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1 はじめに
ヒント: このガイドの情報は、ProLiant Gen9 サーバーで Intelligent Provisioning を使用する
ためのものです。ProLiant Gen8 サーバーで Intelligent Provisioning を使用する場合は、
Information Library（http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs ）で入手可能な
ProLiant Gen8 servers 用の Intelligent Provisioning のユーザーガイドを参照してください。

Intelligent Provisioning について
Intelligent Provisioning は、ProLiant Gen9 サーバーに組み込まれた単一サーバー展開ツールで
あり、ProLiant サーバーの以前の世代で使用されていた SmartStart CD や Smart Update Firmware
DVD に代わる機能です。Intelligent Provisioning によって、サーバーのセットアップがシンプ
ルになり、信頼性が高く一貫した方法でサーバーを展開できます。
Intelligent Provisioning は、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよび Hewlett
Packard Enterprise ブランドバージョンの OS ソフトウェアをシステムにインストールしたり、
Service Pack for ProLiant（SPP）から最適化されたサーバーサポートソフトウェアを統合した
りして、OS のインストールプロセスを支援します。SPP は、ProLiant サーバーとサーバーブ
レードおよびそれらのサーバーを収納するエンクロージャー向けの包括的なシステムソフト
ウェアおよびファームウェアソリューションです。ProLiant Gen9 サーバーには、ファームウェ
アコンポーネントと OS コンポーネントの基本的なセットがプリロードされています。これら
のコンポーネントは、Intelligent Provisioning 2.xx とともにインストールされます。

Intelligent Provisioning の操作
ProLiant Gen9 サーバー向け Intelligent Provisioning には、次のコンポーネントが含まれていま
す。
•

ProLiant サーバー用のクリティカルブートドライバー

•

Active Health System（AHS）

•

StoreVirtual Virtual Storage Appliance（VSA）

重要:
•

ProLiant Gen9 サーバーには、ファームウェアおよびドライバーがプリロードされていま
すが、初期セットアップ時にファームウェアをアップデートして、最新のバージョンに保
つようにしてください。ファームウェアをアップデートすると、サポートされる最新の機
能（Microsoft Windows 2012 のインストールなど）を利用するための最新バージョンの
Intelligent Provisioning を保持していることも保証されます。

•

ProLiant サーバーでは、ファームウェアは Intelligent Provisioning ファームウェア更新ユー
ティリティを使用してアップデートされます。

•

現在使用中のバージョンとの互換性が必要な場合は、ファームウェアのアップデートを実
行しないでください。

注記: Intelligent Provisioning はマルチホーム構成内では機能しません。マルチホームホスト
とは、複数のネットワークに接続されているか、複数の IP アドレスを持っているホストです。
Intelligent Provisioning は、次のオペレーティングシステムのインストールを支援します。
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•

Microsoft Windows 2012 および Windows 2012 R2

•

Red Hat Enterprise Linux

•

SUSE Linux Enterprise Server

•

VMware ESXi カスタムイメージ

はじめに

•

VMware ESXi/vSphere カスタムイメージ

OS のすべてのバージョンがサポートされているわけではありません。ProLiant Gen9 サーバー
に対してサポートされる OS について詳しくは、ProLiant サーバー用のオペレーティングシス
テムおよび仮想化ソフトウェアサポートを参照してください。
詳細情報
（http://www.hpe.com/info/ossupport （英語））

Intelligent Provisioning へのアクセス
Intelligent Provisioning にアクセスするには、サーバーの電源を入れるか、サーバーを再起動
し、サーバーの POST 実行時にプロンプトが表示されたら [F10] キーを押します。
サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始します。
1. ブラウザーを開き、https://<iLO host name or IP address> と入力して、iLO の
Web インターフェイスにログインします。
2. ログインページで、次のいずれかの操作を行います。
•

ディレクトリ、またはローカルユーザーのアカウント名とパスワードを入力して、[ロ
グイン]をクリックします。

•

[Zero サインイン]ボタンをクリックします。
このボタンは、iLO が Kerberos ネットワーク認証用に構成されている場合に表示さ
れます。

3.
4.
5.

[リモートコンソール] → [リモートコンソール]ページに移動します。
ご利用のシステムが、使用するリモートコンソールアプリケーションの使用要件を満たし
ていることを確認します。
選択したアプリケーションの [起動]ボタンをクリックします。
または、[概要]ページにある統合リモートコンソールのリンクをクリックできます。

6.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。
サーバーが再起動し、ProLiant の POST 画面が表示されます。

7.

サーバーの POST の実行中にプロンプトが表示されたら、[F10] キーを押します。

Intelligent Provisioning にアクセスすると、次のいずれかになります。
•

初めて Intelligent Provisioning を使用する場合は、画面に表示される指示に従って初期構
成および登録タスクを実行します

•

すでに Intelligent Provisioning にアクセスして初期設定および登録タスクが完了している
場合は、Intelligent Provisioning のホームページが表示されます。ホーム画面で、次のいず
れかのオプションを選択して Intelligent Provisioning を使用します。

◦

[構成とインストール]
注記: [構成とインストール]オプションは、ProLiant SL、SE、および XL サーバー
では使用できません（ProLiant XL420 Gen9 サーバーを除く）。

◦

[メンテナンスの実行]

Intelligent Provisioning へのアクセス
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Intelligent Provisioning を終了するには、ページ右上の電源アイコンをクリックしてサーバーを
再起動してください。
詳細情報
「サーバー構成と OS インストール」(23 ページ)
「初期設定および登録タスクの完了」(10 ページ)
「メンテナンスの実行」(38 ページ)

Intelligent Provisioning での操作
このメニュー方式インターフェイスを操作し、設定を変更するには、Intelligent Provisioning
ウィンドウの右上部および左下部と右下部に表示される操作アイコンを使用します。
これらの操作アイコンは画面ごとに異なり、すべての画面に表示されるわけではありません。
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はじめに

アイコン

機能

ホーム

[構成とインストール]および [メンテナンスの実行]メニューがある Intelligent Provisioning のホーム
ページに戻ります。このアイコンは、初期設定および登録作業の完了後に初めて使用できるように
なります。

ヘルプ

オンラインヘルプを開き、現在の画面に関するセクションまで移動します。

システム情

Intelligent Provisioning のバージョンなどのシステム情報を表示します。

報
電源

サーバーの電源を切るか、サーバーを再起動します。
選択を確認し、保存した後で前の画面に戻ります。

前へ
選択を確認し、保存した後で次の画面に進みます。
続行

Intelligent Provisioning での操作
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2 初期設定および登録タスクの完了
Intelligent Provisioning を初めて使用するときは、画面に表示される指示に従って初期構成およ
び登録タスクを実行してください。

初期構成および登録タスク
初期構成および登録には、以下のタスクが含まれます。
1. 「ステップ 1：Intelligent Provisioning の環境設定」(10 ページ)
2. 「ステップ 2：Intelligent Provisioning のアクティブ化」(13 ページ)
3. 「ステップ 3：HPE Remote Support の登録」(14 ページ)

Intelligent Provisioning でインストールされるソフトウェア
Windows システムがインターネット接続のある Intelligent Provisioning を使用してインストー
ルされると、すべてのソフトウェアアプリケーションは自動的にダウンロードされ、インス
トールされます。その他のオペレーティングシステム、またはインターネット接続のない
Windows システムでは、以下のアプリケーションは Intelligent Provisioning で自動的にインス
トールされません。これらは SPP を実行してインストールできます。
•

HPE ProLiant Agentless Management Service（AMS）

•

HPE Network Configuration Utility for Windows

•

HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）

•

HPE Lights-Out Online Configuration ユーティリティ

•

HPE Insight Diagnostics

ステップ 1：Intelligent Provisioning の環境設定
[環境の設定]画面は、サーバーで Intelligent Provisioning を初めて実行するときに自動的に表示
されます。
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初期設定および登録タスクの完了

日付選択キーシーケンス
日付を選択する場合は、次のキーシーケンスを使用できます。
•

PAGE UP：前の月を選択します。

•

PAGE DOWN：次の月を選択します。

•

CTRL＋PAGE UP：前の年を選択します。

•

CTRL＋PAGE DOWN：次の年を選択します。

•

CTRL＋HOME：日付セレクターが閉じている場合に、開きます。

•

CTRL/COMMAND＋HOME：現在の月を選択します。

•

CTRL/COMMAND＋LEFT：前の日を選択します。

•

CTRL/COMMAND＋RIGHT：次の日を選択します。

•

CTRL/COMMAND＋UP：前の週を選択します。

•

CTRL/COMMAND＋DOWN：次の週を選択します。

•

ENTER：フォーカスされた日付を選択します。

•

CTRL/COMMAND＋END：日付セレクターを閉じて、日付を消去します。

•

ESCAPE：選択を行わずに、日付セレクターを閉じます。

環境設定
1.
2.

インターフェイス言語とキーボード言語を選択します。
システムの日付と時刻が正確であることを確認します。
日付または時刻を変更するには、表示されている日付または時刻をクリックし、表示され
ているカレンダーとクロックを使用して新しい値を選択します。
ステップ 1：Intelligent Provisioning の環境設定
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3.

エンドユーザー使用許諾契約書（EULA）を読みます。
•

Intelligent Provisioning をそのまま使用するには、[同意]をクリックします。
EULA に含まれているのは、補助ソフトウェアへのリンクです。これには、サード
パーティによって開発または取得されたオープンソースおよび所有権のあるソフト
ウェアのリストが含まれます。このリンクおよび EULA の他のすべてのリンクは有効
ではありませんが、ブラウザーに入力するとアクセスできます。

•

4.

Intelligent Provisioning の使用を取り消すには、[再起動]をクリックしてユーティリ
ティを終了し、サーバーを再起動します。Intelligent Provisioning はアクセス可能のま
まになります。

ネットワーク設定を入力します。
リストからアクティブ NIC を選択し、次のいずれかの IP アドレス方式を選択します。

5.

6.

•

[DHCP の自動構成] - [DHCP] を選択して、IP アドレスを自動的にサーバーに割り当
てることをおすすめします。

•

[静的 IPv4] - IPv4 を選択すると、4 つの新しいフィールド（静的 IPv4 アドレス、ネッ
トワークマスク、ゲートウェイアドレス、および DNS アドレス）が追加されます。

•

[静的 IPv6] - IPv6 を選択すると、2 つのフィールド（静的 IP アドレスとゲートウェ
アアドレス）が追加されます。

プロキシを使用するかどうかを指定します。ネットワークにプロキシがある場合は、ネッ
トワークで通信を行う機能で使用するために、プロキシを構成する必要があることがあり
ます。[プロキシの使用]を選択した場合は、[プロキシアドレス]と [Web プロキシのポー
ト]を入力します。
iLO ネットワーク設定を入力します。
次のいずれかの iLO ネットワーク IP アドレス方式を選択します。
•

[DHCP の自動構成] - [DHCP] を選択して、IP アドレスを自動的にサーバーに割り当
てることをおすすめします。

•

[静的 IPv4] - IPv4 を選択すると、4 つの新しいフィールド（静的 IPv4 アドレス、ネッ
トワークマスク、ゲートウェイアドレス、および DNS アドレス）が追加されます。

•

[オフ] - [オフ] を選択すると、このサーバーが iLO から利用できなくなります。

iLO の使用について詳しくは、iLO 4 のユーザーガイド（Web サイト http://www.hpe.com/
info/ilo/docs ）を参照してください。
7.

8.
9.

Intelligent Provisioning のシステムソフトウェアアップデートの配布オプションを選択しま
す。
•

[HPE ウェブサイト] - アップデートが使用可能になったときに通知を受信し、サー
バー用のすべてのソフトウェアアップデートを hpe.com からダウンロードするには、
このオプションを選択することをおすすめします。

•

[HTTP/FTP] - プロンプトが表示されたら、URL フィールドにアドレスを入力します。

•

[無効] - システムソフトウェアを手動で更新する予定の場合は、このオプションを選
択して自動アップデートを無効にします。

正しい [タイムゾーン]を選択します。
必要に応じた [システムブートモード]を選択します。
注記: システムブートモードの変更は、OS インストールプロセス中または次の POST
の中で行われます。

10. [続行]右矢印をクリックすると、自動的に「ステップ 2：Intelligent Provisioning のアクティ
ブ化」(13 ページ)に進みます。
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注記: 後でこの画面にアクセスして環境設定を変更するには、[メンテナンスの実行]メニュー
を開き、[Intelligent Provisioning 環境設定]をクリックします。
詳細情報
http://www.hpe.com/info/ilo/docs
「Intelligent Provisioning の環境設定」(41 ページ)

ステップ 2：Intelligent Provisioning のアクティブ化
Intelligent Provisioning に初めてログインすると、[環境設定] 画面の後に [アクティベーション]
画面が表示されます。

Intelligent Provisioning をアクティブにし、サーバーの POST 実行時に使用できるようにする
には、以下の手順に従ってください。
1. [有効にする（推奨）]を選択します。
2. [続行]右矢印をクリックすると、自動的に「ステップ 3：HPE Remote Support の登録」
(14 ページ)に進みます。

Intelligent Provisioning の無効化
1.
2.

[無効にする（非推奨）]を選択します。
[続行]右矢印をクリックします。サーバーが再起動します。POST 実行中、画面では F10
が赤色のテキストで表示され、F10 キーが無効で Intelligent Provisioning にアクセスでき
ないことを示します。

Intelligent Provisioning の再有効化
1.

サーバーを再起動し、プロンプトが表示されたら、F9 キーを押して UEFI システムユー
ティリティにアクセスします。
ステップ 2：Intelligent Provisioning のアクティブ化
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2.

3.

システムユーティリティ画面で、[システム構成]→[ROM ベースセットアップユーティリ
ティ（RBSU）]→[サーバーセキュリティ]→[Intelligent Provisioning（F10 プロンプト）]
を選択し、[Enter] キーを押します。
[有効]を選択します。

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、HPE UEFI システムユーティリティユーザー
ガイド（http://www.hpe.com/support/UEFIGen9_UG_ja ）を参照してください。

ステップ 3：HPE Remote Support の登録
HPE 内蔵リモートサポート
Intelligent Provisioning には、内蔵リモートサポート機能が含まれており、この機能により、サ
ポートされるサーバーを HPE リモートサポートに登録することができます。
サーバーを Hewlett Packard Enterprise に接続することで、そのサーバーをリモートサポート
の対象とすることができ、サーバーは診断情報、構成情報、テレメトリ情報、および担当者情
報を Hewlett Packard Enterprise に安全に送信することができます。その他のビジネス情報は
収集されません。またデータは Hewlett Packard Enterprise Privacy Statement（http://
www.hpe.com/info/privacy で確認できます）に従って管理されます。
内蔵リモートサポート機能を使用する場合は、Insight Online Direct Connect とInsight Remote
Support Central Connect のどちらかの構成オプションを選択してください。

Insight OnlineDirect Connect
サーバーを登録して、Insight Online と直接通信します。ローカル環境に Insight Remote Support
の一元化されたホスティングデバイスをセットアップする必要はありません。Insight Online
は、リモートサポート情報の主要なインターフェイスです。
Insight Online は、リモート監視対象のデバイスをいつでもどこでも表示できる、Hewlett Packard
Enterprise サポートセンターの機能です。Insight Online は、外出時の監視用モバイルダッシュ
ボードを含む個別化されたダッシュボードを提供し、IT の動作とサポート情報の追跡を簡素化
します。
図 1 (14 ページ)は、サーバーとの Direct Connect 構成を示しています。
図 1 Insight OnlineDirect Connect

サーバー

ファイア
ウォール

Insight Remote Support Central Connect
サーバーを登録して、ローカル環境の Insight Remote Support の一元化されたホスティング
サーバーを使用して Hewlett Packard Enterprise と通信します。すべての構成およびサービス
イベント情報は、ホストサーバーを介してルーティングされます。この情報は、ローカルの
Insight RS Console または Insight Online の Web ベースのビュー（Insight RS で有効になって
いる場合）を使用して表示できます。
図 2 (15 ページ)は、サーバーとの Central Connect 構成を示しています。
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図 2 Insight Remote Support Central Connect

Insight RS

サーバー

ホストサーバー

ファイア
ウォール

デバイスサポート
内蔵リモートサポートの登録は、以下のデバイスタイプをサポートしています。
Insight OnlineDirect Connect
•

ProLiant Gen8 サーバー

•

ProLiant Gen9 サーバー

Insight Remote SupportCentral Connect
•

ProLiant Gen8 サーバー

•

ProLiant Gen9 サーバー

HPE OneView を使用してご利用の環境を管理する場合は、HPE OneView を使用してリモート
サポートを登録します。詳しくは、HPE OneView のドキュメント（http://www.hpe.com/info/
oneview/docs ）を参照してください。

HPE リモートサポートにより収集されるデータ
サーバーがリモートサポート対象に登録されている場合、iLO が Active Health System 情報お
よびサーバー構成情報を収集した後、iLO または Insight RS ホストサーバーが Hewlett Packard
Enterprise にこの情報を送信します。Active Health System 情報は 7 日ごとに送信され、構成
情報は 30 日ごとに送信されます。以下の情報が含まれます。
•

•

登録 - サーバーの登録中、iLO は、サーバーハードウェアを一意に識別するためのデータ
を収集します。登録データには、以下の情報が含まれます。

◦

サーバーモデル

◦

シリアル番号

◦

iLO NIC アドレス

サービスイベント - サービスイベントが記録されると、iLO は、関連ハードウェアコンポー
ネントを一意に識別するためのデータを収集します。サービスイベントデータには、以下
の情報が含まれます。

◦

サーバーモデル

◦

シリアル番号

◦

ハードウェアコンポーネントの部品番号

◦

ハードウェアコンポーネントの説明、位置、およびその他の識別特性

ステップ 3：HPE Remote Support の登録

15

•

•

構成 - データの収集中、iLO は、プロアクティブなアドバイスとコンサルティングを可能
にするデータを収集します。構成データには、以下の情報が含まれます。

◦

サーバーモデル

◦

シリアル番号

◦

プロセッサーモデル、速度、および使用率

◦

ストレージ容量、速度、および使用率

◦

メモリ容量、速度、および使用率

◦

ファームウェア/BIOS

◦

インストールされているドライバー、サービス、およびアプリケーション（AMS が
インストールされている場合）

Active Health System - データの収集中、iLO は、サーバーのヘルス、構成、およびラン
タイムテレメトリーに関するデータを収集します。この情報は、問題のトラブルシュー
ティングおよび閉ループ品質分析に使用されます。

データ収集について詳しくは、iLO のユーザーガイドを参照してください。

HPE プロアクティブケアサービス
HPE プロアクティブケアサービスのお客様は、サーバーをリモートサポート対象に登録して、
プロアクティブケア機能（プロアクティブスキャンレポートおよびファームウェアとソフト
ウェアのバージョンレポート）を受信する必要があります。
•

Direct Connect を使用するには、AMS のインストールが必要です。

•

Central Connect を使用するには、AMS または SNMP/WBEM エージェントのインストー
ルが必要です。

詳しくは、Web サイトhttp://www.hpe.com/services/proactivecarecentralを参照してくださ
い。

リモートサポートの登録に関する前提条件
•

サーバーは、Intelligent Provisioning を介して内蔵リモートサポートの登録をサポートして
います。
重要: HPE OneView を使用してご利用の環境を管理する場合は、HPE OneView を使用
してリモートサポートを登録します。詳しくは、HPE OneView のドキュメント（http://
www.hpe.com/info/oneview/docs ）を参照してください。

•

ご使用の環境は、リモートサポートの登録要件を満たす必要があります。詳しくは、HPE
の Web サイト（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs ）にある『ProLiant
サーバーおよび BladeSystem c-Class エンクロージャー用 Insight Remote Support および
Insight Online セットアップガイド』を参照してください。

•

サポート対象のバージョンの Intelligent Provisioning がインストールされている。
Remote Support への登録には、バージョン 2.01 以降が必要です。

•

iLO が以下のように構成されている。

◦

サポート対象のバージョンの iLO ファームウェアがインストールされている。
他社製ソフトウェアの脆弱性に対応するために、iLO 4 2.03 以降の使用をおすすめし
ます。
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◦

タイムゾーンが iLO で設定されている。

◦

DNS サーバーが iLO に構成されている。
これは、iLO と Insight Online 間の通信に必要です。

iLO の構成について詳しくは、iLO 4 のユーザーガイドを参照してください。
•

Insight Remote Support Central Connect のみ：Insight RS ソフトウェアのサポートされる
バージョンが Insight RS ホストサーバーにインストールされ、構成されている。

•

Insight Remote Support Central Connect のみ：サーバーの RIBCL プロトコル認証情報が、
Insight RS Console で構成されている。
RIBCL プロトコル認証情報について詳しくは、Insight Remote Support のインストール/コ
ンフィギュレーションガイドを参照してください。

詳細情報
デバイスサポート
ファームウェアのアップデート

Insight Online Direct Connect の登録
Insight Online Direct Connect に登録している場合は、Intelligent Provisioning と Insight Online
ポータルの両方で手順を完了する必要があります。

前提条件
•

ご使用の環境が「リモートサポートの登録に関する前提条件」(16 ページ)で説明されてい
る前提条件を満たしていることを確認します。

•

この手順を完了するには、HP Passport アカウントが必要です。詳しくは、http://
www.hpe.com/info/insightonline-ja を参照してください。

Insight Online Direct Connect の登録（ステップ 1）
1.

2.

[Hewlett Packard Enterprise に接続する]ウィンドウが、初期設定および登録タスクの前
のステップで表示されていない場合は、Intelligent Provisioning の [メンテナンスの実行]
ページに移動してから、[HPE Insight Remote Support] を選択します。
[このサーバーを HPE に直接接続します]を選択します。

ステップ 3：HPE Remote Support の登録
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3.
4.

5.

HP パスポートのユーザー ID とパスワードを入力します。
オプション：サーバーがインターネットへのアクセスに Web プロキシサーバーを使用す
る場合、[Show proxy information] をクリックして、次の情報を入力します。
•

[Web プロキシサーバー] - ホスト名または IP アドレスを入力します。

•

[Web プロキシのポート]

•

[Web プロキシのユーザー名]

•

[Web プロキシのパスワード]

[登録]をクリックします。
Intelligent Provisioning によって、登録プロセスの手順 1 が終了したことが通知され、手
順 2 を実行するよう求めるプロンプトが表示されます。
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登録要求が完全に処理されるまで、最大 5 分間待ってください。

Insight Online Direct Connect の登録（ステップ 2）
1.
2.

Insight Online の Web サイト（http://www.hpe.com/info/insightonline-ja ）に移動し、
HP パスポートの認証情報を使用してログインします。
Hewlett Packard Enterprise がお客様のサーバーに対してサービスを提供できるように、
Insight Online で画面上の指示に従って、サイト、担当者、およびパートナー情報を入力
します。
複数のサーバーがある場合は、処理を合理化するために、1 つの Insight Online セッショ
ン中に、すべてのサーバーでステップ 1 を完了させてから、すべてのサーバーでステップ
2 を完了させます。
手順については、ProLiant サーバーおよび BladeSystem c-Class エンクロージャー用 Insight
Remote Support および Insight Online のセットアップガイドを参照してください。

登録が完了していることの確認
1.

Intelligent Provisioning の Remote Support への登録ページに戻って、[確認]をクリックし
ます。
Intelligent Provisioning によって、登録プロセスが終了したことが通知されます。

2.

[続行]右矢印をクリックして、Intelligent Provisioning のホームページに進みます。

登録後の手順の完了
リモートサポートの操作を正常に行うために、システムソフトウェアをインストールした後に
次の手順を完了してください。
1. オプション：サーバーのオペレーティングシステムが実行中であること、および AMS が
インストールされていることを確認します。
AMS をインストールすることをおすすめします。詳しくは、iLO 4 のユーザーガイドを参
照してください。
Intelligent Provisioning の [推奨]インストール方法で Windows をインストールすると、
AMS は自動的にインストールされます。
ステップ 3：HPE Remote Support の登録
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プロアクティブケアのお客様のみ：プロアクティブケアサービスの機能（プロアクティブ
スキャンレポートおよびファームウェアとソフトウェアのバージョンレポート）を取得す
るには、AMS のインストールが必要である。
AMS の使用は、iLO がサーバーの名前を取得できる 1 つの方法です。iLO がサーバー名を
取得できない場合、Insight Online と Insight RS で表示されているサーバー名は、サーバー
のシリアル番号から得られます。
2.

AMS をインストールしなかった場合、Insight Online と Insight RS でサーバー名が正しく
表示されることを確認するために、以下のいずれかを実行します。
•

Windows システムの場合のみ、オペレーティングシステムを起動します。Insight
Online と Insight RS は、サーバーを識別するために、Windows コンピューター名を
使用します。

•

iLO Web インターフェイスの[管理]→[アクセス設定]ページで、[サーバー名]を構成し
ます。
サーバー名は Insight Online および Insight RS に表示され、HPE サポート、サービス
プロバイダー、販売店、およびインストーラーで確認できます。プライバシーを保護
するため、サーバー名に機密情報を使用しないでください。

3.

ProLiant iLO 3/4 チャネルインターフェイスドライバーがインストールされていることを
確認します。
Intelligent Provisioning の [推奨]インストール方法で Windows をインストールすると、こ
のドライバーは自動的にインストールされます。
このドライバーは SUSE Linux Enterprise Server 11 および 12、Red Hat Enterprise Linux
6 および 7 に標準で付属するものであり、自動的にロードされます。
詳しくは、iLO 4 のユーザーガイドを参照してください。

4.

オプション：システムイベントに関する電子メールアラートを受け取る場合は、iLO の[管
理]→[マネジメント]→[アラートメール]ページでアラートメールを構成してください。
詳しくは、iLO 4 のユーザーガイドを参照してください。

Insight Remote Support Central Connect の登録
前提条件
ご使用の環境が「リモートサポートの登録に関する前提条件」(16 ページ)で説明されている前
提条件を満たしていることを確認します。

Insight Remote Support Central Connect の登録
1.

2.
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[Hewlett Packard Enterprise に接続する]ウィンドウが、初期設定および登録タスクの前
のステップで表示されていない場合は、Intelligent Provisioning の [メンテナンスの実行]
ページに移動してから、[HPE Insight Remote Support] を選択します。
[このサーバーを自分の接続済み製品ホストサーバーを介して接続します]を選択します。

初期設定および登録タスクの完了

3.

ホストサーバーのホスト名または IP アドレスおよびポート番号を入力します。
デフォルトポートは 7906 です。

4.

[登録] をクリックします。
Intelligent Provisioning によって、登録プロセスが終了したことが通知されます。

5.

[続行]右矢印をクリックして、Intelligent Provisioning のホームページに進みます。

登録後の手順の完了
リモートサポートの操作を正常に行うために、システムソフトウェアをインストールした後に
次の手順を完了してください。
1. オプション：サーバーのオペレーティングシステムが実行中であること、および AMS が
インストールされていることを確認します。
AMS をインストールすることをおすすめします。詳しくは、iLO 4 のユーザーガイドを参
照してください。
Intelligent Provisioning の [推奨]インストール方法で Windows をインストールすると、
AMS は自動的にインストールされます。
プロアクティブケアのお客様のみ：プロアクティブケアサービスの機能（プロアクティブ
スキャンレポートおよびファームウェアとソフトウェアのバージョンレポート）を取得す
るには、AMS のインストールが必要である。
AMS の使用は、iLO がサーバーの名前を取得できる 1 つの方法です。iLO がサーバー名を
取得できない場合、Insight Online と Insight RS で表示されているサーバー名は、サーバー
のシリアル番号から得られます。
2.

AMS をインストールしなかった場合、Insight Online と Insight RS でサーバー名が正しく
表示されることを確認するために、以下のいずれかを実行します。
•

Windows システムの場合のみ、オペレーティングシステムを起動します。Insight
Online と Insight RS は、サーバーを識別するために、Windows コンピューター名を
使用します。

ステップ 3：HPE Remote Support の登録
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•

iLO Web インターフェイスの[管理]→[アクセス設定]ページで、[サーバー名]を構成し
ます。
サーバー名は Insight Online および Insight RS に表示され、HPE サポート、サービス
プロバイダー、販売店、およびインストーラーで確認できます。プライバシーを保護
するため、サーバー名に機密情報を使用しないでください。

3.

ProLiant iLO 3/4 チャネルインターフェイスドライバーがインストールされていることを
確認します。
Intelligent Provisioning の [推奨]インストール方法で Windows をインストールすると、こ
のドライバーは自動的にインストールされます。
このドライバーは SUSE Linux Enterprise Server 11 および 12、Red Hat Enterprise Linux
6 および 7 に標準で付属するものであり、自動的にロードされます。
詳しくは、iLO 4 のユーザーガイドを参照してください。

初期構成タスクおよび登録タスクの後の Remote Support への登録
初期構成および登録タスクの後でこのサーバーを Remote Support に登録する場合は、以下の
手順に従ってください。
1. 登録ページで [後で登録]を選択します。
2. [続行]右矢印をクリックします。
このサーバーを Remote Support に登録する準備ができたら、[メンテナンスの実行]画面
に移動し、[HPE Insight Remote Support] を選択します。
登録手順について詳しくは、「Insight Online Direct Connect の登録」(17 ページ)および
「Insight Remote Support Central Connect の登録」(20 ページ)を参照してください。

Intelligent Provisioning の再インストール
Firmware Update ユーティリティを使用する代わりに Intelligent Provisioning を再インストー
ルして、システムに最新のバージョンを搭載できます。Intelligent Provisioning の再インストー
ルには、2 つの方法があります。

ISO イメージからの再インストール
1.

2.
3.

Intelligent Provisioning の Web サイト（http://www.hpe.com/jp/intelligentprovisioning
）から最新の Intelligent Provisioning リカバリメディアの ISO イメージファイルをダウン
ロードします。
Intelligent Provisioning のリカバリメディアから起動します。インストールが自動的に開始
します。
更新が完了すると、サーバーが自動的に再起動します。

RPM パッケージからの再インストール（Linux のみ）
1.

2.
3.
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SDR の Web サイト（https://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/ip/ （英語））から最
新の Intelligent Provisioning リカバリ RPM パッケージに対応する RPM パッケージファイ
ルをダウンロードします。
#rpm -ivh gaius_installer-2.xx-xx.noarch.rpm コマンドを実行します。
#reboot コマンドを実行します。

初期設定および登録タスクの完了

3 サーバー構成と OS インストール
サーバーの構成と OS のインストール
Intelligent Provisioning を使用してハードウェアを構成し、ProLiant Gen9 サーバーまたはに
OS をインストールするには、[構成とインストール]メニューの指示に従って、次のタスクを
完了します。
•

「ステップ 1：ハードウェア設定の選択」(25 ページ)

•

「ステップ 2：OS の選択」(27 ページ)

•

「ステップ 3：OS 情報の入力」(30 ページ)

•

「ステップ 4：設定のレビュー」(36 ページ)

サーバーのサポートおよび特殊文字
•

ProLiant ML10 Gen9 サーバーおよび ProLiant ML10 v2 サーバーは、Intelligent Provisioning
をサポートしていません。これらのサーバーでの OS のインストールについては、サー
バーのドキュメントを参照してください。

•

ProLiant SL、SE、および XL サーバー（ProLiant XL420 Gen9 サーバーを除く）は、
Intelligent Provisioning によるオペレーティングシステムのインストールをサポートしてい
ません。これらのサーバーは、オペレーティングシステムのインストールの展開機能を除
いて、「メンテナンスの実行」 (38 ページ) で説明されているメンテナンス機能をサポー
トしています。

•

特殊文字はパスワードのみで使用できます。他のデータフィールドでは特殊文字を使用し
ないでください。パス名では特殊文字とスペースはサポートされていません。

各 OS ファミリに対してサポートされる利用可能なインストール方法、
ソースメディアのタイプ、およびフォーマット
各 [構成とインストール] 画面では、画面の指示に従いながら、サーバーを構成したり、OS を
インストールしたり、システムソフトウェアを更新したりすることができます。次の表に、各
OS ファミリに対してサポートされるインストール方法、ソースメディアのタイプ、および
フォーマットを示します。
重要: Intelligent Provisioning は、オリジナルの使用許諾されたベンダーメディアまたは Hewlett
Packard Enterprise-branded ブランドのバージョンのみをサポートします。OS のデモまたは
デベロッパーバージョン、カスタムソフトウェアまたはサービスパックを組み込むように変更
されているメディアはサポートされておらず、インストールプロセスによって正しく識別され
ない可能性があります。
推奨されるインストール方法
ディス
ク

カスタマイズされたインストール方法

手動

ネットワー FTP
ク共有

USB

ディス
ク

ネット
ワーク共
有

FTP

USB

ディスク

Microsoft ISO VM
Windows ISO
（64
ビッ
ト）

フラット
ISO

-

フラット
ISO

ISO VM
ISO

フラット
ISO

-

フラッ
ト ISO

ISO VM
ISO

VMware ISO VM
ESXi
ISO

フラット
ISO

フラット

フラット
ISO

ISO VM
ISO

フラット
ISO

フラット

フラッ
ト ISO

ISO VM
ISO

SUSE
Linux

フラット
ISO

-

-

-

-

-

-

ISO VM
ISO（最新

ISO VM
ISO

サーバーの構成と OS のインストール

23

推奨されるインストール方法
ディス
ク

ネットワー FTP
ク共有

USB

カスタマイズされたインストール方法
ディス
ク

ネット
ワーク共
有

FTP

USB

ディスク

の CPU/
チップセッ
トが未サ
ポートの場
合、kISO
が必須）

Enterprise
Server

Red Hat ISO VM
Enterprise ISO
Linux

手動

-

フラット

-

-

-

-

-

ISO VM
ISO

フォーマット：
•

フラット - 標準のフォルダー構造

•

ISO - ISO または UDF ファイル

•

VM ISO - iLO 仮想メディア ISO

•

VM NET - iLO 仮想メディアフォルダー共有

•

VM USB—iLO 仮想メディア USB

詳細情報
http://www.hpe.com/info/ossupport （英語）
「SD カードのブートデバイスとしての使用」 (24 ページ)

SD カードのブートデバイスとしての使用
Intelligent Provisioning では、OS を展開するためのターゲットとして Hewlett Packard Enterprise
が提供する SD カードを使用できます。次の SD カードのみが、代替 OS ブートデバイスとし
てサポートされています。

VMware
•

8 GB USB Enterprise Mainstream Flash Media Drive Key Kit（737953-B21）

•

8 GB microSD Enterprise Mainstream Flash Media Kit（726116-B21）

VMware と Windows
•

32 GB SD Enterprise Mainstream Flash Media Kit（700136-B21）

•

32 GB microSD Enterprise Mainstream Flash Media Kit（700139–B21）

注記:
•

Intelligent Provisioning では、SD または microSD カードへの VMware ESXi オペレーティ
ングシステムのインストールはサポートされません。

•

SD 起動では、展開インストールはサポートされません。

OS を ProLiant Gen9 サーバーまたはに展開するために、これらの SD カードをハードドライ
ブまたはソリッドステートドライブストレージの代替として使用できます。SD カードを OS
展開のターゲットとして使用することには、次のようなメリットがあります。
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•

OS をディスクレスサーバーおよび SAN ストレージに展開する

•

従来のドライブよりも少ない電力が使用される

サーバー構成と OS インストール

•

温度が低下し、スロットリングと空調のコストが減少する

•

特に g 力が高い環境で振動が減少する

•

他の用途のためにドライブベイを使用できる

詳細情報
「ステップ 3：OS 情報の入力」(30 ページ)
「展開設定の使用」(42 ページ)

ステップ 1：ハードウェア設定の選択
最初の構成画面で、消費電力、ソフトウェアの更新、およびアレイ構成を制御するグローバル
設定を入力します。

重要: この時点で、サポートされていないメディアデバイスが接続されている場合、エラー
が表示されます。この問題を解決するには、プロンプトが表示されたときに、サポートされて
いないメディアデバイスを取り外し、ネットワーク共有情報が使用できることを確認するか、
ディスク、ISO、または USB ドライブが取り付けられていることを確認します。
1.

使用する電力管理システムプロファイルを選択します。これらのプロファイルは消費電力
とパフォーマンスを対比した基本的なポリシーを設定するので、UEFI システムユーティ
リティのメニューから個別に構成する必要がなくなります。
現在の（または推奨される）プロファイルが表示されますが、設定変更のために、次のオ
プションが提供されます。
•

[変更なし]

•

[電力およびパフォーマンスの最適化]

•

[最小消費電力]
ステップ 1：ハードウェア設定の選択
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•

[最大パフォーマンス]

推奨されるデフォルトは変化します。Intelligent Provisioning がサーバー上でこれらのプロ
ファイルのいずれかと一致する既存の設定を検出すると、[システムプロファイル] フィー
ルドにそのプロファイルが表示されます。Intelligent Provisioning がサーバー上でこれらの
プロファイルのいずれとも一致しない設定を検出すると、このフィールドには [変更なし]
が表示されます。
2.
3.

OS をインストールする前にソフトウェアアップデートを実行するかどうかを選択します。
サーバーのストレージサブシステム用のアレイ構成仕様を入力します。
以下のオプションがあります。
•

[現在の設定の維持] - すでに構築済みのアレイのメンテナンスには、既存の設定を使
用します。サーバーを再びプロビジョニングする場合は、このオプションを使用しま
す。このオプションは、サーバーに有効な論理ドライブが存在する場合のみ表示され
ます。新しいサーバーのインストールの場合、このオプションは表示されません。
注記:
セキュアブートは、Windows Server 2012 R2 および Windows Server 2012 が動作す
るシステム上で使用できます。

•

[推奨された設定] - HPE SSA は、存在するすべてのドライブに対してポーリングを行
い、それらのドライブに適したアレイを構築します。たとえば、2 つのドライブが
Smart アレイカードに接続されている場合、セットアップはデフォルトで RAID 1 と
なります。最初にサーバーをプロビジョニングするときにこのオプションを選択する
ことをおすすめします。
注意: このオプションを選択すると、すべてのディスクがリセットされ、アレイが
存在する場合はアレイもリセットされます。初回のセットアップ時にはアレイデータ
またはディスクデータが存在しないので、サーバーには影響しません。ただし、サー
バーを再びプロビジョニングするときにこのオプションを選択すると、データおよび
ディスクアレイが消失する場合があります。HPE SSA について詳しくは、HPE Smart
Storage Administrator のユーザーガイド（http://www.hpe.com/support/SSA_UG_jp
）を参照してください。

•

[カスタマイズ] - [続行]右矢印をクリックすると HPE SSA が開き、アレイ設定を選択
できます。

注記: Smart アレイコントローラー以外のいくつかのコントローラーは、HPE SSA を使
用して構成できます。
4.
5.

複数のコントローラーが使用できる場合は、ドロップダウンメニューから使用するター
ゲットコントローラーを選択します。
ファイバーチャネルおよび iSCSI 構成を確認します。
ファイバーチャネルおよび iSCSI が検出されると、その情報が画面の一番下に表示されま
す。
Intelligent Provisioning は、iSCSI ターゲットおよび共有ストレージデバイスへのインス
トールをサポートします。インストールを開始する前に、POST 実行時に表示されるオプ
ションを使用して、またはそれぞれのセットアップアプリケーションを通じて、Intelligent
Provisioning の外でデバイスをセットアップする必要があります。また、インストールの
前に、UEFI システムユーティリティでブートコントローラーの順序を正しく設定する必
要があります。

6.
7.
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SD カード構成設定を確認します。サポートされている SD カードが取り付けられている
場合は、デバイスの詳細が表示されます。
[続行]右矢印をクリックします。

サーバー構成と OS インストール

詳細情報
「HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）の使用」(50 ページ)
「クイック構成の使用」(55 ページ)

ステップ 2：OS の選択

重要: この時点で、サポートされていないメディアデバイスが接続されている場合、接続し
た物理ディスクがありませんというエラーメッセージが表示されます。この問題を解決するに
は、プロンプトが表示されたときに、サポートされていないメディアデバイスを取り外し、
ネットワーク共有情報が使用できることを確認するか、ディスク、ISO、または USB ドライブ
が取り付けられていることを確認します。
1.

OS ファミリを選択します。
サポートされる使用可能な OS ファミリは次のとおりです。
•

Microsoft Windows

•

VMware ESXi/vSphere カスタムイメージ

•

SUSE Linux Enterprise Server

•

Red Hat Enterprise Linux

重要:
•

VMware をインストールする場合は、インストールする前に Web サイト（http://
www.hpe.com/info/esxidownload （英語））から HPE Custom ISO をダウンロード
してください。イーサーネットポート 0 がアクティブである必要があります。

ステップ 2：OS の選択
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注記:

2.

•

Microsoft Windows または Red Hat Enterprise Linux 7.X をインストールする場合、ソ
フトウェアライセンスに同意する必要があります。

•

アップデートが利用可能な場合、Intelligent Provisioning にそれらを組み込むために適
切な手順を実行するように指示するメッセージが画面に表示されます。

インストール方法を選択します。
選択する OS ファミリによっては、推奨されるデフォルトを含めてインストール方法のオ
プションが変化します。詳しくは、「各 OS ファミリに対してサポートされる利用可能な
インストール方法、ソースメディアのタイプ、およびフォーマット」(23 ページ)を参照し
てください。
以下のオプションがあります（場合によって異なる）。
•

[推奨] - この高速インストールプロセスでは、サーバーソフトウェアとファームウェ
アの構成、ストレージのパーティション作成、および OS とドライバーのインストー
ルには、Hewlett Packard Enterprise が定義したデフォルトを使用します。また、ネッ
トワークがご使用の場所にある場合は、ソフトウェアおよびファームウェアの更新も
実行します。初回のサーバーのセットアップにはこのオプションを選択することをお
すすめします。推奨インストールのオプションについて詳しくは、「推奨インストー
ルに必要な OS 情報の入力」(31 ページ)を参照してください。
注記: AMS および ProLiant iLO 3/4 チャネルインターフェイスドライバーは、
Windows での推奨インストール方法を使用すると、自動的にインストールされます。
ProLiant iLO 3/4 チャネルインターフェイスドライバーは SUSE Linux Enterprise Server
11 および 12、Red Hat Enterprise 6 および 7 向けでは OS 標準のものが自動でロー
ドされます。

•

[カスタマイズ] - ウィザードを使用した完全なインタビューであり、このインタビュー
で、ネットワークのセットアップ、リモートサポートの登録、システムソフトウェ
ア、サーバーのハードウェア構成、RAID 構成、サーバーのソフトウェアとファーム
ウェアのアップデートに関するオプション、ストレージのパーティショニング、およ
び OS とドライバーのインストールを行うことができます。推奨設定と異なるスト
レージ分割のような特定のパラメーターがある場合は、このオプションを選択してく
ださい。カスタマイズインストールのオプションについて詳しくは、「カスタマイズ
インストールに必要な OS 情報の入力」(34 ページ)を参照してください。

•

[手動] - Web 検索をせずにカスタム OS CD/DVD から OS をインストールします。こ
のオプションを選択したら、サーバーが OS CD/DVD から再起動できるように、提供
された CD/DVD を挿入します。
仮想インストールディスク（VID）は、デフォルトでは無効です。VID を有効にする
と、OS のインストールプロセスで、USB 大容量記憶装置が VID という名前で表示さ
れます。VID には全部ではありませんがストレージおよびネットワークドライバーが
含まれているため、OS ディスクに該当するドライバーが含まれていない場合でも、
必要な SAS/iSCSI/FCoE アダプターをロードできます。ただし、VID およびカスタム
CD/DVD には必要なドライバーの一部が含まれていない可能性があるので、ドライ
バー CD/DVD を作成して必要なドライバーをすべてインストールし、OS を正常にイ
ンストールできるようにしなければならない場合があります。ドライバーディスクの
作成については、OS のインストールガイドを参照してください。VID の有効化につ
いて詳しくは、「VID の有効化」(37 ページ)を参照してください。
すべての Linux 環境で、OS を iSCSI や FC LUN などの特殊なストレージデバイスに
インストールする場合のみ、dd（Red Hat Enterprise Linux 6）、inst.dd（Red Hat
Enterprise Linux 7）、dud=1（SUSE Linux Enterprise Server 11 および 12）をコマ
ンドラインで追加して、ドライバーの場所を指定します。
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Red Hat Enterprise Linux 6 がインストールされ、SATA コントローラーを含むシステ
ムでは、選択するインストールターゲットデバイスは 1 番小さい番号のベイに接続さ
れたドライブでなければなりません。
次の表には、Linux ブートドライバーパラメーターに関する情報が含まれています。
Linux の版

問題

解決方法

例

SUSE Linux
Enterprise Server

SUSE Linux
Enterprise Server 11
SP1 および SP2 の
命名規則の違いによ
り、SP2 ドライバー
は SUSE インストー
ラーが認識しない
ディレクトリにあり
ます。

VID で SP2 ドライ
バーにアクセスする
には、該当する OS
の updatedir カー
ネルパラメーターを
含めます。

updatedir=

AHCI ドライバーは
HPE Dynamic Smart
アレイ B140i コント
ローラードライバー
より前にロードされ
るため、B140i の論
理ドライブは認識さ
れません。

以下のブートパラ
メーターを入力する
と、ドライバーがコ
ントローラーを引き
継がなくなります。

blacklist=ahci（RHEL6用）
modprobe.blacklist=ahci
（RHEL7用）

Red Hat
Enterprise Linux

3.

/linux/suse/i386–sles11.2
broken_modules=ahci for
sles11, sles12

OS をインストールするソースメディアを選択します。
メディアタイプには、次のものがあります。
•

[物理 DVD または iLO 仮想メディア]（デフォルト） - 標準の起動可能 OS
DVD/CD-ROM メディア、および iLO による仮想メディア。
注記: USB ポートに接続されている DVD ドライブを使用する場合は、このオプショ
ンを選択します。

•

[Microsoft Windows または Samba ネットワーク共有] - OS インストールファイル
が存在するネットワーク共有

•

[FTP] - OS インストールファイルが存在する FTP サーバー
注記: FTP メディアオプションは、VMware および Red Hat Enterprise Linux の場
合のみサポートされます。

•

[USB キー] - OS インストールファイルが存在する USB フラッシュドライブ
注記: サポートされるのは、FAT フォーマットの USB ドライブのみです。NTFS
フォーマットでないと USB にコピーできない OS イメージファイルの場合は、DVD、
ネットワーク共有、または FTP サーバーのような別のソースメディアを使用してく
ださい。

4.

CD/DVD ディスクまたは USB ドライブからインストールする場合は、メディアを挿入し
ます。

ステップ 2：OS の選択
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5.

[続行]右矢印をクリックして次の画面に移動します。画面はメディアタイプによって変化
します。
前の表で説明したように、ディスクまたは USB メディアを挿入するか、ネットワーク共
有または FTP サイト上のインストールファイルにアクセスするために必要な情報を入力
します。メディアタイプに応じて、以下の情報を提供します。
メディアタイプ

必要な情報/操作

[ディスク]

ディスクを挿入します。

[ネットワーク共有]

以下のネットワーク接続情報を入力します。
• [サーバー名/IP アドレス] - OS の内容をホストするサーバーのサーバー
名または IP アドレスです。サーバー名が指定されている場合、DNS エ
ントリーも必要です。
• [共有名] - OS の内容をホストする Server Message Block（SMB）プロ
トコルを使用しているネットワーク共有の名前です。
• [ネットワークユーザー] - ネットワーク共有のアクセスに使用するユー
ザー名です。
• ネットワーク共有パスワード（暗号化なし） - ネットワーク共有のアク
セスに使用するユーザー名のパスワードです。

[FTP]

以下のネットワーク接続情報を入力します。
• [サーバー名/IP アドレス] - OS の内容をホストするサーバーの FTP サー
バー名または IP アドレスです。FTP サポートでは FTP サーバーへの
匿名アクセスが必要であり、プロキシ経由の FTP サーバーとの接続は
サポートされていません。
重要: FTP パスを入力する場合は、空白文字と句読点を削除してくださ
い。FTP サーバーディレクトリ構造は、空白文字や特殊文字（句読点も含
む）を使用できません。

[USB]

6.

USB ドライブを挿入して、USB ドライブ上の OS インストールファイル
の位置に移動します。次に、ISO ファイルをダブルクリックします。

[続行]右矢印をクリックして、自動プロセスの次の画面に移動します。

ステップ 3：OS 情報の入力
このステップでは、必要な OS 情報について説明します。
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推奨インストールに必要な OS 情報の入力

インストールする OS によっては、以下の情報を入力または確認する必要があります。
1. OS のファミリと版を選択します。

2.
3.

•

Microsoft Hyper-V Server 2012 をインストールする場合は、Windows 2012 OS ファ
ミリと Hyper-V OS を選択する必要があります。

•

Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 をインストールする場合は、Windows 2012 R2 を
OS ファミリとして選択し、Hyper-V OS を選択する必要があります。

OS とキーボード言語を選択します。
プロダクトキーを入力します （すべての OS で表示されるわけではありません）
これは、製品識別（プロダクト ID）番号です。プロダクトキーの入力が必要な場合に入力
しないと、OS のインストールが無期限で停止して、キーの入力を指示されます。プロダ
クトキーを入力すれば、インストールは再開されます。

4.
5.

コンピューター名（オプション）と管理者パスワード（オプション）を入力します。
[続行]右矢印をクリックして、「ステップ 4：設定のレビュー」(36 ページ)に進みます。

StoreVirtual VSA（Virtual Storage Appliance）ソフトウェアの使用
StoreVirtual VSA を使用するには、以下の手順を実行します。
1. 「StoreVirtual VSA のインストール」 (32 ページ)
2. 「VSA 連絡先情報の入力」 (33 ページ)
3. 「VSA の展開の完了」 (33 ページ)

StoreVirtual VSA
OS のインストール中、StoreVirtual VSA を展開できます。これにより、仮想化されたサーバー
上にフル機能の共有ストレージを作成できます。StoreVirtual VSA ソフトウェアは、ハイパー
ステップ 3：OS 情報の入力
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バイザー環境をサポートする仮想マシンです。VSA は、VMware ESX/ESXi 環境と Microsoft
Hyper-V ハイパーバイザー環境の両方に対して共有ストレージを提供します。VSA を展開する
ときは、無料の 1 TB ライセンスキーを取得して有効にしてください。

StoreVirtual VSA のシステム要件
•

StoreVirtual VSA の展開は、Windows では推奨およびカスタムインストール中にのみ、
VMware ではカスタムインストール中にのみサポートされます。手動インストール時はサ
ポートされません。

•

サーバーは、StoreVirtual VSA を展開するネットワークに接続されている必要があります。

•

StoreVirtual VSA は、以下のオペレーティングシステム上の vSphere または Microsoft
Hyper-V でサポートされます。

◦

VMware ESXi 5.5 Update 3、ESXi 5.1 Update 3、vSphere 6.0 Update 2

◦

Microsoft Windows Server 2012

◦

Microsoft Windows Server 2012 R2

詳細情報
http://www.hpe.com/storage/tryVSA-ja

StoreVirtual VSA のインストール
1.

[Software-Defined Storage] ページに移動して、VSA タイプを選択します。
StoreVirtual VSA ソフトウェアを展開しない場合は、[VSA を展開しないで続行]を選択し、
[続行]右矢印をクリックします。VSA がインストールされないことを示す画面が表示され
ます。[続行]右矢印をクリックして、続行します。
VSA の確認が開始されます。VSA を使用できない場合は、[続行]右矢印をクリックして
OS の選択を確認します。
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2.
3.
4.
5.

オプションの [VSA ホスト名]を入力します。
[VSA ネットワーク]タイプ（[DHCP] または [静的]）を選択します。
[静的]を選択した場合は、関連付けられているネットワークパラメーターを入力します。
[続行]右矢印をクリックします。

VSA 連絡先情報の入力
StoreVirtual VSA を展開するには、必要なすべての連絡先情報を入力する必要があります。連
絡先情報を指定しない場合は、[VSA を展開しないで続行]を選択する必要があります。
1. 適切な連絡先情報を入力します。必要なすべてのフィールドに入力する必要があります。
連絡先情報が確認され、有効でないフィールドがある場合は、そのフィールドに入力を求
められます。
2.
3.

オプション：新製品情報を受信するには、[Sign me up...]オプションを選択します。
[続行]右矢印をクリックします。

データプライバシー
収集される連絡先データは、Hewlett Packard Enterprise データプライバシーポリシー（http://
www.hpe.com/info/privacy に掲載されています）に従って管理されます。Hewlett Packard
Enterprise から連絡を受ける場合があります。

VSA の展開の完了
1.
2.
3.

StoreVirtual の適切な一元化された管理コンソールを選択し、ダウンロードおよびインス
トールします。
1 TB の無料ライセンスキーを取得し、それを有効にします。
一元化された管理コンソールを構成します。

ステップ 3：OS 情報の入力
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詳細情報
http://www.hpe.com/info/vsa1TB （英語）

カスタマイズインストールに必要な OS 情報の入力
[OS の選択] 画面（「ステップ 2：OS の選択」(27 ページ)）で Windows ベースの OS および
[カスタマイズ]インストール方法を選択した場合は、追加の画面が表示され、カスタム OS イ
ンストールと監視管理プロトコル情報を入力できます。

Microsoft Windows の構成情報（カスタマイズインストール用）

インストールする Microsoft OS のタイプによっては、以下の情報を入力する必要があります。
1. OS のファミリと版を選択します。
Microsoft Hyper-V Server 2012 をインストールする場合は、Windows 2012 OS ファミリ
と Hyper-V OS を選択する必要があります。別の OS ファミリを選択すると、インストー
ルが失敗し、Unattended settings error というエラーメッセージが表示されます。
注記: Windows 2012 R2 をインストールする場合は、Windows 2012 R2 を OS ファミリ
として選択し、適切な OS を選択する必要があります。
2.
3.

OS とキーボード言語を選択します。
パーティションサイズを選択します。
これは、C:ドライブとして作成されるパーティションのサイズであり、そのパーティショ
ンに OS がインストールされます。
デフォルトでは、この値は許容される最大のサイズ（論理ドライブのサイズ）です。許容
される最大のサイズは、選択した OS によって異なります。
•
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パーティションサイズをデフォルト値から変更するには、フィールドの上のバーを左
右にスライドさせてサイズを増減します。（カスタムパーティショニングは Essentials

サーバー構成と OS インストール

OS ではサポートされないため、Microsoft Windows Essentials OS のインストール時
にはこのオプションは使用できません。）
•

提供されているデフォルト値に基づいてパーティションサイズを作成するが、スワッ
プスペース（ページファイル）用に確保するサイズ分だけ減らす場合は、[許可しない
スワップ領域（推奨されません）]を選択します。このオプションは、ページファイル
を他の位置に配置する場合にのみ選択します。

注記:
4.

ディスクのパーティショニングを完了するまでに 20 分かかる可能性があります。

プロダクトキーを入力します。
これは、Microsoft 製品識別（プロダクト ID）番号です （すべての OS で表示されるわけ
ではありません）。

5.

（オプション）コンピューター名と管理者パスワードを入力します。
推奨されるデフォルトを使用する代わりに、個別に選択した名前を入力することをおすす
めします。Microsoft Smart Business Server をインストールする場合は、インストール中
にファイルシステム名を入力することをおすすめします。
プライバシーを保護するには、コンピューター名に機密情報を使用しないでください。こ
の名前は Insight RS および Insight Online に表示され、サポート、サービスプロバイダー、
販売店、およびインストール担当者が確認できます。
このとき管理者パスワードを入力しない場合、最初のログイン時にパスワードの入力を要
求されます （OS によっては表示されません）。

6.

タイムゾーンを選択します。
タイムゾーンは、OS が夏時間の更新や他の時間関連機能を実行するために使用されます。

7.

（オプション）組織名と所有者名を入力します。

カスタムインストールでの VMware 構成情報
[OS の選択] 画面（「ステップ 2：OS の選択」(27 ページ)）で VMware OS および [カスタマ
イズ]インストール方法を選択した場合は、追加の画面が表示され、カスタム OS インストール
と監視管理プロトコル情報を入力できます。
1. （オプション）ホスト名を入力します。
この名前は 3 文字以上である必要があります。
2.

root パスワードを入力します。
VMware では、初期のデフォルトパスワードは「password」です。

3.

ネットワークタイプを指定します。
[DHCP] または [静的]を選択します。

ステップ 3：OS 情報の入力
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ステップ 4：設定のレビュー

注意: この画面を過ぎて続行すると、ドライブを新たにインストールされた状態にリセット
し、選択した OS をインストールします。サーバー上の既存の情報は削除されます。初回の
セットアップでは、サーバーにデータがないため、影響がありません。
1.
2.

画面の情報をレビューし、正しいことを確認します。
後でこれと同じ設定を使用して別のサーバーをインストールおよび構成する場合は、[自動
インストールから、展開設定を作成]を選択します。
注記: 展開設定プロファイルは推奨インストール方法で提供される設定のみをサポート
するため、カスタマイズインストールの場合、カスタマイズインストール方法に固有の設
定は取得されません。

3.

[続行]右矢印をクリックして、インストールおよび構成の自動プロセスを開始します。展
開設定に応じて、さまざまな画面が表示され、インストールに関する進捗情報を提供しま
す。

詳細情報
「インストールパラメーターの確認」(36 ページ)

インストールパラメーターの確認
インストールおよび構成プロセスの進行中、次の点に注意してください。
•
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Windows インストールの EULA が表示される場合があります。
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•

次の 2 つのシステム設定によっては、このとき [ファームウェアの更新]画面が表示される
場合があります。

◦

[ステップ 1：環境の設定]画面で、[システムソフトウェアアップデート]が有効になっ
ている必要があります。

◦

[ステップ 1：ハードウェアの設定]画面で、[OS をインストールする前に更新する]が
選択されている必要があります。

[ファームウェアの更新]画面が表示されている場合は、画面に表示される指示に従って最
新のファームウェアを入手し、サーバーコンポーネントにインストールします。更新が完
了すると、[OS をインストール中] ページが表示されます。OS のインストールページは、
OS インストールの開始する準備ができたことを表示します。
•

ドライブが取り付けられていないサーバーに OS の展開を試みると、サーバーが再起動し
て、POST の後で設定の適用中を示すページが表示されるが、展開は続行されず、メッ
セージが IML に書き込まれます。

•

Windows のインストールの場合は、ドライバーのインストール時にテストされていない
Windows バージョンに関するメッセージや hpkeyclick メッセージが表示される場合があ
ります。これは、予期される動作です。処置は不要です。

詳細情報
「ステップ 1：Intelligent Provisioning の環境設定」(10 ページ)
「ステップ 1：ハードウェア設定の選択」(25 ページ)
「ファームウェアのアップデート」(40 ページ)

VID の有効化
1.
2.

サーバーを再起動して、POST 中に [F9] キーを押して、UEFI システムユーティリティに
アクセスします。
[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）]→[システムオプション]→[USB
オプション]→[仮想インストールディスク]の順に選択します。

ヒント:

必要に応じて、同じ手順を使用して VID を無効にできます。

VID の有効化
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4 メンテナンスの実行
[メンテナンスの実行]ウィンドウには、メンテナンスに関する以下のタスクが含まれています。
•

「Active Health System データのダウンロード」(38 ページ)

•

「ファームウェアのアップデート」(40 ページ)

•

「Intelligent Provisioning の環境設定」(41 ページ)

•

「展開設定の使用」(42 ページ)

•

「HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）の使用」(50 ページ)

•

「HPE Insight Diagnostics の使用」(53 ページ)

•

「クイック構成の使用」(55 ページ)

•

「iLO 構成ユーティリティの使用」(56 ページ)

•

「HPE Remote Support の使用」(77 ページ)

•

「ライセンス管理の使用」(78 ページ)

•

「消去ユーティリティの使用」(78 ページ)

Active Health System データのダウンロード
HPE サポートは、Active Health System ログファイルを問題解決のために使用します。Active
Health System データをダウンロードするには、以下の手順に従ってください。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [Active Health System ダウンロード]を選択します。
[Active Health System ダウンロード] ウィンドウが表示されます。
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[Active Health System ダウンロード]画面を使用して、サーバーから Active Health System テ
レメトリデータを Active Health System ログファイル（hp_serial#_date.ahs）の形で USB
キーにダウンロードします。この画面を使って、データ抽出が必要な期間と、送信先メディア
として使用する USB キーを選択します。特定の開始/終了日を選択して、データ抽出の期間を
限定できます。Active Health System テレメトリのサンプルは、[Active Health System ダウン
ロード] 画面に表示されます。
iLO を通して接続している場合、仮想デバイスから共有されたローカル接続の USB キーは、
Active Health System ログ情報を保存するために使用できます。

Active Health System ダウンロードの使用
[Active Health System ダウンロード] の機能を使って Active Health System テレメトリデータ
をダウンロードするには、以下の手順に従ってください。
1. サーバーに USB キーを挿入します。
2. サーバーの起動中に F10 キーを押して、Intelligent Provisioning を起動します。
3. Intelligent Provisioning のメンテナンス画面から [Active Health System ダウンロード]を
クリックします。
4. [Active Health System ダウンロード]画面のドロップダウンリストから USB キーを選択
します。
注記:
[Active Health System ダウンロード] を起動した後に USB キーを挿入した場合
は、[再スキャン]をクリックします。
5.
6.
7.

メニューからデータの取得期間を選択します。7 日間のデータを取得することをおすすめ
します。10～15 MB のファイルが作成されます。
フォームに連絡先の情報を入力します（任意）。連絡先の情報はカスタマーサービスが支
援を提供するために役立ちます。
USB キーにデータを保存するには、[ダウンロード]をクリックします。
Active Health System データのダウンロード
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HPE サポートへのファイルの送信
1.
2.
3.

4.

電子メールによるファイル送信を円滑に行うために、AHS ログを圧縮します。AHS ログ
を手動で圧縮すると、ファイルサイズが半分以下になる可能性があります。
HPE Support にログファイルをメールでお送りください。
HPE サポートから Case ID を取得したら、件名に Case ID を入れてログファイルを
HPSupport_Global@hpe.com にメールしてください。たとえば、<CASE:123456789>
です。
サポートケースを開く場合は、必ず AHS ログファイルを添付してください。

詳細情報
http://www.hpe.com/info/AHSlog

ファームウェアのアップデート
ProLiant Gen9 サーバー HP サーバーおよびサーバーに取り付けられているハードウェアオプ
ションには最新のファームウェアがプリロードされていますが、更新されたファームウェアが
提供される場合があります。ProLiant Gen9 サーバーでは、ファームウェアの更新ユーティリ
ティを使用して、最新のファームウェアを見つけて適用します。 Intelligent Provisioning の更
新は、SPP の更新が提供されていれば実行できます。
ProLiant Gen9 サーバーでファームウェアを更新するには、以下の手順に従ってください。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [ファームウェアの更新]を選択します。
[ファームウェアの更新] ウィンドウが表示されます。

インストールされている Intelligent Provisioning のバージョンの判定
Intelligent Provisioning のバージョンを確認するには、Intelligent Provisioning ウィンドウで [シ
ステム情報] アイコンをクリックします。[Intelligent Provisioning Image] バージョンが表示
されます。

Intelligent Provisioning およびコンポーネントファームウェアの更新
注記: ファームウェアの更新では、最新の SPP で定義されているベースラインに従って利用
可能な最新のアップデートが反映されます。最新の SPP のベースラインの後に追加されたよ
り新しいアップデートは、アップデートリストに表示されません。FTP サイトは移行中であ
り、個々のファームウェアアップデートは、新しいサイトへの移行が完了するまで表示されま
せん。
Intelligent Provisioning およびコンポーネントのファームウェアを更新するには、以下の手順を
実行します。
1. [メンテナンスの実行]ウィンドウで [ファームウェアの更新]を選択します。
このオプションを選択すると、システムは [システムソフトウェアアップデート] の設定値
（「Intelligent Provisioning の環境設定」(41 ページ)）で指定されているソースのファー
ムウェアをただちに検索します。これには数分かかる場合があるので、結果が表示される
まで待ってください。
システムがデータを取得している間に、[展開]または [閉じる]をクリックして、検索の詳
細を表示または非表示にします。
SPP ISO をコピーしておきたい場合は、ダウンロードして DVD または USB キーにコピー
してください。SPP をダウンロードするには、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/
servers/spp_dl ）を参照してください。ISO の使用手順については、SPP のクイックス
タートガイド（http://www.hpe.com/support/SPP_UG_jp ）を参照してください。
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2.

システムは、ファームウェアデータを取得すると、取り付けられているハードウェアコン
ポーネントをチェックして、更新を推奨する項目を示します。検索結果によっては、[続
行]をクリックして、ハードウェアコンポーネントのチェックを開始するよう指示される場
合があります。
これには数分かかる場合があるので、結果が表示されるまで待ってください。

注記: 入手できる新しいファームウェアがない場合は、[ファームウェアの更新] 画面に
現在のバージョンが表示されます。
3.

更新する項目を選択して、[インストール]をクリックします。
テーブルが再表示されますが、リストには選択した項目のみが示されます。

4.
5.

リストにあるすべてのコンポーネントをインストールする場合は、[続行]をクリックしま
す。
インストールの準備ができている場合は、警告に対して [続行]をクリックします。
インストールが完了したコンポーネントの名前の左にある列に、緑色のチェックマークが
自動的に表示されます。

6.

すべてのコンポーネントのインストールが完了したら、[戻る]をクリックして、[メンテナ
ンスの実行] 画面に戻ります。
OS を再起動します。

Intelligent Provisioning の環境設定
インターフェイス言語およびキーボード言語、ネットワークおよび共有の設定、システムの日
付と時刻、およびソフトウェア更新の設定など、基本的な環境設定を変更するには、Intelligent
Provisioning 環境設定を使用します。また、EULA には、この画面からアクセスできます。
Intelligent Provisioning 環境を設定するには、以下の手順に従ってください。
Intelligent Provisioning の環境設定

41

1.
2.

Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
メンテナンスオプションの [Intelligent Provisioning 環境設定]を選択します。
[Intelligent Provisioning 環境設定] ウィンドウが表示されます。

サーバーで Intelligent Provisioning を初めて実行すると、この画面が Intelligent Provisioning に
最初に表示されます。この画面のフィールドについて詳しくは、「ステップ 1：Intelligent
Provisioning の環境設定」(10 ページ)を参照してください。

展開設定の使用
[展開設定] では、USB キーと iLO Scripting を使用して 1 つ以上の ProLiant Gen9 サーバーに
展開できるサーバー構成パッケージを作成できます。展開設定は、Scripting Toolkit の代わり
に使用できます。
展開設定を使用するには、以下の手順に従ってください。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [展開設定]を選択します。
[展開設定] ウィンドウが表示されます。
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注記: [自動インストール] オプションからの展開設定の作成は、Windows インストールでの
みサポートされます。
展開設定を開くと、既存の展開設定プロファイルを管理するか、新しい展開設定プロファイル
を作成するかを選択できます。

展開設定パッケージの作成
展開設定パッケージを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. [展開設定] ウィンドウで、次のいずれかを選択します。

2.
3.

•

新しいカスタム展開設定プロファイルを作成する場合または既存の展開設定プロファ
イルを修正する場合は、[管理]をクリックします。

•

提供されているデフォルトプロファイルのいずれかをベースにして新しい展開設定プ
ロファイルを作成する場合は、ページ下部でテンプレートの 1 つを選択します。

[展開設定] ウィンドウの各オプションに適切な情報を入力します。
[保存] をクリックします。メッセージが表示されたら、名前を入力し、展開設定を保存す
る USB キーまで移動します。
重要:

展開設定パッケージの名前にスペースを含めることはできません。

展開設定の使用
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展開設定パッケージを使用した単一サーバーの構成
重要:
•

展開を使用して OS をインストールする前に、ドライブとアレイが構成されていることを
確認してください。

•

構成プロセスを中断しないでください。

•

展開設定は、SD カード OS インストールと互換性がありません。

展開設定パッケージを使用して新しいサーバーを構成するには、以下の手順に従ってくださ
い。
1. サーバー上で作成したばかりの展開を使用するには、[展開] をクリックします。
前に作成した展開を使用する場合は、展開を含んでいる USB キーを挿入します。
a. 展開を USB キーからローカルサーバーに保存します。
b. [展開を選択します]ウィンドウで、リストから展開を選んで [展開] をクリックしま
す。USB キーと USB キーに保存されている展開が表示されない場合は、[再スキャ
ン]をクリックします。
2.

展開を実行すると、確認画面で以下の要素に設定が適用されます。
•

ROM 設定

•

アレイ設定

•

システムオプション

•

ファームウェアの更新

•

ERS 設定

確認画面では、次の表に示すアイコンを使用して設定の結果が表示されます。
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アイコン

結果

疑問符

状態不明

赤色ボックス

エラー

灰色ボックス

不要な要素

メンテナンスの実行

アイコン

結果

緑色のチェック

正常に適用された要素

[情報] アイコン

クリックして追加情報を表示

展開設定パッケージレベルの操作の実行
パッケージレベルの操作は、展開内部の個々の設定ではなく、展開設定パッケージを対象にし
た処理を行います。
最初のページで選択を行うと、[展開を選択します]ウィンドウが開きます。
[展開を選択します]ウィンドウでは、左ペインにサーバーに保存されている既存の展開設定パッ
ケージ、右ペインに取り付けられている USB ドライブに保存されている既存の展開設定パッ
ケージがそれぞれ表示され、ウィンドウの中央にパッケージレベルの操作アイコンが表示され
ます。USB ドライブが取り付けられている場合は、その名前がウィンドウ上部の [ターゲット
USB キー]フィールドに表示されます。
•

展開設定パッケージに対してパッケージレベルの操作を行うには、表示されているパッ
ケージのいずれかを選択して、中央ペインの操作アイコンを選択します。

•

特定の展開設定パッケージを開いて個々の設定を変更するには、表示されているパッケー
ジのいずれかをダブルクリックします。

展開設定の使用
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次の表に、使用できる操作を示します。
タスク
ローカルサーバーへの展開のコ
ピー

説明
[ローカルサーバーへコピー]アイコンをクリックして、選択した展開を、接
続されている USB キーからローカルサーバーにコピーします。

USB キーへの展開のコピー

[USB キーにコピー]アイコンをクリックして、選択した展開を、サーバー
から接続されている USB キーにコピーします。

新しい展開の作成

[新しい展開の作成]アイコンをクリックして、ローカルサーバーに新しい展
開を作成します。

展開の名前の変更

展開の複製
展開の削除

[名前を変更]アイコンをクリックして、選択した展開の名前を変更します。
展開の名前には英数字とアンダースコアのみを使用します。名前にスペース
を含めないでください。
[コピー]アイコンをクリックして、選択した展開またはテンプレートを複製
します。
[削除]アイコンをクリックして、選択した展開を削除します。

展開設定パッケージの個々の設定の入力または変更
表示されている展開設定パッケージをダブルクリックすると、[展開設定]ページが再表示され
ます。このページでは、ページの左側に設定カテゴリが示され、修正する展開設定パッケージ
がページの上部に表示されます。別の展開設定パッケージに切り替えるには、ドロップダウン
メニューを展開します。
カテゴリをクリックすると、関連するデータフィールドが表示されます。フィールドはオプ
ションであり、空白のまま、または未変更のまま残すことができます。
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•

新しい値を記録するには、[保存]をクリックします。

•

サーバーで展開設定パッケージを実行するには、[展開]をクリックします。

•

前のページに戻るには、[管理]をクリックします。

•

[展開設定] 画面を終了するには、[終了]をクリックします。

以下の各項では、使用できる展開設定カテゴリを示します。

バージョン情報の入力
[バージョン情報]画面を使用して、展開に割り当てたい任意のタイプのユーザー定義識別情報
を入力します。

ファームウェア更新設定の入力
[ファームウェアアップデート]画面を使用して、展開のインストールプロセスの一部としての
ファームウェア更新の実行に関する情報を入力します。
以下のオプションがあります。
•

[アップデートなし] - 展開のインストールプロセスでは、システムファームウェアは更新
されません。

•

[hpe.com] - システムは、展開インストールプロセスで、サーバーのインターネット接続
を使用して Hewlett Packard Enterprise の Web サイトから最新のファームウェアを取得し
サーバーにインストールします。

•

[ローカルレポジトリ] - ファームウェアがすでにアップロードされているローカルレポジ
トリの URL。

アレイ構成設定の入力
[アレイ構成]画面を使用して、RAID 設定を入力します。
展開設定の使用
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1.
2.
3.

RAID レベルを選択します。
ストライプサイズを選択します。
読み出しキャッシュと書き込みキャッシュの比率を選択します。2 つの値の合計が必ず
100% になるようにしてください。

オペレーティングシステム情報の入力
[オペレーティングシステム]画面を使用して、OS 情報とインストール設定を入力します。含
まれるフィールドは、推奨インストール方法に含まれるフィールドと同じです。
すべての OS ですべてのソースメディアタイプがサポートされているわけではありません。
1. OS ファミリを選択します。
2. OS メディアのパスを入力します。ローカルネットワーク上の Windows 共有または FTP
サイトを指定できます。FTP サイトからの Windows のインストールはサポートされてい
ません。
システムは、この設定に基づいて、指定された位置から ISO を自動的に取得しインストー
ルします。
•

•

Windows の共有位置について、次のネットワーク接続設定を入力します。

◦

[サーバー名/IP アドレス] - OS の内容をホストするサーバーのサーバー名または
IP アドレスです。サーバー名が指定されている場合、DNS エントリーも必要で
す。

◦

[共有名] - OS の内容をホストする Server Message Block（SMB）プロトコルを
使用しているネットワーク共有の名前です。

◦

[ネットワークユーザー] - ネットワーク共有のアクセスに使用するユーザー名で
す。

◦

[ネットワークパスワード] - ネットワーク共有のアクセスに使用するパスワード
です。

FTP サイトについて、次のネットワーク接続設定を入力します。

◦

[サーバー名/IP アドレス] - OS の内容をホストするサーバーの FTP サーバー名ま
たは IP アドレスです。FTP サポートでは FTP サーバーへの匿名アクセスが必要
であり、プロキシ経由の FTP サーバーとの接続はサポートされていません。

重要:

3.

◦

FTP パスを入力する場合は、空白文字と句読点を含めないでください。FTP サー
バーディレクトリ構造は、空白文字や特殊文字（句読点も含む）を使用できませ
ん。

◦

FTP サイトからの Windows のインストールはサポートされていません。

ネットワーク共有へのアクセスに使う、展開設定パッケージのユーザー名とパスワードを
入力します。
このパスワードは暗号化されません。アクセスの安全性を高めるには、FTP を使用してく
ださい。

4.
5.

OS とキーボード言語を選択します。
プロダクトキーを入力します
プロダクトキーの入力が必要な場合に入力しないと、OS のインストールが無期限で停止
して、キーの入力を指示されます。プロダクトキーを入力すれば、インストールは再開さ
れます。
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6.

[展開]をクリックした後、新しい OS を作成する準備ができていることを確認します。[適
用]をクリックして OS をインストールします。
注記: コマンドが iLO に送信されると、システムは再起動します。前に展開したディス
クドライブは消去される可能性があります。

リモートサポート情報の入力
[Remote Support] 画面を使用して、Insight Remote Support Central Connect を有効または無
効にします。Insight Online Direct Connect は、展開設定機能ではサポートされません。
Remote Support を有効にする場合は、次の設定値を入力します。
•

[ローカル Remote Support サーバー] - Insight RS ホストサーバーのホスト名または IP ア
ドレス。

•

[ローカル Remote Support サーバーポート] - 使用するポート番号。Insight RS のデフォ
ルトのポート番号は、7906 です。

Insight Remote Support Central Connect の要件について詳しくは、「ステップ 3：HPE Remote
Support の登録」(14 ページ)を参照してください。

ROM 設定の入力
[ROM 設定]画面を使用して、ROM レベルの設定値を入力します。
1. この展開設定パッケージを使用中のサーバーの再プロビジョニングに使う可能性がある場
合は、展開設定パッケージの設定値を適用する前にサーバーをデフォルト設定に戻すかど
うかを検討してください。安定性を確保するために、標準ブート順序および PCI デバイス
の有効/無効設定はクリアされません。
既存の設定の維持を選択すると、展開設定パッケージの設定値の中で既存の設定と異なる
ものが既存の設定の修正に使用されます。
2.

使用する電力管理パッケージを選択します。これらのパッケージは消費電力とパフォーマ
ンスを対比した基本的なポリシーを設定するので、UEFI システムユーティリティのメ
ニューから個別に構成する必要がなくなります。
推奨されるパッケージが表示されますが、設定変更のために、次のオプションが提供され
ます。
•

[電力およびパフォーマンスの最適化]

•

[最小消費電力]

•

[最大パフォーマンス]

これらのオプションについて詳しくは、「クイック構成の使用」(55 ページ)を参照してく
ださい。
3.
4.
5.

ブート順序を選択します。
SATA デバイスを利用できる場合に有効にするかどうかを選択します。
Hewlett Packard Enterprise が提供するドライバーを含む仮想インストールディスク（VID）
をインストールするかどうかを選択します。
VID を有効にすると、OS のインストールプロセスで、USB 大容量記憶装置が VID という
名前で表示されます。このドライブには全部ではありませんがストレージおよびネット
ワークドライバーが含まれているため、OS ディスクに該当するドライバーが含まれてい
ない場合でも、必要な SAS/iSCSI/FCoE アダプターをロードできます。追加するドライ
バーのロード方法について詳しくは、OS のインストールガイドを参照してください。
後から VID を無効にするには、次の手順に従ってください。
a. サーバーを再起動して、POST 中に [F9] キーを押して、UEFI システムユーティリ
ティにアクセスします。

展開設定の使用
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b.

[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）]→[アドバンストオプショ
ン]→[アドバンストシステム ROM オプション]→[仮想インストールディスク]の順に
選択します。

システムオプションの入力
[システムオプション]画面を使用して、基本的なシステム設定を入力します。
1. ユーザーインターフェイスとキーボード言語を選択します。
2. Intelligent Provisioning EULA を承認します。
3. 展開設定パッケージで設定するサーバー上の Intelligent Provisioning の有効と無効を切り
替えます。
Intelligent Provisioning を無効にすると、そのサーバーでは Intelligent Provisioning にアク
セスできません。POST 実行中、画面では F10 が赤色のテキストで表示され、F10 キーが
無効で Intelligent Provisioning にアクセスできないことを示します。Intelligent Provisioning
の再有効化について詳しくは、「ステップ 2：Intelligent Provisioning のアクティブ化」(13
ページ)を参照してください。

HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）の使用
これらのユーティリティは、Smart アレイ製品用の高可用性構成、管理、および診断機能を提
供します。

HPE SSA の機能
HPE SSA は、オフラインモードとオンラインモードの両方で実行できるブラウザーベースの
ユーティリティです。HPE SSA：
•

オフラインでのアレイ容量の拡張、論理ドライブ容量の拡大、オフラインスペアの割り当
て、および RAID またはストライプサイズの移行をサポート

•

未構成のシステムに対して最適な構成を提示

•

各種の動作モードによって、構成速度の向上や構成オプションを使用した、より多くの制
御が可能

•

構成手順の各ステップの画面にヒントを表示

HPE SSA で、画面の左上にあるメニューからコントローラーを選択できます。または、同じ
メニューから利用可能なコントローラーの構成または診断を選択できます。
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HPE SSA へのアクセス
1.
2.

Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
メンテナンスオプションの [HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）]を選択しま
す。
[Smart Storage Administrator] ウィンドウが表示されます。

HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）の使用
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構成
[アクション]で、[構成]をクリックして以下のような構成タスクにアクセスします。
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•

[コントローラー設定の変更] - サポートされているコントローラー構成を指定します。コ
ントローラーに応じて、アレイアクセラレータキャッシュ比率、移行と再構築の優先順
位、表面スキャン遅延などを設定できます。

•

[キャッシング設定] - サポートされるキャッシングを構成し、キャッシュメモリを利用し
てパフォーマンスを改善できます。キャッシングをバッテリまたはキャパシターとともに
使用すると、データの整合性を保護できます。

•

[構成の消去] - コントローラーの構成をデフォルトの状態にリセットします。既存のアレ
イまたは論理ドライブは削除され、論理ドライブ上のデータも消失します。作業を進める
前に、これが適切な処置であることを確認してください。

•

[物理ドライブライトキャッシュ設定] - コントローラーに接続された物理ドライブ上の書
き込みキャッシュを有効または無効にします。この機能により、パフォーマンスを向上さ
せることができますが、データの整合性を確保するために注意が必要です。

•

[スペアアクティベーションモードの変更] - スペアアクティブ化モードを、デフォルトの
動作（障害時にのみアクティブ化）から障害予測スペアアクティブ化に切り替えたり戻し
たりします。

•

[ブート可能な論理ドライブ/ボリュームの設定] - プライマリおよびセカンダリブート論理
ドライブおよびボリュームを設定します。ローカル論理ドライブのほか、リモート論理ド
ライブとボリュームもリストから選択できます。

•

[ライセンスキーの管理] - ライセンスキーの追加または削除をユーザーに許可します。入
力または削除されるキーに応じて、各種の機能を有効または無効にすることができます。

•

[詳細の表示] - 現在選択しているデバイスとそのすべての子デバイスに関して、可能な場
合に、詳細情報を表示します。

メンテナンスの実行

診断/SmartSSD
[アクション]で、[診断]をクリックして診断レポートツールにアクセスします。

•

•

[アレイ診断レポート] - 選択したコントローラーに対してレポート機能を実行して、利用
可能な診断タスクを表示します。レポートには、サポートされるソリッドステートドライ
ブの SmartSSD Wear Gauge 情報が含まれます。

◦

[診断レポートの表示] - 選択したデバイスの診断レポートを生成し、表示します。レ
ポートには、サポートされるソリッドステートドライブの SmartSSD Wear Gauge 情
報および使用率および予想寿命情報が含まれます。

◦

[診断レポートの保存] - グラフィック表示せずに、エクスポート用に選択したデバイ
スの診断レポートを生成します。

[SmartSSD Wear Gauge レポート] - レポートを表示または生成します。

◦

[SmartSSD Wear Gauge レポートの表示] - SSD の使用率および推定寿命情報を表示
します。

◦

[SmartSSD Wear Gauge レポートの保存] - エクスポート用のレポートが生成されま
すが、グラフィカルには表示されません。

HPE Insight Diagnostics の使用
HPE Insight Diagnostics
Insight Diagnostics は、プロセッサー、メモリ、およびハードディスクドライブなどのデバイ
スの重要なハードウェアコンポーネントの徹底したテストを提供し、総合的なオフラインシス
テムおよびコンポーネントテスト一式を提供します。Insight Diagnostics はシステム構成情報
を取得し、詳細な診断テスト機能を提供します。
HPE Insight Diagnostics の使用
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Insight Diagnostics は、確認、診断、およびハードウェアの問題の切り分けの効果的なプロセ
スの簡素化を行います。システムの可用性は次の主要な機能により維持されます。
•

現在の構成を様々なレベルとカテゴリで調査する

•

ハードウェアの障害を視覚的にテストおよび診断する

•

アップグレードのプランニング、ソフトウェアインベントリのトラッキング、ディザスタ
リカバリ、およびメンテナンスのために構成情報を文書に記録する

•

構成情報を別の場所にまたは詳細な分析のために転送する

•

インテグレーテッドマネジメントログ（IML）を管理する

システム管理ツールに加え、サービスツールはシステムの問題をすばやく解決できます。サー
ビスプロセスを合理化して、問題をすばやく解決するためには、保守サービスの要請があった
ときに正しい情報を用意する必要があります。この機能の組み合わせは、サービスプロセスの
簡素化とダウンタイムを軽減します。

Insight Diagnostics へのアクセス
注記: Insight Diagnostics アイコンを誤ってダブルクリックすると、同時に 2 つの Insight
Diagnostics セッションを開こうとしたことを知らせるメッセージが表示されます。この状況
を修正するには、メッセージに示される手順に従ってください。
1.
2.

Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
メンテナンスオプションの [Insight Diagnostics] を選択します。
[Insight Diagnostics] ウィンドウが表示されます。

54

メンテナンスの実行

オフラインテスト中は、ユーザーがインストールした OS は実行されません。そのため、シス
テムからのソフトウェア情報は報告されません。コンピューターが以下の製品のいずれかから
開始したときに、Insight Diagnostics（オフライン版）が実行されます。
•

ProLiant Gen9 サーバー上の Intelligent Provisioning

•

SPP

[Exit Diagnostics] をクリックすると Insight Diagnostics アプリケーションを終了して、Intelligent
Provisioning に戻ります。Insight Diagnostics は、Web ベースのアプリケーションとしても利
用可能です。詳しくは、Web サイト（http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs
）にある Insight Diagnostics のユーザーガイドを参照してください。

クイック構成の使用
UEFI システムユーティリティで個別に設定せずに、Intelligent Provisioning から電力管理ポリ
シーを設定するには、この機能を使用します。
クイック構成を使用するには、以下の手順に従ってください。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [クイック構成]を選択します。
[クイック構成] ウィンドウが表示されます。

Intelligent Provisioning からサーバーを初期設定し、プロビジョニングすると、このクイック構
成画面が「ステップ 1：ハードウェア設定の選択」(25 ページ)画面に表示されます。
以下の電力プロファイルは、サーバーに HPE DIMM が装着されていない場合はすべて利用で
きるとは限りません。
•

[電力およびパフォーマンスの最適化] - 多くの OS およびアプリケーションのパフォーマ
ンスへの影響を最小限にして、電力を最大限節約する設定に最適化されています。

クイック構成の使用
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•

[最小消費電力] - パフォーマンスに影響を及ぼすかもしれない電力低減メカニズムを有効
にします。このモードは、システムの最大電力量を低く抑えます。

•

[最大パフォーマンス] - パフォーマンスに影響を与えるすべての電力管理オプションを無
効にします。

プロファイルを選択して適用すると、確認メッセージが表示されます。
個々の設定をカスタマイズするには、サーバーの再起動中に F9 キーを押して UEFI システム
ユーティリティに移動します。

Intelligent Provisioning クイック構成設定と、対応する UEFI システムユーティリ
ティ設定
クイック構成オプションでは、UEFI システムユーティリティメニューを使用して個々の設定
を構成しなくても、パフォーマンスと消費電力の基本ポリシーを選択できます。
以下の表は、3 つの Intelligent Provisioning クイック構成プロファイルと、対応する UEFI シス
テムユーティリティ設定を示しています。
注記: この表のオプションの一部は、サーバーによっては調整できません。ただし、これら
の設定を調整するオプションがない場合でも、デフォルトはここに示す値です。
クイック構成の設定（インテルベースのサーバー）
[電力とパフォーマンスに最
適化]

[電力使用最小]

[パフォーマンス最大]

電力プロファイル

電力およびパフォーマンス
の最適化

最小消費電力

最大パフォーマンス

パワーレギュレーター

ダイナミックパワーセービ
ングモード

スタティックローパワー
モード

スタティックハイパフォー
マンスモード

[Intel QPI リンク電力菅理]

有効

有効

無効

[最小プロセッサーアイドル
電力コア C ステート]

C6 ステート

C6 ステート

C ステートなし

[最小プロセッサーアイドル
電力パッケージ C ステー
ト]

パッケージ C6（リテン
ション）ステート

パッケージ C6（リテン
ション）ステート

パッケージステートなし

[エネルギー/パフォーマン
スバイアス]

パフォーマンスに最適化

省電力モード

最大パフォーマンス

[最大メモリバス周波数]

自動

1333 MHz

自動

[チャネルインタリービン
グ]

有効

無効

有効

最大サポート

PCIe Generation 1.0

最大サポート

自動

最小 QPI 速度

自動

電力管理オプション

[最大 PCI Express 速度]
[Intel QPI Frequency]

iLO 構成ユーティリティの使用
iLO 設定ユーティリティを使用して、iLO Web インターフェイスからではなく、Intelligent
Provisioning から iLO の設定を表示および変更します。iLO について詳しくは、iLO 4 のユー
ザーガイドを参照してください。
サーバーを登録するには、リモートサポート登録プロセスで iLO ネットワーク設定を構成する
必要があります。
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iLO の設定を変更する際に、表示が予想と異なる場合や未定義のエラーメッセージが表示され
る場合は、[F5] キーを押して画面表示を更新します。iLO Web インターフェイス経由で同時に
変更が行われた可能性があります。
iLO 構成ユーティリティを使用するには、以下の手順に従ってください。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [iLO 構成]を選択します。
[iLO 設定ユーティリティ] ウィンドウが表示されます。

iLO の概要
iLO の概要情報を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. [メンテナンス]ウィンドウで、[iLO の構成]をクリックします。
[iLO 設定ユーティリティ] ウィンドウが表示されます。

2.

[概要]をクリックします。以下の情報が表示されます。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムの DNS 名。たとえば、ilo.example.com の代わりに
ilo。この名前は、DHCP と DNS が IP アドレスではなく iLO サブシステム名に接続する
よう構成されている場合のみ使用されます。

•

[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 ファームウェアのバージョ
ンと日付。

•

[iLO IP アドレス] - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス

•

[サーバーモデル] - この iLO プロセッサーが統合されているシステムのタイプ

•

[システム ROM] - アクティブなシステム ROM の種類とバージョン

この情報は、iLO の Web インターフェイスの [概要] 画面にも表示されます。詳しくは、iLO 4
のユーザーガイド（Web サイト http://www.hpe.com/info/ilo/docs ）を参照してください。
iLO 構成ユーティリティの使用
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注記: この項の残りの手順は、[メンテナンス] ウィンドウで [iLO の構成]を選択していること
を想定して記述されています。

iLO のアクセス設定の編集
各種の iLO アクセス設定は、[アクセス設定] ウィンドウの 3 つのタブ（[アクセスオプション]、
[サービス]、および [IPMI/DCMI]）から編集できます。
[アクセスオプション] タブのアクセス設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[アクセス設定]をクリックします。
[アクセスオプション]タブのデータが表示されます。

2.

必要に応じてオプションを編集します。[適用]をクリックします。

[アクセス設定] - [アクセスオプション]
•

[アイドル接続タイムアウト（分）]ユーザーの操作がないまま経過し、iLO の Web イン
ターフェイスセッションまたはリモートコンソールセッションが自動的に終了するまでの
時間を指定します。iLO の Web インターフェイスとリモートコンソールは、各接続が別
のセッションであるため、アイドル時間を別々に追跡します。仮想メディアデバイスが接
続されている場合、リモートコンソールセッションはこの値の影響を受けません。
以下の設定が有効です。

◦

[15]、[30]、[60]、または [120] 分 - デフォルト値は 30 分です。

◦

[無限] - 非アクティブなユーザーはログアウトされません。

異なるサイトにアクセスしたりブラウザーを閉じたりすることによって iLO からログアウ
トしなかった場合も、アイドル接続になります。iLO ファームウェアがサポートする iLO
接続数には制限があります。[無限]タイムアウトオプションを乱用すると、他のユーザー
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が iLO にアクセスできなくなる場合があります。アイドル接続は、タイムアウトになる
と、再利用されます。
この設定は、ローカルユーザーとディレクトリユーザーに適用されます。ディレクトリ
サーバータイムアウトは、iLO 設定を優先的に使用する場合があります。
値を変更しても、現在のユーザーセッションではただちに有効にならない場合があります
が、すべての新しいセッションでただちに実施されます。
•

[iLO 機能] - iLO の機能が使用可能かどうかを指定します。以下の設定が有効です。

◦

[有効]（デフォルト） - iLO のネットワークが使用し、オペレーティングシステムド
ライバーとの通信がアクティブです。

◦

[無効] - [iLO 機能] が無効になっている場合、iLO ネットワークおよびオペレーティン
グシステムドライバーとの通信は切断されます。

iLO の機能を再度有効にするには、iLO 4 構成ユーティリティ（UEFI システムユーティリ
ティ内）を使用して [iLO 機能] を [有効] に設定します。詳しくは、UEFI システムユー
ティリティユーザーガイドを参照してください。
iLO 機能は、サーバーブレードでは無効にできません。
•

•

[iLO ROM ベースセットアップユーティリティ] - iLO 4 構成ユーティリティを有効または
無効にします。以下の設定が有効です。

◦

[有効]（デフォルト） - UEFI をサポートするサーバーで、UEFI システムユーティリ
ティへのアクセス時に iLO 4 構成ユーティリティを使用できます。

◦

[無効] - UEFI をサポートするサーバーで、UEFI システムユーティリティへのアクセ
ス時に iLO 4 構成ユーティリティを使用できません。

[iLO RBSU へのログイン要求] - iLO 4 構成ユーティリティへのアクセス時に、ユーザー認
証情報プロンプトを表示するかどうかを指定します。以下の設定が有効です。

◦

[有効] - iLO 4 構成ユーティリティへのアクセス時に、ログインダイアログボックスが
開きます。

◦

[無効]（デフォルト） - iLO 4 構成ユーティリティへのアクセス時に、ログインは不要
です。

•

[POST 中に iLO IP を表示] - この設定は、ホストサーバーの POST プロセス中に iLO の
ネットワーク IP アドレスを表示できます。

•

[シリアルコマンドラインインターフェイスステータス] - この設定により、シリアルポー
ト経由で CLI 機能のログインモデルを変更できます。以下の設定が有効です。

•

◦

[有効-認証が必要]（デフォルト） - ホストシリアルポートに接続された端末から
SMASH CLP にアクセスできます。有効な iLO ユーザー証明書が必要です。

◦

[有効-認証は不要] - ホストシリアルポートに接続された端末から SMASH CLP にアク
セスできます。iLO ユーザー証明書は不要です。

◦

[無効] - ホストシリアルポートから SMASH CLP へのアクセスを無効にします。物理
シリアルデバイスを使用する予定の場合は、このオプションを使用してください。

[シリアルコマンドラインインターフェイス速度] - この設定は、CLI 機能のシリアルポー
トの速度を変更します。有効な速度（ビット/秒）は次のとおりです。

◦

[9600]（デフォルト）

◦

[19200]

◦

[38400] - この値は、iLO 4 構成ユーティリティでサポートされていません。
iLO 構成ユーティリティの使用
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◦

[57600]

◦

[115200]

シリアルポート構成は、パリティなし、データビット 8、ストップビット 1（N/8/1）に設
定されている必要があります。
このオプションで設定されたシリアルポート速度は、iLO 4 構成ユーティリティで構成さ
れたシリアルポートの速度に一致する必要があります。
•

[仮想シリアルポートログ] - 仮想シリアルポートのログ記録が有効または無効になります。
以下の設定が有効です。

◦

[有効]- 仮想シリアルポートの動作が iLO メモリ内の 150 ページの循環バッファーに
記録され、CLI コマンド vsp log を使用して表示できます。仮想シリアルポートの
バッファーサイズは 128 KB です。

◦

[無効]（デフォルト） - 仮想シリアルポートの動作は記録されません。

この機能は、iLO ライセンスパッケージの一部です。詳しくは、Web サイト http://
www.hpe.com/info/ilo/licensing （英語）を参照してください。
•

[最小パスワード長] - ユーザーパスワードの設定または変更の際に許可される文字の最小
数を指定します。指定する文字数は、0～39 文字の値でなければなりません。デフォルト
値は 8 です。

•

[サーバー名] - ホストサーバー名を指定することができます。この値は手動で割り当てる
こともできますが、オペレーティングシステムがロードされる際にホストソフトウェアに
よって上書きされる場合があります。

•

•
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◦

サーバー名は最大 49 バイトまで入力できます。

◦

ブラウザーの更新を強制して新しい値を表示するには、この設定を保存して [F5] キー
を押します。

[サーバー FQDN/IP アドレス] - サーバーの FQDN または IP アドレスを指定できます。こ
の値は手動で割り当てることもできますが、オペレーティングシステムがロードされる際
にホストソフトウェアによって上書きされる場合があります。

◦

FQDN または IP アドレスは最大 255 バイトまで入力できます。

◦

ブラウザーの更新を強制して新しい値を表示するには、この設定を保存して [F5] キー
を押します。

[認証失敗ログ] - 証失敗のログ記録条件を構成できます。すべてのログインタイプがサポー
トされ、それぞれのログインタイプは個別に動作します。有効な値は、次のとおりです。

◦

[有効-毎回失敗時] - ログインに失敗するたびに、失敗したログインログエントリーが
記録されます。

◦

[有効-2 回目の失敗時] - ログインに 2 回失敗するたびに、失敗したログインログエン
トリーが記録されます。

◦

[有効 - 3 回目の失敗時] （デフォルト） - ログインに 3 回失敗するたびに、失敗した
ログイン ログ エントリーが記録されます。

◦

[有効 - 5 回目の失敗時] - ログインに 5 回失敗するたびに、失敗したログインログエン
トリーが記録されます。

◦

[無効] - 失敗したログインログエントリーは記録されません。
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[アクセス設定] - [サービス]
•

[セキュアシェル（SSH）アクセス] - SSH 機能を有効または無効にすることができます。
SSH は、暗号化された iLOCLP へのアクセスを提供します。デフォルト値は、[有効]で
す。

•

[セキュアシェル（SSH）ポート] - デフォルト値は 22 です。

•

[リモートコンソールポート] - デフォルト値は 17990 です。

•

[Web サーバー非 SSL ポート] - デフォルト値は 80 です。

•

[Web サーバー SSL ポート] - デフォルト値は 443 です。

•

[仮想メディアポート] - デフォルト値は 17988 です。

•

[SNMP アクセス] - 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。デフォルト値は、[有効]です。
[SNMP アクセス]を [無効]に設定すると、iLO 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 アクセス]を [無効]に設定すると、[管理]→[マネジメント]→[SNMP
設定]ページのほとんどのボックスが使用できなくなり、入力できなくなります。

•

[SNMP 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。
[SNMP ポート]の値をカスタマイズすると、標準以外の SNMP ポートの使用をサポートし
ない一部の SNMP クライアントが、iLO で正しく動作しない場合があります。

•

[SNMP トラップポート] - SNMP アラート（またはトラップ）用の業界標準（デフォルト）
の SNMP ポートは、[162] です。
[SNMP トラップポート]の値をカスタマイズすると、標準以外の SNMP トラップポートの
使用をサポートしないアプリケーションで、一部の SNMP 監視アプリケーション（SIM
など）が iLO で正しく動作しない場合があります。

[サービス] タブのアクセス設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[アクセス設定]をクリックします。
[アクセスオプション]タブのデータが表示されます。
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2.
3.

[サービス] タブをクリックします。[サービス] タブのデータが表示されます。
必要に応じてオプションを編集します。[適用]をクリックします。

[アクセス設定] - [IPMI/DCMI]
iLO により、業界標準の IPMI および DCMI コマンドを LAN 経由で送信できるようになりま
す。IPMI/DCMI ポートは 623 に設定されており、変更はできません。
[IPMI/DCMI] タブのアクセス設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[アクセス設定]をクリックします。[アクセスオ
プション] タブのデータが表示されます。
2. IPMI/DCMI タブをクリックします。
[IPMI/DCMI] タブのデータが表示されます。
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3.

チェックボックスを選択にしてクリックして IPMI/DCMI を有効にするか、チェックボッ
クスをクリアして無効にします。[適用]をクリックします。

iLO 管理設定の編集
[管理] - [SNMP 設定]
注記: 読み込みコミュニティでは、次の形式がサポートされます：コミュニティ名（たとえ
ば、public）。コミュニティ名とそれに続く IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名（たとえ
ば、public 192.168.0.1）。指定した IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名からの SNMP アク
セスが許可されることを指定するには、このオプションを使用します。iLO 4 1.10 以降では、
IPv4 アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力できます。
•

[システムの位置]（Agentless Management のみ） - サーバーの物理的位置を指定する最大
49 文字の文字列。

•

[システムコンタクト]（Agentless Management のみ） - システム管理者またはサーバーの
所有者を指定する最大 49 文字の文字列。文字列には、名前、メールアドレス、または電
話番号を含めることができます。

•

[システムの役割]（Agentless Management のみ） - サーバーの役割または機能を記述する
最大 64 文字の文字列。

•

[システムの役割詳細]（Agentless Management のみ） - サーバーが実行する場合がある具
体的なタスクを記述する最大 512 文字の文字列。

•

[読み取りコミュニティー]（Agentless Management のみ） - 構成されている SNMP 読み
取り専用コミュニティ名。

•

[トラップコミュニティー] - 設定されている SNMP トラップコミュニティ名。

•

[SNMP アラートの送信先] - iLO から SNMP アラートを受信する最大 3 つのリモート管理
システムの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名。
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•

[SNMP ポート] - SNMP 通信に使用するポート。この値は読み取り専用ですが、[アクセス
設定] → [サービス] ページで変更できます。iLO 管理ユーティリティの [アクセス設定] →
[サービス] ページに移動して、SNMP ポートを編集します。詳しくは、「iLO のアクセス
設定の編集」(58 ページ)を参照してください。

各種の iLO 管理設定は、[管理] ウィンドウの 3 つのタブ（[SNMP 設定]、[SNMP アラート]、
および [Insight Management 統合]）から編集できます。
[SNMP 設定] タブのマネジメント設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[管理]をクリックします。
[SNMP 設定] タブのデータが表示されます。

2.
3.

[Agentless Management] または [SNMP パススルー]を選択します。
必要に応じてフィールドにデータを入力します。[適用]をクリックします。

[管理] - [SNMP アラート]

64

•

[トラップソース識別子] - この設定は、iLO が SNMP トラップを生成するときに SNMP で
定義された sysName 変数に使用されるホスト名を決定します。デフォルト設定は、iLO
ホストです。

•

[iLO SNMP アラート] - ホストの OS に依存せずに iLO によって検出されたアラート状態
を、指定された SNMP アラート送信先（SIM など）に送信できます。

•

[Insight マネージメント エージェント SNMP アラートへ転送] - ホストマネジメントエー
ジェントによって検出されるアラート状態は、iLO を経由して SNMP アラート送信先に転
送できます。このアラートは、サポートされる各 OS 用の Insight マネジメントエージェ
ントによって生成されます。これらのアラートを受信するには、ホストサーバーに Insight
マネジメントエージェントをインストールしていなければなりません。

•

[コールドスタートトラップブロードキャスト] - [SNMP アラート送信先] ボックスにトラッ
プ送信先が設定されていない場合、コールドスタートトラップはサブネットブロードキャ
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ストアドレスにブロードキャストされます。IPv4 ホストのサブネットブロードキャストア
ドレスは、サブネットマスクとホスト IP アドレスのビット成分間のビット論理 OR 演算
を実行することで取得されます。たとえば、サブネットマスクが 255.255.252.0 のホスト
192.168.1.1 のブロードキャストアドレスは、192.168.1.1 | 0.0.3.255 = 192.168.3.255 に
なります。
•

[SNMPv1 トラップ] - 有効にすると、SNMP アラート送信先ボックスで構成されたリモー
トの管理システムに SNMPv1 トラップが送信されます。

[SNMP アラート] タブの設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[管理]をクリックします。[SNMP 設定] タブの
データが表示されます。
2. [SNMP アラート]タブをクリックします。
[SNMP アラート] のデータが表示されます。

3.
4.
5.
6.

ラジオボタンをクリックして、[ソース識別子のトラップ]を選択します。
各設定の横のドロップダウンリストをクリックして選択し、設定を有効または無効にしま
す。
アラート送信することを選択する場合、[テストアラートを送信]をクリックします。
[適用]をクリックします。

[管理] - [Insight Management 統合]
•

[Hewlett Packard Enterprise System Management Homepage (HPE SMH) FQDN/IP ア
ドレス] - この値は、iLO ページの Insight Agent リンクをクリックしたときにブラウザー
がアクセスするサイトを設定します。ホストサーバーの完全修飾ドメイン名または IP ア
ドレスを入力します。iLO からアクセスできるように、プロトコル （https://）とポー
ト番号 （:2381）が IP アドレスまたは DNS 名に自動的に追加されます。URL が別の方
法（たとえば、CPQLOCFG）で設定される場合は、ブラウザーの表示更新ボタンをクリッ
クして更新された URL を表示します。
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•

[返されたデータのレベル] - この設定により、iLO によって受信される匿名の検出メッセー
ジの内容が制御されます。返される情報は、SIM の HTTP 識別要求に使用されます。以下
のオプションを使用できます。

◦

[有効（iLO+ サーバー関連データ）]（デフォルト） - SIM は、マネジメントプロセッ
サーをホストサーバーに関連付け、SIM と統合できるだけの十分なデータを提供でき
ます。

◦

[無効（リクエストに応答しない）] - iLO は、SIM 要求に応答しません。

[Insight Management 統合] タブの設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[管理]をクリックします。[SNMP 設定] タブの
データが表示されます。
2. [Insight Management 統合]タブをクリックします。
[Insight Management 統合] タブのデータが表示されます。

3.

必要な設定を編集します。[適用]をクリックします。

ネットワーク設定の変更
[ネットワーク設定] - [概要]
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•

[使用中の NIC] - 現在使用している NIC 構成（たとえば、iLO 専用ネットワークポートま
たは共有ネットワークポート）。

•

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムの DNS 名。たとえば、ilo.example.com の代わりに ilo。
この名前は、DHCP と DNS が IP アドレスではなく iLO サブシステム名に接続するよう構
成されている場合のみ使用されます。詳しくは、iLO 4 のユーザーガイドを参照してくだ
さい。

•

[MAC アドレス] - NIC の MAC アドレス。
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•

[リンク状態] - 現在のリンクの状態（iLO 専用ネットワークポートのみ）。

•

[デュプレックスオプション] - 現在のデュプレックスオプション（全二重または半二重）。

•

[DHCPv4 ステータス] - 有効または無効にします。

•

[IPv6 ステートレスアドレス自動構成（SLAAC）] - 有効または無効にします。

•

[SLAAC アドレス] - iLO によって作成された IPv6 の物理アドレス。

[ネットワーク設定] - [一般]
•

•

iLO ホスト名設定

◦

[iLO ホスト名] - iLO サブシステムの DNS 名。たとえば、ilo.example.com の代わり
に ilo。この名前は、DHCP と DNS が IP アドレスではなく iLO サブシステム名に接
続するよう構成されている場合のみ使用されます。詳しくは、iLO 4 のユーザーガイ
ドを参照してください。

◦

[ドメイン名] - iLO のドメイン名。DHCP を使用していない場合は、ドメイン名を入
力します。

NIC 設定

◦

[iLO 専用ネットワークポートを使用] - このチェックボックスを選択している場合は、
サーバーの背面にあるコネクターに接続されている NIC がシステムで使用されます。
この NIC は、iLO トラフィックのみを処理します。
このチェックボックスを選択していない場合は、共有ネットワークポートがシステム
で使用されます。共有ネットワークポートには 2 種類あります。
–

LOM - サーバーに組み込まれている NIC を使用します。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 を構成することもできます。
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–

•

FlexibleLOM - サーバーの特殊なコネクターに接続するオプションの NIC を使用
します。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 を構成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。[共有ネットワークポート] - [FlexibleLOM]
オプションをサポートするサーバーの一覧については、iLO 4 のユーザーガイド
を参照してください。

リンク状態（iLO 専用ネットワークポートのみ）。

◦

[自動]（デフォルト） - iLO は、ネットワークに接続するときに、サポートされる最
高のリンク速度とデュプレックス設定をネゴシエーションできます。

◦

[1000BaseT、フルデュプレックス] - 全二重を使用した 1 Gb 接続を強制します（BL
c-Class サーバーではサポートされていません）。

◦

[1000BaseT、ハーフデュプレックス] - 半二重を使用した 1 Gb 接続を強制します（BL
c-Class サーバーではサポートされていません）。

◦

[100BaseT、フルデュプレックス] - 全二重を使用した 100 Mb 接続を強制します。

◦

[100BaseT、ハーフデュプレックス] - 半二重を使用した 100 Mb 接続を強制します。

◦

[10BaseT、フルデュプレックス] - 全二重を使用した 10 Mb 接続を強制します。

◦

[10BaseT、ハーフデュプレックス] - 半二重を使用した 10 Mb 接続を強制します。

[一般] タブの設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[ネットワーク設定]をクリックします。[一般] タ
ブのデータが表示されます。

2.
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必要に応じて設定を編集します。[適用]をクリックします。
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[ネットワーク設定] - [IPv4]
•

[DHCPv4 有効] - iLO が DHCP サーバーからの IP アドレス（およびその他の多くの設定）
の取得を有効にします。

◦

[DHCPv4 が提供するゲートウェイを使用] - iLO が、DHCP サーバーが提供するゲー
トウェイを使用するかどうかを指定します。DHCP を使用しない場合は、ゲートウェ
イ IPv4 アドレスボックスにゲートウェイアドレスを入力します。

◦

[DHCPv4 提供する静的経路を使用] - iLO が、DHCP サーバーが提供する静的経路を
使用するかどうかを指定します。この静的経路を使用しない場合は、静的経路 #1 ボッ
クス、静的経路 #2 ボックス、および静的経路 #3 ボックスに静的経路宛先、マスク、
およびゲートウェイアドレスを入力します。

◦

[DHCPv4 が提供するドメイン名を使用] - iLO が、DHCP サーバーが提供するドメイ
ン名を使用するかどうかを指定します。DHCP を使用しない場合は、[共有ネットワー
クポート]ページの [ドメイン名] ボックスにドメイン名を入力します。

◦

[DHCPv4 が提供する DNS サーバーを使用] - iLO が、DHCP サーバーが提供する DNS
サーバーリストを使用するかどうかを指定します。DNS サーバーリストを使用しな
い場合は、プライマリ DNS サーバーボックス、セカンダリ DNS サーバーボックス、
およびターシャリ DNS サーバーボックスに DNS サーバーアドレスを入力します。

◦

[DHCPv4 が提供する時間設定を使用] - iLO が、DHCPv4 サーバーが提供する時間を
使用するかどうかを指定します。

◦

[DHCPv4 が提供する WNS サーバーを使用] - iLO が、DHCP サーバーが提供する
WINS サーバーリストを使用するかどうかを指定します。WINS サーバーリストを使
用しない場合は、プライマリ WINS サーバーボックスおよびセカンダリ WINS サー
バーボックスに WINS サーバーアドレスを入力します。

•

[IPv4 アドレス] - iLO の IP アドレス。DHCP を使用する場合、iLO の IP アドレスは自動
的に提供されます。DHCP を使用しない場合は、静的 IP アドレスを入力します。

•

[サブネットマスク] - iLO IP ネットワークのサブネットマスク。DHCP を使用する場合、
サブネットマスクは自動的に提供されます。DHCP を使用しない場合は、ネットワークの
サブネットマスクを入力します。

•

[ゲートウェイ IPv4 アドレス] - iLO のゲートウェイアドレスです。DHCP を使用する場
合、iLO ゲートウェイの IP アドレスは自動的に提供されます。DHCP を使用しない場合
は、iLO のゲートウェイ IP アドレスを入力します。

•

[静的経路 #1]、[静的経路 #2]、および [静的経路 #3] - iLO の静的経路宛先、マスク、およ
びゲートウェイアドレス。[DHCPv4 提供する静的経路を使用]を使用する場合、これらの
値は自動的に入力されます。使用しない場合は、静的経路の値を入力します。

•

[プライマリ DNS サーバー] - プライマリ DNS サービスの IPv4 アドレスを入力します。

•

[セカンダリ DNS サーバー] - セカンダリ DNS サービスの IPv4 アドレスを入力します。

•

[ターシャリ DNS サーバー] - ターシャリ DNS サービスの IPv4 アドレスを入力します。

注記: DNS サーバーの位置が IPv4 および IPv6 の両方で構成されている場合は、両方のソー
スが使用されます。iLO クライアントアプリケーションは、最初の構成オプションとして IPv6
を使用し、優先順位はプライマリソース、セカンダリソース、そしてターシャリソースの順と
なります。
•

[DNS サーバー登録を有効] - iLO がその IPv4 アドレスと名前を DNS サーバーに登録でき
るようにするには、このオプションを選択します。

•

[プライマリ WINS サーバー] - プライマリ WINS サーバーの IPv4 アドレスを入力します。

•

[セカンダリ WINS サーバー] - セカンダリ WINS サーバーの IPv4 アドレスを入力します。
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•

[WINS サーバー登録を有効] - iLO が WINS サーバーの IPv4 アドレスを登録できるように
するには、このチェックボックスを選択します。

•

[開始時にゲートウェイに ping] - iLO が初期化されたときに、iLO が要求パケットをゲー
トウェイに送信するようにするには、このチェックボックスを選択します。

[IPv4] タブの設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[ネットワーク設定]をクリックします。[一般] タ
ブのデータが表示されます。
2. [IPv4] タブをクリックします。[IPv4] タブのデータが表示されます。

3.
4.

DHCPv4 を有効にしている場合は、このチェックボックスをクリアします。
必要に応じて設定を編集します。[適用]をクリックします。

[ネットワーク設定] - [IPv6]
•

[iLO クライアントアプリケーションは IPv6 を最初に使用] - iLO クライアントアプリケー
ションで IPv4 サービスアドレスも IPv6 サービスアドレスも構成されている場合は、この
オプションでクライアントアプリケーションへのアクセスの際に iLO がどちらのプロトコ
ルを先に試すかを指定します。この設定は、FQDN を使用して NTP を構成する際にネー
ムリゾルバーから受け取るアドレスリストにも適用されます。

◦

iLO で IPv6 を先に使用する場合は、このチェックボックスを選択します。

◦

iLO で IPv4 を先に使用する場合は、このチェックボックスをクリアします。

最初のプロトコルを使用した通信が失敗すると、iLO は自動的の 2 番目のプロトコルを試
します。
•
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[ステートレスアドレス自動構成（SLAAC）を有効] - iLO がルーター通知メッセージから
自身の IPv6 アドレスを作成できるようにするには、このチェックボックスを選択します。
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注記: iLO は、このオプションが選択されていない場合でも、自身のリンク-ローカルア
ドレスを作成します。
•

[プライマリ DNS サーバー]、[セカンダリ DNS サーバー]、[ターシャリ DNS サーバー] DNS サービスの IPv6 アドレスを入力します。
DNS サーバーの位置が IPv4 および IPv6 の両方で構成されている場合は、両方のソース
が使用されます。iLO クライアントアプリケーションは、最初の構成オプションとして
IPv6 を使用し、優先順位はプライマリソース、セカンダリソース、そしてターシャリソー
スの順となります。

•

[DHCPv6 が提供する NTP サーバーを使用] - このオプションは、DHCPv6 サーバーが提
供する時間を iLO が使用するかどうかを決定します。

•

[DDNS サーバー登録を有効] - このオプションは、iLO がその IPv6 アドレスと名前を DNS
サーバーに登録するかどうかを決定します。

•

[静的 IPv6 アドレス 14] - IP アドレスが自動的に割り当てられない場合、最大 4 つの静的
IP アドレスを入力します。アドレスのプレフィックス長を指定する必要があります。

•

[静的デフォルトゲートウェイ] - ネットワーク上にルーター通知メッセージが存在しない
場合に対応できるよう、デフォルト IPv6 ゲートウェイアドレスを入力します。

•

[静的経路 #1]（宛先/ゲートウェイ）、[静的経路 #2]（宛先）、[静的経路 #3] - 静的 IPv6
宛先プレフィックスおよびゲートウェイアドレスのペアを入力します。宛先のプレフィッ
クス長を指定する必要があります。リンク-ローカルアドレスは宛先としては許可されませ
んが、ゲートウェイとしては許可されます。

[IPv6] タブの設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[ネットワーク設定]をクリックします。[一般] タ
ブのデータが表示されます。
2. [IPv6] タブをクリックします。[IPv6] タブのデータが表示されます。

iLO 構成ユーティリティの使用
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3.

必要に応じて設定を編集します。[適用]をクリックします。

[ネットワーク設定] - [SNTP]
•

[DHCPv4 が提供する時間設定を使用] - iLO が、DHCP サーバーが提供する時間を使用す
るかどうかを指定します。

•

[DHCPv6 が提供する時間設定を使用] - iLO が、DHCP サーバーが提供する時間のバージョ
ン 6 を使用するかどうかを指定します。

•

[NTP 時間をホストに転送] - iLO が DHCP サーバーが提供する時間ではなく NTP 時刻を
使用するかどうかを指定します。

•

[プライマリタイムサーバー] - DHCPv4 または DHCPv6 SNTP を使用していない場合は、
[プライマリタイムサーバー] ボックスに時間サーバーのアドレスを入力します。

•

[セカンダリタイムサーバー] - DHCPv4 または DHCPv6 SNTP を使用していない場合は、
[セカンダリタイムサーバー] ボックスにセカンダリ時間サーバーのアドレスを入力します。

•

[タイムゾーン] - 世界のタイムゾーンのドロップダウンリスト。

[SNTP] タブの設定を編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ]ウィンドウで、[ネットワーク設定]をクリックします。[一般] タ
ブのデータが表示されます。
2. [SNTP] タブをクリックします。[SNTP] タブのデータが表示されます。

3.
4.
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DHCPv4 または DHCPv6 の時間設定を有効にしている場合は、該当するチェックボック
スの選択をクリアします。
必要に応じて設定を編集します。[適用]をクリックします。
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[ユーザー管理] の編集
•

[ユーザーアカウント] - 編集可能なユーザーが表示されます。

◦

[ユーザー名] - [ユーザー管理] ページと [iLO 概要] ページのユーザーリストに表示され
ます。ユーザー名は、ログイン名と同じである必要はありません。ユーザー名は、最
長 39 文字です。[ユーザー名] には、印字可能な文字を使用する必要があります。

◦

[ログイン名] - iLO にログインするときに使用する必要がある名前です。ログイン名
の最大長は 39 文字です。[ログイン名] には、印字可能な文字を使用する必要があり
ます。
重要:

•

ログイン名は一度設定すると変更できません。

[権限] - 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] - ユーザーがローカル iLO ユーザーアカウントを追加、編
集、および削除できるようにします。この権限を持つユーザーは、すべてのユーザー
の権限を変更できます。この権限がないと、本人の設定の表示と本人のパスワードの
変更しか実行できません。

◦

[iLO 設定の構成] - セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を変更し、リモート
に iLO ファームウェアを更新することができます。この権限では、ローカルユーザー
アカウントは管理できません。

◦

[リモートコンソールアクセス] - 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にアクセスできます。

◦

[仮想メディア] - ホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。

◦

[仮想電源およびリセット] - ホストシステムの電源再投入やリセットを実行できます。
これらの操作はシステムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、ボタン
を使用してシステムを診断できます。

新しいユーザーを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ] ウィンドウで、[ユーザー管理]をクリックします。[ユーザー管
理] ウィンドウが表示されます。

iLO 構成ユーティリティの使用
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2.

[新規]をクリックします。[ユーザーの追加] ウィンドウが表示されます。

3.

ユーザー名を入力します。ユーザー名は、最長 39 文字です。[ユーザー名] には、印字可
能な文字を使用する必要があります。

メンテナンスの実行

4.

ログイン名を入力します。ログイン名の最大長は 39 文字です。[ログイン名] には、印字
可能な文字を使用する必要があります。
重要:

5.
6.
7.
8.

ログイン名は一度設定すると変更できません。

パスワードを入力します。パスワードの最低文字数は、[アクセス設定]ページで設定しま
す。パスワードは、最長 39 文字です。
パスワードを再入力して確認します。
追加するユーザーに適したユーザー権限を選択します。
[追加]をクリックします。

既存のユーザーアカウントを編集するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ] ウィンドウで、[ユーザー管理]をクリックします。[ユーザー管
理] ウィンドウが表示されます。
2. [編集]をクリックします。[ユーザーの編集] ウィンドウが表示されます。

3.
4.
5.
6.

編集するユーザーアカウントの [ユーザー名] を入力します。
ユーザーのパスワードを入力します。パスワードを再入力して確認します。
チェックボックスを選択して、ユーザーの権限を変更します。
[更新]をクリックします。

ユーザーアカウントを削除するには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ] ウィンドウで、[ユーザー管理]をクリックします。[ユーザー管
理] ウィンドウが表示されます。

iLO 構成ユーティリティの使用

75

2.
3.

[ユーザーアカウント]ドロップダウンリストで、削除するユーザーアカウントを選択しま
す。
[削除]をクリックします。[OK] をクリックしてユーザーアカウントを削除するか、[キャ
ンセル]をクリックします。

iLO のリセット
この画面は、iLO をリセットしたり、iLO を工場出荷時のデフォルトの設定に戻すときに使用
します。
•

[iLO をリセット] - クリックすると、iLO がリセットされます。

•

[工場出荷時の設定にリセット] - 工場出荷時の設定に復元します。

iLO をリセットするには、以下の手順に従ってください。
1. [iLO 設定ユーティリティ] ウィンドウで、[リセット]をクリックします。[iLO のリセット]
ウィンドウが表示されます。
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2.

必要なオプションのチェックボックスを選択します。[リセット]をクリックします。iLO
がリセットされます。再度ログインする必要があります。

HPE Remote Support の使用
[メンテナンスの実行]から HPE Remote Support 機能にアクセスできます。実行できるタスク
には、登録解除やプロキシ設定の更新が含まれます。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [HPE Insight Remote Support] を選択します。
Intelligent Provisioning を使用するために初期設定するとき、この画面は「ステップ 3：HPE
Remote Support の登録」(14 ページ)に表示されます。

HPE リモートサポートの登録解除
リモートサポートを登録解除するプロセスは、Insight Online Direct Connect 登録方法または
Insight Remote Support Central Connect 登録方法のどちらを使用したかによって異なります。

Insight Online Direct Connect の登録解除
1.
2.

[メンテナンスの実行]ページに移動して、[HPE Insight Remote Support] を選択します。
[登録を解除します]をクリックします。
Intelligent Provisioning によって、サーバーの登録が解除されたことが通知されます。

Insight Remote Support Central Connect からの登録解除
1.

Insight RS Console にログインします。

HPE Remote Support の使用
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2.

次のいずれかを実行します。
•

サーバーの監視を一時的に停止するには、Insight RS Console で、[デバイス]→[デバ
イスの概要]タブでサーバーを選択し、[ACTIONS]→[DISABLE SELECTED] を選択
します。
Intelligent Provisioning からサーバーの登録を直接解除することは、Insight RS Console
でサーバーを一時的に無効にすることと同じです。

•

3.
4.

サーバーの監視を永久に停止するには、Insight RS Console からサーバーを削除しま
す。サーバーを削除するには、[デバイスの概要]タブでサーバーを選択し、[アクショ
ン]→[選択したサーバーを削除]を選択します。

Intelligent Provisioning の[メンテナンスの実行]→[HPE Insight Remote Support] ページ
の順に選択します。
サーバーが登録されていないことを確認します。

Web プロキシ設定の編集（Insight Online Direct Connect のみ）
サーバーがリモートサポートに登録された後で Web プロキシ設定が変更された場合、引き続
きリモートサポートデータを Hewlett Packard Enterprise に送信できるように設定を更新しま
す。
1. [メンテナンスの実行]ページに移動して、[HPE Insight Remote Support] を選択します。
2. [プロキシをアップデート]をクリックします。
3. 必要に応じて、次の設定を更新します。

4.

•

[Web プロキシサーバー] - ホスト名または IP アドレスを入力します。

•

[Web プロキシポート]

•

[Web プロキシユーザー名]

•

[Web プロキシパスワード]

[プロキシをアップデート]をクリックします。

ライセンス管理の使用
iLO Advanced ライセンスパックと HPE Smart キャッシュライセンスパックを有効にするに
は、ライセンス管理機能を使用します。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [ライセンス管理]を選択します。
[ライセンス管理] ウィンドウに、サーバーに適したライセンスのリストが表示されます。
3.

4.

iLO Advanced ライセンスパックまたは HPE Smart キャッシュライセンスパックのライセ
ンスキーを入力します。
•

iLO Advanced ライセンスパックでは、リモートメディアアクセスと拡張された診断
およびランタイム機能を使用できます。

•

HPE Smart キャッシュライセンスパックでは、Smart アレイコントローラーでソリッ
ドステートデバイスを利用して、ハードディスクドライブ上に存在するデータへのア
クセスを迅速化することができます。

[適用]をクリックしてライセンスを有効にします。

消去ユーティリティの使用
ハードディスクドライブと Active Health System ログを消去し、UEFI システムユーティリティ
の RBSU 設定をリセットするには、消去ユーティリティを使用します。
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消去ユーティリティのオプション
各デバイスで使用する消去オプションを選択します。
デバイス

消去しない

リセット

完全消去

[すべてのハードディスクド ハードディスクドライブ操 ハードディスクドライブの
ライブ]
作を消去しません
マスターブートレコードを
消去します。したがって、
ハードディスクドライブか
ら起動できなくなります

パターン上書き消去を実行
します。したがって、どの
データも復旧できなくなり
ます。VID も消去されま
す。詳しくは、「完全消去
の使用」 (80 ページ) を参
1
照してください。

[Active Health System ロ
グ]

AHS ログを消去しません

[RBSU]

RBSU 設定をリセットしま RBSU 設定をデフォルトに 利用不可
せん
リセットします

1

AHS パーティションをマウ 利用不可
ントし、パーティションの
すべてのファイルを消去し
ます

ハードディスクドライブの安全な消去には数時間かかる場合があり、大型ドライブでは数日かかる場合があります。
これは、この完全消去手順で予想される動作です。

消去ユーティリティへのアクセス
注意: 消去ユーティリティを実行する前にバックアップを行ってください。このユーティリ
ティは、システムを元の工場出荷時の状態に戻し、アレイ設定やディスクパーティションなど
の現在のハードウェア構成情報を削除し、接続しているすべてのハードディスクドライブを完
全に消去します。消去ユーティリティは、このユーティリティでユーザーが選択した項目に基
づいて、システム内の指定された領域からデータを消去します。既存のデータとシステム構成
設定が消失します。
消去ユーティリティを使用するには、以下の手順に従ってください。
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、[メンテナンスの実行]をクリックします。
2. メンテナンスオプションの [消去ユーティリティ]を選択します。
3. 各デバイスで使用する消去オプションを選択します。
4. [消去]をクリックします。[消去の確認]ウィンドウが表示され、[OK] をクリックして消去
手順を開始するか、[キャンセル]をクリックして消去を取り消すことを求められます。

消去ユーティリティの使用
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完全消去の使用
Intelligent Provisioning は、DoD 5220.22-M で概説されているガイドラインに準拠した内部シ
ステムストレージおよびハードディスクのための完全消去機能を提供します。[完全消去] は、
ランダムパターンを 3 パスプロセスで適用することで、システムに接続されているすべてのブ
ロックデバイスを上書きします。これらのブロックデバイスには、ハードディスク、サーバー
に接続されているストレージシステム、iLO が使用している内蔵ストレージが含まれます。シ
ステムに取り付けられたストレージの量によっては、完全消去プロセスが完了するまでに数時
間、あるいは数日かかることがあります。
注意:
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•

[完全消去] は、システムが停止しているときのみ、細心の注意を払って使用してください。
完全消去プロセスは iLO をリセットしてそこに保存されているすべてのライセンスを消去
し、ほとんどの場合に BIOS 設定をリセットし、システムに保存されているすべての AHS
データおよび保証データを削除します。iLO は、このプロセスが完了した後に、複数回再
起動します。

•

FCoE、iSCSI、外部 SAS、ファイバーチャネルストレージは、完全消去を使用する前に切
断しないと、これらも消去されてしまいます。

メンテナンスの実行

5 高度な方法について
Intelligent Provisioning アップデートミラーの作成のために提供されて
いるスクリプトの使用
Windows 環境では、Hewlett Packard Enterprise が提供するスクリプトを使用して Intelligent
Provisioning のアップデートミラーレポジトリにファームウェアやソフトウェアを自動で格納
できます。このミラーを作成する場合は、SPP で配布されるソフトウェアとファームウェアを
ローカルネットワーク内のサーバーにアップロードします。アップロード後、ネットワーク内
部のサーバーを更新する際に、サーバーは Web サイトではなくローカルサーバー上のファー
ムウェアやソフトウェアにアクセスできるようになるため、サーバーの更新にかかる時間を大
幅に短縮できます。
このスクリプトは、hp-ipcli を使用してプロセスを自動化します。
手順 1
1.
2.

FTP サイト（ftp://ftp.hp.com/pub/softlib2/software1/pubsw-windows/p1911695011/
v118289/ipcli.exe ）からスクリプトを取得します。
コマンドラインからツールを実行し、ファイルを提供するディレクトリにポイントしま
す。また、プロキシサーバーが必要な場合は、2 番目のコマンドを入力します。
>ipcli.exe –dir <path to the directory from which you will serve the files>
>ipcli.exe –dir <path to the directory from which you will serve the files> -proxy
http://proxy.yourcompany.com:8080/proxy

注記:
3.

入力を要求するプロンプトがツールの実行中に表示される場合があります。

ダウンロードが完了したら、config.xml を開いて、「replace」をファイルを提供する URL
に変更します。

新しく作成したアップデートミラーを使用するように HP ProLiant サー
バーを設定する
1.
2.

[メンテナンスの実行]画面から [Intelligent Provisioning 環境設定]を選択します。
[システムソフトウェアアップデート]を [Custom URL] に変更して、ファイルを提供する
URL を入力します。

Intelligent Provisioning アップデートミラーの作成
Intelligent Provisioning アップデートミラーを使用して、SPP によって提供されるソフトウェ
アおよびファームウェアに、ローカルネットワーク内のサーバーからアクセスすることによ
り、更新速度が向上します。
アップデートミラーには、FTP または HTTP 経由でファイルを提供できる任意の OS を搭載す
るサーバー上で動作する Web サーバーが必要です。
SPP の Intelligent Provisioning アップデートミラーを作成するには、以下の手順に従ってくだ
さい。
1. SPP をダウンロードし、ファイルを Web サーバーにコピーします。
a. Web サイトから .iso ファイルをダウンロードします。
http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl
b.

SPP ISO をマウントし、コンテンツを Web サーバーにコピーします。次の例では、
UNIX コマンドが使用されており、Web サーバーが /srv/www/spp-version1 から
ファイルを提供することが前提となっています。Windows の場合は、ユーティリティ
を使用して ISO をマウントし、Windows エクスプローラーを使用してファイルをコ
ピーすることができます。
# mkdir -p sppmount
# mount -o loop SPP2011.09.0.iso sppmount
Intelligent Provisioning アップデートミラーの作成のために提供されているスクリプトの使用
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#
#
#
#

2.

mkdir -p /srv/www/spp-version1
cp -r ./sppmount/. /srv/www/spp-version1
umount sppmount
rmdir sppmount

アップデートミラーで Intelligent Provisioning ソフトウェアをホストする場合は、最新バー
ジョンの Intelligent Provisioning をダウンロードして、ファイルを Web サーバーにコピー
します。
a. Web サイトにアクセスします。
ftp://ftp.hpe.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1048499843

b.

c.

最新のフォルダーから、次のファイルをダウンロードします。
•

gaius.img.gz

•

vid.img.gz

•

hp_manifest.zip

ファイルを Web サーバーにコピーします。
# cp gaius.img.gz /srv/www/ipupdate-1.00
# cp vid.img.gz /srv/www/ipupdate-1.00
# unzip -d /srv/www/ipupdate-1.00 hp_manifest.zip

3.

SPP 構成ファイルに含まれている URL を修正して Web サーバーのアドレスを指定しま
す。
a. spp-version1/hp_manifest/config.xml ファイルを作成または修正して、ルー
ルを追加し、Web サーバーを参照するように URL を変更します。たとえば、次のよ
うに記述します。
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<hp_manifest schema_version=”1.0.0.0”><index>
<config>
<rewrite_url
pattern=”file://\.”
replace=”http://myserver/spp-version1”
/>
</config>
</index>
</hp_manifest>

この例では、Intelligent Provisioning が、file://で始まる各 URL を、Web サーバー
上の URL に置き換えます。たとえば、file://./hp/swpackages/
CP0012345.scexe の要求は、http://myserver/spp-version1/hp/
swpackages/CP0012345.scexe に変換されます。
b.

config.xml を参照するように spp-version1/hp_manifest/index.xml を修正
します（まだ示されていない場合）。
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<hp_manifest schema_version=”1.0.0.0”>
<index>
<include src=”meta.xml” type=”meta” lang=”en” />
<include src=”meta-ja.xml” type=”meta” lang=”ja” />
<include src=”os.xml” type=”operating_systems” />
<include src=”type.xml” type=”type” />
<include src=”system.xml” type=”systems” />
<include src=”device.xml” type=”devices” />
<include src=”category.xml” type=”categories” />
<include src=”config.xml” type=”config” />
</index>
</hp_manifest>
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4.

アップデートミラーで Intelligent Provisioning ソフトウェアをホストする場合は、Intelligent
Provisioning 設定ファイルに含まれている URL を修正して Web サーバーのアドレスを指
定します。
a. ipupdate-1.00/hp_manifest/config.xml ファイルを作成または修正して、ルー
ルを追加し、Web サーバーを参照するように URL を変更します。
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<hp_manifest schema_version=”1.0.0.0”><index>
<config>
<rewrite_url
pattern=”file://\.”
replace=”http://myserver/ipupdate-1.00 “
/>
</config>
</index>
</hp_manifest>

この例では、Intelligent Provisioning ソフトウェアが、file://で始まる各 URL を、
Web サーバー上の URL に置き換えます。たとえば、file://./gaiusw.img.qz の
要求は、http://myserver/ipupdate-1.00/gaius.img.gz に変換されます。
b.

config.xml を参照するように ipupdate-1.00/hp_manifest/index.xml を修
正します（まだ示されていない場合）。
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<hp_manifest schema_version=”1.0.0.0”>
<index>
<include src=”meta.xml” type=”meta” lang=”en” />
<include src=”meta-ja.xml” type=”meta” lang=”ja” />
<include src=”os.xml” type=”operating_systems” />
<include src=”type.xml” type=”type” />
<include src=”system.xml” type=”systems” />
<include src=”device.xml” type=”devices” />
<include src=”category.xml” type=”categories” />
<include src=”config.xml” type=”config” />
</index>
</hp_manifest>

5.

Intelligent Provisioning ユーザーインターフェイスで入力された URL からアップデートファ
イルの保存場所に FTP または HTTP 要求をリダイレクトする index.xml ファイルを作
成します。
たとえば、Intelligent Provisioning ユーザーインターフェイスで http://mywebserver/
update-src/hp/proliant という URL を使用するには、次の index.xml ファイルを
作成し、Web サーバーのルートディレクトリに対応する update-src/hp/proliant
ディレクトリに保存します。
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<hp_manifest schema_version=”1.0.0.0”>
<index>
<include
src=”http://myserver/spp-version1”
type=”redirect”
/>
<include
src=”http://myserver/ipupdate-1.00”
type=”redirect”
/>
</index>
</hp_manifest>

Intelligent Provisioning アップデートミラーの作成
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異なる SPP の異なるサーバーへのミラーリング
正規表現を index.xml ファイルに追加することにより、Web サーバーに、SMBIOS ランタ
イム属性に基づいて、異なる SPP を異なるサーバーに提供させることができます。正規表現
が SMBIOS 情報とマッチする場合はファイルが含まれ、マッチしない場合は無視されます。
表 1 正規表現の属性
属性名

SMBIOS 属性

product_name

SMBIOS 製品名（dmidecode - string system-product-name）

product_serial

SMBIOS シリアル番号（smidecode - string system-serial-number）

product_uuid

SMBIOS UUID（dmidecode - string system-id）

bios_family

ROM ファミリ（dmidecode - string bios-version）

たとえば、異なるタイプのサーバーに異なる SPP を提供するアップデートミラーを構成する
ために、product_name 属性を index.xml ファイルのリダイレクトコマンドに追加するこ
とができます。次の例では、DL380 サーバーは spp-version1 にアクセスしますが、DL580 サー
バーは spp-version2 にアクセスします。
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<hp_manifest schema_version=”1.0.0.0”>
<index>
<include
src=”http://myserver/spp-version1”
type=”redirect”
product_name=”.*dl380.*”
/>
<include
src=”http://myserver/spp-version2”
type=”redirect”
product_name=”.*dl580.*”
/>
<include
src=”http://myserver/ipupdate-1.00”
type=”redirect”
/>
</index>
</hp_manifest>

HPE USB Key Utility の使用
•

「起動可能な USB キーの作成」 (85 ページ)

HPE USB Key Utility
HPE USB Key Utility は、Intelligent Provisioning または SPP の内容、およびその他の CD また
は DVD イメージを USB フラッシュドライブにコピーする Windows アプリケーションです。
USB フラッシュドライブにデータをコピーした後、Intelligent Provisioning または SPP を、CD
または DVD からではなく、USB フラッシュドライブから実行できるようになります。このプ
ロセスは、ヘッドレスサーバーを操作する場合に役立ちます。また、Web から取得したイメー
ジの内容を必要に応じてカスタマイズできるため、内容の保存、移動、および使用が簡単にな
ります。
ユーティリティをインストールすると、[スタート] メニューの [すべてのプログラム] フォル
ダーの [System Tools] にショートカットが追加されます。
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機能
USB Key Utility は以下をサポートします。
•

1 GB より大きな ISO ファイル。

•

USB フラッシュドライブのクイックフォーマット機能。

•

最大 32 GB までの USB フラッシュドライブ。32 GB より大きな USB フラッシュドライ
ブはユーティリティに表示されません。

USB フラッシュドライブに十分な空きスペースがあり、UEFI ブートローダー（これは、セキュ
リティ上の理由で複数のイメージをサポートしません）で機能する内容をロードしていない場
合、USB Key Utility は、単一の USB フラッシュドライブ上で複数のイメージをサポートしま
す。
注記: HP SUM 6.2.0、SPP 2014.02.0、および Intelligent Provisioning 1.60 以降は、単一の
デバイスでのマルチブート環境をサポートしていません。HP SUM、SPP、および Intelligent
Provisioning には、UEFI ブートローダーで動作するために署名された部分が含まれています。
USB Key Utility では、シングルイメージブート構成のみを使用します。

前提条件
USB フラッシュドライブにアプリケーションをインストールするには、サポートされるソース
CD、DVD、または ISO と、それらのソースの内容を保存できるだけの空きスペースを備えた
USB フラッシュドライブを用意する必要があります。USB Key Utility では、メディアまたは
ISO イメージよりも大きいストレージ容量（2 GB 以上）を備える USB 2.0 フラッシュドライ
ブが必要です。
注記: バージョン 2.0 以降の USB Key Utility は、32 ビットオペレーティングシステムをサ
ポートしません。32 ビット環境ではバージョン 1.8 のユーティリティを使用してください。

AutoRun ファイル
AutoRun ファイルは、ユーティリティから自動的に起動されません。AutoRun ファイルを起動
するには、USB キー上の該当する CD または DVD フォルダーで、autorun.exe ファイルを
ダブルクリックします。

起動可能な USB キーの作成
起動可能な USB キーを作成するには、以下の手順に従ってください。
1. [HPE システムツール] フォルダーの [HPE USB Key Utility] ショートカットをダブルク
リックします。
2. アプリケーションの指示に従い、以下の各ステップを実行します。
a. スプラッシュ画面で [次へ]をクリックします。
b. エンドユーザー使用許諾契約書を読んで、[同意する]を選択し [次へ]をクリックしま
す。
c. [CD/DVD から起動可能な USB キーを作成]を選択し、[次へ]をクリックします。

HPE USB Key Utility の使用
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d.

e.

空いている USB ポートに、USB フラッシュドライブを挿入します。メディアをオプ
ティカルドライブに挿入するか、ISO イメージをマウントして、[次へ]をクリックし
ます。
ソースのドライブ文字およびターゲット USB フラッシュドライブのドライブ文字を
選択し、[次へ]をクリックします。
ヒント: 使用するドライブキーが見つからない場合や、新しいドライブキーを挿入
したばかりの場合は、[ターゲット再スキャン]をクリックしてください。
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注意:
f.
g.

ターゲット USB キー上のすべてのデータが削除されます。

警告メッセージの画面で [次へ]をクリックします。USB フラッシュドライブがフォー
マットされ、ソースの内容が USB フラッシュドライブにコピーされます。
[完了]をクリックして、README.TXT ファイルを表示します。

HPE USB Key Utility の使用
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6 トラブルシューティング
この章には、一般的な問題、Windows 固有の問題、Linux 固有の問題、および VMware 固有の
問題のトラブルシューティングに関するトピックが含まれています。修正が可能な場合には、
その処置手順について説明します。

一般的な問題のトラブルシューティング
プロファイル展開時のインストールの中断
症状：
OS 設定を含むプロファイルを接続されているディスクがないサーバーに展開すると、OS 設
定が適用され、問題が発生したことを示す「物理ディスクが接続されていません」エラーメッ
セージが表示されず、インストールが中断されます。
原因
サーバーにディスクが接続されていません。
操作
ディスクを接続し、再試行してください。

UEFI モードで起動できない
症状：
UEFI モードでシステムを起動できないため、OS のセットアップを完了できません。画面に使
用可能なブートデバイスが見つからないというメッセージが表示されて、再起動します。
原因
サポートされていないオプションカードを使用しています。
操作
オプションカードを UEFI ブートモードをサポートしているサポートデバイスと交換します。
ProLiant モデルの内蔵 SATA RAID コントローラー（B140i）は、UEFI ブートモードでのみサ
ポートされます。レガシブートモードを使用している場合は、B140i コントローラーを無効に
する必要があります。B140i コントローラーは Intelligent Provisioning を使用してのみ構成で
きます。現在のところ、自動インストールの間は、ドライバーインストールの制限事項のた
め、他の RAID コントローラーと一緒に使用することができません。この構成でシステムをイ
ンストールするには、インストール時に正しいドライバーを指定して OS を手動でインストー
ルし、それから SPP をインストールして他のデバイスを有効にする必要があります。
サポートされるほとんどの iSCSI ターゲットは、Intelligent Provisioning により完全サポートさ
れます（多くの FCoE ターゲットも含まれます）。Broadcom および Emulex ベースのデバイ
スを Microsoft Windows で使用する HPE 3PAR ターゲットに関する問題があります。これら
のデバイスは、手動インストールまたはイメージングベースのソリューションを使用した非ス
クリプト式のセットアップが必要になります。

AHS ダウンロードユーティリティで AHS ログがダウンロードされない
症状：
AHS ダウンロードユーティリティの [ダウンロード]ボタンで AHS ログをダウンロードできま
せん。
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原因
システムを初めて使用するとき、システムは [ダウンロード]ボタンを認識しません。
操作
操作を再試行します。[ダウンロード]ボタンを 2 度目に使用すると、ログがダウンロードされ
ます。

HPE SSA にアクセスできない
症状：
レガシ BIOS ブートモードで動作している SATA RAID をサポートするシステムから HPE SSA
にアクセスできません。
原因
Dynamic Smart アレイ（B140i）は UEFI ブートモードでのみ動作します。
操作
レガシ BIOS ブートモードの HPE SSA にアクセスするには、SATA コントローラー（RBSU
内）を Dynamic Smart アレイモードから SATA AHCI モードに切り替えてください。

OS 推奨の DVD が手動インストールとして機能する
症状：
サーバーをパスワード保護するように設定している場合、OS 推奨の DVD が手動インストー
ルとして機能します。
原因
システムはパスワードで保護されています。また、この問題を回避する変更を適用することは
できません。
操作
なし Intelligent Provisioning のインストールプロセスは設計どおりの動作です。

[システム情報] ページに情報が表示されない
症状：
SPP を使用してオフラインフラッシュを実行しているとき、[システム情報] ページに InfiniBand
カードの情報が表示されません。
原因
[システム情報] ページには、InfiniBand カードの情報は表示されません。
操作
完全なオペレーティングシステムを起動し、HPE Insight Diagnostics を実行することでどの
ハードウェアが接続されているかが表示されるので、システム情報を確認できます。

完全消去に対して、Active Health System（AHS）ログオプションが選択される
症状：
オンボード NAND 型フラッシュに対して [完全消去] オプションを選択すると、デフォルトで
Active Health System（AHS）ログオプションも選択されます。

一般的な問題のトラブルシューティング
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原因
AHS の完全消去プロセスは、消去ユーティリティのオンボード NAND 型フラッシュオプショ
ンでは開始されません。
操作
なし。このプロセスは設計どおりの動作です。

レガシ BIOS ブートモードで、コントローラーにアクセスできない
症状：
レガシ BIOS ブートモードに設定されたマルチコントローラーシステム上で、一部のブートコ
ントローラーにアクセスできません。
原因
これは、システムの制限が原因で発生する正常な動作です。
操作
他のコントローラーをターゲットにするには、不要なコントローラーを取り外して、インス
トールを続行します。手動インストールを行うという方法もあります。

SD カードを使用したインストールに失敗する
症状：
レガシ BIOS ブートモードに設定されたシステムで、SD カードを使用したインストールが失
敗します。
原因
SD カードは、UEFI ブートモードでのみサポートされます。システムに他のストレージ（DVD、
仮想 DVD デバイスなど）が存在する場合、レガシ BIOS ブートモードでのインストールでは、
内蔵デバイスからは起動できないことがあります。
操作
SD メディアを使用する場合は、UEFI ブートモードを利用します。

F10 キーを押しても Intelligent Provisioning が起動しない
症状：
Intelligent Provisioning では、電源投入時セルフテスト（POST）中にサービス担当者およびお
客様が F10 キーを押すと、最新の SPP を自動的にロードできます。Intelligent Provisioning が
期待どおりに起動しない場合は、Intelligent Provisioning の再インストールが必要となる場合が
あります。
原因
現在の Intelligent Provisioning ファイルに問題があります。
操作
1.
2.
3.
4.

90

ファームウェアの ISO イメージおよび USB ユーティリティツールを hpe.com からダウン
ロードします。
起動可能な USB キーを作成して、ISO イメージをコピーします。
USB キーを挿入して、ユニットの電源を入れます。
USB キーから起動するには、F11 キーを押して、[Option 3: One Time Boot to USB Drive
Key] を選択します。

トラブルシューティング

システムは USB キーから起動され、IP リカバリをインストールします。
インストールが完了したら、ユーティリティは USB キーを削除するように求めるプロン
プトを表示します。
システムを再起動して F10 キー（IP リカバリ）を押し、IP リカバリが正しく起動された
ことを確認します。

5.
6.
7.

Windows 固有の問題のトラブルシューティング
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 のインストールに失敗する
症状：
SD カードを使用して Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 をインストールすると、インストー
ルが失敗します。
原因
Windows メディアは、一部の ProLiant サーバーの高速 USB コントローラーをサポートしてい
ないために、SD メディアから実行できないことがあります。
操作
Intelligent Provisioning を使用せずに、Microsoft インストールツールを使用して Hyper-V Server
2012 R2 をインストールしてください。

Windows のインストールに失敗する
症状：
一部の言語で、Windows のインストールプロセスが失敗します。
原因
サポートされていない言語が選択されているため、Windows のインストールプロセスが失敗し
ます。インストールメディアは、選択されている OS 言語をサポートしている必要がありま
す。
操作
選択されている言語が Windows インストールメディアでサポートされていることを確認しま
す。

インテグレーテッドマネジメントログ（IML）が生成されない
症状：
Windows のインストール後、インテグレーテッドマネジメントログ（IML）を参照すると、ロ
グが生成されておらず、「No system management driver is loaded.」というエラー
メッセージが表示されます。
原因
IML ログを表示するには、適切なアクセス権限が必要です。
操作
[管理者として実行]オプションを使用して IML ビューアーを起動します。

Windows 固有の問題のトラブルシューティング
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Microsoft Hyper-V Server 2012 のインストールに失敗する
症状：
Microsoft Hyper-V Server 2012 をインストールしようとすると、インストールが失敗して
「Unattended settings error」というエラーメッセージが表示されます。
原因
Windows 2012 OS ファミリと Hyper-V OS が選択されていません。Microsoft Hyper-V Server
2012 をインストールする場合は、これらのオプションを選択する必要があります。
操作
Windows 2012 OS ファミリと Hyper-V OS を選択します。

System Management Homepage に情報が表示されない
症状：
Windows の推奨インストールの実行後、System Management Homepage に情報が表示されま
せん。
原因
デフォルトでは AMS のみがインストールされているため、これは予定通りの動作です。
操作
System Management Homepage に情報を表示するには、WBEM または SNMP エージェント
をインストールしてください。

Linux 固有の問題のトラブルシューティング
SUSE Linux Enterprise Server 12 の手動インストールに失敗する
症状：
サーバーがレガシ BIOS ブートモードのとき、SUSE Linux Enterprise Server 12 の手動インス
トールが失敗します。
原因
SUSE Linux Enterprise Server 12 は、レガシ BIOS ブートモードでの手動インストールをサ
ポートしません。
操作
サーバーを UEFI ブートモードに切り替えてから、インストールを再試行します。

SUSE Linux Enterprise Server 12 のインストールが停止する
症状：
SUSE Linux Enterprise Server 12 をインストールしようとすると、インストールプロセスが停
止して、次のメッセージが表示されます。
Please make sure your installation medium is available. これは、インストー
ルに Windows ドメイン内のファイルサーバーが関与する場合に発生することがあります。
これはレガシ BIOS モードまたは UEFI ブートモードを使用していると発生する可能性があ
ります。
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原因
ファイルサーバーが Windows ドメインに含まれています。
操作
ファイルサーバーが Windows ドメインに含まれないようにします。代替案として、ディスク
インストールを使用してこの問題を回避してください。

Linux x86_64 でファームウェアの更新に失敗する
症状：
ファームウェアの更新を実行すると、Broadcom Online Upgrade Utility for Linux x86_64 を更
新する更新プロセスが失敗します。
原因
ファームウェアの更新プロセスでは、Broadcom Online Upgrade Utility for Linux x86_64 の更
新はサポートされません。
操作
インストールされている OS のファームウェアを更新します。

Red Hat OS をブラウズできない
症状：
Red Hat Enterprise Linux 6 をインストールするときに、[展開設定]プロファイルを保存しなが
ら、Red Hat OS ファイルをブラウズすることができません。
原因
[展開設定] で Red Hat OS フラットファイルを選択するときに、「This media does not
match the selected OS.」というメッセージが表示された場合は、間違った OS ファミリ
が選択されているか、いくつかの OS ファイルが OS フラットファイルフォルダーに存在しま
せん。
操作
必要なすべての Red Hat OS ファイルが OS フラットファイルフォルダーにあることを確認し
てください。

Red Hat Enterprise Linux 6 の推奨インストールを続行できない
症状：
Red Hat Enterprise Linux 6 をインストールするときに、FTP ソースメディア経由で、有効な
OS イメージを使って推奨されるインストールを進めることができません。
原因
必要な Red Hat OS ファイルがないか、または間違った場所にあります。
操作
FTP ソースメディアを使用して Red Hat の推奨されるインストールを実行するときに、必要な
すべての Red Hat OS ファイルが OS フラットファイルフォルダーにあることを確認します。
ファイルがないか間違った場所にある場合、インストールを進めることができない可能性があ
ります。また、2 つの TRANS.TBL ファイルが Red Hat OS フラットファイルフォルダーにあ
ることを確認します。1 つのファイルはメイン OS ファイルフォルダーに存在し、もう 1 つの
ファイルはメイン OS ファイルフォルダー内の「Server」フォルダーに存在する必要がありま
す。
Linux 固有の問題のトラブルシューティング
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Red Hat OS の推奨インストールがハングする
症状：
FTP ソースメディアによる、Red Hat OS インストールの推奨インストール方式を使用すると、
次の問題のいずれかが発生することがあります。
•

再起動中にインストールが異常停止し、「The Red Hat Enterprise Linux Server
CD was not found」というエラーが表示される。

•

インストールが異常停止し、「Could not allocate requested partitions」と
いうエラーが表示される。

•

インストールが正常に完了しない。

•

OS インストール用のフラットファイルが欠如している場合でも、インストールが正常に
完了する。

原因
FTP ソースメディアによる Red Hat OS インストールでの推奨インストール方式の使用は、確
実には機能しない可能性があります。
操作
上記の問題のいずれかを解決するには、DUD を HPE サポートセンターから取得して、Intelligent
Provisioning の外部からインストールを実行します。

レガシ BIOS ブートモードの場合に SUSE Linux Enterprise Server 12 の手動イン
ストールが失敗する
症状：
レガシ BIOS ブートモードで SUSE Linux Enterprise Server 12 の手動インストールを実行しよ
うとすると、ブートローダーエラーでインストールが失敗します。
原因
レガシ BIOS ブートモードでの SUSE Linux Enterprise Server 12 の手動インストールはサポー
トされていません。
操作
SUSE Linux Enterprise Server 12 をインストールする場合は、UEFI ブートモードを使用しま
す。

VMware 固有の問題のトラブルシューティング
ESXi のカスタムインストール中に、続行の矢印が表示される
症状：
ESXi カスタムインストールの [OS の情報]画面では、続行の矢印が表示されます。
原因
[ホスト名]フィールドに、ホスト名が入力されていません。
操作
[ホスト名]フィールドに 3 文字以上が含まれていることを確認してください。
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VMware の推奨インストール中にサーバーが再起動する
症状：
DVD をソースメディアとして VMware 推奨インストールを実行すると、OS ファイルをコピー
した後で、「Press Enter to reboot」というメッセージがサーバーに表示されます。
[Enter] キーを押すと、サーバーは、OS を開くのではなく、再度 ESXi インストーラーのロー
ドを開始します。
原因
USB が SUT に接続されている場合、HDD にインストールされている VMware OS が連続して
再起動します。
操作
USB デバイスを取り外すと、インストールは続行されます。

VMware ESXi カスタムイメージのインストール
症状：
VMware カスタムイメージをインストールできません。
原因
VMware ESXi カスタムイメージには、カスタムの HPE ISO が必要です。
操作
VMware の Web サイト（英語）から ISO をダウンロードします。

複数のコントローラーを搭載するシステムで、VMware ESXi のインストールに失
敗する
症状：
複数のコントローラーを搭載するシステムで VMware ESXi をインストールすると、インストー
ルプロセスがハングします。
原因
どちらのコントローラーが選択されているかによって異なりますが、複数のコントローラーを
搭載するシステムで VMware ESXi をインストールしているときに、インストールプロセスが
インストールループに入り、インストーラーが連続して実行されます。VMware のインストー
ラーはコントローラーの起動優先順を検出しません。そのため、ユーザーインターフェイスで
選択したものと異なるターゲットディスクが選択される場合があり、その結果、連続ループが
発生します。
操作
一方のコントローラーの接続を切断します。または手動インストールを実行して、正しいディ
スクを手動で選択します。

カスタマーアドバイザリ
問題解決のためのその他の情報として、次の資料が用意されています。
•

How to Install/Reinstall Intelligent Provisioning if It Does Not Launch After Pressing F10
During POST：http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?
docId=c03693433

•

Windows Installations May Fail on 3 TB Volumes In Some Configurations：http://
h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=c03711970
カスタマーアドバイザリ
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•

Unable to Launch Successfully if More Than 32 Logical Drives Are Created：http://
h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=c03686831

•

Installation of SUSE Linux Enterprise Server 12 Halts When Using Intelligent Provisioning
on an ProLiant Server In Legacy Mode: http://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/
public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c04565685

Intelligent Provisioning のリカバリ
複数のサーバーに大量の更新が必要な場合、新しいボードが破損した場合、または NAND エ
ラーが発生した場合は、Intelligent Provisioning リカバリメディアをダウンロードして使用しま
す。複数のシステムの大量の更新は、リカバリメディアのマウントとワンタイムブートを使用
して iLO/RIBCL により実行できます。
1. http://www.hpe.com/jp/intelligentprovisioning で Intelligent Provisioning をダウンロー
ドします。
注記: Gen8 サーバーは Intelligent Provisioning 1.x をサポートしています。Gen9 サー
バーは Intelligent Provisioning 2.x をサポートしています。
2.
3.
4.

オペレーティングシステムを選択します。
[Intelligent Provisioning Recovery Media] をクリックします。
[Download] をクリックします。
注記: Intelligent Provisioning リカバリメディアファイルを Hewlett Packard Enterprise
の Web サイトからダウンロードすると、そのファイルは.ZIP ファイルとなります。.ZIP
ファイルをフォルダーに展開しすると、ISO ファイルが見つかります。この ISO ファイル
を使用して、iLO を使用してサーバーを起動するか、ISO ファイルを DVD メディアに焼
き付けて DVD からサーバーを起動してください。
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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いてください。

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
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Web サイト
Web サイト

リンク

Intelligent Provisioning

http://www.hpe.com/jp/intelligentprovisioning

HPE iLO 4

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

HPE Active Health System

http://www.hpe.com/servers/ahs （英語）

HPE Systems Insight Manager

http://www.hpe.com/jp/hpsim

Service Pack for ProLiant

http://www.hpe.com/jp/spp

Hewlett Packard Enterprise Information Library

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

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

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

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/assistance

サブスクリプションサービス/サポートのアラート

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

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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用語集
この用語集は、本書で一般的に使用される用語および頭字語の名前と定義を提供しま
す。
AHS

Active Health System は、1600 を超えるシステムのパラメーターの継続的な予防的な状態監
視を提供するテクノロジーです。問題を正確に解決するために構成の変更をログに記録しま
す。Active Health によって収集されるすべての情報は、安全に記録され、オペレーティング
システムから分離し、顧客データから独立しています。

AMS

Agentless Management Service AMS は、イベントに関する OS 構成情報を収集し、この情
報を iLO Active Health System ログに提供するサービスです。

DDNS

ダイナミック DNS

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Enclosure

複数のブレードサーバーと相互接続デバイスが含まれているシャーシです。

HP PSP

ProLiant Support Pack。この製品は、SPP に置き換えられました。

HP SUM

HP Smart Update Manager。HP SUM は、ProLiant サーバー上のファームウェアおよびソフ
トウェアをインストールして、更新するテクノロジーです。

HPE SSA

HPE Smart Storage Administrator。HPE SSA は、すべての Smart アレイ製品用の高可用性構
成、管理、および診断機能を提供するユーティリティで構成されます。

HPE USB Key
Utility

HPE USB Key Utility は、Intelligent Provisioning の内容の USB フラッシュドライブへのコピー
を可能にする Windows アプリケーションです。USB フラッシュドライブにコピーされた
Intelligent Provisioning は、CD または DVD からではなく、USB フラッシュドライブから起
動できます。

iLO 仮想メディア

サーバーがローカルデバイスとして認識するようにリムーバブルストレージデバイスやイメー
ジファイルをクライアントマシンからサーバーに接続するための Integrated Lights-Out（iLO）
の機能。サーバーは、その仮想デバイスからブートまたは動作中のオペレーティングシステ
ムで使用することができます。

Insight
Diagnostics

Insight Diagnostics は、プロセッサー、メモリ、およびハードディスクドライブなどのデバイ
スの重要なハードウェアコンポーネントの徹底したテストを提供し、総合的なオフラインシ
ステムおよびコンポーネントテスト一式を提供します。

Insight Online

Insight Online は、iLO から自動通報された、サービスイベント情報、デバイスの構成情報、
契約および保証情報を、どこからでも表示できる個別化されたダッシュボードに集約するサー
ビスです。

Insight Remote
Support

Insight Remote Support を使用すると、インテリジェントなイベント診断が有効になり、ハー
ドウェアイベントが Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通報されるようになりま
す。これらの通知によって、ダウンタイムが防止され、問題の解決がより早くなります。

Integrated
Lights-Out 3
（iLO）

サーバーをリモートから構成、アップデート、および操作するための複数の方法を提供する、
ProLiant サーバーに内蔵された独立したマイクロプロセッサー。iLO を使用すると、通常は
データセンター、コンピューター室、または遠隔地にまで出向かなければ実行できなかった
ほとんどの機能をリモートで実行することができます。http://www.hpe.com/jp/servers/ilo
を参照してください。

Intelligent
Provisioning

Intelligent Provisioning は、ProLiant Gen8、Gen9、に組み込まれた単一サーバー展開ツール
であり、ProLiant サーバーの以前の世代で使用されていた SmartStart CD や Smart Update
Firmware DVD に代わる機能です。

POST

Power on self test。電源投入時セルフテスト。POST は、デバイスの電源を入れた後、すぐ
にファームウェアまたはソフトウェアルーチンによって実行されるプロセスです。ルーチン
は、デバイスのブート前シーケンスの一部です。POST が正常に完了すると、ブートストラッ
プローダーコードが起動します。

RBSU

ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ。システム ROM に組み
込まれており、UEFI システムユーティリティに含まれている構成ユーティリティ。この構成
ユーティリティは、次のような広範囲の構成作業を実行します。
•

システムデバイスとインストールされたオプションの構成

•

システム情報の表示
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•

プライマリブートコントローラーの選択

•

オンラインスペアメモリの構成

SAN

ストレージエリアネットワーク。統合された、ブロックレベルデータのストレージへのアク
セスを提供する専用のネットワーク。

SNTP

Simple Network Time Protocol。簡易ネットワークタイムプロトコル

SPP

Windows および Linux ProLiant Support Pack（PSP）は、Service Pack for ProLiant に置き
換えられました。SPP は、広範な多くの世代の ProLiant BL/DL/ML/SL BL、DL、ML、SL
100、300、500、700、および 900 シリーズサーバーを含む、ProLiant サーバー、ならびに
インフラストラクチャ間でのファームウェア、ドライバー、およびツールを含む包括的なパッ
ケージです。http://www.hpe.com/jp/spp を参照してください。

UEFI

Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）は、オペレーティングシステムとプラット
フォームファームウェア間のソフトウェアインターフェイスを定義する仕様です。UEFI は、
基本入出力システム（BIOS）ファームウェアインターフェイスを交換するものです。

VID

仮想インストールディスク。

WBEM

Web-Based Enterprise Management。WBEM は、CIM（Common Information Management）
モデルに基づく DMTF（Distributed Management Task Force）標準です。WBEM により、お
客様は、複数のプラットフォームとオペレーティングシステムにまたがるシステムを一貫し
て管理でき、インフラストラクチャを最適化する統合ソリューションを使用して運用効率を
向上できます。WBEM により、管理アプリケーションは、必要な場合はいつでも、システム
情報を取得し、システム操作を要求できます。

WMI

Windows Management Instrumentation（WMI）は、Windows ベースのオペレーティングシス
テムでの管理データと操作のインフラストラクチャです。

イメージのインス
トール

元のサーバーの複製を作成するためにディスクの以前のキャプチャーイメージを使用して、
サーバーをインストールするプロセス。これは、スクリプトインストールと対照的です。

エージェント

サーバーに変更を加えるために使用される管理対象サーバー上のソフトウェア。サポートさ
れる機能には、ソフトウェアのインストールと削除、ソフトウェアおよびハードウェア構成、
およびサーバーステータスの報告が含まれます。

キャプチャーイ
メージ

ターゲットサーバーを完全に再作成して同じサーバーに戻す、または別のサーバーにするた
めに必要なファイル、ディスクパーティション情報、および他の情報を含む、ターゲットサー
バーからのすべての情報を含むデータストアです。キャプチャーイメージには、パーティショ
ンは含まれません。ファイルシステムのデータだけです。イメージのインストールも参照し
てください。

構成ファイル

Windows および Linux の無人インストールファイルの総称。これらのファイルは、ユーザー
の介入なしに、オペレーティングシステムのインストールに必要なすべての情報を提供しま
す。BIOS 構成やアレイコントローラー構成などのハードウェア構成ユーティリティにも適用
されます。お客様は自分用の新しい構成を作成できます。

スクリプトインス
トール

設定ファイルと OS ディストリビューションファイルを使用して、無人インストールとして
ターゲットサーバーに OS を展開する OS のプロビジョニング方法。これは、オペレーティ
ングシステムを OS ベンダーによってインストールすることを目的とした固有の方法で、対
話型インストールプロセスが自動化されています。これは、イメージインストールと対照的
です。

パッケージ

実行可能ファイル、構成情報、およびスクリプトファイルを含むことができる 1 つの圧縮（zip
形式）ファイル。パッケージの例は、無人インストール時に使用される Windows ドライバー
の .zip ファイルです。

プロビジョニング

キャプチャーイメージまたはスクリプトインストールのいずれかの展開を使用してターゲッ
トサーバーでオペレーティングシステムをインストールします。

プロビジョニング
済み

この状態のサーバーは、オペレーティングシステムのインストールが完了しています。

未プロビジョニン
グ

オペレーティングシステムがインストールされるのを待機しているサーバー。

無人インストール

ユーザーの介入を必要としない、自動 Windows または Linux OS インストール。

100 用語集

メディア

ベンダー提供の OS ディストリビューションファイル、Hewlett Packard Enterprise 提供の
OS ディストリビューションファイル、キャプチャーイメージ、およびファームウェアとドラ
イバーの更新（SPP など）を含むことができるソフトウェア。
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