドにより、このガイドに記載されていない範囲の説明を参照できます。Linux
オペレーティングシステムから IPMI ツールを使用してシステムをローカル監視するには、IPMI
ドライバーが有効になっている必要があります。一般的なインバウンドコマンドには、以下の
ものがあります。
•

iLO のステータスを取得する：
# ipmitool mc info

•

iLO の監視対象センサーのステータスを取得する：
# ipmitool sensor list

•

IPMI SEL の内容を取得する：
# ipmitool sel list

Linux 環境での IPMI ツールの高度な使用方法
Linux の IPMI ツールには、IPMI 2.0 RMCP+ プロトコルを使用して iLO と安全に通信する機能
があります。これは、ipmitool lanplus プロトコル機能です。ほとんどのコマンドに、有
効な iLO ユーザー名およびパスワードが必要です。一般的なアウトバンド（または IPMI over
LAN）コマンドには、以下のものがあります。
•
iLO の全般的なステータスを取得する：
# ipmitool -H IP Address or FQDN -I lanplus -U user name mc info
IPMI ユーティリティ
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•

ProLiant サーバーの電源を入れる：
# ipmitool -H IP Address or FQDN -I lanplus -U user name chassis
power on

•

ProLiant サーバーの UID をオンにする：
# ipmitool -H IP Address or FQDN -I lanplus -U user name chassis
identify on

IML エントリーおよび現在のセンサーの読み取り値を取得するなど、ほとんどの Linux の IPMI
ツールコマンドはリモートに発行できます。IPMI 2.0 RMCP+ プロトコルを有効にするには、
次のパラメーターが必要です。
-I lanplus

Windows 環境での IPMIutil の高度な使用方法
iLO へのリモート IPMI アクセスには、Windows の IPMIutil.exe アプリケーションを使用
します。コマンドは異なりますが、同様の機能を提供します。
•

iLO の全般的なステータスを取得する：
C:\> ipmiutil.exe health -N IP Address -J 3 -U user name -P Password

•

ProLiant サーバーの電源を入れる：
C:\> ipmiutil.exe reset -u -N IP Address -J 3 -U user name -P
Password

•

ProLiant サーバーの電源を切る：
C:\> ipmiutil.exe reset -d -N IP Address -J 3 -U user name-P Password

•

ProLiant サーバーの UID をオンにする：
C:\> ipmiutil.exe led -i5 -N IP Address -J 3 -U user name -P Password
注記: IPMI ユーティリティアプリケーションが UID をオンにできるのは 5 秒間のみで
す。UID LED を点灯させ続けるには、4 秒間の遅延で繰り返し発行するようにコマンドの
スクリプトを作成します。
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7 SMASH CLP スクリプティング言語
SMASH CLP コマンドラインの概要
SMASH CLP は、マネジメントプロセッサー（管理アクセスポイントと呼ばれます）とホスト
システムを設定および制御するための標準化された一連のコマンドを提供します。iLO では、
SSH ポート経由で SMASH CLP にアクセスします。

SMASH CLP コマンドラインアクセス
iLO 4 ファームウェアの機能を使用すると、SMASH CLP コマンドラインからサポートされて
いるコマンドを実行できます。コマンドラインオプションには、次のいずれかのインターフェ
イスからアクセスします。
•

1 つの接続を使用するシリアルポート。

•

SSH を使用するネットワーク。3 つの同時接続が可能です（SSH を使用してセッション
を開始する場合、IP アドレスまたは DNS 名、ログイン名、およびパスワードが要求され
ます）。

上記の 5 つのネットワーク接続はいずれも、同時にアクティブにすることができます。[グロー
バル設定] 画面でシリアル CLI を有効にしたら、次のように入力して iLO CLI にアクセスしま
す。
ESC (
認証後に SSH セッションが開始します。

コマンドラインの使用
コマンドラインセッションを開始すると、iLO の CLI プロンプトが表示されます。コマンドを
実行する（またはリモートコンソールや VSP を終了する）たびに、次の例のような CLI プロ
ンプトに戻ります。
hpiLO->
CLI コマンドを実行するたびに、次の一般形式に従う出力が返されます。
hpiLO-> CLI command
status=0
status_tag=COMMAND COMPLETED
… output returned…
hpiLO->

無効なコマンドを入力すると、次のように、status および status_tag 値がエラーを示し
ます。
hpiLO-> boguscommand
status=2
status_tag=COMMAND PROCESSING FAILED
error_tag=COMMAND NOT RECOGNIZED

有効なコマンドに無効なパラメーターが適用された場合は、次のように、応答が少し異なりま
す。
hpiLO-> show /bad
status=2
status_tag=COMMAND PROCESSING FAILED
error_tag=INVALID OPTION
hpiLO->

SMASH CLP コマンドラインの概要
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ログインしたユーザーの権限レベルがそのコマンドの実行に必要な権限に対して照合されま
す。権限レベルが一致する場合のみ、コマンドが実行されます。シリアルコマンドラインセッ
ションのステータスが、[有効 - 認証は不要] に設定されている場合は、すべてのコマンド
が、権限レベルの照合なしで実行されます。
CLP コマンドの一般構文は、次のとおりです。
< 動詞 > < ターゲット > < オプション > < プロパティ >
•

動詞 - サポートされる動詞は、次のとおりです。

◦

cd

◦

create

◦

delete

◦

help

◦

load

◦

reset

◦

set

◦

show

◦

start

◦

stop

◦

exit

◦

version

•

ターゲット - デフォルトのターゲットは、/です。cd コマンドを使用するか、コマンドラ
インでターゲットを指定することによってターゲットを変更します。

•

オプション - 有効なオプションは、次のとおりです。

◦

-all

◦

-a

•

プロパティ - ターゲットの変更可能な属性です。

•

出力 - 出力の構文は、次のとおりです。

◦

status

◦

status_tag

◦

status_msg

任意のコマンドに対して有効な Boolean 値は、yes、no、true、false、y、n、t、f、1、
および 0 です。
注記:

CLP コマンドが複数行にわたる場合、異なる行の間を移動することはできません。

Windows の PuTTY クライアントで、[端末] の [キーボード] の設定を [Ctrl+H] に変更すること
によって、Backspace キーを 0x8 の値にマッピングします。
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エスケープコマンド
エスケープキーコマンドは、頻繁に使用するタスクのショートカットです。
ESC R ESC r ESC R
システムをリセットします。
ESC ^

システムの電源を入れます。

ESC ESC

現在の行を削除します。

エスケープシーケンス文字の入力では、1 秒間のタイムアウトが設定されています。

基本コマンド
ここでは、コマンドラインで使用する基本コマンドを示します。
help
コンテキスト依存ヘルプおよびサポートされるすべてのコマ
ンドを表示します。
command help/?

そのコマンド固有のヘルプメッセージを表示します。

exit

CLP セッションを終了します。

cd

このコマンドは、現在のデフォルトターゲットを設定しま
す。コンテキストは、ディレクトリパスと同様に機能しま
す。サーバーのルートコンテキストはスラッシュ（/）であ
り、これは CLP システムの起点です。コンテキストを変更
すると、コマンドが短くなります。
たとえば、現在の iLO ファームウェアバージョンを調べるに
は、次のコマンドを入力します。
show /map1/firmware1

show

このコマンドは、収集ターゲットのプロパティの値または内
容を表示します。
例：
hpiLO-> show
status=0
status_tag=COMMAND COMPLETED
/
Targets
system1
map1
Properties
Verbs
cd version exit show

show コマンドによって返される情報の最初の行は、現在の
コンテキストです。この例では、/が現在のコンテキストで
す。コンテキストの後に、現在のコンテキストに対応するサ
ブターゲット（Targets）とプロパティ（Properties）のリス
トが表示されます。動詞（Verbs）セクションには、このコ
ンテキストに対応するコマンドが表示されます。
show コマンドには、明示的または非明示的コンテキストや
特定のプロパティを指定します。たとえば明示的コンテキス
トは /map1/firmware1 であり、現在のコンテキストに依
存しませんが、非明示的コンテキストは、指定されるコンテ
キストが現在のコンテキストの子コンテキストであることを
前提としています。現在のコンテキストが /map1 である場
合、show firmware コマンドは、/map1/firmware1 の
データを表示します。
エスケープコマンド
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プロパティが指定されていない場合は、すべてのプロパティ
が表示されます。/map1/firmware1 コンテキストの場合、
version と date という 2 つのプロパティを指定できます。
show /map1/firmware1 date を実行すると、日付だけが
表示されます。
create

名前空間に MAP の新しいインスタンスを作成します。

delete

名前空間にある MAP のインスタンスを削除します。

load

バイナリイメージを URL から MAP に移動させます。

reset

ターゲットを有効から一度無効にして、有効に戻します。

set

1 つまたは複数のプロパティを特定の値に設定し、iLO をリ
セットして、変更を実装します。

start

ターゲットの状態をより高い実行レベルに変化させます。

stop

ターゲットの状態をより低い実行レベルに変化させます。

version

このコマンドは、CLP 実装のバージョンまたはその他の CLP
要素のクエリを実行します。
例：
hpiLO-> version
status=0
status_tag=COMMAND COMPLETED
SM-CLP Version 1.0

oemhp_ping

このコマンドは、IP アドレスが現在の iLO セッションから到
達可能かどうかを決定します。
例：
hpiLO-> oemhp_ping 192.168.1.1
ここで 192.168.1.1 は、テスト対象の IP アドレスです。

oemhp_nicautosel

コマンドを使用すると、iLO は起動時に共有または専用
ネットワークのいずれかのポートを自動的に選択するこ
とができます。ポート上でネットワーク動作を探し、
ネットワーク動作が見られる最初のポートを選択して使
用します。この設定の変更は、iLO がリセットされるま
で反映されません。
構文：
oemhp_nicautosel [sbvlan=<0-4094>]
[sbport=<1-2>] { disabled | linkact | rcvdata
| dhcp }
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引数

機能

sbvlan

共有 NIC ポートに使用される VLAN タグを指定
します。値を 0（ゼロ）にすると、VLAN タグ
は無効になります。

sbport

iLO と共有する共有 NIC のポートを指定します。
ご使用のサーバーとネットワークアダプターが
1 より大きい値をサポートできることを確認し
ます。

disabled

NIC 自動選択を無効にします。

引数

機能

linkact

いずれの動作検出に対しても NIC の自動選択を
有効にします。

rcvdata

受信データパケットの動作検出に対して NIC の
自動選択を有効にします。

dhcp

DHCP のアドレス割り当てに対して NIC の自動
選択を有効にします。

例：
hpilLO-> oemhp_nicautosel rcvdata
このコマンドを使用すると、受信データパケットの動作
検出に対する機能を有効にできます。

NIC 自動選択機能の使用
NIC の自動選択機能を有効にするには、以下の操作を行います。
1. 両方の iLO ネットワークポートを設定します。
NIC の自動選択機能を有効にして使用する前に、両方の iLO ネットワークポートをそれぞ
れのネットワーク環境に合わせて設定する必要があります。
2.

CLI コマンド oemhp_nicautosel を使用するか、MOD_NETWORK_SETTINGS スクリプト
にコマンドを追加して、機能を有効にします。
DHCP アドレス割り当てが動作検出に使用されている場合（oemhp_nicautosel dhcp）
は、少なくとも 1 つのポートで適切な DHCP オプションを使用して有効にしてください。
IPv4 または IPv6 のいずれかまたは両方のアドレス割り当て方法が使用できます。IPv4 お
よび IPv6 の DHCP が有効な場合、アドレスを割り当てるプロトコルはどちらも、DHCP
アドレス割り当て検出を使用して検索中に成功と見なされます。

3.

必要に応じてサーバーのケーブルを配線してから、iLO をリセットします。
NIC 自動選択への変更は、iLO がリセットされるまで反映されません。

各コマンドについて
以下の項では、コマンドラインで使用できる iLO 4 の特殊コマンドについて説明します。
•

「ユーザーコマンド」 (44 ページ)

•

「HPE SSO の設定」 (44 ページ)

•

「ネットワークコマンド」 (46 ページ)

•

「iLO 4 設定」 (49 ページ)

•

「iLO 4 内蔵ヘルス設定」 (51 ページ)

•

「SNMP の設定」 (53 ページ)

•

「ライセンスコマンド」 (54 ページ)

•

「ディレクトリコマンド」 (55 ページ)

•

「仮想メディアコマンド」 (56 ページ)

•

「電源投入およびリセットコマンド」 (59 ページ)

•

「ファームウェアコマンド」 (60 ページ)

•

「イベントログコマンド」 (61 ページ)

•

「ブレードコマンド」 (62 ページ)
各コマンドについて
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•

「起動コマンド」 (62 ページ)

•

「LED コマンド」 (65 ページ)

•

「システムプロパティおよびターゲット」 (66 ページ)

•

「その他のコマンド」 (69 ページ)

ユーザーコマンド
ユーザーコマンドを使用すると、ユーザー設定を表示したり変更したりすることができます。
表 7 (44 ページ)に、ユーザーコマンドのプロパティを示します。ユーザー設定は、次の場所で
確認できます。
/map1/accounts1
ターゲット
すべてのローカルユーザーは、有効なターゲットです。たとえば、3 つのローカルユーザーが
Administrator、admin、および test というログイン名を持つ場合、有効なターゲットは、
次のとおりです。
•

Administrator

•

admin

•

test

表 7 ユーザーコマンドのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

username

読み出し/書き込み iLO 4 のログイン名に対応します。

password

読み出し/書き込み 現在のユーザーのパスワードに対応します。

name

読み出し/書き込み ユーザーの名前を表示します。名前が指定されていない場合、パラメーター
にはログイン名（username）と同じ値が使用されます。この値は、iLO 4
ユーザー名プロパティに対応します。

group

読み出し/書き込み 権限レベルを指定します。有効な値は、次のとおりです。
• admin
• config
• oemhp_power
• oemhp_rc
• oemhp_vm
グループが指定されていない場合は、ユーザーに権限が割り当てられません。

例：
現在のパス：
/map1/accounts1
•

create username=lname1 password=password
この例では、username がログイン名に対応します。

•

create /map1/accounts1 username=<lname1> password=<pwd12345>
name=<dname1> group=<admin,config,oemhp_vm,oemhp_rc,oemhp_power>
この例では、lname1 がユーザーのログイン名です。

HPE SSO の設定
HPE SSO 設定コマンドは、以下を使用してアクセスします。
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/map1/oemhp_ssocfg1
これらのプロパティを変更するには、iLO 設定権限が必要です。SSO は、信頼済み SIM サー
バーからブラウザー経由でアクセスする場合にのみサポートされます。SSO の機能にはライ
センスが必要です。表 8 (45 ページ)に、SSO のプロパティを示します。詳しくは、iLO ユー
ザーガイドを参照してください（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://
www.hpe.com/info/ilo/docs ）。
ターゲット
なし
表 8 HPE SSO のプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

oemhp_ssotrust

読み出し/書き込み シングルサインオンで要求される信頼レベル。次の値が有
効です。
• disabled
• all
• name
• certificate

oemhp_ssouser

読み出し/書き込み ユーザーロールに関連付けられる権限。次の値が有効です。
• login
• oemhp_rc
• oemhp_power
• oemhp_vm
• config
• admin

oemhp_ssooperator

読み出し/書き込み オペレーターロールに関連付けられる権限。次の値が有効
です。
• login
• oemhp_rc
• oemhp_power
• oemhp_vm
• config
• admin

oemhp_ssoadministrator

読み出し/書き込み 管理者ロールに関連付けられる権限。次の値が有効です。
• login
• oemhp_rc
• oemhp_power
• oemhp_vm
• config
• admin

oemhp_ssoserver

読み出し

0 または HPE SIM 信頼済みサーバーのレコードです。各レ
コードにはサーバー名またはサーバーの証明書が含まれま
す。

例：
•

SSO 信頼レベルを証明書による信頼に設定します。
</>hpiLO-> set /map1/oemhp_ssocfg1 oemhp_ssotrust=certificate
各コマンドについて
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•

ユーザーロールにログイン権限を割り当てるには、次のコマンドを使用します。
</>hpiLO-> set /map1/oemhp_ssocfg1 oemhp_ssouser=login

•

オペレーターロールにログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、および
仮想メディア権限を割り当てるには、次のコマンドを使用します。
</>hpiLO-> set /map1/oemhp_ssocfg1
oemhp_ssooperator=login,oemhp_rc,oemhp_power,oemhp_vm

•

SIM 信頼済みサーバー名のレコードを追加するには、次のコマンドを使用します。
</>hpiLO-> cd map1/oemhp_ssocfg1
</map1/oemhp_ssocfg1>hpiLO-> create hpsim1.corp.net

•

SIM 7.0 以降のサーバーから SSO 証明書をロードするには、次のコマンドを使用します。
</map1/oemhp_ssocfg1>hpiLO-> load http://<HP SIM 名またはネットワーク
アドレス >:280/GetCertificate?certtype=sso
または
</map1/oemhp_ssocfg1>hpiLO-> load https://<HP SIM 名またはネットワーク
アドレス >:50000/GetCertificate?certtype=sso

•

インデックス 5 の oemhp_ssoserver を削除するには、次のコマンドを使用します。
</map1/oemhp_ssocfg1>hpiLO-> delete 5

•

完全な iLO SSO 構成を表示するには、次のコマンドを使用します。
</>hpiLO-> cd map1/oemhp_ssocfg1
</map1/oemhp_ssocfg1>hpiLO->show

ネットワークコマンド
ネットワークサブシステムは、次の場所で確認できます。
•

/map1/enetport1

•

/map1/dhcpendpt1

•

/map1/dnsendpt1

•

/map1/gateway1

•

/map1/dnsserver1

•

/map1/dnsserver2

•

/map1/dnsserver3

•

/map1/settings1

•

/map1/vlan1

oemhp_nicautosel も参照してください。

46

SMASH CLP スクリプティング言語

表 9 /map1/enetport1
ターゲット

プロパティ

lanendpt1

• EnabledState
• OtherTypeDescription
• Autosense
• PermanentAddress
• LinkTechnology
• Speed
• SystemName
• Fullduplex

例：
set /map1/enetport1 Speed=100
set /map1/enetport1/lanendpt1/ipendpt1 IPv4Address=15.255.102.245
SubnetMask=255.255.248.0
表 10 /map1/dhcpendpt1
ターゲット

プロパティ

なし

• EnabledState
• OtherTypeDescription

表 11 /map1/dnsendpt1
ターゲット

プロパティ

なし

• EnabledState
• HostName
• DomainName
• OtherTypeDescription

表 12 /map1/gateway1
ターゲット

プロパティ

なし

• AccessInfo
• AccessContext

表 13 /map1/dnsserver1、dnsserver2、dnsserver3
ターゲット

プロパティ

なし

• AccessInfo
• AccessContext

各コマンドについて
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表 14 /map1/settings1
ターゲット

プロパティ

DNSSettings1

• AccessInfo
• AccessContext

WINSSettingData1

• WINSServerAddress
• RegisterThisConnection
• DHCPOptionToUse

StaticIPSettings1

• oemhp_SRoute1Address
• oemhp_Mask1Address
• oemhp_Gateway1Address
• oemhp_SRoute2Address
• oemhp_Mask2Address
• oemhp_Gateway2Address
• oemhp_SRoute3Address
• oemhp_Mask3Address
• oemhp_Gateway3Address
• DHCPOptionToUse

表 15 /map1/vlan1
ターゲット

プロパティ

なし

• EnabledState
• VLANID

動詞:
ネットワークコマンドは次の動詞と親和性があります。
•

cd

•

version

•

exit

•

show

•

set

1 つまたは複数のプロパティをコマンドラインに指定します。複数のプロパティを同じコマン
ドラインで指定する場合は、スペースで区切る必要があります。
ネットワーク設定が適用されると、iLO ファームウェアはリセットされます。
たとえば次のコマンドは、iLO ネットワークポートを、サーバーマザーボード上の共有ネット
ワークポート NIC に設定します。この NIC は、iLO ドキュメントの他の場所では LOM と呼ば
れます。このハードウェアは、一部のサーバーに搭載されています。
Set /map1/enetport1/lanendpt1 EnabledState=32768
次の例では、iLO ネットワークポートを、サーバーマザーボードの FlexibleLOM スロットに取
り付けることができるオプションの共有ネットワークポート NIC に設定します。このスロット
は標準の PCI スロットではなく、マザーボードの右後ろにある特殊な水平コネクターです。こ
のスロットとこのスロット用 NIC は、一部のサーバーに搭載されています。
Set /map1/enetport1/lanendpt1 EnabledState=32769
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iLO 4 設定
iLO 4 設定コマンドを使用すると、iLO 4 設定の表示や修正ができます。表 16 (49 ページ)に
iLO 4 のプロパティを示します。iLO 4 設定は、次の場所で確認できます。
/map1/config1
ターゲット
ターゲットは、ありません。
プロパティ
表 16 iLO のプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

oemhp_mapenable

読み出し/書
き込み

iLO を有効または無効にします。Boolean 値を使用できます。

oemhp_timeout

読み出し/書
き込み

アイドルタイムアウト設定（分単位）を表示または変更します。有効
な値は、15、30、60、および 120 です。

oemhp_rbsuenable

読み出し/書
き込み

POST 実行中の RBSU プロンプトを有効または無効にします。Boolean
値を使用できます。

oemhp_rbsulogin

読み出し/書
き込み

RBSU にアクセスするためのログイン要件を有効または無効にしま
す。Boolean 値を使用できます。

oemhp_rbsushowip

読み出し/書
き込み

POST 実行中の iLO IP アドレスの表示を有効または無効にします。
Boolean 値を使用できます。

oemhp_vsp_log_enable

読み出し/書
き込み

サーバーからの仮想シリアルポート出力の取得を有効または無効にし
ます。

oemhp_rcconfig

読み出し/書
き込み

リモートコンソール設定を設定します。有効な値は、enabled、
disabled、または automatic です。

oemhp_httpport

読み出し/書
き込み

HTTP ポートの値を設定します。

oemhp_sslport

読み出し/書
き込み

SSL ポートの値を設定します。

oemhp_rcport

読み出し/書
き込み

リモートコンソールポートの値を設定します。

oemhp_vmport

読み出し/書
き込み

仮想メディアポートの値を設定します。

oemhp_sshport

読み出し/書
き込み

SSH ポートの値を設定します。

oemhp_sshstatus

読み出し/書
き込み

SSH を有効または無効にします。Boolean 値を使用できます。

oemhp_serialclistatus

読み出し/書
き込み

シリアルポートの CLI のステータス設定を表示または変更します。
Boolean 値を使用できます。

oemhp_serialcliauth

読み出し/書
き込み

シリアルポートの CLI の認証ステータス設定を表示または変更しま
す。Boolean 値を使用できます。

oemhp_serialclispeed

読み出し/書
き込み

シリアルポートの CLI の速度設定を表示または変更します。

oemhp_minpwdlen

読み出し/書
き込み

最小パスワード長設定を表示または変更します。

oemhp_enforce_aes

読み出し/書
き込み

AES 暗号化構成を表示または変更します。Boolean 値を使用できま
す。

各コマンドについて
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表 16 iLO のプロパティ (続き)
プロパティ

アクセス

説明

oemhp_authfailurelogging

読み出し/書
き込み

認証失敗ログの設定を表示または変更します。

oemhp_computer_lock

読み出し/書
き込み

リモートコンソールコンピューターロック設定を表示または変更しま
す。

oemhp_hotkey_ctrl_t、
oemhp_hotkey_ctrl_u、
oemhp_hotkey_ctrl_v、
oemhp_hotkey_ctrl_w、
oemhp_hotkey_ctrl_x、
oemhp_hotkey_ctrl_y

読み出し/書
き込み

リモートコンソールのホットキー設定を表示または変更します。

oemhp_irc_trust_enable

読み出し/書
き込み

統合リモートコンソールの iLO 信頼証明書チェックを表示または変更
します。

oemhp_snmp_access

読み出し/書
き込み

SNMP アクセスを表示または変更します。

oemhp_snmp_port

読み出し/書
き込み

SNMP ポートの設定を表示または変更します。

oemhp_snmp_trapport

読み出し/書
き込み

SNMP トラップのポート設定を表示または変更します。

oemhp_fips_enable

読み出し/書
き込み

FIPS モード設定を表示または変更します。

動詞
•

cd

•

version

•

exit

•

show

•

set

•

oemhp_loadSSHkey

•

oemhp_resetHotkeys

•

vsp

例：
set /map1/config1 oemhp_mapenable=yes oemhp_timeout=30
1 つまたは複数のプロパティをコマンドラインに指定します。複数のプロパティを同じコマン
ドラインで指定する場合は、スペースで区切る必要があります。
例：
set /map1/config1 oemhp_computer_lock=windows
set /map1/config1 oemhp_computer_lock=custom,l_gui,l
set /map1/config1 oemhp_computer_lock=disabled
oemhp_computer_lock カスタムキーの完全なリストについては、iLO ユーザーガイドを参
照してください（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/info/ilo/docs
）。スペースのあるキーの場合、スペースをアンダースコアに置き換える必要があります。
例：
set /map1/config1 oemhp_computer_lock=custom,SYS_RQ
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iLO 4 内蔵ヘルス設定
iLO 4 内蔵ヘルスコマンドを使用すると、ファン、温度センサー、電圧センサー、および電源
装置のシステム内蔵ヘルス情報を表示することができます。表 17 (51 ページ)に、iLO 4 の内
蔵ヘルスプロパティを示します。
iLO 4 内蔵ヘルス CLP 設定は、次のとおりです。
•

/system1/fan*

•

/system1/sensor*

•

/system1/powersupply*

ターゲット
•

Fan

•

Sensor

•

Powersupply

•

firmware1

•

bootconfig1

•

log1

•

led1

•

network1

•

oemhp_vsp1

•

oemhp_power1

•

cpu1

•

memory*

•

slot*

•

swid*

表 17 内蔵ヘルスのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

DeviceID

読み出し

ファン、センサー、または電源装置のラベル番号を表示します。

ElementName

読み出し

ファン、センサー、または電源装置の位置を表示します。

OperationalStatus

読み出し

ファン、センサー、または電源装置の動作ステータスを表示しま
す。

VariableSpeed

読み出し

ファンが可変速度で動作しているかどうかを表示します。

DesiredSpeed

読み出し

現在のファン速度を表示します。

HealthState

読み出し

ファン、センサー、または電源装置のヘルスステータスを表示しま
す。

RateUnits

読み出し

温度および電圧センサーの読み出し単位を表示します。

CurrentReading

読み出し

センサーの現在の読み出し値を表示します。

SensorType

読み出し

センサーの種類を表示します。

Oemhp_CautionValue

読み出し

温度センサー警告値を表示します。

Oemhp_CriticalValue

読み出し

温度センサーのクリティカル値を表示します。

各コマンドについて
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注記: 表 17 (51 ページ)に、すべてのターゲットから利用可能なすべての内蔵ヘルスプロパ
ティを示します。実際に返されるプロパティは、コマンドによって異なります。
例：
次のコマンドは、システム fan1 のプロパティを表示します。
show /system1/fan1
例：
/system1/fan1
Targets
Properties
DeviceID=Fan 1
ElementName=I/O Board
OperationalStatus=Ok
VariableSpeed=Yes
DesiredSpeed=40 percent
HealthState=Ok

VRM 電源装置は、通常、センサーターゲットにマッピングされます。次のコマンドは、VRM
1 のプロパティを表示します。
show /system1/sensor1
例：
/system1/sensor1
Targets
Properties
DeviceID=VRM 1
ElementName=CPU 1
OperationalStatus=Ok
RateUnits=Volts
CurrentReading=0
SensorType=Voltage
HealthState=Ok
oemhp_CautionValue=0
oemhp_CriticalValue=0

他のセンサーターゲットは、システム温度を示します。次のコマンドは、温度ゾーンプロパ
ティの 1 つを表示します。
show /system1/sensor3
例：
/system1/sensor3
Targets
Properties
DeviceID=Temp 1
ElementName=I/O Board Zone
OperationalStatus=Ok
RateUnits=Celsius
CurrentReading=32
SensorType=Temperature
HealthState=Ok
oemhp_CautionValue=68
oemhp_CriticalValue=73
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SNMP の設定
SNMP 設定コマンドを使用すると、SNMP 設定を表示したり変更したりすることができます。
表 18 (53 ページ)に、SNMP コマンドのプロパティを示します。SNMP 設定は、次の場所で確
認できます。
/map1/snmp1
ターゲット
なし
プロパティ
表 18 SNMP コマンドのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

accessinfo<n>

読み出し/書 SNMP トラップ宛先アドレスを設定します。<n> は、1、2、または 3
き込み
です。

readcom<n>

読み出し/書 Agentless Management が有効になっている場合の SNMP 読み取りコ
き込み
ミュニティアドレスを表示または変更します。<n> は、1、2、または
3 です。

trapcom<n>

読み出し/書 SNMP トラップコミュニティアドレスを表示または変更します。<n>
き込み
は、1、2、または 3 です。

oemhp_iloalert

読み出し/書 iLO SNMP アラートを有効または無効にします。Boolean 値を使用でき
ます。
き込み

oemhp_agentalert

読み出し/書 ホストエージェント SNMP アラートを有効または無効にします。
き込み
Boolean 値を使用できます。

oemhp_snmppassthru

読み出し/書 iLO SNMP パススルーを有効または無効にします。Boolean 値を使用で
きます。
き込み

oemhp_imagenturl

読み出し/書 Insight マネージャーエージェント URL を設定します。
き込み

oemhp_agentlessenable

読み出し/書 SNMP Agentless Management を表示または変更します。Boolean 値を
き込み
使用できます。

oemhp_systemlocation

読み出し/書 Agentless Management が有効になっている場合の SNMP システムの
き込み
位置を表示または変更します。

oemhp_systemcontact

読み出し/書 Agentless Management が有効になっている場合の SNMP システムコ
き込み
ンタクトを表示または変更します。

oemhp_systemrole

読み出し/書 Agentless Management が有効になっている場合の SNMP システムの
き込み
役割情報を表示または変更します。

oemhp_systemroledetail<n> 読み出し/書 Agentless Management が有効になっている場合の SNMP システムの
き込み
役割詳細を表示または変更します。ここで、<n> は、1～5 です。
oemhp_imdatalevel

読み出し/書 Insight マネージャーに返されるデータのレベルを表示または変更しま
き込み
す。Boolean 値を使用できます。

oemhp_coldstarttrap

読み出し/書 SNMP コールドスタートトラップブロードキャストを表示または変更
き込み
します。Boolean 値を使用できます。

oemhp_trapsource

読み出し/書 SNMP トラップソース設定を表示または変更します。
き込み

•

動詞

◦

cd

◦

version

◦

exit
各コマンドについて
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◦

show

◦

set

◦

testtrap

例：
次のコマンドは、様々な SNMP のプロパティを設定します。
•

set /map1/snmp1 accessinfo1=192.168.0.50 oemhp_imdatalevel=Enabled

•

set readcom1="public1"

•

set trapcom1="trapcomm1"

•

set oemhp_systemlocation="HP Data Center, Hockley, TX"

•

set oemhp_systemcontact="Mr. System Administrator"

•

set oemhp_systemrole="Brief Role Description [60 characters]"

•

set oemhp_systemrole="Brief Role Description [100 characters]"

•

oemhp_systemroledetail に対して複数行を表示します。

◦

set oemhp_systemroledetail2="Extended role description"

◦

show - 100 文字の制限を満たすために、detail1 の既存の文字列にスペースが追加さ
れています。

1 つまたは複数のプロパティをコマンドラインに指定します。複数のプロパティを同じコマン
ドラインで指定する場合は、スペースで区切る必要があります。

ライセンスコマンド
ライセンスコマンドを使用すると、iLO ライセンスを表示したり変更したりすることができま
す。表 19 (54 ページ)に、ライセンスコマンドのプロパティを示します。ライセンスコマンド
は、次の場所で確認できます。
/map1/
ターゲット
なし
コマンド
表 19 ライセンスコマンド
コマンド

説明

cd

現在のディレクトリを変更します。

show

ライセンス情報を表示します。

set

現在のライセンスを変更します。

注記:

詳しくは、次の Web サイトで HPE iLO Licensing Guide を参照してください。

http://www.hpe.com/support/iLOLicenseGuide-en （英語）
例：
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•

set /map1 license=1234500000678910000000001

•

show /map1 license
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ディレクトリコマンド
ディレクトリコマンドを使用すると、ディレクトリ設定を表示したり変更したりすることがで
きます。表 21 (55 ページ)に、ディレクトリコマンドのプロパティを示します。ディレクトリ
コマンド設定は、次の場所で確認できます。
/map1/oemhp_dircfg1
ターゲット
表 20 (55 ページ)に、ディレクトリコマンドのターゲットを示します。
表 20 ディレクトリコマンドのターゲット
ターゲット

説明

/map1/oemhp_dircfg1/
oemhp_keytab1

指定される URL からバイナリキータブファイルをロードするために使用
されるロード動詞が含まれます。キータブファイルの最大長は、1024 バイ
トです。

プロパティ
表 21 ディレクトリコマンドのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

oemhp_dirauth

読み出し/書
き込み

ディレクトリ認証を有効または無効にします。有効な値は、次
のとおりです。
• extended_schema
Hewlett Packard Enterprise 拡張スキーマを使用します。
• default_schema
スキーマフリーディレクトリを使用します。
• disabled
ディレクトリベース認証を無効にします。

oemhp_localacct

読み出し/書
き込み

ローカルアカウント認証を有効または無効にします。このプロ
パティは、ディレクトリ認証が有効になっているときにのみ無
効にできます。Boolean 値を使用できます。

oemhp_dirsrvaddr

読み出し/書
き込み

ディレクトリサーバーの IP アドレスまたは DNS 名を設定しま
す。スキーマフリーディレクトリ設定には、DNS 名が必要です。

oemhp_ldapport

読み出し/書
き込み

ディレクトリサーバーポートを設定します。

oemhp_dirdn

読み出し/書
き込み

LOM オブジェクトの識別名を表示します。スキーマフリーディ
レクトリ設定が使用されている場合、このフィールドは無視し
ます。

oemhp_usercntxt1, 2 ...
（最大 15）

読み出し/書
き込み

ディレクトリユーザーログイン検索コンテキストを表示します。
スキーマフリーディレクトリ設定が使用されている場合、この
フィールドは必要ありません。

oemhp_group(n)_name

読み出し/書
き込み

セキュリティグループの識別名を表示します。スキーマフリー
ディレクトリ設定内部でのみ使用されます。

読み出し/書
き込み

グループに関連付けられる権限。次の値が有効です。

ここで、n は 1～6
oemhp_group(n)_priv
ここで、n は 1～6

• login
• oemhp_rc
• oemhp_power
• oemhp_vm
• config
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表 21 ディレクトリコマンドのプロパティ (続き)
プロパティ

アクセス

説明
• admin

oemhp_dir_kerberos_enabled 読み出し/書
き込み

Kerberos 認証を有効または無効にします。Boolean 値を使用で
きます。

oemhp_dir_kerberos_kdc_port 読み出し/書
き込み

ドメインコントローラーとの接続に使用するポート番号を指定
します。Kerberos ポート番号は 88 ですが、ドメインコントロー
ラーを設定して別のポート番号を指定することもできます。

oemhp_dir_kerberos_kdc_address 読み出し/書
き込み

ドメインコントローラーの位置。ドメインコントローラーの位
置は、IP アドレスまたは DNS 名で指定します。

oemhp_dir_kerberos_realm 読み出し/書
き込み

ドメインコントローラーが設定されている Kerberos レルムを指
定します。指定されるドメインの Kerberos レルム名は、通常、
大文字に変換されたドメイン名です。

例：
•

set /map1/oemhp_dircfg1

•

set /map1/oemhp_dircfg1 oemhp_dirauth=default_schema
oemhp_dirsrvaddr=adserv.demo.com

追加の set コマンドを使用して、追加のグループを定義します。
1 つまたは複数のプロパティをコマンドラインに指定します。複数のプロパティを同じコマン
ドラインで指定する場合は、スペースで区切る必要があります。

仮想メディアコマンド
iLO 仮想メディアへのアクセスは、CLP によってサポートされます。表 22 (56 ページ)に、仮
想メディアコマンドのターゲットを示します。表 23 (56 ページ)に、仮想メディアコマンドの
プロパティを示します。仮想メディアサブシステムは、次の場所で確認できます。
/map1/oemhp_vm1.
詳しくは、iLO ユーザーガイドを参照してください（Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
ト http://www.hpe.com/info/ilo/docs ）。
ターゲット
表 22 (56 ページ)に、仮想メディアのターゲットを示します。
表 22 仮想メディアコマンドのターゲット
ターゲット

説明

/map1/oemhp_vm1/floppydr1

仮想ディスケットまたはキードライブデバイス

/map1/oemhp_vm1/cddr1

仮想 CD-ROM デバイス

表 23 仮想メディアコマンドのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

oemhp_image

読み出し/書
き込み

仮想メディアアクセスのためのイメージパスおよびイメージ名です。値は、最
大長 80 文字の URL です。

oemhp_connect

読み出し

仮想メディアデバイスがすでに CLP またはスクリプト化可能な仮想メディア
経由で接続されているかどうかを表示します。

oemhp_boot

読み出し/書
き込み

起動フラグを設定します。有効な値は、次のとおりです。
• Never
デバイスから起動しません。値は、「No_Boot」と表示されます。
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表 23 仮想メディアコマンドのプロパティ (続き)
プロパティ

アクセス

説明
• Once
デバイスから 1 回だけ起動します。値は、「Once」と表示されます。
• Always
サーバーが再起動するたびにデバイスから起動します。値は、「Always」
と表示されます。
• Connect
仮想メディアデバイスを接続します。oemhp_connect を Yes に、
oemhp_boot を Always に設定します。
• Disconnect
仮想メディアデバイスの接続を切断し、oemhp_boot を No_Boot に設定
します。

oemhp_wp

読み出し/書
き込み

書き込み禁止フラグを有効または無効にします。Boolean 値を使用できます。

イメージの URL
oemhp イメージの値は URL です。この URL は、最大長が 80 文字で、HTTP サーバー上の仮
想メディアイメージファイルの位置を示し、スクリプト化可能な仮想メディアイメージの位置
と同じフォーマットが適用されます。
URL の例：
protocol://username:password@hostname:port/filename
•

protocol - 必須フィールドで、HTTP または HTTPS を指定します。

•

username:password - オプションフィールドです。

•

hostname - 必須フィールドです。

•

port - オプションフィールドです。

•

filename - 必須フィールドです。

CLP では、URL 値の構文は、大まかにしか検証されません。必ず、よく見て、URL が正しい
ことを確認してください。
例：
•

set oemhp_image=http://imgserver.company.com/image/dosboot.bin

•

set oemhp_image=http://john:abc123@imgserver.company.com/VMimage /
installDisk.iso

タスク
•

仮想ディスケット/USB キーにディスケット USB キーイメージを挿入するには、次のよう
に入力します。
cd /map1/oemhp_vm1/floppydr1
show
set oemhp_image=http://my.imageserver.com/floppyimg.bin
set oemhp_boot=connect
show

この例では、次のコマンドが実行されます。

◦

現在のコンテキストをディスケットまたはキードライブに変更します。
各コマンドについて
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•

◦

メディアが使用中ではないことを確認するために現在のステータスを表示します。

◦

必要なイメージをドライブに挿入します。

◦

メディアを接続します。起動設定は、常に、自動的に接続されます。

仮想ディスケット/USB キーからディスケットまたは USB キーイメージを取り出すには、
次のように入力します。
cd /map1/oemhp_vm1/floppydr1
set oemhp_boot=disconnect

この例では、次のコマンドが実行されます。

•

◦

現在のコンテキストをディスケットまたはキードライブに変更します。

◦

disconnect コマンドを発行します。これにより、メディアの接続が切断され、
oemhp_image がクリアされます。

仮想 CD-ROM から CD-ROM イメージを取り出すには、次のように入力します。
cd /map1/oemhp_vm1/cddr1
show
set oemhp_image=http://my.imageserver.com/ISO/install_disk1.iso
set oemhp_boot=connect
show

この例では、次のコマンドが実行されます。

•

◦

現在のコンテキストを CD-ROM ドライブに変更します。

◦

メディアが使用中ではないことを確認するために現在のステータスを表示します。

◦

必要なイメージをドライブに挿入します。

◦

メディアを接続します。起動設定は、常に、自動的に接続されます。

仮想 CD-ROM から CD-ROM イメージを取り出すには、次のように入力します。
cd /map1/oemhp_vm1/cddr1
set oemhp_boot=disconnect

この例では、次のコマンドが実行されます。

•

◦

現在のコンテキストを CD-ROM ドライブに変更します。

◦

disconnect コマンドを発行します。これにより、メディアの接続が切断され、
oemhp_image がクリアされます。

CD-ROM イメージを挿入し、1 回の起動に設定するには、次のように入力します。
cd /map1/oemhp_vm1/cddr1
set oemhp_image=http://my.imageserver.com/ISO/install_disk1.iso
set oemhp_boot=connect
set oemhp_boot=once
show

この例では、次のコマンドが実行されます。

◦
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•

◦

メディアが使用中ではないことを確認するために現在のステータスを表示します。

◦

必要なイメージをドライブに挿入します。

◦

メディアを接続します。起動設定は、常に、自動的に接続されます。

◦

起動設定を Once に変更します。

単一コマンドで仮想 CD-ROM から CD-ROM イメージを取り出すには、次のように入力し
ます。
set /map1/oemhp_vm1/cddr1 oemhp_boot=disconnect
ドライブが接続されていないときに接続の切断を試みると、エラーが表示されます。

電源投入およびリセットコマンド
開始およびリセットコマンドを使用すると、iLO 4 のあるサーバーまたは iLO 4 自体の電源を
入れたり再起動したりすることができます。表 24 (59 ページ)に、電源投入およびリセットコ
マンドのプロパティを示します。
表 24 電源投入およびリセットコマンド
コマンド

説明

start

サーバーの電源を入れます。

stop

サーバーの電源を切ります。

reset hard

サーバーの電源を切って入れなおします。

reset soft

サーバーをウォームブートします。

表 25 手動リセットコマンド
プロパティ

アクセス

説明

manual_iLO_reset

読み出し/書
き込み

iLO リセットの遅延を許可します。これは、複数のプロパティを
変更する場合に便利です。有効な値は、yes（有効）または no
（無効）です。これが有効になっている場合、iLO はユーザーが
ログアウトする、iLO から切断する、または ‘reset/map1’ コマン
ドを実行するときだけリセットします。

例：
現在のターゲットが次のものである場合、以下のコマンドがサポートされます。
/system1
•

start

•

stop

現在のターゲットが次のものである場合、以下のコマンドがサポートされます。
/map1
•

reset

以下のコマンドを使用して、manual_iLO_reset プロパティのステータスを設定します。
•

set /map1/ manual_ilo_reset=yes

•

set /map1/ manual_ilo_reset=no

各コマンドについて
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ファームウェアコマンド
ファームウェアコマンドを使用すると、iLO 4 のファームウェアのバージョンを表示したり変
更したりすることができます。表 26 (60 ページ)に、ファームウェア更新のプロパティを示し
ます。ファームウェア設定は、次の場所で確認できます。
/map1/firmware1
ターゲット
ターゲットは、ありません。
表 26 ファームウェア更新のプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

version

読み出し

現在のファームウェアのバージョンを表示します。

date

読み出し

現在のファームウェアのバージョンがリリースされた日付を表示します。

コマンドフォーマット
load -source URL [ターゲット]
ここで、URL は、Web サーバー上にあるファームウェアアップデートイメージファイルの URL
です。URL は、80 文字までに制限されています。
URL の例：
protocol://username:password@hostname:port/filename
•

protocol - 必須フィールドで、HTTP または HTTPS を指定します。

•

username:password - オプションフィールドです。

•

hostname - 必須フィールドです。

•

port - オプションフィールドです。

•

filename - 必須フィールドです。

CLP では、URL 値の構文は、大まかにしか検証されません。必ず、よく見て、URL が正しい
ことを確認してください。
例：
load /map1/firmware1 -source
http://imgserver.company.com/firmware/iloFWimage.bin
[ターゲット] フィールドは、次のとおりです。
/map1/firmware1 - すでに現在のターゲットである場合、このフィールドはオプションで
す。
注記: ロードされたファームウェアコンポーネントがシステム上にフラッシュされ、既存の
バージョンを置き換えます。ファームウェアのフラッシュが成功すると、COMMAND
COMPLETED の status_tag が表示されます。iLO のファームウェアがフラッシュされると、
iLO がリセットされます。
HP Trusted Platform Module（TPM）がインストールされ有効化されている場合、ロードコマ
ンドには URL の後に'-TPM_force'オプションを含める必要があります。オプションを含めない
場合、コマンドが失敗します。
重要: TPM が有効な場合に適切な OS 暗号化手順を実行せずにアップグレードすると、デー
タにアクセスできなくなります。回復キーがない場合、または BitLocker を一時停止していな
い場合、iLO をフラッシュしないでください。
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iLO 以外のファームウェアコマンド
iLO 以外のファームウェアコマンドは、システムファームウェア更新をサポートし、次の場所
にあります。
/system1/swid<N>
ここで、<N> は数値またはワイルドカード（*）です。ワイルドカードを使用すると、システ
ムにインストールされているすべてのファームウェアバージョンが表示され（iLO を含む）、
ロードするファームウェアのソフトウェア ID 番号を識別できます。
システムにインストールされているファームウェアエンティティについての情報を表示（show）
するには、次のようにします。
</system1>hpiLO-> show swid*
status=0
status_tag=COMMAND COMPLETED
Mon Aug 12 16:13:54 2013
/system1/swid1
Targets
Properties
name=HP ProLiant System ROM
VersionString=09/01/2013
oemhp_VersionStrings=09/01/2013
Verbs
cd version exit show load
.
.
.

iLO 以外のファームウェアをロードするとき、変更内容を適用するためにシステムを手動でリ
セットすることが必要な場合があります。
前述のコマンド形式に従ってください。例：
load -source http://192.168.1.1/images/fw/iLO4_100.bin
次のタイプのファームウェアファイルがサポートされています。
•

ProLiant システム ROM

•

システムプログラマブルロジックデバイス

•
SL シャーシファームウェア
これらのサーバーファームウェアファイルは次の場所からダウンロードしてください。
http://www.hpe.com/jp/support

イベントログコマンド
Eventlog コマンドを使用すると、システムと iLO 4 の両方のログを表示したり削除したりする
ことができます。表 27 (62 ページ)に、イベントログコマンドのプロパティを示します。イベ
ントログ設定は、次の場所で確認できます。
•

/system1/log1 - IML

•

/map1/log1 - iLO イベントログ

ターゲット
record:1..n
ここで、n は、レコードの総数です。
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表 27 イベントログコマンドのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

number

読み出し

イベントのレコード番号を表示します。

severity

読み出し

イベントの重大度を表示します。重大度レベルは、informational、
noncritical、critical、または unknown です。

date

読み出し

イベントの日付を表示します。

time

読み出し

イベントの時刻を表示します。

description

読み出し

イベントの説明を表示します。

例：
•

show /system1/log1 - IML を表示します。

•

show /map1/log1 - iLO イベントログを表示します。

•

show /system1/log1/recordn - Integrated Management のログからレコード n を表
示します。

•

show /map1/log1/recordn - iLO イベントログからレコード n を表示します。

•

delete /system1/log1 - IML を削除します。

•

delete /map1/log1 - iLO イベントログを削除します。

ブレードコマンド
ブレードコマンドを使用すると、c-Class サーバーに関する値を表示したり変更したりするこ
とができます。表 28 (62 ページ)に、ブレードコマンドのターゲットを示します。表 29 (62
ページ)に、ブレードコマンドのプロパティを示します。これらの値は、次の場所で確認できま
す。
/system1/map1/blade1
表 28 ブレードコマンドのターゲット
ターゲット

説明

/map1/blade1/rack

ブレードラック設定を表示および変更します。

/map1/blade1/rack/enclosure

ブレードエンクロージャー設定を表示および変更します。

表 29 ブレードコマンドのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

bay_number

読み出し

ブレードベイ番号を表示します。

auto_power

読み出し

ブレードの自動電源投入機能が有効になっているかどうかを表示
および変更します。

起動コマンド
起動コマンドを使用すると、システムのブート順序を変更することができます。表 30 (63 ペー
ジ)に、起動コマンドのプロパティを示します。起動設定は、次の場所で確認できます。
/system1/bootconfig1
ターゲット
bootsource<n>
ここで、n は、起動ソースの総数です。
起動ソースのターゲットと、対応する起動ソースの値は変更されません。
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UEFI BIOS を搭載したシステムの場合、起動ソースの値は以下のとおりです。
•

bootsource1：BootFmCd

•

bootsource2：BootFmDrive

•

bootsource3：BootFmUSBKey

•

bootsource4：BootFmNetwork

レガシ BIOS を搭載したシステムの場合、起動ソースの値は以下のとおりです。
•

bootsource1：BootFmCd

•

bootsource2：BootFmFloppy

•

bootsource3：BootFmDrive

•

bootsource4：BootFmUSBKey

•

bootsource5：BootFmNetwork

注記: システム上で起動可能なネットワークデバイスが有効になっていない場合、
BootFmNetwork 起動ソースがターゲットのリストに表示されないことがあります。
表 30 起動コマンドのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

bootorder

読み出し/書き込 特定の起動ソースのブート順序を設定します。
み

例：
bootorder を設定するとき、最初に show -all /system1/bootconfig1 と入力して、現
在のブート順序を一覧表示します。次の出力例では、bootsource3（BootfmDrive）が
bootorder=1 と指定されているため、現在プライマリブートデバイスに設定されています。
</system1/bootconfig1/bootsource1>hpiLO-> show -all /system1/bootconfig1
/system1/bootconfig1
Targets
bootsource1
bootsource2
bootsource3
bootsource4
bootsource5
Properties
Verbs
cd version exit show set
/system1/bootconfig1/bootsource1
Targets
Properties
bootorder=2
bootdevice=BootFmCd
Verbs
cd version exit show set
/system1/bootconfig1/bootsource2
Targets
Properties
bootorder=3
bootdevice=BootFmFloppy
Verbs
cd version exit show set
/system1/bootconfig1/bootsource3
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Targets
Properties
bootorder=1
bootdevice=BootFmDrive
Verbs
cd version exit show set
/system1/bootconfig1/bootsource4
Targets
Properties
bootorder=4
bootdevice=BootFmUSBKey
Verbs
cd version exit show set
/system1/bootconfig1/bootsource5
Targets
Properties
bootorder=5
bootdevice=BootFmNetwork
Verbs
cd version exit show set

ブート順序を変更するには、次のコマンドを入力します。
set /system1/bootconfig1/bootsource<n> bootorder=<num>.
たとえば、bootsource1（BootfmCd）をプライマリブートデバイスにするには、次のように
します。
</system1/bootconfig1>hpiLO-> set bootsource1 bootorder=1
Bootorder being set.
bootsource1=BootFmCd
bootsource3=BootFmDisk
bootsource2=BootFmFloppy
bootsource4=BootFmUSBKey
bootsource5=BootFmNetwork

bootorder=1
bootorder=2
bootorder=3
bootorder=4
bootorder=5

特定のデバイスのブート順序を表示するには、次のコマンドを入力します。
show /system1/bootconfig1/bootsource<n>

たとえば、bootsource1 のブート順序を表示するには、次のように入力します。
</system1/bootconfig1>hpiLO-> show /system1/bootconfig1/bootsource1
/system1/bootconfig1/bootsource1
Targets
Properties
bootorder=1
Verbs
cd version exit show set

現在の起動モードを表示するには、次のコマンドを入力します。
show /system1/bootconfig1/oemhp_bootmode

保留中の起動モード（次の起動で有効になる）を表示するには、次のコマンドを入力します。
show /system1/bootconfig1/oemhp_pendingbootmode

UEFI 対応システム
UEFI bootorder を設定するときは、最初に show -all /system1/bootconfig1 と入力
して、現在のブート順序を一覧表示します。UEFI をサポートするシステムでは、対象はそれ
ぞれのブート順序で一覧表示されます。次の出力例では、oemhp_uefibootsource1 が
bootorder=1 と指定されているため、現在プライマリブートデバイスに設定されています。
/system1/bootconfig1
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Targets
oemhp_uefibootsource1
oemhp_uefibootsource2
Properties
oemhp_bootmode=UEFI
oemhp_secureboot=no
oemhp_pendingbootmode=UEFI
Verbs
cd version exit show set
/system1/bootconfig1/oemhp_uefibootsource1
Targets
Properties
bootorder=1
oemhp_description=Embedded FlexibleLOM 1 Port 1 : HP FlexFabric 10Gb 2-port
534FLB Adapter（IPv4）
Verbs
cd version exit show set
/system1/bootconfig1/oemhp_uefibootsource2
Targets
Properties
bootorder=2
oemhp_description=Embedded FlexibleLOM 1 Port 1 : HP FlexFabric 10Gb 2-port
534FLB Adapter（IPv6）
Verbs
cd version exit show set

UEFI 対応システムのブート順序を変更するには、次のコマンドを入力します。
set /system1/bootconfig1/oemhp_uefibootsource<n> bootorder=<num>。
たとえば、uefibootsource2 をプライマリブートデバイスにするには、次のようにします。
</system1/bootconfig1>hpiLO-> set oemhp_uefibootsource2bootorder=1
Bootorder being set.
oemhp_uefibootsource2=534FLB Adapter (IPv6)
oemhp_uefibootsource1=534FLB Adapter (IPv4)

bootorder=1
bootorder=2

特定のデバイスのブート順序を表示するには、次のコマンドを入力します。
show /system1/bootconfig1/oemhp_uefibootsource<n>/bootorder

UEFI 対応システムのシステムのセキュアな起動設定を表示するには、次のコマンドを入力し
ます。
show /system1/bootconfig1/oemhp_secureboot

LED コマンド
LED コマンドは、サーバーの UID LED の状態を変更するために使用します。表 31 (65 ページ)
に、LED コマンドのプロパティを示します。LED 設定は、次の場所で確認できます。
/system1/led1
表 31 LED コマンドのプロパティ
プロパティ

説明

start

LED を点灯させます。

stop

LED を消灯させます。

show

LED のステータスを表示します。

例：
•

show /system1/led1 - 現在の LED のステータスを表示します。

•

start /system1/led1 - LED を点灯させます。

•

stop /system1/led1 - LED を消灯させます。
各コマンドについて
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iLO 4 の CLI のサポート
単純な UID CLI コマンドがサポートされます。
•

uid - サーバー上の UID LED の現在の状態を表示します。

•

uid on - UID LED を点灯させます。

•

uid off - UID LED を消灯させます。

CLP の書式もサポートされます。
•

show /system1/led1 - LED のステータスを確認します。

•

start /system1/led1 - LED を点灯させます。

•

stop /system1/led1 - LED を消灯させます。

システムプロパティおよびターゲット
この項で説明されているプロパティとターゲットは、サーバーに関する情報を提供します。
表 32 (66 ページ)に、システムのターゲットを示します。表 33 (67 ページ)に、システムのプ
ロパティを示します。システムのプロパティ設定は、次の場所で確認できます。
/system1/oemhp_power1
表 32 システムのターゲット
ターゲット

説明

oemhp_PresentPower

最後のサンプルの平均電力測定値を表示します。

oemhp_AvgPower

過去 24 時間の平均電力測定値を表示します。

oemhp_MaxPower

過去 24 時間の最大ピーク電力測定値を表示します。

oemhp_MinPower

過去 24 時間の最小平均電力測定値を表示します。

warning_type

警告の種類を表示および変更します。

warning_threshold

消費電力の警告制限値を表示および変更します。

warning_duration

電源制限値がこれを超えると警告が生成される期間を表示および変更します。

oemhp_powerreg

パワーレギュレーター for ProLiant の状態を表示および変更します。有効な値は、
dynamic、min、maxv、および os です。

oemhp_pwrcap

サーバーの消費電力上限設定を表示および変更します（ワット単位）。値が 0 の
場合は、消費電力上限が無効になっていることを示します。値は、
oemhp_serverminpower 以上、oemhp_powersupplycapacity 以下の整数の上限値
でなければなりません。

oemhp_powersupplycapacity 電源装置の総容量を表示します（W 単位）。
oemhp_servermaxpower

サーバーの最大電力容量を表示します（W 単位）。

oemhp_serverminpower

サーバーの最小電力容量を表示します（W 単位）。

oemhp_power_micro_ver

パワーマイクロコントローラーのファームウェアバージョン番号を表示します。

oemhp_auto_pwr

サーバーの自動電源投入設定を表示および変更します。有効な値は、15、30、
45、60、random、restore、off です。On - 最小の遅延で自動電源投入をオンにし
ます。遅延自動電源オン設定は、15、30、45、60 秒、およびランダム遅延（最
大 120 秒）を有効にすることができます（時間は iLO の起動が完了した後に開
始）。Restore - 最後の電源状態をリストアします（BL サーバー以外）。Off - 自
動電源投入をオフにします。

動詞
•
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•

version

•

exit

•

show

•

set

例：
•

show /system1/oemhp_power1 oemhp_powerreg

•

set /system1/oemhp_power1 oemhp_powerreg=<dynamic|max|min|os>

•

show /system1/oemhp_power1 oemhp_pwrcap

•

set /system1/oemhp_power1 oemhp_pwrcap=0

•

show /system1/oemhp_power1 oemhp_power_micro_ver

以下のプロパティは、次の場所で確認できます。
/system1
表 33 システムのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

name

読み出し

システム名を表示します。

number

読み出し

システムのシリアル番号を表示します。

oemhp_server_name

読み出し

ホストサーバー名文字列を表示します。この文字列の長さは最大 50
文字で、変更するには iLO の設定権限が必要です。

enabledstate

読み出し

サーバーの電源が入っているかどうかを表示します。

processor_number

読み出し

システムの論理プロセッサー数を表示します。

例：
•

show /system1

•

show /system1 name

•

set /system1 oemhp_powerreg=auto

CPU プロパティは /system1 のターゲットであり、システムプロセッサーに関する情報を表
示します。表 34 (67 ページ)に、システム CPU のプロパティを示します。プロパティは、次
の場所で確認できます。
/system1/cpun
ここで、n は、プロセッサー番号です。
表 34 システム CPU のプロパティ
プロパティ

アクセ
ス

説明

name

Read

プロセッサーの製造元情報を表示します。

status

Read

ステータス情報を表示します。

number_cores

Read

プロセッサーコアの数を表示します。

active_cores

Read

CPU 内部のアクティブな論理プロセッサーの数を表示します。

threads

Read

CPU 内部の論理スレッドの数を表示します。

speed

Read

プロセッサーの速度を表示します。

各コマンドについて
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表 34 システム CPU のプロパティ (続き)
プロパティ

アクセ
ス

説明

memory_technology

Read

メモリのビットレベルのテクノロジーを表示します。

cachememory1

Read

プロセッサーの 1 次キャッシュの容量を表示します。

cachememory2

Read

プロセッサーの 2 次キャッシュの容量を表示します。

cachememory3

Read

プロセッサーの 3 次キャッシュの容量を表示します。

例：
show /system1/cpu1
/system1/cpu1
Targets
Properties
name= Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
status=OK
number_cores=8
active_cores=8
threads=16
speed=2600MHz
memory_technology=64-bit Capable
cachememory1=256KB
cachememory2=2048KB
cachememory3=20480KB

memory プロパティは、システムメモリに関する情報を表示します。
表 35 (68 ページ)に、システムメモリのプロパティを示します。プロパティは、次の場所で確
認できます。
/system1/memoryn
ここで、n は、メモリ DIMM 番号です。
表 35 システムメモリのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

size

読み出し

メモリの容量を表示します。

speed

読み出し

メモリの速度を表示します。

location

読み出し

メモリの位置を表示します。

Slot プロパティは、システムスロットに関する情報を表示します。
表 36 (68 ページ)に、システムスロットのプロパティを示します。プロパティは、次の場所で
確認できます。
/system1/slotn
ここで、n は、スロット番号です。
表 36 システムスロットのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

type

読み出し

スロットの種類を表示します。

width

読み出し

スロットの幅を表示します。

Firmware プロパティは、システム ROM に関する情報を表示します。
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表 37 (69 ページ)に、システムファームウェアのプロパティを示します。プロパティは、次の
場所で確認できます。
/system1/firmware1
表 37 システムファームウェアのプロパティ
プロパティ

アクセス

説明

version

読み出し

システム ROM のバージョンを表示します。

date

読み出し

システム ROM の日付を表示します。

例：
•

show /system1/cpu1 - CPU 1 に関する情報を表示します。

•

show /system1/memory1 - メモリスロット 1 に関する情報を表示します。

•

show /system1/slot1 - スロット 1 に関する情報を表示します。

•

show /system1/firmware1 - システム ROM に関する情報を表示します。
例：
/system1/firmware1
Targets
Properties
version=P56
date=01/05/2010

その他のコマンド
その他のコマンドは次のとおりです。
start /system1/oemhp_vsp1 仮想シリアルポートセッションを開始します。Esc (キー
を押すと CLI セッションに戻ります。
nmi server

NMI を生成してサーバーに送信します。このコマンドは、
仮想電源およびリセットの権限を持つユーザーのみが使用
できます。

各コマンドについて
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8 RIBCL XML スクリプティング言語
RIBCL の概要
RIBCL で XML スクリプトを作成して、iLO 4 の設定、ユーザーアカウント、ディレクトリ設
定、サーバー設定、および SSO 設定を指定および管理することができます。サンプルスクリ
プトは Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/jp/servers/ilo からダ
ウンロードしてください。[Support] の [Resources] タブの [iLO Sample Scripts for Windows]
または [Lights-Out XML scripting sample for Linux] をクリックします。Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトからダウンロードした XML サンプルスクリプトを使用する前に、各
サンプルスクリプトのファームウェアサポート情報を参照して目的のファームウェアとバー
ジョン用にスクリプトを調整してください。
XML スクリプトを作成する際には、必要に応じてコマンドにコメントを記述してください。コ
マンドラインにコメントがあると、エラーメッセージが生成されます。特に指定がないかぎ
り、このガイドの例は iLO 4 ファームウェアバージョン 2.20 以降用に記述されています。
この項では、ほとんどの LOM 製品およびサーバーに共通する XML コマンドとそのパラメー
ターについて説明します。ProLiant BL c-Class サーバーとラックの XML コマンドについて詳
しくは、iLO ユーザーガイドを参照してください（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
http://www.hpe.com/info/ilo/docs ）。

XML ヘッダー
接続が HTTP 接続ではなく必ず XML 接続となるように、次の XML ヘッダーがすべてのスクリ
プトに指定されている必要があります。
<?xml version="1.0"?>

前述のヘッダーに加えて、最新のユーティリティ更新では、他に 2 つのヘッダーを RIBCL ス
クリプトに追加できます。
<?ilo entity-processing="standard"?>
RIBCL スクリプト（または応答）に追加されるこのヘッダーは、引用された文字列から 5 つの
エンティティを取得し、それらを対応する記号に変更します。
表 38 受け入れ可能なスクリプトエンティティ
エンティティ

記号

&lt;

<

&gt;

>

&amp;

&

&apos;

'

&quot;

"

<?xmlilo output-format="xml"?>
このヘッダーは、5 つのエンティティを受け入れ（表 38 (70 ページ)を参照）、出力を最小限
の応答に変更します。
表 39 XMLILO 出力（GET_FW_VERSION）
ヘッダー付きの出力

ヘッダーなしの出力

C:\data\iLo\scripts>perl locfg.pl -s servername -f get_fw_version.xml -u admin -p admin123
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<GET_FW_VERSION
FIRMWARE_VERSION = "1.60"
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<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'

表 39 XMLILO 出力（GET_FW_VERSION） (続き)
ヘッダー付きの出力
FIRMWARE_DATE = "Feb 27 2013"
MANAGEMENT_PROCESSOR = "iLO4"
LICENSE_TYPE = "iLO Advanced"
/>
</RIBCL>

ヘッダーなしの出力
/>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_FW_VERSION
FIRMWARE_VERSION = "1.60"
FIRMWARE_DATE = "Feb 27 2013"
MANAGEMENT_PROCESSOR = "iLO4"
LICENSE_TYPE = "iLO Advanced"
/>
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
</RIBCL>

データタイプ
パラメーター内で許可されるデータタイプは、次の 3 つです。
•

ストリング

•

特殊ストリング

•

Boolean ストリング

ストリング
ストリングは、引用符で囲まれた任意のテキストです。ストリングは、スペースや数字、その
他の印刷可能な文字で構成できます。ストリングは、単一引用符と二重引用符のどちらかで始
める必要があり、同じ種類の引用符で終わらなければなりません。区切りの引用符と異なるも
のであれば、ストリング内に引用符を含むことができます。
RIBCL の概要
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たとえば、ストリングが二重引用符で始まる場合、単一引用符をストリング内で使用できます
が、ストリングの終わりは二重引用符でなければなりません。
サポートされない Microsoft Windows 引用符文字:
XML 内のコンテンツ区切り文字としての Windows 固有のスマートクォート（“ ” および ‘ ’）に
対するサポートは段階的に廃止されます。スクリプト内にあるスマートクォート文字は、通常
の二重引用符（"）または単一引用符（'）に置き換えるようにしてください。

特殊ストリング
特殊ストリングは、特定の文字で構成する必要のあるストリングで、通常、ユーザーが正しい
構文として受け入れられる単語から選択します。それ以外の単語が入力された場合はすべてエ
ラーが返されます。

Boolean ストリング
Boolean ストリングは、yes（はい）または no（いいえ）の状態を指定する特殊ストリングで
す。使用できる Boolean ストリングは、yes、no、true、false、y、n、t、f、1、および
0 です。これらのストリングでは、大文字と小文字は区別されません。

応答の定義
iLO に送信されるすべてのコマンドが、応答を生成します。応答は、コマンドの成功/失敗を示
します。コマンドの中には、追加情報を生成するものもあります。エラーが発生しなければ、
追加情報は実行シーケンスで表示されます。
例：
<RESPONSE
STATUS="0x0001"
MSG="There has been a severe error."/>

•

RESPONSE
このタグ名は、iLO が前のコマンドに対する応答をクライアントアプリケーションに返し
て、iLO に送信されたコマンドの成功/失敗を示すことを表します。

•

STATUS
このパラメーターは、エラー番号を示します。番号 0x0000 は、エラーが発生していな
いことを示しています。

•

MSG
このエレメントは、発生したエラーを説明するメッセージで構成されます。エラーが発生
していない場合、No error メッセージが表示されます。

RIBCL
このコマンドは、RIBCL セッションを開始して終了するために使用します。このコマンドは、
RIBCL セッションを開始するために 1 回だけ使用でき、スクリプトに表示される最初のコマン
ドでなければなりません。RIBCL タグは、RIBCL ドキュメントの最初と終わりをマークする
ために必要です。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
</RIBCL>

RIBCL のパラメーター
VERSION は、クライアントアプリケーションが使用を予測している RIBCL のバージョンを示
す文字列です。VERSION 文字列は、使用が予測されている RIBCL のバージョンと比較され、
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文字列の先頭の数字とバージョン（メジャーバージョン）が一致しない場合はエラーが返され
ます。VERSION パラメーターの標準値は、2.X です。たとえば、文字列が 2.20 で、予測され
たメジャーバージョン番号が 2 の場合、エラーメッセージは送信されません。ただし、VERSION
文字列が 1.X で、予測されるバージョンが 2 の場合、バージョンの相違によって互換性の問題
が生じることがあります。メジャーバージョンの不一致がある場合、以下の通知メッセージが
送信されます。
The RIBCL version is incorrect.（RIBCL バージョンが正しくありません。） The
correct version is <X.XX> or later.（正しいバージョンは <X.XX> 以降です。）
RIBCL スクリプトを更新して、現在の RIBCL バージョンと互換性を持つようにしてください。

RIBCL のランタイムエラー
表示される可能性のある RIBCL のエラーメッセージは次のとおりです。
•

Version must not be blank. （バージョンをブランクにすることはできません。）

•

The RIBCL version is incorrect.（RIBCL バージョンが正しくありません。）
The correct version is <X.XX> or later.（正しいバージョンは <X.XX> 以降
です。）

1 つの RIBCL スクリプトでの複数のコマンドの結合
単一の RIBCL スクリプトで複数のコマンドを結合するには、各コマンドを最上位レベルの
*_INFO タグで囲みます。使用する各コマンドを、次の最上位レベルタグのどれかで囲む必要
があり、そうしない場合は構成が誤って変更される可能性があります。
•

USER_INFO

•

RIB_INFO

•

DIR_INFO

•

BLADESYSTEM_INFO

•

SERVER_INFO

•
SSO_INFO
次の例を参照してスクリプトサンプルを比較してください。
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例 3 間違って結合されたスクリプト
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<MIN_PASSWORD value="5"/>
</MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<DHCP_DNS_SERVER value="No"/>
<DHCP_WINS_SERVER value="No"/>
<DHCP_STATIC_ROUTE value="No"/>
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
<USER_INFO MODE="write">
<ADD_USER USER_NAME="admin" USER_LOGIN="admin" PASSWORD="admin">
<ADMIN_PRIV value="Yes" />
<REMOTE_CONS_PRIV value="Yes" />
<RESET_SERVER_PRIV value="Yes" />
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value="Yes" />
<CONFIG_ILO_PRIV value="Yes" />
</ADD_USER>
<DELETE_USER USER_LOGIN="Administrator" />
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

例 4 正しく結合されたスクリプト
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<MIN_PASSWORD value="5"/>
</MOD_GLOBAL_SETTINGS>
</RIB_INFO>
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<DHCP_DNS_SERVER value="No"/>
<DHCP_WINS_SERVER value="No"/>
<DHCP_STATIC_ROUTE value="No"/>
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
<USER_INFO MODE="write">
<ADD_USER USER_NAME="admin" USER_LOGIN="admin" PASSWORD="admin">
<ADMIN_PRIV value="Yes" />
<REMOTE_CONS_PRIV value="Yes" />
<RESET_SERVER_PRIV value="Yes" />
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value="Yes" />
<CONFIG_ILO_PRIV value="Yes" />
</ADD_USER>
</USER_INFO>
<USER_INFO MODE="write">
<DELETE_USER USER_LOGIN="Administrator" />
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

LOGIN
LOGIN コマンドは、各ユーザーの権限レベルを使用して実行されます。LOGIN コマンドの提
供する情報により、各ユーザーの権限レベルがチェックされユーザーが認証されます。RIBCL
コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければなりま
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せん。ユーザーの権限は、そのコマンドの実行に必要な権限と照合され、権限レベルが一致し
ない場合は、エラーが返されます。
例：
<LOGIN USER_LOGIN="username" PASSWORD="password">
</LOGIN>

また、HPQLOCFG.EXE ユーティリティでは、スイッチを使用してログイン情報をコマンドラ
イン上のパラメーターとして指定することができます。
hpqlocfg -u username -p password

LOGIN のパラメーター
USER_LOGIN は、ユーザーアカウントのログイン名です。このパラメーターには、大文字と
小文字の区別があり、ブランクにすることはできません。
PASSWORD は、ユーザーに関連付けられるパスワードです。このパラメーターには、大文字
と小文字の区別があり、印刷可能文字の任意の組み合わせを使用できます。

LOGIN のランタイムエラー
表示される可能性のあるランタイムエラーメッセージは、次のとおりです。
•

User login name was not found. （ユーザーのログイン名が見つかりません。）

•

Password must not be blank. （パスワードをブランクにすることはできません。）

•

Logged-in user does not have required privilege for this command.
（ログインしたユーザーは、このコマンドの実行に必要な権限を持っていません。）

USER_INFO
USER_INFO コマンドは、LOGIN コマンドブロック内にのみ示すことができます。このコマン
ドは、構文解析されると、ユーザー情報のローカルデータベースをメモリに読み出し、編集の
準備をします。USER_INFO コマンドブロックの内側で有効なコマンドは、USER_INFO タイ
プのコマンドだけです。USER_INFO コマンドは、データベースの読み出しに成功したかどう
かをホストアプリケーションに示す応答を生成します。別のアプリケーションでデータベース
が書き込み用に開かれている場合、このコールは失敗します。
USER_INFO には、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"または"write"です。MODE
は、最大長 10 文字の特殊ストリングパラメーターです。このパラメーターは、情報を使用し
て何をしようとしているのかを示します。
"Write"モードでは、iLO 情報の読み出しと書き込みの両方が有効になります。"Read"モードで
は、iLO 情報の変更ができません。
例：
<USER_INFO MODE="write">
……… USER_INFO commands ……
</USER_INFO>

ADD_USER
ADD_USER コマンドは、ローカルユーザーアカウントを追加するために使用します。
USER_NAME および USER_LOGIN パラメーターは、現在のユーザーデータベースには存在
させないでください。既存のユーザー情報を変更するには、MOD_USER コマンドを使用しま
す。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを USER_INFO コマンドブ
ロック内に示し、USER_INFO MODE を"write"に設定してください。ユーザーにはユーザーア
カウント管理権限が必要です。
ユーザー関連の属性はすべて、次に説明するパラメーターを使用して設定します。
USER_INFO
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<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="write">
<ADD_USER
USER_NAME="User"
USER_LOGIN="username"
PASSWORD="password">
<ADMIN_PRIV value ="N"/>
<REMOTE_CONS_PRIV value ="Y"/>
<RESET_SERVER_PRIV value ="N"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value ="N"/>
<CONFIG_ILO_PRIV value="Y"/>
</ADD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

ADD_USER のパラメーター
USER_NAME は、ユーザーの実際の名前です。このパラメーターには、印刷可能文字の任意
の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。このパラメーターには、大文字と小文字の
区別がなく、ブランクにすることはできません。
USER_LOGIN は、それぞれの iLO にアクセスするために使用される名前です。このパラメー
ターには、印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。このパラメー
ターには、大文字と小文字の区別がなく、ブランクにすることはできません。
PASSWORD は、ユーザーに関連付けられるパスワードです。このパラメーターには、大文字
と小文字の区別があり、印刷可能文字の任意の組み合わせを使用できます。パスワードは、0
～39 文字で定義できます。パスワードの最小文字数は、iLO のグローバル設定で定義されてお
り、デフォルトでは 8 文字です。
ADMIN_PRIV は、ユーザーがユーザーアカウントを管理できるようにする Boolean パラメー
ターです。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限を与える必要がある場合
は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。ユーザーは、自身および他の
ユーザーのアカウント設定の変更、ユーザーの追加と削除を行うことができます。このパラ
メーターを省略すると、ユーザーはユーザーアカウントを追加することも、削除することも、
設定することもできなくなります。
REMOTE_CONS_PRIV は、リモートコンソール機能にアクセスする権限をユーザーに与える
Boolean パラメーターです。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限を与える
必要がある場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。このパラメー
ターを使用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパラメー
ターを省略すると、ユーザーはリモートコンソールの機能にアクセスできなくなります。
RESET_SERVER_PRIV は、サーバーの電源設定をリモート操作する権限をユーザーに与える
Boolean パラメーターです。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限を与える
必要がある場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。このパラメー
ターを使用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパラメー
ターを省略すると、ユーザーはサーバーの電源設定を操作できなくなります。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV は、仮想メディア機能にアクセスする権限をユーザーに与える Boolean
パラメーターです。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限を与える必要があ
る場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。このパラメーターを使
用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパラメーターを省略
すると、ユーザーに仮想メディアの権限は与えられなくなります。
CONFIG_ILO_PRIV は、ユーザーが iLO を設定できるようにする Boolean パラメーターです。
この権限を持つユーザーは、ネットワーク設定、グローバル設定、Insight マネージャー設定、
および SNMP 設定などを行えます。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限
を与える必要がある場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。この
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パラメーターを使用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパ
ラメーターを省略すると、ユーザーは現在の iLO 設定を操作できなくなります。

ADD_USER のランタイムエラー
表示される可能性のある ADD_USER のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Login name is too long. （ログイン名が長すぎます。）

•

Password is too short. （パスワードが短すぎます。）

•

Password is too long. （パスワードが長すぎます。）

•

User table is full. No room for new user.（ユーザーテーブルがいっぱいで
す。新規ユーザー用のスペースがありません。）

•

Cannot add user. The user name already exists.（ユーザーを追加できませ
ん。ユーザー名はすでに存在します。）

•

User information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ユーザー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User name cannot be blank. （ユーザー名をブランクにすることはできません。）

•

User login ID cannot be blank. （ユーザーのログイン ID をブランクにするこ
とはできません。）

•

Boolean value not specified. （Boolean 値が指定されていません。）

•

User does not have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required.
（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必
要です。）

DELETE_USER
DELETE_USER コマンドは、既存のローカルユーザーアカウントを削除するために使用しま
す。USER_LOGIN パラメーターは、現在のユーザーデータベースに存在する必要があります。
このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを USER_INFO コマンドブロック
内に示し、USER_INFO MODE を"write"に設定してください。ユーザーにはユーザーアカウン
ト管理権限が必要です。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="write">
<DELETE_USER USER_LOGIN="username"/>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

DELETE_USER のパラメーター
USER_LOGIN は、ユーザーアカウントのログイン名です。このパラメーターには、大文字と
小文字の区別がなく、ブランクにすることはできません。

DELETE_USER のランタイムエラー
表示される可能性のある DELETE_USER のエラーは、次のとおりです。
•

User information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ユーザー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）
USER_INFO
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•

Cannot delete user information for currently logged in user.（現在ロ
グイン中のユーザーのユーザー情報は削除できません。）

•

User login name was not found. （ユーザーのログイン名が見つかりません。）

•

User login name must not be blank.（ユーザーのログイン名をブランクにする
ことはできません。）

•

User does not have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required.
（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必
要です。）

DEL_USERS_SSH_KEY
USER_LOGIN に関連付けられたすべての SSH キーを削除します。DEL_USERS_SSH_KEY
コマンドはサブコマンドとして実装され、MOD_USER コマンドブロックに示す必要がありま
す。このコマンドには、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降が必要です。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="admin123">
<USER_INFO MODE="write">
<MOD_USER USER_LOGIN="admin">
<DEL_USERS_SSH_KEY/>
</MOD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

DEL_SSH_KEY のパラメーター
なし

DEL_SSH_KEY のランタイムエラー
表示される可能性のある DEL_SSH_KEY のランタイムエラーは、次のとおりです。
•

User login name must not be blank.（ユーザーのログイン名をブランクにする
ことはできません。）

•

User does not have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required.
（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必
要です。）

•

Unable to clear the SSH key.（SSH キーをクリアできません。）

GET_USER
GET_USER コマンドは、パスワードを除くローカルユーザー情報を返します。USER_LOGIN
パラメーターは、現在のユーザーデータベースに存在する必要があります。このコマンドを正
しく構文解析するために、必ず、コマンドを USER_INFO コマンドブロック内に示してくださ
い。USER_INFO MODE は、"read"または"write"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="read">
<GET_USER USER_LOGIN="username"/>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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GET_USER のパラメーター
USER_LOGIN は、ユーザーアカウントのログイン名です。このパラメーターには、大文字と
小文字の区別があり、ブランクにすることはできません。

GET_USER のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_USER のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

User login name must not be blank.（ユーザーのログイン名をブランクにする
ことはできません。）

•

User login name was not found. （ユーザーのログイン名が見つかりません。）

GET_USER が返すメッセージ
GET_USER は、次のようなメッセージを返します。
<RESPONSE STATUS="0x0000" MSG="No Errors"/>
<GET_USER USER_NAME="Admin User" USER_LOGIN= "username"
ADMIN_PRIV="N"
REMOTE_CONS_PRIV="Y"
RESET_SERVER_PRIV="N"
VIRTUAL_MEDIA_PRIV="N"
CONFIG_ILO_PRIV value ="No"/>

MOD_USER
MOD_USER コマンドは、既存のローカルユーザーアカウントを変更するために使用します。
USER_LOGIN パラメーターは、現在のユーザーデータベースに存在する必要があります。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを USER_INFO コマンドブロック内
に示し、USER_INFO MODE を"write"に設定してください。ユーザーにはユーザーアカウント
管理権限が必要です。そうでない場合、ユーザーは、他のユーザーの個々のアカウントパス
ワードを変更できるだけです。
MOD_USER コマンドを使用してユーザーパスワードを変更するデモビデオを見るには、
http://www.hpe.com/info/ilo/videos （英語）で How to use iLO's XML scripting interface,
RIBCL, to change an user password.を参照してください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="write">
<MOD_USER USER_LOGIN="username">
<USER_NAME value="displayname"/>
<USER_LOGIN value="newusername"/>
<PASSWORD value="newpassword"/>
<ADMIN_PRIV value="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV value="No"/>
<RESET_SERVER_PRIV value="Yes"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV value="Yes"/>
<CONFIG_ILO_PRIV value="Yes"/>
</MOD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

管理者パスワードのリセットの例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="write">
USER_INFO
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<MOD_USER USER_LOGIN="Administrator">
<PASSWORD value="password"/>
</MOD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

パスワード変更の例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="write">
<MOD_USER USER_LOGIN="username">
<PASSWORD value="newpassword"/>
</MOD_USER>
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

MOD_USER のパラメーター
以下の各パラメーターを指定しない場合、指定したユーザーのパラメーター値は維持されま
す。
MOD_USER USER_LOGIN は、変更されるユーザーのログイン名です。このパラメーターに
は、印刷可能文字の任意の組み合わせを使用でき、最大長は 39 文字です。このパラメーター
には、大文字と小文字の区別がなく、ブランクにすることはできません。
USER_NAME は、変更するユーザーの実際の名前です。このパラメーターには、大文字と小
文字の区別がなく、有効な任意の文字列を使用できます。最大長は 39 文字です。この文字列
は表示用にだけ使用されます。このパラメーターをブランクにすることはできません。
PASSWORD は、ユーザーに関連付けられるパスワードです。このパラメーターには、大文字
と小文字の区別があり、印刷可能文字の任意の組み合わせを使用できます。パスワードは、0
～39 文字で定義できます。パスワードの最小文字数は、iLO のグローバル設定で定義されてお
り、デフォルトでは 8 文字です。
ADMIN_PRIV は、ユーザーがユーザーアカウントを管理できるようにする Boolean パラメー
ターです。ユーザーは、自身および他のユーザーのアカウント設定の変更、ユーザーの追加と
削除を行うことができます。このパラメーターを省略すると、ユーザーはユーザーアカウント
を追加することも、削除することも、設定することもできなくなります。
REMOTE_CONS_PRIV は、リモートコンソール機能にアクセスする権限をユーザーに与える
Boolean パラメーターです。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限を与える
必要がある場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。このパラメー
ターを使用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパラメー
ターを省略すると、ユーザーはリモートコンソールの機能にアクセスできなくなります。
RESET_SERVER_PRIV は、サーバーの電源設定をリモート操作する権限をユーザーに与える
Boolean パラメーターです。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限を与える
必要がある場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。このパラメー
ターを使用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパラメー
ターを省略すると、ユーザーはサーバーの電源設定を操作できなくなります。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV は、仮想メディア機能にアクセスする権限をユーザーに与える Boolean
パラメーターです。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限を与える必要があ
る場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。このパラメーターを使
用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパラメーターを省略
すると、ユーザーに仮想メディアの権限は与えられなくなります。
CONFIG_ILO_PRIV は、ユーザーが iLO を設定できるようにする Boolean パラメーターです。
この権限を持つユーザーは、ネットワーク設定、グローバル設定、Insight マネージャー設定、
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および SNMP 設定などを行えます。このパラメーターはオプションで、ユーザーにこの権限
を与える必要がある場合は、Boolean ストリングを"Yes"に設定しなければなりません。この
パラメーターを使用する場合、Boolean ストリング値をブランクにしてはなりません。このパ
ラメーターを省略すると、ユーザーは現在の iLO 設定を操作できなくなります。

MOD_USER のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_USER のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Login name is too long. （ログイン名が長すぎます。）

•

Password is too short. （パスワードが短すぎます。）

•

Password is too long. （パスワードが長すぎます。）

•

User information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ユーザー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User login name must not be blank.（ユーザーのログイン名をブランクにする
ことはできません。）

•

Cannot modify user information for currently logged user. （現在ログ
イン中のユーザーのユーザー情報は変更できません。）

•

User does not have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required.
（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必
要です。）

GET_ALL_USERS
GET_ALL_USERS コマンドは、ユーザーデータベースのすべての USER_LOGIN パラメーター
を返します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを USER_INFO コマ
ンドブロック内に示してください。USER_INFO MODE は、"read"または"write"に設定できま
す。すべてのユーザーアカウントを取得するには、ユーザーにユーザーアカウント管理権限が
必要です。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="read">
<GET_ALL_USERS />
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_ALL_USERS のパラメーター
なし

GET_ALL_USERS が返すメッセージ
GET_ALL_USERS は、次のようなメッセージを返します。
<RESPONSE STATUS="0x0000" MESSAGE='No Error'/>
<GET_ALL_USERS>
<USER_LOGIN VALUE="username"/>
<USER_LOGIN VALUE="user2"/>
<USER_LOGIN VALUE="user3"/>
<USER_LOGIN VALUE="user4"/>
<USER_LOGIN VALUE="user5"/>
<USER_LOGIN VALUE="user6"/>
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<USER_LOGIN VALUE="user7"/>
<USER_LOGIN VALUE="user8"/>
<USER_LOGIN VALUE="user9"/>
<USER_LOGIN VALUE="user10"/>
<USER_LOGIN VALUE=""/>
<USER_LOGIN VALUE=""/>
</GET_ALL_USERS>

要求が成功しなかった場合のメッセージは、次のとおりです。

<RESPONSE STATUS="0x0023" MESSAGE='User does NOT have correct
privilege for action.
ADMIN_PRIV required.'/>

GET_ALL_USER_INFO
GET_ALL_USER_INFO コマンドは、ユーザーデータベースの、パスワードを除くすべての
ローカルユーザー情報を返します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマン
ドを USER_INFO コマンドブロック内に示してください。USER_INFO MODE は、"read"また
は"write"に設定できます。このコマンドを実行するには、ユーザーにユーザーアカウント管理
権限が必要です。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<USER_INFO MODE="read">
<GET_ALL_USER_INFO />
</USER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_ALL_USERS_INFO のパラメーター
なし

GET_ALL_USERS_INFO が返すメッセージ
GET_ALL_USER_INFO は、次のようなメッセージを返します。
<GET_ALL_USER_INFO/>
<GET_USER
USER_NAME="Admin"
USER_LOGIN="Admin"
ADMIN_PRIV="Y"
CONFIG_RILO_PRIV="Y"
LOGIN_PRIV="Y"
REMOTE_CONS_PRIV="Y"
RESET_SERVER_PRIV="Y"
VIRTUAL_MEDIA_PRIV="Y"
/> ......
The same information will be repeated for all the users.
</GET_ALL_USER_INFO>

要求が成功しなかった場合のメッセージは、次のとおりです。
<RESPONSE STATUS="0x0023" MESSAGE='User does NOT have correct
privilege for action.
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ADMIN_PRIV required.'/>

RIB_INFO
RIB_INFO コマンドは、LOGIN コマンドブロック内にのみ示すことができます。このコマンド
は、構文解析されると、iLO 設定情報のデータベースをメモリに読み出し、編集の準備をしま
す。RIB_INFO コマンドブロックの内側で有効なコマンドは、RIB_INFO タイプのコマンドだ
けです。RIB_INFO コマンドは、データベースの読み出しに成功したかどうかをホストアプリ
ケーションに示す応答を生成します。別のアプリケーションでデータベースが書き込み用に開
かれている場合、このコールは失敗します。
RIB_INFO には、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"または"write"です。MODE
は、最大長 10 文字の特殊ストリングパラメーターです。このパラメーターは、情報を使用し
て何をしようとしているのかを示します。
"Write"モードでは、iLO 情報の読み出しと書き込みの両方が有効になります。"Read"モードで
は、iLO 情報の変更ができません。
例：
<RIB_INFO MODE="write">
……… RIB_INFO commands ……
</RIB_INFO>

iLO イベントログのクリアの例：

<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<CLEAR_EVENTLOG/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

RESET_RIB
RESET_RIB コマンドは、iLO をリセットするために使用します。このコマンドを正しく構文
解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示してください。RIB_INFO
MODE は、"read"または"write"に設定できます。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO
設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Admin" PASSWORD="Password">
<RIB_INFO MODE = "write">
<RESET_RIB/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

RESET_RIB のパラメーター
なし

RESET_RIB のランタイムエラー
表示される可能性のある RESET_RIB のエラーメッセージは次のとおりです。
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User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

GET_EVENT_LOG
GET_EVENT_LOG コマンドは、コマンドのコンテキストによって、iLO イベントログかイン
テグレーテッドマネジメントログを取得します。このコマンドを正しく構文解析するために、
必ず、コマンドを RIB_INFO または SERVER_INFO コマンドブロック内に示してください。
iLO イベントログを取得するには、RIB_INFO コマンドブロックを使用してください。インテ
グレーテッドマネジメントログを取得するには、SERVER_INFO コマンドブロックを使用して
ください。
例：
•

iLO イベントログの例：
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="READ">
<GET_EVENT_LOG />
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

•

インテグレーテッドマネジメントログの例：
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="READ">
<GET_EVENT_LOG />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_EVENT_LOG のパラメーター
なし

GET_EVENT_LOG のランタイムエラー
GET_EVENT_LOG は、RIB_INFO または SERVER_INFO ブロック内から呼び出されていない
場合に、ランタイムエラーを返します。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<RESPONSE STATUS="0x0001" MESSAGE='Syntax error: Line #3: syntax error near ">"
in the line: " GET_EVENT_LOG >"'/>
</RIBCL>
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GET_EVENT_LOG が返すメッセージ
応答には、記録されたイベントのすべてが発生順に含まれています。イベントは、重大度やそ
の他の基準によってはソートされていません。各イベントには、一連の共通の属性が含まれま
す。
•

SEVERITY は、エラーの重大度とそれがサーバーや iLO の可用性に与える影響を示しま
す。

◦

FAILED は、対処しなければ運用時間に影響を与える可能性のある問題やコンポーネ
ントの障害を示します。

◦

CAUTION は、通常のシステムの動作中に予期されていないイベントを示します。こ
れは、プラットフォームの問題を示している可能性があります。

◦

DEGRADED は、デバイスまたはサブシステムの機能が低下していることを示しま
す。

◦

REPAIRED は、イベントまたはコンポーネントの障害が対処されたことを示します。

◦

INFORMATIONAL は、注目に値することが発生したが、運用時間に影響を与えない
ことを示します。

•

CLASS は、イベントを生成するサブシステムを示します。iLO、環境、電源、システムエ
ラー、ラックインフラストラクチャなどが含まれる可能性があります。

•

LAST_UPDATE は、このイベントが変更された最も新しい時刻を示します。

•

INITIAL_UPDATE は、このイベントが最初に発生した時刻を示します。

•

COUNT は、複製イベントの発生した回数を示します。

•

DESCRIPTION は、イベントの性質と記録されたすべての詳細を示します。

以下の応答は、iLO イベントログから返されるデータの典型例です。
<EVENT_LOG DESCRIPTION="iLO Event Log">
<EVENT
SEVERITY="Caution"
CLASS="iLO"
LAST_UPDATE="04/04/2004 12:34"
INITIAL_UPDATE="04/04/2004 12:34"
COUNT="1"
DESCRIPTION="Server reset."/>
...
</EVENT_LOG>

以下の応答は、インテグレーテッドマネジメントログから返されるデータの典型例です。
<EVENT_LOG DESCRIPTION="Integrated Management Log">
<EVENT
SEVERITY="Caution"
CLASS="POST Message"
LAST_UPDATE="04/04/2004 12:34"
INITIAL_UPDATE="04/04/2004 12:34"
COUNT="1"
DESCRIPTION="POST Error: 1775-Drive Array ProLiant Storage System not Responding" />
...
</EVENT_LOG>
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GET_FEDERATION_MULTICAST
GET_FEDERATION_MULTICAST コマンドを使用して、現在の連携マルチキャストオプショ
ンを取得します。応答にはマルチキャスト検出、マルチキャスト通知間隔、IPv6 マルチキャス
トスコープ、マルチキャスト TTL の値が含まれます。コマンドを RIB_INFO コマンドブロッ
ク内に示し、RIB_INFO モードを read に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_FEDERATION_MULTICAST/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_FEDERATION_MULTICAST のパラメーター
なし

GET_FEDERATION_MULTICAST のランタイムエラー
なし

GET_FEDERATION_MULTICAST が返すメッセージ
以下の応答は、GET_FEDERATION_MULTICAST コマンドから返されるデータの典型例です。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<MULTICAST_FEDERATION_ENABLED VALUE="Yes"/>
<MULTICAST_DISCOVERY_ENABLED VALUE="Yes"/>
<MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL VALUE="60"/>
<IPV6_MULTICAST_SCOPE VALUE="Site"/>
<MULTICAST_TTL VALUE="255"/>
</GET_FEDERATION_MULTICAST>
</RIBCL>

SET_FEDERATION_MULTICAST
SET_FEDERATION_MULTICAST を使用して、iLO 連携を有効または無効にしたり、iLO 連携
のマルチキャストオプション（マルチキャスト検出、マルチキャスト通知間隔、IPv6 マルチ
キャスト範囲、マルチキャスト TTL など）を設定したりします。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<SET_FEDERATION_MULTICAST>
<MULTICAST_FEDERATION_ENABLED VALUE="Yes"/>
<MULTICAST_DISCOVERY_ENABLED VALUE="Yes"/>
<MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL VALUE="30"/>
<IPV6_MULTICAST_SCOPE VALUE="Site"/>
<MULTICAST_TTL VALUE="255"/>
</SET_FEDERATION_MULTICAST>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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注記: マルチキャスト検出またはマルチキャスト通知を無効にすると、iLO 連携機能が無効
になります。
iLO 連携グループのすべてのデバイスは、ピアの検出を適切に有効にするために同じスコープ
と TTL を持つ必要があります。

SET_FEDERATION_MULTICAST のパラメーター
MULTICAST_FEDERATION_ENABLED は iLO 連携を有効または無効にします。値は、Yes
（有効）または No（無効）でなければなりません。無効の場合、iLO 連携管理機能は使用でき
ません。
MULTICAST_DISCOVERY_ENABLED は、マルチキャスト検出を有効または無効にします。
値は、Yes（有効）または No（無効）でなければなりません。有効の場合、このパラメーター
によりネットワークで連携 iLO が検出できるようになります。無効の場合、iLO 連携機能は使
用できません。
MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL は、ネットワークの各マルチキャストのアベイ
ラビリティ通知の間隔の秒数を設定します。有効な値は、Disabled、30、60、120、300、
600、900、1800 秒です。無効の場合、iLO 連携機能は使用できません。
IPV6_MULTICAST_SCOPE はマルチキャスト検出のスコープを設定します。有効な値は、
Link（link-local）、Site（site-local）、Organization（organization-local）です。iLO 連
携グループのすべてのデバイスは、ピアの検出を適切に有効にするために同じスコープを持つ
必要があります。
MULTICAST_TTL は Time to Live を設定し、マルチキャスト検出が停止する前に横断すること
ができるスイッチの数を制限します。有効な値は、1～ 255 です。連携グループ内のすべての
デバイスは、ピアの検出を適切に有効にするために同じ TTL を持つ必要があります。

SET_FEDERATION_MULTICAST のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_FEDERATION_MULTICAST のエラーメッセージは次のとおり
です。
•

The MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL VALUE is invalid.
（MULTICAST_ANNOUNCEMENT_INTERVAL VALUE の値が無効です。）

•

The IPV6_MULTICAST_SCOPE VALUE is invalid.（IPV6_MULTICAST_SCOPE
VALUE の値が無効です。）

•

The MULTICAST_TTL VALUE is invalid.（MULTICAST_TTL の値が無効です。）
Valid values are between 1 and 255.（有効な値は、1～255 です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS
GET_FEDERATION_ALL_GROUPS コマンドを使用してすべての iLO 連携グループ名のリス
トを取得します。コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO モードを read
に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_FEDERATION_ALL_GROUPS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
RIB_INFO
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GET_FEDERATION_ALL_GROUPS のパラメーター
なし

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS のランタイムエラー
なし

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS が返すメッセージ
以下の応答は、GET_FEDERATION_ALL_GROUPS コマンドから返されるデータの典型例で
す。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_FEDERATION_ALL_GROUPS>
<GROUP_NAME VALUE="Group1"/>
<GROUP_NAME VALUE="Group2"/>
</GET_FEDERATION_ALL_GROUPS>
</RIBCL>

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO
GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO を使用して、すべての iLO 連携グループ名と、各
グループに関連する権限のリストを取得します。特定のグループの権限を取得するには、
GET_FEDERATION_GROUP を使用します。
返されるグループ権限には、グループ名のほかに次のものが含まれます。
•

ユーザーアカウント管理（ADMIN_PRIV）

•

リモートコンソールアクセス（REMOTE_CONS_PRIV）

•

仮想電源およびリセット（RESET_SERVER_PRIV）

•

仮想メディア（VIRTUAL_MEDIA_PRIV）

•

iLO 設定の構成（CONFIG_ILO_PRIV）

•

ログイン権限（LOGIN_PRIV）

コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO モードを read に設定してくだ
さい。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO のパラメーター
なし。

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO のランタイムエラー
なし
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GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO が返すメッセージ
以下の応答は、GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO コマンドから返されるデータの典
型例です。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO>
<FEDERATION_GROUP>
<GROUP_NAME VALUE="Group1"/>
<ADMIN_PRIV VALUE="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV VALUE="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV VALUE="Yes"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV VALUE="Yes"/>
<CONFIG_ILO_PRIV VALUE="Yes"/>
<LOGIN_PRIV VALUE="Yes"/>
</FEDERATION_GROUP>
<FEDERATION_GROUP>
<GROUP_NAME VALUE="Group2"/>
<ADMIN_PRIV VALUE="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV VALUE="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV VALUE="No"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV VALUE="No"/>
<CONFIG_ILO_PRIV VALUE="Yes"/>
<LOGIN_PRIV VALUE="Yes"/>
</FEDERATION_GROUP>
</GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO>
</RIBCL>

GET_FEDERATION_GROUP
GET_FEDERATION_GROUP を使用して、特定の連携グループに付与された権限を取得しま
す。すべてのグループに付与された権限を取得するには、
GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO を使用します。
グループ名のほか、次のグループ権限が返されます。
•

ユーザーアカウント管理（ADMIN_PRIV）

•

リモートコンソールアクセス（REMOTE_CONS_PRIV）

•

仮想電源およびリセット（RESET_SERVER_PRIV）

•

仮想メディア（VIRTUAL_MEDIA_PRIV）

•

iLO 設定の構成（CONFIG_ILO_PRIV）

•
ログイン権限（LOGIN_PRIV）
コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO モードを read に設定してくだ
さい。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_FEDERATION_GROUP GROUP_NAME="groupname"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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GET_FEDERATION_GROUP のパラメーター
GROUP_NAME - 表示するグループの名前。名前の文字数は 1～31 文字でなければなりませ
ん。

GET_FEDERATION_GROUP のランタイムエラー
GET_FEDERATION_GROUP は、GROUP_NAME に指定した値が既存のグループに一致しな
い場合、次のメッセージを返します。
Group name not found（グループ名が見つかりません）.

GET_FEDERATION_GROUP が返すメッセージ
以下の応答は、GET_FEDERATION_GROUP コマンドから返されるデータの典型例です。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_FEDERATION_GROUP>
<FEDERATION_GROUP>
<GROUP_NAME VALUE="Group2"/>
<ADMIN_PRIV VALUE="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV VALUE="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV VALUE="No"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV VALUE="No"/>
<CONFIG_ILO_PRIV VALUE="Yes"/>
<LOGIN_PRIV VALUE="Yes"/>
</FEDERATION_GROUP>
</GET_FEDERATION_GROUP>
</RIBCL>

ADD_FEDERATION_GROUP
ADD_FEDERATION_GROUP を使用して新しい iLO 連携グループを作成したり、既存のグルー
プに関連した権限を iLO に設定しながら、そのグループのメンバーシップに iLO を追加したり
します。必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO モードを write
に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<ADD_FEDERATION_GROUP
GROUP_NAME="groupname"
GROUP_KEY="groupkey">
<ADMIN_PRIV VALUE="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV VALUE="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV VALUE="Yes"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV VALUE="Yes"/>
<CONFIG_ILO_PRIV VALUE="Yes"/>
<LOGIN_PRIV VALUE="Yes"/>
</ADD_FEDERATION_GROUP>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

注記: 1 つの iLO は、最大で 10 の iLO 連携グループに属することができます。iLO システム
を iLO 連携グループから削除するには、DELETE_FEDERATION_GROUP を使用します。

90

RIBCL XML スクリプティング言語

ADD_FEDERATION_GROUP のパラメーター
GROUP_NAME - 追加するグループの名前。名前の文字数は 1～31 文字でなければなりませ
ん。
GROUP_KEY - 追加するグループに対するパスワード。パスワードは、3～31 文字でなければ
なりません。
ADMIN_PRIV（管理者ユーザーアカウント） - グループのメンバーは、iLO ユーザーアカウン
トを追加、編集、および削除できます。
REMOTE_CONS_PRIV（リモートコンソールアクセス） - グループのメンバーは、ビデオ、
キーボード、マウスの制御を含めて、ホストシステムのリモートコンソールにリモートからア
クセスできます。
RESET_SERVER_PRIV（仮想電源およびリセット） - グループのメンバーは、ローカル iLO
システムの電源再投入やリセットを実行できます。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV（仮想メディア） - グループのメンバーは、ローカル iLO システムで
スクリプト方式の仮想メディアを使用できます。
CONFIG_ILO_PRIV（iLO 設定） - グループのメンバーは、セキュリティ設定を含むほとんど
の iLO 設定を行い、リモートからファームウェアを更新することができます。
LOGIN_PRIV（ログイン） - グループのメンバーは、iLO にログインできます。

ADD_FEDERATION_GROUP のランタイムエラー
表示される可能性のある ADD_FEDERATION_GROUP のエラーメッセージは次のとおりです。
•

The GROUP_NAME must not be left blank.（GROUP_NAME の値は、ブランクに
することができません。）

•

The GROUP_NAME is too long.（GROUP_NAME が長すぎます。）

•

The GROUP_KEY must not be left blank.（GROUP_KEY の値は、ブランクにする
ことができません。）

•

The GROUP_KEY is too long.（GROUP_KEY が長すぎます。）

•

Group membership already exists.（グループのメンバーシップはすでに存在しま
す。）

•

Cannot add group membership.（グループのメンバーシップを追加できません。）
Maximum number of memberships reached: 10.（メンバーシップの最大数 10
に達しました。）

MOD_FEDERATION_GROUP
MOD_FEDERATION_GROUP を使用して、既存の iLO 連携グループのメンバーシップと関連
する権限を変更します。必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO
モードを write に設定してください。
注記: すべてのパラメーターはオプションです。明示的に変更されていない iLO 連携プロパ
ティは元の値のままとなります。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_FEDERATION_GROUP GROUP_NAME="groupname">
<GROUP_NAME VALUE="newgroupname"/>
<GROUP_KEY VALUE="newgroupkey"/>
<ADMIN_PRIV VALUE="Yes"/>
<REMOTE_CONS_PRIV VALUE="Yes"/>
<RESET_SERVER_PRIV VALUE="Yes"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PRIV VALUE="Yes"/>
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<CONFIG_ILO_PRIV VALUE="Yes"/>
<LOGIN_PRIV VALUE="Yes"/>
</MOD_FEDERATION_GROUP>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

MOD_FEDERATION_GROUP のパラメーター
GROUP_NAME - 変更するグループの名前、または特定の連携グループに付ける新しい名前
（パラメーターの位置により変わる）。名前の文字数は 1～31 文字でなければなりません。
GROUP_KEY - 追加するグループに対する新しいパスワード。パスワードは、3～31 文字でな
ければなりません。
ADMIN_PRIV（管理者ユーザーアカウント） - グループのメンバーは、iLO ユーザーアカウン
トを追加、編集、および削除できます。
REMOTE_CONS_PRIV（リモートコンソールアクセス） - グループのメンバーは、ビデオ、
キーボード、マウスの制御を含めて、ホストシステムのリモートコンソールにリモートからア
クセスできます。
RESET_SERVER_PRIV（仮想電源およびリセット） - グループのメンバーは、ローカル iLO
システムの電源再投入やリセットを実行できます。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV（仮想メディア） - グループのメンバーは、ローカル iLO システムで
スクリプト方式の仮想メディアを使用できます。
CONFIG_ILO_PRIV（iLO 設定） - グループのメンバーは、セキュリティ設定を含むほとんど
の iLO 設定を行い、リモートからファームウェアを更新することができます。
LOGIN_PRIV（ログイン） - グループのメンバーは、iLO にログインできます。

MOD_FEDERATION_GROUP のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_FEDERATION_GROUP のエラーメッセージは次のとおりで
す。
•

The GROUP_NAME must not be left blank.（GROUP_NAME の値は、ブランクに
することができません。）
注記: このエラーは、<MOD_FEDERATION_GROUP GROUP_NAME="groupname"> コマ
ンド内の値がブランクのままの場合にのみ表示されます。このエラーは、パラメーター設
定 <GROUP_NAME VALUE="newgroupname"/> の「 newgroupname」 がブランクのまま
か、その行が省略されている場合には表示されません。この場合、元のグループ名が維持
されます。
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•

Group name not found.（グループ名が見つかりません。）

•

The GROUP_NAME is too long.（GROUP_NAME が長すぎます。）

•

The GROUP_KEY must not be left blank.（GROUP_KEY の値は、ブランクにする
ことができません。）

•

The GROUP_KEY is too long.（GROUP_KEY が長すぎます。）

•

Group membership already exists.（グループのメンバーシップはすでに存在しま
す。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）
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DELETE_FEDERATION_GROUP
DELETE_FEDERATION_GROUP を使用して iLO 連携グループメンバーシップから iLO を削
除します。必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO モードを write
に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<DELETE_FEDERATION_GROUP GROUP_NAME="groupname"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

DELETE_FEDERATION_GROUP のパラメーター
GROUP_NAME - 削除する iLO 連携グループの名前。名前は 1～31 文字にする必要があり、メ
ンバーシップグループとして存在している名前である必要があります。

DELETE_FEDERATION_GROUP のランタイムエラー
DELETE_FEDERATION_GROUP から返される可能性があるランタイムエラーは、次のとおり
です。
•

GROUP_NAME に指定した値が既存のグループと一致しない場合：Group name not
found.（グループ名が見つかりません。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

CLEAR_EVENTLOG
CLEAR_EVENTLOG コマンドは、iLO のイベントログをクリアします。このコマンドを正し
く構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO
MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限
を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<CLEAR_EVENTLOG/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

CLEAR_EVENTLOG のパラメーター
なし

CLEAR_EVENTLOG のランタイムエラー
表示される可能性のある CLEAR_EVENTLOG のエラーメッセージは次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）
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•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

COMPUTER_LOCK_CONFIG
COMPUTER_LOCK_CONFIG コマンドは、リモートコンソールのコンピューターロック機能
を設定するために使用します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを
RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。この
コマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
大文字はサポートされず、自動的に小文字に変換されます。二重引用符または単一引用符を使
用する場合は、区切りの引用符とは異なるものを使用してください。サポートされるカスタム
キーの完全なリストについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://
www.hpe.com/info/ilo/docs にある iLO ユーザーガイドを参照してください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<COMPUTER_LOCK_CONFIG>
<!-- To set default Windows Computer Lock keys combination:
<COMPUTER_LOCK value="windows"/>

-->

<!-- To configure custom Computer Lock keys combination:
<!-<COMPUTER_LOCK value="custom"/>
<COMPUTER_LOCK_KEY value="L_GUI,l"/>
-->

-->

<!-- To disable Computer Lock feature:
<!-<COMPUTER_LOCK value="disabled"/>
-->

-->

</COMPUTER_LOCK_CONFIG>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

COMPUTER_LOCK_CONFIG のパラメーター
COMPUTER_LOCK 値 - この値を設定することにより、Windows、Linux、およびその他のオ
ペレーティングシステムをカスタマイズできます。
•

windows - Windows ベースのオペレーティングシステムのコンピューターロックを定義
するためのコマンドを設定します。Windows ベースのオペレーティングシステムのコン
ピューターロックは、デフォルトで Windows ロゴ ＋L キーです。

•

custom - Windows ベース以外のオペレーティングシステムのコンピューターロックを定
義するためのコマンドを設定します。

•

disabled - コンピューターロック機能を無効にします。

COMPUTER_LOCK キー - オペレーティングシステムをロックするためのキーの組み合わせを
設定します。
例：
<COMPUTER_LOCK key="l_gui,l"/>
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COMPUTER_LOCK_CONFIG のランタイムエラー
表示される可能性のある COMPUTER_LOCK_CONFIG のエラーメッセージは、次のとおりで
す。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Invalid number of parameters. The maximum allowed is five.（パラメー
ターの数が無効です。許可される最大数は、5 です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

Invalid COMPUTER_LOCK option; value must be windows, custom, or
disabled.（COMPUTER_LOCK オプションが無効です。有効な値は windows、custom、
または disabled です。）

•

COMPUTER_LOCK value must be set to custom to use the
COMPUTER_LOCK_KEY tag.（COMPUTER_LOCK_KEY タグを使用するには、
COMPUTER_LOCK の値を custom に設定する必要があります。）

•

The COMPUTER_LOCK key command was used without a preceding
COMPUTER_LOCK value command equal to custom.（COMPUTER_LOCK の値のコ
マンドが custom ではない状態で COMPUTER_LOCK キーコマンドが使用されました。）

•

The key parameter specified is not valid. （指定されているキーのパラメー
ターは、無効です。）

GET_NETWORK_SETTINGS
GET_NETWORK_SETTINGS コマンドは、各 iLO のネットワーク設定情報を要求します。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に
示してください。RIB_INFO MODE は"read"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_NETWORK_SETTINGS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_NETWORK_SETTINGS のパラメーター
なし

GET_NETWORK_SETTINGS のランタイムエラー
なし

GET_NETWORK_SETTINGS が返すメッセージ
GET_NETWORK_SETTINGS は、次のようなメッセージを返します。
<GET_NETWORK_SETTINGS>
<ENABLE_NIC VALUE="Y"/>
<SHARED_NETWORK_PORT VALUE="N"/>
<VLAN_ENABLED VALUE="N"/>
<VLAN_ID VALUE="0"/>
RIB_INFO
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<SPEED_AUTOSELECT VALUE="Y"/>
<NIC_SPEED VALUE="Automatic"/>
<FULL_DUPLEX VALUE="Automatic"/>
<DHCP_ENABLE VALUE="N"/>
<DHCP_GATEWAY VALUE="N"/>
<DHCP_DNS_SERVER VALUE="N"/>
<DHCP_WINS_SERVER VALUE="N"/>
<DHCP_STATIC_ROUTE VALUE="N"/>
<DHCP_DOMAIN_NAME VALUE="N"/>
<DHCP_SNTP_SETTINGS VALUE="N"/>
<REG_WINS_SERVER VALUE="N"/>
<REG_DDNS_SERVER VALUE="Y"/>
<PING_GATEWAY VALUE="N"/>
<MAC_ADDRESS VALUE="9c:8e:99:18:07:52"/>
<IP_ADDRESS VALUE="192.168.1.14"/>
<SUBNET_MASK VALUE="255.255.255.0"/>
<GATEWAY_IP_ADDRESS VALUE="0.0.0.0"/>
<DNS_NAME VALUE="foghat"/>
<DOMAIN_NAME VALUE="nexus.ilotest.com"/>
<PRIM_DNS_SERVER VALUE="192.168.1.5"/>
<SEC_DNS_SERVER VALUE="0.0.0.0"/>
<TER_DNS_SERVER VALUE="0.0.0.0"/>
<PRIM_WINS_SERVER VALUE="0.0.0.0"/>
<SEC_WINS_SERVER VALUE="0.0.0.0"/>
<SNTP_SERVER1 VALUE="192.168.1.2"/>
<SNTP_SERVER2 VALUE=""/>
<TIMEZONE VALUE="America/Menominee"/>
<STATIC_ROUTE_1 DEST="0.0.0.0"
MASK="0.0.0.0"
GATEWAY="0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_2 DEST="0.0.0.0"
MASK="0.0.0.0"
GATEWAY="0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_3 DEST="0.0.0.0"
MASK="0.0.0.0"
GATEWAY="0.0.0.0"/>
<IPV6_ADDRESS
VALUE="2001:2:1::14"
PREFIXLEN="64"
ADDR_SOURCE="STATIC"
ADDR_STATUS="ACTIVE"/>
<IPV6_ADDRESS
VALUE="fe80::9e8e:99ff:fe18:752"
PREFIXLEN="64"
ADDR_SOURCE="SLAAC"
ADDR_STATUS="ACTIVE"/>
<IPV6_ADDRESS
VALUE="2001:2:1:0:9e8e:99ff:fe18:752"
PREFIXLEN="64"
ADDR_SOURCE="SLAAC"
ADDR_STATUS="ACTIVE"/>
<IPV6_STATIC_ROUTE_1
IPV6_DEST="2001:2:2::20"
PREFIXLEN="64"
IPV6_GATEWAY="fe80::1:2:3"
ADDR_STATUS="ACTIVE"/>
<IPV6_STATIC_ROUTE_2
IPV6_DEST="::"
PREFIXLEN="0"
IPV6_GATEWAY="::"
ADDR_STATUS="INACTIVE"/>
<IPV6_STATIC_ROUTE_3
IPV6_DEST="2001:1001:2002:3003::"
PREFIXLEN="64"
IPV6_GATEWAY="fe80::1:2:3"
ADDR_STATUS="ACTIVE"/>
<IPV6_PRIM_DNS_SERVER VALUE="2001:1:2::5"/>
<IPV6_SEC_DNS_SERVER VALUE="2001:2:1::5"/>
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<IPV6_TER_DNS_SERVER VALUE="::"/>
<IPV6_DEFAULT_GATEWAY VALUE="::"/>
<IPV6_PREFERRED_PROTOCOL VALUE="Y"/>
<IPV6_ADDR_AUTOCFG VALUE="Y"/>
<IPV6_REG_DDNS_SERVER VALUE="Y"/>
<DHCPV6_STATELESS_ENABLE VALUE="Y"/>
<DHCPV6_STATEFUL_ENABLE VALUE="Y"/>
<DHCPV6_RAPID_COMMIT VALUE="N"/>
<DHCPV6_DOMAIN_NAME VALUE="N"/>
<DHCPV6_SNTP_SETTINGS VALUE="N"/>
<DHCPV6_DNS_SERVER VALUE="N"/>
<ILO_NIC_AUTO_SELECT VALUE="LINKACT"/>
<ILO_NIC_AUTO_SNP_SCAN VALUE="0"/>
<ILO_NIC_AUTO_DELAY VALUE="90"/>
<ILO_NIC_FAIL_OVER VALUE="DISABLED"/>
<ILO_NIC_FAIL_OVER_DELAY VALUE="300"/>
<SNP_PORT VALUE="1"/>
</GET_NETWORK_SETTINGS>

要求が成功しなかった場合、次のようなメッセージが返されます。
<RESPONSE
STATUS = "0x0001"
MSG = "Error Message"/>

•

IPV6_ADDRESS では、ADDR_STATUS="string"は、各アドレスについ
て"Pending"、"Active"、または"Failed"ステータスを報告します。Pending（保留状態）
は、重複アドレス検出（DAD）テストがまだ実行中であることを示し、Failed（障害）は、
ネットワークで重複アドレスが検出され、アドレスが現在 iLO によって使用されていない
ことを示し、Active（アクティブ）は、DAD にパスし、アドレスが iLO によって使用され
ていることを示します。

•

IPV6_ADDRESS では、ADDR_STATUS="string"は、そのアドレスの設定ソースを示
す"Static"、"SLAAC"、または"DHCPv6"ステータスを報告します。SLAAC は、RFC 4862
ステートレスアドレス自動設定を示します。

•

IPV6_STATIC_ROUTE_[1:3] では、ADDR_STATUS="string"は、設定されている各静的経
路について"Active"または"Failed"ステータスを報告します。Active（アクティブ）は、経
路がネットワークスタックに受け入れられ、使用されていることを示します。Failed（障
害）は、経路がネットワークスタックに拒否されたことを示します。通常、これは、指定
したゲートウェイに「ソースへの経路がない」エラーによるものです。この場合、iLO は、
設定されている限り、定期的に静的経路の設定を再実行します（ゲートウェイまでの経路
は、ルーターの通知または iLO アドレスの設定を通じて検出される場合があります）。

MOD_NETWORK_SETTINGS
MOD_NETWORK_SETTINGS は、ネットワーク設定を変更するために使用します。このコマ
ンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、
RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが
iLO 設定権限を持たなければなりません。
iLO のスクリプティングファームウェアは、ネットワークの変更が、ネットワーク環境に適合
するかどうかを判定しません。ネットワーク設定を変更する場合、ユーザーは、マネジメント
プロセッサー用のネットワークコマンドをよく知っておく必要があります。マネジメントプロ
セッサーがコマンドを無視し、エラーも返されない場合もあります。
たとえば、スクリプトに DHCP を有効にするコマンドと IP アドレスを変更するコマンドが含
まれている場合、IP アドレスは無視されます。ネットワーク環境に適合しない値にネットワー
ク設定を変更すると、iLO に接続できなくなることがあります。
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以前のバージョンの iLO では、スクリプトの実行が成功した後、変更を適用するために iLO 管
理プロセッサーがリブートされました。iLO に接続できなくなった場合、RBSU を使用して、
ネットワーク設定を、ネットワーク環境と互換性のある値に再設定してください。
iLO 4 2.00 の場合、MOD_NETWORK_SETTINGS で行った変更内容を iLO が開始する方法を
変更しました。iLO は、次の設定を変更した場合にのみ、すぐに再起動するようになりました。
•

IPv4 のすべての設定

•

以下のパラメーターを含む、IPv6 の一部の設定（パラメーターの変更で再起動が必要な場
合）
IPV6_PREFERRED_PROTOCOL

◦

IPV6_ADDR_AUTOCFG

◦

DHCPv6（すべて）

•

◦

以下のパラメーターを含む、SNTP とタイムゾーンの設定（パラメーターの変更で再起動
が必要な場合）

◦

DHCP_SNTP_SETTINGS

◦

DHCPv6_SNTP_SETTINGS

◦

SNTP_SERVER1

◦

SNTP_SERVER2

◦

TIMEZONE

例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<ENABLE_NIC value="Yes"/>
<REG_DDNS_SERVER value="Yes"/>
<PING_GATEWAY value="No"/>
<DHCP_DOMAIN_NAME value="Yes"/>
<SPEED_AUTOSELECT value="YES"/>
<NIC_SPEED value="100"/>
<FULL_DUPLEX value="Yes"/>
<DHCP_ENABLE value="No"/>
<IP_ADDRESS value="172.20.60.152"/>
<SUBNET_MASK value="255.255.255.0"/>
<GATEWAY_IP_ADDRESS value="172.20.60.1"/>
<DNS_NAME value="demoilo"/>
<DOMAIN_NAME value="internal.com"/>
<DHCP_GATEWAY value="Yes"/>
<DHCP_DNS_SERVER value="Yes"/>
<DHCP_WINS_SERVER value="Yes"/>
<DHCP_STATIC_ROUTE value="Yes"/>
<REG_WINS_SERVER value="Yes"/>
<PRIM_DNS_SERVER value="0.0.0.0"/>
<SEC_DNS_SERVER value="0.0.0.0"/>
<TER_DNS_SERVER value="0.0.0.0"/>
<PRIM_WINS_SERVER value="0.0.0.0"/>
<SEC_WINS_SERVER value="0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_1 DEST="0.0.0.0" GATEWAY="0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_2 DEST="0.0.0.0" GATEWAY="0.0.0.0"/>
<STATIC_ROUTE_3 DEST="0.0.0.0" GATEWAY="0.0.0.0"/>
<DHCP_SNTP_SETTINGS value="Yes"/>
<SNTP_SERVER1 value="0.0.0.0"/>
<SNTP_SERVER2 value="0.0.0.0"/>
<TIMEZONE value="America/Anchorage"/>
<!-- This tag can be used on an iLO blade server to force iLO
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-->

<!-- to attempt to get an IP address from the signal backplane
<!-- in a server enclosure. The IP address must be set prior
<!-- with Mod_Enc_Bay_IP_Settings.xml
<ENCLOSURE_IP_ENABLE VALUE="Yes"/>
<!-iLO 4 - Version 2.00 and later
<!-iLO 3 - None.
<!-iLO 2 - None.
<!-- VALUES "DISABLED" "LINKACT" "RCVDATA" "DHCP"
<ILO_NIC_AUTO_SELECT VALUE="DISABLED"/>
<SNP_PORT VALUE="1"
<ILO_NIC_AUTO_SNP_SCAN VALUE="0"/>
<ILO_NIC_AUTO_DELAY VALUE="90"/>
<ILO_NIC_FAIL_OVER VALUE="DISABLED"/>
<ILO_NIC_FAIL_OVER_DELAY VALUE="300"/>
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

内蔵 LOM 用に VLAN を変更する例：
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="WRITE" >
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<ENABLE_NIC value=”Yes”/>
<SHARED_NETWORK_PORT VALUE="Yes"/>
<VLAN_ENABLED VALUE="Yes" />
<VLAN_ID VALUE="1"/>
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

FlexibleLOM 用に VLAN を変更する例：

<RIBCL version="2.21">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="WRITE" >
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<ENABLE_NIC value="Yes"/>
<SHARED_NETWORK_PORT VALUE="FlexibleLOM"/>
<VLAN_ENABLED VALUE="Yes" />
<VLAN_ID VALUE="1" />
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

RBSU POST IP の例：
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write" >
<MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<RBSU_POST_IP VALUE="Y"/>
</MOD_GLOBAL_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

共有ネットワークポートの例：

RIB_INFO
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注記: 共有ネットワークポートの設定は、サンプルスクリプト
MOD_NETWORK_SETTINGS.xml にあるだけでなく、サンプルスクリプト
Shared_Network_Port.xml にもあります。
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="WRITE" >
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<SHARED_NETWORK_PORT VALUE="N"/>
<!-iLO 4 - Version 2.00 and later
<!-iLO 3 - None.
<!-iLO 2 - None.
<!-- VALUES "", "1", "2"
<!-<SNP_PORT VALUE="1"/>
-->
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->
-->

IPv6_ADDRESS のサポート
MOD_NETWORK_SETTINGS は IPv6 をサポートします。サンプルスクリプト（以下を参照）
のこのセクションは、デフォルトでコメントアウトされています。必要に応じてパラメーター
のコメントを外して有効にし、等価な IPv4 パラメーターを無効（コメントアウト）にしてく
ださい。パラメーターおよびその値については、「IPv6 MOD_NETWORK_SETTINGS のパラ
メーター」を参照してください。
<IPV6_ADDRESS
<IPV6_ADDRESS
<IPV6_ADDRESS
<IPV6_ADDRESS

VALUE="2001:DB8:2:1::15" PREFIXLEN="64"/>
VALUE="2001:DB8:2:2::15" PREFIXLEN="64"/>
VALUE="FC00:DB8:2:3::15" PREFIXLEN="64"/>
VALUE="FC00:DB8:2:2::15"
PREFIXLEN="64"
ADDR_SOURCE="STATIC"
ADDR_STATUS="ACTIVE"/>
<IPV6_STATIC_ROUTE_1
IPV6_DEST="::"
PREFIXLEN="0"
IPV6_GATEWAY="::"
ADDR_STATUS="INACTIVE"/>
<IPV6_STATIC_ROUTE_2
IPV6_DEST="::"
PREFIXLEN="0"
IPV6_GATEWAY="::"
ADDR_STATUS="INACTIVE"/>
<IPV6_STATIC_ROUTE_3
IPV6_DEST="2001:DB8:2002:3003::"
PREFIXLEN="64"
IPV6_GATEWAY="2001:DB8:1::40"
ADDR_STATUS="ACTIVE"/>
<IPV6_PRIM_DNS_SERVER VALUE="2001:DB8:2:1::13"/>
<IPV6_SEC_DNS_SERVER VALUE="::"/>
<IPV6_TER_DNS_SERVER VALUE="::"/>
<IPV6_DEFAULT_GATEWAY VALUE="::"/>
<IPV6_PREFERRED_PROTOCOL VALUE="Y"/>
<IPV6_ADDR_AUTOCFG VALUE="Y"/>
<IPV6_REG_DDNS_SERVER VALUE="Y"/>
<SNTP_SERVER1 VALUE="2001:DB8:2:1::13"/>
<SNTP_SERVER2 VALUE="2001:DB8:1::13"/>
<!-Support for the following 5 tags:
<!-iLO 4 - Version 1.30 and later.
<!-iLO 3 - Version 1.60 and later.
<!-iLO 2 - None
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-->
-->
-->
-->

<DHCPV6_STATELESS_ENABLE VALUE="Y"/>
<DHCPV6_STATEFUL_ENABLE VALUE="Y"/>
<DHCPV6_RAPID_COMMIT VALUE="N"/>
<DHCPV6_SNTP_SETTINGS VALUE="N"/>
<DHCPV6_DNS_SERVER VALUE="Y"/>
<DHCPV6_DOMAIN_NAME VALUE=”Y”/>

MOD_NETWORK_SETTINGS のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_NETWORK_SETTINGS のエラーメッセージは、次のとおりで
す。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

iLO may not be disabled on this server.（このサーバーの iLO が無効になっ
ていない可能性があります。） このメッセージは、ENABLE_NIC が No に設定されてい
て、システムがブレードの場合に送信されます。

MOD_NETWORK_SETTINGS のパラメーター
以下の各パラメーターを指定しない場合、指定した設定のパラメーター値は維持されます。一
部のフィールドでは、値"0"は許可されません。このため、一部のフィールドでは、空白文字列
を入力すると、現在の値が削除されます。
ENABLE_NIC は、NIC が iLO の状態を反映できるようにします。値として Yes または No を
指定できます。大文字と小文字の区別はありません。
SHARED_NETWORK_PORT は、共有ネットワークポートの値を設定するために使用します。
値として、LOM、FlexibleLOM、Yes、または No を指定できます。共有ネットワークポート
機能は、この機能をサポートするハードウェア、NIC ファームウェア、および iLO ファーム
ウェアを備えたサーバーでのみ使用できます。このコマンドはすべての 300、500、700 およ
び 900 ML/DL サーバーでサポートされていますが、すべての値（LOM または FlexibleLOM）
がすべてのサーバーでサポートされているわけではありません。
•

No - サーバーの背面にあるジャックが付いた NIC が有効になります（専用ネットワーク
ポート）。

•

Yes - サーバーに組み込まれた NIC が有効になります（共有ネットワークポート）。この
NIC は、サーバーネットワークトラフィックを処理し、同時に iLO トラフィックを処理す
るように iLO を設定することもできます。

•

LOM - サーバーに組み込まれている NIC が有効になります（共有ネットワークポート）。
この NIC は、サーバーネットワークトラフィックを処理し、同時に iLO トラフィックを
処理するように iLO を設定することもできます。一部のサーバーは、LOM をサポートし
ません。

•

FlexibleLOM - サーバーの特別なスロットに取り付けることができるオプションの NIC が
有効になります。この NIC は、サーバーネットワークトラフィックを処理し、同時に iLO
トラフィックを処理するように iLO を設定することもできます。一部のサーバーは、
FlexibleLOM をサポートしません。

iLO 共有ネットワークポート機能を使用する場合、XML インターフェイスを介して iLO ファー
ムウェアをフラッシュするのに、約 7 分かかります。iLO では、共有ネットワークポートを使
用してファームウェアのフラッシュを完了するのに、専用の iLO マネジメントポートを使用す
るより長い時間がかかることはありません。
VLAN_ENABLED - 共有ネットワークポート VLAN ID タギングを有効にします。値として"Yes"ま
たは"No"を指定できます。
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VLAN_ID - VLAN ID の値を設定します。値は、1～4094 の範囲でなければなりません。
REG_DDNS_SERVER VALUE は、iLO に管理ポートを DDNS サーバーに登録させるように指
示します。値として"Yes"または"No"を指定できます。
PING_GATEWAY - Y に設定されていると、iLO は初期化中に 4 つの ICMPv4 エコー要求パケッ
トを IPv4 ゲートウェイに送信します。これにより、iLO とのパケット転送を担当するルーター
で、iLO 用の ARP キャッシュエントリーの状態を最新に保つことができます。
DHCP_DOMAIN_NAME - Y に設定されていると、iLO は、DHCPv4 サーバーによって提供さ
れるドメイン名を使用します。DHCP_DOMAIN_NAME と DHCPV6_DOMAIN_NAME の両方
が N に設定されていると、iLO は DOMAIN_NAME に設定されているドメイン名に対して静的
値を使用します。
SPEED_AUTOSELECT は、iLO トランシーバーによるネットワーク速度（NIC_SPEED）およ
びデュプレックス（FULL_DUPLEX）の自動検出を有効または無効にする Boolean パラメー
ターです。このパラメーターはオプションで、速度の自動検出を有効にするには Boolean スト
リングを"Yes"に設定しなければなりません。このパラメーターを使用する場合、Boolean ス
トリング値をブランクにしてはなりません。値として"Yes"または"No"を指定できます。パラ
メーター値には、大文字と小文字の区別はありません。
NIC_SPEED は、SPEED_AUTOSELECT を"No"に設定した場合にトランシーバーの速度を設
定するために使用します。値として、10、100、または Automatic を使用できます。
SPEED_AUTOSELECT を N に設定し、NIC_SPEED を Automatic に設定した場合は、現在
の値が保持されます。つまり、SPEED_AUTOSELECT を N に設定した場合、Automatic は
NIC_SPEED に適用される値ではありません。
FULL_DUPLEX は、iLO が全二重モードと半二重モードのどちらをサポートするかを決定する
ために使用します。SPEED_AUTOSELECT が"No"に設定された場合にのみ適用されます。値
として"Yes"、"No"、または"Automatic"を指定できます。SPEED_AUTOSELECT を N に設
定し、FULL_DUPLEX を Automatic に設定した場合は、現在の値が保持されます。 つまり、
SPEED_AUTOSELECT を N に設定した場合、Automatic は FULL_DUPLEX に適用される値
ではありません。 パラメーター値には、大文字と小文字の区別はありません。
DHCP_ENABLE は、DHCP を有効にするために使用します。値として"Yes"または"No"を指定
できます。パラメーター値には、大文字と小文字の区別はありません。
IP_ADDRESS は、DHCP が有効ではない場合に、iLO の IP アドレスを選択するために使用し
ます。空白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
SUBNET_MASK は、DHCP が有効ではない場合に、iLO のサブネットマスクを選択するため
に使用します。空白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
GATEWAY_IP_ADDRESS は、DHCP が有効ではない場合に、iLO のデフォルトゲートウェイ
IP アドレスを選択するために使用します。空白文字列を入力すると、現在の値は削除されま
す。
DNS_NAME は、iLO の DNS 名を指定するために使用します。1～49 の値を指定できます。空
白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。ホスト名と呼ばれる別のインターフェイス
に注意してください。
DOMAIN_NAME は、iLO がインストールされているネットワークのドメイン名を指定するた
めに使用します。1～64 の値を指定できます。空白文字列を入力すると、現在の値は削除され
ます。DHCP_DOMAIN_NAME と DHCDHCPV6_DOMAIN_NAME の両方が N に設定されてい
ると、iLO は DOMAIN_NAME から静的値を使用します。
DHCP_GATEWAY は、DHCP 割り当てゲートウェイアドレスを使用するかどうかを指定しま
す。値として"Yes"または"No"を指定できます。パラメーター値には、大文字と小文字の区別
があります。この選択は、DHCP が有効である場合にのみ有効です。
DHCP_DNS_SERVER は、DHCP 割り当て DNS サーバーを使用するかどうかを指定します。
値として"Yes"または"No"を指定できます。パラメーター値には、大文字と小文字の区別があ
ります。この選択は、DHCP が有効である場合にのみ有効です。
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DHCP_WINS_SERVER は、DHCP 割り当て WINS サーバーを使用するかどうかを指定しま
す。値として"Yes"または"No"を指定できます。パラメーター値には、大文字と小文字の区別
があります。この選択は、DHCP が有効である場合にのみ有効です。
DHCP_STATIC_ROUTE は、DHCP 割り当て静的経路を使用するかどうかを指定します。値と
して"Yes"または"No"を指定できます。パラメーター値には、大文字と小文字の区別がありま
す。この選択は、DHCP が有効である場合にのみ有効です。
REG_WINS_SERVER は、iLO を WINS サーバーに登録する必要があるかどうかを指定しま
す。値として"Yes"または"No"を指定できます。パラメーター値には、大文字と小文字の区別
があります。この選択は、DHCP が有効である場合にのみ有効です。
PRIM_DNS_SERVER は、プライマリ DNS サーバーの IP アドレスを指定します。このパラ
メーターは、DHCP 割り当て DNS サーバーアドレス機能が無効な場合にのみ適用されます。
空白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
SEC_DNS_SERVER は、セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを指定します。このパラメー
ターは、DHCP 割り当て DNS サーバーアドレス機能が無効な場合にのみ適用されます。空白
文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
TER_DNS_SERVER は、ターシャリ DNS サーバーの IP アドレスを指定します。このパラメー
ターは、DHCP 割り当て DNS サーバーアドレス機能が無効な場合にのみ適用されます。空白
文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
PRIM_WINS_SERVER は、プライマリ WINS サーバーの IP アドレスを指定します。このパラ
メーターは、DHCP 割り当て WINS サーバーアドレス機能が無効な場合にのみ適用されます。
空白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
SEC_WINS_SERVER は、セカンダリ WINS サーバーの IP アドレスを指定します。このパラ
メーターは、DHCP 割り当て WINS サーバーアドレス機能が無効な場合にのみ適用されます。
空白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
STATIC_ROUTE_1、STATIC_ROUTE_2、および STATIC_ROUTE_3 は、静的経路の宛先と
ゲートウェイの IP アドレスを指定するために使用します。静的経路のコマンド内では、次の
2 つのパラメーターが使用されます。空白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
•

DEST は、静的経路の宛先の IP アドレスを指定します。このパラメーターは、DHCP 割
り当て静的経路機能が無効な場合にのみ適用されます。空白文字列を入力すると、現在の
値は削除されます。

•

GATEWAY は、静的経路のゲートウェイの IP アドレスを指定します。このパラメーター
は、DHCP 割り当て静的経路機能が無効な場合にのみ適用されます。空白文字列を入力す
ると、現在の値は削除されます。

DHCP_SNTP_SETTINGS は、SNTP タイムサーバーとタイムゾーンの情報を iLO が DHCP
サーバーから取得するのかそれともユーザーが手動で入力するのかを決定するために使用され
ます。
SNTP_SERVER1 は、IPv4 または IPv6 SNTP サーバーの IP アドレスまたは SNTP サーバー
の FQDN を指定します。FQDN は、DNS 規格（例：time.nist.gov）に準拠する必要がありま
す。iLO ファームウェアはこのサーバーに接続して UTC タイムを取得します。iLO がこのサー
バーに接続できない場合は、セカンダリタイムサーバーへの接続を試みます。このパラメー
ターは、DHCP_SNTP_SETTINGS が No に設定されている場合にのみ適用されます。空白文
字列を入力すると、現在の値は削除されます。
SNTP_SERVER2 は、IPv4 または IPv6 SNTP サーバーの IP アドレスまたは SNTP サーバー
の FQDN を指定します。FQDN は、DNS 規格（例：time.nist.gov）に準拠する必要がありま
す。iLO ファームウェアはこのサーバーに接続して UTC タイムを取得します。iLO は、プライ
マリタイムサーバーに接続できない場合に、このサーバーに接続します。このパラメーター
は、DHCP_SNTP_SETTINGS が No に設定されている場合にのみ適用されます。空白文字列
を入力すると、現在の値は削除されます。
TIMEZONE は、Olson データベースに基づき現在のタイムゾーンを指定します。Web ブラウ
ザーを使用して iLO 4 の [管理]→[ネットワーク]→[SNTP 設定]に移動して、[タイムゾーン] リ
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ストボックスから正しいタイムゾーンを選択します。タイムゾーンの名前は、[SNTP Settings]
のタイムゾーンリストボックスに表示されているとおりに正確に入力する必要があります（GMT
オフセットを除く）。有効なタイムゾーンには、[America/Anchorage]、[Europe/Zurich] な
どがあります。
ILO_NIC_AUTO_SELECT を使用すると、iLO は起動時に共有または専用ネットワークのいず
れかのポートを自動的に選択することができます。ポート上でネットワーク動作を探し、ネッ
トワーク動作が見られる最初のポートを選択して使用します。この設定の変更は、iLO がリセッ
トされるまで反映されません。
注記: NIC が動作しているかを iLO が調査しているとき、使用可能な物理 NIC を定期的に切
り替えます。いずれかの物理 NIC がセキュリティ保護されていないネットワークに接続されて
いると、不正アクセスが発生する可能性があります。Hewlett Packard Enterprise では、必ず
iLO を次のようなネットワークに接続することを強くおすすめします。
•

iLO へのアクセスに強力なパスワードを使用する

•

ILO 専用の NIC をセキュリティ保護されていないネットワークに接続しない

•

iLO と共有しているサーバーの NIC がセキュリティ保護されていないネットワークに接続
されている場合、共有 NIC の iLO 部分で VLAN タギングを使用し、VLAN が安全なネッ
トワークだけに接続されていることを確認してください。

ILO_NIC_AUTO_SNP_SCAN は、ハードウェアがサポートする場合、NIC の自動選択中に複
数の SNP ポートをスキャンします。有効な値は、0 と 2 です。値が 0 に設定されている場合、
iLO は現在設定されている SNP ポートをスキャンします。値が 2 に設定されている場合、iLO
は SNP ポート 1 および 2 をスキャンします。空の文字列を入力すると、iLO は現在設定され
ているポートをスキャンします。
ILO_NIC_AUTO_DELAY は、スキャン中に次に移動する前に各 NIC 接続をテストする秒数を
指定します。有効な値は、90～1800 です。指定しない場合、遅延はデフォルトで 90 秒に設定
されます。空の文字列は無効です。
ILO_NIC_FAIL_OVER は、NIC フェイルオーバー機能を設定します。有効な値は、DISABLED、
LINKACT、RCVDATA、DHCP です。空の文字列は、この機能を無効にします。この機能を有
効にするには、ILO_NIC_AUTO_SELECT タグも存在する必要があり、DISABLED 以外の値に
する必要があります。
ILO_NIC_FAIL_OVER_DELAY は、接続に障害が発生したとみなして次の NIC に切り替える前
に各 NIC 接続を監視する秒数を指定します。有効な値は、30～3600 です。指定しない場合、
遅延はデフォルトは 300 秒に設定されます。空の文字列は無効です。
SNP_PORT は、1 以外のポートがサポートされている場合、iLO 共有ネットワークポート接続
で使用される物理 NIC ポートを選択します。有効な値は、1 と 2 です。ポート 2 が選択され
たが、サポートされていない場合は、ポート 1 が自動的に選択されます。LOM アダプターの
使用などで、3 つ以上のポートが使用できる場合でも、iLO 共有ネットワークポートは、最初
の 2 つのポートのいずれかにしかマッピングできない可能性がある点に注意してください（サ
ポートされていない場合）。
IPv6 MOD_NETWORK_SETTINGS のパラメーター
以下の各パラメーターを指定しない場合、指定した設定のパラメーター値は維持されます。一
部のフィールドでは、値"0"は許可されません。このため、一部のフィールドでは、空白文字列
を入力すると、現在の値が削除されます。
IPV6_ADDRESS は、iLO で静的 IPv6 アドレスを設定するために使用します。スクリプトに
IPV6_ADDRESS エントリーを含めると、設定されていたすべての IPv6 静的アドレスが削除さ
れます。スクリプトが正常に終了した後では、iLO はスクリプトに指定されたアドレスのみを
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使用します。iLO のすべての静的アドレスエントリーをクリアするには、空白の IPV6_ADDRESS
エントリーを 1 つ指定します。
•

GET_NETWORK_SETTINGS の出力を MOD_NETWORK_SETTINGS の入力として使用
するために、ADDR_SOURCE を含めることができます。ただし、値が STATIC でない場
合、エントリー全体が無視されます。

•

GET_NETWORK_SETTINGS の出力を MOD_NETWORK_SETTINGS の入力として使用
するために、ADDR_STATUS を含めることができます。その値は、入力として常に無視
されます。

IPV6_STATIC_ROUTE_[1:3] は、iLO で IPv6 の静的経路を設定するために使用します。
•

IPV6_DEST は、PREFIXLEN によって制限される宛先アドレスプレフィクスを指定しま
す。文字列形式の有効なリテラル IPv6 アドレスでなければなりません。

•

IPV6_GATEWAY は、プレフィクスを転送する必要がある IPv6 アドレスを指定します。
文字列形式の有効なリテラル IPv6 アドレスでなければなりません。

•

ADDR_STATUS は GET_NETWORK_SETTINGS の出力を MOD_NETWORK_SETTINGS
の入力として使用するために使用しますが、入力としては常に無視されます。

注記: 単一の静的経路を消去するには、IPV6_DEST および IPV6_GATEWAY にブランクア
ドレス（"::"）を入力し、PREFIXLEN に"0"（ゼロ）を指定します。
IPV6_PRIM_DNS_SERVER、IPV6_SEC_DNS_SERVER、および IPV6_TER_DNS_SERVER
は、プライマリ、セカンダリ、およびターシャリ IPv6 DNS サーバーアドレスを指定するため
に使用します。値は文字列形式の有効なリテラル IPv6 アドレスでなければなりません。これ
らのアドレスは、IPv4 DNS サーバーアドレスに加えて使用されます。アドレスエントリーを
クリアするには、空白の IPv6 アドレス（"::"）を指定します。iLO クライアントアプリケーショ
ンが IPv6 を優先するように設定されている場合（IPV6_PREFFERED_PROTOCOL を参照）、
使用の順序は次のようになります。
1. IPV6_PRIM_DNS_SERVER
2. PRIM_DNS_SERVER
3. IPV6_SEC_DNS_SERVER
4. SEC_DNS_SERVER
5. IPV6_TER_DNS_SERVER
6. TER_DNS_SERVER
iLO クライアントが IPv4 プロトコルを優先する場合は、プライマリ、セカンダリ、およびター
シャリの各設定で IPv6 と IPv4 の順序が逆になります。
IPV6_DEFAULT_GATEWAY を使用すると、ILO ネットワークスタックが維持するデフォルト
のゲートウェイアドレスリストに IPv6 アドレスを追加できます。これは、主にネットワーク
上に RA（ルーター通知）メッセージが存在しない環境用です。値は文字列形式の有効なリテ
ラル IPv6 アドレスでなければなりません。アドレスエントリーをクリアするには、空白の IPv6
アドレス（"::"）を指定します。
IPV6_ADDR_AUTOCFG を使用すると、RFC 4862 の SLAAC（ステートレスアドレス自動設
定）を有効または無効にすることができます。値は、Y（有効）または N（無効）でなければ
なりません。有効にすると、iLO は RA から適宜 iLO の IPv6 アドレスを作成します。無効に
すると、リンクローカルアドレスのみが自動的に設定されます。ルーター通知は監視されます
が、SLAAC アドレスの作成には使用されません。
IPV6_REG_DDNS_SERVER は、DNS サーバーへの IPv6 アドレスの自動登録を有効または無
効にします。値は、Y（有効）または N（無効）でなければなりません。有効にすると、iLO は
iLO の IPv6 アドレスの AAAA および PTR レコードを DNS サーバーに登録しようと試みます。
IPV6_PREFERRED_PROTOCOL は、IPv6 アドレスの優先使用を有効または無効にします。
値は、Y（有効）または N（無効）でなければなりません。有効にすると、iLO クライアントア
プリケーションは、IPv4 サービスアドレスと IPv6 サービスアドレスの両方が設定されている
場合、IPv4 サービスアドレスの前に IPv6 サービスアドレスを使用します。現在この設定が影
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響するクライアントアプリケーションは、DNS 名リゾルバーおよび SNTP です。SNTP では、
FQDN が設定され、DNS 名リゾルバーが A（IPv4）および AAAA（IPv6）レコードの両方を返
す場合、この設定で指定された順序でアドレスが試されます。DNS 名リゾルバーでは、IPv4
および IPv6 両方の DNS アドレスが設定されている場合、この設定がプライマリアドレス、次
にセカンダリアドレス、最後にターシャリアドレスで使用する順序を決定します。
DHCPV6_STATELESS_ENABLE および DHCPV6_STATEFUL_ENABLE は、DHCPv6 の動作
モードを変更します。これら 2 つのパラメーターの値には Y（有効）と N（無効）のどちらか
を指定できます。
•

DHCPV6_STATEFUL_ENABLE は DHCPv4 に類似しており、ノードアドレスと、NTP
サーバーの位置やタイムゾーンなどの追加パラメーターの設定を有効にします。

•

DHCPV6_STATELESS_ENABLE は、NTP サーバーの位置などのパラメーターの設定を
有効にしますが、ノードアドレスの設定は行えません。このモードを IPv6 ステートレス
アドレス自動設定（SLAAC）と一緒に使用して、他の方法では指定できない設定データを
指定することができます。
DHCPV6_STATELESS_ENABLE と DHCPV6_STATEFUL_ENABLE は、DHCPv6 環境で連動
して機能します。ほとんどの環境では、DHCPV6_STATEFULL_ENABLE が有効である場合
（DHCPV6_STATEFUL_ENABLE を介して使用可能な情報のサブセットが提供されます）、
DHCPV6_STATELESS_ENABLE も有効であることを意味します。値は、Y（有効）または N
（無効）でなければなりません。
DHCPV6_RAPID_COMMIT は、DHCPV6_STATEFUL_ENABLE が有効なときに使用します。
これにより、アドレスを割り当てるために必要な DHCPv6 ネットワークトラフィックの量が
減少しますが、アドレスを割り当てるために複数の DHCPv6 サーバーがネットワークに存在
する場合は使用しないでください。複数のサーバーが iLO に IPv6 アドレスを割り当てること
ができて、かつ Rapid Commit モードが有効である場合、DHCPv6 データベースエラーが発生
する可能性があります。値は、Y（有効）または N（無効）でなければなりません。
DHCPV6_SNTP_SETTINGS は、DHCPv6 によってステートレスで割り当てられた NTP サー
バーのアドレスを使用するか、ユーザーが手動でその情報を入力するかを指定します。値は、
Y（有効）または N（無効）でなければなりません。
DHCPV6_DNS_SERVER は、DHCPv6 によってステートレスで割り当てられた DNS サーバー
のアドレスを使用するかどうかを指定します。値は、Y（有効）または N（無効）でなければ
なりません。
DHCPV6_DOMAIN_NAME - DHCPv6 サーバーによって提供されるドメイン名を iLO が使用す
るかどうかを指定します。値は、Y（有効）または N（無効）でなければなりません。
DHCP_DOMAIN_NAME と DHCPV6_DOMAIN_NAME の両方が N に設定されていると、iLO
は DOMAIN_NAME に設定されているドメイン名に対して静的値を使用します。

GET_GLOBAL_SETTINGS
GET_GLOBAL_SETTINGS コマンドは、各 iLO のグローバル設定情報を要求します。このコ
マンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し
てください。RIB_INFO MODE は"read"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_GLOBAL_SETTINGS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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GET_GLOBAL_SETTINGS のパラメーター
なし

GET_GLOBAL_SETTINGS のランタイムエラー
なし

GET_GLOBAL_SETTINGS が返すメッセージ
GET_GLOBAL_SETTINGS は、次のようなメッセージを返します。
<GET_GLOBAL_SETTINGS>
<SESSION_TIMEOUT VALUE="30"/>
<F8_PROMPT_ENABLED VALUE="Y"/>
<F8_LOGIN_REQUIRED VALUE="N"/>
<HTTPS_PORT VALUE="443"/>
<HTTP_PORT VALUE="80"/>
<REMOTE_CONSOLE_PORT VALUE="17990"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PORT VALUE="17988"/>
<SNMP_ACCESS_ENABLED VALUE="Y"/>
<SNMP_PORT VALUE="161"/>
<SNMP_TRAP_PORT VALUE="162"/>
<SSH_PORT VALUE="22"/>
<SSH_STATUS VALUE="Y"/>
<SERIAL_CLI_STATUS VALUE="Enabled-Authentication Required"/>
<SERIAL_CLI_SPEED VALUE="9600"/>
<VSP_LOG_ENABLE VALUE="N"/>
<MIN_PASSWORD VALUE="8"/>
<AUTHENTICATION_FAILURE_LOGGING VALUE="Enabled-every 3rd failure"/>
<RBSU_POST_IP VALUE="Y"/>
<ENFORCE_AES VALUE="N"/>
</GET_GLOBAL_SETTINGS>

MOD_GLOBAL_SETTINGS
MOD_GLOBAL_SETTINGS コマンドは、グローバル設定を変更します。このコマンドを正し
く構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO
MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限
を持たなければなりません。
ポートの設定に加えられた変更を有効にするために、iLO デバイス（サーバーではない）は自
動的にリセットされます。ILO_FUNCT_ENABLED を No に設定すると、iLO の管理機能が無
効になります。無効になった場合、iLO を再度有効にするには、サーバーのシステムボードの
iLO セキュリティオーバーライドスイッチおよび iLO RBSU（F8 キー）を使用する必要があり
ます。
例 1：以下のスクリプトでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<SESSION_TIMEOUT value="0"/>
<F8_PROMPT_ENABLED value="Yes"/>
<HTTP_PORT value="80"/>
<HTTPS_PORT value="443"/>
<REMOTE_CONSOLE_PORT value="17990"/>
<MIN_PASSWORD value="8"/>
<ILO_FUNCT_ENABLED value="Yes"/>
<VIRTUAL_MEDIA_PORT value="17988"/>
<LOCK_CONFIGURATION value="N"/>
<F8_LOGIN_REQUIRED value="No"/>
<SSH_PORT value="22"/>
<SSH_STATUS value="Yes"/>
<SERIAL_CLI_STATUS value="3"/>
<SERIAL_CLI_SPEED value="1"/>
<RBSU_POST_IP value="Y"/>
<ENFORCE_AES value="N"/>
<AUTHENTICATION_FAILURE_LOGGING value="3"/>
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<!-Firmware support information for next 3 tags:
<!-iLO 4 - 1.10 or later.
<!-iLO 3 - None.
<!-iLO 2 - None.
<!-- Firmware support information for next 2 tags:
-->
<!-iLO 4 - Version 2.30 and later.
-->
<!-iLO 3 - None.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<!-- <AUTHENTICATION_FAILURE_DELAY_SECS value="10"/>
-->
<!-- <AUTHENTICATION_FAILURES_BEFORE_DELAY value="1"/>
-->

-->
-->
-->
-->

<SNMP_ACCESS_ENABLED value

= "N"/>
<SNMP_PORT value="161"/>
<SNMP_TRAP_PORT value="162"/>
<!-- Firmware support information for next 7 tags:
-->
<!-iLO 4 - 1.20 or later.
-->
<!-iLO 3 - None.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<REMOTE_SYSLOG_ENABLE VALUE="Yes"/>
<REMOTE_SYSLOG_PORT VALUE="514"/>
<REMOTE_SYSLOG_SERVER_ADDRESS VALUE=”192.0.2.20”/>
<ALERTMAIL_ENABLE VALUE="Y"/>
<ALERTMAIL_EMAIL_ADDRESS VALUE="user@domain.com"/>
<ALERTMAIL_SENDER_DOMAIN VALUE="domain.com"/>
<ALERTMAIL_SMTP_SERVER VALUE="smtp.domain.com" />
<!-- Firmware support information for next tag:
-->
<!-iLO 4 - 1.30 or later.
-->
<!-iLO 3 - None.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<ALERTMAIL_SMTP_PORT VALUE="25"/>
<!-- Firmware support information for next tag:
-->
<!-iLO 4 - 1.20 or later.
-->
<!-iLO 3 - 1.55 or later.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<IPMI_DCMI_OVER_LAN_ENABLED value="y"/>
<!-Firmware support information for next tag:
<!-iLO 4 - 1.20 or later.
<!-iLO 3 - None.
<!-iLO 2 - 2.09 or later.
<VSP_LOG_ENABLE VALUE="Y" />
<!-- Firmware support information for next tag:
-->
<!-iLO 4 - 1.30 or later.
-->
<!-iLO 3 - 1.60 or later.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<PROPAGATE_TIME_TO_HOST VALUE="Y" />
</MOD_GLOBAL_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->
-->

仮想シリアルポートは、ソフトウェアによるフロー制御の自動的な有効化および無効化をサ
ポートします。デフォルトで、この機能は無効です。この設定オプションを有効にするには、
RIBCL を使用する必要があります。このオプションを有効にするには、次のスクリプトを実行
します。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<VSP_SOFTWARE_FLOW_CONTROL value="Yes"/>
</MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<RESET_RIB />
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

MOD_GLOBAL_SETTINGS のパラメーター
以下のパラメーターは、オプションです。パラメーターを指定しない場合、指定した設定のパ
ラメーター値は維持されます。
注記: ポート変更が検出されると、変更を適用するために、スクリプトが正常に完了した後
で iLO が再起動します。
SESSION_TIMEOUT - セッションタイムアウトの最大値を分単位で決定します。可能な値は
0、15、30、60、および 120 です。値 0 は無期限のタイムアウトを指定します。
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F8_PROMPT_ENABLED - POST の実行中に、ROM ベースのコンフィギュレーション用の F8
プロンプトを表示するかどうかを決定します。値として"Yes"または"No"を指定できます。
HTTP_PORT - HTTP ポートの番号を指定します。
HTTPS_PORT - HTTPS（SSL）ポートの番号を指定します。
REMOTE_CONSOLE_PORT - リモートコンソールに使用されるポートを指定します。
MIN_PASSWORD - すべてのユーザーパスワードで必要な文字数を指定します。0～39 の値を
指定できます。
ILO_FUNCT_ENABLED - iLO の Lights-Out 機能を有効にするか無効にするかを決定します。
値として"Yes"または"No"を指定できます。このパラメーターには、大文字と小文字の区別は
ありません。
VIRTUAL_MEDIA_PORT - 仮想メディアに使用されるポートを指定します。
LOCK_CONFIGURATION - データセンター構成ロックを変更します。指定できる値は、N（デ
フォルト、ロックを無効にする）または Y（ロックを有効にする、認証が必要）です。
F8_LOGIN_REQUIRED - iLO の RBSU にアクセスするにはログイン認証情報が必要かどうか
を決定します。値として"Yes"または"No"を指定できます。
ENFORCE_AES - iLO インターフェイス、SSH、および XML 接続上で、iLO が AES/3DES
コード化を実行するかを決定します。値として"Yes"または"No"を指定できます。
AUTHENTICATION_FAILURE_LOGGIN - 認証が失敗した場合のログ記録条件を指定します。
設定できる値は、次のとおりです。
•

0 - 無効

•

1 - 有効（失敗したすべての認証を記録します）

•

2 - 有効（失敗した認証を 2 回に 1 回記録します）

•

3 - 有効（失敗した認証を 3 回に 1 回記録します。これがデフォルト値です）

•

5 - 有効（失敗した認証を 5 回に 1 回記録します）

AUTHENTICATION_FAILURE_DELAY_SECS AUTHENTICATION_FAILURES_BEFORE_DELAY の数に達したときにログインができなくな
る時間（秒）。
AUTHENTICATION_FAILURES_BEFORE_DELAY - 一定の時間ログインができなくなる
（AUTHENTICAITON_FAILURE_DELAY_SECS）前に認証を失敗できる回数。
SSH_STATUS - SSH を有効にするかどうかを決定します。値として"Yes"または"No"を指定で
きます。この値により、SSH 機能が有効または無効になります。
SSH_PORT - iLO 4 の SSH 接続に使用するポートを指定します。この値を変更した場合は、
プロセッサーをリセットする必要があります。
SERIAL_CLI_STATUS - CLI のステータスを指定します。設定できる値は、次のとおりです。
•

0 - 変更なし

•

1 - 無効

•

2 - 有効（認証は不要）

•

3 - 有効（認証が必要）

SERIAL_CLI_SPEED - CLI ポートの速度を指定します。
注記: このパラメーターを使用して設定するシリアルポートの速度は、RBSU で設定したシ
リアルポート速度と一致させる必要があります。
設定できる値は、次のとおりです。
•

0 - 変更なし
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•

1 - 9,600 bps

•

2 - 19,200 bps

•

3 - 38,400 bps

•

4 - 57,600 bps

•

5 - 115,200 bps

RBSU_POST_IP - サーバーの POST プロセス中に iLO 4 の IP アドレスを表示するかどうかを
指定します。有効な値は、Y または 1（有効）および N または 0（無効）です。
SNMP_ACCESS_ENABLED - iLO が外部の SNMP 要求に応答する必要があるかどうかを指定
します。有効な値は、Y（有効）または N（無効）です。SNMP アクセスを無効に設定すると、
iLO Management Engine はそのまま動作を続行し、iLO の Web インターフェイスに表示され
る情報は更新されますが、警告は生成されず、SNMP アクセスは許可されません。
SNMP_PORT - SNMP 通信に使用するポート。SNMP アクセス用の業界標準（デフォルト）
の SNMP ポートは、161 です。値は有効なポートでなければなりません。
SNMP_TRAP_PORT - SNMP トラップ（アラート）を送信するポートを設定します。業界標
準（デフォルト）の SNMP トラップポートは、162 です。値は有効なポートでなければなり
ません。
REMOTE_SYSLOG_ENABLE - iLO がイベント通知メッセージを Syslog サーバーに送信する
必要があるかどうかを指定します。有効な値は、Y（有効）または N（無効）です。
REMOTE_SYSLOG_PORT - Syslog サーバーがリスンするポート番号を設定します。
REMOTE_SYSLOG_SERVER_ADDRESS - Syslog サービスを実行するサーバーの IP アドレ
ス、FQDN、または短縮名を設定します。
ALERTMAIL_ENABLE - iLO がホストオペレーティングシステムに依存せずに検出したアラー
ト状態を電子メールで送信する必要があるかどうかを指定します。有効な値は、Y（有効）ま
たは N（無効）です。
ALERTMAIL_EMAIL_ADDRESS - iLO による電子メールアラートの宛先の電子メールアドレス
を設定します。値は、63 文字以内の単一の電子メールアドレスである必要があり、標準の電
子メールアドレス形式で指定する必要があります。
ALERTMAIL_SENDER_DOMAIN - 送信者（From）の電子メールアドレスで使用されるドメイ
ン名を設定します。値は、iLO 名をホスト名として使用し、件名をドメイン名として使用する
ことによって構成されます。この値をブランクのままにするか指定しない場合は、iLO ドメイ
ン名が使用されます（一部の SMTP サーバーで受け入れられない場合があります）。最大文字
列長は 63 文字です。
ALERTMAIL_SMTP_SERVER - SMTP サーバーまたは MSA の IP アドレスか DNS 名を設定し
ます。このサーバーは、MTA と連携して電子メールを配信します。最大文字列長は 63 文字で
す。指定される SMTP サーバーが、ポート 25 で非認証 SMTP 接続をサポートする必要がある
ことに注意してください。
ALERTMAIL_SMTP_PORT - SMTP サーバーが非認証 SMTP 接続に使用するポートを設定し
ます。デフォルト値は 25 です。
IPMI_DCMI_OVER_LAN_ENABLED - クライアント側のアプリケーションを使用して LAN 経
由で業界標準の IPMI および DCMI コマンドを送信できるかどうかを指定します。この設定が
無効になっていても、サーバー側の IPMI/DCMI アプリケーションは機能します。有効な値は、
Y（有効）または N（無効）です。
VSP_LOG_ENABLE - サーバーからの仮想シリアルポート出力が取得されるかどうかを指定し
ます。有効な値は、Y（有効）または N（無効）です。パラメーターには、大文字と小文字の
区別はありません。
PROPAGATE_TIME_TO_HOST - iLO 時間と一致するように iLO がシステムホスト時間を設定
するかどうかを指定します。有効な値は、Y（有効）または N（無効）です。有効にすると、
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iLO がコールドブートされるたびに、時間設定の伝達が行われます。パラメーターには、大文
字と小文字の区別はありません。

MOD_GLOBAL_SETTINGS のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_GLOBAL_SETTINGS のエラーメッセージは、次のとおりで
す。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

Unrecognized keyboard model. （認識されていないキーボードモデルです。）

•

The SNMP_PORT value specified is invalid. Values supported are
between 1 and 65535.（指定された SNMP_PORT の値が無効です。1～65535 まで
の値がサポートされます。）

•

The SNMP_PORT value specified is invalid. This port number cannot
be used.（指定された SNMP_PORT の値が無効です。このポート番号は使用できませ
ん。）

•

The SNMP_PORT value must not be left blank.（SNMP_PORT の値は、ブラン
クにすることができません。）

•

The SNMP_TRAP_PORT value specified is invalid. Values supported are
between 1 and 65535.（指定された SNMP_TRAP_PORT の値が無効です。1～65535
までの値がサポートされます。）

•

The SNMP_TRAP_PORT value specified is invalid. This port number
cannot be used.（指定された SNMP_TRAP_PORT の値が無効です。このポート番号
は使用できません。）

•

The SNMP_TRAP_PORT value must not be left blank.（SNMP_TRAP_PORT の
値をブランクにすることはできません。）

•

Error while reading or writing SNMP data.（SNMP データの読み取りまたは
書き込みエラー。）

•

iLO may not be disabled on this server.（このサーバーの iLO が無効になっ
ていない可能性があります。） このメッセージは、ILO_FUNCT_ENABLED が No に設定
されていて、システムがブレードの場合に送信されます。

表示される可能性のある MOD_GLOBAL_SETTINGS の警告メッセージは、次のとおりです。
•

SNMP_ACCESS is disabled, SNMP_PORT and SNMP_TRAP_PORT will not be
changed.（SNMP_ACCESS が無効になっており、SNMP_PORT および SNMP_TRAP_PORT
は変更されません。）

•

SNMP_ACCESS is being disabled, SNMP_PORT and SNMP_TRAP_PORT will
not be changed.（SNMP_ACCESS が無効になりつつあり、SNMP_PORT および
SNMP_TRAP_PORT は変更されません。）

•

SNMP_ACCESS is disabled, SNMP_PORT and SNMP_TRAP_PORT will not be
changed.（SNMP_ACCESS が無効になっており、SNMP_PORT および SNMP_TRAP_PORT
は変更されません。）

RIB_INFO
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BROWNOUT_RECOVERY
BROWNOUT_RECOVERY コマンドは、電圧低下リカバリ機能をオンまたはオフにします。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、このコマンドを RIB_INFO コマンドブロック
と MOD_GLOBAL_SETTINGS コマンドブロック内に示してください。RIB_INFO MODE
を"write"に設定してください。このコマンドには、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降が必
要です。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_GLOBAL_SETTINGS>
<BROWNOUT_RECOVERY VALUE="Yes"/>
</MOD_GLOBAL_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

BROWNOUT_RECOVERY のパラメーター
<BROWNOUT_RECOVERY VALUE="No"/> - 電圧低下リカバリを無効にします。
<BROWNOUT_RECOVERY VALUE="Yes"/> - 電圧低下リカバリを有効にします。

BROWNOUT_RECOVERY のランタイムエラー
なし

GET_SNMP_IM_SETTINGS
GET_SNMP_IM_SETTINGS コマンドは、各 iLO の SNMP 設定情報を要求します。このコマ
ンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_SNMP_IM_SETTINGS コマンドを RIB_INFO
コマンドブロック内に示してください。RIB_INFO MODE は"read"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_SNMP_IM_SETTINGS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_SNMP_IM_SETTINGS のパラメーター
なし

GET_SNMP_IM_SETTINGS のランタイムエラー
なし

GET_SNMP_IM_SETTINGS が返すメッセージ
GET_SNMP_IM_SETTINGS は、次のようなメッセージを返します。
<GET_SNMP_IM_SETTINGS>
<SNMP_ACCESS VALUE="Enable"/>
<SNMP_ADDRESS_1 VALUE=""/>
<SNMP_ADDRESS_1_ROCOMMUNITY VALUE=""/>
<SNMP_ADDRESS_1_TRAPCOMMUNITY VERSION="" VALUE=""/>
<SNMP_ADDRESS_2 VALUE=""/>
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<SNMP_ADDRESS_2_ROCOMMUNITY VALUE=""/>
<SNMP_ADDRESS_2_TRAPCOMMUNITY VERSION="" VALUE=""/>
<SNMP_ADDRESS_3 VALUE=""/>
<SNMP_ADDRESS_3_ROCOMMUNITY VALUE=""/>
<SNMP_ADDRESS_3_TRAPCOMMUNITY VERSION="" VALUE=""/>
<SNMP_V3_ENGINE_ID VALUE=""/>
<SNMP_PORT VALUE="161"/>
<SNMP_TRAP_PORT VALUE="162"/>
<TRAP_SOURCE_IDENTIFIER VALUE="iLO Hostname"/>
<RIB_TRAPS VALUE="Y"/>
<OS_TRAPS VALUE="Y"/>
<COLD_START_TRAP_BROADCAST VALUE="Y"/>
<SNMP_V1_TRAPS VALUE="Y"/>
<SNMP_PASSTHROUGH_STATUS VALUE="N"/>
<WEB_AGENT_IP_ADDRESS VALUE="WIN-DPOHJLI9DO8.hp.com"/>
<CIM_SECURITY_MASK VALUE="3"/>
<SNMP_SYS_CONTACT VALUE=""/>
<SNMP_SYS_LOCATION VALUE=""/>
<AGENTLESS_MANAGEMENT_ENABLE VALUE="Y"/>
<SNMP_SYSTEM_ROLE VALUE=""/>
<SNMP_SYSTEM_ROLE_DETAIL VALUE=""/>
<SNMP_USER_PROFILE INDEX="1">
<SECURITY_NAME VALUE=""/>
<AUTHN_PROTOCOL VALUE="0"/>
<AUTHN_PASSPHRASE VALUE=""/>
<PRIVACY_PROTOCOL VALUE="0"/>
<PRIVACY_PASSPHRASE VALUE=""/>
</SNMP_USER_PROFILE>
<SNMP_USER_PROFILE INDEX="2">
<SECURITY_NAME VALUE=""/>
<AUTHN_PROTOCOL VALUE="0"/>
<AUTHN_PASSPHRASE VALUE=""/>
<PRIVACY_PROTOCOL VALUE="0"/>
<PRIVACY_PASSPHRASE VALUE=""/>
</SNMP_USER_PROFILE>
<SNMP_USER_PROFILE INDEX="3">
<SECURITY_NAME VALUE=""/>
<AUTHN_PROTOCOL VALUE="0"/>
<AUTHN_PASSPHRASE VALUE=""/>
<PRIVACY_PROTOCOL VALUE="0"/>
<PRIVACY_PASSPHRASE VALUE=""/>
</SNMP_USER_PROFILE>
</GET_SNMP_IM_SETTINGS>

MOD_SNMP_IM_SETTINGS
MOD_SNMP_IM_SETTINGS コマンドは、SNMP 設定および Insight マネージャー設定を変更
するために使用します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO
コマンドブロック内に示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを
実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_SNMP_IM_SETTINGS>
<WEB_AGENT_IP_ADDRESS value="192.168.125.120"/>
<SNMP_ADDRESS_1 value="192.168.125.121"/>
<SNMP_ADDRESS_2 value="192.168.125.122"/>
<SNMP_ADDRESS_3 value="192.168.125.123"/>
<OS_TRAPS value="Yes"/>
<SNMP_PASSTHROUGH_STATUS value="Yes"/>
<RIB_TRAPS value="No"/>
<CIM_SECURITY_MASK value="3"/>
<!-Firmware support information for the below tags:

-->
RIB_INFO
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<!-iLO 4 - All versions.
-->
<!-iLO 3 - None.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<SNMP_ADDRESS_1_ROCOMMUNITY VALUE="public1"/>
<SNMP_ADDRESS_1_TRAPCOMMUNITY VERSION="v1" VALUE="trapcomm1"/>
<SNMP_ADDRESS_2_ROCOMMUNITY VALUE="public2"/>
<SNMP_ADDRESS_2_TRAPCOMMUNITY VERSION="v2c" VALUE="trapcomm2"/>
<SNMP_ADDRESS_3_ROCOMMUNITY VALUE="public3"/>
<SNMP_ADDRESS_3_TRAPCOMMUNITY VERSION="1" VALUE="trapcomm3"/>
<AGENTLESS_MANAGEMENT_ENABLE value="Yes"/>
<SNMP_SYS_CONTACT VALUE="Mr. System Administrator"/>
<SNMP_SYS_LOCATION VALUE="HP Data Center, Hockley, TX"/>
<SNMP_SYSTEM_ROLE VALUE="Brief Role Description [60 characters]"/>
<SNMP_SYSTEM_ROLE_DETAIL VALUE="Extended role description [500 characters]"/>
<COLD_START_TRAP_BROADCAST value="No"/>
<!-Firmware support information for next tag:
-->
<!-iLO 4 - 1.10 or later.
-->
<!-iLO 3 - None.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<!-Acceptable values for TRAP_SOURCE_IDENTIFIER:
-->
<!-iLO Hostname, OS Hostname
-->
<TRAP_SOURCE_IDENTIFIER value = "iLO Hostname"/>
<!-Firmware support information for next tags:
-->
<!-iLO 4 - 1.20 or later.
-->
<!-iLO 3 - None.
-->
<!-iLO 2 - None.
-->
<!-Acceptable values for AUTHN_PROTOCOL: 0 or 1
-->
<!-0 is for MD5, 1 is for SHA
-->
<!-Acceptable values for PRIVACY_PROTOCOL: 0 or 1
-->
<!-0 is for DES, 1 is for AES
-->
<SNMP_ACCESS_ENABLED value = "Y"/>
<SNMP_PORT value="161"/>
<SNMP_TRAP_PORT value="162"/>
<SNMP_V1_TRAPS VALUE="Yes"/>
<SNMP_V3_ENGINE_ID VALUE="0x12345678"/>
<SNMP_USER_PROFILE INDEX = "1">
<SECURITY_NAME VALUE="Security_Name_1"/>
<AUTHN_PROTOCOL VALUE="0"/>
<AUTHN_PASSPHRASE VALUE="Authentication Pass Phrase 1"/>
<PRIVACY_PROTOCOL VALUE="0"/>
<PRIVACY_PASSPHRASE VALUE="Privacy Pass Phrase 1"/>
</SNMP_USER_PROFILE>
<SNMP_USER_PROFILE INDEX = "2">
<SECURITY_NAME VALUE="Security_Name_2"/>
<AUTHN_PROTOCOL VALUE="0"/>
<AUTHN_PASSPHRASE VALUE="Authentication Pass Phrase 2"/>
<PRIVACY_PROTOCOL VALUE="0"/>
<PRIVACY_PASSPHRASE VALUE="Privacy Pass Phrase 20"/>
</SNMP_USER_PROFILE>
<SNMP_USER_PROFILE INDEX = "3">
<SECURITY_NAME VALUE="Security_Name_3"/>
<AUTHN_PROTOCOL VALUE="0"/>
<AUTHN_PASSPHRASE VALUE="Authentication Pass Phrase 3"/>
<PRIVACY_PROTOCOL VALUE="0"/>
<PRIVACY_PASSPHRASE VALUE="Privacy Pass Phrase 3"/>
</SNMP_USER_PROFILE>
</MOD_SNMP_IM_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

MOD_SNMP_IM_SETTINGS のパラメーター
以下のパラメーターは、すべてオプションです。パラメーターを指定しない場合、指定した設
定のパラメーター値は維持されます。
SNMP_ADDRESS_1、SNMP_ADDRESS_2、および SNMP_ADDRESS_3 は、ユーザーに送
信されるトラップを受け取るアドレスです。これらの各パラメーターには、有効な任意の IP
アドレスを指定できます。

114

RIBCL XML スクリプティング言語

SNMP_ADDRESS_1_ROCOMMUNITY、SNMP_ADDRESS_2_ROCOMMUNITY、および
SNMP_ADDRESS_3_ROCOMMUNITY は、SNMP 読み取り専用コミュニティ名を設定しま
す。値はコミュニティ名とオプションでそれに続く IP アドレスまたは FQDN です。
SNMP_ADDRESS_1_TRAPCOMMUNITY、SNMP_ADDRESS_2_TRAPCOMMUNITY、およ
び SNMP_ADDRESS_3_TRAPCOMMUNITY は、SNMP トラップコミュニティ名を設定しま
す。
OS_TRAPS は、オペレーティングシステムが生成した SNMP トラップをユーザーが受信でき
るかどうかを決定します。値として"Yes"および"No"を指定できます。デフォルトでは、値
は"No"に設定されています。
RIB_TRAPS は、RIB が生成した SNMP トラップをユーザーが受信できるかどうかを決定しま
す。値として"Yes"および"No"を指定できます。デフォルトでは、値は"No"に設定されていま
す。
AGENTLESS_MANAGEMENT_ENABLE は、Agentless Management を有効または無効にしま
す。有効な値は、Yes または No です。
WEB_AGENT_IP_ADDRESS は、Web 対応エージェントのアドレスです。このエレメントの
値の最大長は、255 文字です。値は有効な IP アドレスまたは FQDN である必要があります。
空白文字列を入力すると、現在の値は削除されます。
SNMP_PASSTHROUGH_STATUS は、iLO がホスト OS との間で SNMP 要求を送受信できる
かどうかを決定します。デフォルトでは、値は"Yes"に設定されています。
SNMP_SYS_CONTACT は、システム管理者またはサーバーの所有者を指定します。この文字
列の最大長は 49 文字であり、氏名、メールアドレス、または電話番号のような情報を含むこ
とができます。
SNMP_SYS_LOCATION は、サーバーの物理的位置を指定します。この文字列の最大長は 49
文字です。
SNMP_SYSTEM_ROLE はサーバーの役割または機能を記述し、最大長は 64 文字です。
SNMP_SYSTEM_ROLE_DETAIL はサーバーが実行する可能性がある具体的なタスクを記述
し、最大長は 512 文字です。
CIM_SECURITY_MASK は、0～4 の整数を受け入れます。表示される可能性のある値は次の
とおりです。
•

0 - 変更なし

•

1 - なし（データが返されません）

•

2、3、4 - 有効（中 - 3）

COLD_START_TRAP_BROADCAST は、SNMP_ADDRESS_1、SNMP_ADDRESS_2、また
は SNMP_ADDRESS_3 にトラップ送信先が設定されていない場合に、サブネットブロード
キャスト IP アドレスにブロードキャストするかどうかを指定します。有効な値は、Yes また
は No です。
TRAP_SOURCE_IDENTIFIER を使用すると、SNMP トラップが iLO から生成されるときに
sysName の代わりに OS ホスト名を指定できます。値は、有効な iLO ホスト名または OS ホ
スト名でなければなりません。
SNMP_ACCESS_ENABLED は、SNMP アクセスを有効にします。有効な値は、Y（有効）お
よび N（無効）です。
SNMP_PORT は、SNMP 通信に使用されるポートを設定します。
SNMP_TRAP_PORT は、SNMP トラップを送信するポートを設定します。
SNMP_V1_TRAPS は、SNMPv1 トラップが送信されるかどうかを設定します。有効な値は、
Y および N です。
SNMP_V3_ENGINE_ID は、SNMP エージェントエンティティに属する SNMP エンジンの一
意の識別子を設定します。値は、6～32 文字の 16 進数文字列（たとえば、0x01020304abcdef）
RIB_INFO
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でなければなりません。また、値は、偶数長の文字列でなければなりません（先頭の「0x」を
除く）。
SNMP_USER_PROFILE INDEX は、SNMPv3 認証に利用可能な 3 つのユーザープロファイル
のうちの 1 つを示す番号 （1、2、または 3）を設定し、以下のパラメーターを持ちます。
•

SECURITY_NAME は、ユーザープロファイル名を設定します。値は 1 から 32 文字の英
数字でなければならず、スペースを含めることはできません。

•

AUTHN_PROTOCOL は、承認パスフレーズの暗号化に使用されるメッセージダイジェス
トアルゴリズムを設定します。メッセージダイジェストは、SNMP メッセージの適切な部
分に対して計算され、宛先に送信されるメッセージの一部として含まれます。有効な値
は、0（MD5 の場合）または 1（SHA の場合）です。

•

AUTHN_PASSPHRASE は、サイン操作に使用されるパスフレーズを設定します。値は、
8～49 文字でなければなりません。

•

PRIVACY_PROTOCOL は、プライバシーパスフレーズの暗号化に使用される暗号化アル
ゴリズムを設定します。SNMP メッセージの一部が、送信前に暗号化されます。有効な値
は、0（DES の場合）または 1（AES の場合）です。

•

PRIVACY_PASSPHRASE は、暗号化操作に使用されるパスフレーズを設定します。値
は、8～49 文字でなければなりません。この値を省略すると、AUTHN_PASSPHRASE の
値が使用されます。

MOD_SNMP_IM_SETTINGS のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_SNMP_IM_SETTINGS のエラーメッセージは、次のとおりで
す。
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•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

The TRAP_SOURCE_IDENTIFIER value must not be left blank.
（TRAP_SOURCE_IDENTIFIER の値は、ブランクにすることができません。）

•

TRAP_SOURCE_IDENTIFIER VALUE is too long. （TRAP_SOURCE_IDENTIFIER
の値が長すぎます。）

•

The value specified is invalid.（指定された値が無効です。）

•

SNMP V1 Traps can not be disabled in SNMP Pass-thru mode.（SNMP パス
スルーモードで SNMP V1 トラップを無効にすることはできません。）

•

SNMP_V3_ENGINE VALUE is too long.（SNMP_V3_ENGINE の値が長すぎます。）

•

SECURITY_NAME VALUE is too long.（SECURITY_NAME の値が長すぎます。）

•

AUTHN_PROTOCOL valid values are 0:MD5 or 1:SHA.（AUTHN_PROTOCOL の有
効な値は 0（MD5 の場合）または 1（SHA の場合）です。）

•

AUTHN_PROTOCOL can not be left blank.（AUTHN_PROTOCOL をブランクのまま
にすることはできません。）

•

AUTHN_PASSPHRASE VALUE is too long.（AUTHN_PASSPHRASE の値が長すぎま
す。）

•

PRIVACY_PROTOCOL valid values are 0:DES or 1:AES.（PRIVACY_PROTOCOL
の有効な値は 0（DES の場合）または 1（AES の場合）です。）
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•

PRIVACY_PROTOCOL can not be left blank.（PRIVACY_PROTOCOL をブランク
のままにすることはできません。）

•

PRIVACY_PASSPHRASE VALUE is too long.（PRIVACY_PASSPHRASE の値が長す
ぎます。）

•

PRIVACY_PASSPHRASE VALUE needs a minimum of 8 characters.
（PRIVACY_PASSPHRASE の値は 8 文字以上でなければなりません。）

•

INDEX can not be left blank.（INDEX をブランクのままにすることはできませ
ん。）

SEND_SNMP_TEST_TRAP
SEND_SNMP_TEST_TRAP コマンドは、構成済みのアラート宛先にテスト SNMP トラップを
送信するために使用します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを
RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="Write">
<SEND_SNMP_TEST_TRAP/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SEND_SNMP_TEST_TRAP のランタイムエラー
•

iLO information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（iLO 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

The iLO is not configured for this command.（iLO がこのコマンド用に設定
されていません。）

•

Internal error.（内部エラーです）

•

Error while reading or writing SNMP data.（SNMP データの読み取りまたは
書き込みエラー。）

SEND_SNMP_TEST_TRAP が返すメッセージ
no error メッセージ以外の情報は返されません。

MOD_ENCRYPT_SETTINGS
MOD_ENCRYPT_SETTINGS コマンドは、Enterprise Secure Key Manager（ESKM）の通信
設定を指定するために使用されます。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマ
ンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してくださ
い。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<MOD_ENCRYPT_SETTINGS>
<ESKM_USER_LOGIN VALUE="username"/>
<ESKM_PASSWORD VALUE="password"/>
<ILO_GROUP_NAME VALUE="groupname"/>
RIB_INFO
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<ESKM_CERT_NAME VALUE=”certname”/>
<ENABLE_REDUNDANCY VALUE = "Y"/>
<ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS VALUE="0.0.0.0"/>
<ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT VALUE="0"/>
<!-- Secondary Server Address & Port values are optional -->
<ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS VALUE=""/>
<ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT VALUE=""/>
</MOD_ENCRYPT_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

重要: ポート設定が正しくないか不一致が発生した場合、iLO への接続機能が無効になるこ
とがあります。このコマンドを実行する前に値を確認してください。

MOD_ENCRYPT_SETTINGS のパラメーター
ESKM_USER_LOGIN は、ESKM で構成された管理者アクセス権を持つローカルユーザー名で
す。これは ESKM デプロイメントユーザーです。このパラメーターには、大文字と小文字の
区別があり、ブランクにすることはできません。
ESKM_PASSWORD は、ESKM で構成された管理者アクセス権を持つローカルユーザー名に
応じたパスワードです。このパラメーターには、大文字と小文字の区別があり、印刷可能文字
の任意の組み合わせを使用できます。
ESKM_CERT_NAME は、ESKM のローカル認証機関の証明書の名前です。通常、名前は
Local CA です。iLO は証明書を取得し、それを使用して、送信されるすべてのトランザク
ションで ESKM サーバーを認証します。
ILO_GROUP_NAME は、iLO ユーザーアカウントと、iLO が ESKM にインポートするキーで
使用するために、ESKM 上に作成されたローカルグループです。キーはインポートされると、
自動的に、同じグループに割り当てられたすべてのデバイスで使用可能になります。
ENABLE_REDUNDANCY は、冗長性を有効にするかどうかを指定します。有効な値は、Y（有
効）または N（無効）です。
ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS は、メインの ESKM サーバーの IP アドレスです。値
は有効な IP アドレスである必要があります。このパラメーターが空であるか、またはブラン
クのままの場合、すでに設定されている ESKM プライマリサーバーアドレスはクリアされま
す。
ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT は、メインの ESKM サーバーとの通信用のポートです。
値は、1 から 65535 の有効なポート番号である必要があります。このパラメーターが空である
か、またはブランクのまま場合、すでに設定されている ESKM プライマリサーバーポートは
クリアされます。
ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS は、セカンダリ（バックアップ）ESKM サーバー
の IP アドレスです。値は有効な IP アドレスである必要がありますが、このパラメーターを使
用しない場合はブランクのままにすることができます。
ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT は、セカンダリ ESKM サーバーとの通信用のポートで
す。値は 1 から 65535 までの有効なポート番号である必要がありますが、このパラメーター
を使用しない場合はブランクのままにすることができます。

MOD_ENCRYPT_SETTINGS のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_ENCRYPT_SETTINGS のエラーメッセージは、次のとおりで
す。
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•

The ESKM_USER_LOGIN VALUE is too long.（ESKM_USER_LOGIN の値が長すぎ
ます。）

•

The ESKM_USER_LOGIN VALUE must not be left blank.（ESKM_USER_LOGIN
の値は、ブランクにすることができません。）
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•

The ESKM_PASSWORD VALUE is too long.（ESKM_PASSWORD の値が長すぎます。）

•

The ESKM_PASSWORD VALUE must not be left blank.（ESKM_PASSWORD の値
は、ブランクにすることができません。）

•

The ILO_GROUP_NAME VALUE is too long.（ILO_GROUP_NAME の値が長すぎま
す。）

•

The ILO_GROUP_NAME VALUE must not be left blank.（ILO_GROUP_NAME の
値は、ブランクにすることができません。）

•

The ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS VALUE is too long.
（ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS の値が長すぎます。）

•

The ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT VALUE specified is invalid. Values
supported are between 1 and 65535.（指定された ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT
の値が無効です。1～65535 までの値がサポートされます。）

•

The ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS VALUE is too long.
（ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS の値が長すぎます。）

•

The ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT VALUE specified is invalid. Values
supported are between 1 and 65535.（指定された
ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT の値が無効です。1～65535 までの値がサポートさ
れます。）

GET_ENCRYPT_SETTINGS
GET_ENCRYPT_SETTINGS コマンドは、Lights-out デバイスの現在の暗号化設定を表示する
ために使用します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO
コマンドブロック内に示し、RIB_INFO MODE を"read"に設定してください。例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_ENCRYPT_SETTINGS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

プライマリおよびセカンダリ ESKM サーバーの詳細を表示する前に、構成設定を確認するた
めに次の操作が実行されます。
•

iLO が SSL を介してプライマリ ESKM サーバー（および構成されている場合はセカンダ
リ ESKM サーバー）に接続します。

•

iLO が構成済みの認証情報およびアカウントを使用して、ESKM への認証を試みます。

•
iLO が ESKM ソフトウェアのバージョンが iLO と互換性があることを確認します。
いずれかの操作が失敗した場合、プライマリおよびセカンダリ ESKM サーバーの詳細は、iLO
で構成されている場合でも NULL として表示されます。

GET_ENCRYPT_SETTINGS のパラメーター
なし

GET_ENCRYPT_SETTINGS のランタイムエラー
なし

GET_ENCRYPT_SETTINGS が返すメッセージ
表示される可能性のある、GET_ENCRYPT_SETTINGS が返すメッセージは次のとおりです。
<RIBCL VERSION="2.23">
RIB_INFO
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<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_ENCRYPT_SETTINGS>
<ENABLE_REDUNDANCY VALUE="N"/>
<ESKM_CERT_NAME VALUE=""/>
<ESKM_PRIMARY_SERVER_ADDRESS VALUE=""/>
<ESKM_PRIMARY_SERVER_PORT VALUE="0"/>
<ESKM_SECONDARY_SERVER_ADDRESS VALUE=""/>
<ESKM_SECONDARY_SERVER_PORT VALUE="0"/>
</GET_ENCRYPT_SETTINGS>
</RIBCL>

UPDATE_RIB_FIRMWARE および UPDATE_FIRMWARE
UPDATE_FIRMWARE または UPDATE_RIB_FIRMWARE コマンドは、指定されたファイルを
iLO にコピーし、アップグレードプロセスを開始し、イメージが正しくフラッシュされたらボー
ドを再起動します。
異なるコンポーネントを更新するために 2 つのコマンドが使用されます。
•

UPDATE_RIB_FIRMWARE は iLO ファームウェアをフラッシュします。

•

UPDATE_FIRMWARE は、CPLD、Power PIC、および ROM をフラッシュします。

注記: UPDATE_RIB_FIRMWARE コマンドと UPDATE_FIRMWARE コマンドの両方を同じ
スクリプト内で使用しないでください。
このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内
に示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユー
ザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
例 1：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-Firmware support information for next tag:
-->
<!-iLO 4 - All versions. For servers with TPM enabled.
-->
<!-iLO 3 - All versions. For servers with TPM enabled.
-->
<!-iLO 2 - 1.70 and later. For servers with TPM enabled. -->
<TPM_ENABLED VALUE="Yes"/>
<UPDATE_RIB_FIRMWARE IMAGE_LOCATION="C:\xl170\ilo4_100_p90_checked.bin"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

XML スクリプトを送信してファームウェアを更新するとき、これはオプション ROM 測定の
HP Trusted Platform Module（TPM）設定ステータスを検査します。有効の場合、iLO ファー
ムウェアは、Web インターフェイスと同じ警告メッセージを返します。TPM_ENABLE コマン
ドをスクリプトファイルに追加することができます。Hewlett Packard Enterprise では、XML
スクリプト構文を使用してファームウェア更新を実行することをおすすめします。ファーム
ウェア更新を継続するには、TPM_ENABLE の値を"Y"または"Yes"に設定する必要があります。
例 2：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<TPM_ENABLE ="Yes"/>
<UPDATE_FIRMWARE IMAGE_LOCATION="<path>\<firmware filename>"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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UPDATE_FIRMWARE のパラメーター
IMAGE_LOCATION は、ファームウェアアップグレードファイルの絶対パスで示されたファイ
ル名です。
TPM_ENABLE は、オプション ROM 測定が有効なとき、ファームウェア更新の継続を有効に
します。ファームウェア更新を継続するには、TPM_ENABLE の値を"Y"または"Yes"に設定す
る必要があります。

UPDATE_FIRMWARE のランタイムエラー
表示される可能性のある UPDATE_FIRMWARE のエラーメッセージは次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Unable to open the firmware image update file. （ファームウェアイメージ
アップデートファイルを開くことができません。）

•

Unable to read the firmware image update file. （ファームウェアイメージ
アップデートファイルを読み出すことができません。）

•

The firmware upgrade file size is too big. （そのファームウェアアップグ
レードファイルのサイズは大きすぎます。）

•

The firmware image file is not valid. （そのファームウェアイメージファイ
ルは、無効です。）

•

A valid firmware image has not been loaded. （有効なファームウェアイメー
ジがロードされていません。）

•

The flash process could not be started. （フラッシュプロセスを開始できま
せんでした。）

•

IMAGE_LOCATION must not be blank. （IMAGE_LOCATION をブランクにするこ
とはできません。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

注記: このコマンドの使用が書き込みアクセス操作、構文、ログイン、または設定権限に関
わるエラーを伴って失敗した場合は、再度試みる前に 60 秒以上待ってください。

UPDATE_LANG_PACK
UPDATE_LANG_PACK コマンドは、指定された言語パックファイルを使用して iLO デバイス
の言語を更新します。USER_LOGIN と PASSWORD を環境に適した値で置き換えてくださ
い。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロッ
ク内に示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、
ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
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iLO 4 2.20 言語パック:
iLO 4 2.20 以降ではバージョン 2.20 以降の iLO 言語パックが必要です。複数の言語パックを
インストールできます。バージョン 2.20 以降の言語パックをインストールする際、同じ言語
の新しい言語パック（バージョン 2.20 以降）をインストールした場合、現在インストールさ
れている言語パックが置き換えられます。NAND 型フラッシュメモリがないサーバーでは言語
パックはサポートされません。NAND 型を使用していないサーバーで言語パックの使用を続行
するには、iLO 4 2.10 またはそれ以前を使用します。古いバージョンの iLO 4 からバージョン
2.20 以降にアップグレードすると、それまでにインストールされていた言語パックが削除され
ます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-- Firmware support information for next tag:
-->
<!-iLO 4 - All versions. For servers with TPM enabled. -->
<TPM_ENABLED VALUE="Yes"/>
<UPDATE_LANG_PACK IMAGE_LOCATION="C:\lang_ja_120_p01.lpk"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

UPDATE_LANG_PACK のパラメーター
IMAGE_LOCATION は、言語パックアップグレードファイルの絶対パスで示されたファイル名
です。
TPM_ENABLED は、オプションの ROM 測定が有効なとき、言語パックの更新の継続を有効
にします。言語の更新を継続するには、TPM_ENABLE の値を Y または Yes に設定する必要
があります。

UPDATE_LANG_PACK のランタイムエラー
表示される可能性のある UPDATE_LANG_PACK のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

IMAGE_LOCATION cannot be longer than 255 characters.（IMAGE_LOCATION
を 255 文字より長くすることはできません。）

•

The firmware image file is not valid. （そのファームウェアイメージファイ
ルは、無効です。）

•

Open flash part failed.（フラッシュパートのオープンに失敗しました。）

•

Flash failed.（フラッシュに失敗しました。）

•

Image is not available or not valid.（イメージが使用できないか無効です。）

注記: このコマンドの使用が書き込みアクセス操作、構文、ログイン、または設定権限に関
わるエラーを伴って失敗した場合は、再度試みる前に 60 秒以上待ってください。

GET_FW_VERSION
GET_FW_VERSION コマンドは、各 iLO のファームウェア情報を要求します。このコマンド
を正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、
RIB_INFO MODE を"read"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが
iLO 設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
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<GET_FW_VERSION/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_FW_VERSION のパラメーター
なし

GET_FW_VERSION のランタイムエラー
なし

GET_FW_VERSION が返すメッセージ
返される応答には、次の情報が含まれます。
<GET_FW_VERSION
FIRMWARE_VERSION = firmware version
FIRMWARE_DATE = firmware date
MANAGEMENT_PROCESSOR = management processor type
/>

LICENSE
LICENSE コマンドは、iLO Advanced 機能を有効または無効にします。このコマンドを正しく
構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示し、RIB_INFO
MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限
を持たなければなりません。
LICENSE コマンドのデモビデオを見るには、次の Web サイトで Installing an iLO License
Key through scripting を参照してください。
http://www.hpe.com/info/ilo/videos （英語）
注記:

詳しくは、次の Web サイトで HPE iLO Licensing Guide を参照してください。

http://www.hpe.com/support/iLOLicenseGuide-en （英語）
ProLiant BL クラスのサーバーでは、アクティベーションキーは不要です。Advanced 機能は、
自動的に有効になります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<LICENSE>
<ACTIVATE KEY="1111122222333334444455555"/>
</LICENSE>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

LICENSE のパラメーター
「ACTIVATE KEY」の後に有効な値を記載し、iLO 4 Advanced Pack のライセンスを有効にす
ることを示します。
KEY には、アクティベーションキーの値を指定します。キーは、連続した 1 つのストリング
として入力してください。カンマ、ピリオド、またはその他の文字を、キー値の間にはさまな
いでください。キーは、25 桁でのみ受け付けられます。キー値の間に他の文字をはさむと、
キーの一部とみなされ不正なキーを入力したことになります。
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LICENSE のランタイムエラー
表示される可能性のある LICENSE エラーメッセージは、次のとおりです。
•

License key error. （アクティベーションキーエラー）

•

License is already active. （ライセンスは、すでに有効です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

INSERT_VIRTUAL_MEDIA
このコマンドは、iLO にディスケットイメージの位置を通知します。必ず、
INSERT_VIRTUAL_MEDIA コマンドを RIB_INFO エレメント内に示し、RIB_INFO を"write"モー
ドに設定してください。この機能を有効にするには、iLO Advanced ライセンスを購入する必
要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-Firmware support information for next tag:
-->
<!-iLO 4 - All versions.
-->
<!-iLO 3 - All versions.
-->
<!-iLO 2 - All versions.
-->
<INSERT_VIRTUAL_MEDIA DEVICE="FLOPPY" IMAGE_URL="http://188.188.188.33/
images/Floppy/dos.bin" />
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

INSERT_VIRTUAL_MEDIA のパラメーター
DEVICE は、仮想メディアデバイスターゲットを指定します。値として、FLOPPY または
CDROM を指定できます。DEVICE パラメーターを指定しない場合、FLOPPY が指定されま
す。この値では、大文字と小文字が区別されます。
IMAGE_URL は、ディスケットイメージの URL を指定します。URL の書式は次のとおりです。
protocol://username:password@hostname:port/filename,cgi-helper
•

protocol は必須で、http または https を指定します。

•

username:password は、オプションです。

•

hostname は、必須です。

•

port は、オプションです。

•

filename は、必須です。

•

cgi-helper は、オプションです。これにより、仮想ディスケットが書き込み可能になり
ます。

さらに、filename フィールドには、ホスト固有の文字列に展開されるトークンを含むことがで
きます。
•

%m は、MAC アドレスに展開されます。

•

%i は、IP アドレス（ドット区切りの 4 つの数字で構成）に展開されます。

•

%h は、ホスト名に展開されます。

例：
http://john:abc123@imgserver.company.com/disk/win98dos.bin,/cgi-bin/
hpvfhelp.pl
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http://imgserver.company.com/disk/boot%m.bin
このコマンドは、使用するイメージの位置だけを指定します。サーバーに接続するイメージに
ついては、SET_VM_STATUS コマンドを使用して、適切な BOOT_OPTION を指定する必要
があります。BOOT_OPTION が BOOT_ONCE に設定され、サーバーが再起動されている場
合、以降にサーバーが再起動されると、イメージは取り出されます。

INSERT_VIRTUAL_MEDIA のランタイムエラー
表示される可能性のある INSERT_VIRTUAL_MEDIA のエラーメッセージは次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

IMAGE_URL must not be blank.（IMAGE_URL をブランクにすることはできませ
ん。）

•

User does not have correct privilege for action. VIRTUAL_MEDIA_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV が必要です。）

•

Unable to parse Virtual Media URL（仮想メディア URL を構文解析できませ
ん。）

•

An invalid Virtual Media option has been given.（無効な仮想メディアオプ
ションが指定されています。）

•

Virtual Media already connected through a script. You must eject or
disconnect before inserting new media.（仮想メディアは、スクリプトによっ
てすでに接続されています。新しいメディアを挿入するには、取り出しまたは切断を行う
必要があります。）

EJECT_VIRTUAL_MEDIA
EJECT_VIRTUAL_MEDIA は、仮想メディアイメージが挿入されている場合、取り出します。
必ず、EJECT_VIRTUAL_MEDIA コマンドを RIB_INFO エレメント内に示し、RIB_INFO
を"write"モードに設定してください。この機能を有効にするには、iLO Advanced ライセンスを
購入する必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-Firmware support information for next tag:
<!-iLO 4 - All versions.
<!-iLO 3 - All versions.
<!-iLO 2 - All versions.
<EJECT_VIRTUAL_MEDIA DEVICE="FLOPPY"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->
-->

EJECT_VIRTUAL_MEDIA のパラメーター
DEVICE は、仮想メディアデバイスターゲットを指定します。値として、FLOPPY または
CDROM を指定できます。DEVICE パラメーターを指定しない場合、FLOPPY が指定されま
す。この値では、大文字と小文字が区別されます。
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EJECT_VIRTUAL_MEDIA のランタイムエラー
表示される可能性のある EJECT_VIRTUAL_MEDIA のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. VIRTUAL_MEDIA_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV が必要です。）

•

No image present in the Virtual Media drive. （仮想メディアドライブにイ
メージが存在しません。）

•

An invalid Virtual Media option has been given. （無効な仮想メディアオ
プションが指定されています。）

GET_VM_STATUS
GET_VM_STATUS は、仮想メディアドライブのステータスを返します。このコマンドは、必
ず、RIB_INFO エレメント内に示してください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<!-Firmware support information for next tag:
<!-iLO 4 - All versions.
<!-iLO 3 - All versions.
<!-iLO 2 - All versions.
<GET_VM_STATUS DEVICE="FLOPPY"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->
-->

GET_VM_STATUS のパラメーター
DEVICE は、仮想メディアデバイスターゲットを指定します。値として、FLOPPY または
CDROM を指定できます。DEVICE パラメーターを指定しない場合、FLOPPY が指定されま
す。 これらの値では、大文字と小文字が区別されません。

GET_VM_STATUS のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_VM_STATUS のエラーメッセージは、次のとおりです。
An invalid Virtual Media option has been given. （無効な仮想メディアオプショ
ンが指定されています。）

GET_VM_STATUS が返すメッセージ
返されるメッセージには、仮想メディアの現在の状態が示されます。VM_APPLET パラメー
ターは、仮想メディアデバイスが統合リモートコンソール、Java 統合リモートコンソール、
または iLO 4 グラフィカルインターフェイスを介して接続済みであるかどうかを示します。
VM_APPLET = CONNECTED の場合は、（URL ベースでない）仮想メディアはすでに使用中
であり、スクリプト化可能な仮想メディアまたは仮想メディア XML コマンドを使用して接続
することができません。
注記: スクリプト化可能な仮想メディアまたは仮想メディア XML を通じて接続できるのは、
URL ベースの仮想メディアだけです。ただし、URL ベースの仮想メディアは、URL ベースの
VM が iLO、統合リモートコンソール、Java 統合リモートコンソール、CLI、または RIBCL か
ら設定される場合でも、VM_APPLET を通じて DISCONNECTED と表示されます。
DEVICE パラメーターは、返されたこのメッセージの対象となるデバイスを示します。
BOOT_OPTION は、現在の設定を示します。BOOT_ALWAYS は、サーバーが常に仮想メディ
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アデバイスを使用して起動することを示します。BOOT_ONCE は、サーバーがまず仮想デバ
イスから起動し、それ以降の再起動では仮想メディアを切断することを示します。NO_BOOT
は、サーバーの再起動中に仮想メディアが接続されないことを示します。
WRITE_PROTECT_FLAG パラメーターは、仮想メディアイメージを書き込みできるかどうか
を示します。IMAGE_INSERTED パラメーターは、仮想メディアがスクリプト化可能な仮想メ
ディアまたは仮想メディア XML コマンドを使用して接続されているかどうかを示します。
GET_VM_STATUS は、次のようなメッセージを返します。
VM_APPLET = CONNECTED | DISCONNECTED
DEVICE = FLOPPY | CDROM
BOOT_OPTION = BOOT_ALWAYS | BOOT_ONCE | NO_BOOT
WRITE_PROTECT_FLAG = YES | NO
IMAGE_INSERTED = YES | NO

注記: BOOT_ONCE ブートオプションが選択された場合は、サーバーの起動後、すべてのス
クリプト化可能な仮想メディアパラメーターがデフォルト設定にリセットされます。具体的に
は、BOOT_OPTION が NO_BOOT、WRITE_PROTECT が NO、IMAGE_INSERTED が NO
になります。

SET_VM_STATUS
SET_VM_STATUS コマンドは、仮想メディアドライブのステータスを設定します。必ず、
SET_VM_STATUS コマンドを RIB_INFO エレメント内に示し、RIB_INFO を"write"に設定し
てください。このコマンドのすべてのパラメーターは、オプションです。この機能を有効にす
るには、iLO Advanced ライセンスを購入する必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<SET_VM_STATUS DEVICE="FLOPPY">
<VM_BOOT_OPTION VALUE="BOOT_ONCE"/>
<VM_WRITE_PROTECT VALUE="YES" />
</SET_VM_STATUS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_VM_STATUS のパラメーター
DEVICE は、仮想メディアデバイスターゲットを指定します。値として、FLOPPY または
CDROM を指定できます。DEVICE パラメーターを指定しない場合、FLOPPY が指定されま
す。この値では、大文字と小文字が区別されません。
VM_BOOT_OPTION は、仮想メディアの接続およびブートオプションパラメーターを指定し
ます。
VM_BOOT_OPTION には、CONNECT と DISCONNECT の 2 つの値が可能です。CONNECT
および DISCONNECT 設定を使用すると、仮想メディアデバイスを、仮想メディアアプレット
での制御方法と同じやり方で制御することができます。CONNECT または DISCONNECT パラ
メーターを設定するたびに、仮想メディアのサーバーへの接続または切断が、それぞれただち
に実行されます。追加のブートオプションを次に示すように設定する前に、VM_BOOT_OPTION
値を CONNECT に設定してイメージを接続します。
VM_BOOT_OPTION には、BOOT_ALWAYS、BOOT_ONCE、NO_BOOT など、別の値が可
能です。これらの値により、サーバーの起動時の仮想メディアデバイスの動作が制御されま
す。これらの値を設定しても、仮想メディアデバイスの現在の状態には影響しません。これら
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の設定は、仮想メディアデバイスがサーバーの起動時に接続されるかどうかにのみ関係しま
す。
•

CONNECT は、VM_BOOT_OPTION を CONNECT に設定します。仮想メディアデバイス
は、サーバーにただちに接続されます。VM_BOOT_OPTION を CONNECT に設定するこ
とは、仮想メディアアプレットのデバイス接続ボタンをクリックすることと同じです。
VM_BOOT_OPTION を CONNECT に設定した後は、VM_GET_STATUS コマンドを実行
すると VM_BOOT_OPTION が BOOT_ALWAYS と表示されます。これは、そのように設
計されているためであり、すべてのサーバー起動時に常に接続されるアプレットでの仮想
メディアデバイスと同じように仮想メディアデバイスが接続されることを示しています。

•

DISCONNECT は、VM_BOOT_OPTION を DISCONNECT に設定します。仮想メディア
デバイスの接続は、サーバーからただちに切断されます。VM_BOOT_OPTION を
DISCONNECT に設定することは、仮想メディアアプレットのデバイス切断ボタンをクリッ
クすることと同じです。さらに、VM_BOOT_OPTION を DISCONNECT に設定すること
は、EJECT_VIRTUAL_MEDIA コマンドを発行することと同じです。VM_BOOT_OPTION
を DISCONNECT に設定すると、仮想メディアデバイスは接続されず、次の仮想メディア
デバイス設定がデフォルト値にリセットされます。

◦

BOOT_OPTION = NO_BOOT

◦

IMAGE_INSERTED = NO

•

BOOT_ALWAYS は、VM_BOOT_OPTION を BOOT_ALWAYS に設定します。仮想メディ
アデバイスは、常に、サーバーの起動時に接続されます。VM_BOOT_OPTION を設定し
ても、仮想メディアデバイスはすぐには接続されません。仮想メディアデバイスは、
VM_BOOT_OPTION を設定した後、最初にサーバーを起動するときに接続されます。

•

BOOT_ONCE は、VM_BOOT_OPTION を BOOT_ONCE に設定します。仮想メディアデ
バイスは、設定後に最初にサーバーを起動するときに接続されますが、その後のサーバー
の起動では接続されません。BOOT_ONCE オプションは、一度だけ仮想メディアデバイ
スから起動して、サーバーの動作時にそのデバイスを使用し、その後にサーバーを再起動
したときには仮想メディアデバイスを使用可能にしない場合に使用してください。
VM_BOOT_OPTION を設定しても、仮想メディアデバイスはすぐには接続されません。
仮想メディアデバイスは、VM_BOOT_OPTION を設定した後、最初にサーバーを起動す
るときに接続されます。仮想メディアデバイスが接続された状態で一度サーバーが起動す
ると、その後のサーバーの再起動では仮想メディアデバイスは接続されず、次の仮想メ
ディアデバイス設定がデフォルト値にリセットされます。

•

◦

BOOT_OPTION = NO_BOOT

◦

IMAGE_INSERTED = NO

NO_BOOT は、VM_BOOT_OPTION を NO_BOOT に設定します。仮想メディアデバイス
は、設定後に最初にサーバーを起動するときに接続されません。VM_BOOT_OPTION を
設定しても、仮想メディアデバイスの接続はすぐには切断されません。仮想メディアデバ
イスは、VM_BOOT_OPTION を設定した後、最初にサーバーを起動するときに切断され
ます。サーバーが起動すると、仮想メディアデバイスは接続されず、次の仮想メディアデ
バイス設定がデフォルト値にリセットされます。

◦

BOOT_OPTION = NO_BOOT

◦

IMAGE_INSERTED = NO

VM_WRITE_PROTECT は、仮想ディスケットの書き込み禁止フラグの値を設定します。この
値は、仮想メディア CD-ROM には影響しません。値として"Y"または"N"を指定できます。
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SET_VM_STATUS のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_VM_STATUS のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. VIRTUAL_MEDIA_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV が必要です。）

•

An invalid Virtual Media option has been given. （無効な仮想メディアオ
プションが指定されています。）

CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST
このコマンドは、iLO から証明書を要求します。このコマンドを受け取ると、iLO は証明書署
名要求を生成します。要求は、CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST タグに囲まれてユーザー
に返されます。このコマンドには、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降が必要です。
デフォルトのスクリプトまたはカスタムスクリプトを選択できます。
デフォルトの応答は次のとおりです。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN = "adminname" PASSWORD = "password">
<RIB_INFO MODE = "write">
<CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

カスタムの応答は次のとおりです。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-- Default
<!-<CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST/>
<!-- Custom CSR
<CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST>
<CSR_STATE VALUE =""/>
<CSR_COUNTRY VALUE ="US"/>
<CSR_LOCALITY VALUE ="Houston"/>
<CSR_ORGANIZATION VALUE ="Hewlett-Packard Company"/>
<CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT VALUE =""/>
<CSR_COMMON_NAME VALUE ="test.com"/>
</CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->

CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST のパラメーター（カスタム CSR の場合）
CSR_STATE - iLO サブシステムを所有する会社または組織がある州を指定します。
CSR_COUNTRY - iLO サブシステムを所有する会社または組織がある国の 2 文字の国コード
を指定します。
CSR_LOCALITY - iLO サブシステムを所有する会社または組織がある市町村を指定します。
CSR_ORGANIZATION - iLO サブシステムを所有する会社または組織の名前を指定します。
CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT - iLO サブシステムを所有する会社または組織内の単位。
CSR_COMMON_NAME - iLO サブシステムの FQDN。
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CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST のエラー
カスタム CSR スクリプトで表示される可能性のある CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST の
エラーメッセージは、次のとおりです。
•

CSR_STATE is too long. （CSR_STATE が長すぎます。）

•

Need a value for the CSR_STATE tag.（CSR_STATE タグの値が必要です。）

•

CSR_COUNTRY is too long. （CSR_COUNTRY が長すぎます。）

•

Need a value for the CSR_COUNTRY tag.（CSR_COUNTRY タグの値が必要で
す。）

•

CSR_LOCALITY is too long. （CSR_LOCALITY が長すぎます。）

•

Need a value for the CSR_LOCALITY tag.（CSR_LOCALITY タグの値が必要で
す。）

•

CSR_ORGANIZATION is too long. （CSR_ORGANIZATION が長すぎます。）

•

Need a value for the CSR_ORGANIZATION tag.（CSR_ORGANIZATION タグの
値が必要です。）

•

CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT is too long. （CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT が長
すぎます。）

•

CSR_COMMON_NAME is too long. （CSR_COMMON_NAME が長すぎます。）

•

Need a value for the CSR_STATECSR_COMMON_NAME tag.（CSR_COMMON_NAME
タグの値が必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

最初に新しい CSR を要求するとき、またはシステムがすでに別の CSR で動作している場合、
このメッセージが表示されます。
The iLO subsystem is currently generating a Certificate Signing
Request(CSR), run script after 10 minutes or more to receive the CSR.
（iLO サブシステムは、現在、証明書署名要求（CSR）を生成しています。10 分以上経って
からスクリプトを実行して CSR を受信してください）

IMPORT_CERTIFICATE
IMPORT_CERTIFICATE コマンドは、署名済み証明書を iLO にインポートします。署名済み証
明書は、証明書署名要求の署名済みバージョンでなければなりません。このコマンドには、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降が必要です。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN = "adminname" PASSWORD = "password">
<RIB_INFO MODE = "write">
<IMPORT_CERTIFICATE>
<!-- Replace the following text and comments with the certificate
<!-- INCLUDE the full header and full footer of the certificate
<!-- For example:
-->
-----BEGIN CERTIFICATE----<!-- Ceritificate Data
-->
-----END CERTIFICATE----</IMPORT_CERTIFICATE>
<!-- The iLO will be reset after the certificate has been imported.
<RESET_RIB/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
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-->
-->

-->

</RIBCL>

IMPORT_CERTIFICATE のパラメーター
なし

IMPORT_CERTIFICATE のエラー
表示される可能性のある IMPORT_CERTIFICATE のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Error reading certificate: The imported certificate is invalid.（証
明書の読み込みエラー：インポートされた証明書が無効です。）

AHS_CLEAR_DATA
AHS_CLEAR_DATA コマンドは、AHS ログから Active Health System 情報を消去します。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に
示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するときは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。このコマンドを実行するには、
ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-- Command to clear AHS data.
-->
<AHS_CLEAR_DATA/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

AHS_CLEAR_DATA のパラメーター
なし

AHS_CLEAR_DATA のランタイムエラー
なし

GET_AHS_STATUS
AHS が有効か無効かを決定するには、GET_AHS_STATUS コマンドを使用します。このコマ
ンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示して
ください。RIB_INFO MODE は、"read"または"write"に設定できます。このコマンドを実行す
るときは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。このコマンドを実行
するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_AHS_STATUS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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GET_AHS_STATUS のパラメーター
なし

GET_AHS_STATUS のランタイムエラー
なし

SET_AHS_STATUS
AHS ログ機能を有効または無効にするには、SET_AHS_STATUS コマンドを使用します。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に
示し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するときは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。このコマンドを実行するには、
ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
注記: このコマンドは、AHS のログステータスが Disabled から Enabled に変更される
と、iLO をリセットします。ただし、コマンドによってステータスが変化しない場合（たとえ
ば、ステータスがすでに有効になっているときにステータスが Enable に設定される場合）
は、iLO がリセットされません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-- Set to "Enable" or "Disable".
<SET_AHS_STATUS="Disable"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->

SET_AHS_STATUS のパラメーター
なし

SET_AHS_STATUS のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_AHS_STATUS エラーメッセージは、次のとおりです。
•

AHS is already enabled.（AHS はすでに有効になっています。）

•

AHS is already disabled.（AHS はすでに無効になっています。）

TRIGGER_BB_DATA
Insight Remote Support サーバーへの Active Health System データ送信を開始するには、この
スクリプトを使用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用
してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりま
せん。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-- Command to initiate AHS data submission.
<TRIGGER_BB_DATA>
<MESSAGE_ID value="nnn . . . nnn"/>
<BB_DAYS value="n"/>
</TRIGGER_BB_DATA>
</RIB_INFO>
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-->

</LOGIN>
</RIBCL>

TRIGGER_BB_DATA のパラメーター
•

MESSAGE_ID は、Active Health System パッケージと要求を照合するために使用される
UUID フォーマットです。送信パッケージの SOAP エンベロープヘッダーで返されます。

•

BB_DAYS は、当日を除く最後の最大 7 日間の送信に含まれる日数です。値は 1～7 です。

TRIGGER_BB_DATA のランタイムエラー
なし

DISABLE_ERS
Insight Remote Support または Insight Online からサーバーを登録解除するには、このコマン
ドを使用します。 このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してくだ
さい。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-- Command to unregister the server.
-->
<DISABLE_ERS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

DISABLE_ERS のパラメーター
なし

DISABLE_ERS のランタイムエラー
なし

GET_ERS_SETTINGS
現在の Insight Remote Support 設定を取得するには、このコマンドを使用します。このコマン
ドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<!-- Command to retrieve the current ERS settings.
<GET_ERS_SETTINGS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->

GET_ERS_SETTINGS のパラメーター
なし

GET_ERS_SETTINGS のランタイムエラー
なし

SET_ERS_IRS_CONNECT
Insight Remote Support サーバーに接続し、サーバーを登録するには、このコマンドを使用し
ます。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
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<RIBCL VERSION="2.22">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<!-- Command to connect ERS to IRS and register the server.-->
<SET_ERS_IRS_CONNECT>
<ERS_DESTINATION_URL value = "00.0.00.000"/>
<ERS_DESTINATION_PORT value = "0000"/>
</SET_ERS_IRS_CONNECT>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_ERS_IRS_CONNECT のパラメーター
ERS_DESTINATION_URL - IRS サーバーのホスト名または IP アドレス。
ERS_DESTINATION_PORT - IRS サーバーのポート番号。

SET_ERS_IRS_CONNECT のランタイムエラー
なし

TRIGGER_L2_COLLECTION
Insight Remote Support サーバーへの L2 データ収集送信を開始するには、このコマンドを使
用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<TRIGGER_L2_COLLECTION>
<MESSAGE_ID value="nnn . . . nnn"/>
</TRIGGER_L2_COLLECTION>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

TRIGGER_L2_COLLECTION のパラメーター
MESSAGE_ID - テストサービスイベントとこの要求を照合するために使用するメッセージ UUID
形式。送信パッケージの SOAP エンベロープヘッダーで返されます。

TRIGGER_L2_COLLECTION のランタイムエラー
なし

TRIGGER_TEST_EVENT
Insight Remote Support サーバーへのテストサービスイベント送信を開始するには、このコマ
ンドを使用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してく
ださい。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<TRIGGER_TEST_EVENT >
<MESSAGE_ID value="nnn . . . nnn"/>
</TRIGGER_TEST_EVENT>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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TRIGGER_TEST_EVENT のパラメーター
MESSAGE_ID - テストサービスイベントとこの要求を照合するために使用するメッセージ UUID
形式。送信パッケージの SOAP エンベロープヘッダーで返されます。

TRIGGER_TEST_EVENT のランタイムエラー
なし

SET_ERS_DIRECT_CONNECT
このコマンドを入力して、Direct Connect を使用してお使いのデバイスを HPE Insight Online
に登録します。iLO リモートサポート設定を変更するため、ユーザーには iLO の設定権限が必
要であり、このコマンドを実行するため、有効な HP パスポートのアカウントが必要です。ア
カウントをお持ちでない場合は、http://www.hpe.com/info/insightonline でサインアップして
ください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<SET_ERS_DIRECT_CONNECT>
<ERS_HPP_USER_ID value="HpUID"/>
<ERS_HPP_PASSWORD value="HpPass"/>
<!-- if proxy is needed, enter the proxy information:
<ERS_WEB_PROXY_URL value="proxy.sample.hp.com"/>
<ERS_WEB_PROXY_PORT value="8080"/>
<ERS_WEB_PROXY_USERNAME value="proxy_user"/>
<ERS_WEB_PROXY_PASSWORD value="proxy_pass"/> -->
</SET_ERS_DIRECT_CONNECT>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_ERS_DIRECT_CONNECT を実行した後、登録プロセスを完了するために最終コマンド
が必要です。詳しくは、「DC_REGISTRATION_COMPLETE」(136 ページ)を参照してくださ
い。

SET_ERS_DIRECT_CONNECT のパラメーター
ERS_HPP_USER_ID - HP パスポートアカウントのユーザー ID です。
ERS_HPP_PASSWORD - HP パスポートアカウントのパスワードです。
Web プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセスするデバイスを使用している場
合、次の情報を入力します。
•

ERS_WEB_PROXY_URL - Web プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスです。

•

ERS_WEB_PROXY_PORT - Web プロキシサーバーとの通信用のポート番号です。

•

ERS_WEB_PROXY_USERNAME - Web プロキシサーバー認証用のユーザー名です。

•

ERS_WEB_PROXY_PASSWORD - Web プロキシサーバー認証用のパスワードです。

注記: SET_ERS_WEB_PROXY コマンドを使用して、Web プロキシサーバー設定を個別に
設定することができます。SET_ERS_DIRECT_CONNECT と同じスクリプトで Web プロキシ
サーバーを設定しない場合は、スクリプトの Web プロキシセクションをコメントアウトした
ままにしておいてください。

SET_ERS_DIRECT_CONNECT のランタイムエラー
このコマンドから返される可能性があるエラーメッセージは次のとおりです。
•

Device is already registered.（デバイスはすでに登録されています。）
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•

HP Passport password entered is incorrect.（入力された HP パスポートの
パスワードが不正です。）

•

HP Passport account is locked out due to excessive login
authentication failures.（ログイン認証の失敗回数を超えたため、HP パスポート
アカウントがロックアウトされました。）

•

User has reached half the maximum allowed HP Passport login
authentication failures.（ユーザーは、HP パスポートの許容ログイン認証失敗回
数の最大値の半数に達しました。）

•

HP Passport password has expired.（HP パスポートのパスワードの有効期限が
切れました。）

•

Invalid Proxy Settings（無効なプロキシ設定です）

•

Cannot connect to proxy server.（プロキシサーバーに接続できません。）

•

Cannot connect to remote host.（リモートホストに接続できません。）

DC_REGISTRATION_COMPLETE
デバイスを完全に登録するには、まずSET_ERS_DIRECT_CONNECT コマンドを入力し、そ
の後 Direct Connect のコマンド"DC_REGISTRATION_COMPLETE"を使用して Insight Remote
Support の登録を完了します。iLO リモートサポート設定を変更するには、iLO 設定権限が必
要です。
例：
<RIBCL VERSION="2.22">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<DC_REGISTRATION_COMPLETE/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

DC_REGISTRATION_COMPLETE のパラメーター
なし

DC_REGISTRATION_COMPLETE のランタイムエラー
このコマンドから返される可能性があるエラーメッセージは次のとおりです。
•

iLO information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（iLO 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Internal Error（内部エラーです）

•

Error reading ERS configuration（ERS 設定の読み取りエラーです）

•

ERS is disabled（ERS が無効です）

•

Invalid Command For Connect Model（Connect Model への無効なコマンドで
す）

SET_ERS_WEB_PROXY
SET_ERS_WEB_PROXY コマンドを入力してお使いのデバイス用のプロキシ設定をアップデー
トするか、初回のプロキシ設定を行います。プロキシ設定は、Direct Connect 登録にのみ該当
します。iLO リモートサポート設定を変更するには、iLO 設定権限が必要です。
例：
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<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<SET_ERS_WEB_PROXY>
<ERS_WEB_PROXY_URL value="192.0.2.10"/>
<ERS_WEB_PROXY_PORT value="8080"/>
<ERS_WEB_PROXY_USERNAME value="proxy_user"/>
<ERS_WEB_PROXY_PASSWORD value="proxy_pass"/>
</SET_ERS_WEB_PROXY>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_ERS_WEB_PROXY のパラメーター
Web プロキシサーバーを使用してインターネットにアクセスするデバイスを設定する場合、次
の情報を入力します。
•

ERS_WEB_PROXY_URL - Web プロキシサーバーのホスト名または IP アドレスです。

•

ERS_WEB_PROXY_PORT - Web プロキシサーバーとの通信用のポート番号です。

•

ERS_WEB_PROXY_USERNAME - Web プロキシサーバー認証用のユーザー名です。

•

ERS_WEB_PROXY_PASSWORD - Web プロキシサーバー認証用のパスワードです。

SET_ERS_WEB_PROXY のランタイムエラー
このコマンドから返される可能性があるエラーメッセージは次のとおりです。
•

Invalid Proxy Settings（無効なプロキシ設定です）

SET_LANGUAGE
iLO のデフォルト言語を設定するには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<SET_LANGUAGE LANG_ID="EN"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_LANGUAGE のパラメーター
LANG_ID は、2 文字の言語識別子です。このパラメーターには、大文字と小文字の区別がな
く、ブランクにすることはできません。
LANG_ID の値は次のとおりです。
•

EN（英語）

•

JA（日本語）

•

ZH（簡体中国語）

SET_LANGUAGE のランタイムエラー
なし
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GET_LANGUAGE
iLO のデフォルト言語を読み取るには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_LANGUAGE/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_LANGUAGE のパラメーター
なし

GET_LANGUAGE のランタイムエラー
なし

GET_ALL_LANGUAGES
iLO のすべての言語を読み出すには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_ALL_LANGUAGES/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_ALL_LANGUAGES のパラメーター
なし

GET_ALL_LANGUAGES のランタイムエラー
なし

GET_ASSET_TAG
資産タグを取得するには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE
バージョン 1.00 以降を使用してください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_ASSET_TAG/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_ASSET_TAG のパラメーター
なし
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GET_ASSET_TAG のランタイムエラー
•

Problem reading the EV - There was a problem reading the EV. Retry the procedure
later.（EV の読み取りに問題がありました。後で手順を再試行してください。）

•

There is no EV by the name given - The EV is not present. One possible cause is
that the EV was never set using SET_ASSET_TAG.（EV がありません。たとえば、
SET_ASSET_TAG を使用して EV が設定されていないことが原因です。）

タグが設定されていない場合、GET_ASSET_TAG は次の情報メッセージを返します。
No Asset Tag Information.（資産タグ情報がありません。）

SET_ASSET_TAG
資産タグを設定または消去するには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
このコマンドを実行するには、仮想メディア、仮想電源およびリセット、リモートコンソール
の権限を持っていることが必要です。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<!-- Enter a string to set the asset tag, or an empty string
<!-- to clear the asset tag. -->
<SET_ASSET_TAG VALUE ="Asset Tag"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->

SET_ASSET_TAG のパラメーター
SET_ASSET_TAG は、資産タグを設定または消去します。文字列を入力して資産タグを追加
または変更するか、空の文字列を入力して資産タグを消去します。

SET_ASSET_TAG のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_ASSET_TAG のエラーメッセージは、次のとおりです。
Problem manipulating EV（EV 操作中の問題）
このメッセージは、資産タグが設定されていないことを示します。後で手順を再試行してくだ
さい。
SET_ASSET_TAG で表示される可能性のある他のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Post in progress, EV unavailable.（POST の実行中で、EV を利用できませ
ん。）

•

EV name too large.（EV 名が大きすぎます。）

•

EV data too large.（EV データが大きすぎます。）

•

There is no such EV.（該当する EV が存在しません。）

•

EV is not supported.（EV がサポートされていません。）

•

EV is not initialized.（EV が初期化されていません。）

•

ROM is busy, EV unavailable.（ROM がビジー状態で、EV を利用できません。）

•

User does NOT have correct privilege for action. VIRTUAL_MEDIA_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
VIRTUAL_MEDIA_PRIV が必要です。）
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•

User does NOT have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. REMOTE_CONS_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
REMOTE_CONS_PRIV が必要です。）

•

String too long, maximum string length is 32 characters.（文字列が長
すぎます。最大文字列長は 32 文字です。）

GET_SECURITY_MSG
iLO ログイン画面のセキュリティメッセージを取得するには、このコマンドを使用します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_SECURITY_MSG/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_SECURITY_MSG のパラメーター
なし

GET_SECURITY_MSG が返すメッセージ
返される応答には、次の情報が含まれます。
•

SECURITY_MSG value=”Enabled” または “Disabled”

•

SECURITY_MSG_TEXT:
<SECURITY_MSG_TEXT>
<![CDATA[The security message appears here, set using SET_SECURITY_MESSAGE.]]>
</SECURITY_MSG_TEXT>

GET_SECURITY_MSG のランタイムエラー
なし

SET_SECURITY_MSG
iLO ログインバナーにセキュリティテキストメッセージを設定するには、このコマンドを使用
します。ログインセキュリティバナー機能を使用すると、iLO ログイン画面に表示されるセキュ
リティバナーを設定できます。バナーに変更を加えるには、iLO 設定権限が必要です。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<SET_SECURITY_MSG>
<SECURITY_MSG value="y"/>
<SECURITY_MSG_TEXT>
<![CDATA[ message ]]>
</SECURITY_MSG_TEXT>
</SET_SECURITY_MSG>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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SET_SECURITY_MSG のパラメーター
SECURITY_MSG - Boolean 値、Yes（有効）または No（無効）でなければなりません。値が
No の場合、セキュリティメッセージは削除されます。
SECURITY_MSG_TEXT - SECURITY_MSG を Yes に設定した場合に表示される CDATA テキ
ストメッセージ。<![CDATA[と ]]> の間にメッセージのテキストを入力してください。

SET_SECURITY_MSG のランタイムエラー
SECURITY_MESSAGE パラメーターの値は、Y または N でなければなりません。そうでない
場合、コマンドはエラーを報告します。次のエラーが表示される場合もあります。
User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

GET_SPATIAL
HPE Asset Manager で位置情報とシステムデータを使用して、より正確で完全な資産データを
取得するには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン
1.0 以降を使用してください。
<RIBCL VERSION="2.22">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_SPATIAL/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_SPATIAL のパラメーター
なし

GET_SPATIAL が返すメッセージ
以下の応答は、返される典型的なデータです。
<SPATIAL>
<PLATFORM>DL/ML</PLATFORM>
<DISCOVERY_RACK>Supported</DISCOVERY_RACK>
<DISCOVERY_DATA>Valid</DISCOVERY_DATA>
<TAG_VERSION>1</TAG_VERSION>
<RACK_ID>2CJ20500XC</RACK_ID>
<RACK_ID_PN>BW946A</RACK_ID_PN>
<RACK_cUUID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</RACK_cUUID>
<RACK_DESCRIPTION>HP I Series 42U Rack Location Option</RACK_DESCRIPTION>
<RACK_UHEIGHT>42</RACK_UHEIGHT>
<UPOSITION>6</UPOSITION>
<ULOCATION>F</ULOCATION>
<cUUID>00000000-0000-0000-0000-000000000000</cUUID>
<UHEIGHT>100</UHEIGHT>
<UOFFSET>0</UOFFSET>
<DEVICE_UPOSITION>6</DEVICE_UPOSITION>
</SPATIAL>

•

検出ラックサポート <DISCOVERY_RACK> - ラックが Discovery Services をサポートす
るかどうか。

•

検出データエラー <DISCOVERY_DATA> - 検出中にエラーがあったかどうか。

•

タグバージョン [TAG_VERSION] - ラックのタグバージョン番号。
RIB_INFO 141

•

ラック識別子 [RACK_ID] - ラック識別子

•

ラックロケーション検出製品番号 [RACK_ID_PN] - ラックの製品番号。

•

ラックロケーション検出製品説明 [RACK_DESCRIPTION] - ラックの製品名。

•

ラック U 高さ [RACK_UHEIGHT] - U ラック単位でのラックの高さ。値は 1～50 です。

•

U 位置 [UPOSITION] - デバイスが設置されているラック U を示す垂直 U 位置の値。値は
1～50 です。

•

U 配置 [ULOCATION] - デバイスが設置されているラックの側面。値は、[Back]、[Front]
（デフォルト）、[Left]、および [Right] です。

•

サーバー UUID [cUUID] - サーバーの UUID（Universally Unique Identifier）。

•

<RACK_cUUID> - RACK_ID_PN が使用される場合のみに存在するラックの UUID。

•

サーバー/エンクロージャー/ラックの U 位置 <DEVICE_UPOSITION> - UPOSITION が 0
以外の場合のみに存在するデバイス（サーバー、エンクロージャー、またはラック）の物
理 U 位置。UPOSITION から UOFFSET を減算して計算されます。

サーバー、エンクロージャー、またはシャーシタイプによっては、追加フィールドが表示され
ます。
•

サーバー/エンクロージャー/シャーシ U 高さ [UHEIGHT] - U ラック単位でのサーバーの高
さ。値は 100～5000（100 間隔）です。

•

サーバー/エンクロージャー/シャーシコンタクト位置 U オフセット [UOFFSET] - 値は 1～
50 です。

HPE ProLiant BL 固有のデータ
ベイ <BAY> - エンクロージャー内のサーバーの位置。
エンクロージャー UUID <ENCLOSURE_UUID> - エンクロージャーの UUID。
HPE ProLiant SL 固有のデータ
ベイ <BAY> - エンクロージャー内のサーバーの位置。
SL シャーシ UUID <ENCLOSURE_UUID> - エンクロージャーの UUID。

GET_SPATIAL のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_SPATIAL のランタイムエラーは、次のとおりです。
•

This feature requires an installed license key（この機能にはインストー
ルされたライセンスキーが必要です。）

•

Unknown error.（認識できないエラーです）

•

Feature not supported（機能がサポートされていません。）

HOTKEY_CONFIG
HOTKEY_CONFIG コマンドは、iLO のリモートコンソールホットキーを設定します。このコ
マンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを RIB_INFO コマンドブロック内に示
し、RIB_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザー
が iLO 設定権限を持たなければなりません。
大文字または小文字の値は必要に応じて適切な文字に自動的に変更されます（小文字は必要に
応じて大文字に変更され、大文字は必要に応じて小文字に変更されます）。二重引用符または
単一引用符を使用する場合、区切り文字と異なっている必要があります。空白文字列を指定す
ると、現在の値は削除されます。
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注記: 各ホットキーには最大 5 つの選択肢があります（たとえば、
CTRL_T="CTRL,ALT,ESC,F2,F4"）。
値にスペース（" "）を使用しないでください。値にスペースを設定するには、SPACE と入力
します。
このコマンドを使用して、iLO 4 のホットキーを設定します。このコマンドでは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と PASSWORD
の値を環境に適した値で置き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<HOTKEY_CONFIG>
<CTRL_T value="CTRL,ALT,ESC"/>
<CTRL_U value="L_SHIFT,F10,F12"/>
<CTRL_V value=""/>
<CTRL_W value=""/>
<CTRL_X value=""/>
<CTRL_Y value=""/>
</HOTKEY_CONFIG>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

HOTKEY_CONFIG のパラメーター
以下のパラメーターは、オプションです。パラメーターを指定しない場合、設定済みのパラ
メーター値が維持されます。複数の設定値はコンマで区切ります（上のスクリプト例を参照）。
各ホットキーに対して 5 つまでのキーストロークを設定できます。
•

CTRL+T

•

CTRL+U

•

CTRL+V

•

CTRL+W

•

CTRL+X

•

CTRL+Y

サポートされるホットキー
[プログラムリモートコンソールホットキー] ページを使用すると、リモートコンソールセッショ
ン中に使用する最大 6 組のホットキーを定義できます。各ホットキーは、リモートコンソール
セッション中にホットキーを押すとホストマシンへ送信される最大 5 組の異なるキーの組み合
わせを表します。ホットキーの代わりに、選択したキーの組み合わせ（すべてのキーを同時に
押す）が送信されます。次の表に、リモートコンソールのホットキーシーケンスで組み合わせ
ることができるキーを示します。
ESC

F1

–

d

s

BACKSPACE

左の ALT

F2

(

e

t

SYS RQ

右の ALT

F3

)

f

u

1

左の SHIFT

F4

*

g

v

2

右の SHIFT

F5

+

h

w

3

INS

F6

:

I

x

4

DEL

F7

<

j

y

5
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HOME

F8

>

k

z

6

END

F9

=

l

;

7

PG UP

F10

[

m

‘

8

PG DN

F11

]

n

左の CTRL

9

ENTER

F12

\

o

右の CTRL

0

TAB

SPACE

a

p

NUM PLUS

NONE

BREAK

/

b

q

NUM MINUS

左の GUI

COMMA

.

c

r

SCRL LCK

右の GUI

HOTKEY_CONFIG のランタイムエラー
表示される可能性のある HOTKEY_CONFIG のエラーメッセージは次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

The hot key parameter specified is not valid.（指定されているホットキー
のパラメーターは、無効です。）

•

Invalid number of hot keys. The maximum allowed is five.（ホットキー
の数が無効です。許可される最大数は、5 です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

Failed to update the hot key.（ホットキーを更新できません。）

GET_HOTKEY_CONFIG
リモートコンソールセッションで使用可能なホットキーを取得するには、このコマンドを使用
します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
USER_LOGIN と PASSWORD の値を環境に適した値で置き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_HOTKEY_CONFIG/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_HOTKEY_CONFIG のパラメーター
なし

GET_HOTKEY_CONFIG のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_HOTKEY_CONFIG のエラーメッセージは、次のとおりです。
Unable to get the hot keys.（ホットキーを取得できません。）

GET_HOTKEY_CONFIG が返すメッセージ
応答で返される情報の例は、次のとおりです。
<GET_HOTKEY_CONFIG>
<CTRL_T VALUE="L_CTRL,L_ALT,ESC,NONE,NONE"/>
<CTRL_U VALUE="L_SHIFT,F10,F12,NONE,NONE"/>
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<CTRL_V VALUE="NONE,NONE,NONE,NONE,NONE"/>
<CTRL_W VALUE="NONE,NONE,NONE,NONE,NONE"/>
<CTRL_X VALUE="NONE,NONE,NONE,NONE,NONE"/>
<CTRL_Y VALUE="NONE,NONE,NONE,NONE,NONE"/>
</GET_HOTKEY_CONFIG>

PROFILE_APPLY
PROFILE スクリプトを使用して iLO から複数のサーバーをインストールするには、自動サー
バー設定パッケージ（配備設定）のスクリプトを作成できます。
PROFILE_APPLY は、iLO 4 で配備設定を適用するために使用します。このコマンドでは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と PASSWORD
の値を環境に適した値で置き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.2">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<PROFILE_APPLY>
<PROFILE_DESC_NAME VALUE="profile_desc_name"/>
<PROFILE_OPTIONS VALUE="none"/>
<PROFILE_ACTION VALUE="Stage"/>
</PROFILE_APPLY>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

PROFILE_APPLY のパラメーター
注記:

すべてのテキストフィールドで、内部に引用符や改行文字を使用しないでください。

•

PROFILE_DESC_NAME は、プロファイルを記述する名前です。値は、サーバー上で一意
であり、27 文字以内でなければなりません。使用できるのは英数字とアンダースコアだ
けで、スペース、ピリオド、およびスラッシュは使用できません。空の文字列は無効で
す。

•

PROFILE_OPTIONS は現在未使用であり、常に none に設定されます。空の文字列は無
効です。

•

PROFILE_ACTION は、プロファイルをただちに適用するか、次回の再起動で適用するか
を指定するトグルです。有効な値は、Stage および Apply_Now です。

PROFILE_APPLY のランタイムエラー
表示される場合があるエラーは次のとおりです。
•

PROFILE_DESC_NAME is too long. （PROFILE_DESC_NAME が長すぎます。）

•

PROFILE_DESC_NAME is not valid. Only alphanumeric characters and
underscore are allowed.（PROFILE_DESC_NAME が無効です。使用できるのは英
数字とアンダースコアだけです。）

•

PROFILE_OPTIONS is too long. （PROFILE_OPTIONS が長すぎます。）

•

PROFILE_ACTION is too long. （PROFILE_ACTION が長すぎます。）

•

Problem manipulating EV（EV 操作中の問題）

•

There are missing parameters in the xml script.（XML スクリプトに指定
されていないパラメーターがあります。）

•

The PROFILE_ACTION does not have a valid value.（PROFILE_ACTION に有
効な値がありません。）
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•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

The value specified is invalid.（指定された値が無効です。）

•

Internal error.（内部エラーです）

•

Retry later.（後で再試行してください。）

•

Invalid, do not repeat.（無効です。繰り返さないでください。）

•

Profile descriptor name is not correct.（プロファイル記述子の名前が間違っ
ています。）

•

Profile descriptor too large.（プロファイル記述子が大きすぎます。）

•

Profile Descriptor is read only or write only.（プロファイル記述子が読
み取り専用または書き込み専用です。）

•

Profile descriptor has not been found.（プロファイル記述子が見つかりませ
んでした。）

•

Profile descriptor is currently unavailable.（プロファイル記述子は現在
使用できません。）

•

The iLO is not configured for this command.（iLO がこのコマンド用に設定
されていません。）

•

Blob Store is not yet initialized.（BLOB ストアがまだ初期化されていませ
ん。）

•

Feature not supported（機能がサポートされていません。）

•

No data available（使用できるデータがありません。）

•

Post in progress, EV unavailable.（POST の実行中で、EV を利用できませ
ん。）

•

EV name too large.（EV 名が大きすぎます。）

•

EV data too large.（EV データが大きすぎます。）

•

There is no such EV.（該当する EV が存在しません。）

•

EV is not supported.（EV がサポートされていません。）

•

EV is not initialized.（EV が初期化されていません。）

•

ROM is busy, EV unavailable.（ROM がビジー状態で、EV を利用できません。）

•

Need a value for the PROFILE_OPTIONS tag.（PROFILE_OPTIONS タグの値が必要で
す。）

•

Need a value for the PROFILE_DESC_NAME tag.（PROFILE_DESC_NAME タグの値が
必要です。）

PROFILE_APPLY_GET_RESULTS
PROFILE_APPLY スクリプトからの結果を取得するには、このコマンドを使用します。このコ
マンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と
PASSWORD の値を環境に適した値で置き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<PROFILE_APPLY_GET_RESULTS/>
</RIB_INFO>
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</LOGIN>
</RIBCL>

PROFILE_APPLY_GET_RESULTS のパラメーター
なし

PROFILE_APPLY_GET_RESULTS のランタイムエラー
表示される場合があるエラーは次のとおりです。
•

The value specified is invalid.（指定された値が無効です。）

•

Internal error.（内部エラーです）

•

Retry later.（後で再試行してください。）

•

Invalid, do not repeat.（無効です。繰り返さないでください。）

•

Profile descriptor name is not correct.（プロファイル記述子の名前が間違っ
ています。）

•

Profile descriptor too large.（プロファイル記述子が大きすぎます。）

•

Profile Descriptor is read only or write only.（プロファイル記述子が読
み取り専用または書き込み専用です。）

•

Profile descriptor has not been found.（プロファイル記述子が見つかりませ
んでした。）

•

Profile descriptor is currently unavailable.（プロファイル記述子は現在
使用できません。）

•

The iLO is not configured for this command.（iLO がこのコマンド用に設定
されていません。）

•

Blob Store is not yet initialized.（BLOB ストアがまだ初期化されていませ
ん。）

•

Feature not supported（機能がサポートされていません。）

•

No data available（使用できるデータがありません。）

PROFILE_DELETE
配備プロファイルを削除するには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、
HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と PASSWORD
の値を環境に適した値で置き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.2">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<PROFILE_DELETE>
<PROFILE_DESC_NAME VALUE="profile_desc_name"/>
</PROFILE_DELETE>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

PROFILE_DELETE のパラメーター
PROFILE_DESC_NAME は、プロファイルを記述する名前です。値は、サーバー上で一意であ
り、26 文字以内でなければなりません。使用できるのは英数字とアンダースコアだけで、ス
ペース、ピリオド、およびスラッシュは使用できません。空の文字列は無効です。
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PROFILE_DELETE のランタイムエラー
表示される場合があるエラーは次のとおりです。
•

PROFILE_DESC_NAME is too long. （PROFILE_DESC_NAME が長すぎます。）

•

PROFILE_DESC_NAME is not valid. Only alphanumeric characters and
underscore are allowed.（PROFILE_DESC_NAME が無効です。使用できるのは英
数字とアンダースコアだけです。）

•

There are missing parameters in the xml script.（XML スクリプトに指定
されていないパラメーターがあります。）

•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

The value specified is invalid.（指定された値が無効です。）

•

Internal error.（内部エラーです）

•

Retry later.（後で再試行してください。）

•

Invalid, do not repeat.（無効です。繰り返さないでください。）

•

Profile descriptor name is not correct.（プロファイル記述子の名前が間違っ
ています。）

•

Profile descriptor too large.（プロファイル記述子が大きすぎます。）

•

Profile Descriptor is read only or write only.（プロファイル記述子が読
み取り専用または書き込み専用です。）

•

Profile descriptor has not been found.（プロファイル記述子が見つかりませ
んでした。）

•

Profile descriptor is currently unavailable.（プロファイル記述子は現在
使用できません。）

•

The iLO is not configured for this command.（iLO がこのコマンド用に設定
されていません。）

•

Blob Store is not yet initialized.（BLOB ストアがまだ初期化されていませ
ん。）

•

Feature not supported（機能がサポートされていません。）

•

No data available（使用できるデータがありません。）

PROFILE_LIST
blobstore の perm ディレクトリにあるすべてのプロファイル記述子とそこに保存されている
データ（たとえば、PROFILE_DESC_NAME、PROFILE_NAME、PROFILE_DESCRIPTION、
PROFILE_SCHEMA、PROFILE_LINK、および PROFILE_URL に保存されているデータ）を
表示するには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン
1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と PASSWORD の値を環境に適した値で置き換
えてください。
注記: 保存されるプロファイル識別子が多いと、データを収集し、返すまでの時間が長くな
ります。
<RIBCL VERSION="2.2">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<PROFILE_LIST/>
</RIB_INFO>
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</LOGIN>
</RIBCL>

PROFILE_LIST のパラメーター
なし

PROFILE_LIST のランタイムエラー
表示される場合があるエラーは次のとおりです。
•

The value specified is invalid.（指定された値が無効です。）

•

Internal error.（内部エラーです）

•

Retry later.（後で再試行してください。）

•

Invalid, do not repeat.（無効です。繰り返さないでください。）

•

Profile descriptor name is not correct.（プロファイル記述子の名前が間違っ
ています。）

•

Profile descriptor too large.（プロファイル記述子が大きすぎます。）

•

Profile Descriptor is read only or write only.（プロファイル記述子が読
み取り専用または書き込み専用です。）

•

Profile descriptor has not been found.（プロファイル記述子が見つかりませ
んでした。）

•

Profile descriptor is currently unavailable.（プロファイル記述子は現在
使用できません。）

•

The iLO is not configured for this command.（iLO がこのコマンド用に設定
されていません。）

•

Blob Store is not yet initialized.（BLOB ストアがまだ初期化されていませ
ん。）

•

Feature not supported（機能がサポートされていません。）

•

No data available（使用できるデータがありません。）

PROFILE_DESC_DOWNLOAD
配備プロファイル記述子を書き込み、特定の BLOB をダウンロードし、BLOB をブロブストア
に書き込むには、このコマンドを使用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョ
ン 1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と PASSWORD の値を環境に適した値で置
き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.2">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<PROFILE_DESC_DOWNLOAD>
<PROFILE_DESC_NAME VALUE="profile_desc_name"/>
<PROFILE_NAME VALUE="profile free form text name"/>
<PROFILE_DESCRIPTION VALUE="Profile free form text description"/>
<PROFILE_SCHEMA VALUE="intelligentprovisioning.1.0.0"/>
<BLOB_NAMESPACE VALUE="perm"/>
<BLOB_NAME VALUE="internal_unique_name"/>
<PROFILE_URL VALUE="http(s)://uri_path_to_blob"/>
</PROFILE_DESC_DOWNLOAD>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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PROFILE_DESC_DOWNLOAD のパラメーター
注記:

すべてのテキストフィールドで、内部に引用符や改行文字を使用しないでください。

•

PROFILE_DESC_NAME は、プロファイルを記述する名前です。値は、サーバー上で一意
であり、26 文字以内でなければなりません。使用できるのは英数字とアンダースコアだ
けで、スペース、ピリオド、およびスラッシュは使用できません。

•

PROFILE_NAME は、プロファイルの名前です。この値はオプションであり、自由形式の
テキストを受け付けます。空の文字列は無効であり、文字列の最大長は 512 文字です。

•

PROFILE_DESCRIPTION は、プロファイルの説明です。この値はオプションであり、自
由形式のテキストを受け付けます。空の文字列は無効です。

•

PROFILE_SCHEMA は、このスクリプトが準拠するスキーマです。値は常に
intelligentprovisioning.1.0.0 でなければなりません。空の文字列は無効です。

•

BLOB_NAMESPACE は、内部の iLO ストレージインジケーターです。PROFILE_URL が
使用されない場合、BLOB_NAME とともに使用されます。

•

BLOB_NAME は、iLO がプロファイルを内部的に保存するために使用する名前です。この
値の最大長は 31 文字です。使用できるのは英数字とアンダースコアだけで、スペース、
ピリオド、およびスラッシュは使用できません。Hewlett Packard Enterprise は、
PROFILE_DESC_NAME と同じ値を使用することをおすすめします。PROFILE_URL が
使用されない場合、BLOB_NAMESPACE とともに使用されます。

•

PROFILE_URL は、BLOB_NAMESPACE と BLOB_NAME が使用されない場合に、iLO が
ローカルストレージ用のプロファイルをダウンロードしようと試みる URL です。

PROFILE_DESC_DOWNLOAD のランタイムエラー
表示される場合があるエラーは次のとおりです。
•

PROFILE_DESC_NAME is too long. （PROFILE_DESC_NAME が長すぎます。）

•

PROFILE_DESC_NAME is not valid. Only alphanumeric characters and
underscore are allowed.（PROFILE_DESC_NAME が無効です。使用できるのは英
数字とアンダースコアだけです。）

•

PROFILE_NAME is too long. （PROFILE_NAME が長すぎます。）

•

PROFILE_DESCRIPTION is too long. （PROFILE_DESCRIPTION が長すぎます。）

•

PROFILE_SCHEMA is too long. （PPROFILE_SCHEMA が長すぎます。）

•

There are missing parameters in the xml script.（XML スクリプトに指定
されていないパラメーターがあります。）

•

Need a value for the PROFILE_URL tag.（PROFILE_URL タグの値が必要で
す。）

•

Need a value for the PROFILE_DESC_NAME tag.（PROFILE_DESC_NAME タグ
の値が必要です。）

•

Incorrect url.（URL が間違っています。）

•

Failed to connect to the url.（URL に接続できませんでした。）

•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

The value specified is invalid.（指定された値が無効です。）

•

Internal error.（内部エラーです）

•

Retry later.（後で再試行してください。）
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•

Invalid, do not repeat.（無効です。繰り返さないでください。）

•

Profile descriptor name is not correct.（プロファイル記述子の名前が間違っ
ています。）

•

Profile descriptor too large.（プロファイル記述子が大きすぎます。）

•

Profile Descriptor is read only or write only.（プロファイル記述子が読
み取り専用または書き込み専用です。）

•

Profile descriptor has not been found.（プロファイル記述子が見つかりませ
んでした。）

•

Profile descriptor is currently unavailable.（プロファイル記述子は現在
使用できません。）

•

The iLO is not configured for this command.（iLO がこのコマンド用に設定
されていません。）

•

Blob Store is not yet initialized.（BLOB ストアがまだ初期化されていませ
ん。）

•

Feature not supported（機能がサポートされていません。）

•

No data available（使用できるデータがありません。）

FIPS_ENABLE
iLO 4 で連邦情報処理規格の強制 AES/3DES 暗号設定を有効にするには、このスクリプトを使
用します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。
USER_LOGIN と PASSWORD の値を環境に適した値で置き換えてください。
警告! このスクリプトを実行すると、（リモートコンソールおよび仮想メディアセッション
を含む）iLO デバイスとのすべてのアクティブ接続がただちにドロップされます。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<FIPS_ENABLE/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

FIPS の無効化:
FIPS を無効にするには、FACTORY_DEFAULTS コマンドを使用します。

FIPS_ENABLE のパラメーター
なし

FIPS_ENABLE のランタイムエラー
FIPS_ENABLE コマンドを実行すると、FIPS ステータスがチェックされます。FIPS がすでに
有効になっている場合、次のメッセージが表示されます。
FIPS is already enabled.（FIPS はすでに有効になっています。）

GET_FIPS_STATUS
強制 AES/3DES 暗号の現在のステータスを取得するにはこのスクリプトを使用します。この
コマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と
PASSWORD の値を環境に適した値で置き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
RIB_INFO 151

<RIB_INFO MODE="write">
<GET_FIPS_STATUS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_FIPS_STATUS のパラメーター
なし

GET_FIPS_STATUS のランタイムエラー
なし

GET_FIPS_STATUS が返すメッセージ
GET_FIPS_STATUS は、次のようなメッセージを返します。
<GET_FIPS_STATUS>
<FIPS_MODE VALUE="Disabled"/>
</GET_FIPS_STATUS>

FIPS_MODE の値は、”Enabled” または “Disabled” です。

GET_ALL_LICENSES
GET_ALL_LICENSES コマンドを使用して、ライセンスの種類、キー、インストール日付、お
よびクラスを取得します。このコマンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用
してください。USER_LOGIN と PASSWORD の値を環境に適した値で置き換えてください。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_ALL_LICENSES/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_ALL_LICENSES のパラメーター
なし

GET_ALL_LICENSES のランタイムエラー
なし

GET_ALL_LICENSES が返すメッセージ
GET_ALL_LICENSES は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_ALL_LICENSES>
<LICENSE>
<LICENSE_TYPE VALUE= "iLO 4 Advanced"/>
<LICENSE_KEY VALUE= "<advanced license key value>"/>
<LICENSE_INSTALL_DATE VALUE="Thu Mar 21 18:47:53 2013"/>
<LICENSE_CLASS VALUE="FQL"/>
</LICENSE>
</GET_ALL_LICENSES>
</RIBCL>
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FACTORY_DEFAULTS
iLO デバイスを出荷時のデフォルト値に設定するには、このコマンドを使用します。このコマ
ンドでは、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降を使用してください。USER_LOGIN と
PASSWORD の値を環境に適した値で置き換えてください。
警告! iLO デバイスを出荷時のデフォルト設定にリセットすると、DNS 名がデフォルトに変
更され、デフォルトの管理者ユーザーアカウントとデフォルトのパスワードを使用しないと
iLO デバイスにアクセスできなくなります。これらのデフォルトがない場合は、RBSU を使用
して iLO アクセスを再設定する必要があります。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<FACTORY_DEFAULTS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

FACTORY_DEFAULTS のパラメーター
なし

FACTORY_DEFAULTS のランタイムエラー
なし

IMPORT_SSH_KEY
IMPORT_SSH_KEY コマンドは、SSH_KEY および関連付けられた iLO ユーザー名を iLO に
インポートします。このコマンドには、HPQLOCFG.EXE バージョン 1.00 以降が必要です。
ssh-keygen、puttygen.exe、または 1024 ビット DSA キー生成のための他の SSH キー生
成ユーティリティを使用して SSH キーを生成し、key.pub ファイルを作成した後で、以下の
手順を実行してください。
1. key.pub ファイルを探し、以下の間に内容を入れます。
-----BEGIN SSH KEY---と
-----END SSH KEY-----.
ファイルは、次のテキストで始まります。
ssh-dss .
キーの最後に「 」（スペース）と [ユーザーの変更] ページに表示される有効な iLO 4 の
ユーザー名を追加します。例：

2.

xxx_some text_xxx ASmith.

ユーザー名は大文字と小文字が区別され、正しいユーザーの SSH キーと関連付けられている
iLO 4 のユーザー名と一致している必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="write">
<IMPORT_SSH_KEY>
-----BEGIN SSH KEY----ssh-dss
ASampleKeyAAALftnNE12JR8T8XQqyzqc1tt6FLFRXLRM5PJpOf/IG4hN45
+x+JbaqkhH+aKqFjlfO1NjszHrFN26H1AhWOjY2bEwj2wlJzBMAhXwnPQelQsCnJDf+
RIB_INFO 153

zCzbDn+5Va86+qWxm0lsDEChvZPM6wpjkXvHwuInjxTzOGQTq++vmYlo1/AAAAFQC1M
FaZjE995QhX9H1DaDzpsVTXvwAAAIA6ec/hAkas2N762jtlHvSuvZaQRzu49DOtjXVI
pNdJAhTC8O2505PzkGLf5qhrbDnusclCvoH7DuxyHjeOUVxbC5wFQBcGF4VnpYZ8nGQ
Gt9TQ0iUV+NRwn4CR5ESoi63zTJIvKIYZDT2ISeXhF2iU6txjZzdeEm7vQz3slaY3dg
AAAIAQ46i6FBzJAYXziF/qmWMt4y6SlylOQDAsxPKk7rpxegv8RlTeon/aeL7ojb9GQ
2xnEN5gobaNZxKz2d4/jwg3+qgTDT6V1G+b7+nEI/XHIc717/7oqgiOv4VE3WxN+HE9
JWsv2jwUpAzRGqJOoojRG/CCru0K+jgTOf/di1o0sw== ASmith
-----END SSH KEY----</IMPORT_SSH_KEY>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

IMPORT_SSH_KEY のパラメーター
なし

IMPORT_SSH_KEY のランタイムエラー
表示される可能性のある IMPORT_SSH_KEY のエラーメッセージは次のとおりです。
•

RIB information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（RIB 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

DIR_INFO
DIR_INFO コマンドは、LOGIN コマンドブロック内でのみ指定できます。このコマンドは、構
文解析されると、ディレクトリ情報のローカルデータベースをメモリに読み出し、編集の準備
をします。DIR_INFO コマンドブロックの内側で有効なコマンドは、DIR_INFO タイプのコマ
ンドだけです。DIR_INFO コマンドは、データベースの読み出しに成功したかどうかをホスト
アプリケーションに示す応答を生成します。別のアプリケーションでデータベースが書き込み
用に開かれている場合、このコールは失敗します。
DIR_INFO には、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"または"write"です。MODE
は、最大長 10 文字の特殊ストリングパラメーターです。このパラメーターは、情報を使用し
て何をしようとしているのかを示します。
"Write"モードでは、iLO 情報の読み出しと書き込みの両方が有効になります。"Read"モードで
は、iLO 情報の変更ができません。
例：
<DIR_INFO MODE="read">
……… DIR_INFO commands ……
</DIR_INFO>

GET_DIR_CONFIG
GET_DIR_CONFIG コマンドは、各 iLO のディレクトリ設定情報を要求します。このコマンド
を正しく構文解析するために、必ず、GET_DIR_CONFIG コマンドを DIR_INFO コマンドブ
ロック内に示してください。DIR_INFO MODE は、"read"または"write"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<DIR_INFO MODE="read">
<GET_DIR_CONFIG/>
</DIR_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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GET_DIR_CONFIG のパラメーター
なし

GET_DIR_CONFIG のランタイムエラー
なし

GET_DIR_CONFIG が返すメッセージ
iLO 4 1.01 から、ディレクトリ統合は、拡張のあるまたは拡張のない（スキーマフリー）
Lights-Out Lights-Out スキーマと連動します。GET_DIR_CONFIG への応答には、ディレクト
リ設定によって異なったデータが含まれます。
表示される可能性のある GET_DIR_CONFIG の返すメッセージは、次のとおりです。
•

（スキーマ拡張のある）ディレクトリサービスの返すメッセージは、次のとおりです。
<GET_DIR_CONFIG>
<DIR_AUTHENTICATION_ENABLED VALUE="Y"/>
<DIR_LOCAL_USER_ACCT VALUE="Y"/>
<DIR_SERVER_ADDRESS VALUE= "adserv.demo.com"/>
<DIR_SERVER_PORT VALUE= "636"/>
<DIR_OBJECT_DN VALUE="CN=SERVER1_RIB,OU=RIB,DC=HPRIB, DC=LABS"/>
<DIR_USER_CONTEXT_1 VALUE="CN=Users0,DC=HPRIB0, DC=LABS"/>
<DIR_USER_CONTEXT_2 VALUE="CN=Users1,DC=HPRIB1, DC=LABS"/>
<DIR_USER_CONTEXT_3 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_4 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_5 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_6 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_7 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_8 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_9 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_10 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_11 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_12 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_13 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_14 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_15 VALUE= ""/>
<DIR_ENABLE_GRP_ACCT VALUE= "N"/>
<DIR_GRPACCT1_NAME VALUE= "Administrators"/>
<DIR_GRPACCT1_PRIV VALUE= "1,2,3,4,5,6"/>
<DIR_GRPACCT1_SID VALUE= ""/>
<DIR_GRPACCT2_NAME VALUE= "Authenticated Users"/>
<DIR_GRPACCT2_PRIV VALUE= "6"/>
<DIR_GRPACCT2_SID VALUE= "S-1-5-11"/>
<DIR_KERBEROS_ENABLED VALUE="N"/>
<DIR_KERBEROS_REALM VALUE=""/>
<DIR_KERBEROS_KDC_ADDRESS VALUE= ""/>
<DIR_KERBEROS_KDC_PORT VALUE= "88"/>
</GET_DIR_CONFIG>

•

スキーマフリーディレクトリ（スキーマ拡張なし）が返すメッセージ：
<GET_DIR_CONFIG>
<DIR_AUTHENTICATION_ENABLED VALUE="Y"/>
<DIR_LOCAL_USER_ACCT VALUE="Y"/>
<DIR_SERVER_ADDRESS VALUE="adserv.demo.com"/>
<DIR_SERVER_PORT VALUE= "636"/>
<DIR_OBJECT_DN VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_1 VALUE="CN=Users,DC=demo,DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_2 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_3 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_4 VALUE= ""/>
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<DIR_USER_CONTEXT_5 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_6 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_7 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_8 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_9 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_10 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_11 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_12 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_13 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_14 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_15 VALUE= ""/>
<DIR_ENABLE_GRP_ACCT VALUE= "Y"/>
<DIR_GRPACCT1_NAME VALUE="CN=iLOAdmins,CN=Users,DC=demo,DC=com"/>
<DIR_GRPACCT1_PRIV VALUE="1,2,3,4,5"/>
<DIR_GRPACCT1_SID VALUE= "S-1-0"/>
<DIR_KERBEROS_ENABLED VALUE="N"/>
<DIR_KERBEROS_REALM VALUE=""/>
<DIR_KERBEROS_KDC_ADDRESS VALUE= ""/>
<DIR_KERBEROS_KDC_PORT VALUE= "88"/>
</GET_DIR_CONFIG>

•

Kerberos 対応ディレクトリが返すメッセージ：
<GET_DIR_CONFIG>
<DIR_AUTHENTICATION_ENABLED VALUE="N"/>
<DIR_LOCAL_USER_ACCT VALUE="Y"/>
<DIR_SERVER_ADDRESS VALUE="" />
<DIR_SERVER_PORT VALUE= "636"/>
<DIR_OBJECT_DN VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_1 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_2 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_3 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_4 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_5 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_6 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_7 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_8 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_9 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_10 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_11 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_12 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_13 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_14 VALUE= ""/>
<DIR_USER_CONTEXT_15 VALUE= ""/>
<DIR_ENABLE_GRP_ACCT VALUE= "N"/>
<DIR_GRPACCT1_NAME VALUE= "Administrators"/>
<DIR_GRPACCT1_PRIV VALUE= "1,2,3,4,5,6"/>
<DIR_GRPACCT1_SID VALUE= ""/>
<DIR_GRPACCT2_NAME VALUE= "Authenticated Users"/>
<DIR_GRPACCT2_PRIV VALUE= "6"/>
<DIR_GRPACCT2_SID VALUE= "S-1-5-11"/>
<DIR_GRPACCT3_NAME VALUE= "user0"/>
<DIR_GRPACCT3_PRIV VALUE= "1,2,3,4,5,6"/>
<DIR_GRPACCT3_SID VALUE= "S-1-5-21-123456789-1234567891234567890-1234"/>
<DIR_KERBEROS_ENABLED VALUE="Y"/>
<DIR_KERBEROS_REALM VALUE="EXAMPLE.NET"/>
<DIR_KERBEROS_KDC_ADDRESS VALUE= "kdc.example.net"/>
<DIR_KERBEROS_KDC_PORT VALUE= "88"/>
</GET_DIR_CONFIG>
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MOD_DIR_CONFIG
MOD_DIR_CONFIG コマンドは、iLO のディレクトリ設定を変更します。このコマンドを正し
く構文解析するために、必ず、MOD_DIR_CONFIG コマンドを DIR_INFO コマンドブロック
内に示し、DIR_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、
ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
MOD_DIR_CONFIG は、環境に応じて異なる方法で使用されます。ディレクトリ統合および既
存のスキーマがある環境での使用に適した例については、MOD_DIRECTORY.XML（下記の
例）を参照してください。スキーマレスディレクトリ設定での使用に適した例については、
MOD_SCHEMALESS_DIRECTORY.XML を参照してください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<DIR_INFO MODE="write">
<MOD_DIR_CONFIG>
<DIR_AUTHENTICATION_ENABLED value="Yes"/>
<DIR_LOCAL_USER_ACCT value="Yes"/>
<!-- NOTE: For schemaless Directory configuration, please
-->
<!-- ensure that the following settings are modified as
-->
<!-- required so that user can logon with Email format and
-->
<!-- Netbios formats successfully:
-->
<!-1. DIR_SERVER_ADDRESS value need to be set to
-->
<!-directory server DNS Name or FQDN(Full qualified
-->
<!-Domain Name)
-->
<!-- Please check and update the following iLO Network
-->
<!-- Settings .
-->
<!-1. The domain name of iLO should match the domain of -->
<!-the directory server.
-->
<!-2. One of the primary, secondary or Tertiary DNS
-->
<!-server must have the same IP address as the
-->
<!-Directory server.
-->
<DIR_SERVER_ADDRESS value="dlilo1.mycompu.com"/>
<DIR_SERVER_PORT value="636"/>
<DIR_OBJECT_DN value="CN=server1_rib,OU=RIB, DC=mycompu,DC=com"/>
<DIR_OBJECT_PASSWORD value="password"/>
<DIR_USER_CONTEXT_1 value="CN=Users,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_2 value="CN=Users2,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_3 value="CN=Users3,DC=mycompu, DC=com"/>
<!-Firmware support information for next 12 tags:
-->
<!-iLO 4 - All versions.
-->
<!-iLO 3 - All versions.
-->
<!-iLO 2 - 1.77 and later.
-->
<DIR_USER_CONTEXT_4 value="CN=Users4,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_5 value="CN=Users5,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_6 value="CN=Users6,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_7 value="CN=Users7,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_8 value="CN=Users8,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_9 value="CN=Users9,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_10 value="CN=Users10,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_11 value="CN=Users11,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_12 value="CN=Users12,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_13 value="CN=Users13,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_14 value="CN=Users14,DC=mycompu, DC=com"/>
<DIR_USER_CONTEXT_15 value="CN=Users15,DC=mycompu, DC=com"/>
<!--NOTE: Set the value to "NO" to enable the HP Extended
-->
<!-Schema and Value "YES" to enable Default Directory -->
<!-Login. To set Group Accounts and privileges for
-->
<!-Default Schema run Mod_Schemaless_Directory.xml.
-->
<DIR_ENABLE_GRP_ACCT value = "yes"/>
<!-- Firmware support information for next 5 tags: -->
<!-- iLO 4 - All versions.
-->
<!-- iLO 3 - 1.20 and later.
-->
<!-- iLO 2 - None.
-->
<DIR_KERBEROS_ENABLED value="Yes"/>
<DIR_KERBEROS_REALM VALUE="realmname.domain.dom"/>
<DIR_KERBEROS_KDC_ADDRESS VALUE="realmkdc.domain.dom"/>
<DIR_KERBEROS_KDC_PORT VALUE="88"/>
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<DIR_KERBEROS_KEYTAB>
-----BEGIN KEYTAB----VGhpcyBpcyBhIHRlc3Qgb2YgdGhlIEJhc2U2NCBlbmNvZGVyLiAgVGhpcy
BpcyBvbmx5IGEgdGVz
dC4=
-----END KEYTAB----</DIR_KERBEROS_KEYTAB>
</MOD_DIR_CONFIG>
</DIR_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

注記: Kerberos 認証のみを変更するには、サンプルスクリプト Mod_
Mod_Kerberos_Config.xml から開始してください。
注記: スキーマ拡張付きのディレクトリ統合を使用するときは、次のタグを使用することは
できません。
•

DIR_ENABLE_GRP_ACCT

•

DIR_GRPACCT1_NAME

•

DIR_GRPACCT1_PRIV

スキーマフリーのディレクトリを使用するときは、次のタグを使用することはできません。
•

DIR_OBJECT_DN

•

DIR_OBJECT_PASSWORD

スキーマレスディレクトリの例（MOD_SCHEMALESS_DIR.XML）
<!-RIBCL Sample Script for HP Lights-Out Products
-->
<!--Copyright (c) 2003,2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.-->
<!-- Description:
<!-<!-<!-<!-<!--

This is a sample XML script to modify the current
schemaless directory configuration on following
device:
Integrated Lights-Out 4 (iLO 4)
Integrated Lights-Out 3 (iLO 3)
Integrated Lights-Out 2 (iLO 2)

-->
-->
-->
-->
-->
-->

<!-- NOTE:
<!-<!--

You will need to replace the USER_LOGIN and PASSWORD
values with values that are appropriate for your
environment.

-->
-->
-->

<!-- NOTE:
<!--

Run Mod_directory.xml to enable Directory login,
And to set the directory server address.

-->
-->

<!-<!-<!-<!-<!-<!-<!-<!-<!--

The Privilege values are:
1 = Administer User Accounts
2 = Remote Console Access
3 = Virtual Power and Reset
4 = Virtual Media
5 = Configure iLO settings
6 = Login Privilege
Values "6" is supported by iLO 3 and iLO 4
firmware only.

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

<!-<!--

This script was written for iLO 3 firmware version 1.20
release.

-->
-->

<!-<!-<!-<!--

See "HP Integrated Lights-Out Management Processor
Scripting and Command Line Resource Guide" for more
information on scripting and the syntax of the RIBCL
XML.

-->
-->
-->
-->

<!-<!-<!-<!--

Firmware support information for this script:
iLO 4 - All versions.
iLO 3 - All versions.
iLO 2 - Version 1.10 or later.

-->
-->
-->
-->

<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="admin123">
<DIR_INFO MODE = "write">
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<MOD_DIR_CONFIG>
<DIR_ENABLE_GRP_ACCT value = "Yes"/>
<DIR_GRPACCT1_NAME value = "test1"/>
<DIR_GRPACCT1_PRIV value = "3,4,5"/>
<!-Firmware support information for next tag:
<!-iLO 4 - All versions.
<!-iLO 3 - Version 1.20 or later only
<DIR_GRPACCT1_SID value= "S-1-0"/>
<DIR_GRPACCT2_NAME value = "test2"/>
<DIR_GRPACCT2_PRIV value = "2,3,5"/>
<!-Firmware support information for next tag:
<!-iLO 4 - All versions.
<!-iLO 3 - Version 1.20 or later only
<DIR_GRPACCT2_SID value= "S-2-0"/>
<DIR_GRPACCT3_NAME
<DIR_GRPACCT3_PRIV
<!-Firmware
<!-iLO 4 <!-iLO 3 -

value = "test3"/>
value = "1,3,4"/>
support information for next tag:
All versions.
Version 1.20 or later only

-->
-->
-->

-->
-->
-->

-->
-->
-->

<DIR_GRPACCT3_SID value= "S-3-0"/>
<DIR_GRPACCT4_NAME
<DIR_GRPACCT4_PRIV
<!-Firmware
<!-iLO 4 <!-iLO 3 -

value = "test4"/>
value = "3,6"/>
support information for next tag:
All versions.
Version 1.20 or later only

-->
-->
-->

<DIR_GRPACCT4_SID value= "S-4-0"/>
<DIR_GRPACCT5_NAME
<DIR_GRPACCT5_PRIV
<!-Firmware
<!-iLO 4 <!-iLO 3 -

value = "test5"/>
value = "2,3"/>
support information for next tag:
All versions.
Version 1.20 or later only

-->
-->
-->

<DIR_GRPACCT5_SID value= "S-5-0"/>
<DIR_GRPACCT6_NAME
<DIR_GRPACCT6_PRIV
<!-Firmware
<!-iLO 4 <!-iLO 3 -

value = "test6"/>
value = "1,3,4,6"/>
support information for next tag:
All versions.
Version 1.20 or later only

-->
-->
-->

<DIR_GRPACCT6_SID value= "S-6-0"/>
<!-- alternative method for ilo3/4 only -->
<!-- <DIR_GRPACCT INDEX="1">
-->
<!-<NAME VALUE="string"/>
-->
<!-<SID VALUE="S-1-0"/>
-->
<!-<LOGIN_PRIV VALUE="Y"/>
-->
<!-- </DIR_GRPACCT>
-->
</MOD_DIR_CONFIG>
</DIR_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

MOD_DIR_CONFIG のパラメーター
以下のパラメーターは、すべてオプションです。パラメーターを指定しない場合、指定した設
定のパラメーター値は維持されます。
DIR_AUTHENTICATION_ENABLED は、ディレクトリ認証を有効または無効にします。値と
して"Yes"および"No"を指定できます。
DIR_ENABLE_GRP_ACCT は、iLO にスキーマのないディレクトリ統合を使用させます。値と
して"Yes"および"No"を指定できます。
スキーマフリーのディレクトリ統合を使用するときは、iLO は、別々のディレクトリグループ
に関連付けられたさまざまな権限をサポートします。これらのグループはディレクトリ内に含
められ、対応するメンバー iLO 権限は iLO に格納されます。
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DIR_KERBEROS_ENABLED は、Kerberos 認証を有効または無効にします。値として"Yes"お
よび"No"を指定できます。
DIR_KERBEROS_REALM は、ドメインコントローラーが設定されている Kerberos レルムを
指定します。指定されるドメインの Kerberos レルム名は、通常、大文字に変換されたドメイ
ン名です。
DIR_KERBEROS_KDC_ADDRESS は、ドメインコントローラーの位置を指定します。ドメイ
ンコントローラーの位置は、IP アドレスまたは DNS 名で指定します。
DIR_KERBEROS_KDC_PORT は、ドメインコントローラーとの接続に使用するポート番号を
指定します。Kerberos ポート番号は 88 ですが、ドメインコントローラーを設定して別のポー
ト番号を指定することもできます。
DIR_KERBEROS_KEYTAB は、キータブファイルの内容を指定します。キータブファイルは、
プリンシパルと暗号化されたパスワードのペアが含まれているバイナリファイルです。Windows
環境では、キータブファイルは、ktpass ユーティリティによって生成されます。適切なユー
ティリティを使用してバイナリキータブファイルを生成したら、Base64 エンコーダーを使用
してバイナリファイルを ASCII 形式に変換します。
以下の間に Base64 の内容を入れます。
-----BEGIN KEYTAB----と
-----END KEYTAB----•

DIR_GRPACCT1_NAME は、Administrators、Users、Power Users など、ディレクトリ
内のグループコンテナーを識別します。

•

DIR_GRPACCT1_PRIV は、グループのメンバーに対する iLO 権限を数字で識別します。
複数の値を指定することで、異なる権限を組み合わせることができます。これらの権限
は、コンマで区切った一連の数字（1,2,3,4,5,6）として表現されます。これらは、以下に
対応します。
1 - グループアカウントの管理
2 - リモートコンソールアクセス
3 - 仮想電源およびリセット
4 - 仮想メディア
5 - iLO 4 設定
6 - ログイン権限
注記: スキーマ拡張付きのディレクトリ統合を使用するときは、次のタグを使用するこ
とはできません。

◦

DIR_ENABLE_GRP_ACCT

◦

DIR_GRPACCT1_NAME

◦

DIR_GRPACCT1_PRIV

スキーマフリーのディレクトリを使用するときは、次のタグを使用することはできませ
ん。

◦

DIR_OBJECT_DN

◦

DIR_OBJECT_PASSWORD

DIR_LOCAL_USER_ACCT は、ローカルユーザーアカウントを有効または無効にします。値
として"Yes"および"No"を指定できます。
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DIR_SERVER_ADDRESS は、ディレクトリサーバーの位置を指定します。ディレクトリサー
バーの位置は、IP アドレスまたは DNS 名で指定します。
DIR_SERVER_PORT は、ディレクトリサーバーとの接続に使用するポート番号を指定しま
す。この値は、ディレクトリ管理者から入手してください。セキュリティ保護されている LDAP
ポートの番号は 636 ですが、ディレクトリサーバーを設定して別のポート番号を指定すること
もできます。
DIR_OBJECT_DN は、ディレクトリサーバー内での iLO 4 の固有名を指定します。この値は、
ディレクトリ管理者から入手してください。識別名は、256 文字までに制限されています。
DIR_OBJECT_PASSWORD は、ディレクトリサーバー内での iLO 4 オブジェクトに関連付け
られるパスワードを指定します。パスワードは、39 文字までに制限されています。
DIR_USER_CONTEXT_1、DIR_USER_CONTEXT_2、および DIR_USER_CONTEXT_15 は、
ユーザーがディレクトリを使用して認証を受けようとしているときに、ユーザーの位置を確認
するために使用する検索可能なコンテキストを指定します。最初のパスでユーザーの位置が確
認されない場合、2 番目、3 番目のパスで指定されたパラメーターが使用されます。これらの
パラメーターの値は、ディレクトリ管理者から入手してください。ディレクトリユーザーコン
テキストは、それぞれ 128 文字までに制限されています。

MOD_DIR_CONFIG のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_DIR_CONFIG のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Directory information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ディレクトリ情報は、読み出し専用アクセス用に
開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

MOD_KERBEROS
MOD_KERBEROS コマンドは、iLO のディレクトリ設定を変更します。このコマンドを正し
く構文解析するために、必ず、MOD_KERBEROS コマンドを MOD_DIR_CONFIG コマンドブ
ロック内に示し、DIR_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行する
には、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<DIR_INFO MODE="write">
<MOD_DIR_CONFIG>
<DIR_KERBEROS_ENABLED value="Yes"/>
<DIR_KERBEROS_REALM VALUE="realmname.domain.dom"/>
<DIR_KERBEROS_KDC_ADDRESS VALUE="realmkdc.domain.dom"/>
<DIR_KERBEROS_KDC_PORT VALUE="88"/>
<DIR_KERBEROS_KEYTAB>
-----BEGIN KEYTAB----VGhpcyBpcyBhIHRlc3Qgb2YgdGhlIEJhc2U2NCBlbmNvZGVyLiAgVGhpcy
BpcyBvbmx5IGEgdGVz
dC4=
-----END KEYTAB----</DIR_KERBEROS_KEYTAB>
</MOD_DIR_CONFIG>
</DIR_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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START_DIR_TEST
START_DIR_TEST コマンドを使用すると、設定済みのディレクトリ設定を検証することがで
きます。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、START_DIR_TEST コマンドを
DIR_INFO コマンドブロック内に示し、DIR_INFO MODE を"write"に設定する必要がありま
す。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
注記: ディレクトリテストの結果は、ディレクトリ設定が保存されるとき、またはディレク
トリテストが開始されるときにリセットされます。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<DIR_INFO MODE="write">
<START_DIR_TEST>
<DIR_ADMIN_DISTINGUISHED_NAME VALUE="ad_admin_username"/>
<DIR_ADMIN_PASSWORD VALUE="password"/>
<TEST_USER_NAME VALUE="test_user_name"/>
<TEST_USER_PASSWORD VALUE="password"/>
</START_DIR_TEST>
</DIR_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

START_DIR_TEST のパラメーター
以下のパラメーターは、すべてオプションです。パラメーターを指定しない場合、指定した設
定のパラメーター値は空のままとなります。
•

DIR_ADMIN_DISTINGUISHED_NAME を使用すると、iLO オブジェクト、ロール、およ
び検索コンテキストについてディレクトリを検索します。このユーザーは、ディレクトリ
読み取り権限を持っている必要があります。

•

DIR_ADMIN_PASSWORD は、ディレクトリ管理者を認証します。

•

TEST_USER_NAME は、iLO へのログインおよびアクセス権をテストします。ユーザー
検索コンテキストを適用できるため、ユーザー名は完全修飾である必要はありません。こ
のユーザーは、この iLO のロールに関連付けられている必要があります。

•

TEST_USER_PASSWORD は、テストユーザーを認証します。

START_DIR_TEST のランタイムエラー
表示される可能性のある START_DIR_TEST のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Directory information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ディレクトリ情報は、読み出し専用アクセス用に
開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

ABORT_DIR_TEST
ABORT_DIR_TEST コマンドは、実行中のディレクトリテストを停止します。このコマンドを
正しく構文解析するために、必ず、ABORT_DIR_TEST コマンドを DIR_INFO コマンドブロッ
ク内に示し、DIR_INFO MODE を"write"に設定する必要があります。このコマンドを実行する
には、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<DIR_INFO MODE="write">
<ABORT_DIR_TEST/>
</DIR_INFO>
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</LOGIN>
</RIBCL>

ABORT_DIR_TEST のランタイムエラー
表示される可能性のある ABORT_DIR_TEST のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Directory information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ディレクトリ情報は、読み出し専用アクセス用に
開かれています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

GET_DIR_TEST_RESULTS
GET_DIR_TEST_RESULTS コマンドは、ディレクトリテストの結果を要求します。このコマ
ンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_DIR_TEST_RESULTS コマンドを DIR_INFO
コマンドブロック内に示してください。DIR_INFO MODE は"read"に設定する必要がありま
す。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<DIR_INFO MODE="read">
<GET_DIR_TEST_RESULTS/>
</DIR_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_DIR_TEST_RESULTS のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_DIR_TEST_RESULTS のエラーメッセージは、次のとおりで
す。
•

This iLO information is read only. Write is not allowed.（この iLO
情報は読み取り専用です。書き込むことはできません。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

Directory test is in progress, please try after some time.（ディレク
トリテストが実行中です。しばらくしてから試行してください。）

•

Directory test is not running.（ディレクトリテストは実行されていません。）

•

Directory test aborted.（ディレクトリテストは中止されました。）

•

Aborting Directory test.（ディレクトリテストを中止しています。）

RACK_INFO
RACK_INFO コマンドは、LOGIN コマンドブロック内にのみ示すことができます。このコマン
ドは、構文解析されると、ラックインフラストラクチャデータベースをメモリに読み出し、編
集の準備をします。RACK_INFO コマンドブロックの内側で有効なコマンドは、RACK_INFO
タイプのコマンドだけです。RACK_INFO コマンドは、データベースの読み出しに成功したか
どうかをホストアプリケーションに示す応答を生成します。別のアプリケーションでデータ
ベースが書き込み用に開かれている場合、このコールは失敗します。
このコマンドブロックは、ProLiant BL クラスのサーバー上でのみ有効です。また、このコマ
ンドブロックには、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"または"write"です。MODE
パラメーターの値は、最大長 10 文字の特殊ストリングです。このパラメーターは、情報を使
用して何をしようとしているのかを示します。
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"Write"モードでは、iLO 情報の読み出しと書き込みの両方が有効になります。"Read"モードで
は、iLO 情報の変更ができません。表示される可能性のある RACK_INFO のエラーメッセージ
は次のとおりです。
•

モードが無効です。

•

このサーバーはラックサーバーではありません。ラックコマンドは適用されません。

例：
<RACK_INFO MODE="read">
……… RACK_INFO commands ………
</RACK_INFO>

GET_RACK_SETTINGS
GET_RACK_SETTING コマンドは、iLO のラック設定情報を要求します。このコマンドを正し
く構文解析するために、必ず、GET_RACK_SETTINGS コマンドを RACK_INFO コマンドブ
ロック内に示してください。RACK_INFO MODE は、"read"または"write"に設定できます。

<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<RACK_INFO MODE="read">
<GET_RACK_SETTINGS/>
</RACK_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_RACK_SETTINGS のパラメーター
なし

GET_RACK_SETTINGS のランタイムエラー
なし

GET_RACK_SETTINGS が返すメッセージ
GET_RACK_SETTINGS は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_RACK_SETTINGS>
<RACK_NAME VALUE="Don_PowerCap_Rack"/>
<ENCLOSURE_NAME VALUE="OA-001CC45F6A59"/>
<ENCLOSURE_SN VALUE="2UX74403NS"/>
<ENCLOSURE_UUID VALUE="092UX74403NS"/>
<BAY VALUE="6"/>
<ENCLOSURE_TYPE VALUE="BladeSystem c3000 Enclosure"/>
</GET_RACK_SETTINGS>
</RIBCL>

BLADESYSTEM_INFO
BLADESYSTEM_INFO コマンドは、LOGIN コマンドブロック内にのみ示されます。
BLADESYSTEM_INFO コマンドブロックの内側で有効なコマンドは、BLADESYSTEM_INFO
タイプのコマンドだけです。
このコマンドブロックは、ProLiant BL c-Class ブレードサーバー上でのみ有効です。
BLADESYSTEM_INFO には、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"または"write"で
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す。MODE は、最大長 10 文字の特殊ストリングパラメーターです。このパラメーターは、情
報を使用して何をしようとしているのかを示します。
"write"モードでは、ブレードシステムの情報の読み出しと書き込みの両方が有効になりま
す。"read"モードでは、ブレードシステム情報の変更ができません。
表示される可能性のある BLADESYSTEM_INFO エラーメッセージは次のとおりです。
•

Invalid Mode（モードが無効です。）

•

Server is not a rack server; rack commands do not apply（このサーバー
はラックサーバーではありません。ラックコマンドは適用されません。）

例：
<BLADESYSTEM_INFO MODE="read">
……… BLADESYSTEM_INFO commands ………
</BLADESYSTEM_INFO>

GET_OA_INFO
GET_OA_INFO コマンドは、iLO 4 があるエンクロージャーの Onboard Administrator 情報を
要求します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_OA_INFO コマンドを
BLADESYSTEM_INFO コマンドブロック内に示してください。BLADESYSTEM_INFO MODE
は、"read"または"write"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<BLADESYSTEM_INFO MODE="read">
<GET_OA_INFO/>
</BLADESYSTEM_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_OA_INFO のパラメーター
なし

GET_OA_INFO のランタイムエラー
なし

GET_OA_INFO が返すメッセージ
GET_OA_INFO は、次のようなメッセージを返します。
<GET_OA_INFO>
<ipAddress>192.168.1.105</ipAddress/>
<macAddress>00:22:44:55:33:77</macAddress/>
<System_Health>1</System_Health>
<uidStatus>On</uidStatus>
<RACK>South Park</RACK>
<ENCL>Kenny</ENCL>
<Location>7</Location>
</GET_OA_INFO>

SERVER_INFO
SERVER_INFO コマンドは、LOGIN コマンドブロック内にのみ示すことができます。
SERVER_INFO コマンドブロックの内側で有効なコマンドは、SERVER_INFO タイプのコマ
ンドだけです。
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SERVER_INFO には、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"または"write"です。MODE
は、最大長 10 文字の特殊ストリングパラメーターです。このパラメーターは、情報を使用し
て何をしようとしているのかを示します。
"Write"モードでは、iLO 情報の読み出しと書き込みの両方が有効になります。"Read"モードで
は、iLO 情報の変更ができません。
例：
<SERVER_INFO MODE="read">
……… SERVER_INFO commands ………
</SERVER_INFO>

サーバーのリセットの例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<RESET_SERVER/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

ホスト電源設定の例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<!-- Modify the HOST_POWER attribute to toggle power on the host server -->
<!-- HOST_POWER="No" (Turns host server power off)
-->
<!-- A graceful shutdown will be attempted for ACPI-aware
-->
<!-- operating systems configured to support graceful shutdown.
-->
<!-- HOST_POWER="Yes" (Turns host server power on)
-->
<SET_HOST_POWER HOST_POWER="No"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_TPM_STATUS
GET_TPM_STATUS を使用して、HP Trusted Platform Module のステータスを取得します。応
答には、TPM が存在している場合は TPM がサポートされているか、および TPM が有効化さ
れているかどうか（YES または NO）が含まれます。RIBCL コマンドを実行するには、指定さ
れたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければなりません。このコマンドを正しく構文
解析するために、必ず、GET_PERSISTENT_BOOT コマンドを SERVER_INFO コマンドブ
ロック内に示し、SERVER_INFO を"read"に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_TPM_STATUS/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_TPM_STATUS のパラメーター
なし

GET_TPM_STATUS のランタイムエラー
なし
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GET_TPM_STATUS が返すメッセージ
GET_TPM_STATUS は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_TPM_STATUS>
<TPM_SUPPORTED VALUE="Yes"/>
<TPM_PRESENT VALUE="Yes"/>
<TPM_ENABLED VALUE="Yes"/>
<TRUSTED_MODULE_TYPE VALUE="TPM 2.0"/>
<TRUSTED_MODULE_VERSION VALUE="5.50"/>
</GET_TPM_STATUS>
</RIBCL>

GET_CURRENT_BOOT_MODE
GET_CURRENT_BOOT_MODE を使用して、現在の起動モードを取得します。応答は、レガ
シブートモードか UEFI ブートモードのいずれかになります。RIBCL コマンドを実行するに
は、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければなりません。このコマンドを
正しく構文解析するために、必ず、GET_PERSISTENT_BOOT コマンドを SERVER_INFO コ
マンドブロック内に示し、SERVER_INFO を"read"に設定してください。次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_CURRENT_BOOT_MODE/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

返される可能性がある値は、LEGACY、UEFI、UNKNOWN です。

GET_CURRENT_BOOT_MODE のパラメーター
なし

GET_CURRENT_BOOT_MODE のランタイムエラー
なし

GET_CURRENT_BOOT_MODE が返すメッセージ
GET_CURRENT_BOOT_MODE は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_CURRENT_BOOT_MODE>
<BOOT_MODE VALUE="UEFI"/>
</GET_CURRENT_BOOT_MODE>
</RIBCL>

GET_PENDING_BOOT_MODE
GET_PENDING_BOOT_MODE を使用して、次回のサーバー再起動で有効になる保留起動モー
ドを取得します。RIBCL コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウン
トを持たなければなりません。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、
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GET_PERSISTENT_BOOT コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、
SERVER_INFO を"read"に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_PENDING_BOOT_MODE/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

返される可能性がある値は、LEGACY、UEFI、UNKNOWN です。

GET_PENDING_BOOT_MODE のパラメーター
なし

GET_PENDING_BOOT_MODE のランタイムエラー
なし

GET_PENDING_BOOT_MODE が返すメッセージ
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_PENDING_BOOT_MODE>
<BOOT_MODE VALUE="LEGACY"/>
</GET_PENDING_BOOT_MODE></RIBCL>

SET_PENDING_BOOT_MODE
SET_PENDING_BOOT_MODE を使用して、次回のサーバー起動用のモードを設定します。
RIBCL コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければ
なりません。このコマンドを正しく構文解析するために、このコマンドを SERVER_INFO コ
マンドブロック内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_PENDING_BOOT_MODE VALUE="LEGACY"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_PENDING_BOOT_MODE のパラメーター
SET_PENDING_BOOT_MODE は、次回のサーバー起動のモードを設定します。有効な値は、
LEGACY または UEFI です。

SET_PENDING_BOOT_MODE のランタイムエラー
表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

This system is UEFI only.（このシステムは UEFI のみです。）

•

This system is Legacy only.（このシステムはレガシのみです。）
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•

Unable to determine if system supports UEFI, try again.（システムが
UEFI をサポートするかどうか判断できません。再試行してください。）

GET_PERSISTENT_BOOT
GET_PERSISTENT_BOOT コマンドは、UEFI モードまたはレガシモードに関係なく、現在の
ブート順序を返します。RIBCL コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO ア
カウントを持たなければなりません。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、
GET_PERSISTENT_BOOT コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、
SERVER_INFO を"read"に設定してください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_PERSISTENT_BOOT/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_PERSISTENT_BOOT が返すメッセージ
LEGACY が有効な場合に GET_PERSISTENT_BOOT が返す可能性があるメッセージは、次の
とおりです。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<PERSISTENT_BOOT>
<DEVICE value="CDROM"/>
<DEVICE value="HDD"/>
<DEVICE value="FLOPPY"/>
<DEVICE value="USB"/>
<DEVICE value="NETWORK1"/>
<DEVICE value="NETWORK2"/>
<DEVICE value="NETWORK3"/>
<DEVICE value="NETWORK4"/>
<DEVICE value="NETWORK5"/>
<DEVICE value="NETWORK6"/>
<DEVICE value="NETWORK7"/>
<DEVICE value="NETWORK8"/>
<DEVICE value="NETWORK9"/>
<DEVICE value="NETWORK10"/>
<DEVICE value="NETWORK11"/>
<DEVICE value="NETWORK12"/>
</PERSISTENT_BOOT>
</RIBCL>

UEFI が有効な場合に GET_PERSISTENT_BOOT が返す可能性があるメッセージは、次のとお
りです。
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<PERSISTENT_BOOT>
<DEVICE value="Boot0009" DESCRIPTION="Embedded FlexibleLOM 1 Port 1 : HP
Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter - NIC (IPv4) "/>
<DEVICE value="Boot000A" DESCRIPTION="Front USB 1 : Imation Nano Pro"/>
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<DEVICE value="Boot000D" DESCRIPTION="Windows Boot Manager"/>
<DEVICE value="Boot0007" DESCRIPTION="Embedded SAS : Smart Array P830i11
Controller - 68 GB, RAID 0 Logical Drive(Target:0, Lun:0)"/>
<DEVICE value="Boot0008" DESCRIPTION="Embedded FlexibleLOM 1 Port 1 : HP
Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter - NIC (IPv6) "/>
</PERSISTENT_BOOT>
</RIBCL>

SET_PERSISTENT_BOOT（レガシ）
非 UEFI システムまたはレガシモードの UEFI システムでは、SET_PERSISTENT_BOOT コマ
ンドは 1 つ以上の起動パラメーターをとり、通常のブート順序を設定します。すべてのオプ
ションを示さない場合、残りのオプションはリストの最後に移動します。RIBCL コマンドを実
行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければなりません。このコ
マンドを正しく構文解析するために、このコマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に
示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。
注記:

このコードは EV を変更します。ワンタイム起動 EV は、次のとおりです。

CQTBT1
これは、ワンタイム起動を設定し、現在のステータスを表示するように変更されています。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_PERSISTENT_BOOT>
<DEVICE value = "FLOPPY"/>
<DEVICE value = "CDROM"/>
</SET_PERSISTENT_BOOT>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_PERSISTENT_BOOT のパラメーター
value はデフォルトのブート順序を設定します。次の値が有効です。
•

CDROM

•

FlexibleLOM

•

EmbeddedLOM

•

NIC

•

HDD

•

SA_HDD

•

USB_HDD

•

PCI_DEVICE

SET_PERSISTENT_BOOT のランタイムエラー
このコマンドの実行時に表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Post in progress, EV unavailable.（POST の実行中で、EV を利用できませ
ん。）

•

EV name too large.（EV 名が大きすぎます。）

•

EV data too large.（EV データが大きすぎます。）

•

There is no such EV.（該当する EV が存在しません。）
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•

EV is not supported.（EV がサポートされていません。）

•

EV is not initialized.（EV が初期化されていません。）

•

ROM is busy, EV unavailable.（ROM がビジー状態で、EV を利用できません。）

SET_PERSISTENT_BOOT（UEFI）
UEFI システムでは、SET_PERSISTENT_BOOT コマンドは、1 つ以上の UEFI 起動パラメー
ターをとり、通常のブート順序を設定します。すべてのオプションを示さない場合、残りのオ
プションはリストの最後に移動します。RIBCL コマンドを実行するには、指定されたユーザー
が有効な iLO アカウントを持たなければなりません。このコマンドを正しく構文解析するため
に、このコマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO MODE
を"write"に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_PERSISTENT_BOOT>
<DEVICE value = "Boot0008" />
<DEVICE value = "Boot0009" />
<DEVICE value = "Boot000A" />
<DEVICE value = "Boot000D" />
</SET_PERSISTENT_BOOT>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

注記: SET_PERSISTENT_BOOT コマンドを UEFI モードで使用する前に、
GET_PERSISTENT_BOOT を使用して利用可能な起動選択項目のリストを取得します。UEFI
モードのサーバーには、非 UEFI サーバーまたはレガシモードで稼働中の UEFI サーバーとは
対照的に、固有の選択項目はありません。

SET_PERSISTENT_BOOT のパラメーター
SET_PERSISTENT_BOOT コマンドで送られるパラメーターは、GET_PERSISTENT_BOOT
コマンドで返される BootXXXX の値を基にしてください。たとえば、以下の内容が GET コマ
ンドで返され、Boot0009 がプライマリ起動設定項目であると仮定します。
<PERSISTENT_BOOT>
<DEVICE value="Boot0009" DESCRIPTION="Embedded FlexibleLOM 1 Port 1 : HP
Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter - NIC (IPv4) "/>
<DEVICE value="Boot000A" DESCRIPTION="Front USB 1 : Imation Nano Pro"/>
<DEVICE value="Boot000D" DESCRIPTION="Windows Boot Manager"/>
<DEVICE value="Boot0007" DESCRIPTION="Embedded SAS : Smart Array P830i11
Controller - 68 GB, RAID 0 Logical Drive(Target:0, Lun:0)"/>
<DEVICE value="Boot0008" DESCRIPTION="Embedded FlexibleLOM 1 Port 1 : HP
Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter - NIC (IPv6) "/>
</PERSISTENT_BOOT>

UEFI のブート順序はデバイス値の順序に基づきます。UEFI のブート順序を変更するには（た
とえば Windows Boot Manager が最初に起動されるようにするには）、次のようにします。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_PERSISTENT_BOOT>
<DEVICE value = "Boot000D" />
<DEVICE value = "Boot0009" />
<DEVICE value = "Boot000A" />
<DEVICE value = "Boot0007" />
</SET_PERSISTENT_BOOT>
</SERVER_INFO>
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</LOGIN>
</RIBCL>

または、最初に起動するデバイスの値のみをリストすることもできます（<DEVICE value =
"Boot000D" />）。SET コマンドで指定されないデバイスはリストの末尾に移動され、レガ
シモードのように管理されるようになります。
注記: デバイスの値は大文字と小文字が区別され、SET_PERSISTENT_BOOT の使用時に、
GET_PERSISTENT_BOOT から返される値とまったく同じものを入力する必要があります。

SET_PERSISTENT_BOOT のランタイムエラー
このコマンドの実行時に表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

DEVICE is invalid.（デバイスが無効です。）

•

Invalid device choice.（無効なデバイスの選択です。）

•

No UEFI Target boot device with the specified BootXXXX is available
（BootXXXX で指定された有効な UEFI ターゲット起動デバイスがありません）

•

Unable to allocate memory.（メモリ領域の確保が出来ませんでした。）

•

Boot mode is unknown.（起動モードが不明です。）

GET_ONE_TIME_BOOT
GET_ONE_TIME_BOOT コマンドは、ワンタイムブートの現在の設定を取得します。RIBCL
コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければなりま
せん。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_PERSISTENT_BOOT コマン
ドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO を"read"に設定してくださ
い。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_ONE_TIME_BOOT/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_ONE_TIME_BOOT が返すメッセージ
GET_ONE_TIME_BOOT は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<ONE_TIME_BOOT>
<BOOT_TYPE VALUE="UEFI_SHELL"/>
</ONE_TIME_BOOT>
</RIBCL>

設定できる BOOT_TYPE の値は、次のとおりです。
•

NORMAL

•

FLOPPY

•

CDROM
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•

HDD

•

USB

•

RBSU

•

NETWORK

•

UEFI_SHELL

•

Intelligent_Provisioning

•

<BootXXXX>
注記: Boot<XXXX> は UEFI をサポートし、レガシモードではないシステムで返される
可能性がある値です。このタイプの応答には DESCRIPTION（デバイスのタイトルやその
他の詳細を含む）も含まれます。

SET_ONE_TIME_BOOT
SET_ONE_TIME_BOOT コマンドは、特定のデバイスからの単一起動を設定します。RIBCL
コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければなりま
せん。このコマンドを正しく構文解析するために、このコマンドを SERVER_INFO コマンド
ブロック内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。
注記:

このコードは EV を変更します。

ワンタイム起動を実現するには、CQTBT1、CQTBOOTNEXT、CQTESS を読み取って変更
し、CQHBOOTORDER を読み取って有効な起動デバイスを確認します。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_ONE_TIME_BOOT value = "UEFI_SHELL"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_ONE_TIME_BOOT のパラメーター
value は、指定されたデバイスを単一起動のソースとして設定します。有効な値には、以下の
ものがあります。
•

NORMAL

•

FLOPPY

•

CDROM

•

HDD

•

USB

•

RBSU

•

NETWORK

•

UEFI_SHELL
注記:

UEFI_SHELL は UEFI をサポートするシステムでのみ有効です。

•

Intelligent_Provisioning

•

Boot<XXXX>
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注記: Boot<XXXX> は UEFI をサポートし、レガシモードではないシステムのみで有効
です。GET_PERSISTENT_BOOT を使用して利用できる値を確認します。
iLO 4 オプション：
•

EMB-MENU - デフォルトの起動メニューを表示します。

•

EMB-ACU - ACU から起動します。

•

EMB-HPSUM-AUTO - 自動更新モードで HPSUM を起動します。

•

EMB-DIAGS - 対話モードで Insight Diagnostics for Linux を起動します。

•

RBSU - システム RBSU から起動します。

SET_ONE_TIME_BOOT のランタイムエラー
このコマンドの実行時に表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Post in progress, EV unavailable.（POST の実行中で、EV を利用できませ
ん。）

•

EV name too large.（EV 名が大きすぎます。）

•

EV data too large.（EV データが大きすぎます。）

•

There is no such EV.（該当する EV が存在しません。）

•

EV is not supported.（EV がサポートされていません。）

•

EV is not initialized.（EV が初期化されていません。）

•

ROM is busy, EV unavailable.（ROM がビジー状態で、EV を利用できません。）

•

Unable to determine if system supports UEFI, try again.（システムが
UEFI をサポートするかどうか判断できません。再試行してください。）

•

UEFI is not available on this system.（このシステムでは UEFI は使用でき
ません。）

GET_SDCARD_STATUS
GET_SDCARD_STATUS は、SD（Secure Digital）カードがサーバーに接続されているかどう
かを判断するために使用します。RIBCL コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効
な iLO アカウントを持たなければなりません。このコマンドを正しく構文解析するために、必
ず、GET_PERSISTENT_BOOT コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、
SERVER_INFO を"read"に設定してください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_SDCARD_STATUS/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

返される可能性がある値は、次のとおりです。
•

PRESENT

•

NOT PRESENT

•

UNKNOWN
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GET_SDCARD_STATUS が返すメッセージ
GET_SDCARD_STATUS は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_SDCARD_STATUS>
<SDCARD_STATUS VALUE = "PRESENT"/>
</GET_SDCARD_STATUS>
</RIBCL>

GET_SUPPORTED_BOOT_MODE
GET_SUPPORTED_BOOT_MODE を使用して、サポートされる起動モードを取得します。
RIBCL コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなければ
なりません。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_PERSISTENT_BOOT
コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO を"read"に設定して
ください。
次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_SUPPORTED_BOOT_MODE/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

返される可能性がある値は、次のとおりです。
•

LEGACY_ONLY

•

UEFI_ONLY

•

LEGACY_UEFI

•

UNKNOWN

GET_SUPPORTED_BOOT_MODE が返すメッセージ
GET_SUPPORTED_BOOT_MODE は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_SUPPORTED_BOOT_MODE>
<SUPPORTED_BOOT_MODE VALUE="LEGACY_ONLY"/>
</GET_SUPPORTED_BOOT_MODE>
</RIBCL>

GET_SUPPORTED_BOOT_MODE のランタイムエラー
なし

GET_SERVER_NAME
GET_SERVER_NAME を使用して、iLO が使用するホストサーバー名を取得します。
例：
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<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="READ" >
<GET_SERVER_NAME />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

iLO ファームウェアは、サーバー名を使用するさまざまな場所の整合性を維持します。ホスト
の RBSU は 1 行 14 文字で、2 行までの制限があります。サーバー名のテキストの長さは合計
で 28 文字です。
通常は、HPE ProLiant マネジメントエージェントを使用して、サーバー名属性を iLO に転送
します。このコマンドは、マネジメントエージェントが使用されない状況で使用できます。た
だし、ホストのオペレーティングシステムは影響を受けません。

GET_SERVER_NAME が返すメッセージ
GET_SERVER_NAME は、現在保存されているサーバー名、オペレーティングシステム名、
およびオペレーティングシステムバージョンを返します（利用可能な場合）。サーバー名は引
用符付きの ASCII 文字列で、ネットワーク名にすることはできません。
例：
<SERVER_NAME VALUE="WIN-DPOHJLI9DO8" />
<SERVER_OSNAME VALUE="Windows Server 2008 R2, x64 Enterprise Edition
Service Pack 1"/>
<SERVER_OSVERSION VALUE="6.1"/>

GET_SERVER_NAME のランタイムエラー
なし

SERVER_NAME
SERVER_NAME コマンドはユーザーインターフェイスおよびホストの RBSU に表示される
サーバー名属性を割り当てるのに使用されます。この設定はホストオペレーティングシステム
には転送されず、ホストのオペレーティングシステムは影響を受けません。
スクリプティングインターフェイスを使用してこの属性を変更するには、iLO の設定権限が必
要です。SERVER_INFO セクションを"WRITE"に設定しておかないと、エラーが発生します。
例：
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write" >
<SERVER_NAME VALUE = "Exchange05" />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SERVER_NAME のパラメーター
VALUE は引用符付きの ASCII 文字列で、全体の長さは 50 文字未満です。

SERVER_NAME が返すメッセージ
この属性が正しく設定された場合、メッセージは返されません。

SERVER_NAME のランタイムエラー
•

iLO 設定権限がない場合は、ランタイムエラーが返されます。
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•

SERVER_INFO が"write"になっていない場合は、ランタイムエラーが返されます。

GET_SERVER_FQDN/GET_SMH_FQDN
GET_SERVER_FQDN および GET_SMH_FQDN コマンドは、サーバーの完全修飾ドメイン名
と、HPE System Management Homepage（HPE SMH）を取得するために使用します。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_SERVER_FQDN />
<GET_SMH_FQDN />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_SERVER_FQDN/GET_SMH_FQDN のパラメーター
なし

GET_SERVER_FQDN/GET_SMH_FQDN が返すメッセージ
これらのコマンドに対する標準的な応答は、以下のようになります。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<SERVER_FQDN VALUE="server.example.com" />
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<SMH_FQDN VALUE="192.168.2.153" />
</RIBCL>

SERVER_FQDN/SMH_FQDN
SERVER_FQDN および SMH_FQDN コマンドは、サーバーの完全修飾ドメイン名と、System
Management Homepage を設定します。IP アドレスも使用できます。これにより、サーバー
と異なる FQDN または IP アドレスに System Management Homepage を配置できます。スク
リプティングインターフェイスを使用してこの属性を変更するには、iLO の設定権限が必要で
す。SERVER_INFO セクションを"WRITE"に設定しておかないと、エラーが発生します。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SERVER_FQDN value="server.example.com" />
<SMH_FQDN value="192.168.2.153" />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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SERVER_FQDN/SMH_FQDN のパラメーター
SERVER_FQDN - 値はホストサーバーの FQDN または IP アドレスである必要があります。
SMH_FQDN - 値は、SMH をホスティングするサーバーの FQDN または IP アドレスである必
要があります。

SERVER_FQDN/SMH_FQDN が返すメッセージ
属性が正しく設定された場合、メッセージは返されません。

SERVER_FQDN/SMH_FQDN のランタイムエラー
•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

GET_PRODUCT_NAME
GET_PRODUCT_NAME コマンドは、問い合わせされたサーバーの名前およびモデルを返しま
す。RIBCL コマンドを実行するには、指定されたユーザーが有効な iLO アカウントを持たなけ
ればなりません。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_PERSISTENT_BOOT
コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO を"read"に設定して
ください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_PRODUCT_NAME/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_PRODUCT_NAME のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_PRODUCT_NAME のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

User login name must not be blank.（ユーザーのログイン名をブランクにする
ことはできません。）

•

User login name was not found. （ユーザーのログイン名が見つかりません。）

•

Record not found or bad input.（レコードが見つからないか、正しく入力されて
いません。）

GET_PRODUCT_NAME が返すメッセージ
GET_PRODUCT_NAME は、次のようなメッセージを返します。
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_PRODUCT_NAME>
<PRODUCT_NAME VALUE ="ProLiant BL420c Gen8"/>
</GET_PRODUCT_NAME>
</RIBCL>
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GET_EMBEDDED_HEALTH
GET_EMBEDDED_HEALTH コマンドは、サーバーのヘルス情報を取得するために使用しま
す。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_EMBEDDED_HEALTH コマンド
を SERVER_INFO コマンドブロック内に示してください。SERVER_INFO MODE は、"read"に
設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_EMBEDDED_HEALTH />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

拡張されたバージョンも使用できます（下の例を参照）。すべてのタグが必須というわけでは
ありませんが、タグを何も指定しないと、コマンドは、タグがすべて指定されている場合と同
様に動作し、すべての内蔵ヘルスデータを出力します。
<RIBCL VERSION="2.22">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_EMBEDDED_HEALTH>
<GET_ALL_FANS/>
<GET_ALL_TEMPERATURES/>
<GET_ALL_POWER_SUPPLIES/>
<GET_ALL_VRM/>
<GET_ALL_PROCESSORS/>
<GET_ALL_MEMORY/>
<GET_ALL_NICS/>
<GET_ALL_STORAGE/>
<GET_ALL_HEALTH_STATUS/>
<!-- Following tag is for iLO 4 1.30 or later.
<GET_ALL_FIRMWARE_VERSIONS/>
</GET_EMBEDDED_HEALTH>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->

GET_EMBEDDED_HEALTH のパラメーター
なし

GET_EMBEDDED_HEALTH が返すメッセージ
注記: PART NUMBER（MEMORY_DETAILS 用）は、HPE Smart Memory に対してのみ返
されます。
サンプルの返すメッセージについては、「GET_EMBEDDED_HEALTH のリターンのサンプ
ル」 (226 ページ) を参照してください。
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有効な POWER_SUPPLIES タグ:
•

POWER_SUPPLIES タグの
HP_POWER_DISCOVERY_SERVICES_REDUNDANCY_STATUS および
HIGH_EFFICIENCY_MODE は、ブレードサーバーについてのみ表示されます。

•

以下の POWER_SUPPLIES タグは、SNMP を利用できる場合にのみ表示され、それ以外
の場合には、SUPPLY_LABEL タグおよび SUPPLY_STATUS タグによって置き換えられ
ます。
PRESENT

◦

PDS

◦

HOTPLUG_CAPABLE

◦

MODEL

◦

SPARE

◦

SERIAL_NUMBER

◦

CAPACITY

◦

FIRMWARE_VERSION

•

◦

以下の POWER_SUPPLIES タグは、iPDU が存在する場合にのみ表示されます。

◦

POWER_DISCOVERY_SERVICES_IPDU_SUMMARY

◦

IPDU

◦

BAY

◦

STATUS

◦

PART_NUMBER

◦

SERIAL_NUMBER

◦

MAC_ADDRESS

◦

IPDU_LINK

GET_POWER_READINGS
GET_POWER_READINGS コマンドは、サーバーの電源装置から電力値を取得するために使
用します。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_POWER_READINGS/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_POWER_READINGS のパラメーター
なし
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GET_POWER_READINGS が返すメッセージ
GET_POWER_READINGS コマンドには、Advanced ライセンスの有無によって、2 種類の応
答があります。
Advanced ライセンスが適用されていない場合、通常の応答は次のとおりです。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_POWER_READINGS>
<PRESENT_POWER_READING VALUE="275" UNIT="Watts"/>
</GET_POWER_READINGS>
</RIBCL>

Advanced ライセンスが適用されている場合、通常の応答は次のとおりです。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_POWER_READINGS>
<PRESENT_POWER_READING
<AVERAGE_POWER_READING
<MAXIMUM_POWER_READING
<MINIMUM_POWER_READING
</GET_POWER_READINGS>
</RIBCL>

VALUE="275"
VALUE="278"
VALUE="283"
VALUE="270"

UNIT="Watts"/>
UNIT="Watts"/>
UNIT="Watts"/>
UNIT="Watts"/>

GET_PWREG
GET_PWREG コマンドは、iLO 4 デバイスの電力アラート制限値を取得します。このコマンド
を正しく構文解析するために、必ず、GET_PWREG コマンドを SERVER_INFO コマンドブ
ロック内に示してください。SERVER_INFO MODE は"read"に設定できます。この機能を有効
にするには、iLO Advanced ライセンスを購入する必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_PWREG/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_PWREG のパラメーター
なし

GET_PWREG が返すメッセージ
GET_PWREG は、次のようなメッセージを返します。
<RESPONSE STATUS="0x0000" MSG="No Errors"/>
<GET_PWREG USER_NAME="Admin User" USER_LOGIN= "username"
PCAP MODE="OFF"
EFFICIENCY_MODE="1"
PWRALERT TYPE="PEAK"
THRESHOLD="250"
SERVER_INFO 181

DURATION=”5”
GET_HOST_POWER HOST_POWER="ON"/>

ここで、
•

PCAP モードは、MAN と正整数または OFF に設定されます。

•

EFFICIENCY_MODE は 1～4 の数字です。
1 - PWRREGMODE_OS_CONTROL

◦

2 - PWRREGMODE_DYNAMIC

◦

3 - PWRREGMODE_STATIC_HIGH

◦

4 - PWRREGMODE_STATIC_LOW

•

◦

GET_HOST_POWER は、仮想電源ボタンが有効になっているかどうかを報告します。

GET_PWREG のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_PWREG のランタイムエラーは、次のとおりです。
•

Feature not supported. （機能がサポートされていません。）

•

This feature requires an installed license key.（この機能にはインストー
ルされたライセンスキーが必要です。）

SET_PWREG
SET_PWREG コマンドは、iLO 4 デバイスの電力アラート制限値を設定します。このコマンド
を正しく構文解析するために、必ず、SET_PWREG コマンドを SERVER_INFO コマンドブ
ロック内に示してください。SERVER_INFO MODE は"write"に設定できます。この機能を有
効にするには、iLO Advanced ライセンスを購入する必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminame" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_PWREG>
<PWRALERT TYPE="PEAK"/>
<PWRALERT_SETTINGS THRESHOLD="200" DURATION="35"/>
</SET_PWREG>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_PWREG のパラメーター
PWRALERT TYPE - 次の値が有効です。
•

DISABLED - 電力アラートが設定されていません。

•

PEAK - サンプリング期間の瞬間最高電力測定値を表します。

•

AVERAGE - サンプル中の電力測定値の平均を表します。

PWRALERT_SETTINGS
•

THRESHOLD - アラート制限値を設定します（W 単位）。

•

DURATION - サンプル時間の長さを設定します（分単位、5 以上）。期間は常に 5 分間隔
で、最大は 240 分です。任意の正整数を使用できますが、5 の倍数に切り下げられます。
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SET_PWREG のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_PWREG のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Internal error.（内部エラーです）

•

The value specified is invalid.（指定された値が無効です。）

•

This feature requires an installed license key.（この機能にはインストー
ルされたライセンスキーが必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

The PWRALERT value is invalid.（PWRALERT の値が無効です。）

•

The PTHRESHOLD value is invalid.（THRESHOLD の値が無効です。）

•

The DURATION value is invalid. Values supported are between 1 and
240.（DURATION の値が無効です。1～240 までの値がサポートされます。）

•

Invalid integer.（無効な整数です。）

GET_POWER_CAP
GET_POWER_CAP コマンドは、サーバーの消費電力上限を取得するために使用します。この
コマンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_POWER_CAP コマンドを SERVER_INFO
コマンドブロック内に示してください。SERVER_INFO は"read"に設定できます。この機能を
有効にするには、iLO Advanced ライセンスを購入する必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_POWER_CAP/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_POWER_CAP のパラメーター
なし

GET_POWER_CAP が返すメッセージ
上限の値が 0 の場合は、現在サーバーに消費電力上限が設定されていないことを示します。

SET_POWER_CAP
SET_POWER_CAP コマンドは、サーバーの消費電力上限を設定するために使用されます。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、SET_POWER_CAP コマンドを SERVER_INFO
コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマ
ンドを実行するには、iLO 設定権限が必要です。
サーバーの動的消費電力上限が設定されている場合は、このプロパティを設定できません。動
的消費電力上限を設定したり、変更したりするには、Onboard Administrator または Insight
Power Manager を使用します。この機能を有効にするには、iLO Advanced ライセンスを購入
する必要があります。
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例、消費電力上限を有効にする：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_POWER_CAP POWER_CAP="300"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_POWER_CAP のパラメーター
SET_POWER_CAP POWER_CAP はサーバーの消費電力上限です。有効な消費電力上限の値
は、起動時にサーバーで実行される電力テストによって決まります。設定できる値は、消費電
力上限を無効にする 0、またはワット数で表される値です（電力テストによって決定）。

SET_POWER_CAP のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_POWER_CAP のエラーメッセージは次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Power Regulator feature is not supported on this server.（このサーバー
では電源調整機能はサポートされていません。）

•

User does not have correct privilege for action.（ユーザーは、この操作
を行うための適切な権限を持っていません。）

•

The power cap value is invalid.（消費電力上限の値が無効です。）

SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF
SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF コマンドは、クリティカルな温度のためにシャットダ
ウンした後のサーバーの動作を制御します。このコマンドを正しく構文解析するために、この
コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設
定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなり
ません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF VALUE="No"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF のパラメーター
SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF は、クリティカルな温度によるシャットダウン後のサー
バーの対応を制御します。No の値は、クリティカルな温度によるシャットダウン後に自動的
に電源をオンにするようにサーバーを設定します（デフォルト）。Yes の値は、クリティカル
な温度によるシャットダウン後に電源をオフのままにするようにサーバーを設定します。
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SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF のエラーメッセージは次のと
おりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

GET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF
GET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF コマンドは、サーバーのクリティカルな温度による
シャットダウン動作を取得します。このコマンドを正しく構文解析するために、このコマンド
を SERVER_INFO コマンドブロック内に示す必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF が返すメッセージ
次のいずれかの応答によって、情報が返されます。
•

<CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF VALUE="Yes"/>

•

<CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF VALUE="No"/>

GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS
GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS コマンドは、サーバーのプロセッサー電源調整機能
の状態を要求します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、
GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示
してください。SERVER_INFO MODE は、"read"または"write"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS のパラメーター
なし

GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS のエラーメッセージは次の
とおりです。
Feature not supported（機能がサポートされていません。）
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GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS が返すメッセージ
次のいずれかの応答によって、情報が返されます。
•

<GET_HOST_POWER_SAVER HOST POWER_SAVER= "OFF"/>

•

<GET_HOST_POWER_SAVER HOST POWER_SAVER= "MIN"/>

•

<GET_HOST_POWER_SAVER HOST POWER_SAVER= "AUTO"/>

•

<GET_HOST_POWER_SAVER HOST POWER_SAVER= "MAX"/>

SET_HOST_POWER_SAVER
SET_HOST_POWER_SAVER コマンドは、サーバーのプロセッサーの電源調整設定を設定す
るために使用します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、
SET_HOST_POWER_SAVER コマンドは、SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、
SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザー
が仮想電源およびリセットの権限を持たなければなりません。
注記: HOST_POWER_SAVER のパラメーターを 1 に設定する場合は、変更を有効にするた
めにサーバーを再起動する必要があります。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<!-- Modify the HOST_POWER_SAVER attribute to modify
power saver on the host server -->
<SET_HOST_POWER_SAVER HOST_POWER_SAVER="1"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_HOST_POWER_SAVER のパラメーター
HOST_POWER_SAVER は、サーバーのプロセッサーの動的省電力機能を制御します（この機
能がサポートされている場合）。値には、以下のものがあります。
•

1 - OS コントロールモード

•

2 - HPE スタティックローパワーモード

•

3 - HPE ダイナミックパワーセービングモード

•

4 - HPE スタティックハイパフォーマンスモード

注記: HOST_POWER_SAVER のパラメーターを 1 に設定する場合は、変更を有効にするた
めにサーバーを再起動する必要があります。

SET_HOST_POWER_SAVER のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_HOST_POWER_SAVER のエラーメッセージは次のとおりで
す。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Power Regulator feature is not supported on this server.（このサーバー
では電源調整機能はサポートされていません。）
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•

User does not have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）

GET_HOST_POWER_STATUS
GET_HOST_POWER_STATUS コマンドは、サーバーの電源の状態を要求します。このコマ
ンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_HOST_POWER_STATUS コマンドを
SERVER_INFO コマンドブロック内に示してください。SERVER_INFO MODE は、"read"ま
たは"write"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_HOST_POWER_STATUS/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_HOST_POWER_STATUS のパラメーター
なし

GET_HOST_POWER_STATUS のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_HOST_POWER_STATUS のエラーメッセージは次のとおりで
す。
•

Host power is OFF. （ホストの電源はオフです。）

•

Host power is ON. （ホストの電源はオンです。）

GET_HOST_POWER_STATUS が返すメッセージ
返される応答には、次の情報が含まれます。
<GET_HOST_POWER
HOST POWER="OFF"/>

SET_HOST_POWER
SET_HOST_POWER コマンドは、サーバーの電源ボタンを切り替えるために使用します。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、SET_HOST_POWER コマンドを
SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定してくだ
さい。このコマンドを実行するには、ユーザーが仮想電源およびリセットの権限を持たなけれ
ばなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<!-- Modify the HOST_POWER attribute to toggle power on the host server
<!-- HOST_POWER="No" (Turns host server power off)
<!-- A graceful shutdown will be attempted for ACPI-aware
<!-- operating systems configured to support graceful shutdown.
<!-- HOST_POWER="Yes" (Turns host server power on)
<SET_HOST_POWER HOST_POWER="No"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->
-->
-->
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SET_HOST_POWER のパラメーター
HOST_POWER は、仮想電源ボタンを有効または無効にします。値として"Yes"または"No"を
指定できます。

SET_HOST_POWER のランタイムエラー
表示される可能性のある SET_HOST_POWER のエラーメッセージは次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Virtual Power Button feature is not supported on this server. （この
サーバーでは仮想電源ボタン機能はサポートされていません。）

•

Host power is already ON. （ホストの電源は、すでにオンです。）

•

Host power is already OFF.（ホストの電源は、すでにオフです。）

•

User does not have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）

GET_HOST_PWR_MICRO_VER
GET_HOST_PWR_MICRO_VER コマンドは、電力マイクロのバージョン番号を提供します。
GET_HOST_PWR_MICRO_VER コマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを
SERVER_INFO コマンドブロック内に示してください。SERVER_INFO を"read"に設定してく
ださい。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_HOST_PWR_MICRO_VER/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_HOST_PWR_MICRO_VER のパラメーター
なし

GET_HOST_PWR_MICRO_VER のランタイムエラー
表示される可能性のある GET_HOST_PWR_MICRO_VER のエラーメッセージは次のとおりで
す。
•

Error - if the power micro cannot be read (hardware problem).（電力マイクロを読み取る
ことができない場合（ハードウェア問題）。）

•

Power Off - if the server is powered off. （ サーバーの電源が切れている。）

•

N/A - if the server does not support a power micro. （サーバーが電力マイクロをサポート
していない場合。）

GET_HOST_PWR_MICRO_VER が返すメッセージ
•

エラーがなく、バージョン情報を表示：
<GET_HOST_PWR_MICRO_VER>
<PWR_MICRO VERSION="2.3"/>
</GET_HOST_PWR_MICRO_VER>
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•

電力マイクロのバージョンの読み取りに失敗：
<GET_HOST_PWR_MICRO_VER>
<PWR_MICRO VERSION="Error"/>
</GET_HOST_PWR_MICRO_VER>

•

サーバーで電力マイクロのサポートなし：
<GET_HOST_PWR_MICRO_VER>
<PWR_MICRO VERSION="UNKNOWN"/>
</GET_HOST_PWR_MICRO_VER>

RESET_SERVER
RESET_SERVER コマンドは、サーバーの電源が入っている場合に、サーバーを強制的にウォー
ムブートします。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、RESET_SERVER コマン
ドは、SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定し
てください。このコマンドを実行するには、ユーザーが仮想電源およびリセットの権限を持た
なければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<RESET_SERVER/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

RESET_SERVER のエラーメッセージ
表示される可能性のある RESET_SERVER のエラーメッセージは次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Server is currently powered off.（現在サーバーの電源は切断されています。）

•

User does NOT have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）

RESET_SERVER のパラメーター
なし

PRESS_PWR_BTN
PRESS_PWR_BTN コマンドは、サーバーの電源ボタンを押すまたは押し続ける動作をシミュ
レートするために使用します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、
PRESS_PWR_BTN コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO
MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが仮想電源およ
びリセットの権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<PRESS_PWR_BTN/>
</SERVER_INFO>
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</LOGIN>
</RIBCL>

PRESS_PWR_BTN のパラメーター
なし

PRESS_PWR_BTN のランタイムエラー
表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）

HOLD_PWR_BTN
HOLD_PWR_BTN コマンドは、サーバーの電源ボタンを押し続ける動作をシミュレートする
ために使用します。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、HOLD_PWR_BTN コ
マンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定
してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが仮想電源およびリセットの権限を持
たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<HOLD_PWR_BTN/>
<HOLD_PWR_BTN TOGGLE="YES"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

HOLD_PWR_BTN のパラメーター
TOGGLE パラメーターがない場合、HOLD_PWR_BTN コマンドは実行中のサーバーの電源を
切ります。サーバーの電源がオフになっている場合、サーバーの電源はオフのままです。
TOGGLE パラメーターを指定してコマンドを使用すると、サーバーの現在の電源状態に基づ
いて実行する動作が決定されます。TOGGLE の値に基づいて、以下の動作が実行されます。
•

サーバーの電源が入っている場合、TOGGLE の値が Yes であれば、電源が切断されます。

•

サーバーの電源がオフの場合、TOGGLE の値が Yes であれば、電源がオンになります。

•

サーバーの電源がオフの場合、TOGGLE の値が No であれば、電源はオフのままです。

HOLD_PWR_BTN のランタイムエラー
表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does not have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）
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COLD_BOOT_SERVER
COLD_BOOT_SERVER コマンドは、サーバーの電源が入っている場合に、サーバーを強制的
にコールドブートします。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、
COLD_BOOT_SERVER コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、SERVER_INFO
MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザーが仮想電源およ
びリセットの権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<COLD_BOOT_SERVER/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

COLD_BOOT_SERVER のパラメーター
なし

COLD_BOOT_SERVER のランタイムエラー
表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Host power is already OFF.（ホストの電源は、すでにオフです。）

•

User does not have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）

WARM_BOOT_SERVER
WARM_BOOT_SERVER コマンドは、サーバーの電源が入っている場合に、サーバーを強制
的にウォームブートします。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、
WARM_BOOT_SERVER コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示し、
SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。このコマンドを実行するには、ユーザー
が仮想電源およびリセットの権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<WARM_BOOT_SERVER/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

WARM_BOOT_SERVER のパラメーター
なし
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WARM_BOOT_SERVER のランタイムエラー
表示される可能性のあるエラーメッセージは、次のとおりです。
•

Server information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（サーバー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

Host power is already OFF.（ホストの電源は、すでにオフです。）

•

User does not have correct privilege for action. RESET_SERVER_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
RESET_SERVER_PRIV が必要です。）

SERVER_AUTO_PWR
SERVER_AUTO_PWR コマンドは、自動電源投入および電源投入遅延設定を設定するために
使用します。このコマンドを使用した電源投入遅延設定は、iLO の実行後に起動されます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<!-- Enable automatic power on -->
<SERVER_AUTO_PWR VALUE="On"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

注記: SERVER_AUTO_PWR コマンドを使用して電源投入遅延を有効にするには、スクリプ
トを 2 回実行する必要があります。最初にこのスクリプトを実行して、SERVER_AUTO_PWR
値を On に設定します。次に、15、30、45、60 の値を指定してこのスクリプトを実行し、電
源投入遅延を設定します。

SERVER_AUTO_PWR のパラメーター
VALUE パラメーターに対して使用可能な値は次のとおりです。
•

Yes - 最小の遅延での自動電源投入（APO）を有効にします。

•

No - APO は最後の電源状態をリストアします。

•

15、30、45、60 - APO の遅延時間を秒単位で設定します。

•

Random - 自動電源投入に最長 2 分までのランダムな遅延を設定します。

•

On - APO は常に電源を入れます。

•

Off - APO は常にオフのままです。

•

Restore - 電源中断以前の最後の電源状態を復元します。

SERVER_AUTO_PWR のランタイムエラー
表示される可能性のエラーは、次のとおりです。
•

User does not have correct privilege for action. Configure iLO
privilege is required（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持ってい
ません。iLO 設定権限が必要です。）

•

SERVER_INFO mode is not WRITE（SERVER_INFO が WRITE ではありません）
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•

The value specified for SERVER_AUTO_PWR is invalid or not accepted
on blades（SERVER_AUTO_PWR で指定された値が無効であるか、ブレード上で許可さ
れていません）

GET_SERVER_AUTO_PWR
GET_SERVER_AUTO_PWR コマンドは、サーバーの自動電源投入および電源投入遅延設定を
取得するために使用します。
コマンドは、すべての iLO 4 ファームウェアバージョンでサポートされます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_SERVER_AUTO_PWR />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_SERVER_AUTO_PWR のパラメーター
なし

GET_SERVER_AUTO_PWR が返すメッセージ
GET_SERVER_AUTO_PWR は、次のようなメッセージを返します。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_SERVER_AUTO_PWR>
<!-Automatically Power On Server is enabled to power-on.
Power On Delay is random.
-->
<SERVER_AUTO_PWR VALUE="ON" />
</GET_SERVER_AUTO_PWR>
</RIBCL>

GET_UID_STATUS
GET_UID_STATUS コマンドは、サーバーの UID の状態を要求します。このコマンドを正しく
構文解析するために、必ず、GET_UID_STATUS コマンドを SERVER_INFO コマンドブロッ
ク内に示してください。SERVER_INFO MODE は、"read"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_UID_STATUS />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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GET_UID_STATUS のパラメーター
なし

GET_UID_STATUS の応答
返される応答には、次の情報が含まれます。
<GET_UID_STATUS UID="OFF"/>

UID_CONTROL
UID_CONTROL コマンドは、サーバーの UID を切り替えます。このコマンドを正しく構文解
析するために、必ず、UID_CONTROL コマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示
し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<!-- Modify the UID attribute to toggle UID on the host server
<!-- UID="No"
(Turns host server UID off)
<!-- UID="Yes" (Turns host server UID on)
<UID_CONTROL UID="Yes"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->

UID_CONTROL のパラメーター
UID は、UID のステータスを決定します。値を"Yes"に設定すると UID LED は点灯し、"No"に
設定すると消灯します。

UID_CONTROL のエラー
表示される可能性のある UID_CONTROL のエラーメッセージは、次のとおりです。
•

UID is already ON.（UIDはすでに点灯しています。）

•

UID is already OFF.（UIDはすでに消灯しています。）

SET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED
SET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED コマンドは、マウスおよびキーボードの永続的
な設定を指定します。有効な値は、Y（有効）または N（無効）です。このコマンドを正しく
構文解析するために、このコマンドを SERVER_INFO コマンドブロック内に示す必要があり
ます。SERVER_INFO MODE は"write"に設定する必要があります。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<SET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED VALUE="y"/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED のパラメーター
SET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED - マウスおよびキーボードを永続的に設定しま
す。有効な値は、Y（有効）および N（無効）です。
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SET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED のランタイムエラー
表示される可能性のあるランタイムエラーは、次のとおりです。
•

There was an error on setting the persistent mouse and keyboard.（永
続的なマウスおよびキーボードの設定にエラーが発生しました。）

•

iLO information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（iLO 情報は、読み出し専用アクセス用に開かれて
います。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED
GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED は、マウスおよびキーボードの永続的なステー
タスを返します。返される値が Y の場合、永続的なマウスおよびキーボードが有効になって
いることを示します。返される値が N の場合、これが無効になっていることを示します。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED/>
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED のパラメーター
なし

GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED が返すメッセージ
表示される可能性のある GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED のメッセージは、次
のとおりです。
<RIBCL VERSION="2.22">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED>
<PERSMOUSE_ENABLED VALUE="Y"/>
</GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED>
</RIBCL>

GET_SERVER_POWER_ON_TIME
GET_SERVER_POWER_ON_TIME コマンドは、サーバーの電源が最後に投入されてからの仮
想クロック値（分単位）を取得するために使用されます。このコマンドを正しく構文解析する
ために、必ず、GET_SERVER_POWER_ON_TIME コマンドを SERVER_INFO コマンドブ
ロック内に示してください。SERVER_INFO MODE は、"read"に設定できます。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="read">
<GET_SERVER_POWER_ON_TIME />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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GET_SERVER_POWER_ON_TIME のパラメーター
なし。

GET_SERVER_POWER_ON_TIME が返すメッセージ
GET_SERVER_POWER_ON_TIME は、次のようなメッセージを返します。
<SERVER_POWER_ON_MINUTES VALUE="33815" />

CLEAR_SERVER_POWER_ON_TIME
CLEAR_SERVER_POWER_ON_TIME コマンドは、サーバーの電源を入れなおさずに仮想ク
ロックカウンターをクリアするために使用されます。このコマンドを正しく構文解析するため
に、必ず、CLEAR_SERVER_POWER_ON_TIME コマンドを SERVER_INFO コマンドブロッ
ク内に示し、SERVER_INFO MODE を"write"に設定してください。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SERVER_INFO MODE="write">
<CLEAR_SERVER_POWER_ON_TIME />
</SERVER_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

CLEAR_SERVER_POWER_ON_TIME のパラメーター
なし。

CLEAR_SERVER_POWER_ON_TIME が返すメッセージ
なし。
注記: このコマンドを検証するには、GET_SERVER_POWER_ON_TIME コマンドを使用し
て、次のメッセージが返されることを確認します。
<SERVER_POWER_ON_MINUTES VALUE="0" />

SSO_INFO
SSO_INFO MODE コマンドは、LOGIN コマンドブロック内にのみ示すことができます。
SSO_INFO MODE コマンドブロックの内側で有効なコマンドは、SSO_INFO MODE タイプの
コマンドだけです。
SSO_INFO MODE には、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"または"write"です。
MODE は、最大長 10 文字の特殊ストリングパラメーターです。このパラメーターは、情報を
使用して何をしようとしているのかを示します。
"Write"モードでは、iLO 情報の読み出しと書き込みの両方が有効になります。"Read"モードで
は、iLO 情報の変更ができません。このコマンドを実行するには、iLO 設定権限が必要です。
例：
<SSO_INFO MODE="write">
……… SSO_INFO commands ………
</SSO_INFO>

次に、インデックス番号で、SSO SIM サーバーレコードを削除する構文の例を示します。
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SSO_INFO MODE="write">
<DELETE_SERVER INDEX="6" />
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</SSO_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_SSO_SETTINGS
GET_SSO_SETTINGS コマンドは、iLO の SSO 設定を取得するために使用します。このコマ
ンドを正しく構文解析するために、必ず、GET_SSO_SETTINGS コマンドを SSO_INFO コマ
ンドブロック内に示してください。SSO_INFO MODE は、"read"または"write"に設定できま
す。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SSO_INFO MODE="read">
<GET_SSO_SETTINGS/>
</SSO_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

GET_SSO_SETTINGS のパラメーター
なし

GET_SSO_SETTING が返すメッセージ
ここでは、設定された iLO デバイスから返される SSO 設定応答の例を示します。各サーバー
に格納されているレコードの数を反映して、0 以上の SSO_SERVER レコードがあります。
<GET_SSO_SETTINGS>
<TRUST_MODE VALUE="CERTIFICATE" />
<USER_ROLE LOGIN_PRIV="Y" />
<USER_ROLE REMOTE_CONS_PRIV="N" />
<USER_ROLE RESET_SERVER_PRIV="N" />
<USER_ROLE VIRTUAL_MEDIA_PRIV="N" />
<USER_ROLE CONFIG_ILO_PRIV="N" />
<USER_ROLE ADMIN_PRIV="N" />
<OPERATOR_ROLE LOGIN_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE REMOTE_CONS_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE RESET_SERVER_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE VIRTUAL_MEDIA_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE CONFIG_ILO_PRIV="N" />
<OPERATOR_ROLE ADMIN_PRIV="N" />
<ADMINISTRATOR_ROLE LOGIN_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE REMOTE_CONS_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE RESET_SERVER_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE VIRTUAL_MEDIA_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE CONFIG_ILO_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE ADMIN_PRIV="Y" />
<SSO_SERVER INDEX="0"
ISSUED_TO="viv.hp.com"
ISSUED_BY="viv.hp.com"
VALID_FROM="061108192059Z"
VALID_UNTIL="161108192059Z">
-----BEGIN CERTIFICATE----.
.
.
-----END CERTIFICATE----</SSO_SERVER>
<SSO_SERVER INDEX="1">
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ant.hp.com
</SSO_SERVER>
</GET_SSO_SETTINGS>

MOD_SSO_SETTINGS
MOD_SSO_SETTINGS コマンドは、iLO 4 の SSO 設定を変更するために使用されます。この
コマンドを正しく構文解析するために、必ず、MOD_SSO_SETTINGS コマンドを SSO_INFO
コマンドブロック内に示し、SSO_INFO MODE を"write"に設定する必要があります。このコ
マンドを実行するには、ユーザーが iLO 設定権限を持たなければなりません。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SSO_INFO MODE="write">
<MOD_SSO_SETTINGS>
<!-- Specify the desired trust mode Options: DISABLED(default),
CERTIFICATE (recommended), NAME, or ALL
-->
<TRUST_MODE="CERTIFICATE" />
<!-- Specify the privileges assigned to the user role
-->
<USER_ROLE LOGIN_PRIV="Y" />
<USER_ROLE REMOTE_CONS_PRIV="N" />
<USER_ROLE RESET_SERVER_PRIV="N" />
<USER_ROLE VIRTUAL_MEDIA_PRIV="N" />
<USER_ROLE CONFIG_ILO_PRIV="N" />
<USER_ROLE ADMIN_PRIV="N" />
<!-- Specify the privileges assigned to the operator role
-->
<OPERATOR_ROLE LOGIN_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE REMOTE_CONS_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE RESET_SERVER_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE VIRTUAL_MEDIA_PRIV="Y" />
<OPERATOR_ROLE CONFIG_ILO_PRIV="N" />
<OPERATOR_ROLE ADMIN_PRIV="N" />
<!-- Specify the privileges assigned to the administrator role -->
<ADMINISTRATOR_ROLE LOGIN_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE REMOTE_CONS_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE RESET_SERVER_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE VIRTUAL_MEDIA_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE CONFIG_ILO_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE ADMIN_PRIV="Y" />
<ADMINISTRATOR_ROLE ADMIN_PRIV="Y" />
</MOD_SSO_SETTINGS>
</SSO_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

MOD_SSO_SETTINGS のパラメーター
TRUST_MODE は、シングルサインオンの信頼モードを設定します。このコマンドがスクリプ
トから省略されている場合は、現在の設定は変更されません。設定できる値は次のとおりで
す。
•

Disabled - このプロセッサーで、SSO を無効にします。

•

Certificate - 証明書で認証された SSO 要求だけを受け入れます。

•

Name - 指名されている SIM サーバーからの SSO 要求を信頼します。

•

All - ネットワークからのすべての SSO 要求を受け入れます。
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iLO 権限の関連付けには、ロール名が使用されます。指定した権限はそのロールに基づいて設
定され、省略された権限は変更されません。ロールの権限を有効にするには引数"Y"、ロールの
権限を無効にするには引数"N"を使用します。
権限の割り当てに使用できるロールは 3 つあります。ロールを省略すると、現在の割り当ては
変更されません。
•

USER_ROLE - ユーザーに関連付けられる権限

•

OPERATOR_ROLE - オペレーターに関連付けられる権限

•

ADMINISTRATOR_ROLE - 管理者に関連付けられる権限

各ロールには、処理できる複数の権限があります。権限は、ロールタグ内部で指定します。権
限が省略された場合は、現在の値は変更されません。各権限の割り当ては Boolean で、"Y"（権
限が付与されている）または"N"（権限が拒否されている）に設定できます。アカウント権限に
ついて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/info/ilo/docs
にある iLO ユーザーガイドの「ユーザー管理」の項を参照してください。
•

LOGIN_PRIV - このロールにログインを許可します。

•

REMOTE_CONS_PRIV - リモートコンソールリソースへのアクセスを許可します。

•

RESET_SERVER_PRIV - 電源およびリセット制御へのアクセスを許可します。

•

VIRTUAL_MEDIA_PRIV - 仮想メディアリソースへのアクセスを許可します。

•

CONFIG_ILO_PRIV - 設定の変更を許可します。

•

ADMIN_PRIV - ローカルユーザーアカウントの変更を許可します。

MOD_SSO_SETTINGS のランタイムエラー
表示される可能性のある MOD_SSO_SETTINGS のエラーメッセージは次のとおりです。
•

Incorrect firmware version. SSO is only supported on iLO 4 v1.01
firmware or later.（ファームウェアバージョンが誤っています。SSO は iLO 4
v1.01 ファームウェア以降でのみサポートされます。）

•

User does not have correct privilege for action. CONFIG_ILO_PRIV
required.（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。
CONFIG_ILO_PRIV が必要です。）

•

SSO_INFO must be in write mode.（SSO_INFO が、"write"モードでなければな
りません。）

SSO_SERVER
SSO_SERVER コマンドは、SIM Trusted SSO Server レコードを作成するために使用されま
す。このコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを SSO_INFO コマンドブロッ
ク内に示し、SSO_INFO MODE を"write"に設定する必要があります。このコマンドを実行す
るには、iLO 設定権限が必要です。このコマンドは、MOD_SSO_SETTINGS と組み合わせる
ことができます。
このコマンドの複数のインスタンスを使用して複数の SSO SERVER レコードを指定できま
す。サーバーは、レコードが指定される順序で追加されます。レコードが重複する場合は、拒
否されエラーが返されます。Lights-Out プロセッサーが保存するレコードの数は、エントリー
のサイズに左右されます。これは、証明書のサイズが固定されていないからです。通常は、複
数の証明書を保存できます。
SSO_SERVER コマンドを使用して SIM 信頼済みサーバーのレコードを追加するには、3 つの
方法があります。
•

サーバーをネットワーク名で指定できます（SSO 信頼レベルを「名前による信頼」また
は「すべて信頼」に設定する必要があり、「証明書による信頼」ではサポートされませ
ん）。完全修飾のネットワーク名を使用してください。
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•

iLO 4 からサーバー証明書をインポートできます（LOM プロセッサーは匿名 HTTP 要求を
使用して、指定された SIM サーバーからの証明書を要求します）。この方法でコマンドを
動作させるためには、このコマンドが処理される時点で、iLO 4 プロセッサーがネットワー
ク上の SIM サーバーと通信できる必要があります。

•

サーバー証明書は、iLO 4 に直接インストールできます。ただし、あらかじめ x.509 証明
書を取得する必要があります。この方法では、SIM サーバーを含むネットワークに配置す
る前に、iLO 4 を設定しておくこともできます。また、この方法で、SIM サーバー証明書
の内容を検証することもできます。SIM サーバーから証明書を取得するその他の方法につ
いては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/info/ilo/docs に
ある iLO ユーザーガイドまたは Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://
www.hpe.com/info/hpsim/docs にある SIM ユーザーガイドを参照してください。

例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SSO_INFO MODE="write">
<!-- Add an SSO server record using the network name
(works for TRUST_MODE NAME or ALL) -->
<SSO_SERVER NAME="hpsim1.hp.net" />
<!-- Add an SSO server record using indirect iLO import
from the network name
-->
<SSO_SERVER IMPORT_FROM="hpsim2.hp.net" />
<!-- Add an SSO server certificate record using direct
import of certificate data -->
<IMPORT_CERTIFICATE>
-----BEGIN CERTIFICATE----.
.
.
-----END CERTIFICATE----</IMPORT_CERTIFICATE>
</SSO_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

SSO_SERVER のパラメーター
NAME は、サーバーがネットワーク名で指定されることを示します。このパラメーターは、
SIM 信頼済みサーバーの完全修飾ネットワーク名を含む、引用符で囲まれた文字列を受け取り
ます。SSO ログインが実行されるまで、その名前は iLO で確認されません。次に、SIM 信頼
済みサーバーの名前を追加するための構文例を示します。
<SSO_SERVER NAME="hpsim1.hp.net" />

IMPORT_FROM は、iLO が SIM に、SIM 信頼済みサーバー証明書を要求する必要があること
を示します。この要求は、次のような匿名 HTTP 要求を使用して実現されます。
http://<sim network address>:280/GetCertificate

iLO ファームウェアはこのコマンドが処理される際に証明書を要求します。SIM サーバーにア
クセスできない場合は、エラーが返されます。
iLO でサーバー証明書をインポートする構文の例は以下のとおりです。
<SSO_SERVER IMPORT_FROM="hpsim2.hp.net" />
IMPORT_CERTIFICATE は、iLO が、このコマンドに続く.PEM エンコード x.509 証明書を記
述されているとおりにインポートする必要があることを示します。データは、以下を含むテキ
ストのブロック内にエンコードされます。
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と
-----END CERTIFICATE----次に、SIM 信頼済みサーバー証明書をインポートするための構文例を示します。
<SSO_SERVER>
-----BEGIN CERTIFICATE----MIIC3TCCAkYCBESzwFUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbUxCzAJBgNVBAYTAlVTMRMwE...
kXzhuVzPfWzQ+a2E9tGAE/YgNGTfS9vKkVLUf6QoP/RQpYpkl5BxrsN3gM/PeT3zrxyTleE=
-----END CERTIFICATE----</SSO_SERVER>

証明書が iLO によって有効にされると、証明書をデコードしてから保存できます。証明書が重
複する場合や壊れている場合は、エラーが返されます。
iLO ファームウェアは証明書の取り消しをサポートしていません。また、有効期限を過ぎた証
明書を受け入れません。取り消されたり有効期限を過ぎたりしている証明書は削除してくださ
い。

SSO_SERVER のランタイムエラー
次の場合に、ランタイムエラーが発生します。
•

証明書が重複している。

•

証明書が壊れている。

•

IMPORT_FROM を使用して SIM サーバーにアクセスできない。

•

SIM 信頼済みサーバーデータベースに空きがない（新しいエントリーを追加するには、他
のレコードを削除して空きスペースを作る必要があります）。

•

信頼モードの設定が間違っている。

DELETE_SERVER
DELETE_SERVER コマンドは、SIM Trusted SSO Server レコードの削除に使用されます。こ
のコマンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを SSO_INFO コマンドブロック内
に示し、SSO_INFO MODE を"write"に設定する必要があります。このコマンドを実行するに
は、iLO 設定権限が必要です。
このコマンドの複数のインスタンスを使用して複数の SSO SERVER レコードを指定できま
す。複数のレコードを同時に削除する場合は、番号の大きいレコードから順に削除してくださ
い。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Administrator" PASSWORD="password">
<SSO_INFO MODE="write">
<DELETE_SERVER INDEX="6" />
</SSO_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

DELETE_SERVER のパラメーター
INDEX は、削除するレコードの番号を示します。この番号は、GET_SSO_SETTINGS コマン
ドで返されるインデックスと一致します。インデックスは、「0（ゼロ）」から始まります。
つまり、最初のレコードのインデックスは「0」、次が「1」、その次が「2」というように順
に増えていきます。
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DELETE_SERVER のランタイムエラー
インデックスが無効な場合に、ランタイムエラーが発生します。

HARD_DRIVE_ZONE
HARD_DRIVE_ZONE コマンドブロックには、ドライブベイマッピングの割り当てが含まれま
す。ドライブベイマッピングの割り当ては、システム内のドライブベイをシャーシ内の特定の
ノードまたはホストポートに割り当てます。
たとえば、24 個のドライブベイで構成され 4 つのサーバーノードを含む HPE ProLiant XL170r
Gen9 サーバーでは、ドライブベイはデフォルトで次のように割り当てられます。

ノード2

ノード1

2-1

2-3

2-5

4-1

4-4

2-2

2-4

2-6

4-2

4-5

1-1

1-4

4-3

4-6

1-2

1-5

3-1

3-3

3-5

1-3

1-6

3-2

3-4

3-6

ノード4

ノード3

HARD_DRIVE_ZONE コマンドは、LOGIN コマンドブロックの HARD_DRIVE_ZONE ブロッ
ク内にのみ示すことができます。HARD_DRIVE_ZONE コマンドブロックの内側で有効なの
は、HARD_DRIVE_ZONE コマンドだけです。
HARD_DRIVE ZONE コマンドブロックには、MODE パラメーターが必要です。値は、"read"ま
たは"write"です。MODE は、最大長 10 文字の特殊ストリングパラメーターです。このパラメー
ターは、情報を使用して何をしようとしているのかを示します。
"Write"モードでは、iLO 情報の読み出しと書き込みの両方が有効になります。"Read"モードで
は、iLO 情報の変更ができません。
次に例を示します。
<LOGIN USER_LOGIN="administrator" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="read">
... HARD_DRIVE_ZONEコマンド...
</HARD_DRIVE_ZONE>

注記: HARD_DRIVE_ZONE コマンドは、このコマンドをサポートするシステムでのみ使用
できます。ご使用のサーバーモデルの仕様をチェックして、互換性があることを確認してくだ
さい。

ZONE_FACTORY_DEFAULTS
ZONE_FACTORY_DEFAULTS コマンドは、すべてのホストポートのドライブベイマッピング
を工場出荷時のデフォルトマップに戻します。このコマンドを実行するには、指定された iLO
ユーザーが管理権限を持たなければなりません。このコマンドを正しく構文解析するために、
必ず、コマンドを HARD_DRIVE_ZONE コマンドブロック内に示し、モードの値を"write"に設
定する必要があります。
注記:

新しいマッピングは、システムの電源を入れ直すまで、アクティブになりません。

次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="administrator" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="write">
<ZONE_FACTORY_DEFAULTS>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
</ZONE_FACTORY_DEFAULTS>
</HARD_DRIVE_ZONE>
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</LOGIN>
</RIBCL>

ZONE_FACTORY_DEFAULTS のパラメーター
TYPE_ID - Storage Enclosure Processor（SEP）構成のタイプを表します。この TYPE_ID は、
READ_BACKPLANE_INFO コマンドで返される TYPE_ID と一致する必要があります。
Type ID
の値

システム構成

説明

1

TYPE I

複数のコンピューターノードで共有される 1 つの SEP
（複数のベイを含む）。

2

TYPE II

複数のノードに 1 対 1 のマッピングで接続される複数の
SEP。

3

TYPE III

複数のノードで共有される複数の SEP。2 つ以上の SEP
が相互に接続されますが、1 つのノードに直接接続され
る SEP は 1 つだけです。

4

TYPE IV

1 つのノードに複数の SEP が直接接続されることを除け
ば、TYPE III と同じです。

SEP_NODE_ID - SEP が存在するノードの ID。READ_BACKPLANE_INFO コマンドを使用し
て、正しい値を見つけます。

ZONE_FACTORY_DEFAULTS のランタイムエラー
•

Hard Drive Zone failed to write information to Backplane controller.
（Hard Drive Zone がバックプレーンコントローラーへの情報の書き込みに失敗しま
した。）

•

User information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ユーザー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required.
（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必
要です。）

•

Hard Drive Zoning not available on this system.（このシステムでは、Hard
Drive Zoning は使用できません。）

•

Hard Drive Zone failed to write information to Backplane controller.
（Hard Drive Zone がバックプレーンコントローラーへの情報の書き込みに失敗しま
した。）

•

User information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ユーザー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required.
（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必
要です。）

READ_BACKPLANE_INFO
READ_BACKPLANE_INFO コマンドは、ハードディスクドライブバックプレーン情報を読み出
すために使用します。返される値は、ノードとホストポートの現在のマッピング、ホストポー
トの数、およびバックプレーンで使用できるドライブベイを示します。このコマンドを正しく
構文解析するために、必ず、READ_BACKPLANE_INFO コマンドを HARD_DRIVE_ZONE コ
マンドブロック内に示し、モードの値を"read"に設定する必要があります。
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次に例を示します。
<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="administrator" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="read">
<READ_BACKPLANE_INFO/>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

READ_BACKPLANE_INFO のパラメーター
なし。

READ_BACKPLANE_INFO のランタイムエラー
•

Hard Drive Backplane Info read failed.（ハードディスクドライブバックプレー
ン情報の読み出しに失敗しました。）

•

Hard Drive Zoning not available on this system.（このシステムでは、Hard
Drive Zoning は使用できません。）

READ_BACKPLANE_INFO が返すメッセージ
以下の応答は、READ_BACKPLANE_INFO コマンドが返すデータの典型例です。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<READ_BACKPLANE_INFO>
<TYPE_ID>"1"</TYPE_ID>
<SEP_NODE_ID>"4"</SEP_NODE_ID>
<WWID>"50014380318db27f"</WWID>
<SEP_ID>"0000"</SEP_ID>
<BACKPLANE_NAME>"HP BACKPLANE"</BACKPLANE_NAME>
<FW_REV>"0.20"</FW_REV>
<BAY_CNT>"24"</BAY_CNT>
<START_BAY>"1"</START_BAY>
<END_BAY>"24"</END_BAY>
<HOST_PORT_CNT>"4"</HOST_PORT_CNT>
<HOST_PORT value="1">
<NODE_NUM>"1"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
<HOST_PORT value="2">
<NODE_NUM>"2"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
<HOST_PORT value="3">
<NODE_NUM>"3"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
<HOST_PORT value="4">
<NODE_NUM>"4"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
</READ_BACKPLANE_INFO>
</RIBCL>
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READ_ZONE_TABLE
READ_ZONE_TABLE コマンドは、ホストポートとベイの現在のマッピングを読み出します。
このコマンドは、マップを変更する前に、完全なマップテーブルを読み出すために使用できま
す。
•

HOST_PORT value は、その後に続くベイで使用するホストポートです。HOST_PORT
value の UNASSIGNED は、ホストポートに割り当てられていないベイを示します。未割り
当てのポートは、自由にホストポートに割り当てできます。

•

BAY value は、ドライブベイのベイの番号です。

HOST_PORT value と BAY value は、READ_BACKPLANE_INFO で示される値を超えること
はできません。
<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="administrator" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="read">
<READ_ZONE_TABLE/>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

READ_ZONE_TABLE のパラメーター
なし。

READ_ZONE_TABLE のランタイムエラー
•

Hard Drive Zone table read failed.（Hard Drive Zone テーブルの読み出し
に失敗しました。）

READ_ZONE_TABLE が返すメッセージ
以下の応答は、READ_ZONE_TABLE コマンドが返すデータの典型例です。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<READ_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="2"/>
<BAY value="3"/>
<BAY value="4"/>
<BAY value="5"/>
<BAY value="6"/>
<HOST_PORT value="2"/>
<BAY value="7"/>
<BAY value="8"/>
<BAY value="9"/>
<BAY value="10"/>
<BAY value="11"/>
<BAY value="12"/>
<HOST_PORT value="3"/>
<BAY value="13"/>
<BAY value="14"/>
<BAY value="15"/>
<BAY value="16"/>
<BAY value="17"/>
<BAY value="18"/>
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<HOST_PORT value="UNASSIGNED"/>
<BAY value="19"/>
<BAY value="20"/>
<BAY value="21"/>
<BAY value="22"/>
<BAY value="23"/>
<BAY value="24"/>
</READ_ZONE_TABLE>
</RIBCL>

WRITE_ZONE_TABLE
WRITE_ZONE_TABLE コマンドは、ホストポートとドライブベイのマッピングの変更に使用
します。
注記: Hewlett Packard Enterprise は、システムのゾーニングの変更を試みる前に、
READ_BACKPLANE_INFO コマンドと READ_ZONE_TABLE コマンドを使用することをおす
すめします。READ_ZONE_TABLE は、現在のマッピングを返します。このコマンドの出力
は、新しいゾーンマップを作成する際のテンプレートとして使用できます。また、
READ_BACKPLANE_INFO はノードとホストポートのマッピング、さらにはベイとホストポー
トの数を示します。
WRITE_ZONE_TABLE コマンドを使用する場合は、すべてのベイを含むマップ全体を含める
必要があります。未使用のベイは、UNASSIGNED HOST_PORT の下に配置します。システム
の電源を入れ直すまでは、新しいゾーンマッピングはアクティブになりません。
このコマンドを実行するには、iLO ユーザーが管理権限を持たなければなりません。このコマ
ンドを正しく構文解析するために、必ず、コマンドを HARD_DRIVE_ZONE コマンドブロック
内に示し、モードの値を"write"に設定する必要があります。
以下の例では、シャーシ内の最初の 3 つのノードにそれぞれ 6 個のドライブベイがマッピング
され、4 番目のノードに 5 個のドライブベイがマッピングされています。ドライブベイ 24 は
未割り当てのままになっています。
<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="administrator" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="write">
<WRITE_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="2"/>
<BAY value="3"/>
<BAY value="4"/>
<BAY value="5"/>
<BAY value="6"/>
<HOST_PORT value="2"/>
<BAY value="7"/>
<BAY value="8"/>
<BAY value="9"/>
<BAY value="10"/>
<BAY value="11"/>
<BAY value="12"/>
<HOST_PORT value="3"/>
<BAY value="13"/>
<BAY value="14"/>
<BAY value="15"/>
<BAY value="16"/>
<BAY value="17"/>
<BAY value="18"/>
<HOST_PORT value="4"/>
<BAY value="19"/>
<BAY value="20"/>
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<BAY value="21"/>
<BAY value="22"/>
<BAY value="23"/>
<HOST_PORT value="UNASSIGNED"/>
<BAY value="24"/>
</WRITE_ZONE_TABLE>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

WRITE_ZONE_TABLE のパラメーター
TYPE_ID - Storage Enclosure Processor（SEP）構成のタイプを表します。この TYPE_ID は、
READ_BACKPLANE_INFO コマンドで返される TYPE_ID と一致する必要があります。
Type ID
の値

システム構成

説明

1

TYPE I

複数のコンピューターノードで共有される 1 つの SEP
（複数のベイを含む）。

2

TYPE II

複数のノードに 1 対 1 のマッピングで接続される複数の
SEP。

3

TYPE III

複数のノードで共有される複数の SEP。2 つ以上の SEP
が相互に接続されますが、1 つのノードに直接接続され
る SEP は 1 つだけです。

4

TYPE IV

1 つのノードに複数の SEP が直接接続されることを除け
ば、TYPE III と同じです。

SEP_NODE_ID - SEP が存在するノードの ID。
HOST_PORT - ベイが割り当てられているホストポート。ホストポートの最大数を確認するた
めに、READ_BACKPLANE_INFO コマンドを使用して、HOST_PORT_CNT について返され
た値を参照してください。
ベイ - ドライブベイ。最大数は、シャーシのドライブベイの数を超えることはできません。ド
ライブベイの最大数ならびに開始および終了ポイントを判断するために、
READ_BACKPLANE_INFO コマンドを使用して、BAY_CNT、START_BAY、および END_BAY
について返された値を参照してください。

WRITE_ZONE_TABLE のランタイムエラー
•

User information is open for read-only access. Write access is
required for this operation.（ユーザー情報は、読み出し専用アクセス用に開か
れています。この操作では、書き込みアクセスが必要です。）

•

User does NOT have correct privilege for action. ADMIN_PRIV required.
（ユーザーは、この操作を行うための適切な権限を持っていません。ADMIN_PRIV が必
要です。）

•

Hard Drive Zone table write failed.（Hard Drive Zone テーブルの書き込
みに失敗しました。）

•

Hard Drive Zoning not available on this system.（このシステムでは、Hard
Drive Zoning は使用できません。）

•

Hard Drive Zone failed to write information to Backplane controller.
（Hard Drive Zone がバックプレーンコントローラーへの情報の書き込みに失敗しま
した。）

•

Hard Drive Zone invalid port.（Hard Drive Zone 無効ポート。）
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9 Secure Shell
SSH の概要
SSH は、リモートマシンにログインし、コマンドを実行するための Telnet によく似たプログ
ラムです。ただし、SSH には、認証、暗号化、およびデータの整合性機能が含まれるため安全
です。iLO ファームウェアは、5 台の SSH クライアントからの同時アクセスをサポートしま
す。SSH の接続および認証後、ユーザーは、コマンドラインインターフェイスを使用できま
す。
iLO 4 は、次をサポートします。
•

SSH プロトコルバージョン 2

•

PuTTY は、インターネット上でダウンロードできる、SSH プロトコルの無償バージョン
です。PuTTY のバージョン 0.54 より前のバージョンでは、Enter キーを押すと、1 行では
なく、2 行が改行される可能性があります。Hewlett Packard Enterprise は、この問題を防
止して最適な結果を得るために、バージョン 0.54 以降の PuTTY を使用することをおすす
めします。

•

OpenSSH。インターネット上でダウンロードできる、SSH プロトコルの無償バージョン
です。

ファームウェアをアップグレードすると、SSH 機能が使用できるようになるまで、25 秒間か
かります（この遅延は、1 回限りです）。この間、iLO は、1024 ビットの DSA キーを生成し
ます。これらのキーは、iLO によって保存され将来使用されます。iLO が、工場出荷時のデフォ
ルト設定にリセットされた場合、DSA キーは消去され、次の起動時に再生成されます。

サポートされる SSH 機能
ライブラリは、SSH プロトコルのバージョン 2（SSH-2）のみをサポートします。表 40 (208
ページ)に、iLO によってサポートされている SSH 機能を示します。
表 40 サポートされる SSH 機能
項目

サポートされるアルゴリズム

サーバーホストキーのアルゴリズム

ssh-dsa

暗号化（両方向で同じセットをサポート）

3des-cbc、aes128-cbc

ハッシュ関数のアルゴリズム

hmac-sha1、hmac-md5

パブリックキーのアルゴリズム

ssh-dsa

キー交換

Diffie-hellman-group1-sha1

圧縮

なし

言語

英語

クライアント/ユーザー認証方式

パスワード

認証タイムアウト

2分

認証試行回数

3

デフォルト SSH ポート
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SSH の使用
1. SSH ウィンドウを開きます。
2. プロンプトが表示されたら、IP アドレスまたは DNS 名、ログイン名、およびパスワード
を入力します。
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OpenSSH の使用
Linux マシンで OpenSSH クライアントを起動するには、次のように入力します。
ssh -l <ログイン名> <IPアドレス>/<DNS名>

PuTTY の使用
•

PuTTY セッションを開始するには、PuTTY をインストールしたディレクトリにある PuTTY
アイコンをダブルクリックします。

•

コマンドラインから PuTTY セッションを開始するには、以下の手順に従ってください。

◦

次のように入力して、host という名前のサーバーへの接続を開始します。
putty.exe [-ssh | -rlogin | -raw] [user@]host

◦

次のように入力して、sessionname という名前の保存された既存のセッションを開
始します。
putty.exe -load session name

SSH キーの管理
SSH キーベースの認証によって、SIM が SSH を介して LOM デバイスに接続します。また、
SIM が認証され、アクセス権が付与されると管理者レベルのタスクを実行できるようになりま
す。タスクの実行には、CLP が使用されます。SIM は、スケジュールした時刻に、複数の LOM
デバイス上のこのタスクをほぼ同時に実行することができます。SIM には、複数のターゲット
を管理および設定するためのメニュー方式のインターフェイスが備わっています。SIM の拡張
機能は、ツール定義ファイルによって提供されます。
SIM は、プライベートキーベースの認証が必要な SSH インターフェイスを使用して、ターゲッ
トデバイス上の処理を実行することができます。SIM のより多くの LOM デバイスを組み込む
機能が有効になっている場合は、SSH キーベースの認証が iLO に実装されます。
iLO にパブリックキーをインストールすると、SIM インスタンスが信頼される SSH クライア
ントとして確立されます。これは、Web ベースの GUI 経由で手動で行うか、mxagentconfig
ユーティリティで自動的に実行します。
SSH キーは、SSH を対話モードで使用するために作成する必要はありません。対話モードで
の SSH の使用については、「SSH の概要」 (208 ページ) を参照してください。

ツール定義ファイル
TDEF ファイルは、SIM のメニューシステムを拡張し、SIM が SSH 接続を介して iLO 4 に転
送する CLP コマンドを提供します。
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図 1 HPE Systems Insight Manager のメニュー

Mxagentconfig ユーティリティ
Mxagentconfig は、SIM パブリック SSH キーを他のシステムにエクスポートしてインストー
ルするために使用されるユーティリティです。このユーティリティは、プロセスを簡素化し、
パブリックキーを多くのシステムに同時にインストールすることができます。Mxagentconfig
は、iLO との SSH 接続を確立し、ユーザー名とパスワードで認証を行い、必要なパブリック
キーを送信します。iLO ファームウェアは、信頼される SSH クライアントとしてこのキーを
格納します。

PuTTY からの SSH キーのインポート
PuTTY によって生成されるパブリックキーのファイルフォーマットは、iLO 4 との互換性があ
りません。次の例は、PuTTy によって生成されるパブリックキーファイルを示しています。
---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ---Comment: "Administrator"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAIB0x0wVO9itQB11o+tHnY3VvmsGgwghCyLOVzJl
3A9F5yzKj+RXJVPxOGusAhmJwF8PBQ9wV5E0Rumm6gNOaPyvAMJCG/l0PW7Fhac1
VLt8i5F3Lossw+/LWa+6H0da13TF2vq3ZoYFUT4esC6YbAACM7kLuGwxF5XMNR2E
Foup3w==
---- END SSH2 PUBLIC KEY ----

なお、このサンプルキーは、RFC 4716（SSH パブリックキーファイルフォーマット）に準拠
しています。iLO インターフェイスは、OpenSSH 2、RFC 4716 の 2 つのキーフォーマットを
サポートします。これ以外のフォーマットはスクリプトでのみサポートされます
（「IMPORT_SSH_KEY」(153 ページ)を参照）。
iLO ファームウェアでは、パブリックキーファイル情報を 1 行に記載します。PuTTY Key
Generator ユーティリティ（puttygen.exe）を使用すると、iLO にインポートするための正
しい形式のキーファイルを生成できます。
PuTTY から SSH キーを iLO にインポートするには、以下の手順に従ってください。
1. [PuTTY Key Generator] アイコンをダブルクリックしてユーティリティを起動します。
2. 生成するキーのタイプ（ssh-2 RSA または SSH-2 DSA）を選択します。
3. [Generate] をクリックします。
キーエリアで、マウスを移動してキーを生成します。キー生成プロセスが完了するまで、
マウスを動かし続けてください。
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図 2 PuTTY Key Generator

4.
5.
6.
7.
8.

[Save public key] をクリックし、プロンプトが表示されたらファイル名を入力します。
[Save private key] をクリックし、プロンプトが表示されたらファイル名を入力します。
なお、キーパスフレーズを入力し、確認するオプションもあります。
テキストエディターでパブリックキーを開き、内容をクリップボードにコピーします。
iLO がまだ開いていない場合は、ログインします。
iLO の [セキュアシェルキー (SSH)] ページで、[認証済み SSH キー] リストからユーザーを
選択し、[新しいキーの認証]をクリックします。
[DSA パブリックキーインポートデータ] ボックスが表示されます。

9.

PEM エンコードされた DSA パブリックキーをボックスに貼り付け、[パブリックキーのイ
ンポート]をクリックします。
認可された SSH キーのリストに、ユーザーの新しいパブリックキーハッシュが表示され
ます。

10.
11.
12.
13.

PuTTY を起動します。
[Session] を選択し、iLO 4 の IP アドレスを設定します。
[Connect]+[SSH]→[Auth] を選択します。
[Browse] をクリックしてプライベートキーファイルを確認します。

PuTTY からの SSH キーのインポート
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図 3 [PuTTy の設定] ウィンドウ

14. [Open] をクリックします。
iLO ファームウェアからユーザー名が求められます。
15. パブリックキーに関連付けられたログオン名を入力します。
iLO のパブリックキーが、PuTTY のプライベートキーで認証されます。キーが一致した
ら、パスワードを使用せずに iLO にログインされます。
キーは、キーパスフレーズとともに作成することができます。キーパスフレーズを使用し
てパブリックキーを生成した場合は、iLO にログインする前にキーパスフレーズの入力を
求められます。

ssh-keygen を使用して生成された SSH キーのインポート
ssh-keygen を使用して SSH キーを生成し、key.pub ファイルを作成したら、以下の手順を
実行してください。
1. key.pub ファイルの場所を確認してテキストエディターで開きます。ファイルは、テキ
スト ssh-dsa で始まります。
2. 保存して、ファイルを閉じます。
キーファイルをインポートして認証する準備ができました。
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10 PERL スクリプティング
XML スクリプティングインターフェイスによる PERL の使用
提供されているスクリプティングインターフェイスを使用すると、管理者は、デバイスのすべ
ての側面を、自動化された方法で管理できます。主として、管理者は、HPQLOCFG などの
ツールを使用してデプロイメント作業を支援します。Windows 以外のクライアントを使用して
いる管理者は、PERL スクリプトを使用して XML スクリプトを iLO デバイスに送信すること
ができます。また、PERL 使用すると、HPQLOCFG が実行できるタスクよりも複雑なタスク
を実行することができます。
この項では、PERL スクリプティングを Lights-Out XML スクリプティング言語と組み合わせて
使用する方法について説明します。PERL スクリプトを使用するには、適切な権限を持つ有効
なユーザー ID とパスワードが必要です。
サンプルスクリプトは Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/jp/
servers/ilo からダウンロードしてください。[Support] の [Resources] タブの [iLO Sample
Scripts for Windows] または [Lights-Out XML scripting sample for Linux] をクリックしま
す。

XML 拡張
HPQLOCFG 以外のユーティリティ（PERL など）を使用する場合、次の手順を実行すること
により、iLO 4 ファームウェアが正しく書式設定された XML を返すように設定できます。iLO
4 に送信するスクリプトには、次のタグを組み込む必要があります。
<LOCFG version="2.0"/>
このタグは、PERL スクリプトまたは XML スクリプトのいずれかに配置することができます。
このタグの位置は大切です。このタグを PERL スクリプトに配置する場合、このタグは、<?xml
version="1.0"?> の送信後、XML スクリプトの送信前に送信されるようにする必要があり
ます。XML スクリプトに配置する場合、このタグは、<RIBCL version="2.0"> の前に配置
する必要があります。Hewlett Packard Enterprise から提供される PERL スクリプトを使用す
る場合は、次の例にある太字の行を追加すると、正しく書式設定された XML 構文が返される
ようになります。
例：
•

PERL スクリプトの修正例
…
# Open the SSL connection and the input file
my $client = new IO::Socket::SSL->new(PeerAddr => $host);
open(F, "<$file") || die "Can't open $file\n";
# Send the XML header and begin processing the file
print $client '<?xml version="1.0"?>' . "\r\n";
#Send tag to iLO firmware to insure properly formatted XML is returned.
print $client '<LOCFG version="2.0"/>' . "\r\n";
…

•

XML スクリプトの修正例
<!-- The bold line could be added for the return of properly
formatted XML. -->
<LOCFG version="2.0"/>
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="Adminname" PASSWORD = "password">
<!--Add XML script here-->
</LOGIN>
</RIBCL>
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SSL 接続を開く
Perl スクリプトは、デバイスの HTTPS ポート（デフォルトではポート 443）への SSL 接続を
開く必要があります。
例：
use Socket;
use Net::SSLeay qw(die_now die_if_ssl_error);
Net::SSLeay::load_error_strings();
Net::SSLeay::SSLeay_add_ssl_algorithms();
Net::SSLeay::randomize();
#
# opens an ssl connection to port 443 of the passed host
#
sub openSSLconnection($)
{
my $host = shift;
my ($ctx, $ssl, $sin, $ip, $nip);
if (not $ip = inet_aton($host))
{
print "$host is a DNS Name, performing lookup\n" if $debug;
$ip = gethostbyname($host) or die "ERROR: Host $hostname not found.\n";
}
$nip = inet_ntoa($ip);
print STDERR "Connecting to $nip:443\n";
$sin = sockaddr_in(443, $ip);
socket (S, &AF_INET, &SOCK_STREAM, 0) or die "ERROR: socket: $!";
connect (S, $sin) or die "connect: $!";
$ctx = Net::SSLeay::CTX_new() or die_now("ERROR: Failed to create SSL_CTX $! ");
Net::SSLeay::CTX_set_options($ctx, &Net::SSLeay::OP_ALL);
die_if_ssl_error("ERROR:ssl ctx set options");
$ssl = Net::SSLeay::new($ctx) or die_now("ERROR: Failed to create SSL $!");
Net::SSLeay::set_fd($ssl, fileno(S));
Net::SSLeay::connect($ssl) and die_if_ssl_error("ERROR:ssl connect");
print STDERR 'SSL Connected ';
print 'Using Cipher: ' . Net::SSLeay::get_cipher($ssl) if $debug;
print STDERR "\n\n";
return $ssl;
}

XML ヘッダーおよびスクリプト本文の送信
接続が確立したら、送信するスクリプトの最初の行を、後に続く内容が XML スクリプトであ
ることをデバイスの HTTPS Web サーバーに通知する XML ドキュメントヘッダーにする必要
があります。ヘッダーは、例で使用されているヘッダーとまったく同じでなければなりませ
ん。ヘッダーの送信が完了すると、スクリプトの残りの部分を送信できます。この例では、ス
クリプトが一度にすべて送信されます。
次に例を示します。
# usage:sendscript(host, script)
# sends the xmlscript script to host, returns reply
sub sendscript($$)
{
my $host = shift;
my $script = shift;
my ($ssl, $reply, $lastreply, $res, $n);
$ssl = openSSLconnection($host);
# write header
$n = Net::SSLeay::ssl_write_all($ssl, '<?xml version="1.0"?>'."\r\n");
print "Wrote $n\n" if $debug;
# write script
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$n = Net::SSLeay::ssl_write_all($ssl, $script);
print "Wrote $n\n$script\n" if $debug;
$reply = "";
$lastreply = "";
READLOOP:
while(1)
{
$n++;
$reply .= $lastreply;
$lastreply = Net::SSLeay::read($ssl);
die_if_ssl_error("ERROR:ssl read");
if($lastreply eq "")
{
sleep(2); # wait 2 sec for more text.
$lastreply = Net::SSLeay::read($ssl);
last READLOOP if($lastreply eq "");
}
sleep(2); # wait 2 sec for more text.
$lastreply = Net::SSLeay::read($ssl);
last READLOOP if($lastreply eq "");
}
print "READ:$lastreply\n" if $debug;
if($lastreply =~ m/STATUS="(0x[0-9A-F]+)"[\s]+MESSAGE='(.*)
'[\s]+\/>[\s]*(([\s]|.)*?)<\/RIBCL>/)
{
if($1 eq "0x0000")
{
print STDERR "$3\n" if $3;
}
else
print STDERR "ERROR: STATUS: $1, MESSAGE: $2\n";
{
}
}
}
$reply .= $lastreply;
closeSSLconnection($ssl);
return $reply;
}

Perl スクリプトでは、XML スクリプトの一部を送信し、応答を待ってからさらに XML スクリ
プトを送信することができます。この方法を使用すると、前に発行したコマンドにより生成さ
れた応答を、後のコマンドの入力として使用することができます。ただし、Perl スクリプト
は、数秒以内にデータを送信する必要があります。送信が遅れると、デバイスはタイムアウト
し、接続が切れます。
XML スクリプティングインターフェイスと Perl スクリプトを組み合わせて使用する場合、以
下の制限が適用されます。
•

Perl スクリプトは、スクリプト本文を送信する前に XML ヘッダーを送信する必要があり
ます。

•

Perl スクリプトは、デバイスがタイムアウトしないように、スクリプトデータを迅速に提
供する必要があります。

•

1 回の接続で 1 つの XML ドキュメントだけ（つまり 1 組の RIBCL タグだけ）を使用でき
ます。

•

デバイスは、シンタックスエラーが発生した後には追加の XML タグを受け付けません。
追加の XML を送信するには、新しい接続を確立する必要があります。
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11 iLO 4 ポート
共有ネットワークポート機能を XML スクリプティングを介して有効に
する
XML スクリプティング機能を介して iLO 4 共有ネットワークポートを有効にするための、
SHARED_NETWORK_PORT コマンドの使用法については、「RIBCL XML スクリプティング言
語」 (70 ページ) を参照してください。
次のサンプルスクリプトは、iLO 4 を、共有ネットワークポートを選択するように設定します。
このスクリプトを、自身のニーズに合わせてカスタマイズできます。ブレード以外のすべての
プラットフォームが、このスクリプトに修正を施したものをサポートします。
SHARED_NETWORK_PORT の値には、LOM または FlexibleLOM を使用します。プラット
フォームでサポートされない値を選択すると、スクリプトの実行時にエラーが発生します。
<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="WRITE">
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<!-- Desired NIC: Substitute: -->
<!-- iLO NIC <SHARED_NETWORK_PORT VALUE="N"/> -->
<!-- Embedded Host NIC <SHARED_NETWORK_PORT VALUE="LOM"/> -->
<!-- Optional Host NIC <SHARED_NETWORK_PORT VALUE="FlexibleLOM"/> -->
<SHARED_NETWORK_PORT VALUE="Y" />
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

専用 NIC マネジメントポートを再度有効にする
iLO 専用 NIC マネジメントポートを再度有効にするには、ユーザーインターフェイス、RBSU、
CLP、または XML スクリプティングを使用できます。
SHARED_NETWORK_PORT コマンドの使用方法については、「RIBCL XML スクリプティング言
語」 (70 ページ) を参照してください。
RBSU を使用して専用マネジメントポートを再度有効にするには、以下の手順に従ってくださ
い。
1. 専用 NIC マネジメントポートを、サーバーを管理するシステムのある LAN に接続します。
2. 次のコマンドを入力して、サーバーを再起動します。
3. POST 実行時にメッセージが表示されたら、F8 キーを押して、iLO RBSU（UEFI ベース
のシステムでは iLO 構成ユーティリティ）に移動します。
4. [Network]→[NIC]→[TCP/IP] の順に選択して、Enter キーを押します。
5. [Network Configuration] メニューで、[Network Interface Adapter] フィールドを、スペース
キーを押して [On] に切り替えます。
6. F10 キーを押して、設定を保存します。
7. [File]→[Exit] の順に選択して、Enter キーを押します。
iLO のリセット後、専用 NIC マネジメントポートが有効になります。
XML を使用して専用 iLO ポートを再度有効にするには、次のサンプル RIBCL スクリプトを使
用してください。このサンプルスクリプトは、iLO を、iLO ネットワークポートを選択するよ
うに設定します。このスクリプトを、自分だけのニーズに合わせて変更できます。共有ネット
ワークポートをサポートしないプラットフォーム上でこのスクリプトを使用すると、エラーが
発生します。
例：
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<RIBCL version="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="WRITE">
<MOD_NETWORK_SETTINGS>
<SHARED_NETWORK_PORT VALUE="N" />
</MOD_NETWORK_SETTINGS>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>
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12 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を受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide」に移動します。
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の登録番号（該当する場合）

•

製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

•

オペレーティングシステム名およびバージョン

•

ファームウェアバージョン

•

エラーメッセージ

•

製品固有のレポートおよびログ

•

増設した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 サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

•

お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリ
ンクしたりするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information
on Access to Support Materials] ページに移動します。
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資格が必要になる場合があります。関連する資格を
使って 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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Hewlett Packard Enterprise が所有していないソフトウェアコンポーネ
ントについてのセキュリティ報告およびアラートポリシー
Hewlett Packard Enterprise 製品には、オープンソースソフトウェア（OpenSSL など）や他社
製ソフトウェア（Java など）が含まれることがあります。Hewlett Packard Enterprise では、
Insight Management のエンドユーザー使用許諾契約書（EULA）にリストされている Hewlett
Packard Enterprise が所有していないソフトウェアコンポーネントが Insight Management と
ともに収録されていることを明らかにしています。EULA は、Insight Management Installer と
一緒に Insight Management DVD #1 に収録されています。
Hewlett Packard Enterprise では、EULA でリストされているソフトウェアコンポーネントのセ
キュリティ報告について、Hewlett Packard Enterprise 製品に対するサポートと同レベルのサ
ポートで対応しています。また、セキュリティ上の問題の削減に取り組み、そのような問題が
発生してもユーザーがそのリスクを軽減できるよう支援しています。
Hewlett Packard Enterprise は、セキュリティ上の問題が発見された場合に備え十分定義され
たプロセスを用意しており、その成果がセキュリティ報告の公開です。セキュリティ報告に
は、問題に関する高レベルでの説明とセキュリティ上の問題を軽減するための方法の解説が掲
載されています。

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスへの登録
Insight Management には、1 年間、24 時間年中無休の HPE ソフトウェアテクニカルサポート
およびアップデートサービスが含まれています。このサービスは、ソフトウェアの実装および
操作に関する問題の解決を支援するため Hewlett Packard Enterprise テクニカルリソースへの
アクセスを提供します。
このサービスはさらにソフトウェアアップデートおよびリファレンスマニュアルへのアクセス
を提供します。Hewlett Packard Enterprise から、電子形式のデータとして入手することがで
きます。電子ライセンスの使用権を購入した場合、電子アップデートが利用できます。
このサービスで、Insight Management のお客様は、ソフトウェアアップデートの通知と入手だ
けでなく効率の良い問題解決も受けることができます。このサービスについて詳しくは、次の
Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/services/insight-ja

ソフトウェアテクニカルサポートとアップデートサービスの使用方法
ソフトウェアのアップデートがリリースされると、最新バージョンのソフトウェアとドキュメ
ントが入手できるようになります。ソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータル
は、Hewlett Packard Enterprise ソフトウェアサポート契約に基づく製品のソフトウェア、ド
キュメントライセンスアップデートへのアクセスを提供します。
このポータルには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセスできます。
http://www.hpe.com/info/hpesc
プロファイルを作成し、サポート契約をプロファイルにリンクした後で、http://www.hpe.com/
info/hpesoftwareupdatesupport にあるソフトウェアアップデートおよびライセンスのポータ
ルを参照し、ソフトウェア、ドキュメントおよびライセンスアップデートを取得してくださ
い。

Web サイト
Web サイト

リンク

Hewlett Packard Enterprise Information Library

http://www.hpe.com/info/enterprise/docs

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

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

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/assistance
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ポリシー

Web サイト

リンク

サブスクリプションサービス/サポートのアラート

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

Software Depot

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

カスタマーセルフリペア

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

Insight Remote Support

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

HP-UX 用の Serviceguard ソリューション

http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のス http://www.hpe.com/storage/spock （英語）
トレージ互換性マトリックス
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

http://www.hpe.com/storage/whitepapers

System and Server Management Software — Service
Pack for ProLiant

http://www.hpe.com/servers/spp （英語）

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品
をお客様ご自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様の
ご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりませ
ん。Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かど
うかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただ
けます。リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベ
ントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製
品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリ
モートサポートに登録することを強くおすすめします。
デバイスサポートについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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A サンプルスクリプトとコマンドリファレンス
HP Lights-Out XML スクリプティングサンプルのバンドルには、お使いの環境の必要に応じて
変更できるサンプルスクリプトが含まれています。表 41 (221 ページ)には利用可能なすべての
サンプルスクリプトと、それぞれに関係のあるコマンドが示されています。
表 41 サンプルスクリプトと関連コマンド
サンプルスクリプト

関連コマンド

Add_Federation_Group.xml

ADD_FEDERATION_GROUP

add_sso_rec.xml

SSO_SERVER

Add_User.xml

ADD_USER

Administrator_reset_pw.xml

MOD_USER

Cert_Request.xml

CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST

Change_Password.xml

MOD_USER

Clear_AHS_Data.xml

AHS_CLEAR_DATA

Clear_EventLog.xml

CLEAR_EVENTLOG

Clear_IML.xml

CLEAR_IML

Clear_Power_On_Time.xml

CLEAR_SERVER_POWER_ON_TIME

Computer_Lock_Config.xml

COMPUTER_LOCK_CONFIG

Delete_Federation_Group.xml

DELETE_FEDERATION_GROUP

Delete_SSH_Key.xml

MOD_USER

delete_sso_rec.xml

DELETE_SERVER

Delete_User.xml

DELETE_USER

Eject_Virtual_Media.xml

EJECT_VIRTUAL_MEDIA DEVICE

ERS_AHS_Submit.xml

TRIGGER_BB_DATA

ERS_DC_CompleteRegistration.xml

DC_REGISTRATION_COMPLETE

ERS_DC_RegisterDevice.xml

SET_ERS_DIRECT_CONNECT

ERS_DC_SetWebProxy.xml

SET_ERS_WEB_PROXY

ERS_Disable.xml

DISABLE_ERS

ERS_Get_Settings.xml

GET_ERS_SETTINGS

ERS_IRS_Enable.xml

SET_ERS_IRS_CONNECT

ERS_L2_Collection_Submit.xml

TRIGGER_L2_COLLECTION

ERS_Test_Event_Submit.xml

TRIGGER_TEST_EVENT

Factory_Defaults.xml

FACTORY_DEFAULTS

Get_AHS_Status.xml

GET_AHS_STATUS

Get_All_Languages.xml

GET_ALL_LANGUAGES

Get_All_Licenses.xml

GET_ALL_LICENSES

Get_All_Users.xml

GET_ALL_USERS

Get_All_User_Info.xml

GET_ALL_USER_INFO
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表 41 サンプルスクリプトと関連コマンド (続き)
Get_Asset_Tag.xml

GET_ASSET_TAG

Get_Boot_Mode.xml

GET_PENDING_BOOT_MODE

Get_Current_Boot_Mode.xml

GET_CURRENT_BOOT_MODE

Get_Directory.xml

GET_DIR_CONFIG

get_discovery_services.xml

GET_SPATIAL

Get_Embedded_Health.xml

GET_EMBEDDED_HEALTH

Get_EmHealth.xml

GET_EMBEDDED_HEALTH

Get_Encrypt.xml

GET_ENCRYPT_SETTINGS

Get_Federation_All_Groups.xml

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS

Get_Federation_All_Groups_Info.xml

GET_FEDERATION_ALL_GROUPS_INFO

Get_Federation_Group.xml

GET_FEDERATION_GROUP

Get_Federation_Multicast_Options.xml

GET_FEDERATION_MULTICAST

Get_FIPS_Status.xml

GET_FIPS_STATUS

Get_FW_Version.xml

GET_FW_VERSION

Get_Global.xml

GET_GLOBAL_SETTINGS

Get_Host_APO.xml

GET_SERVER_AUTO_PWR

Get_Host_CTRO

GET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF

Get_Host_Data.xml

GET_HOST_DATA

Get_Host_Power.xml

GET_HOST_POWER_STATUS

Get_Host_Power_Saver.xml

GET_HOST_POWER_SAVER_STATUS

Get_Host_Pwr_Micro_Ver.xml

GET_HOST_PWR_MICRO_VER

Get_Hotkey_Config.xml

GET_HOTKEY_CONFIG

Get_iLO_Log.xml

GET_EVENT_LOG

Get_IML.xml

GET_EVENT_LOG

Get_language.xml

GET_LANGUAGE

Get_Network.xml

GET_NETWORK_SETTINGS

Get_OA_Info.xml

GET_OA_INFO

Get_One_Time_Boot_Order.xml

GET_ONE_TIME_BOOT

Get_Persistent_Boot_Order.xml

GET_PERSISTENT_BOOT

Get_Persmouse_Status.xml

GET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED

Get_PowerCap.xml

GET_POWER_CAP

Get_Power_On_Time.xml

GET_SERVER_POWER_ON_TIME

Get_Power_Readings.xml

GET_POWER_READINGS

Get_Product_Name.xml

GET_PRODUCT_NAME

Get_Pwreg_Alert_Threshold.xml

GET_PWREG

Get_Rack_Settings.xml

GET_RACK_SETTINGS
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表 41 サンプルスクリプトと関連コマンド (続き)
Get_SDCard_Status.xml

GET_SDCARD_STATUS

Get_Security_Msg.xml

GET_SECURITY_MSG

Get_Server_FQDN.xml

GET_SERVER_FQDN/GET_SMH_FQDN

Get_Server_Name.xml

GET_SERVER_NAME

Get_SNMP_IM.xml

GET_SNMP_IM_SETTINGS

Get_SSO_Settings.xml

GET_SSO_SETTINGS

Get_Supported_Boot_Mode.xml

GET_SUPPORTED_BOOT_MODE

Get_TPM_Status.xml

GET_TPM_STATUS

Get_UID_Status.xml

GET_UID_STATUS

Get_User.xml

GET_USER

Get_VM_Status.xml

GET_VM_STATUS

hd_zone_defaults.xml

ZONE_FACTORY_DEFAULTS

HD_zone_ReadBackplaneInfo.xml

READ_BACKPLANE_INFO

hd_zone_readzonetable.xml

READ_ZONE_TABLE

hd_zone_write_zone.xml

WRITE_ZONE_TABLE

Hotkey_Config.xml

HOTKEY_CONFIG

Import_Cert.xml

IMPORT_CERTIFICATE

Import_SSH_Key.xml

IMPORT_SSH_KEY

Insert_Virtual_Media.xml

INSERT_VIRTUAL_MEDIA

License.xml

LICENSE

Lock_Configuration.xml

MOD_GLOBAL_SETTINGS

Mod_Directory.xml

MOD_DIR_CONFIG

Mod_Encrypt_Settings.xml

MOD_ENCRYPT_SETTINGS

Mod_Federation_Group.xml

MOD_FEDERATION_GROUP

Mod_Global_Settings.xml

MOD_GLOBAL_SETTINGS

Mod_Kerberos_Config.xml

MOD_DIR_CONFIG

Mod_Network_Settings.xml

MOD_NETWORK_SETTINGS

Mod_Schemaless_Directory.xml

MOD_DIR_CONFIG

Mod_SNMP_IM_Settings.xml

MOD_SNMP_IM_SETTINGS

Mod_SSO_Settings.xml

MOD_SSO_SETTINGS

Mod_User.xml

MOD_USER

Mod_VLAN.xml

MOD_NETWORK_SETTINGS

Mod_VM_Port_Settings.xml

MOD_GLOBAL_SETTINGS

Profile_Apply.xml

PROFILE_APPLY

Profile_Apply_Get_Results.xml

PROFILE_APPLY_GET_RESULTS

Profile_Desc_Delete.xml

PROFILE_DELETE
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表 41 サンプルスクリプトと関連コマンド (続き)
Profile_Desc_Download.xml

PROFILE_DESC_DOWNLOAD

Profile_Desc_List.xml

PROFILE_LIST

RBSU_POST_IP.xml

MOD_GLOBAL_SETTINGS

Reset_RIB.xml

RESET_RIB

Reset_Server.xml

RESET_SERVER

Send_Snmp_Test_Trap.xml

SEND_SNMP_TEST_TRAP

Set_AHS_Status.xml

SET_AHS_STATUS

Set_Asset_tag.xml

SET_ASSET_TAG

Set_Boot_Mode.xml

SET_PENDING_BOOT_MODE

Set_Brownout.xml

MOD_GLOBAL_SETTINGS

Set_Federation_Multicast_Options.xml

SET_FEDERATION_MULTICAST

Set_FIPS_Enable.xml

FIPS_ENABLE

Set_Host_CTRO.xml

SET_CRITICAL_TEMP_REMAIN_OFF

Set_Host_APO.xml

SERVER_AUTO_PWR

Set_Host_Power.xml

SET_HOST_POWER

Set_Host_Power_Saver.xml

SET_HOST_POWER_SAVER

Set_Language.xml

SET_LANGUAGE

Set_One_Time_Boot_Order.xml

SET_ONE_TIME_BOOT

Set_Persistent_Boot_Order.xml

SET_PERSISTENT_BOOT

Set_Persmouse_Status.xml

SET_PERS_MOUSE_KEYBOARD_ENABLED

Set_PowerCap.xml

SET_POWER_CAP

Set_Pwreg_Alert_Threshold.xml

SET_PWREG

Set_Security_Msg.xml

SET_SECURITY_MSG

Set_Server_FQDN.xml

SERVER_FQDN および SMH_FQDN

Set_Server_Name.xml

SERVER_NAME

Set_Virtual_Power_BTN.xml

PRESS_PWR_BTN
COLD_BOOT_SERVER
WARM_BOOT_SERVER
HOLD_PWR_BTN

Set_VM_Status.xml

SET_VM_STATUS

Shared_Network_Port.xml

MOD_NETWORK_SETTINGS

Start_Directory_test.xml

START_DIR_TEST

Abort_Directory_test.xml

ABORT_DIR_TEST

Get_Directory_Test_Results.xml

GET_DIR_TEST_RESULTS

UID_Control.xml

UID_CONTROL
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表 41 サンプルスクリプトと関連コマンド (続き)
Update_Firmware.xml

UPDATE_RIB_FIRMWARE

Update_Language.xml

UPDATE_LANG_PACK
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B GET_EMBEDDED_HEALTH のリターンのサンプル
GET_EMBEDDED_HEALTH は、次のようなメッセージを返します。
<GET_EMBEDDED_HEALTH_DATA>
<FANS>
<FAN>
<ZONE VALUE = "System"/>
<LABEL VALUE = "Fan 1"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "9" UNIT="Percentage"/>
</FAN>
<FAN>
<ZONE VALUE = "System"/>
<LABEL VALUE = "Fan 2"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "12" UNIT="Percentage"/>
</FAN>
<FAN>
<ZONE VALUE = "System"/>
<LABEL VALUE = "Fan 3"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "11" UNIT="Percentage"/>
</FAN>
<FAN>
<ZONE VALUE = "System"/>
<LABEL VALUE = "Fan 4"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "11" UNIT="Percentage"/>
</FAN>
<FAN>
<ZONE VALUE = "System"/>
<LABEL VALUE = "Fan 5"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "11" UNIT="Percentage"/>
</FAN>
<FAN>
<ZONE VALUE = "System"/>
<LABEL VALUE = "Fan 6"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "9" UNIT="Percentage"/>
</FAN>
</FANS>
<TEMPERATURE>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "01-Inlet Ambient"/>
<LOCATION VALUE = "Ambient"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "21" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "42" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "50" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "02-CPU 1"/>
<LOCATION VALUE = "CPU"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "40" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "70" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "03-CPU 2"/>
<LOCATION VALUE = "CPU"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "40" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "70" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "04-P1 DIMM 1-6"/>
<LOCATION VALUE = "Memory"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "05-P1 DIMM 7-12"/>
<LOCATION VALUE = "Memory"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "30" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "89" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "06-P2 DIMM 1-6"/>
<LOCATION VALUE = "Memory"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
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<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "07-P2 DIMM 7-12"/>
<LOCATION VALUE = "Memory"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "28" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "89" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "08-HD Max"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "35" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "60" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "09-Exp Bay Drive"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "10-Chipset"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "44" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "105" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "11-PS 1 Inlet"/>
<LOCATION VALUE = "Power Supply"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "31" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "12-PS 2 Inlet"/>
<LOCATION VALUE = "Power Supply"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "13-VR P1"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "38" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "115" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "120" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "14-VR P2"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "35" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "115" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "120" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "15-VR P1 Mem"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "33" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "115" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "120" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "16-VR P1 Mem"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "33" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "115" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "120" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "17-VR P2 Mem"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "33" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "115" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "120" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "18-VR P2 Mem"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
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<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "32" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "115" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "120" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "19-PS 1 Internal"/>
<LOCATION VALUE = "Power Supply"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "40" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "20-PS 2 Internal"/>
<LOCATION VALUE = "Power Supply"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "21-PCI 1"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "22-PCI 2"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "23-PCI 3"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "24-PCI 4"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "25-PCI 5"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "26-PCI 6"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "27-HD Controller"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "65" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "100" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "28-LOM Card"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "40" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "100" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "29-LOM"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "40" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "100" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
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<TEMP>
<LABEL VALUE = "30-Front Ambient"/>
<LOCATION VALUE = "Ambient"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "29" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "65" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "31-PCI 1 Zone."/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "30" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "70" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "75" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "32-PCI 2 Zone."/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "31" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "70" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "75" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "33-PCI 3 Zone."/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "32" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "70" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "75" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "34-PCI 4 Zone"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "35-PCI 5 Zone"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "36-PCI 6 Zone"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "37-HD Cntlr Zone"/>
<LOCATION VALUE = "I/O Board"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "47" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "75" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "38-I/O Zone"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "36" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "75" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "80" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "39-P/S 2 Zone"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "33" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "70" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "40-Battery Zone"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "34" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "75" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "80" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "41-iLO Zone"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "37" UNIT="Celsius"/>
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<CAUTION VALUE = "90" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "95" UNIT="Celsius"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "42-Rear HD Max"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "Not Installed"/>
<CURRENTREADING VALUE = "N/A"/>
<CAUTION VALUE = "N/A"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "43-Storage Batt"/>
<LOCATION VALUE = "System"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "25" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "60" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
<TEMP>
<LABEL VALUE = "44-Fuse"/>
<LOCATION VALUE = "Power Supply"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CURRENTREADING VALUE = "31" UNIT="Celsius"/>
<CAUTION VALUE = "100" UNIT="Celsius"/>
<CRITICAL VALUE = "N/A"/>
</TEMP>
</TEMPERATURE>
<POWER_SUPPLIES>
<POWER_SUPPLY_SUMMARY>
<PRESENT_POWER_READING VALUE = "83 Watts"/>
<POWER_MANAGEMENT_CONTROLLER_FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.0.9"/>
<POWER_SYSTEM_REDUNDANCY VALUE = "Not Redundant"/>
<HP_POWER_DISCOVERY_SERVICES_REDUNDANCY_STATUS VALUE = "N/A"/>
<HIGH_EFFICIENCY_MODE VALUE = "Balanced"/>
</POWER_SUPPLY_SUMMARY>
<SUPPLY>
<LABEL VALUE = "Power Supply 1"/>
<PRESENT VALUE = "Yes"/>
<STATUS VALUE = "Good, In Use"/>
<PDS VALUE = "No"/>
<HOTPLUG_CAPABLE VALUE = "Yes"/>
<MODEL VALUE = "720478-B21"/>
<SPARE VALUE = "754377-001"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "5DMVV0A4D7Z048"/>
<CAPACITY VALUE = "500 Watts"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.00"/>
</SUPPLY>
<SUPPLY>
<LABEL VALUE = "Power Supply 2"/>
<PRESENT VALUE = "No"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
<PDS VALUE = "Other"/>
<HOTPLUG_CAPABLE VALUE = "Yes"/>
<MODEL VALUE = "N/A"/>
<SPARE VALUE = "N/A"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "N/A"/>
<CAPACITY VALUE = "N/A"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "N/A"/>
</SUPPLY>
<POWER_DISCOVERY_SERVICES_IPDU_SUMMARY>
<IPDU>
<BAY VALUE = "2"/>
<STATUS VALUE = "iPDU Not Redundant"/>
<PART_NUMBER VALUE = "AF522A"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "2CJ0221672"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "d8:d3:85:6d:36:9c"/>
<IPDU_LINK VALUE = "http://16.85.177.189"/>
</IPDU>
</POWER_DISCOVERY_SERVICES_IPDU_SUMMARY>
<SMART_STORAGE_BATTERY>
<LABEL VALUE = "Battery 1"/>
<PRESENT VALUE = "Yes"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<MODEL VALUE = "727258-B21"/>
<SPARE VALUE = "750450-001"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "6EMYC0AWY7X77Q"/>
<CAPACITY VALUE = "96 Watts"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.1"/>
</SMART_STORAGE_BATTERY>
</POWER_SUPPLIES>
<VRM>
</VRM>
<PROCESSORS>
<PROCESSOR>
<LABEL VALUE = "Proc 1"/>
<NAME VALUE = "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "3000 MHz"/>
<EXECUTION_TECHNOLOGY VALUE = "4/4 cores; 8 threads"/>
<MEMORY_TECHNOLOGY VALUE = "64-bit Capable"/>
<INTERNAL_L1_CACHE VALUE = "256 KB"/>
<INTERNAL_L2_CACHE VALUE = "1024 KB"/>
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<INTERNAL_L3_CACHE VALUE = "10240 KB"/>
</PROCESSOR>
<PROCESSOR>
<LABEL VALUE = "Proc 2"/>
<NAME VALUE = "Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2623 v3 @ 3.00GHz"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SPEED VALUE = "3000 MHz"/>
<EXECUTION_TECHNOLOGY VALUE = "4/4 cores; 8 threads"/>
<MEMORY_TECHNOLOGY VALUE = "64-bit Capable"/>
<INTERNAL_L1_CACHE VALUE = "256 KB"/>
<INTERNAL_L2_CACHE VALUE = "1024 KB"/>
<INTERNAL_L3_CACHE VALUE = "10240 KB"/>
</PROCESSOR>
</PROCESSORS>
<MEMORY>
<ADVANCED_MEMORY_PROTECTION>
<AMP_MODE_STATUS VALUE = "Advanced ECC"/>
<CONFIGURED_AMP_MODE VALUE = "Advanced ECC"/>
<AVAILABLE_AMP_MODES VALUE = "Advanced ECC, Online Spare (Rank Sparing), Intrasocket Mirroring"/>
</ADVANCED_MEMORY_PROTECTION>
<MEMORY_DETAILS_SUMMARY>
<CPU_1>
<NUMBER_OF_SOCKETS VALUE = "12"/>
<TOTAL_MEMORY_SIZE VALUE = "16 GB"/>
<OPERATING_FREQUENCY VALUE = "1866 MHz"/>
<OPERATING_VOLTAGE VALUE = "1.20 v"/>
</CPU_1>
<CPU_2>
<NUMBER_OF_SOCKETS VALUE = "12"/>
<TOTAL_MEMORY_SIZE VALUE = "16 GB"/>
<OPERATING_FREQUENCY VALUE = "1866 MHz"/>
<OPERATING_VOLTAGE VALUE = "1.20 v"/>
</CPU_2>
</MEMORY_DETAILS_SUMMARY>
<MEMORY_DETAILS>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "1"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type = "Unknown"/>
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "2"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type = "Unknown"/>
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "3"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type = "Unknown"/>
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "4"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type = "Unknown"/>
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "5"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type = "Unknown"/>
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
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<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "6"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "7"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "8"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "9"/>
<STATUS VALUE = "Good, In Use"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "Yes" Type
<PART NUMBER = "762200-081"/>
<TYPE VALUE = "DIMM DDR4"/>
<SIZE VALUE = "8192 MB"/>
<FREQUENCY VALUE = "2133 MHz"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "1.20 v"/>
<RANKS VALUE = "2"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "RDIMM"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "10"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "11"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_1>
<CPU_1>
<SOCKET VALUE = "12"/>
<STATUS VALUE = "Good, In Use"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "Yes" Type
<PART NUMBER = "762200-081"/>
<TYPE VALUE = "DIMM DDR4"/>
<SIZE VALUE = "8192 MB"/>
<FREQUENCY VALUE = "2133 MHz"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "1.20 v"/>
<RANKS VALUE = "2"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "RDIMM"/>
</CPU_1>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "1"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
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= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Smart"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Smart"/>

= "Unknown"/>

<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "2"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "3"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "4"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "5"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "6"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "7"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "8"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "9"/>
<STATUS VALUE = "Good, In Use"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>

= "Unknown"/>
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<HP_SMART_MEMORY VALUE = "Yes" Type = "Smart"/>
<PART NUMBER = "762200-081"/>
<TYPE VALUE = "DIMM DDR4"/>
<SIZE VALUE = "8192 MB"/>
<FREQUENCY VALUE = "2133 MHz"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "1.20 v"/>
<RANKS VALUE = "2"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "RDIMM"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "10"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type = "Unknown"/>
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "11"/>
<STATUS VALUE = "Not Present"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "N/A" Type = "Unknown"/>
<PART NUMBER = "N/A"/>
<TYPE VALUE = "N/A"/>
<SIZE VALUE = "N/A"/>
<FREQUENCY VALUE = "N/A"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "N/A"/>
<RANKS VALUE = "N/A"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "N/A"/>
</CPU_2>
<CPU_2>
<SOCKET VALUE = "12"/>
<STATUS VALUE = "Good, In Use"/>
<HP_SMART_MEMORY VALUE = "Yes" Type = "Smart"/>
<PART NUMBER = "762200-081"/>
<TYPE VALUE = "DIMM DDR4"/>
<SIZE VALUE = "8192 MB"/>
<FREQUENCY VALUE = "2133 MHz"/>
<MINIMUM_VOLTAGE VALUE = "1.20 v"/>
<RANKS VALUE = "2"/>
<TECHNOLOGY VALUE = "RDIMM"/>
</CPU_2>
</MEMORY_DETAILS>
</MEMORY>
<NIC_INFORMATION>
<iLO>
<NETWORK_PORT VALUE = "iLO Dedicated Network Port"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "iLO Dedicated Network Port"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "38:63:bb:3a:27:10"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "15.154.127.140"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
</iLO>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 1"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "38:63:bb:40:56:48"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "N/A"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
</NIC>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 2"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "38:63:bb:40:56:49"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "N/A"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
</NIC>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 3"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "38:63:bb:40:56:4a"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "N/A"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
</NIC>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 4"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "38:63:bb:40:56:4b"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "N/A"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
</NIC>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 1"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter #3"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "8c:dc:d4:af:1c:ec"/>
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<IP_ADDRESS VALUE = "15.154.127.139"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
</NIC>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 2"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter #3"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "8c:dc:d4:af:1c:ed"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "N/A"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
</NIC>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 3"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter #3"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "8c:dc:d4:af:1c:ee"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "N/A"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
</NIC>
<NIC>
<NETWORK_PORT VALUE = "Port 4"/>
<PORT_DESCRIPTION VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter #3"/>
<LOCATION VALUE = "Embedded"/>
<MAC_ADDRESS VALUE = "8c:dc:d4:af:1c:ef"/>
<IP_ADDRESS VALUE = "N/A"/>
<STATUS VALUE = "Unknown"/>
</NIC>
</NIC_INFORMATION>
<STORAGE>
<CONTROLLER>
<LABEL VALUE = "Controller on System Board"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CONTROLLER_STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "PDNLH0BRH8A25C"/>
<MODEL VALUE = "Smart Array P440ar Controller"/>
<FW_VERSION VALUE = "3.52"/>
<CACHE_MODULE_STATUS VALUE = "OK"/>
<CACHE_MODULE_SERIAL_NUM VALUE = "PDNLH0BRH8A25C"/>
<CACHE_MODULE_MEMORY VALUE = "2097152 KB"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Enabled"/>
<ENCRYPTION_SELF_TEST_STATUS VALUE = "OK"/>
<ENCRYPTION_CSP_STATUS VALUE = "OK"/>
<DRIVE_ENCLOSURE>
<BEL VALUE = "Port 1I Box 3"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<DRIVE_BAY VALUE = "04"/>
</DRIVE_ENCLOSURE>
<DRIVE_ENCLOSURE>
<LABEL VALUE = "Port 2I Box 0"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<DRIVE_BAY VALUE = "04"/>
</DRIVE_ENCLOSURE>
<LOGICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "01"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CAPACITY VALUE = "231 GB"/>
<FAULT_TOLERANCE VALUE = "RAID 0"/>
<LOGICAL_DRIVE_TYPE VALUE = "Data LUN"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EGT20000C5236EYR"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EJE30000C523FA8T"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
</LOGICAL_DRIVE>
<LOGICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "02"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CAPACITY VALUE = "231 GB"/>
<FAULT_TOLERANCE VALUE = "RAID 0"/>
<LOGICAL_DRIVE_TYPE VALUE = "Data LUN"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
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<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EGT20000C5236EYR"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EJE30000C523FA8T"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
</LOGICAL_DRIVE>
<LOGICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "03"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CAPACITY VALUE = "231 GB"/>
<FAULT_TOLERANCE VALUE = "RAID 0"/>
<LOGICAL_DRIVE_TYPE VALUE = "Data LUN"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EGT20000C5236EYR"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EJE30000C523FA8T"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
</LOGICAL_DRIVE>
<LOGICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "04"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<CAPACITY VALUE = "231 GB"/>
<FAULT_TOLERANCE VALUE = "RAID 0"/>
<LOGICAL_DRIVE_TYPE VALUE = "Data LUN"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EGT20000C5236EYR"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 2"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
<PHYSICAL_DRIVE>
<LABEL VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<STATUS VALUE = "OK"/>
<SERIAL_NUMBER VALUE = "9XF3EJE30000C523FA8T"/>
<MODEL VALUE = "MM0500FBFVQ"/>
<CAPACITY VALUE = "465 GB"/>
<LOCATION VALUE = "Port 1I Box 3 Bay 1"/>
<FW_VERSION VALUE = "HPD8"/>
<DRIVE_CONFIGURATION VALUE = "Configured"/>
<ENCRYPTION_STATUS VALUE = "Not Encrypted"/>
<MEDIA_TYPE VALUE = "HDD"/>
</PHYSICAL_DRIVE>
</LOGICAL_DRIVE>
</CONTROLLER>
<DISCOVERY_STATUS>
<STATUS VALUE = "Discovery Complete"/>
</DISCOVERY_STATUS>
</STORAGE>
<FIRMWARE_INFORMATION>

236 GET_EMBEDDED_HEALTH のリターンのサンプル

<INDEX_1>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "iLO"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "2.40 pass 30 Dec 02 2015"/>
</INDEX_1>
<INDEX_2>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "System ROM"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "P89 v2.00 (10/10/2015)"/>
</INDEX_2>
<INDEX_3>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "Redundant System ROM"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "P89 v2.00 (07/09/2015)"/>
</INDEX_3>
<INDEX_4>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "Intelligent Provisioning"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "2.01.29"/>
</INDEX_4>
<INDEX_5>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "Intelligent Platform Abstraction Data"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "20.1"/>
</INDEX_5>
<INDEX_6>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "Power Management Controller Firmware"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.0.9"/>
<FIRMWARE_FAMILY VALUE = "14h"/>
</INDEX_6>
<INDEX_7>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "Power Management Controller FW Bootloader"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.0"/>
</INDEX_7>
<INDEX_8>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "System Programmable Logic Device"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "Version 0x33"/>
</INDEX_8>
<INDEX_9>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "SAS Programmable Logic Device"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "Version 0x01"/>
</INDEX_9>
<INDEX_10>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "Server Platform Services (SPS) Firmware"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "3.0.6.267.1"/>
</INDEX_10>
<INDEX_11>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "HPE Smart Storage Battery 1 Firmware"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.1"/>
</INDEX_11>
<INDEX_12>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "TPM Firmware"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "3.17"/>
</INDEX_12>
<INDEX_13>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "Smart Array P440ar Controller"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "3.52"/>
</INDEX_13>
<INDEX_14>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.38.0"/>
</INDEX_14>
<INDEX_15>
<FIRMWARE_NAME VALUE = "HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter #3"/>
<FIRMWARE_VERSION VALUE = "1.1200.0"/>
</INDEX_15>
</FIRMWARE_INFORMATION>
<HEALTH_AT_A_GLANCE>
<BIOS_HARDWARE STATUS= "OK"/>
<FANS STATUS= "OK"/>
<FANS REDUNDANCY= "Redundant"/>
<TEMPERATURE STATUS= "OK"/>
<POWER_SUPPLIES STATUS= "OK"/>
<POWER_SUPPLIES REDUNDANCY= "Not Redundant"/>
<BATTERY STATUS= "OK"/>
<PROCESSOR STATUS= "OK"/>
<MEMORY STATUS= "OK"/>
<NETWORK STATUS= "OK"/>
<STORAGE STATUS= "OK"/>
</HEALTH_AT_A_GLANCE>
</GET_EMBEDDED_HEALTH_DATA>
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C Apollo 2000 システムでのドライブベイの再マッピング
の例
iLO 管理者のログイン認証情報で許可された管理者が iLO XML コマンドを実行し、HPE Apollo
r2800 シャーシのサーバースロット/ノードとドライブベイ間の関連付けを表示または更新しま
す。
既存システムでドライブベイを再マッピングした場合に起こり得るデータ破壊の結果を、管理
者は理解しておく必要があります。ドライブベイのマッピング変更を許可されるのは、正しい
iLO 管理者ログイン認証情報を持つ管理者のみです。
新しいドライブベイのマッピングを有効にするには、Apollo r2800 シャーシ内のすべてのサー
バーノードの電源を切断する必要があります。この時点でシャーシのファームウェアがスト
レージエキスパンダーバックプレーンの再構成を行い、サーバーに電源が再投入されたときに
新しいドライブベイのマッピングが有効になります。ドライブベイのマッピングを再構成する
iLO XML コマンドの実行が成功した後、すべてのサーバーの電源を最低でも 5 秒間切断してお
く必要があります。
重要: ドライブベイのマッピング（ゾーンテーブル）は、Apollo r2800 分電盤の NVRAM で
保持されます。分電盤を交換する場合は、既存ノードのドライブベイのマッピングをまったく
同じように再度セットアップする必要があります。システム管理者は分電盤を交換する前に、
ドライブベイ構成を記録しておく必要があります。
注記: ドライブベイマッピングのコマンドに関する構文については、「HARD_DRIVE_ZONE」
(202 ページ)を参照してください。

例1
この例では、Apollo r2800 シャーシに 4 つの XL170r サーバーノードがあります。システム管
理者は次のようにドライブベイをマッピングしました。
•

ドライブベイ 1 および 2 を XL170r ノード 1

•

ドライブベイ 3～6 を XL170r ノード 2

•

ドライブベイ 7～22 を XL170r ノード 3

•

ドライブベイ 23 および 24 を XL170r ノード 4

ノード1

ノード3

ノード2

ノード4

バックプレーン情報
READ_BACKPLANE_INFO コマンドが含まれているスクリプトを使用して、Apollo r2800
シャーシから現在のマッピング情報を取得します。
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例 5 READ_BACKPLANE_INFO コマンドの使用
<!-- Script to read hard drive backplane info so user can -->
<!-- determine node to host port mapping, number of bays, -->
<!-- start and end bay number for setting up a zone table. -->
<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="read">
<READ_BACKPLANE_INFO/>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

例 6 サンプルスクリプトの戻り
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<READ_BACKPLANE_INFO>
<TYPE_ID>"1"</TYPE_ID>
<SEP_NODE_ID>"4"</SEP_NODE_ID>
<WWID>"50014380318db27f"</WWID>
<SEP_ID>"0000"</SEP_ID>
<BACKPLANE_NAME>"HP Apollo 2000
<FW_REV>"0.20"</FW_REV>
<BAY_CNT>"24"</BAY_CNT>
<START_BAY>"1"</START_BAY>
<END_BAY>"24"</END_BAY>
<HOST_PORT_CNT>"4"</HOST_PORT_CNT>
<HOST_PORT value="1">
<NODE_NUM>"1"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
<HOST_PORT value="2">
<NODE_NUM>"2"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
<HOST_PORT value="3">
<NODE_NUM>"3"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
<HOST_PORT value="4">
<NODE_NUM>"4"</NODE_NUM>
<SLOT_NUM>"1"</SLOT_NUM>
</HOST_PORT>
</READ_BACKPLANE_INFO>
</RIBCL>

"</BACKPLANE_NAME>

スクリプトの作成
バックプレーン情報を使用して、必要に応じてベイをノードに再マッピングするスクリプトを
作成します。
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重要: データ破壊など、既存システムでドライブベイを再マッピングした場合に起こり得る
結果を管理者は理解しておく必要があります。ドライブベイのマッピング変更を許可されるの
は、正しい iLO 管理者ログイン認証情報を持つ管理者のみです。
新しいドライブベイのマッピングを有効にするには、シャーシ内のすべてのサーバーノードの
電源を切断する必要があります。電源を切断すると、シャーシのファームウェアがストレージ
エキスパンダーバックプレーンを再構成します。サーバーに電源が再投入されると、新しいド
ライブベイのマッピングがアクティブになります。
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例 7 再マッピング用サンプルスクリプト
<!-The following script maps the hard drive bays to the nodes
<!-as follows. Use the Read Backplane Info command to determine
<!-Node to Host Port mapping
<!-<!-- Node 1 on Host port 1
-->
<!-Drive Bays 1,2
-->
<!-- Node 2 on Host port 2
-->
<!-Drive Bays 3-6
-->
<!-- Node 3 on Host port 3
-->
<!-Drive Bays 7-22
-->
<!-- Node 4 on Host port 4
-->
<!-Drive Bays 23,24
-->
<!-<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="write">
<WRITE_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="2"/>
<HOST_PORT value="2"/>
<BAY value="3"/>
<BAY value="4"/>
<BAY value="5"/>
<BAY value="6"/>
<HOST_PORT value="3"/>
<BAY value="7"/>
<BAY value="8"/>
<BAY value="9"/>
<BAY value="10"/>
<BAY value="11"/>
<BAY value="12"/>
<BAY value="13"/>
<BAY value="14"/>
<BAY value="15"/>
<BAY value="16"/>
<BAY value="17"/>
<BAY value="18"/>
<BAY value="19"/>
<BAY value="20"/>
<BAY value="21"/>
<BAY value="22"/>
<HOST_PORT value="4"/>
<BAY value="23"/>
<BAY value="24"/>
</WRITE_ZONE_TABLE>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

-->
-->
-->
-->

-->

ゾーンテーブルの確認
READ_ZONE_TABLE コマンドが含まれているスクリプトを使用して、ゾーンテーブルへの変
更を確認します。
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例 8 検証用サンプルスクリプト
<!--

Script to read current zone table

-->

<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="read">
<READ_ZONE_TABLE/>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

例 9 検証用サンプルスクリプトの戻り
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<READ_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="2"/>
<HOST_PORT value="2"/>
<BAY value="3"/>
<BAY value="4"/>
<BAY value="5"/>
<BAY value="6"/>
<HOST_PORT value="3"/>
<BAY value="7"/>
<BAY value="8"/>
<BAY value="9"/>
<BAY value="10"/>
<BAY value="11"/>
<BAY value="12"/>
<BAY value="13"/>
<BAY value="14"/>
<BAY value="15"/>
<BAY value="16"/>
<BAY value="17"/>
<BAY value="18"/>
<BAY value="19"/>
<BAY value="20"/>
<BAY value="21"/>
<BAY value="22"/>
<HOST_PORT value="4"/>
<BAY value="23"/>
<BAY value="24"/>
</READ_ZONE_TABLE>
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
</RIBCL>

例2
Apollo r2800 シャーシのサーバースロット 1 および 3 に、2 つの XL170r ノードが取り付けら
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れています。システム管理者は次のようにドライブベイをマッピングします。
•

ドライブベイ 1～10 を XL170r ノード 1。

•

ドライブベイ 11～22 を XL170r ノード 3。

•

ドライブベイ 23 と 24 は意図的にマッピングを行いません。それらのドライブベイにドラ
イブが接続されても、特定のサーバーノードに再マッピング（iLO CLI コマンドまたはス
クリプトを使用して）しないかぎり、サーバーはそれらのドライブベイにアクセスできな
いことを管理者は理解しています。

ノード1

ノード3

ノード2

ノード4

現在のドライブベイのマッピング情報を確認して記録するには、READ_BACKPLANE_INFO
コマンドを入力します。詳しくは、前述の例を参照してください。

スクリプトの作成
バックプレーン情報を使用して、必要に応じてベイをノードに再マッピングするスクリプトを
作成します。
重要: データ破壊など、既存システムでドライブベイを再マッピングした場合に起こり得る
結果を管理者は理解しておく必要があります。ドライブベイのマッピング変更を許可されるの
は、正しい iLO 管理者ログイン認証情報を持つ管理者のみです。
新しいドライブベイのマッピングを有効にするには、シャーシ内のすべてのサーバーノードの
電源を切断する必要があります。電源を切断すると、シャーシのファームウェアがストレージ
エキスパンダーバックプレーンを再構成します。サーバーに電源が再投入されると、新しいド
ライブベイのマッピングがアクティブになります。
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例 10 再マッピング用サンプルスクリプト 2
<!-- The following script maps the hard drive bays to the nodes
-->
<!-- as follows. Use the Read Backplane Info command to determine -->
<!-Node to Host Port mapping
<!--Node 1 on Host port 1
<!-- Drive Bays 1-10
<!--Node 2 on Host port 2
<!-- No Drive Bays assigned
<!--Node 3 on Host port 3
<!-- Drive Bays 11-22
<!--Node 4 on Host port 4
<!-- No Drive Bays assigned
<!-UNASSIGNED
<!-Drive Bays 23,24

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="write">
<WRITE_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="2"/>
<BAY value="3"/>
<BAY value="4"/>
<BAY value="5"/>
<BAY value="6"/>
<BAY value="7"/>
<BAY value="8"/>
<BAY value="9"/>
<BAY value="10"/>
<HOST_PORT value="3"/>
<BAY value="11"/>
<BAY value="12"/>
<BAY value="13"/>
<BAY value="14"/>
<BAY value="15"/>
<BAY value="16"/>
<BAY value="17"/>
<BAY value="18"/>
<BAY value="19"/>
<BAY value="20"/>
<BAY value="21"/>
<BAY value="22"/>
<HOST_PORT value="UNASSIGNED"/>
<BAY value="23"/>
<BAY value="24"/>
</WRITE_ZONE_TABLE>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

ゾーンテーブルの確認
READ_ZONE_TABLE コマンドが含まれているスクリプトを使用して、ゾーンテーブルへの変
更を確認します。
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例 11 検証用サンプルスクリプト 2
<!--

Script to read current zone table

-->

<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="read">
<READ_ZONE_TABLE/>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

例 12 検証用サンプルスクリプト 2 の戻り
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
<READ_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="2"/>
<BAY value="3"/>
<BAY value="4"/>
<BAY value="5"/>
<BAY value="6"/>
<BAY value="7"/>
<BAY value="8"/>
<BAY value="9"/>
<BAY value="10"/>
<HOST_PORT value="3"/>
<BAY value="11"/>
<BAY value="12"/>
<BAY value="13"/>
<BAY value="14"/>
<BAY value="15"/>
<BAY value="16"/>
<BAY value="17"/>
<BAY value="18"/>
<BAY value="19"/>
<BAY value="20"/>
<BAY value="21"/>
<BAY value="22"/>
<HOST_PORT value="UNASSIGNED"/>
<BAY value="23"/>
<BAY value="24"/>
</READ_ZONE_TABLE>
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x0000"
MESSAGE='No error'
/>
</RIBCL>
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エラーメッセージ
Hewlett Packard Enterprise は、どのシステムでもドライブベイのマッピングを変更する前に、
READ_BACKPLANE_INFO コマンドを使用することを強くおすすめします。必要なときに元
のマッピングに戻せて、すべての設定の最大値を確認できるように、このコマンドの出力を読
み取り記録しておきます。次の例は、無効なスクリプトと結果として得られるエラーコードで
す。無効なスクリプト内の影付きの値に注目してください。
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例 13 無効なスクリプト 1：不適切なポートマップ
<!-<!--

The following script maps the drive bays to the server nodes
but has an error trying to use an invalid out of range port.

-->
-->

<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="write">
<WRITE_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="5"/>
<BAY value="1"/>
</WRITE_ZONE_TABLE>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

例 14 無効なスクリプト 1 に対するエラー応答
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x00EA"
MESSAGE='Hard Drive Zone invalid port.'
/>
</RIBCL>

例 15 無効なスクリプト 2：不適切なベイ選択
<!-<!--

The following script maps the drive bays to the server nodes
but has an invalid drive bay number 25

-->
-->

<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="write">
<WRITE_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="25"/>
</WRITE_ZONE_TABLE>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

例 16 無効なスクリプト 2 に対するエラー応答
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x00EA"
MESSAGE='Hard Drive Zone invalid bay.'
/>
</RIBCL>

各ドライブベイが 1 回だけ割り当てられていることを確認します。以下の例では、ドライブベ
イ 10 が誤って 2 つのノードにマッピングされています。

エラーメッセージ 247

例 17 無効なスクリプト 3：2 つのノードに割り当てられている 1 台のドライブベイ
<!-- The following invalid script maps the hard drive bays to the nodes
<!-- as follows but assigns Drive Bay 10 to two nodes. -->
<!-Node to Host Port mapping
<!--Node 1 on Host port 1
<!-- Drive Bays 1-10
<!--Node 2 on Host port 2
<!-- No Drive Bays assigned
<!--Node 3 on Host port 3
<!-- Drive Bays 10-22
<!--Node 4 on Host port 4
<!-- No Drive Bays assigned
<!-UNASSIGNED
<!-Drive Bays 23,24

-->

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->

<RIBCL VERSION="2.23">
<LOGIN USER_LOGIN="admin" PASSWORD="password">
<HARD_DRIVE_ZONE MODE="write">
<WRITE_ZONE_TABLE>
<TYPE_ID value="1"/>
<SEP_NODE_ID value="0"/>
<HOST_PORT value="1"/>
<BAY value="1"/>
<BAY value="2"/>
<BAY value="3"/>
<BAY value="4"/>
<BAY value="5"/>
<BAY value="6"/>
<BAY value="7"/>
<BAY value="8"/>
<BAY value="9"/>
<BAY value="10"/>
<HOST_PORT value="3"/>
<BAY value="10"/>
<BAY value="11"/>
<BAY value="12"/>
<BAY value="13"/>
<BAY value="14"/>
<BAY value="15"/>
<BAY value="16"/>
<BAY value="17"/>
<BAY value="18"/>
<BAY value="19"/>
<BAY value="20"/>
<BAY value="21"/>
<BAY value="22"/>
<HOST_PORT value="UNASSIGNED"/>
<BAY value="23"/>
<BAY value="24"/>
</WRITE_ZONE_TABLE>
</HARD_DRIVE_ZONE>
</LOGIN>
</RIBCL>

例 18 無効なスクリプト 3 に対するエラー応答
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x00EA"
MESSAGE='Hard Drive Zone ???.'
/>
</RIBCL>

よくあるご質問
問 データが格納されたドライブを含む Apollo r2800 シャーシで WRITE_ZONE_TABLE または
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ZONE_FACTORY_DEFAULTS のコマンドを実行すると、ドライブのデータは失われますか?
答 はい。新しいドライブベイマッピング（ゾーンテーブル）は、シャーシ内のすべてのサー
バーノードの電源を切り、再起動したときに有効になります。これらのコマンドは管理者の
ログイン認証情報でリモートコンソールから実行する場合にのみサポートされます。
問 新しいゾーンテーブルを書き込むために、XML スクリプトを実行しました。新しいドライ
ブベイマッピングが有効にならないのはなぜですか?
答 サーバーノードホストポートに別のドライブベイをマッピングする新しい構成は、シャーシ
内のすべてのサーバーノードの電源を少なくとも 5 秒間（同時に）切断することで有効にな
ります。サーバーノードを再起動したときに、新しいドライブベイのマッピングが有効にな
ります。
問 ドライブベイのマッピングを変更するため管理者が iLO XML コマンドまたはスクリプトを
実行しているときに、システムの電源が切断された場合どうなりますか?
答 管理者は READ_ZONE_TABLE XML コマンドで現在のドライブマッピング構成を確認し、
ドライブベイのマッピングが想定どおりであることを確認する必要があります。正しくない
場合は、管理者は iLO XML コマンドまたはスクリプトを再適用し、すべてのサーバーノー
ドの電源を 5 秒以上切断する必要があります。
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用語集
AHS

Active Health System

ARP

Address Resolution Protocol

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

CGI

Common Gateway Interface

CLI

Command-line interface。コマンドラインインターフェイス。オペレーティングシステムの応
答を制御するために使用される各種のコマンドから構成されるインターフェイス。

CLP

Command Line Protocol。コマンドラインプロトコル

CPQLOCFG

Compaq Lights-Out Configuration Utility。Compaq Lights-Out 構成ユーティリティ

DAD

Duplicate Address Detection。重複アドレス検出

DDNS

Dynamic Domain Name System。動的 DNS

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol。ダイナミックホスト設定プロトコル

DMTF

Desktop Management Task Force

DNS

Domain Name System。ドメインネームシステム

EV

Environment Variable。環境変数

FQDN

Fully Qualified Domain Name。完全修飾ドメイン名

GUI

Graphical user interface。グラフィカルユーザーインターフェイス

HPONCFG

HPE Lights-Out Online Configuration utility。HPE Lights-Out Online Configuration ユーティリ
ティ

HPQLOCFG

Lights-Out Configuration Utility。Lights-Out 構成ユーティリティ

HPQLOMGC

HP Lights-Out Migration Command Line。HP Lights-Out マイグレーションコマンドライン

ICMP

Internet Control Message Protocol

iLO

Integrated Lights-Out

IML

Integrated Management Log。インテグレーテッドマネジメントログ

IP

Internet Protocol。インターネットプロトコル

IPMI

Intelligent Platform Management Interface

LAN

Local-Area Network。ローカルエリアネットワーク。限られた距離（通常は直径 5 キロメー
トル未満）の専用配線を使用して大量の相互通信ノードを接続するために設計された通信イ
ンフラストラクチャ。Ethernet とトークンリングが、最も普及している 2 つの LAN テクノロ
ジーです。（SNIA）

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LED

Light-emitting diode。発光ダイオード

LOCFG.PL

Lights-Out 構成ユーティリティは、互換性のある PERL 環境がインストールされたクライア
ントで動作する PERL スクリプトです。

LOM

Lights-Out Management。Lights-Out マネジメント

MAC

Media Access Control

NIC

Network interface card。ネットワークインターフェイスカード。ネットワーク経由のデバイ
ス間の通信を処理するデバイス

NMI

Non-maskable interrupt。マスク不可能割り込み

PERL

Practical Extraction and Report Language

POST

Power on self test。電源投入時セルフテスト

RA

Router Advertisement。ルーター通知

RBSU

ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ

RDP

HP Rapid Deployment Pack

RIB

Remote Insight Board。リモート Insight ボード
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RIBCL

Remote Insight Board Command Language。リモート Insight ボードコマンド言語

RILOE

Remote Insight Lights-Out Edition。リモート Insight ボード Lights-Out Edition

RILOE II

Remote Insight Lights-Out Edition II。リモート Insight ボード Lights-Out Edition II

RMCP

Remote Management and Control Protocol

RSA

パブリックキー暗号法のアルゴリズム

RSM

Remote Server Management

SAID

Service Agreement Identifier

SLAAC

Stateless Address Auto Configuration。ステートレスアドレス自動設定

SMASH

Systems Management Architecture for Server Hardware

SNMP

Simple Network Management Protocol。簡易ネットワーク管理プロトコル

SSL

Secure Sockets Layer

SUM

Software Update Manager

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UID

Unit identification。ユニット識別子

USB

Universal serial bus。ユニバーサルシリアルバス。デバイスを接続するために使用されるシリ
アルバス規格。

VM

Virtual Machine。仮想マシン

VSP

仮想シリアルポート

WINS

Windows Internet Name Service

XML

eXtensible markup language
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