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1 iLO 連携の概要
iLO 連携機能
iLO 連携では、iLO Web インターフェイスを使用している 1 つのシステムから複数のサーバー
を管理できます。
iLO 連携が構成されている場合、iLO はマルチキャスト検出およびピアツー ピア通信を使用し
て、iLO 連携グループのシステム間の通信を可能にします。
iLO 連携ページがロードされると、Web インターフェイスを実行する iLO システムから iLO の
ピアへ、そしてそれらのピアから他のピアへ、選択した iLO 連携グループのすべてのデータが
取得されるまでデータリクエストが送信されます。
iLO 4 ファームウェアバージョン 1.40 以降では、次の機能がサポートされています。
•

グループのヘルスステータス - サーバーのヘルス情報とモデル情報を表示します。

•

グループの仮想メディア - iLO 連携グループ内のサーバーからアクセスできるスクリプト
方式のメディアに接続します。

•

グループの電力制御 - iLO 連携グループ内のサーバーの電力情報を管理します。

•

グループ消費電力上限 - iLO 連携グループ内のサーバーに対して動的な消費電力上限を設
定します。

•

グループファームウェアアップデート - iLO 連携グループ内のサーバーのファームウェア
を更新します。

iLO 4 ファームウェアバージョン 2.00 以降では、次の機能がサポートされています。
•

グループライセンスのインストール - iLO 連携グループ内のサーバーで iLO ライセンス機
能を有効にするライセンスキーを入力します。

•

グループ構成 - 複数の iLO システムに iLO 連携グループメンバーシップを追加します。

どのユーザーも iLO 連携ページで情報を表示できますが、グループの仮想メディア、グループ
の電力制御、グループ消費電力上限、グループ構成、およびグループファームウェアアップ
デートを使用するにはライセンスが必要です。 詳しくは、次の Web サイトを参照してくださ
い。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

HP Smart Update Manager の iLO 連携機能
HP SUM は、Hewlett Packard Enterprise のサーバー上のファームウェア、ドライバー、エー
ジェント、および構成ツールを更新するための Hewlett Packard Enterprise の展開用のエンジ
ンです。
HP SUM 7.1.0 以降では、次の iLO 連携機能がサポートされています。
•

iLO 連携グループの検出、表示、および編集。

•

iLO 連携グループのインベントリ作成。

•

iLO 連携グループ内の各サーバーの次のファームウェアタイプのインストール済みバージョ
ンを表示: iLO、BIOS、PMC、CPLD。

•

iLO 連携グループ内のサーバーに次のファームウェアタイプを展開: iLO、BIOS、PMC、
CPLD。 オンラインおよびオフライン展開がサポートされます。

詳細情報
iLO 連携の他の HPE ユーティリティとの使用
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2 iLO 連携の構成
iLO 連携機能を使用するための前提条件
•

ネットワーク構成が、iLO 連携の要件を満たしている。

•

iLO 連携グループに追加される各 iLO システムで、マルチキャストオプションが構成され
ている。
デフォルトのマルチキャストオプションの値を使用する場合は構成の必要はありません。

•

iLO 連携のグループメンバーシップが構成されている。
すべての iLO システムが、自動的に [DEFAULT] グループに追加されます。

•

iLO 連携のエンクロージャーサポートが Onboard Administrator ソフトウェア（ProLiant
サーバーブレードのみ）で構成されている。
この設定は、デフォルトで有効になっています。

iLO 連携のネットワーク要件
•

iLO 連携で使用されるサーバーは、iLO 専用のネットワークポート構成を使用する必要が
あります。 iLO 連携の機能は iLO 共有ネットワークポート構成では使用できません。

•

オプション：iLO 連携は、IPv4 と IPv6 の両方をサポートしています。 両方のオプション
について有効な構成があり、iLO システムで IPv6 ではなく IPv4 を使用する場合は、[ネッ
トワーク]→[iLO 専用ネットワークポート]→[IPv6] ページの [iLO クライアントアプリケー
ションは IPv6 を最初に使用]チェックボックスをクリアします。

•

複数の場所にある iLO システムを管理する場合は、マルチキャストトラフィックを転送す
るようにネットワークを設定します。

•

ネットワーク内のスイッチにマルチキャストトラフィックを有効または無効にするための
オプションが含まれている場合は、有効になっていることを確認します。 この構成は、
iLO 連携と他の Hewlett Packard Enterprise 製品が、ネットワーク上で iLO システムを検
出するために必要です。

•

レイヤー 3 スイッチで分断されている iLO システムの場合は、ネットワーク間で SSDP
マルチキャストトラフィックを転送するためにスイッチを構成する必要があります。

•

iLO システム間のマルチキャストトラフィック（UDP ポート 1900）と直接 HTTP（TCP
のデフォルトポート 80）通信を許可するようにネットワークを構成します。

•

複数の VLAN を持つネットワークの場合、VLAN 間でマルチキャストトラフィックを許可
するようにスイッチを構成します。

•

レイヤー 3 スイッチを使用したネットワーク:

◦

IPv4 ネットワークの場合：スイッチで PIM を有効にし、PIM 高密度モード用に構成
します。

◦

IPv6 ネットワークの場合：MLD スヌーピング用にスイッチを構成します。

一度につき 1 つの iLO システム用にマルチキャストオプションを構成
以下の手順を実行して、iLO 連携グループに追加される各 iLO システムのマルチキャストオプ
ションを構成する必要があります。 デフォルト値を使用する場合は、構成の必要はありませ
ん。
複数の iLO システムに対して、RIBCL スクリプトを使用してマルチキャストオプションを表示
および構成できます。

iLO 連携機能を使用するための前提条件
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前提条件
iLO 設定権限の構成

マルチキャストオプションの構成
1.
2.
3.
4.
5.

[管理]→[iLO 連携]ページに移動します。
[iLO 連携管理]の場合、[有効]または [無効]を選択します。
[マルチキャスト検出]には、[有効]または [無効]を選択します。
[マルチキャストアナウンスメント間隔（秒/分）]の値を入力します。
[IPv6 マルチキャストスコープ]の値を選択します。
マルチキャスト検出を正しく機能させるために、[IPv6 マルチキャストスコープ]に、同じ
グループ内のすべての iLO システムで同じ値を使用していることを確認してください。

6.

[マルチキャスト Time To Live（TTL）]の値を入力します。
マルチキャスト検出が正しく機能するようにするため、[マルチキャスト Time To Live
（TTL）]に、同じグループ内のすべての iLO システムで同じ値を使用していることを確認
してください。

7.

[適用]をクリックします。
ネットワークが変更され、このページで行った変更は、次のマルチキャスト通知後に有効
となります。

詳細情報
マルチキャストオプション
iLO 連携での RIBCL スクリプトの使用

マルチキャストオプション

•

[iLO 連携管理] - iLO 連携機能を有効または無効にします。 デフォルト設定は、[有効]で
す。 [無効]を選択すると、ローカル iLO システムに対する iLO 連携機能が無効になりま
す。

•

[マルチキャスト検出]- マルチキャスト検出を有効または無効にします。 デフォルト設定
は、[有効]です。 [無効]を選択すると、ローカル iLO システムに対する iLO 連携機能が無
効になります。
Synergy サーバーでは、マルチキャスト検出を無効にすることはできません。 Synergy
サーバーで、ネットワーク上のマルチキャストトラフィックの影響を制限するには、 [IPv6
マルチキャストスコープ]および [マルチキャスト Time To Live（TTL）]の設定を調整し
ます。
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•

[マルチキャストアナウンスメント間隔（秒/分）] - ネットワークで iLO システムがアナウ
ンスする頻度を設定します。 各マルチキャスト通知は約 300 バイトです。 30 秒から 30
分の値を選択します。 デフォルト値は 10 分です。 [無効]を選択すると、ローカル iLO シ
ステムに対する iLO 連携機能が無効になります。

•

[IPv6 マルチキャストスコープ]- マルチキャストトラフィックを送受信するネットワーク
の規模です。 有効な値は、[リンク]、[サイト]、および [組織]です。 デフォルト値は [サ
イト]です。

•

[マルチキャスト Time To Live（TTL）] - マルチキャスト検出が停止する前に通過できる
スイッチの数を指定します。 デフォルト値は 5 です。

iLO 連携グループ
ローカル iLO システムに対する iLO 連携グループメンバーシップ
ローカル iLO システムにグループメンバーシップを構成する場合、グループのメンバーがロー
カルの管理対象サーバーを構成するために所有する権限を指定する必要があります。
たとえば、ローカル iLO システムを group1 に追加し、[仮想電源およびリセット] 権限を割り
当てた場合、group1 内の他の iLO システムのユーザーは管理対象サーバーの電力状態を変更
できます。
ローカル iLO システムが [仮想電源およびリセット] 権限を group1 に認めていない場合は、
group1 の他の iLO システムのユーザーはグループの電力制御機能を使用して、管理対象サー
バーの電力状態を変更することはできません。
ローカル iLO システム上で、iLO セキュリティを無効にするようシステムメンテナンススイッ
チが設定されている場合、group1 内の他の iLO システムのユーザーは、割り当てられたグルー
プ権限とは無関係に、管理対象サーバーの状態を変更できます。
ローカル iLO システムに対するグループメンバーシップは、[管理]→[iLO 連携]ページで設定し
ます。
ローカル iLO システムに対して、以下のタスクを実行できます。
•

グループメンバーシップの表示。

•

グループメンバーシップの追加と編集。

•

グループメンバーシップの削除。

詳細情報
iLO 連携グループメンバーシップの管理（ローカル iLO システム）
iLO 連携グループメンバーシップの追加（ローカル iLO システム）
iLO 連携グループメンバーシップの編集（ローカル iLO システム）
iLO 連携グループからのローカル iLO システムの削除

iLO システムのセットに対する iLO 連携グループメンバーシップ
複数の iLO システムに対してグループメンバーシップを追加する場合、グループのメンバーが
グループの他のメンバーを構成するために所有する権限を指定する必要があります。
たとえば、DEFAULT グループに基づいて group2 を構成し、[仮想電源およびリセット] 権限
を割り当てた場合、group2 の iLO システムのユーザーは、グループ内のすべてのサーバーの
電力状態を変更できます。
[iLO 連携]→[グループ構成]ページで、複数の iLO システムに対してグループメンバーシップを
追加できます。
iLO システムのグループに対して、以下のタスクを実行できます。
•

既存のグループとメンバーは同じだが、権限が異なるグループを作成します。

•

iLO 連携フィルターを使用して選択したメンバーを含むグループの作成
iLO 連携グループ
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詳細情報
iLO 連携グループメンバーシップの追加（複数の iLO システム）

iLO 連携グループの権限
iLO システムがグループに追加されると、グループに以下の権限を付与することができます。
•

[ログイン権限] - グループのメンバーは iLO にログインできます。

•

[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、管理対象サーバーのリモートコンソールにリモートにアクセスできま
す。

•

[仮想メディア] - グループのメンバーは、管理対象サーバーでスクリプト方式の仮想メ
ディアを使用できます。

•

[仮想電源およびリセット] - グループのメンバーは、管理対象サーバーの電源再投入や
リセットを実行できます。

•

[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 設定を変
更し、ファームウェアをリモート更新することができます。

•

[ユーザーアカウント管理] - 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。

iLO 連携グループの特性
iLO 連携グループを使用すると、iLO システムは、同じグループ内の他の iLO システムへのメッ
セージを暗号化し署名することができます。
•

すべての iLO システムは [DEFAULT] グループに自動的に追加され、このグループにはそ
れぞれのグループメンバーのログイン権限が認められています。 [DEFAULT] グループメ
ンバーシップは編集することも削除することもできます。

•

iLO 連携グループは、一部共通することも、複数のラックおよびデータセンターにまたが
ることもできます。また、管理ドメインの作成に使用することもできます。

•

iLO システムは最大で 10 の iLO 連携グループのメンバーになることができます。

•

グループ内の iLO システムの数に制限はありません。

•

グループメンバーシップを構成するには、iLO 設定権限が必要です。

•

iLO Web インターフェイスを使用して、ローカル iLO システムまたは iLO システムのグ
ループのグループメンバーシップを構成することができます。

•

RIBCL XML スクリプトを使用してグループメンバーシップを表示および構成できます。

•

iLO RESTful API を使用してグループメンバーシップを構成できます。
詳しくは、iLO RESTful API のドキュメントを参照してください（http://www.hpe.com/
support/restfulinterface/docs ）。

•

Hewlett Packard Enterprise は、同じ iLO 連携グループ内の iLO システムには、同じバー
ジョンの iLO ファームウェアをインストールすることをおすすめします。

iLO 連携グループメンバーシップの管理（ローカル iLO システム）
iLO 連携グループメンバーシップの表示（ローカル iLO システム）
[管理]→[iLO 連携]ページに移動します。
[この iLO のグループメンバーシップ]テーブルには、ローカル iLO システムごとに、ローカル
iLO システムを含む各グループの名前とそのグループに与えられた権限が示されます。
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iLO 連携の構成

詳細情報
iLO 連携での RIBCL スクリプトの使用
iLO 連携グループの権限

iLO 連携グループメンバーシップの追加（ローカル iLO システム）
前提条件
iLO 設定権限の構成

グループメンバーシップの追加
1.
2.
3.

[管理]→[iLO 連携]ページに移動します。
[グループへの参加]をクリックします。
[連携グループの追加/編集]ページで、以下の情報を入力します。
•

[グループ名] - グループ名は 1～31 文字で指定できます。

•

[グループキー] - グループのパスワードは、設定されている最小パスワード長 ～31 文
字で指定できます。
最小パスワード長について詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

•

[グループキーの確認] - グループのパスワードの確認。

既存のグループの名前とキーを入力すると、ローカル iLO システムがそのグループに追加
されます。 存在しないグループの名前とキーを入力すると、グループが作成され、ローカ
ル iLO システムが新しいグループに追加されます。
4.

次の権限のいずれかを選択します。
•

[ユーザーアカウント管理]

•

[リモートコンソールアクセス]

•

[仮想電源およびリセット]

•

[仮想メディア]

•

[iLO 設定]

•

[ログイン権限]

ローカル iLO システムによりグループに付与される権限は、管理対象サーバーで、グルー
プ内の他の iLO システムのユーザーが実行できるタスクを制御します。
5.

[グループへの参加]をクリックします。

詳細情報
iLO 連携グループメンバーシップの追加（複数の iLO システム）
iLO 連携での RIBCL スクリプトの使用
iLO 連携グループ

iLO 連携グループメンバーシップの管理（ローカル iLO システム）
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iLO 連携グループメンバーシップの編集（ローカル iLO システム）
前提条件
iLO 設定権限の構成

グループメンバーシップの編集
1.
2.
3.

[管理]→[iLO 連携]ページに移動します。
グループのメンバーシップを選択し、[編集]をクリックして、[連携グループの追加/編集]
ページを開きます。
グループ名を変更するには、[グループ名]ボックスに新しい名前を入力します。
グループ名は、1～31 文字で指定できます。

4.

グループキーを変更するには、[グループキー]および [グループキーの確認]ボックスに新
しい値を入力します。
グループキーは、設定されている最小パスワード長 ～31 文字で指定できます。

5.

更新したい権限のチェックボックスをオンまたはオフにします。
ローカル iLO システムによりグループに付与される権限は、管理対象サーバーで、グルー
プ内の他の iLO システムのユーザーが実行できるタスクを制御します。

6.

[グループの更新]をクリックします。

詳細情報
iLO 連携での RIBCL スクリプトの使用
iLO 連携グループ

iLO 連携グループからのローカル iLO システムの削除
前提条件
iLO 設定権限の構成

グループメンバーシップの削除
1.
2.
3.
4.

[管理]→[iLO 連携]ページに移動します。
削除するグループメンバーシップの横にあるチェックボックスを選択します。
[削除]をクリックします。
要求を確認するメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

詳細情報
iLO 連携での RIBCL スクリプトの使用

iLO 連携グループメンバーシップの追加（複数の iLO システム）
既存のグループに基づく、iLO 連携グループの追加
この手順を使用して、既存のグループと同じメンバーで構成される iLO 連携グループを作成し
ます。 たとえば、DEFAULT グループと同じシステムを含むが、権限はそれより多いグループ
を作成する必要があるとします。

前提条件
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•

iLO 設定権限の構成

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web
サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

iLO 連携の構成

グループメンバーシップの追加
1.

[iLO 連携]→[グループ構成]ページに移動します。
iLO 連携グループが存在しない場合、このページには、「構成済みのグループはありませ
ん」というメッセージが表示されます。 [管理]→[iLO 連携]ページを使用して、グループ
を作成します。

2.

[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
選択したグループ内のすべてのシステムが、このページで作成したグループに追加されま
す。

3.

次の情報を入力します。
•

[グループ名] - グループ名は 1～31 文字で指定できます。

•

[グループキー] - グループのパスワードは、設定されている最小パスワード長 ～31 文
字で指定できます。
最小パスワード長について詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

•

[グループキーの確認] - グループのパスワードの確認。

既存のグループ名を入力すると、iLO から一意のグループ名の入力が求められます。
4.

次の権限のいずれかを選択します。
•

[ユーザーアカウント管理]

•

[リモートコンソールアクセス]

•

[仮想電源およびリセット]

•

[仮想メディア]

•

[iLO 設定]

•

[ログイン権限]

この手順では、グループのメンバーがグループの他のメンバーを構成するために所有する
権限を定義します。
5.

オプション：管理するリモートシステム上で、ユーザーアカウントの [ログイン名]および
[パスワード]を入力します。
選択したグループが、管理するリモートシステム上の iLO 設定権限を持っていない場合
は、この情報が必要です。
複数のリモートシステムの認証情報を入力するには、ログイン名とパスワードが同じユー
ザーアカウントを各システムで作成します。 詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照して
ください。

6.

[グループの作成]をクリックします。
グループの作成プロセスには、数分かかります。 グループは、[マルチキャストアナウン
スメント間隔]に構成された時間内に、完全に実装されます。

詳細情報
iLO 連携グループの権限
iLO 連携グループメンバーシップの追加（ローカル iLO システム）
一度につき 1 つの iLO システム用にマルチキャストオプションを構成

サーバーのフィルターされたセットからのグループの作成
この手順を使用して、フィルターされたサーバーのリストから iLO 連携グループを作成しま
す。 たとえば、iLO 4 ファームウェアの特定のバージョンを備えるすべてのサーバーを含むグ
ループを作成したい場合があります。

iLO 連携グループメンバーシップの追加（複数の iLO システム）
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フィルターされたサーバーのリストからグループを作成すると、グループの作成時に [影響す
るシステム]リストに記載されているサーバーだけがグループに追加されます。 グループの作
成後に、フィルターの条件に適合するサーバーを構成しても、それらのサーバーはグループに
追加されません。

前提条件
•

iLO 設定権限の構成

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web
サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

グループの作成
1.
2.

[iLO 連携]ページでフィルターを使用して、システムのセットを作成します。
[iLO 連携]→[グループ構成]ページに移動します。
システムのセットを作成するときに適用するフィルターは、ページの上部に表示されま
す。 フィルターを削除するには、[X] アイコンをクリックします。

iLO 連携グループが存在しない場合、このページには、「構成済みのグループはありませ
ん」というメッセージが表示されます。 [管理]→[iLO 連携]ページを使用して、グループ
を作成します。
3.

[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
選択したグループ内の、選択したフィルター条件に適合するすべてのシステムが、新しい
グループに追加されます。

4.

次の情報を入力します。
•

[グループ名] - グループ名は 1～31 文字で指定できます。

•

[グループキー] - グループのパスワードは、設定されている最小パスワード長 ～31 文
字で指定できます。
最小パスワード長について詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

•
5.

[グループキーの確認] - グループのパスワードの確認。

次の権限のいずれかを選択します。
•

[ユーザーアカウント管理]

•

[リモートコンソールアクセス]

•

[仮想電源およびリセット]

•

[仮想メディア]

•

[iLO 設定]

•

[ログイン権限]

この手順では、グループのメンバーがグループの他のメンバーを構成するために所有する
権限を定義します。
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iLO 連携の構成

6.

オプション：管理するリモートシステム上で、ユーザーアカウントの [ログイン名]および
[パスワード]を入力します。
選択したグループが、管理するリモートシステム上の iLO 設定権限を持っていない場合
は、この情報が必要です。
複数のリモートシステムの認証情報を入力するには、ログイン名とパスワードが同じユー
ザーアカウントを各システムで作成します。 詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照して
ください。

7.

[グループの作成]をクリックして設定を保存します。
グループの作成プロセスには、数分かかります。 グループは、[マルチキャストアナウン
スメント間隔]に構成された時間内に、完全に実装されます。

詳細情報
選択されたグループのリストのフィルター
iLO 連携グループメンバーシップの追加（ローカル iLO システム）
iLO 連携グループの権限

グループメンバーシップの変更によって影響を受けるサーバー
[グループ設定]ページの [影響するシステム]セクションには、グループメンバーシップの変更
によって影響を受けるサーバーについて、次の詳細が表示されます。
•

[サーバー名] - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

[サーバー電力] - サーバー電力の状態（[オン]または [オフ]）。

•

[UID インジケーター] - UID LED の状態。 UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境
でサーバーを特定し、その位置を見つけることができます。 状態には、[UID オン]、[UID
オフ]、および [UID 点滅]があります。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。 [iLO ホス
ト名]列のリンクをクリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

•

[IP アドレス] - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。 [IP アドレス]列のリンクを
クリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

[次へ]または [前へ]（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示しま
す。
詳細情報
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

エンクロージャー iLO 連携サポートの構成
iLO 連携機能で BladeSystem c-Class エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場
合、Onboard Administrator ソフトウェアで、[エンクロージャー iLO 連携サポートを有効]設定
を有効にする必要があります。 この設定は、エンクロージャー内のサーバーブレード間でピア
ツーピアの通信を可能にするために必要です。 [エンクロージャー iLO 連携サポートを有効]
は、デフォルトで有効です。

前提条件
Onboard Administrator 4.11 以降がインストールされている。

エンクロージャー iLO 連携サポートの構成
1.
2.

Onboard Administrator の Web インターフェイス（https://<OA のホスト名または IP アド
レス >）にログインします。
[エンクロージャー情報]→[エンクロージャー設定]→[ネットワークアクセス]ページに移動
し、[プロトコル]タブをクリックします。
エンクロージャー iLO 連携サポートの構成
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3.

[エンクロージャー iLO 連携サポートを有効]チェックボックスを選択し、[適用]をクリッ
クします。

ヒント: CLI を使用して、[エンクロージャー iLO 連携サポートを有効]設定を有効または無効
にすることもできます。 設定を有効にするには、ENABLE
ENCLOSURE_ILO_FEDERATION_SUPPORT を入力します。 設定を無効にするには、DISABLE
ENCLOSURE_ILO_FEDERATION_SUPPORT を入力します。 詳しくは、Onboard Administrator
コマンドラインインターフェイスユーザーガイドを参照してください。

iLO 連携に関するサーバーブレードサポートの確認
1.
2.
3.
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Onboard Administrator の Web インターフェイス（https://<OA のホスト名または IP アド
レス >）にログインします。
[デバイスベイ]→[< デバイス名 >]→[iLO] ページに移動します。
[iLO 連携機能]が [はい]に設定されていることを確認します。

iLO 連携の構成

3 iLO 連携機能の使用
iLO 連携機能は、iLO Web インターフェイスナビゲーションツリーの [iLO 連携]ブランチから
使用できます。
ご使用の環境が iLO 連携を使用するための前提条件を満たしていることを確認してください。
詳しくは、「iLO 連携機能を使用するための前提条件」(7 ページ)を参照してください。

選択されたグループのリスト
ナビゲーション ツリーの [iLO 連携]の下のすべての iLO 連携のページには、[選択されたグルー
プ]のリストがあります。

[選択されたグループ]リストからグループを選択する場合:
•

[グループ仮想メディア]、[グループ電力]、[グループファームウェアアップデート]、[グ
ループライセンス]、および [グループ構成]ページでの変更の影響を受けるサーバーは、
[影響するシステム]の表に表示されます。

•

iLO 連携ページに表示される情報は、選択したグループ内のサーバーすべてに適用されま
す。

•

iLO 連携ページで加えた変更は、選択したグループ内のサーバーすべてに適用されます。

•

選択されたグループは cookie に保存され、iLO からログアウトする場合でも、維持されま
す。

グループを選択した後、サーバーの情報を表示するため、またはグループ内のサーバーのサブ
セットに対して操作を実行するために、リスト内のサーバーをフィルター処理できます。

選択されたグループのリストのフィルター
サーバーのリストを選別する場合
•

iLO 連携ページに表示される情報は、フィルター条件に適合する選択したグループ内のす
べてのサーバーに適用されます。

•

iLO 連携ページで加えた変更は、フィルター条件に適合する選択したグループ内のサーバー
すべてに適用されます。

•

フィルターの設定は cookie に保存され、iLO からログアウトする場合でも、維持されま
す。

選択されたグループのリストのフィルター条件
次の条件を使用して、グループ内のサーバーをフィルタリングすることができます。
•

[ヘルスステータス] - ヘルスステータスのリンクをクリックして、特定のヘルスステータ
スを持つサーバーを選択します。

•

[モデル] - サーバーのモデル番号リンクをクリックして、選択したモデルと一致するサー
バーを選択します。

•

[サーバー名] - 個々のサーバーによってフィルタリングするには、サーバー名をクリック
します。
選択されたグループのリスト
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•

[ファームウェア情報] - ファームウェアのバージョンまたはフラッシュステータスをクリッ
クし、選択したファームウェアのバージョンまたはステータスに一致するサーバーを選択
します。

•

[TPM または TM オプション ROM 計測] - [オプション ROM 計測] のステータスをクリッ
クして、選択したオプション ROM 計測のステータスに一致するサーバーを含めるか、除
外します。

•

[License Usage] - ライセンスキーに関連するエラーメッセージが表示される場合は、ラ
イセンスキーをクリックして、そのライセンスキーを使用しているサーバーを選択しま
す。

•

[ライセンスタイプ] - ライセンスタイプをクリックして、選択したライセンスタイプがイ
ンストールされているサーバーを選択します。

•

License status - ライセンスステータスをクリックして、選択したステータスに一致する
ライセンスがインストールされているサーバーを選択します。

iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法
[iLO 連携]ナビゲーションツリーメニュー内のすべてのページ（[グループ電力設定]ページを除
く）で、情報を CSV ファイルにエクスポートすることができます。
Internet Explorer ユーザーのみ：この機能は Internet Explorer 11 以降でサポートされます。
1. [iLO 連携]メニュー内のファイルエクスポート機能をサポートするページに移動します。
2. [表を CSV 形式で表示]をクリックします。
3. [CSV アウトプット]ウィンドウで、[保存]をクリックしてから、ブラウザーのプロンプト
に従ってファイルを保存または開きます。
リストをエクスポートする場合、CSV ファイルには [iLO 連携] ページに表示されている
サーバーだけが含まれます。
サーバーが複数のページにまたがってリストされている場合、CSV ファイルには iLO Web
インターフェイスページに現在表示されているサーバーだけが含まれます。
クエリのエラーが発生した場合、クエリに応答しなかったシステムは、iLO Web インター
フェイスページおよび CSV ファイルから除外されます。

iLO 連携情報のエクスポートオプション
次の情報を [iLO 連携]ページからエクスポートできます。
•

クリティカルまたは劣化のステータスのシステム - [マルチシステムビュー]ページから、
このリストをエクスポートします。

•

iLO ピアリスト - [マルチシステムマップ]ページから、このリストをエクスポートします。

•

影響するシステムリスト - 次のページでの iLO 連携操作によって影響を受けたシステムの
リストをエクスポートします。

◦

[グループ仮想メディア]

◦

[グループ電力]

◦

[グループファームウェアアップデート]

◦

[グループライセンス]

◦

[グループ構成]

エクスポート機能は、[グループ電力設定]ページではサポートされていません。

18

iLO 連携機能の使用

iLO 連携マルチシステムビュー
[マルチシステムビュー]ページは、iLO 連携グループ内のサーバーモデル、サーバーのヘルス、
およびクリティカルおよび劣化したサーバーに関する概要を提供します。

サーバーヘルスおよびモデル情報の表示
1.
2.
3.

[iLO 連携]→[マルチシステムビュー]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
オプション：サーバーのリストをフィルタリングするには、ヘルスステータス、サーバー
モデル、またはサーバー名のリンクをクリックします。

サーバーヘルスおよびモデルの詳細

•

[ヘルス] - 表示された各ヘルスステータスにあるサーバーの数。 一覧表示された各ヘルス
ステータス内のサーバーの総数の % も表示されます。
ヘルスステータス値について詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

•

[モデル] - モデル番号でグループ化したサーバーのリスト。 それぞれのモデル番号のサー
バーの総数の % も表示されます。

•

[クリティカルおよび劣化システム] - ステータスがクリティカルまたは劣化であるサーバー
のリスト。

クリティカルおよび劣化のステータスを持つサーバーの表示
1.
2.
3.
4.

[iLO 連携]→[マルチシステムビュー]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
オプション：サーバーのリストをフィルタリングするには、ヘルスステータス、サーバー
モデル、またはサーバー名のリンクをクリックします。
[次へ]または [前へ]（使用できる場合）をクリックして、[クリティカルおよび劣化システ
ム]リストのサーバーをさらに表示します。

クリティカルおよび劣化のサーバーステータスの詳細

•

[サーバー名] - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

[システムヘルス] - サーバーのヘルスステータス。

•

[サーバー電力] - サーバーの電力ステータス（[オン]または [オフ]）。

iLO 連携マルチシステムビュー
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•

[UID インジケーター] - サーバー UID LED の状態。 UID LED を使用すると、特に高密度
ラック環境でサーバーを特定し、その位置を見つけることができます。 状態には、[UID
オン]、[UID オフ]、および [UID 点滅]があります。

•

[システム ROM] - インストールされているシステム ROM バージョン。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。 [iLO ホス
ト名]列のリンクをクリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

•

[IP アドレス] - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。 [IP アドレス]列のリンクを
クリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

詳細情報
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

iLO 連携マルチシステムマップの表示
[マルチシステムマップ]ページには、ローカル iLO システムのピアに関する情報が表示されま
す。 ローカル iLO システムはマルチキャスト検出を使用してそのピアを識別します。
iLO 連携ページがロードされると、Web インターフェイスを実行する iLO システムから iLO の
ピアへ、そしてそれらのピアから他のピアへ、選択したグループのすべてのデータが取得され
るまでデータリクエストが送信されます。
1. [iLO 連携]→[マルチシステムマップ]ページに移動します。
2. [選択されたグループ]メニューからグループを選択します。

iLO ピアの詳細

•

[#] - ピア番号。

•

[iLO UUID] - iLO システムの UPnP UUID。

•

[最後の参照] - サーバーからの前回の通信のタイムスタンプ。

•

[最後のエラー] - 表示されているピアとローカルの iLO システムの間での最新の通信エラー
の説明。

•

[URL] - 表示されているピアの iLO Web インターフェイスを起動するための URL。

•

[IP] - ピアの IP アドレス。

詳細情報
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

iLO 連携グループ仮想メディア
グループ仮想メディアを使用すると、iLO 連携グループ内のサーバーからアクセスできるスク
リプト方式のメディアに接続できます。
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•

スクリプト方式のメディアは、1.44 MB のディスケットイメージ（IMG）および
CD/DVD-ROM イメージ（ISO）のみをサポートします。 イメージは、グループ化された
iLO システムと同じネットワーク上の Web サーバーに存在する必要があります。

•

同時に 1 種類のメディアしかグループに接続できません。

iLO 連携機能の使用

•

スクリプト方式のメディアの表示、接続、取り出しのほか、このメディアからの起動を行
えます。 スクリプト方式のメディアを使用する場合は、ディスケットや CD/DVD-ROM の
ディスクイメージを Web サーバーに保存し、URL を使用してそのディスクイメージに接
続します。 iLO では HTTP または HTTPS 形式の URL を使用できます。 iLO は FTP をサ
ポートしていません。
iLO 仮想ディスケットを使用したリモートホストサーバーのブートは、ProLiant Gen8 サー
バーでのみサポートされています。 ProLiant Gen9 または Synergy サーバーではサポート
されていません。

•

仮想メディア機能を使用する前に、仮想メディアオペレーティングシステムに関する注意
事項を確認してください。
詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

グループのスクリプト方式のメディアの接続
前提条件
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web
サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、仮想メディア権限をグループに認めている。

スクリプト方式のメディアの接続
1.
2.

[iLO 連携]→[グループ仮想メディア]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
接続するスクリプト方式のメディアは、選択したグループ内のすべてのシステムで利用可
能になります。

3.

[仮想フロッピーに接続]セクション（IMG ファイル）または [CD/DVD-ROM を接続]セク
ション（ISO ファイル）の [スクリプトメディア URL] ボックスにスクリプト方式のメディ
アディスクイメージの URL を入力します。

4.

次のサーバー再起動時にのみこのディスクイメージからグループ内のサーバーを起動する
場合は、[次回リセット時に起動]チェックボックスを選択します。
イメージは 2 番目のサーバー再起動時に自動的に取り出されるので、サーバーは一度しか
このイメージから起動しません。
このチェックボックスを選択しない場合、ディスクイメージは手動で取り出すまで接続さ
れたまま残ります。また、サーバーは、システムブートオプションがそのように構成され
ている場合、以後のすべてのサーバーリセットでディスクイメージから起動します。
[次回のリセット時にブート]チェックボックスを使用している場合に、グループ内のサー
バーが POST を実行していると、POST の実行時にサーバーのブート順序を変更できない
ためにエラーが発生します。 POST が終了するのを待ってから、再試行してください。

5.

[メディアの挿入]をクリックします。
iLO はコマンドの結果を表示します。

iLO 連携グループ仮想メディア
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グループのスクリプト方式のメディアのステータス表示
[iLO 連携]→[グループ仮想メディア]ページに移動します。

スクリプト方式のメディアの詳細

スクリプト方式のメディアが iLO 連携グループ内のシステムに接続している場合、[仮想フロッ
ピーステータス]セクションと [仮想 CD/DVD-ROM ステータス]セクションに、次の詳細が示さ
れます。
•

[メディアが挿入されました] - 接続されている仮想メディアの種類。 スクリプト方式のメ
ディアが接続されている場合、[スクリプトメディア]と表示されます。

•

[イメージが接続されました] - 仮想メディアデバイスが接続されているかどうかを示しま
す。

•

[イメージ URL] - 接続されているスクリプト方式のメディアを指し示す URL。

メディアが接続されている場合にのみ、[仮想フロッピーステータス]および [仮想 CD/DVD-ROM
ステータス]セクションが表示されます。

スクリプト方式のメディアデバイスの取り出し
前提条件
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web
サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、仮想メディア権限をグループに認めている。

スクリプト方式のメディアデバイスの取り出し
1.
2.

[iLO 連携]→[グループ仮想メディア]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
取り出すスクリプト方式のメディアデバイスは、選択したグループ内のすべてのシステム
から切断されます。

3.

[仮想フロッピーステータス]セクションまたは [仮想 CD/DVD-ROM ステータス]セクショ
ンの [メディアの取り出し]をクリックします。

グループ仮想メディアの操作の影響を受けるサーバー
[影響するシステム]セクションには、グループ仮想メディアの操作を開始すると影響を受ける
サーバーについて、次の詳細が表示されます。
•
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[サーバー名] - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

iLO 連携機能の使用

•

[サーバー電力] - サーバー電力の状態（[オン]または [オフ]）。

•

[UID インジケーター] - UID LED の状態。 UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境
でサーバーを特定し、その位置を見つけることができます。 状態には、[UID オン]、[UID
オフ]、および [UID 点滅]があります。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。 [iLO ホス
ト名]列のリンクをクリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

•

[IP アドレス] - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。 [IP アドレス]列のリンクを
クリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

[次へ]または [前へ]（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示しま
す。
詳細情報
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

iLO 連携グループ電力
グループ電力機能を使用すると、iLO Web インターフェイスを実行しているシステムから複数
のサーバーの電力を管理できます。 この機能を使用して、以下を行います。
•

[オン]または [リセット]状態にあるサーバーのグループに対して、電源を切る、リセット
する、または電源再投入を行う。

•

[オフ]状態にあるサーバーのグループに対して電源を入れる。

•

[グループ電力]ページの [仮想電源ボタン]セクションでボタンをクリックすると影響を受
けるサーバーのリストを表示する。

サーバーグループの電力状態の変更
[グループ電力]ページの [仮想電源ボタン]セクションには、[オン]、[オフ]、または [リセット]
の状態にあるサーバーの総数など、グループサーバーの現在の電力状態の概要が表示されま
す。 [システム電源]概要は、ページが初めて開かれるときのサーバー電源の状態を示します。
[システム電源]情報を更新するには、ブラウザーの更新機能を使用します。

前提条件
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web
サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、仮想電源およびリセット権限をグループに認
めている。

グループの電力状態の変更
1.
2.

[iLO 連携]→[グループ電力]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
iLO はグループ化されたサーバーを電源ステータス順に表示し、各状態にあるサーバーの
合計数を示すカウンターも表示します。

3.

サーバーのグループの電力状態を変更するには、次のいずれかを実行します。
•

[オン]または [リセット]状態にあるサーバーの場合は、次のいずれかのボタンをクリッ
クします。

◦

[瞬間的に押す]

◦

[押し続ける]

◦

[リセット]
iLO 連携グループ電力
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◦
•

[コールドブート]

[オフ]状態にあるサーバーの場合は、[瞬間的に押す]ボタンをクリックします。
[オフ]状態にあるサーバーでは、[押し続ける]、[リセット]、および [コールドブート]
オプションは使用できません。

4.

要求を確認するメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。
仮想電源ボタンの作動に対してグループ化されたサーバーが応答する間、iLO には進行状
況バーが表示されます。 進行状況バーには、コマンドの実行に成功したサーバーの数が示
されます。
[コマンド結果]セクションには、電源状態の変更に関連したエラーメッセージなど、コマ
ンドのステータスおよび結果が表示されます。

仮想電源ボタンのオプション

•

[瞬間的に押す] - 物理的な電源ボタンを押す場合と同じです。
一部のオペレーティングシステムは、瞬間的に押した後で適切なシャットダウンを開始す
るか、またはこのイベントを無視するように設定される場合があります。 Hewlett Packard
Enterprise は、仮想電源ボタンを使用してシャットダウンを実行する前に、システムコマ
ンドを使用して適切なオペレーティングシステムシャットダウンを完了することをおすす
めします。

•

[押し続ける] - 物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続け、離すことと同じです。
この操作の結果、選択したグループのサーバーの電源が切れます。 このオプションを使用
すると、適切なオペレーティングシステムの終了に影響する場合があります。
このオプションは、一部のオペレーティングシステムが実装している ACPI 機能を提供し
ます。 これらのオペレーティングシステムは、[瞬間的に押す] と [押し続ける] によって動
作が異なります。

•
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[リセット] - 選択したグループ内のサーバーを強制的にシステムをウォームブートします。
CPU および I/O リソースがリセットされます。 このオプションを使用すると、適切なオ
ペレーティングシステムの終了に影響します。

iLO 連携機能の使用

•

[コールドブート] - 選択したグループ内のサーバーの電源をただちに切ります。 プロセッ
サー、メモリ、および I/O リソースの主電力が失われます。 サーバーは、約 6 秒後再起動
します。 このオプションを使用すると、適切なオペレーティングシステムの終了に影響し
ます。

仮想電源ボタンによって影響を受けるサーバー
[影響するシステム]リストには、仮想電源ボタンの動作を開始すると影響を受けるサーバーに
ついて、次の詳細が示されます。
•

[サーバー名] - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

[サーバー電力] - サーバー電力の状態（[オン]または [オフ]）。

•

[UID インジケーター] - UID LED の状態。 UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境
でサーバーを特定し、その位置を見つけることができます。 状態には、[UID オン]、[UID
オフ]、および [UID 点滅]があります。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。 [iLO ホス
ト名]列のリンクをクリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

•

[IP アドレス] - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。 [IP アドレス]列のリンクを
クリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

[次へ]または [前へ]（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示しま
す。
詳細情報
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

グループ消費電力上限の構成
前提条件
•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web
サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、iLO 設定権限をグループに認めている。

消費電力上限の設定
1.
2.

[iLO 連携]→[グループ電力設定]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
このページで行った変更は、選択したグループ内のすべてのシステムに影響します。

3.
4.

[手動の電力消費上限を有効]チェックボックスを選択します。
[電力消費上限値]を W、BTU/時、または % で入力します。
% は、最大電力値と最小電力値の差です。 消費電力上限の値は、サーバー最小電力値以
下には設定できません。
値が W で表示されているときは、[値を BTU/時で表示]をクリックして表示を BTU/時に変
更します。 値が BTU/時で表示されている場合、表示を W に変更するには [値をワットで
表示]をクリックします。

5.

[適用]をクリックします。

グループ消費電力上限の構成
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消費電力上限の注意事項
グループ電力設定機能では、iLO Web インターフェイスを実行するシステムから、複数のサー
バーの消費電力上限を動的に設定することができます。
•

グループ消費電力上限を設定している場合、グループ化されたサーバーは、消費電力上限
を超えないように電力を共有します。 電力はビジー状態のサーバーにより多く割り当てら
れ、アイドル状態のサーバーにはより少ない電力が割り当てられます。

•

グループに対して設定した消費電力上限は、個々のサーバーの [電力設定]ページで設定で
きる消費電力上限とともに動作します。

•

エンクロージャーまたは個々のサーバーレベルで構成されている消費電力上限や、別の
iLO 連携グループによって構成されている消費電力上限がサーバーに影響を与える場合は、
他のグループの消費電力上限によりそのサーバーに割り当てられる電力が少なくなる可能
性があります。

•

消費電力上限が設定されている場合、グループ化されたサーバーの平均電力測定値は、消
費電力上限値以下である必要があります。

•

POST 実行中、ROM は最大電力測定値と最小電力測定値を決定する 2 つの電力テストを
実行します。
消費電力上限の設定を決定するときは、[HPE 自動グループ電力消費上限の設定]の表の値
を考慮してください。

◦

[最大利用可能電力] - グループ内のすべてのサーバーの総電源容量。 この値は、[最大
消費電力上限値]のしきい値です。 グループ内のサーバーはこの値を超えてはいけま
せん。

◦

[サーバー最大電力] - グループ内のすべてのサーバーの最大電力測定値。 この値は、
[最小ハイパフォーマンス上限]のしきい値で、現在の構成でグループ内のサーバーが
使用する最大電力を表します。 この値に設定されている消費電力上限は、サーバーの
パフォーマンスに影響を与えません。

◦

[サーバー最小電力] - グループ内のすべてのサーバーの最小電力測定値。 この値は、
[最小消費電力上限]のしきい値で、グループ内のサーバーが使用する最小電力を表し
ます。 この値に設定されている消費電力上限は、サーバーの電力使用量を最小化する
ため、その結果サーバーのパフォーマンスが低下します。

•

消費電力上限機能は、Flex スロットバッテリバックアップユニットを搭載したサーバーで
はサポートされていません。

•

Synergy サーバーでは、消費電力上限はサポートされていません。

•

iLO Web インターフェイスを使用して、SL サーバーおよび一部の XL サーバーのグルー
プ消費電力上限設定を構成することはできません。 これらのサーバーの消費電力上限値を
設定するには、次のいずれかのツールを使用します。

◦

HPE ProLiant Power Interface Control Utility

◦

HPE Advanced Power Manager

ご使用の XL サーバーがサポートする電力管理機能は、http://www.hpe.com/info/
quickspecs にあるサーバーの Quickspecs を参照して確認してください。

グループ消費電力上限情報の表示
前提条件
この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web サ
イトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing
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グループ消費電力上限情報の表示
1.
2.
3.

[iLO 連携]→[グループ電力設定]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
オプション：値がワット単位で表示されている場合、BTU/時単位での表示に変更するには
[値を BTU/時で表示]をクリックします。 値が BTU/時で表示されている場合、表示を W
に変更するには [値をワットで表示]をクリックします。

消費電力上限の詳細

•

•

•

[HPE 自動グループ電力消費上限の設定] - このセクションには、以下の詳細が表示されま
す。

◦

[計測された電力値] - 最大利用可能電力、サーバー最大電力、およびサーバー最小電
力。

◦

[電力消費上限値] - 電力消費上限値（設定されている場合）。

[現在の状態] - このセクションには、以下の詳細が含まれています。

◦

[現在の電力読み取り値] - 選択されたグループの現在の電力読み取り値。

◦

[現在の消費電力上限値] - 選択したグループに割り当てられている電力の合計量。 消
費電力上限が設定されていない場合、この値はゼロです。

[このシステムへのグループの電力割当て] - ローカル iLO システムに影響を及ぼすグルー
プ消費電力上限と、各グループ消費電力上限によってローカル iLO システムに割り当てら
れる電力の量。 消費電力上限が設定されていない場合、割り当て電力値はゼロです。

グループ消費電力上限の構成
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iLO 連携グループファームウェアアップデート
グループファームウェアアップデート機能では、ファームウェア情報を表示し、1 つの iLO
Web インターフェイスを実行するシステムから、複数のサーバーのファームウェアを更新する
ことができます。 次のファームウェアタイプが iLO 連携でサポートされています。
•

iLO ファームウェア

•

システム ROM（BIOS）

•

シャーシファームウェア（パワーマネジメント）

•

パワーマネジメントコントローラー

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）

•

NVMe バックプレーン ファームウェア

iLO ファームウェアイメージファイルの入手
[グループファームウェアアップデート]ページで iLO ファームウェアをアップデートするため
に、iLO オンライン ROM フラッシュコンポーネントからの BIN ファイルが必要です。
1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc ）に
移動します。
2. 画面の指示に従って iLO オンライン ROM フラッシュコンポーネントファイルを探し、ダ
ウンロードします。
Windows または Linux のコンポーネントをダウンロードして BIN ファイルを抽出します。
3.

BIN ファイルを抽出します。
•

Windows コンポーネントの場合：ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、
[解凍]ボタンをクリックします。 ファイルを抽出する位置を選択して、[OK] をクリッ
クします。

•

Linux コンポーネントの場合：ファイルの形式に応じて、次のコマンドのいずれかを
入力します。

◦

#sh ./CP00XXXX.scexe –unpack=/tmp/

◦

#rpm2cpio hp-firmware-ilo4-2.xx-1x1.i386.rpm | cpio -id

iLO ファームウェアイメージの名前は、ilo4_<yyy>.bin です。ここで、<yyy> はファー
ムウェアバージョンを表します。
iLO ファームウェアイメージファイルを入手する URL は
http://<server.example.com>/<subdir>/ilo4_240.bin のようになります。

サポートされるサーバーファームウェアイメージファイルの入手
1.
2.
3.
4.

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc ）に
移動します。
画面の指示に従ってオンライン ROM フラッシュコンポーネントファイルを探し、ダウン
ロードします。
ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、[解凍]ボタンをクリックします。
ファイルを抽出する位置を選択して、[OK] をクリックします。

サーバーファームウェアのファイルタイプの詳細
•

システム ROM を更新する場合、署名付きのイメージまたは署名付きの ROMPAQ イメー
ジを使用する必要があります。
◦ [署名付きイメージの例]：
http://<server.example.com:8080>/<wwwroot>/P79_1.00_10_25_2013.signed.flash
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◦

[署名付き ROMPAQ イメージの例]：
http://<server.example.com>/<wwwroot>/CPQPJ0612.A48

•

Power Management Controller、シャーシファームウェア、および NVMe バックプレーン
ファイルは、拡張子 .hex を使用します。 たとえば、ファイル名は ABCD5S95.hex のよ
うになります。

•

システムプログラマブルロジックデバイス（CPLD）のファームウェアファイルは、ファ
イル拡張子.vme を使用します。

複数のサーバーのファームウェアの更新
前提条件
•

選択した iLO 連携グループの各メンバーが、iLO 設定権限をグループに認めている。

•

この機能をサポートする iLO ライセンスがインストールされている。 詳しくは、次の Web
サイトを参照してください。http://www.hpe.com/info/ilo/licensing

ファームウェアのアップデート
1.
2.
3.
4.

サポートされているファームウェアを Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://
www.hpe.com/support/hpesc ）からダウンロードします。
Web サーバーにファームウェアファイルを保存します。
[iLO 連携]→[グループファームウェアアップデート]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
このページでファームウェアアップデートを開始すると、選択したグループ内のすべての
システムが影響を受けます。

5.

オプション：ファームウェアのバージョン、フラッシュステータス、または [TPM または
TM オプション ROM 計測] ステータスリンクをクリックして、影響を受けたシステムのリ
ストをフィルタリングします。
注意: [オプション ROM 計測] を有効にしてサーバーでシステム ROM やオプション ROM
のアップデートを実行すると、iLO は、更新前に更新をキャンセルし、リカバリキーがあ
ることを確認し、BitLocker を一時停止するよう求めます。 この指示に従わない場合、ご
使用のデータにアクセスできなくなる可能性があります。

6.

[ファームウェアアップデート]セクションで、Web サーバーのファームウェアファイルへ
の URL を入力し、[ファームウェアのアップデート]ボタンをクリックします。
選択した各システムがファームウェアイメージをダウンロードし、それをフラッシュしよ
うと試みます。
[フラッシュステータス]セクションが更新され、iLO はアップデートが進行中であること
を通知します。 アップデートが完了すると、[ファームウェア情報]セクションが更新され
ます。
ファームウェアイメージがシステムに対して無効か、署名が不適切またはない場合、iLO
はイメージを拒否し、[フラッシュステータス]セクションに影響を受けるシステムのエラー
を表示します。
ファームウェアアップデートの種類によっては、新しいファームウェアを有効にするため
に、システムのリセット、iLO のリセット、またはサーバーの再起動が必要になる場合が
あります。

詳細情報
iLO ファームウェアイメージファイルの入手
サポートされるサーバーファームウェアイメージファイルの入手
iLO 連携グループファームウェアアップデート
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ファームウェア情報の表示
1.
2.

[iLO 連携]→[グループファームウェアアップデート]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。

ファームウェアの詳細

[ファームウェア情報]セクションには、以下の情報が表示されます。
•

サポート対象の各ファームウェアバージョンのサーバー数。 リストされているファーム
ウェアのバージョンを搭載するサーバーの総数の割合（%）も表示されます。

•

グループ化されたサーバーのフラッシュステータス。 リストされたフラッシュのステータ
スにあるサーバーの総数の割合（%）も表示されます。

•

グループ化されたサーバーの [TPM または TM オプション ROM 計測] ステータス。 表示
されたオプション ROM 計測ステータスにあるサーバーの総数の割合（%）も表示されま
す。

グループのファームウェアアップデートの影響を受けるサーバー
[影響するシステム]リストには、ファームウェアアップデートによって影響を受けるサーバー
について、次の詳細が示されます。
•

[サーバー名] - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

[システム ROM] - インストールされているシステム ROM（BIOS）。

•

[iLO ファームウェアバージョン] - インストールされている iLO ファームウェアバージョ
ン。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。 [iLO ホス
ト名]列のリンクをクリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

•

[IP アドレス] - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。 [IP アドレス]列のリンクを
クリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

[次へ]または [前へ]（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示しま
す。
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詳細情報
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

iLO 連携グループライセンスの使用
[グループライセンス]ページには、選択した iLO 連携グループのメンバーのライセンスステー
タスが表示されます。 このページを使用して、iLO ライセンス機能を有効にするオプション
キーを入力します。

ライセンス情報の表示
1.
2.
3.

[iLO 連携]→[グループライセンス]ページに移動します。
[選択されたグループ]メニューからグループを選択します。
オプション：サーバーのリストをフィルタリングするには、[ライセンス情報]セクション
のライセンスタイプまたはステータスリンクをクリックします。

iLO 連携グループライセンスの詳細

•

[タイプ] - 一覧表示されている各ライセンスタイプのあるサーバーの数。 一覧表示されて
いる各ライセンスタイプを持つサーバーの総数の % も表示されます。

•

[ステータス] - 一覧表示されている各ライセンスステータスのあるサーバーの数。 各ライ
センスステータスのあるサーバーの総数の % も表示されます。 以下のステータス値が表
示されます。

◦

[Evaluation] - 有効な評価ライセンスをインストールします。

◦

[失効] - 期限切れの評価ライセンスがインストールされています。

◦

[Perpetual] - 有効な iLO ライセンスがインストールされています。 このライセンス
に有効期限はありません。

◦

[Unlicensed] - 工場出荷時のデフォルト（iLO Standard）機能が有効化されています。

ライセンスキーのインストール
前提条件
•

この手順を実行するには、iLO 設定権限が必要です。

•

iLO 連携グループの各メンバーが、iLO 設定権限をグループに認めている。

•

選択したサーバーの数に対してライセンスキーが認証されている。

ライセンスキーのインストール
1.

[iLO 連携]→[グループライセンス]ページに移動します。
iLO 連携グループライセンスの使用
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2.

オプション: 影響を受けたシステムのリストをフィルタリングするには、ライセンスのタ
イプまたはステータスリンクをクリックします。
すでにキーがインストールされているサーバー上でライセンスキーをインストールした場
合、現在のキーは新しいキーに置き換えられます。 既存のライセンスを置き換えたくない
場合は、[ライセンス情報ステータス]表の [Unlicensed] をクリックして、ライセンスが適
用されていないサーバーにのみラインセンスをインストールします。

3.

[アクティベーションキー]ボックスにライセンスキーを入力します。
[アクティベーションキー]ボックスで、セグメント間でカーソルを移動するには、 [tab]
キーを押す、またはボックスのセグメントの内側をクリックします。 [アクティベーショ
ンキー]ボックスのセグメントにデータを入力すると、カーソルは自動的に次に進みます。

4.

[インストール]をクリックします。
EULA 確認ダイアログボックスが開きます。 エンドユーザー使用許諾契約の詳細は、ライ
センスパックオプションキットに記載されています。

5.

[OK] をクリックします。
[ライセンス情報]セクションは更新され、選択したグループ用の新しいライセンスの詳細
を表示します。

ライセンスインストールの影響を受けるサーバー
[影響するシステム]セクションには、ライセンスキーをインストールする場合に影響を受ける
サーバーに関する、次の詳細が表示されます。
•

[サーバー名] - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。

•

[ライセンス] - インストールされているライセンスタイプ。

•

[iLO ファームウェアバージョン] - インストールされている iLO ファームウェアバージョ
ン。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。 [iLO ホス
ト名]列のリンクをクリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

•

[IP アドレス] - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。 [IP アドレス]列のリンクを
クリックして、サーバーの iLO Web インターフェイスを開きます。

[次へ]または [前へ]（使用可能な場合）をクリックして、リストのサーバーをさらに表示しま
す。
詳細情報
iLO 連携情報を CSV ファイルにエクスポートする方法

iLO ライセンス
iLO 標準機能はすべてのサーバーに搭載され、サーバーセットアップ、サーバーヘルスの監視、
電力と温度制御の監視、およびリモートサーバー管理を簡素化します。
iLO ライセンスは、マルチユーザーコラボレーション用のグラフィカルリモートコンソール、
ビデオの録画と再生のような機能や他の多くの機能を有効にします。

ライセンス情報
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•

ライセンスキーの購入、登録、および取得については、http://www.hpe.com/info/ilo/docs
にある iLO ライセンスガイドを参照してください。

•

製品をインストールして使用するサーバーごとに 1 つの iLO ライセンスが必要です。 ラ
イセンスは譲渡できません。

•

BladeSystem ライセンスでブレード以外のサーバーにライセンスを適用することはできま
せん。

iLO 連携機能の使用

•

ライセンスキーを無くした場合、無くなったライセンスキーに対する手順に従います。 詳
しくは、「失われたライセンスキーの復旧」(50 ページ)を参照してください。

•

iLO の無償評価ライセンスキーは、次の Web サイトからダウンロードできます。http://
www.hpe.com/info/tryilo 詳しくは、iLO ライセンスガイドを参照してください。

iLO 連携グループ構成機能の使用
[iLO 連携]→[グループ構成]ページの機能の使用法については、「iLO 連携グループメンバー
シップの追加（複数の iLO システム）」(12 ページ)を参照してください。

iLO 連携グループ構成機能の使用
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4 iLO 連携での RIBCL スクリプトの使用
RIBCL スクリプトを使用して iLO 連携の設定を表示したり、構成したりできます。
HPQLOCFG ユーティリティを使用して RIBCL スクリプトをサーバーグループに送信する方法
については、iLO のスクリプティング/コマンドラインガイドを参照してください。 別のツー
ルを使用してスクリプトをサーバーのグループに送信するには、ツールのドキュメントを参照
してください。
この章では、使用可能な iLO 連携スクリプトについて説明します。 サンプルのスクリプトは、
次の Web サイト http://www.hpe.com/support/iLO4 からダウンロードできます。

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。
例：
<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'
/>
<GET_FEDERATION_MULTICAST>
<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。
例：
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<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>

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。）

SET_FEDERATION_MULTICAST
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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。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_FEDERATION_ALL_GROUPS/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

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。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
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<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

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）
GET_FEDERATION_GROUP
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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。
例：
<RIBCL VERSION="2.0">
<LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password">
<RIB_INFO MODE="read">
<GET_FEDERATION_GROUP GROUP_NAME="groupname"/>
</RIB_INFO>
</LOGIN>
</RIBCL>

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。
例：
<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"/>
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<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。

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、設定されている最小パ
スワード長 ～31 文字で指定できます。
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。
MOD_FEDERATION_GROUP
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例：
<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"/>
<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 - グループに設定する新規パスワード。 パスワードは、設定されている最小パス
ワード長 ～31 文字で指定できます。
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。）

iLO 連携での RIBCL スクリプトの使用

•

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。）

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。
例：
<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。）

DELETE_FEDERATION_GROUP
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5 iLO 連携の他の HPE ユーティリティとの使用
HP SUM での iLO 連携機能の使用
HP SUM を使用してインベントリを作成し、iLO 連携グループのメンバーにソフトウェアを展
開することができます。 グループメンバーとの通信は、インターフェイス iLO と呼ばれる、
グループ内のノードによって容易になります。 このノードは、iLO 4 ファームウェアバージョ
ン 1.40 以降で使用できます。
重要: iLO 連携グループの一部として使用する場合は、iLO を個々のノードとして追加しない
でください。
HP SUM にログインすると、HP SUM は、接続したネットワーク上で iLO 連携グループを自
動的に検索します。 HP SUM は各グループを検索し、検索に応答するノードを表示します。
[スケーラブルアップデートグループの編集]画面を使用して、iLO 連携グループ内の 1 つのノー
ドに対して IP アドレスとユーザー認証情報を入力します。このノードは、グループ内のノー
ドへのインベントリと展開に対するインターフェイスとして HP SUM が使用します。
グループのインベントリを作成した後、HP SUM は、説明、サーバータイプ、サーバー数、イ
ンストールされているファームウェアバージョンなど、そのグループに関する情報を表示しま
す。 HP SUM は、PMC、CPLD、システム ROM、および iLO ファームウェアを表示します。
HP SUM では、iLO メンテナンスネットワークを介してシステム ROM、iLO ファームウェア、
PMC ファームウェア、および CPLD ファームウェアを iLO 連携グループのノードに展開でき
ます。
HP SUM iLO 連携機能では、HP SUM を起動する前に、iLO 連携グループの構成が適切に行わ
れているものとします。 同じ名前が付いた複数の iLO 連携グループがあったり、iLO 連携グ
ループが断片化していると、HP SUM は期待されたシステムの一部とのみ連携することになり
ます。

自動ネットワーク検索機能の無効化
hpsum.ini ファイルの auto_multicast_discovery パラメーターは変更できます。
hpsum.ini ファイルの変更について詳しくは、HP SUM のユーザーガイドを参照してくださ
い。
注記: 自動アップデートを無効にすると、iLO 連携グループのスキャンを継続できます。 [iLO
連携アップデート]画面で [再スキャン]ボタンをクリックしてください。

iLO 連携グループの手動による追加
HP SUM を起動すると、iLO 連携グループを検出します。 ローカルの iLO 連携グループおよび
HP SUM を実行しているホストのネットワーク範囲にある iLO 連携グループは、自動的に検出
されます。 ネットワークの構成やファイアウォールによって自動的に検出されない iLO 連携
グループは、IP アドレス、グループ名、および認証情報を指定して、手動で追加することがで
きます。
1. メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
2. [iLO 連携アップデート]画面で、[グループの追加]をクリックします。
3. [iLO 連携グループ名]を入力します。
4. [iLO 連携グループの説明]を入力します。
5. [追加]をクリックします。

iLO 連携グループの再スキャン
[iLO 連携アップデート]画面を開くと、HP SUM はネットワークを自動的にスキャンして iLO
連携グループを探します。 HP SUM がネットワークを再度スキャンして、自動的に iLO 連携
グループを検索するようにできます。
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1.
2.

メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
[iLO 連携アップデート]画面で、[再スキャン]をクリックします。

iLO 連携グループの編集
1.
2.
3.

4.

メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
[iLO 連携アップデート]画面で、[アクション]→[編集]の順に選択します。
選択した iLO 連携グループの以下の項目を変更することができます。
•

[iLO 連携グループの説明]

•

[ユーザー名]と [パスワード]の認証情報

•

適用する [ベースライン]と [追加パッケージ]

変更を保存するには、[OK] をクリックします。

iLO 連携グループのインベントリ作成
iLO 連携グループに割り当てられたベースラインがない場合、グループでインベントリを作成
することができます。 オフラインモードでアップデートを展開している場合は、この機能を使
用します。 ベースラインが割り当てられていないインベントリを実行した場合、HP SUM は
展開プレビュー、失敗した依存関係の詳細、または統合レポートを生成しません。
1. メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
2. [iLO 連携アップデート]画面から iLO 連携グループを選択して、[アクション]→[インベン
トリ]の順に選択します。
3. [インターフェイス iLO] で [IP または DNS で iLO を手動で入力してください]または [メ
ンバーの iLO IP の検出リストから選択]を選択します。
グループまたはインターフェイス iLO がすでにネットワーク上にない場合、HP SUM はグ
ループまたはインターフェイス iLO が使用できないことを示すステータスメッセージを表
示します。
重要:
4.

5.
6.

個々のノードとして追加されたインターフェイス iLO を選択しないでください。

次のいずれかを実行します。
•

[メンバーの iLO IP の検出リストから選択]を選択した場合、iLO の IP アドレスを選
択します。

•

[IP または DNS で iLO を手動で入力してください]を選択した場合、使用する iLO の
iLO IP または DNS アドレスを入力します。

[認証情報]セクションで、インターフェイス iLO の [ユーザー名]と [パスワード]を入力し
ます。
[適用するベースライン]セクションで、ベースラインライブラリから [ベースライン]また
は [追加パッケージ]を選択します。
グループを編集したりグループでインベントリを実行したりして、ベースラインまたは追
加のパッケージを割り当てた場合、これらの値は自動的に入力されます。
注記: アップデートをオフラインモードで iLO 連携グループに展開する場合はオプショ
ンです。

7.

[インベントリ]をクリックします。

注記: オフラインモードの iLO 連携グループにアップデートを展開する場合は、アップデー
トを含む ISO ファイルを使用して、iLO 連携グループに対するインベントリを実行することは
できません。 ドライブ上の ISO ファイルを解凍し、ベースラインとして追加した後で、その
ベースラインを使用してインベントリを実行してください。

HP SUM での iLO 連携機能の使用
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iLO 連携グループのファームウェアバージョンの表示
1.
2.
3.
4.

メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
iLO 連携グループを選択します。
グループがインベントリに追加されていなかった場合、インベントリプロセスを開始しま
す。
[インベントリされたグループのファームウェアバージョン]セクションで、以下のいずれ
かのファームウェアタイプを選択します。
•

iLO

•

BIOS

•

PMC

•

CPLD

HP SUM は、ファームウェアタイプごとに、ファームウェアタイプ、ファームウェアバー
ジョン、および各ファームウェアバージョンを使用するシステムの数を表示します。
詳細情報
iLO 連携グループのインベントリ作成

iLO 連携グループメンバーの表示
1.
2.
3.

メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
iLO 連携グループを選択します。
グループがインベントリに追加されていなかった場合、インベントリプロセスを開始しま
す。
[サーバー]セクションには、グループ内のサーバーモデルと、各サーバーモデルの合計数
を示します。

iLO 4 ファームウェアバージョン 2.10 以降は、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスをサポートしま
す。 IPv4 と IPv6 を使用して iLO システムを構成した場合、HP SUM は iLO 連携グループ内
でそのノードを 2 回表示します。 これは、影響を受けるノードへの展開には影響しません。
詳細情報
iLO 連携グループのインベントリ作成

ソフトウェアの iLO 連携グループへの展開（オンライン）
1.
2.

メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
[iLO 連携アップデート]画面で、[アクション]→[オンラインレビュー/展開]の順に選択しま
す。
注記: iLO 連携グループにインストールしている場合は、TPM を無効にします。 TPM
は、オンライン展開に関する問題の原因となる可能性があります。

3.

[インストールオプション]を選択します。
注記: コンポーネントのダウングレードまたは上書きを選択する場合、ダウングレード
または上書きをするコンポーネント（[ファームウェア]、[ソフトウェア]、その両方）を指
定する必要があります。

4.
5.
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[フィルター]セクションで、更新するサーバーを選択します。 HP SUM は、すべてのノー
ドのコンポーネントを表示します。
オプション：[ベースラインライブラリ]セクションで、使用するベースラインを選択しま
す。

iLO 連携の他の HPE ユーティリティとの使用

6.
7.

[ベースラインライブラリ]セクションで、展開するコンポーネントを選択します。 デフォ
ルトの選択項目に対して変更を行った場合は、[解析]をクリックします。
[展開]をクリックします。

HP SUM は、展開中にインターフェイス iLO との接続を失った場合、ユーザーにインターフェ
イス iLO の認証情報の入力を要求します。

ソフトウェアの iLO 連携グループへの展開（オフライン）
[オフラインレビュー/展開]操作を使用して iLO 連携グループのすべてのメンバーに ISO イメー
ジをマウントし、ノードをリセットして ISO イメージから起動し、オフラインアップデートを
実行します。
1. メインメニューから、[iLO 連携アップデート]を選択します。
2. [iLO 連携アップデート]画面で、[アクション]→[オフラインレビュー/展開]の順に選択しま
す。
HP SUM は [iLO 連携グループ名]と [インターフェイス iLO] を表示します。
3.
4.

[指定した HTTP サーバー上で ISO を使用]を選択します。
[ISO イメージ]ボックスで、HTTP 経由で使用できるネットワーク上の ISO イメージの
URL を入力します。
注記: iLO 連携グループのインベントリに使用したベースラインを含むソース ISO を選
択します。

5.

[検証]をクリックします。
HP SUM はパスが有効であることを確認します。

6.
7.

[フィルター]セクションで、HP SUM が電源を切断してコンポーネントを展開するサーバー
を選択します。
[電源オフおよび展開]をクリックします。

ISO イメージがマウントされていない場合、HP SUM は、エラーメッセージを表示します。

レポートの生成
HP SUM は、通常のノードに対して作成するレポートと同じレポートを iLO 連携グループに対
して作成します。 レポートの生成について詳しくは、HP SUM のユーザーガイドを参照して
ください。
注記: iLO 連携レポートには、バージョンと更新のみの詳細が含まれ、グループのサーバー
ごとの詳細は含まれません。

iLO 連携グループの削除
•

[iLO 連携アップデート]画面から iLO 連携グループを選択して、[アクション]→[削除]の順
に選択します。

HP SUM での iLO 連携機能の使用
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6 トラブルシューティング
クエリエラーが iLO 連携ページで発生する
症状：
iLO 連携ページを開いたときに、iLO ピアおよび関連付けられたデータがページに表示されな
いことがあり、次のエラーが表示されます。
Errors occurred during query, returned data may be incomplete or
inconsistent.

原因
このエラーが発生する可能性があるのは、ネットワークの通信エラー、構成の問題、または
iLO システムの障害によって、必ずしも iLO 連携グループ内のすべてのシステムからデータの
取得ができなかった場合です。

処置
以下の処置を試してください。
•

[マルチキャストアナウンスメント間隔]で構成された時間の 2 倍待ってから、iLO 連携ペー
ジを更新します。 iLO システムが再構成されたが、ローカル iLO システムと通信できない
場合、その iLO システムは有効期限後にピア関係から削除されます。

•

[マルチシステムマップ]ページのエラーを確認します。 このページでは、iLO のピア間の
通信の問題を特定することができます。

•

BladeSystem エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場合、Onboard
Administrator Web インターフェイスの[エンクロージャー設定]→[ネットワークアクセ
ス]→[プロトコル]ページで、[エンクロージャー iLO 連携サポート]が構成されているか確
認します。 Onboard Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりま
せん。 これは、エンクロージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可す
るために必要です。

•

ネットワーク内のスイッチが iLO ピア間で通信できるように構成されていることを確認し
ます。

•

iLO ピアのネットワークルート、サブネットマスク、IP アドレス、または HTTP ポートを
最近変更した場合、iLO ピアがローカル iLO システムへの通信パスを持っていることを確
認します。

•

ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認
します。 中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の
変更により、ローカルの iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性がありま
す。

詳細情報
iLO 連携マルチシステムマップの表示
iLO の [マルチシステムマップ] ページに 502 エラーが表示される
iLO の [マルチシステムマップ] ページにタイムアウトエラーが表示される
iLO の [マルチシステムマップ] ページに 403 エラーが表示される
エンクロージャー iLO 連携サポートの構成
iLO 連携のネットワーク要件
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iLO の [マルチシステムマップ] ページにタイムアウトエラーが表示され
る
症状：
[マルチシステムマップ]ページには、ローカル iLO システムのピアに関する Timed Out エ
ラーが表示されます。

原因
このエラーは、次の状況で発生する可能性があります。
•

ローカル iLO システムのピアに、障害が発生したピアがある。

•

中間のファイアウォールで、ローカル iLO システムとピアの間の通信を妨げている。

•

ネットワーク構成の変更により、ローカル iLO システムとピアの間の通信を妨げている。

•

ピアを格納しているエンクロージャーに iLO 連携サポートが構成されていない。

処置
次のいずれかを試行します。
•

障害が発生したピアを削除するか修復します。

•

ネットワークが iLO ピアの間で通信できるように構成されていることを確認します。

•

Onboard Administrator Web インターフェイスの[エンクロージャー設定]→[ネットワーク
アクセス]→[プロトコル]ページで、iLO サーバーブレードピアを含むエンクロージャーが
iLO 連携サポートに構成されていることを確認します。 Onboard Administrator 4.11 以降
では、この設定を構成していなければなりません。 これは、エンクロージャー内のサー
バーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。

詳細情報
エンクロージャー iLO 連携サポートの構成
iLO 連携のネットワーク要件

iLO の [マルチシステムマップ] ページに 502 エラーが表示される
症状：
[マルチシステムマップ]ページで 502 エラーが表示されます。

原因
一覧表示されているピアがローカル iLO システムからの要求を拒否しました。

処置
ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認しま
す。 中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の変更によ
り、ローカルの iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性があります。

iLO の [マルチシステムマップ] ページに 403 エラーが表示される
症状：
[マルチシステムマップ]ページで 403 禁止/認証エラーが表示されます。

iLO の [マルチシステムマップ] ページにタイムアウトエラーが表示される
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原因
ローカル iLO システムのグループキーとピア iLO システムのグループキーが一致していませ
ん。

処置
選択したグループのメンバーになっているすべての iLO システムのグループキーが一致するこ
とを確認してください。

iLO ピアが iLO 連携ページに表示されない
症状：
iLO ピア（ローカル iLO システムと同じグループ内のシステム）が iLO 連携ページに表示され
ていません。

処置
以下の処置を試してください。
•

選択したグループのメンバーになっているすべての iLO システムのグループキーが一致す
ることを確認してください。

•

構成済みのマルチキャスト間隔の 2 倍待ってから、iLO 連携ページを更新します。 iLO シ
ステムが再構成されたが、ローカル iLO システムと通信できない場合、その iLO システム
は有効期限後にピア関係から削除されます。

•

エンクロージャー内のサーバーブレードを使用する場合、Onboard Administrator Web イ
ンターフェイスの[エンクロージャー設定]→[ネットワークアクセス]→[プロトコル]ページ
で、[エンクロージャー iLO 連携サポート]が構成されているか確認します。 Onboard
Administrator 4.11 以降では、この設定を構成していなければなりません。 これは、エン
クロージャー内のサーバーブレード間でのピアツーピア通信を許可するために必要です。

•

ネットワーク内のスイッチが iLO ピア間で通信できるように構成されていることを確認し
ます。

•

ローカルの iLO システムとエラーが発生したピアとの間に通信パスが存在することを確認
します。 中間のファイアウォール、または iLO ネットワーク構成や HTTP ポート設定の
変更により、ローカルの iLO システムとピア間の通信がブロックされる可能性がありま
す。

詳細情報
エンクロージャー iLO 連携サポートの構成
iLO 連携のネットワーク要件

iLO のピアが、IPv4 ネットワーク上で IPv6 アドレスで表示される
症状：
IPv4 ネットワーク上の iLO ピアが iLO 連携ページに IPv6 アドレスで表示されます。

処置
ネットワークが IPv4 のみを使用するよう構成されている場合、[ネットワーク]→[iLO 専用ネッ
トワークポート]→[IPv6] ページの [iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初に使用]
チェックボックスが選択されていないことを確認します。
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トラブルシューティング

選択したすべてのサーバーで、HP SUM のオフライン展開を開始でき
ない
症状：
管理ネットワークが要求を処理できない場合、選択したすべてのサーバーで、iLO 連携グルー
プでの HP SUM の [オフラインレビュー/展開] 処置が開始されない場合がある。

処置
以下の処置を試してください。
•

サーバーグループの規模を小さくして、オフライン展開要求を試みます。
エンクロージャーで複数のサーバーを使用している場合は、サーバーグループのメンバー
を 8 つまでに制限することをおすすめします。

•

ご使用の環境に適用されるアップデートだけを含むカスタム ISO を使用して、オフライン
展開要求を試みます。

選択したすべてのサーバーで、HP SUM のオフライン展開を開始できない
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7 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。

失われたライセンスキーの復旧
iLO のライセンスキーが失われた場合、以下の Email アドレスのいずれかに交換要求とお客様
の購入の証明を送信してください。
•
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南北アメリカ：licensing.ams@hpe.com

サポートと他のリソース

•

欧州、中東、およびアフリカ：licensing.emea@hpe.com

•

アジア太平洋地域および日本：licensing.apj@hpe.com

Web サイト
Web サイト

リンク

iLO 4

http://www.hpe.com/info/ilo/docs

HP SUM

http://www.hpe.com/info/hpsum/documentation

SPP

http://www.hpe.com/info/spp/documentation

Onboard Administrator

http://www.hpe.com/support/oa/docs

iLO RESTful API および RESTful インターフェイスツー http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs
ル
ProLiant Gen8 サーバー

http://www.hpe.com/info/proliantgen8/docs

ProLiant Gen9 サーバー

http://www.hpe.com/support/proliantgen9/docs

Synergy サーバー

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

カスタマーセルフリペア（HPE 通報サービス）
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
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

Web サイト
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用語集
ACPI

Advanced Configuration and Power Interface

BIOS

Basic Input/Output System。基本入出力システム

cookie

Web サイトが特定の設定を保持するために、ハードディスクドライブに保存するスクリプト
できない小さいテキストファイルです。 サイトに戻ると、システムが前に保存された設定で
cookie を開くので、サイトに設定を渡すことができます。 また、cookie は、一時的にセッ
ションデータを保存するために使用されます。

CPLD

Complex Programmable Logic Device。 研究所等で複雑な機能を実行するようにプログラム
できる集積回路の一般用語。

HPQLOCFG

HPE Lights-Out Configuration Utility

HP SUM

HP Smart Update Manager

iLO

内蔵 Lights-Out

ISO

International Organization for Standardization。国際標準化機構

MLD

Multicast Listener Discovery

NVMe

Non-Volatile Memory Express

OA

Onboard Administrator

PIM

Protocol-Independent Multicast

RIBCL

Remote Insight Board Command Language。リモート Insight ボードコマンド言語

SAID

Service Agreement Identifier

SSDP

Simple Service Discovery Protocol

TPM

Trusted Platform Module

UDP

User Datagram Protocol。ユーザーデータグラムプロトコル

UID

Unit identification。ユニット識別子

UPnP

Universal Plug and Play。ユニバーサルプラグアンドプレイ

UUID

Universally Unique Identifier。ユニバーサル一意識別子

52

用語集
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