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1 HPE Moonshot iLO Chassis Management Web インター
フェイスの概要
概要
Moonshot iLO Chassis Management の Web インターフェイスを使用すると、Moonshot System
で GUI ベースの集中的なシャーシ管理を行うことができます。 このインターフェイスは iLO
CM ファームウェアバージョン 1.30 以降で動作し、iLO CM ファームウェアのコマンドライン
から使用できる機能と同じ多くの機能を使用できます。 きめ細かいグラフィカル環境により、
コンポーネント情報を表示したり、設定を構成したり、ファームウェアを更新したり、Moonshot
を操作したりできます。

HPE Moonshot iLO CM ファームウェアの Web インターフェイス機能
iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスを使用すると、以下を実行できます。
•

シャーシ、カートリッジ、ノード、およびスイッチの豊富な詳細情報とヘルス情報、ノー
ドレベルのすべてのイベントログと IML ログ、アクティブなセッション（CLI および Web
インターフェイスの両方を経由）、および電源、ファン、温度の詳細情報を表示します。

•

ローカルまたはリモートのファイル、または Chassis Manager Repository に読み込まれ
たファイルを使用して、ファームウェアのバージョンを表示したり、コンポーネント
（シャーシのコンポーネント、カートリッジ、ノード、スイッチなど）のファームウェア
を更新したりします。

•

すべてのサーバーノードの電源と起動、およびカートリッジとスイッチの電源を管理しま
す。

•

Moonshot 1500 シャーシのネットワークとホスト名を構成します。

•

SSL 証明書のセキュリティ、時刻の設定、および最大 12 個のローカルユーザーアカウン
トを構成します。

Moonshot の Web インターフェイス
Moonshot Web インターフェイスの共通領域、アイコン、およびコントロールを以下に示しま
す。

概要
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1. HPE Moonshot のメインメニュー：リソースに移動するためのプライマリメニューです。 クリックすると拡大
します。
2. 表示カスタマイズメニュー：必要なコンポーネントだけを表示するフィルターです。 ログ表示のカスタマイズ
もできます。
3. 表示セレクター：リソースに関して表示する情報を選択することができます。
4. 操作メニュー：現在のリソース上で実行が可能な操作を提供します。 操作には、リソースのインスタンスの追
加、作成、削除、移動、編集などが含まれますが、これに限定されません。 操作を実行するための適切なアクセ
ス権限が無い場合、その操作は [Actions] メニューに表示されません。
5. アクティビティコントロール：最近のアクティビティ（現在のログインセッションから）のサイドバーを展開
（または非表示に）します。 このアイコンは、セッションで記録されたアクティビティ数を示す数字バッジを表
示します。
6. セッションコントロール：セッションコントロール：現在のユーザーと、現在のセッションの継続時間を表示し
ます。 [User Administration] ページ、[Active Sessions] ページへのリンク、およびセッションの [Logout] への
リンクも提供します。
7. ヘルプコントロール：オンラインヘルプを表示する新しいブラウザーページが開きます。
8. アクティビティサイドバー：現在のリソースに対する最新のアラートおよびタスクアクティビティを表示しま
す。 アクティビティのコントロールアイコンを使用して、このサイドバーを開きます（または閉じます）。
9. 詳細ペイン：選択したリソースに関する情報を表示します。
10. マスターペイン：アプライアンス上に構成されたすべてのリソースのインスタンスをリストします。 ステータ
スアイコンが、リソースの全般的なヘルスを示す場合があります。

Moonshot スクリプティングとコマンドライン
基本的なスクリプティングツールを使用して、iLO CM ファームウェアを構成したり、標準構
成を作成して、複数の Moonshot 1500 Chassis Management モジュールの展開プロセスにそ
の構成を組み込んだりできます。
『HPE Moonshot iLO Chassis Management CLI ユーザーガイド』では、コマンドラインイン
ターフェイスを介して iLO CM ファームウェアを使用するための利用可能な構文とツールにつ
いて説明しています。
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HPE Moonshot iLO Chassis Management Web インターフェイスの概要

HPE Moonshot iLO Chassis Manager 用の RESTful API
HPE iLO CM ファームウェアバージョン 1.30 以降には、iLO Chassis Manager 用の RESTful
API が含まれます。 RESTful API は、サーバー管理ツールから使用することで Moonshot System
の構成、インベントリ、および監視を実行できる管理インターフェイスです。
RESTful API について詳しくは、http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs の Web サ
イトを参照してください。

HPE Moonshot iLO Chassis Manager 用の RESTful API

7

2 Moonshot System のセットアップ
概要
デフォルト設定のままでも、ほとんどの機能を使用できます。 ただし iLO CM ファームウェア
の構成の柔軟さにより、複数の企業環境に向けたカスタマイズが可能です。 この章では、初期
の iLO CM セットアップ手順について説明します。
初期のセットアップ手順は、次のとおりです。
1. データセンターに Moonshot System を設置します。
詳しくは、http://www.hpe.com/info/moonshot/docs で入手できる 『Moonshot 1500 シャー
シセットアップ/インストレーションガイド』 を参照してください。
2.

ネットワークに Moonshot System を接続します。
詳しくは、「ネットワークへの Moonshot System の接続」 (8 ページ) を参照してくださ
い。

3.

動的 IP アドレスを使用しない場合は、静的 IP アドレスを構成します。
詳しくは、「ネットワーク設定の管理」 (58 ページ) を参照してください。

4.

ローカルユーザーのアカウントをセットアップします。
詳しくは、「iLO CM ファームウェアのユーザーアカウント」 (81 ページ) を参照してくだ
さい。

ネットワークへの Moonshot System の接続
次のネットワークに Moonshot System を接続できます。
•

データセンターの管理ネットワーク

•

データセンターの本番ネットワーク

データセンターの管理ネットワーク
管理ネットワークにシャーシを接続するには、Moonshot 1500 CM モジュールから管理ネット
ワークに Ethernet ケーブルを接続します。 必ず iLO CM マネジメントポートに最初に接続し
ます。 iLO CM マネジメントポートと iLO CM リンクポートの両方を同じネットワークスイッ
チに接続しないでください。 set network daisy コマンドを使用して iLO リンクポートを
有効にする方法については、Moonshot Information Library（http://www.hpe.com/info/moonshot/
docs ）にある『HPE Moonshot iLO Chassis Management CLI ユーザーガイド』を参照してく
ださい。
Moonshot iLO CM ファームウェアの SSH セッションとスイッチの SSH セッションは、iLO
CM マネジメントポートを通じて接続を共有します。 iLO CM マネジメントポートは、シャー
シの背面の Moonshot 1500 CM モジュールにあります。
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Moonshot System のセットアップ

データセンターの本番ネットワーク
シャーシを本番ネットワークに接続するには、任意の利用可能な SFP+ または QSFP+ ポート
に接続します。 SFP+/QSFP+ ポートは、シャーシの背面に取り付けられているアップリンク
モジュールにあります。
•

Moonshot-6SFP アップリンクモジュール

•

Moonshot 4QSFP+ アップリンクモジュール

ネットワークへの Moonshot System の接続
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Moonshot iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスを使用した
Moonshot のセットアップ
Web ブラウザーを使用してネットワーク上の Web インターフェイスに接続できると、iLO CM
ファームウェアの Web インターフェイスを使用して Moonshot System を構成できます。
サポートされたブラウザーを使用してホスト名にアクセスしてからユーザー名とパスワードを
入力して、リモートのネットワーククライアントから iLO CM ファームウェアの Web インター
フェイスにアクセスします。

iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスに初めてログインする方法
iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスは、デフォルトのユーザー名とパスワードで
構成されています。 これらの値を使用し、Web ブラウザーを介してネットワーククライアン
トからリモートで Web インターフェイスにアクセスします。
デフォルトの値は次のとおりです。
•

ユーザー名 - Administrator

•

パスワード - password

•

DNS 名 - 事前設定された DNS 情報では、Moonshot 1500 CM モジュールを搭載するシャー
シに添付されたラベルに書かれたシリアル番号を使用します。

DHCP 環境では、シリアル番号はブート時に DNS サーバーのホスト/DNS 名として登録され
ます。 ラベルのシリアル番号とドメイン名を一緒にブラウザーのアドレスバーに入力して
（HTTPS セッションで）、iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスにアクセスしま
す。 たとえば、シリアル番号が iLOCM1234 で、ご使用のドメインが domain.com の場合、
サポートされているブラウザーのアドレスバーに https://ilocm1234.domain.com と入力
します。
または、DNS 名（シリアル番号）を使用して、標準のネットワークツールで IP アドレスを確
認します。
正しくないユーザー名やパスワードを入力したり、ログインに失敗したりすると、Web イン
ターフェイスはセキュリティ遅延時間を課します。
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重要: 初めて Web インターフェイスにログインした後で、デフォルトの管理者パスワードを
変更することをおすすめします。 手順については、「iLO CM ファームウェアのユーザーアカ
ウント」 (81 ページ) を参照してください。
Moonshot 1500 CM モジュールを工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、リセッ
ト後にデフォルトのアカウント情報を使用してログインします。

Moonshot iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスを使用した Moonshot のセットアップ
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3 Web インターフェイスを使用した Moonshot System
の詳細情報の表示
この章では、Moonshot の Web インターフェイスを使用して利用可能な情報を表示する方法に
ついて説明します。

iLO CM ファームウェアの Web インターフェイス
iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスを使用して HPE Moonshot System を管理で
きます。 iLO CM ファームウェアのコマンドラインも使用できます。
コマンドラインについて詳しくは、『Moonshot iLO Chassis Management CLI ユーザーガイ
ド』を参照してください。

ブラウザーのサポート
iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスでは、以下の要件を満たすブラウザーが必要
です。
•

JavaScript - iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスは、クライアント側
JavaScript を頻繁に使用します。

•

Cookies - 一部の機能が正常に動作するために、Cookie を有効にする必要があります。

•

ポップアップウィンドウ - 一部の機能が正常に動作するために、ポップアップウィンドウ
を有効にする必要があります。 ポップアップブロックが無効になっていることを確認して
ください。

•

TLS - iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスにアクセスするには、ブラウザー
で TLS 1.0 以降を有効にする必要があります。

サポートされるブラウザーの一覧については、表 1 (12 ページ)を参照してください。
表 1 サポートされるブラウザー
iLO CM ファームウェアの
バージョン

Internet Explorer

Firefox

Chrome

1.51
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ESR 24

最新バージョン

iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスへのログイン
1.

https://<iLO CM ファームウェアのホスト名または IP アドレス > を入力します。
iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスには、HTTPS でアクセスする必要があ
ります。

2.

次のいずれかを実行します。
•

ログインページで、ディレクトリまたはローカルユーザーアカウント名とパスワード
を入力して、[Log In] をクリックします。

•

[Zero Sign In] ボタンをクリックします。
iLO CM ファームウェア Web インターフェイスが Kerberos ネットワーク認証用に構
成されている場合は、[Log In] ボタンの下に [Zero Sign In] ボタンが表示されます。
[Zero Sign In] ボタンをクリックすると、ユーザー名とパスワードを入力しなくても、
ログインできます。

ログインの問題について詳しくは、「トラブルシューティング」(98 ページ)を参照してくださ
い。
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Web インターフェイスを使用した Moonshot System の詳細情報の表示

概要情報の表示
Moonshot の一般的な情報の表示
メインメニューから [Chassis] を選択すると、シャーシに関する概要情報が表示されます。
カートリッジのヘルス情報やノードの電源ゲージ情報に加えて、シャーシの一般的な情報と
シャーシの参照用イメージが表示されます。

シャーシの上面図の表示
メインメニューから、[Chassis] を選択すると、シャーシのカートリッジおよびスイッチの情
報が表示されます。
[Top View] セクションには、Moonshot シャーシのカートリッジとスイッチのスロットを表す
インタラクティブなイメージが表示されます。 空きスロットまたはロックされたスロット（ア
クセス権のないスロット）は灰色で表示されます。一方、ロックされていない取り付け済みの
スロットは白色で表示され、電源、ヘルス、および UID のインジケーターが含まれます。 こ
れらのスロットにマウスポインターを重ねると、詳細な情報が表示されます。
注記: ロックシンボルが表示された灰色のスロット（ ）は、ご使用のユーザーアカウント
での設定によりブロックされたスロットです。 アクセス権限を特定のカートリッジおよびス
イッチのみに制限した場合、インターフェイスの他のすべてのページでは、アクセス権のある
Moonshot コンポーネントだけが表示されます。 表示中のページによって、メッセージ「
Logged-in user does not have the privilege」 が表示される場合もあります。
カートリッジ情報を表示するには
カートリッジ情報を表示するには、取り付け済みのカートリッジスロットの上にマウスポイン
ターを重ねます。

概要情報の表示
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•

IRC 起動アイコン - iLO 統合リモートコンソールを、互換性のあるカートリッジ (mRCA
にリンクされている場合) で起動するには、このアイコンをクリックします。

•

ヘルスアイコン - 各カートリッジに、ヘルスインジケーターが表示されます。

◦

OK - ヘルスの問題はなし

◦

劣化 - サービスの劣化が伴う可能性のあるサービスの重大な問題

◦
◦
•

クリティカル - ただちに対応が必要な、サービスの消失または差し迫ったサービス
の消失
不明

カートリッジ番号
注記: カートリッジ番号のリンクをクリックして [Cartridges] ページを開き、取り付け
られているカートリッジの詳細情報を表示します。 詳しくは、ProLiant サーバーのカート
リッジ情報の表示を参照してください。

•

カートリッジ名（モデル）

•

CPU 番号とアーキテクチャー

•

UID コントロール - このアイコンをクリックして、カートリッジの UID をオンまたはオフ
に切り替えます。

•

◦

UID はオフです。 このアイコンをクリックすると、UID はオンに切り替わります。

◦

UID はオンです。 このアイコンをクリックすると、UID はオフに切り替わります。

◦

UID は点滅中です。 点滅中の UID は、カートリッジがアクティブな統合リモートコ
ンソールセッション中である可能性があるか、ファームウェアの更新が進行中である
ことを示します。

電源インジケーター - このアイコンは、カートリッジの電力状態を表します。

◦

カートリッジの電源はオフです。

◦

1 つまたは複数のノードの電源がオンです。

スイッチの情報を表示するには
スイッチの情報を表示するには、取り付け済みのスイッチのスロットの上にマウスポインター
を重ねます。
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•

ヘルスアイコン - 各スイッチに、ヘルスインジケーターが表示されます。

◦

OK - ヘルスの問題はなし

◦

劣化 - サービスの劣化が伴う可能性のあるサービスの重大な問題

◦
◦
•

クリティカル - ただちに対応が必要な、サービスの消失または差し迫ったサービス
の消失
不明

スイッチの識別子
注記: リンクをクリックして [Switches] ページを開き、取り付けられているスイッチの
詳細情報を表示します。 詳しくは、スイッチを参照してください。

•

モデル

•

UID コントロール - このアイコンをクリックして、スイッチの UID をオンまたはオフに切
り替えます。

•

◦

UID はオフです。 このアイコンをクリックすると、UID はオンに切り替わります。

◦

UID はオンです。 このアイコンをクリックすると、UID はオフに切り替わります。

スイッチの電源コントロール - このアイコンは、スイッチの物理的な電源ボタンをシミュ
レートします。 このアイコンをクリックすると、スイッチはオンまたはオフに切り替わり
ます。

◦

スイッチはオフです。

◦

スイッチはオンです。

シャーシの背面図の表示
メインメニューから [Chassis] を選択すると、背面図を使用してシャーシのファンと電源装置
の基本情報が表示されます。
[Back View] セクションに、Moonshot のシャーシに取り付けられているファン、Moonshot
アップリンクモジュール、Moonshot 1500 CM モジュール、および電源装置が表示されます。
空きスロットは灰色です。 取り付け済みスロットは白であり、ヘルスアイコンおよび基本ス
テータス情報を表示します。
•

ファン（一番上の列） - 各ファンの速さ（0 から 100%）を表示します。 取り付けられて
いるファンの上にマウスポインターを重ねると、[Fans] ページへのリンクが表示されま
す。

•

Moonshot アップリンクモジュールと Moonshot 1500 CM モジュール（中央の列）：コン
ポーネントの有無と Moonshot 1500 CM モジュールのステータスを表示します。

◦

Moonshot アップリンクモジュール - この列の左側および右側に、アップリンクの位
置が表示されます。

概要情報の表示
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◦
•

Moonshot 1500 CM モジュール - この列の中央にモジュールの位置が表示され、さら
にヘルス、UID の状態、および電源のステータスが表示されます。 UID アイコンをク
リックすると、モジュールがオンまたはオフに切り替わります。

電源装置（一番下の列） - 各電源装置の現在の出力をワット単位で表示します。 取り付け
られている電源装置の上にマウスポインターを重ねると、[Power] ページへのリンクが表
示されます。

シャーシの一般的な情報の表示
メインメニューから [Chassis] を選択すると、シャーシの情報が表示されます。
[Chassis Information] セクションには、以下の情報が表示されます。
[Cartridge Health] ゲージには、すべてのカートリッジのヘルスが表示されます。 ゲージは、
重大な問題を抱えるカートリッジ、パフォーマンスの低下を招く問題を抱えるカートリッジ、
および OK（問題がない）のカートリッジに分けられます。
•

クリティカル

•

劣化

•

OK

•
不明
[Node Power State] ゲージには、Moonshot 1500 シャーシのノードの合計数、および電源が
オンとオフの数が表示されます。
•

オフのノード。

•

オンのノード。

ProLiant サーバーのカートリッジ情報の表示
Moonshot の Web インターフェイスの [Cartridges] ページには、Moonshot 1500 シャーシに
取り付けられた HPE ProLiant サーバーのカートリッジに関する情報が表示されます。
注記: スロットのアクセス権限を制限した場合、アクセス権のある Moonshot コンポーネン
トだけがインターフェイスに表示されます。 表示中のページによって、メッセージ「 Logged-in
user does not have the privilege」 が表示される場合もあります。

16

Web インターフェイスを使用した Moonshot System の詳細情報の表示

カートリッジリストのカスタマイズ
デフォルトでは、Moonshot 1500 シャーシに取り付けられているすべてのカートリッジについ
て、[Health]、[Cartridge]（スロット）、[Model] などの情報が左のペインにリストされます。
カートリッジのフィルターメニューを使用して、リストに表示するカートリッジにフィルター
を適用します。
カートリッジのリストをカスタマイズするには、次の 1 つまたは複数を実行します。
1. [System Power] メニューをクリックし、1 つまたは複数の電力状態を選択します。 選択
したフィルターは太字になります。 太字のエントリーをもう一度クリックすると、選択が
解除されます。
2. [Server health] メニューをクリックし、1 つまたは複数のヘルス状態を選択します。 選
択したフィルターは太字になります。 太字のエントリーをもう一度クリックすると、選択
が解除されます。
3. [UID] メニューをクリックし、1 つまたは複数の UID 状態を選択します。 選択したフィル
ターは太字になります。 太字のエントリーをもう一度クリックすると、選択が解除されま
す。
4. [Reset filters] をクリックすると、すべてのフィルターはデフォルトの選択に戻ります。
デフォルトでは、各フィルターのすべての選択肢（すべての電力状態、すべてのヘルスス
テータス、すべての UID 状態）が表示されます。
複数のカートリッジの選択
カートリッジのリストから複数のカートリッジを選択するには、以下のいずれかを実行しま
す。
•

Ctrl キーを押しながら、選択する各カートリッジをクリックします。

•

[Select all] をクリックします。

•

あるカートリッジをクリックして選択し、Shift キーを押しながら別のカートリッジをク
リックすると、選択した 2 つの項目の間のすべてのカートリッジが選択されます。

概要情報の表示
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Moonshot カートリッジの概要情報の表示
メインメニューから [Cartridges] を選択すると、カートリッジの概要情報が表示されます。
デフォルトでは、使用可能なすべてのカートリッジのリストの中で、最初のカートリッジの概
要がページの左側に表示されます。
[General] セクションには、以下の情報が表示されます。
•

[Model] - サーバーカートリッジのモデル名。

•

[Product ID] - サーバーカートリッジの製品 ID。 この値は製造元によって設定されます
が、サーバーカートリッジを交換した場合、iLO CM ファームウェアのコマンドラインを
使用して管理者が変更できます。

•

[Serial number] - サーバーカートリッジのシリアル番号。 この値はシステムが製造され
たときに割り当てられますが、サーバーカートリッジを交換した場合、コマンドラインを
使用して管理者がリセットできます。

•

[AutoRev] - カートリッジのハードウェアリビジョン。 Hewlett Packard Enterprise サポー
トが使用します。

•

[Manufacturing date] - サーバーのカートリッジが製造された日付。

•

[Cartridge Asset Tag] - エンドユーザー定義の、組織のカートリッジ追跡番号。 [Action]
メニューを使用してアセットタグを割り当てます。

[Cartridge Information] セクションには、以下の情報が表示されます。
•

•

[Power] - カートリッジの電力状態を示します。

◦

カートリッジの電源はオフです。

◦

1 つまたは複数のカートリッジのサーバーノードの電源がオンです。

[Health status] - 各カートリッジには、ヘルスインジケーターが表示されます。

◦

OK - ヘルスの問題はなし

◦

劣化 - サービスの劣化が伴う可能性のあるサービスの重大な問題

◦
◦
•

不明 - 検出されたが分類できないヘルスの問題

[Cartridge UID] - サーバーカートリッジの UID の状態を示します。

◦

UID はオフです。

◦

UID はオンです。

◦
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クリティカル - ただちに対応が必要な、サービスの消失または差し迫ったサービス
の消失

UID は点滅中です。 点滅中の UID は、カートリッジがアクティブな統合リモートコ
ンソールセッション中である可能性があるか、ファームウェアの更新が進行中である
ことを示します。

•

[Management status] - Moonshot の Web インターフェイスが正常にサーバーカートリッ
ジを管理しているかどうかを示します。

•

[Instant wattage] - サーバーカートリッジの現在の電力使用量の読み取り値です。

•

[Links] - 選択したカートリッジにリンクされているカートリッジを表示します。

•

[Login to iLO] - カートリッジの iLO ログインページへのウィンドウを開く便利なリンク
を提供します（mRMA を介してリンクされている場合）。詳しくは、統合リモートコン
ソールセッションの起動を参照してください。

Web インターフェイスを使用した Moonshot System の詳細情報の表示

[System Firmware] セクションには、該当する場合、以下の項目が表示されます。 選択され
たカートリッジにファームウェアがない場合は、表示されません。
•

[System ROM firmware]

•

[CPLD]

•

[Satellite firmware]

•

[Cartridge data]

•

[iLO]

•

[Mellanox ConnectX3Pro]

•

[Mellanox ConnectX3]

•

[SLIMpro]

•

[System ME ROM]

[Mezzanine] セクションには、サーバーカートリッジに接続されている任意のアクセサリカー
ドについての情報が表示されます。 存在する場合、各メザニンアタッチメントに関する以下の
情報を含めることができます。
•

[Model] - 取り付けられているアクセサリのモデル名。

•

[Serial number] - 取り付けられているアクセサリのシリアル番号。

•

[Spare part number] - 取り付けられているスペアアクセサリの部品番号。

•

[Cartridge mezz data] - アクセサリのデータファームウェアファイルのバージョン。

複数のカートリッジが選択された場合、[Overview] ページが変わり、各カートリッジに関す
る以下の情報が表示されます。
•

[Name]

•

[Model]

•

[Asset Tag]

•

[Power]

•

[UID]

•

[Health status]

•

[Management status]

•

[AutoRev]

•

[Instant wattage]

•

[Product ID]

•

[Serial number]

カートリッジのアセットタグの割り当てまたは変更
1.
2.

カートリッジを選択します。
[Actions]→[Set Cartridge Asset Tag] をクリックします。
カートリッジのアセットタグ設定の編集ウィンドウが表示されます。

3.
4.

[Asset tag] ボックスで、新しいアセットタグを入力するか、既存のタグを編集します。
[Apply] をクリックし、変更を保存してウィンドウを閉じるか、[Cancel] をクリックし、
保存せずにウィンドウを閉じます。

カートリッジの UID の状態の変更
カートリッジの UID の状態を変更するには、以下の手順に従ってください。
概要情報の表示
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1.
2.

カートリッジを選択します。
カートリッジの UID の現在の状態によって、[Actions]→[UID on] または [UID off] をク
リックします。
UID の新しい状態を示すアイコンに変わります。また、アクティビティの簡単なメッセー
ジが画面の右上に表示されます。

カートリッジの電力状態の変更
カートリッジの電力状態を変更するには、以下の手順に従ってください。
1. 1 つまたは複数のカートリッジを選択します。
2. [Actions]→[Power off] または [Power on] をクリックします。
あるカートリッジの電源を切ると、iLO CM ファームウェアは、この操作によってそのカー
トリッジ（およびノード）の電源が強制的に切られることを警告します。
3.

カートリッジの電源を切る場合は [Yes] をクリックします。

統合リモートコンソールセッションの起動
統合リモートコンソールは、サポートされるブラウザーを仮想デスクトップとして使用し、
ProLiant ProLiant サーバーカートリッジのディスプレイ、キーボード、およびマウスを完全に
制御できるグラフィカルリモートコンソールです。 また、リモートコンソールを使用すると、
リモートファイルシステムやネットワークドライブにアクセスできます。
統合リモートコンソールアクセスを使用すると、ProLiant サーバーカートリッジノードが再起
動するときの POST ブートメッセージを確認することができます。 オペレーティングシステ
ムをリモートでインストールする場合、統合リモートコンソールにより、インストール作業の
全体で ProLiant サーバーを表示したり、制御したりすることができます。
注記: iLO 内蔵コンピュートカートリッジへの IRC セッションをオープンする場合、mRCA
は不要です。 iLO 非内蔵コンピュートカートリッジは、IRC 機能を提供するために、mRCA に
リンクされる必要があります。
統合リモートコンソールの起動オプション

[.NET IRC] - Windows クライアント上のサポートされるブラウザーを介して単一のコンソール
から仮想電源や仮想メディアを制御できるように、システム KVM へのアクセスを提供します。
標準機能に加えて、.NET IRC は、コンソールの取得、共有コンソール、仮想フォルダー、お
よびスクリプト方式のメディアをサポートします。 このオプションは、Internet Explorer を使
用する場合だけ利用可能です。
[Java Web Start] および [Java Applet] - システム KVM へのアクセスを提供して、仮想電源と
仮想メディアの制御を可能にします。 標準機能に加えて、Java IRC には iLO ディスクイメー
ジツールとスクリプト方式のメディアが含まれます。 Internet Explorer を使用しない場合は、
これらのオプションのいずれかを選択します。
注記: Chrome ブラウザーを使用し、Java Web Start オプションを選択する場合は、.jnlp
ファイルのダウンロードを受諾する必要があります。 ダウンロード後、このファイルをクリッ
クすると、IRC セッションのオープンが続行されます。
統合リモートコンソールの使用に関する情報とヒント

•
•

ポップアップブロッカーによって、リモートコンソールが動作しなくなります。
リモートコンソールにアクセスするには、互換性のあるブラウザーを使用する必要があり
ます。 Internet Explorer バージョン 11 以降の使用をおすすめします。
注記: リモートコンソールセッションを有効にするには、.NET Framework バージョン
3.5 以降がインストールされている必要があります。 前のバージョンがインストールされ
ている場合、リモートセッションを起動しようとするときに、システムの更新を要求する
メッセージが表示される場合があります。
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•

Microsoft Internet Explorer を使用していて、リモートコンソールセッションで仮想メディ
アのマウント中に権限エラーを受信した場合は、管理者レベルの権限で Internet Explorer
ウィンドウを新しく開き（管理者として実行）、セッションを再起動します。

•

iLO の Web インターフェイスウィンドウを更新したり閉じたりすると、リモートコンソー
ル接続は終了し、リモートコンソールを介して接続されていた仮想メディアデバイスにア
クセスできなくなります。

•

IRC セッション中に、URL タイプの仮想ドライブをマウントする場合、ドメイン名ではな
く、IP アドレスを使用してください。 これにより、カートリッジ iLO がドメイン名を解
決できない場合のエラーを回避できます。

統合リモートコンソールセッションを起動するには、次の操作を行います。
1. iLO 内蔵コンピュートカートリッジを使用していない場合は、mRCA と希望するカート
リッジをリンクしたことを確認します。 詳しくは、「カートリッジのリンクの表示と編
集」(43 ページ)を参照してください。
2. メインメニューから [Cartridges] ページを選択します。
3. 左ペインのリストから、iLO 内蔵コンピュートカートリッジを選択するか、mRCA を選択
します。
注記: mRCA とリンクが可能な iLO 非内蔵コンピュートカートリッジは、シャーシ内の
mRCA のスロット位置によって異なります。 詳しくは、Moonshot Information Library
（http://www.hpe.com/info/moonshot/docs ）にある『Moonshot System 構成および互
換性ガイド』を参照してください。
4.

次のいずれかを実行します。
•

[Actions]→[Integrated Remote Console] をクリックします。

•

[Actions] メニューの横にあるモニターアイコンをクリックします。

•

[Cartridge Information] セクション下の [Login] リンクをクリックします。

•

[Chassis] ページで、mRCA、または iLO 内蔵コンピュートカートリッジをロールオー
バーしてから、モニターアイコンをクリックします。

セッション選択用の画面が表示されます。
5.

6.

次のいずれかを選択します。
•

.NET

•

Java WebStart

•
Java Applet
詳しくは、「統合リモートコンソールの起動オプション」を参照してください。
[Launch] をクリックします。
セッションが、新しいウィンドウまたはタブで開きます（ブラウザーの設定による）。

注記: mRCA とリンクが可能なサーバーカートリッジノードは、シャーシ内の mRCA のス
ロット位置によって異なります。 詳しくは、Moonshot Information Library（http://
www.hpe.com/info/moonshot/docs ）にある『Moonshot System 構成および互換性ガイド』
を参照してください。
iLO 内蔵サーバーカートリッジの Web アドレスの算出
iLO CM Web インターフェイスは、互換性のある ProLiant サーバーカートリッジとの iLO リ
モートセッションを起動するため方法をすでに提供しています。しかし、カートリッジの Web
アドレスを個別に調べることもできます。 オンボード iLO を提供する HPE ProLiant サーバー
カートリッジの場合、サーバーカートリッジの iLO Web アドレスは、以下のようになります。

概要情報の表示

21

https://<iLO CM IP>:(735+< スロット番号 >)
説明：
•

<iLO CM IP> は、iLO Chassis Manager の IPv4 アドレスです。

•

<slot number> は、サーバーカートリッジが取り付けられているスロットに対応する、
1～45 の番号です。

たとえば、iLO CM Chassis Manager の IP アドレスが 192.0.2.15 で、サーバーカートリッジ
がスロット 1 にある場合、その Web アドレスは以下のようになります。
https://192.0.2.15:736

カートリッジのログの表示
カートリッジのログには、発生した履歴イベントが記録されます。 イベントはシステム ROM
で生成され、カートリッジ固有のすべてのイベントが含まれます。 ログのエントリーが問題の
診断や発生する可能性がある問題の特定に役立つ可能性があります。 サービスの中断を防止す
るために、予防的処置が役立つ場合があります。
メインメニューから [Cartridges] を選択すると、カートリッジのページが表示されます。 デ
フォルトでは、使用可能なすべてのカートリッジのリストの中で、最初のカートリッジの概要
がページの左側に表示されます。 [View] メニューから [Logs] を選択すると、カートリッジの
ログが表示されます。
各カートリッジに対して取得できるログ情報は、以下のとおりです。
•

[ID] - イベントの ID 番号。 イベントは生成された順番で番号付けされます。
デフォルトでは、イベントログは ID でソートされ、最新のイベントが先頭になります。

•

[Severity] - 検出されたイベントの重要性。
設定できる値は、次のとおりです。

◦

[Critical] - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）
を示しています。 すぐに対処する必要があります。

◦

[Caution] - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

◦

[Informational] - イベントは背景情報を提供します。

◦

[Repaired] - イベントは修正アクションを行いました。

◦

[Unknown] - イベントの重要度を判断できませんでした。

•

[Type] - イベントの種類の追加記述子。

•

[Created on] - 回数が 1 であるイベントの場合、そのイベントが最初に発生した日付です。
回数が 1 より大きいイベントの場合、この項目はそのイベントが最後に更新された日付を
表します。

•

[Count] - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。
通常、重大なイベントは発生するたびにイベントログエントリーを生成します。 これらの
イベントが 1 つのイベントログエントリーにまとめられることはありません。
重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは 1 つのイベントログ
エントリーにまとめられ、[Count] が更新されます。 各イベントタイプは特定の間隔を備
えており、繰り返し発生するイベントの処理（統合するのかそれとも新しいイベントを記
録するのか）はこの間隔によって決定されます。

•
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[Description] - この説明によって、記録されるイベントのコンポーネントと詳細な特性が
特定されます。
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カートリッジのログビューのカスタマイズ
表示するログエントリーを次のようにカスタマイズできます。

•

深刻度によってフィルターを適用するには、[Severity] メニューから深刻度レベルを選択
します。 選択は累積的であるため、2 つ以上の深刻度レベルを選択することができます。
選択した深刻度レベルは太字になります。 太字のエントリーをもう一度クリックすると、
選択が解除されます。

•

あらかじめ設定された範囲または日付の範囲を、[Created on] メニューで選択します。

•

日付、イベント ID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、[Search]
ボックスにテキストを入力して、Enter キーを押します。

•

[Reset filters] をクリックすると、フィルターはデフォルト値に戻ります。

カートリッジのイベントログの保存
カートリッジの Moonshot イベントログを CSV ファイルの形式で保存するには、以下の手順
に従ってください。
概要情報の表示
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1.

[Actions]→[View CSV] をクリックします。
カートリッジの Moonshot イベントログの CSV が表示されます。

2.

[Save] をクリックするか、[Close] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

カートリッジの IML のクリア
管理者権限およびオペレーター権限を持つユーザーは、カートリッジの IML に記録されている
すべての情報をクリアできます。
カートリッジの IML をクリアするには、以下の手順に従ってください。
1. [Actions]→[Clear Log] をクリックします。
次のメッセージが表示されます。
All log entries for this device will be deleted. This action cannot
be undone. Continue with clearing the log?
2.

[Yes] をクリックします。
ログがクリアされ、イベントの日時、担当ユーザー、およびカートリッジ番号が記載され
た新しいエントリーが記録されます。

カートリッジの温度センサーデータの表示
[View] メニューから [Thermal] を選択すると、カートリッジの温度センサーのデータが表示さ
れます。 温度は摂氏で表示されます。
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温度の表には、選択したカートリッジに関する次の情報が表示されます。
•

[Sensor] - 温度センサーの ID。センサーの位置も示します。

•

[Status] - カートリッジの温度ステータス。 サーバーカートリッジの構成によっては、一
部のセンサーのステータスが [Not installed] と表示されます。

•

[Current Reading] - リストされた温度センサーによって報告された温度。 温度センサー
が取り付けられていない場合、[Current Reading] 列には [N/A] という値が表示されます。

•

[Thresholds] - 過熱状態の警告の温度しきい値です。 [Caution] と [Critical] の 2 つのし
きい値が示されます。 温度センサーが取り付けられていない場合、[Thresholds] 列には
[N/A] という値が表示されます。

•

◦

[Caution] - カートリッジは、動作中、温度を警告しきい値未満に維持するように設計
されています。 故障が原因でカートリッジがこの温度を維持できない場合は、シャー
シはファンの速度を上げ、適切なオペレーティングシステムシャットダウンを開始し
ます。 これにより、データの整合性とシステムの安全性の両方が確保されます。

◦

[Critical] - 温度が制御不能になった場合または急上昇した場合、高い動作温度によっ
て電子コンポーネント障害が発生する前に、「クリティカル」温度しきい値により
カートリッジを物理的にシャットダウンしてシステム障害の発生を防ぎます。

[Temperature Meter] - 現在の温度の読み取り値と、その読み取り値が警告またはクリティ
カルのしきい値に達したかどうかをグラフィック表示します。 棒の左端は 0°C を表し、
灰色のバーは警告のしきい値を表し、棒の右端はクリティカルのしきい値を表します。 温
度センサーが取り付けられていない場合、認識されない場合、または温度の読み取り値を
報告していない場合は、空のグラフが表示されます。

温度履歴の表示
スクロールダウンして [Thermal History] グラフを表示し、サンプル期間を選択したり、表示
するセンサーを選択したりします。

概要情報の表示
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グラフには、指定したサンプル期間が x 軸に、指定した温度が y 軸に沿って表示されます。
•

温度が摂氏単位で表示されているときは、F ボタンをクリックすると、温度が華氏で表示
されます。 温度が華氏単位で表示されているときは、C ボタンをクリックすると、温度が
摂氏で表示されます。

•

グラフ上の円形は、表の右側の Sensor Name 列に示されるセンサーに対応します。

•

センサー ID および温度測定値を表示するグラフ上の円形にマウスカーソルを合わせます。
各センサーには、独自の色が関連付けられています。

•

グラフ上の色は、温度変化の度合いにあたり、青色から赤色、そして白色の範囲で示され
ます。 青色は 0℃ から約 24°C の温度を表し、温度が高くなるにつれて、青色から赤色に
徐々に変化します。

サンプルの表示を変更するには、グラフの右側の列から新しいサンプル期間を選択します。 温
度データの実際の完全な履歴は、メモリーの制限によって保存されません。 その代わりに、次
のサンプルサイズで温度データが平均化されます。
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•

[Last Minute (2 seconds)] - 2 秒ごとのサンプルで直近の 1 分間の平均値を表示します。

•

[Last Hour (1 minute)] - 1 分ごとのサンプルで直近の 1 時間の平均値を表示します。

•

[Last Day (1 hour)] - 1 時間ごとのサンプルで直近の 1 日間の平均値を表示します。

•

[Last Month (1 day)] - 1 日ごとのサンプルで直近の 1 か月間の平均値を表示します。

•

[Last Year (1 month)] - 1 か月ごとのサンプルで直近の 1 年間の平均値を表示します。
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グラフに表示するセンサーを変更するには、グラフの右側の [Sensor Name] リストからセン
サーを選択します。 デフォルトでは、すべてのセンサーが選択されています。 使用できない
センサーはグレー表示され、アクティブではありません。
注記: 温度履歴サンプルでは、iLO CM の電源が入れられた後の温度のみが記録されます。
温度履歴は、iLO CM の電源がオン/オフされるたびにリセットされます。

カートリッジの電力データの表示
[View] メニューから [Power] を選択すると、電力消費のグラフが表示され、そのグラフでサ
ンプル期間を選択したり、表示するシリーズを選択したりできます。

グラフには、指定したサンプル期間が x 軸に、指定した電力使用量（ワット単位）が y 軸に
沿って表示されます。
•

[Watts] または [BTU/h] ボタンをクリックして、電力使用量の表示方法を指定します。

•

グラフ上の円形は、表の右側の [Series Name] 列に示されるシリーズに対応します。

•

グラフ上の円形にマウスカーソルを合わせると、シリーズ名および電力使用量測定値が表
示されます。 各シリーズには、独自の色が関連付けられています。

サンプルの表示を変更するには、グラフの右側の列から新しいサンプル期間を選択します。 温
度データの実際の完全な履歴は、メモリーの制限によって保存されません。 その代わりに、次
のサンプルサイズで温度データが平均化されます。
•

[Last 5 Minutes (15 seconds)] - 15 秒ごとのサンプルで直近の 5 分間の平均値を表示しま
す。

•

[Last Hour (5 minutes)]- 5 分ごとのサンプルで直近の 1 時間の平均値を表示します。

•

[Last Day (1 hour)] - 1 時間ごとのサンプルで直近の 1 日間の平均値を表示します。

•

[Last 2 Weeks (1 day)] - 1 日ごとのサンプルで直近の 2 週間の平均値を表示します。

•

[Last Year (2 weeks)] - 2 週ごとのサンプルで直近の 1 年間の平均値を表示します。

概要情報の表示
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グラフに表示する情報を変更するには、グラフの右側の [Series Name] リストからシリーズを
選択します。 デフォルトでは、使用できるすべてのシリーズが選択されています。 使用でき
ないシリーズはグレー表示され、アクティブではありません。

ProLiant サーバーのカートリッジノード情報の表示
Moonshot の Web インターフェイスの [Nodes] ページには、シャーシに取り付けられた ProLiant
サーバーのカートリッジに関する情報が表示されます。
注記: スロットのアクセス権限を制限した場合、アクセス権のある Moonshot コンポーネン
トだけがインターフェイスに表示されます。 表示中のページによって、メッセージ「 Logged-in
user does not have the privilege」 が表示される場合もあります。

ノードリストのカスタマイズ
ノードのフィルターメニューを使用して、ノードリストに表示するノードをカスタマイズでき
ます。 選択したフィルターは太字になります。 太字のエントリーをもう一度クリックすると、
選択が解除されます。
以下の 1 つ以上の操作を行って、ノードリストをカスタマイズします。
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•

[System Power] メニューから電力状態を選択します。

•

[Server health] メニューからヘルスステータスを選択します。

•

[Boot options] メニューから起動ソースを選択します。

•

[Reset filters] リンクをクリックして、デフォルトの選択肢でもう一度やり直します。
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ProLiant サーバーのカートリッジノードの概要情報の表示
メインメニューから [Nodes] を選択すると、ノードの概要情報が表示されます。 デフォルト
では、インストールされたノードの内、リストにある最初のノードの概要がページの左側に表
示されます。
[General] セクションには、ノードがインストールされているサーバーカートリッジに関する
以下の情報が表示されます。
•

[Model] - サーバーカートリッジのモデル名。

•

[Product ID] - サーバーカートリッジの製品 ID。 この値は製造元によって設定されます
が、iLO CM ファームウェアのコマンドラインを使用して管理者が変更できます。

•

[UUID] - ノードの Universally Unique Identifier。 この値は、システムの製造時に割り当て
られます。

•

[Serial number] - ノードが存在するカートリッジのシリアル番号。

[Node status] セクションには、以下の情報が表示されます。
•

[Power] - ノードの電力ステータス。

◦

ノードはオフです。

◦

ノードはオンです。

[Node Details] セクションには、以下の情報が表示されます。
•

[Processor family] - プロセッサーのアーキテクチャー。

•

[Number of cores] - ノード内のプロセッシングコアの数。

•

[Max clock speed] - ノードコアの最大動作速度（MHz で表記）。

•

[Total memory] - ノードに使用可能な永続的なシステムメモリの量（GB で表記）。

•

[DIMM <x>] - （ここで x はメモリスロットを示す数字です。）これには、追加（オプショ
ン）メモリの量と、DIMM のシリアル番号が表示されます。

•

[MAC<x>] -（ここで x は MAC アドレスの番号を示す数字です。）これには、MAC（メ
ディアアクセス制御）アドレスが表示されます。

•

[Disk <x>] - （ここで x はディスク番号を示します。）[ディスク] セクションには、取り
付けられているストレージドライブについての、以下の情報が含まれます。

◦

[Model] - ディスクのモデル番号。

◦

[Serial Number] - ディスクのシリアル番号。

◦

[Firmware] - 製造者によりインストールされているファームウェアのバージョン。

注記: ストレージドライブについて表示される情報は、ドライブのタイプ、ProLiant サー
バーカートリッジのモデル、およびノードが HPE Moonshot 1500 Chassis の起動後に起
動されたかどうかによって異なります。
•

[Trusted Platform Module (TPM)] - TPM が有効か無効か。
組み込みの Trusted Platform Module が ProLiant サーバーカートリッジに含まれている場
合、これはデフォルトで無効です。 TPM が有効な ProLiant サーバーカートリッジが
Moonshot シャーシで 1 回でも起動されている場合、TPM の存在とステータスが、この
ページで報告されます。 TPM のステータスを変更するには、ノードの BIOS 構成を使用
してください。

概要情報の表示
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[Node Settings] セクションには、該当する場合、以下の情報が表示されます。 選択された
ノードがサポートしていない設定がある場合、その設定は表示されません。
•

[Boot order] - ノードに使用可能なブートデバイスと、標準的なブートシーケンスがブー
ト情報を検索する順序。

•

[Boot once] - 次回の起動のみで使用するブートデバイス。

•

[WOL] - ノードのウェイクオン LAN（WOL）設定。

•

[CPU speed] - 選択した CPU 速度。

•

[BSC] - BIOS のシリアルコンソールが有効であるか、無効であるかを示します。 この設
定がノードでサポートされていない場合、N/A が表示されます。

複数のノードの選択
ノードリストから、複数のノードを選択することができます。 2 つ以上のノードを選択する
と、該当する場合、選択されたノードについての以下の情報が表示されます。 選択されたノー
ドがサポートしていない機能がある場合、その機能は表示されません。
•

[Name]

•

[Model]

•

[Power]

•

[SKU]

•

[Serial number]

•

[UUID]

•

[Host MAC Address]

•

[Boot once]

•

[Boot order]

•

[BSC]

•

[HyperThreading]

•

[WOL]

•

[BootType]

•

[RestoreUEFIDefaults]

•

[CPU]

ノード情報のダウンロード
[Nodes] ページで 2 つ以上のノードが選択された場合、表示される情報の CSV ファイルを作
成することができます。
1. メインメニューから、[Nodes] を選択します。
2. ノードリストから 2 つ以上のノードを選択します。
3. [Actions]→[View CSV] をクリックします。
[Download Nodes Information] 画面に、カンマ区切りのフォーマットでノード情報が表
示されます。
4.

5.
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次のいずれかを実行します。
•

情報をコピーして、別のドキュメントに貼り付けます。

•

[Save] をクリックします。ブラウザーの設定に応じて、.cvs ファイルを保存する場所
を選択します。 情報を保存すると、ウィンドウは自動的に閉じます。

必要であれば、[Close] をクリックして画面を閉じます。
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ノードのブートオプションの選択
1 つまたは複数のノードに対するブート順序、ブートワンスなどのブートオプションは、[Nodes]
ページから設定できます。 メインメニューから [Nodes] を選択し、左ペインのリストから 1
つまたは複数のノードを選択します。
ノードのブートオプションを設定するには、以下の手順に従ってください。
1. [Actions]→[Boot options] をクリックします。 [Select boot options] ページが表示され
ます。

2.

3.

4.

[Select boot order] セクションで、以下を選択します。
•

[Boot device 1] - ブート時にシークするプライマリデバイス。

•

[Boot device 2] - プライマリデバイスが存在しない場合、またはブート手順を含んで
いない場合に、ブート時にシークするセカンダリまたはバックアップのデバイス。

[Select boot once] セクションでは、次回のブートでのみブート時にシークするデバイス
を選択します。 次回のブートの後のブートでは、ブートデバイス 1 および 2 の設定に戻
ります。
[Select boot options] セクションで、選択したカートリッジによって、以下から選択しま
す。
•

[BSC] - BIOS シリアルコンソールへのアクセスを有効または無効にします。 選択は、
次回のブート時に有効になります。 このオプションがサポートされていない場合、選
択は使用できません。 もう 1 つのオプションである [do not apply] は、複数のノー
ドが選択されているときにのみ表示され、設定がサポートされている場合に設定の有
効化または無効化をスキップすることができます。
概要情報の表示
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5.

•

[HyperThreading] - ハイパースレッディングを有効または無効にします。これによ
り、互換性のある ProLiant サーバーカートリッジノードとオペレーティングシステム
は、各物理プロセッサーコアを 2 つの論理コアとして処理できます。

•

[Wake-On-LAN (WOL)] - ノードの WOL を有効または無効にします。 選択は、次回
のブート時に有効になります。 このオプションがサポートされていない場合、選択は
使用できません。 もう 1 つのオプションである [do not apply] は、複数のノードが
選択されているときにのみ表示され、設定がサポートされている場合に設定の有効化
または無効化をスキップすることができます。

•

[BootType] - ノードのブートシーケンスタイプ（従来の Uboot または UEFI のいずれ
か）を選択します。

•

[RestoreUefiDefaults] - ノードの工場出荷時の UEFI 設定を復元します。

•

[CPU] - 次回のブート時に適用する CPU の速度を選択します。 サポートされていな
いカートリッジノードでは、このメニューに [N/A] が表示されます。

[Apply] をクリックして、選択した設定を割り当てるか、[Cancel] をクリックします。

ノードの電力状態の変更
ノードの電力状態を変更するには、以下の手順に従ってください。
1. 1 つまたは複数のノードを選択します。
2. 使用可能な選択肢は、選択したノードの現在の状態に依存します。 次のいずれかを実行し
ます。
•

[Actions]→[Power off Node (Shutdown)] をクリックし、動作中のオペレーティング
システムを適切に終了して、ノードの電源を切ります。

•

OS がインストールされていない場合、[Actions]→[Power off Node (Force)] をク
リックしてノードの電源を切ります。

•

[Actions]→[Power On Node] をクリックして、選択したノードの電源を入れます。

注記: 選択した複数ノードの電力状態の変更を計画する場合、[Actions] メニューから電
力状態の変更を選択する前に、選択したすべてのノードの現在の電力状態が同じであるこ
との確認をおすすめします。

ノードのログの表示
ノードのログには、発生した履歴イベントが記録されます。 イベントはシステム ROM で生成
され、ノード固有のすべてのイベントが含まれます。 ログのエントリーが問題の診断や発生す
る可能性がある問題の特定に役立つ可能性があります。 サービスの中断を防止するために、予
防的処置が役立つ場合があります。
ノードのページを参照するには、メインメニューから [Nodes] を選択します。 デフォルトで
は、ノードリストにある最初のノードの概要がページの左側に表示されます。 [View] メニュー
から [Logs] を選択すると、ノードのログが表示されます。
各ノードに対して取得できるログ情報は、以下のとおりです。
•

[ID] - イベントの ID 番号。 イベントは生成された順番で番号付けされます。
デフォルトでは、ログは ID でソートされ、最新のイベントが先頭になります。

•

[Severity] - 検出されたイベントの重要性。
設定できる値は、次のとおりです。

◦
◦
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[Critical] - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）
を示しています。 すぐに対処する必要があります。
[Caution] - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。
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◦

[Informational] - イベントは背景情報を提供します。

◦

[Repaired] - イベントは修正アクションを行いました。

◦

[Unknown] - イベントの重要度を判断できませんでした。

•

[Type] - イベントの種類の追加記述子。

•

[Created on] - 回数が 1 であるイベントの場合、そのイベントが最初に発生した日付です。
回数が 1 より大きいイベントの場合、この項目はそのイベントが最後に更新された日付を
表します。

•

[Count] - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。
通常、重大なイベントは発生するたびにイベントログエントリーを生成します。 これらの
イベントが 1 つのイベントログエントリーにまとめられることはありません。
重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは 1 つのイベントログ
エントリーにまとめられ、[Count] が更新されます。 各イベントタイプは特定の間隔を備
えており、繰り返し発生するイベントの処理（統合するのかそれとも新しいイベントを記
録するのか）はこの間隔によって決定されます。

•

[Description] - この説明によって、記録されるイベントのコンポーネントと詳細な特性が
特定されます。

ノードのログビューのカスタマイズ
表示するログエントリーを次のようにカスタマイズできます。
•

深刻度によってフィルターを適用するには、[Severity] メニューから深刻度レベルを選択
します。 選択は累積的であるため、2 つ以上の深刻度レベルを選択することができます。
選択した深刻度レベルは太字になります。 太字のエントリーをもう一度クリックすると、
選択が解除されます。

•

あらかじめ設定された範囲または日付の範囲を、[Created on] メニューで選択します。

概要情報の表示
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•

日付、イベント ID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、[Search]
ボックスにテキストを入力して、Enter キーを押します。

•

[Reset filters] をクリックすると、フィルターはデフォルト値に戻ります。

ノードのイベントログの保存
ノードのイベントログを CSV ファイルの形式で保存するには、以下の手順に従ってください。
1.

[Actions]→[View CSV] を選択します。
テキストエディターにコピー ＆ ペーストできる形式でノードのイベントログが表示され
ます。

2.
3.

[Save] をクリックし、ブラウザーのプロンプトに従ってファイルを保存するか、ファイル
を開きます。
[Close] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

ノードのイベントログのクリア
管理者権限を持つユーザーは、以前にログが取られたすべての情報のログをクリアできます。
ノードのイベントログをクリアするには、以下の手順に従ってください。
1. [Actions]→[Clear Log] を選択します。
次のメッセージが表示されます。
All log entries for this device will be deleted. This action cannot
be undone. Continue with clearing the log?
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2.

[Yes] をクリックします。
ログがクリアされ、イベントの日時、担当ユーザー、およびカートリッジ番号が記載され
た新しいエントリーが記録されます。

Moonshot のスイッチ情報の表示
メインメニューから [Switches] を選択すると、Moonshot System に取り付けられた Moonshot
スイッチモジュールの詳細が表示されます。 デフォルトでは、スイッチの概要情報です。
注記: スロットのアクセス権限を制限した場合、アクセス権のある Moonshot コンポーネン
トだけがインターフェイスに表示されます。 表示中のページによって、メッセージ「 Logged-in
user does not have the privilege」 が表示される場合もあります。

スイッチの概要情報の表示
スイッチの概要情報を表示するには、メインメニューから [Switches] を選択します。

スイッチごとに、以下の情報が表示されます。
•

[Name] - 取り付けられているスイッチ（スイッチ A またはスイッチ B）の名前。

•

[AutoRev] - カートリッジのハードウェアリビジョン。 Hewlett Packard Enterprise サポー
トが使用します。

•

[Model] - スイッチのモデル名。

•

[Product ID] - スイッチの製品 ID。 この値は製造元によって設定されますが、スイッチを
交換した場合、iLO CM ファームウェアのコマンドラインを使用して管理者が変更できま
す。

•

[Serial number] - スイッチのシリアル番号。 この値はスイッチが製造されたときに割り
当てられますが、サーバーカートリッジを交換した場合、コマンドラインを使用して管理
者がリセットできます。

•

[Manufacturing date] - スイッチが製造された日時。

•

[Remote management IP] - サポートされているリモート管理ツールで使用される IP アド
レス。
Moonshot System とリモート管理ツールの関連付けは、リモート管理ツールを使用して構
成します。 手順については、リモート管理ツールのドキュメントを参照してください。

概要情報の表示
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•

[IPv6] - スイッチのリンクローカル IPv6 アドレス。インストールされているノードのオペ
レーティングシステム（有効な場合）とスイッチの間の通信に使用されます。

•

[MAC Address] - スイッチの MAC（メディアアクセス制御）アドレス。

•

[Power] - スイッチの電力情報。

◦

スイッチはオフです。

◦

スイッチはオンです。

•

[Health status] - スイッチのヘルスの短い説明。

•

[UID] - スイッチの UID の状態を示します。

◦

UID はオフです。

◦

UID はオンです。

•

[Instant wattage] - スイッチの現在の電力使用量の読み取り値です。

•

[Maximum wattage] - スイッチが消費する最大電力量（ワット単位）。

•

[UUID] - スイッチの Universally Unique Identifier。 この値は、スイッチの製造時に割り当
てられます。

•

[Firmware version] - インストールされたファームウェアのバージョン。

•

[Satellite firmware] - スイッチのサテライトファームウェアのバージョン。

•

[Switch data] - スイッチのデータファイルのバージョン。

アップリンクごとに、以下の情報が表示されます。
•

[Model] - アップリンクモジュールのモデル名。

•

[Product ID] - アップリンクモジュールの製品 ID。 この値は、製造元によって設定されま
す。

•

[Serial number] - スイッチのシリアル番号。 この値は、製造元によって割り当てられま
す。

スイッチの電力状態の変更
1.
2.

[Switch A] または [Switch B] のどちらかの隣にあるチェックボックスを選択します。一
度に両方のスイッチを選択することはできません。
使用可能なアクションは、選択したスイッチの現在の状態に依存します。
注記:

スイッチを選択しないと、[Actions] メニューで選択を行うことができません。

次のいずれかを実行します。
•

[Actions]→[Power off] を選択して、選択したスイッチの電源を切ります。

•

[Actions]→[Power on] を選択して、選択したスイッチの電源を入れます。

スイッチの UID の状態の変更
1.
2.

[Switch A] または [Switch B] のどちらかの隣にあるチェックボックスを選択します。一
度に両方のスイッチを選択することはできません。
使用可能なアクションは、選択したスイッチの現在の状態に依存します。
注記:

スイッチを選択しないと、[Actions] メニューで選択を行うことができません。

次のいずれかを実行します。
•
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[Actions]→[UID on] を選択して、選択したスイッチの UID をオンにします。
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•

[Actions]→[UID off] を選択して、選択したスイッチの UID をオフにします。

UID アイコンは変化し、一時的にアクティビティメッセージが表示されます。

スイッチのログの表示
スイッチのログには、発生した履歴イベントが記録されます。 このページに表示されるログエ
ントリーは、スイッチに関連するすべての IML エントリーです。 ログのエントリーが問題の
診断や発生する可能性がある問題の特定に役立つ可能性があります。 サービスの中断を防止す
るために、予防的処置が役立つ場合があります。
メインメニューから [Switches] を選択すると、スイッチのログ情報が表示されます。 デフォ
ルトでは、スイッチの概要が表示されます。 [View] メニューから [Logs] を選択すると、ス
イッチのログが表示されます。
各スイッチに対して取得できるログ情報は、以下のとおりです。
•

[ID] - イベントの ID 番号。 イベントは生成された順番で番号付けされます。
デフォルトでは、ログは ID でソートされ、最新のイベントが先頭になります。

•

[Severity] - 検出されたイベントの重要性。
設定できる値は、次のとおりです。

◦

[Critical] - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）
を示しています。 すぐに対処する必要があります。

◦

[Caution] - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

◦

[Informational] - イベントは背景情報を提供します。

◦

[Repaired] - イベントは修正アクションを行いました。

◦

[Unknown] - イベントの重要度を判断できませんでした。

•

[Type] - イベントの種類の追加記述子。

•

[Created on] - 回数が 1 であるイベントの場合、そのイベントが最初に発生した日付です。
回数が 1 より大きいイベントの場合、この項目はそのイベントが最後に更新された日付を
表します。

•

[Count] - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。
通常、重大なイベントは発生するたびにイベントログエントリーを生成します。 これらの
イベントが 1 つのイベントログエントリーにまとめられることはありません。
重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは 1 つのイベントログ
エントリーにまとめられ、[Count] が更新されます。 各イベントタイプは特定の間隔を備
えており、繰り返し発生するイベントの処理（統合するのかそれとも新しいイベントを記
録するのか）はこの間隔によって決定されます。

•

[Description] - この説明によって、記録されるイベントのコンポーネントと詳細な特性が
特定されます。

スイッチのログビューのカスタマイズ
表示するログエントリーを次のようにカスタマイズできます。
•

深刻度によってフィルターを適用するには、[Severity] メニューから深刻度レベルを選択
します。 選択は累積的であるため、2 つ以上の深刻度レベルを選択することができます。
選択した深刻度レベルは太字になります。 太字のエントリーをもう一度クリックすると、
選択が解除されます。

概要情報の表示
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•

あらかじめ設定された範囲または日付の範囲を、[Created on] メニューで選択します。

•

日付、イベント ID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、[Search]
ボックスにテキストを入力して、Enter キーを押します。

•

[Reset filters] をクリックすると、フィルターはデフォルト値に戻ります。

スイッチのログの保存
スイッチのログを CSV ファイルの形式で保存するには、以下の手順に従ってください。
1.
2.

[Switch A] または [Switch B] のどちらかの隣にあるチェックボックスを選択します。一
度に両方のスイッチを選択することはできません。
[Actions]→[View CSV] を選択します。
スイッチのイベントログが表示されます。
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3.

[Save] をクリックするか、[Close] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

スイッチのログのクリア
管理者権限を持つユーザーは、以前にスイッチのログが取られたすべての情報のログをクリア
できます。
スイッチのログをクリアするには、以下の手順に従ってください。
1. [Switch A] または [Switch B] のどちらかの隣にあるチェックボックスを選択します。一
度に両方のスイッチを選択することはできません。
2. [Actions]→[Clear Log] を選択します。
次のメッセージが表示されます。
All log entries for this device will be deleted. This action cannot
be undone. Continue with clearing the log?
3.

[Yes] をクリックします。
ログがクリアされ、イベントの日時、担当ユーザー、およびカートリッジ番号が記載され
た新しいエントリーが記録されます。

スイッチの温度センサーデータの表示
メインメニューから [Switches] を選択すると、スイッチの情報が表示されます。 デフォルト
では、スイッチの概要が表示されます。 [View] メニューから [Thermal] を選択すると、温度
情報が表示されます。 温度は摂氏で表示されます。

概要情報の表示
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温度の表には、各スイッチに関する次の情報が表示されます。
•

[Sensor] - 温度センサーの ID。センサーの位置も示します。

•

[Status] - センサーの現在のステータスを表示するヘルスアイコン。 スイッチ構成によっ
ては、一部のセンサーのステータスが [Not installed] と表示されます。

•

[Current Reading] - センサーによって報告された現在の温度。

•

[Thresholds] - 過熱状態の警告の温度しきい値です。 [Caution] と [Critical] の 2 つのし
きい値が示されます。

•

◦

[Caution] - スイッチは、動作中、温度を警告しきい値未満に維持するように設計され
ています。

◦

[Critical] - 温度が制御不能になった場合または急上昇した場合、高い動作温度によっ
て電子コンポーネント障害が発生する前に、「クリティカル」温度しきい値によりス
イッチを物理的にシャットダウンしてスイッチの障害の発生を防ぎます。

[Temperature Meter] - 現在の温度の読み取り値と、その読み取り値が警告またはクリティ
カルのしきい値に達したかどうかをグラフィック表示します。 棒の左端は 0°C を表し、
灰色のバーは警告のしきい値を表し、棒の右端はクリティカルのしきい値を表します。 温
度センサーが取り付けられていない場合、認識されない場合、または温度の読み取り値を
報告していない場合は、空のグラフが表示されます。

温度履歴の表示
スクロールダウンして [Thermal History] グラフを表示し、サンプル期間を選択したり、表示
するセンサーを選択したりします。
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グラフには、指定したサンプル期間が x 軸に、指定した温度が y 軸に沿って表示されます。
•

温度が摂氏単位で表示されているときは、F ボタンをクリックすると、温度が華氏で表示
されます。 温度が華氏単位で表示されているときは、C ボタンをクリックすると、温度が
摂氏で表示されます。

•

グラフ上の円形は、表の右側の Sensor Name 列に示されるセンサーに対応します。

•

センサー ID および温度測定値を表示するグラフ上の円形にマウスカーソルを合わせます。
各センサーには、独自の色が関連付けられています。

•

グラフ上の色は、温度変化の度合いにあたり、青色から赤色、そして白色の範囲で示され
ます。 青色は 0℃ から約 24°C の温度を表し、温度が高くなるにつれて、青色から赤色に
徐々に変化します。

サンプルの表示を変更するには、グラフの右側の列から新しいサンプル期間を選択します。 温
度データの実際の完全な履歴は、メモリーの制限によって保存されません。 その代わりに、次
のサンプルサイズで温度データが平均化されます。
•

[Last Minute (2 seconds)] - 2 秒ごとのサンプルで直近の 1 分間の平均値を表示します。

•

[Last Hour (1 minute)] - 1 分ごとのサンプルで直近の 1 時間の平均値を表示します。

•

[Last Day (1 hour)] - 1 時間ごとのサンプルで直近の 1 日間の平均値を表示します。

•

[Last Month (1 day)] - 1 日ごとのサンプルで直近の 1 か月間の平均値を表示します。

•

[Last Year (1 month)] - 1 か月ごとのサンプルで直近の 1 年間の平均値を表示します。

概要情報の表示
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グラフに表示するセンサーを変更するには、グラフの右側の [Sensor Name] リストからセン
サーを選択します。 デフォルトでは、すべてのセンサーが選択されています。 使用できない
センサーはグレー表示され、アクティブではありません。
注記: 温度履歴サンプルでは、iLO CM の電源が入れられた後の温度のみが記録されます。
温度履歴は、iLO CM の電源がオン/オフされるたびにリセットされます。

スイッチ電力データの表示
[View] メニューから [Power] を選択すると、電力消費のグラフが表示され、そのグラフでサ
ンプル期間を選択したり、表示するシリーズを選択したりできます。

グラフには、指定したサンプル期間が x 軸に、指定した電力使用量（ワット単位）が y 軸に
沿って表示されます。
•

[Watts] または [BTU/h] ボタンをクリックして、電力使用量の表示方法を指定します。

•

グラフ上の円形は、表の右側の [Series Name] 列に示されるシリーズに対応します。

•

グラフ上の円形にマウスカーソルを合わせると、シリーズ名および電力使用量測定値が表
示されます。 各シリーズには、独自の色が関連付けられています。

サンプルの表示を変更するには、グラフの右側の列から新しいサンプル期間を選択します。 温
度データの実際の完全な履歴は、メモリーの制限によって保存されません。 その代わりに、次
のサンプルサイズで温度データが平均化されます。
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•

[Last 5 Minutes (15 seconds)] - 15 秒ごとのサンプルで直近の 5 分間の平均値を表示しま
す。

•

[Last Hour (5 minutes)]- 5 分ごとのサンプルで直近の 1 時間の平均値を表示します。

•

[Last Day (1 hour)] - 1 時間ごとのサンプルで直近の 1 日間の平均値を表示します。

•

[Last 2 Weeks (1 day)] - 1 日ごとのサンプルで直近の 2 週間の平均値を表示します。

•

[Last Year (2 weeks)] - 2 週ごとのサンプルで直近の 1 年間の平均値を表示します。
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グラフに表示する情報を変更するには、グラフの右側の [Series Name] リストからシリーズを
選択します。 デフォルトでは、使用できるすべてのシリーズが選択されています。 使用でき
ないシリーズはグレー表示され、アクティブではありません。

カートリッジのリンクの表示と編集
現在のカートリッジのリンクを表示するには、メインメニューから [Links] を選択します。
注記: ロックシンボルが表示された灰色のスロット（ ）は、ご使用のユーザーアカウント
での設定によりブロックされたスロットです。 アクセス権限を特定のカートリッジおよびス
イッチのみに制限した場合、インターフェイスの他のすべてのページでは、アクセス権のある
Moonshot コンポーネントだけが表示されます。 表示中のページによって、メッセージ「
Logged-in user does not have the privilege」 が表示される場合もあります。

リンクを使用すると、カートリッジを電気的に接続したり、機能とリソースを共有したりでき
ます。 リンクは、電源のオン/オフコマンドにも影響を与えることがあります。 一般に、リン
クするにはカートリッジの電源がオフである必要があります。
たとえば、Moonshot Remote Console Administrator（mRCA）は ProLiant サーバーカートリッ
ジとリンクして、カートリッジノードにリモートコンソール機能と仮想メディア機能を提供す
ることができます。 mRCA がリンクされると、[Cartridges] ページで制御が有効になり、統合
リモートコンソールアプリケーションを起動できます。
注記: mRCA とリンクが可能なサーバーカートリッジノードは、シャーシ内の mRCA のス
ロット位置によって異なります。 詳しくは、Moonshot Information Library（http://
www.hpe.com/info/moonshot/docs ）にある『Moonshot System 構成および互換性ガイド』
を参照してください。
統合リモートコンソールは、サポートされるブラウザーを仮想デスクトップとして使用し、リ
ンクされた ProLiant サーバーカートリッジのディスプレイ、キーボード、およびマウスを完全
に制御できるグラフィカルリモートコンソールです。 また、リモートコンソールを使用する
と、リモートファイルシステムやネットワークドライブにアクセスできます。
概要情報の表示
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統合リモートコンソールアクセスを使用すると、リンクされた ProLiant サーバーカートリッジ
ノードが再起動するときの POST ブートメッセージを確認することができます。 オペレーティ
ングシステムをリモートでインストールする場合、統合リモートコンソールにより、インス
トール作業の全体でリンクされた ProLiant サーバーノードを表示したり、制御したりすること
ができます。

カートリッジのリンクの編集
必要に応じて、ページの下部にあるボタンを使用します。
•

[DeleteAll] をクリックすると、既存のすべてのカートリッジリンクが削除されます。 [Yes]
をクリックして操作を確定します。

•

[Clear] をクリックすると、既存のカートリッジのリンクに影響を与えずにすべての選択
をクリアします。

•

[Apply] をクリックすると、変更が保存されます。

•

[Close] をクリックすると、ページが閉じます。

カートリッジのリンクの追加
カートリッジのリンクを追加するには、以下の手順に従ってください。
1. メインメニューから [Links] を選択します。
2. [Actions]→[Edit] の順にクリックします。
[Edit Links] ページが表示されます。

3.

ProLiant サーバーカートリッジを選択します。
単一カートリッジの選択は、オレンジ色の枠線で強調表示されます。 （位置に基づいて）
選択したカートリッジへのリンクに使用できる取り付け済みのカートリッジスロットは白
色に変わり、リンクできない未装着または未使用のスロットは灰色です。

4.
5.

最初にリンクする 1 つまたは複数のカートリッジを選択します。
[Apply] をクリックします。
注記: HPE mRCA カートリッジなど、カートリッジによっては、一度に複数のカート
リッジとリンクできないものもあります。

カートリッジのリンクの削除
カートリッジのリンクを削除するには、以下の手順に従ってください。
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1.
2.

メインメニューから [Links] を選択します。
[Actions]→[Edit] の順にクリックします。
[Edit Links] ページが表示されます。

3.
4.

（オプション）[DeleteAll] をクリックして、[Yes] をクリックすると、既存のすべての
カートリッジリンクが削除されます。
単一カートリッジのチェックボックスを選択します。
単一カートリッジの選択は、オレンジ色の枠線で強調表示されます。 （位置に基づいて）
選択したカートリッジへのリンクに使用できる取り付け済みのカートリッジスロットは白
色に変わり、リンクできない未装着または未使用のスロットは灰色です。 リンクされてい
るカートリッジがチェックされます。

5.

リンクを切る別のカートリッジの選択ボックスをクリアします。
重要:

6.

最初のカートリッジボックスはチェックされたままにします。

[Apply] をクリックし、[Yes] をクリックして、確定します。

ファームウェア情報の表示
メインメニューから [Firmware] を選択すると、ファームウェアの情報が表示されます。
[Firmware Information] ページには、さまざまなコンポーネントのファームウェア情報が表示
されます。
注記: スロットのアクセス権限を制限した場合、アクセス権のある Moonshot コンポーネン
トだけがインターフェイスに表示されます。 表示中のページによって、メッセージ「 Logged-in
user does not have the privilege」 が表示される場合もあります。
以下の情報が表示されます。

シャーシ
•

[Firmware Type] - シャーシのファームウェアコンポーネントの名前。

•

[Current Version] コンポーネントに現在インストールされているファームウェアのバー
ジョン。

スイッチ
このセクションには、取り付けられたスイッチに関する以下の情報が表示されます。
概要情報の表示
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•

[Bay] -スイッチ（A または B）の位置。

•

[Product name] - スイッチのモデル名。

•

[Switch] - スイッチのファームウェアのバージョン。

•

[Satellite] - サテライトファームウェアのバージョン。

•

[Data] - スイッチのデータファイルのバージョン。

カートリッジ
このセクションには、取り付けられた ProLiant サーバーカートリッジに関する以下の情報が表
示されます。
•

[Bay] - カートリッジのスロットの位置。

•

[Product name] - カートリッジのモデル名。

•

[System ROM] - ProLiant シリーズサーバーの ROM のバージョン。

•

[Satellite] - カートリッジのサテライトファームウェアのバージョン。

•

[Data] - サーバーのカートリッジデータのファームウェアバージョン。

•

[CPLD] - ProLiant サーバーのプログラマブルロジックデバイスのファームウェアバージョ
ン。

•

[Other firmware] - その他のカートリッジコンポーネントのファームウェアの名前とバー
ジョンのリスト。

電源装置
このセクションには、取り付けられた電源装置に関する情報が表示されます。
•

[Bay] - 電源装置のスロット位置。

•

[Product name] - 電源装置のモデル名。

•

[Status] - コンポーネントのヘルスの表示。

•

[Current Version] - ファームウェアのバージョン。

Moonshot の電力情報の表示
iLO CM ファームウェアは、サーバーとオペレーティングシステムの稼働時間が最大になるよ
うに、サーバーの電源装置を監視します。 電源装置は低電圧などの電気条件や、不注意で AC
コードが外れた場合に、影響を受ける可能性があります。 このような状況によって、冗長電源
装置が構成されている場合は冗長性を失ったり、冗長電源装置を使用していない場合は動作し
なくなる可能性があります。 電源装置の障害の検出（ハードウェア障害）時や、AC 電源コー
ドの切断時には、イベントが IML に記録され、LED インジケーターが使用されます。
メインメニューから [Power] を選択すると、電力情報のページが表示されます。

46

Web インターフェイスを使用した Moonshot System の詳細情報の表示

[Power Supplies] セクションには、以下の情報が表示されます。
•

[Bay] - 電源装置のベイ番号。

•

[Status] - 電源装置のステータス。

•

[Model] - 電源装置のモデル名。

•

[Capacity] - 電源装置の容量（W）。

•

[Present Power Reading] - 電源装置が消費している量（W 単位）。

•

[Serial] - 電源装置のシリアル番号。

•

[Spare] - スペア電源装置の製品番号。

•

[Firmware] - 電源装置のファームウェアバージョン。

[Chassis Manager Power Metrics] セクションには、以下の情報が表示されます。
•

[Power Consumed (Watts)] - Moonshot 1500 シャーシによって使用される電力（W 単
位）。

•

[Power Capacity (Watts)] - Moonshot 1500 シャーシが対応可能な最大電力量。

[Power Meter] セクションには、サンプル期間を選択したり、表示するシリーズを選択したり
できるグラフが表示されます。

概要情報の表示
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グラフには、指定したサンプル期間が x 軸に、指定した電力使用量（ワット単位）が y 軸に
沿って表示されます。
•

[Watts] または [BTU/h] ボタンをクリックして、電力使用量の表示方法を指定します。

•

グラフ上の円形は、表の右側の [Series Name] 列に示されるシリーズに対応します。

•

グラフ上の円形にマウスカーソルを合わせると、シリーズ名および電力使用量測定値が表
示されます。 各シリーズには、独自の色が関連付けられています。

サンプルの表示を変更するには、グラフの右側の列から新しいサンプル期間を選択します。 温
度データの実際の完全な履歴は、メモリーの制限によって保存されません。 その代わりに、次
のサンプルサイズで温度データが平均化されます。
•

[Last 2 Minutes (4 seconds)] - 4 秒ごとのサンプルで直近の 2 分間の平均値を表示しま
す。

•

[Last Hour (2 minutes)] - 2 分ごとのサンプルで直近の 1 時間の平均値を表示します。

•

[Last Day (1 hour)] - 1 時間ごとのサンプルで直近の 1 日間の平均値を表示します。

•

[Last 2 Weeks (1 day)] - 1 日ごとのサンプルで直近の 2 週間の平均値を表示します。

•
[Last Year (2 weeks)] - 2 週ごとのサンプルで直近の 1 年間の平均値を表示します。
グラフに表示する情報を変更するには、グラフの右側の [Series Name] リストからシリーズを
選択します。 デフォルトでは、使用できるすべてのシリーズが選択されています。 使用でき
ないシリーズはグレー表示され、アクティブではありません。

ファン情報の表示
メインメニューから [Fans] を選択すると、ファンの情報が表示されます。 [Fans] ページに
は、Moonshot System に取り付けられたファンに関する詳細情報が表示されます。
iLO CM ファームウェアは、ハードウェアとともに、ファンの動作と速度を制御します。 ファ
ンはコンポーネントに欠かせない冷却機能によって、信頼性を向上させて動作の継続を維持し
ます。 ファンは、システム全体を対象に監視される温度に反応して最小の雑音で十分な冷却機
能を提供します。
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ファンサブシステムの監視には、十分、冗長、および非冗長のファン構成が含まれます。 1 つ
または複数のファンが故障しても、Moonshot System は動作を続けるのに十分な冷却機能を提
供します。
非冗長化構成または冗長化構成で複数のファンに障害が発生すると、システムの損傷を防ぎ、
データの整合性を保証するために十分な冷却機能を提供できなくなる可能性があります。 この
場合、冷却ポリシーに加えて、ファームウェアが Moonshot System の適切なシャットダウン
を開始する可能性があります。

ページには以下の情報が表示されます。
•

[Bay] - シャーシの位置。

•

[Type] - モデル。

•

[Status] - ヘルスステータス（アイコンで表示）。

◦

OK - ヘルスの問題はなし

◦

劣化 - サービスの劣化が伴う可能性のあるサービスの重大な問題

◦

クリティカル - ただちに対応が必要な、サービスの消失または差し迫ったサービス
の消失

◦

無効または取り付けられていない - サービスが利用できない、またはコンポーネン
トが存在しない。

◦
•

不明 - 検出されたが分類できないヘルスの問題

[Speed] - 現在動作中のファンの最大速度のパーセンテージ。

温度情報の表示
[Temperatures] ページには、シャーシにある温度センサーのステータス、現在の読み取り値、
しきい値の設定、および温度メーターの値が表示されます。
カートリッジとスイッチの温度の読み取り値の表示について詳しくは、「ProLiant サーバーの
カートリッジ情報の表示」(16 ページ)および「Moonshot のスイッチ情報の表示」(35 ページ)
を参照してください。

温度センサーデータの表示
メインメニューから [Temperatures] を選択します。

概要情報の表示
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温度センサーの詳細
•

[Sensor] - 温度センサーの ID。センサーの位置も示します。

•

[Status] - 温度ステータス。

•

[Current Reading] - 温度センサーによって報告された温度。 温度センサーが取り付けら
れていない場合、[Current Reading] 列には [N/A] という値が表示されます。

•

[Thresholds] - 過熱状態の警告の温度しきい値です。 [Caution] と [Critical] の 2 つのし
きい値が示されます。 温度センサーが取り付けられていない場合、[Thresholds] 列には
[N/A] という値が表示されます。

•

[Temperature Meter] - 現在の温度の読み取り値と、その読み取り値が警告またはクリティ
カルのしきい値に達したかどうかをグラフィック表示します。 棒の左端は 0°C を表し、
灰色のバーは警告のしきい値を表し、棒の右端はクリティカルのしきい値を表します。 温
度センサーが取り付けられていない場合、認識されない場合、または温度の読み取り値を
報告していない場合は、空のグラフが表示されます。

温度の監視
次の温度しきい値が監視されます。
•

[Caution] - HPE Moonshot System は、温度を「警告」しきい値未満に維持するように設
計されています。
温度が警告しきい値を超えると、ファンの回転速度が最大になります。
温度が警告しきい値を 60 秒間超えた場合、Moonshot System のカートリッジとスイッチ
の適切なシャットダウンが試みられます。

•
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[Critical] - 温度が制御不能になった場合または急上昇した場合、高い動作温度によって電
子コンポーネント障害が発生する前に、「クリティカル」温度しきい値により Moonshot
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System のカートリッジとスイッチを物理的にシャットダウンしてシステム障害の発生を
防ぎます。
監視ポリシーは、シャーシの要件によって異なります。 ポリシーには通常、冷却機能を最大化
するためのファンの回転速度の増加、IML の温度イベントのログ記録、LED インジケーターを
使用したイベントの視覚的な表示、データの破損を防ぐためのオペレーティングシステムの適
切なシャットダウンの開始が含まれます。
温度超過状態の修正後は、ファンの回転速度を通常に回復、IML へのイベントの記録、LED イ
ンジケーターの消灯、シャットダウンを実行中の場合はその停止などの追加のポリシーが実施
されます。

温度履歴の表示
スクロールダウンして [Thermal History] グラフを表示し、サンプル期間を選択したり、表示
するセンサーを選択したりします。

グラフには、指定したサンプル期間が x 軸に、指定した温度が y 軸に沿って表示されます。
•

温度が摂氏単位で表示されているときは、F ボタンをクリックすると、温度が華氏で表示
されます。 温度が華氏単位で表示されているときは、C ボタンをクリックすると、温度が
摂氏で表示されます。

•

グラフ上の円形は、表の右側の Sensor Name 列に示されるセンサーに対応します。

•

センサー ID および温度測定値を表示するグラフ上の円形にマウスカーソルを合わせます。
各センサーには、独自の色が関連付けられています。

概要情報の表示
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•

グラフ上の色は、温度変化の度合いにあたり、青色から赤色、そして白色の範囲で示され
ます。 青色は 0℃ から約 24°C の温度を表し、温度が高くなるにつれて、青色から赤色に
徐々に変化します。

サンプルの表示を変更するには、グラフの右側の列から新しいサンプル期間を選択します。 温
度データの実際の完全な履歴は、メモリーの制限によって保存されません。 その代わりに、次
のサンプルサイズで温度データが平均化されます。
•

[Last Minute (2 seconds)] - 2 秒ごとのサンプルで直近の 1 分間の平均値を表示します。

•

[Last Hour (1 minute)] - 1 分ごとのサンプルで直近の 1 時間の平均値を表示します。

•

[Last Day (1 hour)] - 1 時間ごとのサンプルで直近の 1 日間の平均値を表示します。

•

[Last Month (1 day)] - 1 日ごとのサンプルで直近の 1 か月間の平均値を表示します。

•
[Last Year (1 month)] - 1 か月ごとのサンプルで直近の 1 年間の平均値を表示します。
グラフに表示するセンサーを変更するには、グラフの右側の [Sensor Name] リストからセン
サーを選択します。 デフォルトでは、すべてのセンサーが選択されています。 使用できない
センサーはグレー表示され、アクティブではありません。
注記: 温度履歴サンプルでは、iLO CM の電源が入れられた後の温度のみが記録されます。
温度履歴は、iLO CM の電源がオン/オフされるたびにリセットされます。

アクティブな iLO CM ファームウェアセッションの表示と管理
メインメニューで [Active Sessions] を選択すると、アクティブな iLO CM ファームウェアセッ
ションが表示されます。
すべてのアクティブなセッションは [All Sessions] セクションにリストされ、現在のセッショ
ンは [Current Session] セクションにもリストされます。

各セッションに対して、以下の情報がリストされます。
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•

[User] - セッションにログインするために使用するログイン名。

•

[IP] - セッションにログインするために使用するコンピューターの IP アドレス。

•

[Login Time] - セッションが開始した日時。

Web インターフェイスを使用した Moonshot System の詳細情報の表示

•

[Access Time] - Moonshot 1500 CM モジュールが、リストされたセッションで最後にア
クセスされた日時。

•

[Expires] - セッションが終了する日時。

•

[Source] - セッションを起動するために使用する方法（たとえば、Web インターフェイス
または SSH）。

•

[Permissions]（[現在のセッション]のみ） - 現在のセッションのユーザーアカウントに対
する有効な権限。 ユーザー権限について詳しくは、「iLO CM ファームウェアのユーザー
アカウント」(81 ページ)を参照してください。

iLO CM ファームウェアセッションの切断
session timeout 設定が構成されている場合、iLO CM Firmware はアイドル状態のセッショ
ンを削除します。 デフォルト値は 30 分です。
session timeout 値の設定について詳しくは、『HPE Moonshot iLO Chassis Management
CLI ユーザーガイド』を参照してください。
iLO CM ファームウェアのセッションを切断するには、以下の手順に従ってください。
1. メインメニューから [Active Sessions] を選択します。
[Active Sessions] ページが開きます。
2.

[All Sessions] セクションで、切断するセッションの隣のチェックボックスを選択します。
現在のセッションが太字で表示されます。

3.

[Disconnect Session] をクリックします。
現在のセッションを選択した場合は、次のメッセージが表示されます。
You have selected your current Web UI session. Disconnecting this
session will force a logout of this browser window. Are you sure
you want to disconnect your current session?

4.

[Yes] をクリックして継続するか、[Cancel] をクリックします。
現在のセッションを切断した場合、ブラウザーはログインページに戻ります。
リモートセッションを切断した場合は、次のメッセージが表示されます。
Active Session(s) successfully disconnected.

時刻設定の表示
SNTP により iLO CM ファームウェアは、外部の時刻ソースとクロックを同期させることがで
きます。
時刻設定を表示するには、メインメニューで [Settings] を選択し、[Time Settings] セクショ
ンまでスクロールします。

概要情報の表示
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以下の情報が表示されます。
•

[Primary NTP server] - 構成されているプライマリ NTP サーバー。

•

[Secondary NTP server] - 構成されているセカンダリ NTP サーバー。

•

[Configure using DHCPv4] - iLO CM ファームウェアが、DHCPv4 が提供する NTP サー
バーを使用する構成かどうか。

•

[NTP polling period] - NTP サーバーと時間を同期する頻度を決める期間（秒単位）。

•

[Current time zone] - 構成済みのタイムゾーン。

•

[Current date] - 現在の日付（月、日、年の形式）。

•

[Current time] - 現在の時刻（12 時間形式）。

これらの設定の構成については、「時刻設定の編集」(79 ページ)を参照してください。
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4 Moonshot System の構成
この章では、iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスを使用して、Moonshot System
を構成する手順について説明します。

ファームウェアの更新
ファームウェアの更新では、新機能、改善、およびセキュリティ更新により機能が向上しま
す。

Moonshot ファームウェアの更新
メインメニューから [Firmware Update] を選択すると、ファームウェアの更新ページが表示さ
れます。 Moonshot System のファームウェアを更新すると、ファームウェアの機能が最新に
なったり、拡張されたりします。

[Firmware Update] ページには、以下のセクションが含まれます。
•

[Chassis Manager Firmware] - このセクションには、Moonshot 1500 CM モジュールに
インストールされている現在のファームウェアに関する情報が表示されます。

•

[Chassis Manager Repository] - このセクションには、不揮発性フラッシュメモリ内に現
在格納されているファイルに関する情報が表示されます。このファイルは Moonshot シス
テムのコンポーネントの更新に使用できます。 このセクションでは、iLO Chassis Manager
Repository からファイルをインストールおよび削除するための制御も行います。

•

[Upload Firmware] - このセクションには、個々のコンポーネントまたは iLO Chassis
Manager Repository にファームウェアをアップロードするための制御が含まれています。

ファームウェアアップデートの準備
Moonshot System のファームウェアアップデートは、Moonshot Component Pack で提供され
ます。
ファームウェアの更新
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Moonshot Component Pack は、Moonshot System 上でテストされ、圧縮ファイルとして配布
される総合的なファームウェアソリューションです。 圧縮ファイルには、Moonshot System
のアップデートに必要なすべてのコンポーネントファイルが含まれています。 以下のツールを
使用して、Moonshot Component Pack に含まれるファームウェアアップデートを展開します。
•

iLO Chassis Manager CLI

•

Moonshot Web Interface

•

Moonshot Switch Module CLI

•

HP Smart Update Manager

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/jp/info/moonshot-download
から最新パックをダウンロードしてください。
Moonshot Component Pack からのファイルの抽出
Moonshot Component Pack は、zip 形式で配布され、ファイルは標準のツールを使用して抽出
できます。 Moonshot Component Pack には、ファームウェアのアップデートファイルに加え
て、HP SUM および関連するサポートファイルも含まれます。 iLO CM ファームウェアの Web
インターフェイスを使用してファームウェアを更新する場合、HP SUM ファイルは必要ありま
せん。
ローカルドライブで Moonshot Component Pack を解凍します。 サブディレクトリ \content
が作成され、そのディレクトリにファイル cp<XXXXXX>.zip が含まれます。 cp<XXXXXX>.zip
を解凍すると、Moonshot System ファームウェアのアップデートファイルが表示されます。
注記: Moonshot Component Pack の一部のリリースには、cp<XXXXXX>.zip 以外のファー
ムウェアのアップデートファイルがあります。 詳しくは、Moonshot Component Pack のリ
リースノートを参照してください。

ファームウェアのアップロード
ローカルまたはリモートのファームウェアファイルを iLO CM Repository にアップロードした
り、指定したコンポーネントに直接適用したりできます。
ローカルファイルの使用
ローカルファイルをアップロードするには、以下の手順に従ってください。
1. メインメニューから [Firmware Update] を選択します。
2. [Browse local files] を選択して、ローカルストレージからファイルを読み込みます。
3. 次のいずれかを実行します。
•

4.

Windows エクスプローラーから展開ボックスにファイルをドラッグアンドドロップし
ます。

•
[Choose file] をクリックして、ファームウェアファイルを参照します。
灰色のボックスにファイル名が表示されます。
[Start upload] をクリックして、ファームウェアのファイルを Chassis Manager Repository
にアップロードします。
重要: ファームウェアの更新は、Moonshot-45G および Moonshot-180G スイッチモジュー
ルでサポートされています。 Moonshot Web インターフェイスを使用してスイッチモジュー
ルファームウェアを更新する前に、iLO CM ファームウェアのコマンドラインから TFTP
を有効にする必要があります。 スイッチのファームウェアの更新が適切なセキュリティポ
リシーに基づいて完了した後、忘れずに TFTP を無効にしてください。

リモートファイルの使用
ローカルファイルをアップロードするには、以下の手順に従ってください。
1. メインメニューから [Firmware Update] を選択します。
56

Moonshot System の構成

2.

3.
4.
5.

[HTTP URL] を選択して、HTTP サーバーからファイルを読み込みます。 これを選択する
と、ドラッグアンドドロップボックスは [Firmware Image URL] フィールドに置き換えら
れます。
[Firmware Image URL] に URL を入力します。
[Upload] をクリックして、指定した URL から iLO CM Repository にファイルをコピーし
ます。
[Targets (optional)] フィールドでアップデートを適応できるコンポーネントを指定しま
す。
•

シャーシ - シャーシのファームウェアの更新には、ターゲットは不要です。

•

カートリッジ - c<x> 表記を使用して、該当するカートリッジのターゲットを入力し
ます。 たとえば、カートリッジ 6 にアップロードを適用するには、c6 を入力します。
カートリッジの範囲（c6–10 など）、または特定の複数のカートリッジ（c6,8,10
など）を指定することもできます。 all を入力して、ファームウェアのファイルをす
べてのカートリッジにアップロードします。

•

スイッチ - スイッチの指定。スイッチファームウェアファイルのターゲットとして、
sA または sB のいずれかを指定します。
重要: ファームウェアの更新は、Moonshot-45G および Moonshot-180G スイッチモ
ジュールでサポートされています。 Moonshot Web インターフェイスを使用してス
イッチモジュールファームウェアを更新する前に、iLO CM ファームウェアのコマン
ドラインから TFTP を有効にする必要があります。 スイッチのファームウェアの更新
が適切なセキュリティポリシーに基づいて完了した後、忘れずに TFTP を無効にして
ください。

6.

[Install] をクリックします。 アップロードの進行状況を表示するメーターが表示されま
す。

iLO Chassis Manager Repository からのファイルのインストール
iLO CM Repository にすでにアップロードされたファイルは、コンポーネントのファームウェ
アの更新に使用できます。
iLO CM Repository からファームウェアをインストールするには、以下の手順に従ってくださ
い。
1. [Uploaded Files] リストで、ファームウェアのファイルを選択します。
2. [Targets (optional)] フィールドでフラッシュを適応できるコンポーネントを指定します。
•

シャーシ - シャーシのファームウェアの更新には、ターゲットは不要です。

•

カートリッジ - c<x> 表記を使用して、該当するカートリッジのターゲットを入力し
ます。 たとえば、カートリッジ 6 にアップロードを適用するには、c6 を入力します。
カートリッジの範囲（c6–10 など）、または特定の複数のカートリッジ（c6,8,10
など）を指定することもできます。 all を入力して、ファームウェアのファイルをす
べてのカートリッジにアップロードします。

•

スイッチ - スイッチの指定。スイッチファームウェアファイルのターゲットとして、
sA または sB のいずれかを指定します。
重要: ファームウェアの更新は、Moonshot-45G および Moonshot-180G スイッチモ
ジュールでサポートされています。 Moonshot Web インターフェイスを使用してス
イッチモジュールファームウェアを更新する前に、iLO CM ファームウェアのコマン
ドラインから TFTP を有効にする必要があります。 スイッチのファームウェアの更新
が適切なセキュリティポリシーに基づいて完了した後、忘れずに TFTP を無効にして
ください。

ファームウェアの更新
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注記: force コマンドの使用が必要であることを伝えるメッセージが表示された場合、
[Force] を選択します。
3.

[Install] をクリックします。
インストールの進行状況を表示するメーターが表示されます。

4.

（オプション）iLO CM Repository からのファイルのインストールが完了したら、[Uploaded
Files] リストでファイルを選択してから [Remove] をクリックして、iLO CM Repository
からファイルを削除します。

ネットワーク設定の管理
一般的なネットワーク情報の表示
構成済みのネットワーク設定の概要を表示するには、メインメニューから [Network
Configuration] を選択します。

[General] セクションには、以下の情報がリストされます。
•

[MAC address] - Moonshot 1500 CM モジュール上の iLO CM マネジメントポートの MAC
アドレス。

•

[Host name] - Moonshot 1500 CM モジュールのホスト名。 この名前は、DNS 名のホスト
固有ラベルの一部として機能します。

•

[Domain name] - Moonshot 1500 CM モジュールのドメイン名。

•

[FQDN] - Moonshot 1500 CM モジュールの完全修飾の DNS 名。

IPv4 情報を表示
IPv4 の構成情報を表示するには、以下の手順に従ってください。
1. メインメニューから [Network Configuration] を選択します。
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[IPv4 summary] セクションには、[DHCPv4] ステータス、[IPv4 address]、[Subnet
mask]、および [Default gateway] の設定が表示されます。
2.

ページの左上隅にある [View] メニューで [IPv4] を選択するか、[IPv4 summary] セクショ
ンで [More] リンクをクリックします。
以下の情報が表示されます。
•

•

IPv4 アドレス

◦

[IPv4 address] - 現在使用中の IPv4 アドレス。 値が 0.0.0.0 の場合、IPv4 ア
ドレスは構成されていません。

◦

[Subnet mask] - 現在使用中の IPv4 アドレスのサブネットマスク。 値が 0.0.0.0
の場合、アドレスは構成されていません。

◦

[Default gateway] - IPv4 プロトコルで使用されているデフォルトゲートウェイ
アドレス。 値が 0.0.0.0 の場合、ゲートウェイは構成されていません。

◦

[DHCPv4] - IPv4 で DHCP が有効かどうかを示します。

◦

[Ping gateway on startup] - Moonshot 1500 CM モジュールの初期化時に、iLO
CM ファームウェアによって、ゲートウェイに 4 つの ICMP エコー要求パケット
が送信されます。 これにより、Moonshot 1500 CM モジュールとのパケット転送
を担当するルーターで、ARP キャッシュエントリーが最新であることを保証でき
ます。

DHCPv4 オプション - このセクションでは、次の DHCPv4 オプションおよびそのオ
プションの有効または無効がリストされます。

◦

[Use gateway]

◦

[Use domain name]

◦

[Use DNS servers]
ネットワーク設定の管理
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•

•

◦

[Use WINS servers]

◦

[Use NTP servers]

◦

[Use static routes]

静的経路

◦

[Static route #1] - 静的経路 1 の送信先、マスク、およびゲートウェイアドレス。

◦

[Static route #2] - 静的経路 2 の送信先、マスク、およびゲートウェイアドレス。

◦

[Static route #3] - 静的経路 3 の送信先、マスク、およびゲートウェイアドレス。

DNS

◦

[Primary DNS server] - プライマリ DNS サーバーのアドレス。

◦

[Secondary DNS server] - セカンダリ DNS サーバーのアドレス。

◦

[Tertiary DNS server] - ターシャリ DNS サーバーのアドレス。

◦

[DDNS registration] - Moonshot 1500 CM モジュールが、その IPv4 アドレスと
名前を DNS サーバーに登録するかどうかを指定します。

•

[Daisy chain status] - Moonshot 1500 CM モジュールが他の 1 つ以上の CM モジュー
ルに接続されるかどうかを指定します。

•

[WINS]

◦

[Primary WINS server] - プライマリ WINS サーバーのアドレス。

◦

[Secondary WINS server] - セカンダリ WINS サーバーのアドレス。

◦

[WINS registration] - Moonshot 1500 CM モジュールが、その名前を WINS サー
バーに登録するかどうかを指定します。

IPv4 設定の構成
1.
2.
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メインメニューで [Network Configuration] を選択します。
[Actions]→[Edit] の順に選択します。
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3.

4.
5.

[IPv4] セクションで次の設定を構成します。
•

[DHCPv4] - Moonshot 1500 CM モジュールが DHCP サーバーから IP アドレス（およ
びその他の多くの設定）を取得するようにします。

•

[IPv4 address] - Moonshot 1500 CM モジュールの IP アドレス。 DHCP を使用する
場合、この値は自動的に入力されます。 DHCP を使用しない場合は、静的 IP アドレ
スを入力します。

•

[Subnet mask] - Moonshot 1500 CM モジュールの IP ネットワークのサブネットマス
ク。 DHCP を使用する場合、この値は自動的に入力されます。 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。

•

[Gateway] - Moonshot 1500 CM モジュールのゲートウェイの IP アドレス。 DHCP
を使用する場合、この値は自動的に入力されます。 DHCP を使用しない場合は、ゲー
トウェイの IP アドレスを入力します。

[Advanced] をクリックして、詳細 IPv4 設定を編集します。
[Advanced] セクションで次の設定を構成します。
•

[Ping gateway on startup] - Moonshot 1500 CM モジュールの初期化時に、iLO CM
ファームウェアによって、ゲートウェイに 4 つの ICMP エコー要求パケットが送信さ
れます。 これにより、Moonshot 1500 CM モジュールとのパケット転送を担当する
ルーターで、ARP キャッシュエントリーが最新であることを保証できます。

•

[Daisy chain] - CM モジュールが、他の 1 つ以上の CM モジュールとデイジーチェー
ンで接続される場合、このチェックボックスをクリックします。

•

[Use DHCPv4 for] - 次のチェックボックスから選択して、DHCP サーバーによって提
供される値を構成します。

◦

[Gateway] - DHCP サーバーによって提供され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、[IPv4] セクションの [Gateway]
ボックスにゲートウェイアドレスを入力します。

ネットワーク設定の管理
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6.

7.

8.
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◦

[Domain name] - DHCP サーバーによって提供され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、[Host name] セクションの
[Domain name] ボックスにドメイン名を入力します。

◦

[DNS] - DHCP サーバーによって提供される 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、[DNS] セクショ
ンの [Primary DNS server] ボックス、[Secondary DNS server] ボックス、およ
び [Tertiary DNS server] ボックスに DNS サーバーのアドレスを入力します。

◦

[NTP] - DHCP サーバーによって提供される NTP サービスの場所を使用するかど
うかを指定します。 使用しない場合は、[Time Settings] ページに NTP サーバー
を入力します。

◦

[WINS] - DHCP サーバーによって提供される 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、[WINS] セ
クションの [Primary WINS server] ボックスおよび [Secondary WINS server]
ボックスに WINS サーバーのアドレスを入力します。

◦

[Static routes] - DHCP サーバーによって提供される静的経路を使用するかどう
かを指定します。 使用しない場合は、[Static routes] セクションに静的経路の送
信先、マスク、およびゲートウェイアドレスを入力します。

DNS の設定に DHCPv4 を使用しない場合、[DNS] をクリックしてから、[DNS] セクショ
ンで次の設定を構成します。
•

[Primary DNS server] - [Use DNS servers] が有効な場合、この値は自動的に入力さ
れます。 有効でない場合は、プライマリ DNS サーバーのアドレスを入力します。

•

[Secondary DNS server] - [Use DNS servers] が有効な場合、この値は自動的に入力
されます。 有効でない場合は、セカンダリ DNS サーバーのアドレスを入力します。

•

[Tertiary DNS server] - [Use DNS servers] が有効な場合、この値は自動的に入力さ
れます。 有効でない場合は、ターシャリ DNS サーバーのアドレスを入力します。

•

[DDNS registration] - このチェックボックスを選択または選択解除して、Moonshot
1500 CM モジュールが、その IPv4 アドレスと名前を DNS サーバーに登録するかど
うかを指定します。

[WINS] の設定に DHCPv4 を使用しない場合、[WINS] をクリックしてから、[WINS] セク
ションで次の設定を構成します。
•

[Primary WINS server] - [Use DNS servers] が有効な場合、この値は自動的に入力
されます。 有効でない場合は、プライマリ WINS サーバーのアドレスを入力します。

•

[Secondary WINS server] - [Use DNS servers] が有効な場合、この値は自動的に入
力されます。 有効でない場合は、セカンダリ WINS サーバーのアドレスを入力しま
す。

•

[WINS registration] - このチェックボックスを選択または選択解除して、Moonshot
1500 CM モジュールが、その名前を WINS サーバーに登録するかどうかを指定しま
す。

静的経路の設定に DHCPv4 を使用しない場合、[Static routes] をクリックしてから、
[Static routes] セクションで次の設定を構成します。
•

[Static route #1] - 静的経路 1 の送信先、マスク、およびゲートウェイアドレス。
[Use static routes] が有効な場合、この値は自動的に入力されます。 有効でない場合
は、静的経路の値を入力します。

•

[Static route #2] - 静的経路 2 の送信先、マスク、およびゲートウェイアドレス。
[Use static routes] が有効な場合、この値は自動的に入力されます。 有効でない場合
は、静的経路の値を入力します。
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•

9.

[Static route #3] - 静的経路 3 の送信先、マスク、およびゲートウェイアドレス。
[Use static routes] が有効な場合、この値は自動的に入力されます。 有効でない場合
は、静的経路の値を入力します。

[Apply] をクリックして、変更を保存します。
次のようなメッセージが表示されます。
The chassis manager will automatically reset to apply the settings.
Continue to apply the settings and reset the chassis manager?

10. [Yes] をクリックします。
リセットにより、すべてのアクティブなセッションは終了します。 接続が再確立されるま
でに、数分かかることがあります。

ホスト名の構成
Moonshot 1500 CM モジュールのホスト名を構成するときに、以下の制限事項に注意してくだ
さい。
•

•

ネームサービスの制限 - ホスト名は DNS 名の一部として使用されます。

◦

DNS では、英数字とハイフンが使用できます。

◦

ネームサービスの制限は、[Domain name] にも適用されます。

ネームスペースの問題 - この問題を避けるために、次のガイドラインに従ってください。

◦

アンダースコア文字を使用しない。

◦

ホスト名を 15 文字までにする。

◦

IP アドレスと DNS/WINS 名で Moonshot 1500 CM モジュールが PING コマンドで応
答があることを確認する。

◦

NSLOOKUP が Moonshot 1500 CM モジュールネットワークアドレスを正しく解決
し、名前空間の競合がないことを確認する。

◦

DNS と WINS の両方を使用している場合は、Moonshot 1500 CM モジュールネット
ワークアドレスが正しく解決されることを確認する。

◦

名前空間を変更した場合は DNS 名をフラッシュする。

ホスト名を構成するには、以下の手順に従ってください。
1. メインメニューから [Network Configuration] を選択します。

2.

[Actions]→[Edit] の順に選択します。
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63

3.

[Host name] セクションに次の情報を入力します。
•

[Host name] - Moonshot 1500 CM モジュールのホスト名。 この名前は、DNS 名のホ
スト固有ラベルの一部として機能します。 この名前は、DHCP と DNS が IP アドレ
スではなくホスト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。

•

[Domain name] - Moonshot 1500 CM モジュールのドメイン名。
この名前は、[Use DHCPv4 supplied domain name] が選択されている場合にのみ自
動的に入力されます。 DHCP を使用していない場合は、ドメイン名を入力します。

4.

[Apply] をクリックして、変更を保存します。
[Apply network settings] ダイアログボックスでは、変更を適用するにはリセットが必要
であることを通知します。

5.

[Yes] をクリックします。
リセットにより、すべてのアクティブなセッションは終了します。 接続が再確立されるま
でに、数分かかることがあります。

セキュリティの構成
SSL 証明書情報の表示
証明書情報を表示するには、メインメニューから [Security] を選択します。
以下の証明書詳細が表示されます。
•

[Issued to] -証明書の発行先の名前。

•

[Issued by] - 証明書を発行した CA。

•

[Valid from] - 証明書の有効期限の開始日。

•

[Valid until] - 証明書の有効期限の終了日。

•

[Serial number] - CA によって割り当てられた証明書のシリアル番号。

信頼済みの SSL 証明書の取得
iLO CM では、iLO CM にインポートする信頼済みの SSL 証明書を取得するために証明機関に
送信できる証明書署名要求を作成できます。
SSL 証明書は、対応する CSR を使用して生成されたキーがないと動作しません。 Moonshot
1500 CM モジュールが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされる場合、または前の CSR
に対応する証明書がインポートされる前に別の CSR が生成される場合、証明書は動作しませ
ん。 その場合には、新しい CSR を生成し、この CSR を使用して CA から新しい証明書を取
得する必要があります。

前提条件
管理者権限

SSL 証明書の取得
1.
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メインメニューから [Security] を選択します。
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2.

[Actions]→[Customize Certificate] を選択します。
[Generate Certificate Signing Request] ページが開きます。

3.

[Information] セクションに次の情報を入力します。
•

[Country (C)] - この HPE Moonshot System を所有する会社または組織が存在する国
を識別する 2 文字の国コード。 2 文字の省略表記を大文字で入力します。
セキュリティの構成
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•

[State (ST)] - この Moonshot System を所有する会社または組織が存在する州または
都道府県。

•

[City or Locality (L)] - この Moonshot System を所有する会社または組織が存在する
市町村。

•

[Organization Name (O)] - この Moonshot System を所有する会社または組織の名
前。

•

[Common Name (CN)] - この Moonshot System の FQDN。
FQDN は、[Common Name (CN)] ボックスに自動的に入力されます。

4.

•

[Organizational Unit (OU)]- （オプション）この Moonshot System を所有する会社
または組織の中の単位。

•

[Email Address] - （オプション）証明書に組み込まれているメールアドレス。

[Generate CSR] をクリックします。
証明書を生成中であり、その処理に最大で 10 分かかる可能性があることを伝えるメッセー
ジが表示されます。

5.

数分後（最大 10 分）、[Generate CSR] をもう一度クリックするか、[SSL Certificate]
ページで[Actions]→[View CSR] を選択します。
CSR が表示されます。
CSR には、クライアントブラウザーと iLO CM ファームウェア間の通信を検証するパブ
リックキーとプライベートキーのペアが含まれています。 サポートされているキーの最大
サイズは 2,048 ビットです。 生成された CSR は、新しい CSR が生成されるか、iLO CM
のファームウェアが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされるか、または証明書がイ
ンポートされるまで、メモリに保持されます。

6.

7.
8.

次のいずれかを実行します。
•

[Save] をクリックして、CSR テキストをファイルに保存します。

•

CSR テキストを選択してコピーします。

ブラウザーウィンドウを開き、第三者認証機関に移動します。
画面の指示に従って、CSR を CA に送信します。
CSR を CA に送信する場合、ご使用の環境にサブジェクト代替名（SAN）の指定が必要と
なる場合があります。 通常、この情報は [Additional Attributes] ボックスに含まれていま
す。 必要な場合、Moonshot 1500 CM モジュールの DNS の省略名と IP アドレスを
[Additional Attributes] ボックスに、san:dns=<IP アドレス >&dns=< サーバー名 >
の構文を使用して入力します。
CA は、PKCS #10 形式で証明書を生成します。

9.

証明書を取得したら、以下の事項を確認してください。
•

CN が Moonshot 1500 CM モジュールの FQDN に一致すること。
この値は、[Network Configuration] ページにリストされています。

•

証明書は、Base64 でエンコードされた X.509 証明書であること。

•

証明書に開始行と終了行が含まれていること。

10. iLO CM Firmware の Web インターフェイスの [SSL Certificate] ページに戻ります。
11. 証明書をインポートします。
手順については、「信頼済みの SSL 証明書のインポート」(67 ページ)を参照してくださ
い。
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信頼済みの SSL 証明書のインポート
以下の手順で、信頼済みの SSL 証明書をインポートします。
1. CA から証明書を取得します。
手順については、「信頼済みの SSL 証明書の取得」(64 ページ)を参照してください。
2.

証明書が、以下の要件を満たすことを確認します。
•

証明書が PKCS #10 形式であること。

•

CN が Moonshot 1500 CM モジュールの FQDN に一致すること。
これは、[Network Configuration] ページにリストされています。

•

証明書は、Base64 でエンコードされた X.509 証明書であること。

•

証明書がファイルのサイズ要件を満たしていること。
iLO CM ファームウェアは、3 KB までのサイズ（プライベートキーで使用され、それ
ぞれが 1,024 ビットおよび 2,048 ビット証明書に対応する 609 バイトまたは 1,187
バイトを含む）の DER でエンコードされた SSL 証明書をサポートします。

•
3.
4.

証明書に開始行と終了行が含まれていること。

メインメニューから [Security] を選択します。
[Actions]→[Import Certificate] を選択します。
[Import SSL Certificate] ページが表示されます。

5.

6.

[Browse local files] または [Copy into text box] を選択します。 iLO CM ファームウェア
に証明書の内容を挿入する方法を決定します。
•

[Browse local files] - このオプションを選択すると、ローカルシステムに保存されて
いる証明書ファイルが読み込まれます。

•

[Copy into text box] - このオプションを選択すると、証明書のテキストがテキスト
ボックスに貼り付けられます。

選択した方法によって、以下のいずれかを実行します。
•

[Browse] をクリックして、証明書ファイルを選択します。

•

[Import Certificate] ページの [Drag and drop a file or browse to select a file] セク
ションに証明書ファイルをドラッグします。
セキュリティの構成

67

•
7.

証明書の内容を [Certificate text box] に貼り付けます。

[Import] をクリックします。
iLO CM ファームウェアに、証明書のインポートを希望すること、および iLO CM ファー
ムウェアのリセットを開始することを確認するプロンプトが表示されます。

8.

[Yes] をクリックして、証明書をインポートし、リセットを開始します。
リセットにより、すべてのアクティブなセッションは終了します。 接続が再確立されるま
でに、数分かかることがあります。

証明書署名要求の表示
[Generate Certificate Signing Request] ページで CSR を生成した後、以下の手順を使用して
CSR テキストを表示します。
1. メインメニューから [Security] を選択します。
2. [Actions]→[View CSR] を選択します。
CSR テキストが表示されます。

3.

[Save] をクリックして、CSR テキストをファイルに保存します。
CSR を使用して信頼済みの証明書を取得する方法について詳しくは、「信頼済みの SSL
証明書の取得」(64 ページ)を参照してください。

その他の Moonshot 設定の管理
[Settings] ページでは、別の Moonshot System 設定を表示して、追加の構成が可能です。

Moonshot 設定の表示
[Settings] ページでは、他のシャーシ、アラートメール、リモート Syslog、および SNMP の
設定を表示したり、変更したりできます。 メインメニューから [Settings] を選択すると、設
定の情報が表示されます。
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ページには以下のセクションが表示されます。
•

[Chassis Settings]
このセクションには、自動電源、資産タグ、名前、モデル、電源モードなど、シャーシの
一般的な情報が表示されます。 シャーシ設定を変更するには、管理者権限が必要です。

•

[AlertMail]
アラートメールを使用すると、ホストオペレーティングシステムから独立して検出された
アラート条件を、指定したメールアドレスに送信するように Moonshot を構成することが
できます。 iLO メールアラートには、主要なホストシステムイベントが含まれます。 ア
ラートメール設定を変更するには、管理者権限が必要です。

•

[Authentication and Directory Server]
iLO CM ファームウェアは、ユーザーの認証と認可を行うために Microsoft Active Directory
と Kerberos をサポートします。

•

[Remote syslog]
リモート Syslog 機能を使用すると、Moonshot はイベント通知メッセージを Syslog サー
バーに送信できます。 Moonshot ファームウェアのリモート Syslog には、IML および iLO
イベントログが含まれます。 この設定値を変更するには、管理者権限が必要です。
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•

[SNMP Settings]
SNMP では、Moonshot の状態に関して管理者による確認が必要な場合にアラートを受信
するメールアドレスを最大 3 つまで構成できます。 この設定値を変更するには、管理者
権限が必要です。

•

[Time Settings]
時刻設定を使用すると、ネットワークタイムサーバー情報および現在の日付と時刻を表示
したり、構成したりできます。

[Time Settings] を除いて、各セクションのタイトルをクリックし、新しいウィンドウを開い
て設定を調整することができます。 [Time Settings] の場合は、マウスポインターをセクショ
ンの上に重ねて、

をクリックします。

シャーシ設定の構成
1.
2.
3.

メインメニューから [Settings] を選択します。
[Chassis Settings >] をクリックします。
[Actions]→[Edit] をクリックします。

4.

[Auto power-on] 設定を選択します。 この設定は、カートリッジが挿入されたとき、また
はシャーシの電源がオンになったときに、カートリッジの電源を自動的にオンにするかど
うかを指定します。
次の情報を入力します。

5.

6.

7.
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•

[Asset tag] - この Moonshot シャーシの組織の資産タグ情報。 32 文字以下で入力し
ます。

•

[Name] - 簡単に認識できるシャーシの名前。 これはホスト名ではありません。 32 文
字以下で入力します。

[Power Mode] を選択します。 この設定では、シャーシの消費電力上限モードを構成しま
す。 次のいずれかを選択します。
•

冗長化なしモード

•

冗長化モードでの最大パフォーマンス

•

フル AC/DC 冗長化モード

•

電源供給冗長化モード

[Apply] をクリックし、設定を保存して [Chassis settings] ページに戻ります。
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8.

オプション：[Actions]→[Set factory default] をクリックして、Moonshot 1500 CM モ
ジュールのすべてのパラメーターを出荷時のデフォルト設定に戻します。 Moonshot 1500
CM モジュールは、すべての変更を行った後にリセットされます。
警告! このコマンドを実行すると、Moonshot 1500 CM モジュールの現在の構成設定は
すべて失われます。

9.

オプション：[Actions]→[Reboot iLO CM] をクリックして、Moonshot iLO CM ファーム
ウェアを再起動します。 再起動によって設定は消去されません。
注記: このアクションは、開いているすべての接続を閉じて、iLO Chassis Manager を
再起動します。 再起動しても、カートリッジの状態やワークロード、スイッチには影響し
ません。

アラートメール設定の構成
アラートメールを有効にする
1.
2.
3.

メインメニューから [Settings] を選択します。
[AlertMail >] をクリックします。
[Actions]→[Edit] をクリックします。

4.
5.

[Enable iLO AlertMail] チェックボックスを選択します。
次の情報を入力します。
•

[Email Address] - メールアラートの送信先 Email アドレス。 この文字列は最大 63
文字であり、標準の Email アドレス形式である必要があります。 入力できる Email ア
ドレスは 1 つだけです。

•

[Sender Domain] - 送信元 Email アドレスに指定されたドメイン名。 送信元 Email ア
ドレスは、ホスト名として iLO CM 名、ドメイン名として送信元ドメインを使用して
構成します。 この文字列は最大 63 文字です。

•

[SMTP Server] - SMTP サーバーの IP アドレスまたは DNS 名。 この文字列は最大
63 文字です。

•

[SMTP Port] - SMTP サーバーが非認証 SMTP 接続に使用するポート。 デフォルト値
は、25 です。
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6.
7.

OK をクリックし、変更を保存して [Settings] ページに戻ります。
オプション：[Actions]→[Test AlertMail] をクリックして、構成されたメールアドレスに
テストメッセージを送信します。
このアクションは、アラートメールが有効な場合にのみ使用できます。

アラートメールを無効にする
1.
2.
3.
4.

メインメニューから [Settings] を選択します。
[AlertMail >] をクリックします。
[Actions]→[Edit] の順にクリックします。
[Enable iLO AlertMail] チェックボックスをクリアします。

ディレクトリの認証と認可
iLO CM ファームウェアは、ユーザーの認証と認可を行うために Microsoft Active Directory と
Kerberos をサポートします。 iLO CM ファームウェアは、ディレクトリサービスに接続する場
合に、SSL 接続を使用してディレクトリサーバーの LDAP ポートに接続します。 デフォルト
のセキュリティ保護されている LDAP ポートの番号は、636 です。
iLO CM ディレクトリサポートが有効になっている場合、ローカルに保存されているユーザー
アカウント（[ユーザー管理]ページに表示されます）をアクティブにすることができます。 こ
れにより、ローカルベースとディレクトリベースの両方のユーザーアクセスが可能になりま
す。 通常、ディレクトリサービスにアクセスするよう iLO CM を構成したら、ローカルユー
ザーアカウントを削除できます（ただし、緊急時のアクセス用アカウントを除きます）。 ディ
レクトリサポートが有効になっている場合は、ローカルユーザーアカウントに対するアクセス
を無効にしておくという運用方法もあります。

認証およびディレクトリサーバー設定の構成
認証およびディレクトリサーバーの構成は、ディレクトリまたは Kerberos ログインを使用す
るための iLO CM 構成プロセスの手順の 1 つです。
前提条件
•

ディレクトリ設定値を変更するための管理者権限がある。

•

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

•

環境が、Kerberos 認証またはディレクトリ統合をサポートするように構成されている。

•

Kerberos キータブファイルが利用可能である（Kerberos 認証のみ）。

認証およびディレクトリサーバー設定の構成
1.
2.
3.
4.

5.
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[Main menu]→[Settings]→[Authentication and Directory Server] に移動します。
[Actions]→[Edit] をクリックします。
[LDAP Directory Authentication] - チェックボックスを選択して LDAP ディレクトリ認証
を有効にするか、チェックボックスの選択を解除して無効にします。
[Kerberos Authentication] を構成します。 この設定は、Kerberos ログインを有効または
無効にします。 Kerberos ログインが有効で、正しく構成されている場合、ログインペー
ジに [Zero Sign In] ボタンが表示されます。
[Kerberos Authentication] が有効になっている場合は、以下の設定を構成します。
•

[Kerberos Realm] - iLO プロセッサーが動作している Kerberos レルムの名前。 この
文字列は最大 128 文字です。 レルム名は、通常、大文字に変換された DNS 名です。
レルム名は、大文字と小文字が区別されます。

•

[Kerberos KDC Server Address] - Key Distribution Center（KDC）の IP アドレスま
たは DNS 名。 この文字列は最大 128 文字です。 各レルムには、認証サーバーおよ
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びチケット交付サーバーを含む 1 つ上の KDC がある必要があります。 これらのサー
バーは、結合させることができます。
•

[Kerberos KDC Server Port] - KDC がリスンしている TCP または UDP ポート番号。
デフォルトの KDC ポートは 88 です。

•

[Kerberos Keytab] - サービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードのペアが含
まれているバイナリファイル。 Windows 環境では、キータブファイルは、ktpass
ユーティリティが生成します。 [参照]（Internet Explorer または Firefox）または [ファ
イルを選択]（Chrome）をクリックし、画面上の指示に従ってファイルを選択しま
す。
Kerberos キータブファイルに格納されるサービスプリンシパル名のコンポーネントで
は、大文字と小文字が区別されます。 プライマリ（サービスタイプ）は、たとえば
HTTP のように大文字でなければなりません。 インスタンス（iLO ホスト名）は、た
とえば example.example.net のように小文字でなければなりません。 レルム名
は、EXAMPLE.NET のように大文字でなければなりません。

6.

ディレクトリサーバー設定を入力します。
•

[Directory Server Address] - ディレクトリサーバーのネットワーク DNS 名または
IP アドレスを指します。 ディレクトリサーバーアドレスは最大 127 文字です。
重要: [LDAP directory authentication] が有効であり、かつ [Directory server
address] が IP アドレスの代わりに FQDN フォーマットで設定されている場合、ディ
レクトリサーバーのアドレスが正しいことを確認してから入力します。 ログイン時に
DNS サーバーにアクセスできない場合、iLO CM ファームウェアのログインページ
は、長時間にわたって応答を停止します。 これは、[Network Configuration] のページ
で DNS サーバーが構成されていない場合は、発生しません。ただし、その場合は、
LDAP 認証に FQDN を使用することはできません。

•

[ディレクトリサーバー LDAP ポート] - サーバー上の安全な LDAP サービス用のポー
ト番号を指定します。 デフォルト値は、636 です。 別のポートを使用するようにディ
レクトリサービスを構成する場合は、別の値を指定できます。
注記: ディレクトリサーバーのポートが正しく構成されていない場合に、iLO CM
ファームウェアが応答しなくなることがあります。

•

7.
8.

[Directory User Contexts] - これらのボックスを使用して、ユーザーがログイン時に
完全な DN を入力する必要がないように、共通のディレクトリサブコンテキストを指
定できます。 ディレクトリユーザーコンテキストは最大 128 文字です。 詳しくは、
「ディレクトリユーザーコンテキスト」(74 ページ)を参照してください。

[Apply] をクリックします。
[Kerberos キータブ]を追加します。サービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードの
ペアが含まれているバイナリファイルです。 Windows 環境では、キータブファイルは、
ktpass ユーティリティが生成します。 [参照]（Internet Explorer または Firefox）または
[ファイルを選択]（Chrome）をクリックし、画面上の指示に従ってファイルを選択しま
す。
Kerberos キータブファイルに格納されるサービスプリンシパル名のコンポーネントでは、
大文字と小文字が区別されます。 プライマリ（サービスタイプ）は、たとえば HTTP の
ように大文字でなければなりません。 インスタンス（iLO ホスト名）は、たとえば
example.example.net のように小文字でなければなりません。 レルム名は、
EXAMPLE.NET のように大文字でなければなりません。

9.

ディレクトリサーバーと iLO CM 間の通信をテストするには、[Actions]→[Start Test] を
選択します。
詳しくは、「ディレクトリテストの実行」(74 ページ)を参照してください。
その他の Moonshot 設定の管理
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10. オプション：[Main menu]→[User Administration] を選択して、[User Administration]
ページに移動します。このページで、ディレクトリグループを追加したり、編集したりで
きます。
ディレクトリユーザーコンテキスト
固有 DN を使用すると、ディレクトリに表示されるすべてのオブジェクトを識別できます。 た
だし、DN が長かったり、ユーザーが自分の DN を知らなかったり、ユーザーが異なる DN で
アカウントを持っている場合があります。 iLO は、DN でディレクトリサービスへの接続を試
みた後、成功するまで順番に検索コンテキストを適用します。
•

例 1 - 検索コンテキスト ou=engineering,o=ab を入力すると、
cn=user,ou=engineering,o=ab の代わりに user としてログインできます。

•

例 2 - システムが Information Management、Services、および Training によって管理され
ている場合、次のような検索コンテキストを使用すると、これらの組織に所属するユー
ザーは、共通名を使用してログインできます。
Directory User Context 1:ou=IM,o=ab
Directory User Context 2:ou=Services,o=ab
Directory User Context 3:ou=Training,o=ab

ユーザーが IM 部門と Training 部門の両方に所属する場合は、最初に
cn=user,ou=IM,o=ab としてログインが試みられます。
•

例 3（Active Directory 専用） - Microsoft Active Directory では、代替ユーザー認証情報
フォーマットを使用できます。 @domain.example.com という検索コンテキストによっ
てユーザーが user としてログインできる場合、このユーザーは
user@domain.example.com としてログインできます。 成功したログイン試行のみが、
この形式の検索コンテキストをテストできます。

ディレクトリテストの実行
ディレクトリテストを使用すると、構成が済んだディレクトリの設定を検証できます。 ディレ
クトリテストの結果は、ディレクトリ設定が保存されるとき、またはディレクトリテストが開
始されるときにリセットされます。
1. [Main menu]→[Authentication and Directory Server] ページで[Actions]→[Start test]
を選択します。
2. [Directory Test Controls] セクションで、[Directory Administrator Distinguished Name]
ボックスと [Directory Administrator Password] ボックスに、ディレクトリ管理者の DN
およびパスワードを入力します。
ディレクトリ内に iLO CM オブジェクトを作成する際に使用するものと同じ識別名とパス
ワードを使用することをおすすめします。 これらの識別名とパスワードは、iLOCM によっ
て保存されるものではなく、iLO CM オブジェクトとユーザー検索コンテキストを確認す
るために使用されます。
3.
4.

[Directory Test Controls] セクションで、[Test User Name] ボックスと [Test User
Password] ボックスに、テストユーザーの名前およびパスワードを入力します。
[Apply] をクリックします。
[Directory Tests] ウィンドウが閉じた後に、複数のテストが開始します。

テストの実行中、ページは定期的に更新されます。 テストはいつでも停止でき、ページを手動
で更新することもできます。
詳細情報
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ディレクトリテスト結果
[Directory Test Results] セクションには、ディレクトリテストのステータスが表示されます。
•

•

[Overall Status] - テストの結果の要約が示されます。

◦

[Not Run]- テストは実行されていません。

◦

[Inconclusive] - 結果は報告されませんでした。

◦

[Passed] - エラーは報告されませんでした。

◦

[Problem Detected] - 問題が報告されました。

◦

[Failed] - 特定のサブテストが失敗しました。 問題を特定するには、画面上のログを
チェックします。

◦

[Warning] - 1 つ以上のディレクトリテストが、[Warning] ステータスを報告しまし
た。

[Test] - 各テストの名前。
ディレクトリテストについて詳しくは、「iLO ディレクトリテストについて」(75 ページ)
を参照してください。

•

•

[Result] - 特定のディレクトリ設定のステータス、または 1 つまたは複数のディレクトリ
設定による動作のステータスが報告されます。 これらの結果は、テストシーケンスを実行
すると生成されます。 テストの実行が終了したとき、テストが失敗して先に進めないと
き、またはテストを停止したとき、結果は停止します。 テスト結果を示します。

◦

[Passed] - テストは正常に実行されました。 複数のディレクトリサーバーがテストさ
れた場合は、テストを実行したすべてのサーバーで成功しています。

◦

[Not Run] - テストは実行されませんでした。

◦

[Failed] - 1 つまたは複数のディレクトリサーバーについてテストが成功しませんでし
た。 それらのサーバーでは、ディレクトリサポートを使用できない可能性がありま
す。

◦

[Warning] - テストが実行され、証明書エラーなどの警告状態を報告しました。 [Notes]
列で、警告状態を解消するために推奨される処置を確認してください。

[Notes] - ディレクトリテストのさまざまな段階の結果を示します。 データは、エラーの
詳細と、すぐには入手できない情報（ディレクトリサーバーの証明書のサブジェクトや、
どのロールの評価が成功したかなど）によって更新されます。

iLO ディレクトリテストについて
ディレクトリテストの説明は次のとおりです。
•

[Directory Server DNS Name] - ディレクトリサーバーが FQDN フォーマット
（directory.company.com）で定義されている場合、iLO CM は、名前を FQDN フォー
マットから IP フォーマットに解決し、構成された DNS サーバーに問い合わせます。
iLO CM が、構成されたディレクトリサーバーの IP アドレスを取得した場合、テストは成
功します。 iLO CM がディレクトリサーバーの IP アドレスを取得できない場合、このテ
ストと以後のテストすべてが失敗します。
ディレクトリサーバーが IP アドレスで構成されている場合、iLO CM はこのテストを省略
します。
テストが失敗した場合は、以下を実行してください。
1. iLO CM に構成されている DNS サーバーが正しいことを確認します。
2. ディレクトリサーバーの FQDN が正しいことを確認します。
その他の Moonshot 設定の管理
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3.
4.
•

トラブルシューティングツールとして、FQDN の代わりに IP アドレスを使用します。
問題がなくならない場合は、DNS サーバーの記録とネットワークルーティングを
チェックします。

[Ping Directory Server] - iLO CM は、構成されたディレクトリサーバーに対する ping を
開始します。
iLO CM が ping 応答を受信する場合、テストは成功します。ディレクトリサーバーが
iLOCM に応答しない場合、テストは失敗します。
テストが失敗した場合、iLOCM は以後のテストを続行します。
テストが失敗した場合は、以下を実行してください。
1. ディレクトリサーバーでファイアウォールが有効かどうかをチェックします。
2. ネットワークルーティング問題をチェックします。

•

[Connect to Directory Server] - iLO CM は、ディレクトリサーバーとの LDAP 接続交渉
を試みます。
iLO CM が接続を開始できた場合、テストは成功します。
指定したディレクトリサーバーとの LDAP 接続を iLO CM が開始できなかった場合、テス
トは失敗します。 以後のテストは、停止します。
テストが失敗した場合は、以下を実行してください。
1. 構成されたディレクトリサーバーが正しいホストであることを確認します。
2. （iLO CM とディレクトリサーバー間のすべてのルーターやファイアウォールを考慮
して）iLO CM がポート 636 経由でディレクトリサーバーとのクリアな通信パスを
持っていることを確認します。
3. ディレクトリサーバー上のローカルファイアウォールが有効になっており、ポート
636 経由で通信できることを確認します。

•

[Connect using SSL] - iLO CM は、ポート 636 経由で SSL ハンドシェーク、交渉、およ
びディレクトリサーバーとの LDAP 通信を開始します。
iLO とディレクトリサーバー間の SSL ハンドシェークと交渉が成功した場合、テストは成
功します。
テストが失敗する場合、ディレクトリサーバーは SSL 交渉用に有効になっていません。
Microsoft Active Directory を使用する場合は、Active Directory 証明書サービスがインストー
ルされていることを確認します。

•

[Bind to Directory Server] - このテストは、テストボックスに指定したユーザー名との接
続をバインドします。 ユーザーを指定しない場合、iLO CM は匿名バインドを実行しま
す。
ディレクトリサーバーがバインドを受け付けると、テストは成功します。
テストが失敗した場合は、以下を実行してください。
1. ディレクトリサーバーが匿名バインドを許可することを確認します。
2. テストボックスにユーザー名を入力した場合は、認証情報が正しいことを確認しま
す。
3. ユーザー名が正しいことを確認した場合は、user@domain.com、
DOMAIN\username、username（Active Directory の表示名）、または userlogin
のような他のユーザー名フォーマットを使用してみてください。
4. 指定したユーザーがログインを許可され、有効であることを確認します。

•
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[Directory Administrator Login] - [Directory Administrator Distinguished Name] と
[Directory Administrator Password] を指定した場合、iLO CM は、これらの値を使用し
て、管理者としてディレクトリサーバーにログインします。 これらのボックスは省略可能
です。
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•

[User Authentication] - iLO CM は、指定したユーザー名とパスワードでディレクトリサー
バーに認証されます。
提供したユーザー認証情報が正しい場合、テストは成功します。
ユーザー名および/またはパスワードが正しくない場合、テストは失敗します。
テストが失敗した場合は、以下を実行してください。
1. ユーザー名が正しいことを確認した場合は、user@domain.com、
DOMAIN\username、username（Active Directory の表示名）、または userlogin
のような他のユーザー名フォーマットを使用してみてください。
2. 指定したユーザーがログインを許可され、有効であることを確認します。
3. 指定したユーザー名がログイン時間または IP ベースのログインに制限があるかどう
かをチェックします。

•

[User Authorization] - このテストは、指定したユーザー名が指定したディレクトリグルー
プに属し、ディレクトリサービスの構成中に指定したディレクトリ検索コンテキストに含
まれることを確認します。
テストが失敗した場合は、以下を実行してください。
1. 指定したユーザー名が指定したディレクトリグループに属することを確認します。
2. 指定したユーザー名がログイン時間または IP ベースのログインに制限があるかどう
かをチェックします。

•

[Directory User Contexts] - [Directory Administrator Distinguished Name] を指定した
場合、iLO CM は、指定したコンテキストを検索しようと試みます。
iLO CM が管理者認証情報を使用し、ディレクトリ内のコンテナーを検索してコンテキス
トを見つけると、テストは成功します。
「@」で始まるコンテキストは、ユーザーログインによってのみテストできます。
失敗は、コンテナーが見つからなかったことを示します。

リモート Syslog 設定の構成
リモート Syslog の有効化
1.
2.
3.

メインメニューから [Settings] を選択します。
[Remote syslog >] をクリックします。
[Actions]→[Edit] をクリックします。

4.

[Enable iLO Remote Syslog] チェックボックスを選択します。

その他の Moonshot 設定の管理
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5.

次の情報を入力します。
•

[Remote Syslog Server] - Syslog サービスを実行しているサーバーの IP アドレス、
FQDN、IPv6 名、または省略名。 この文字列は最大 127 文字です。
Linux システムでは、システムイベントは「syslog」というツールによって記録され
ます。 このツールは、すべての Linux システムにインストールする必要があります。
iLO システムの中央ログシステムとして機能するリモートシステムに Syslog サーバー
を設定することができます。 このように、iLO で iLO リモート Syslog 機能を有効に
すると、iLO は iLO のログを Syslog サーバーに送信できます。

•

[Remote Syslog Port] - Syslog サーバーがリスンしているポート番号。
デフォルト値は、514 です。

6.
7.

[Apply] をクリックし、変更を保存して [Remote Syslog settings] の表示ページに戻りま
す。
オプション：[Actions]→[Test Syslog] をクリックして、構成した Syslog サーバーにテ
ストメッセージを送信します。
このアクションは、リモート Syslog が有効な場合にのみ使用できます。

リモート Syslog の無効化
1.
2.
3.
4.
5.

メインメニューから [Settings] を選択します。
[Remote syslog >] をクリックします。
[Actions]→[Edit] の順にクリックします。
[Enable iLO Remote Syslog] チェックボックスをクリアします。
[Apply] をクリックして、[Remote Syslog settings] の表示ページに戻ります。

SNMP の構成
iLO CM ファームウェアは、指定した IP アドレスに SNMP アラートを自動的に送信できます。
SNMP アラートの有効化
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

メインメニューから [Settings] を選択します。
[SNMP >] をクリックします。
[Actions]→[Edit] をクリックします。
[Alerts enabled] チェックボックスを選択します。
最大 3 つの [SNMP Alert Destination(s)] を入力します。 これらは、SNMP アラートを受
信するリモート管理システムの IP アドレスまたは FQDN でなければなりません。
受信時にトラップをフィルターできるように、新しい [SNMP Trap Community String]
を入力します。 デフォルトは COMPAQ です。
[Apply] をクリックして、[SNMP settings] の表示ページに戻ります。
オプション：[Actions]→[Send SNMP Test Trap] をクリックして、構成した SNMP ア
ラート送信先にテストメッセージを送信します。
このアクションは、SNMP アラートが有効な場合にのみ使用できます。

SNMP アラートの無効化
1.
2.
3.
4.
5.
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メインメニューから [Settings] を選択します。
[SNMP >] をクリックします。
[Actions]→[Edit] の順にクリックします。
[Alerts enabled] チェックボックスの選択を解除します。
[Apply] をクリックして、[SNMP settings] の表示ページに戻ります。
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時刻設定の表示
SNTP により iLO CM ファームウェアは、外部の時刻ソースとクロックを同期させることがで
きます。
時刻設定を表示するには、メインメニューで [Settings] を選択し、[Time Settings] セクショ
ンまでスクロールします。

以下の情報が表示されます。
•

[Primary NTP server] - 構成されているプライマリ NTP サーバー。

•

[Secondary NTP server] - 構成されているセカンダリ NTP サーバー。

•

[Configure using DHCPv4] - iLO CM ファームウェアが、DHCPv4 が提供する NTP サー
バーを使用する構成かどうか。

•

[NTP polling period] - NTP サーバーと時間を同期する頻度を決める期間（秒単位）。

•

[Current time zone] - 構成済みのタイムゾーン。

•

[Current date] - 現在の日付（月、日、年の形式）。

•

[Current time] - 現在の時刻（12 時間形式）。

これらの設定の構成については、「時刻設定の編集」(79 ページ)を参照してください。

時刻設定の編集
SNTP により iLO CM ファームウェアは、外部の時刻ソースとクロックを同期させることがで
きます。
SNTP を使用するには、管理ネットワーク上に少なくとも 1 台の NTP サーバーが必要です。
プライマリおよびセカンダリ NTP サーバーアドレスは、手動でまたは DHCP サーバーにより
構成できます。 時刻サーバーのプライマリアドレスに接続できない場合は、セカンダリアドレ
スが使用されます。 これらの設定を変更するには、管理者権限が必要です。
時刻設定を構成するには、以下の手順に従ってください。
1. メインメニューから、[Settings] を選択します。
2. [Time Settings] セクションの上にマウスポインターを重ねて、[Edit] をクリックします。

その他の Moonshot 設定の管理
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3.

次のいずれかを実行します。
•

DHCP 提供の NTP サーバーアドレスを使用するには、[Configure using DHCPv4]
チェックボックスを選択します。
注記: DHCPv4 が提供する NTP サーバーを構成するには、最初に [Network
Configuration] ページで DHCPv4 を有効にする必要があります。 詳しくは、「ネッ
トワーク設定の管理」(58 ページ)を参照してください。

•

4.

[Primary NTP server] ボックスおよび [Secondary NTP server] ボックスに NTP サー
バーアドレスを入力します。 サーバーのアドレスは、IPv4 アドレスを使用して入力
できます。

[NTP polling period] を入力します。
この値は、NTP サーバーと時間を同期する頻度を決めます（秒単位）。 60 秒以上の値を
入力します。

5.

プライマリおよびセカンダリタイムサーバーを入力した場合、[Time zone] リストからサー
バーのタイムゾーンを選択します。
この設定により、iLO CM ファームウェアが UTC 時間を調整して現地時間を取得し、夏時
間のために時間を調整する方法が決まります。 イベントログと IML のエントリーに正し
い現地時間を表示するために、ユーザーは Moonshot System が存在する場所のタイムゾー
ンを指定する必要があります。
iLO CM ファームウェアで NTP サーバーが提供する時間を調整なしで使用するには、UTC
時間に調整が適用されないタイムゾーンを使用します。 さらにそのタイムゾーンは、夏時
間の調整が適用されないものである必要があります。 この要件に合致するタイムゾーンは
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いくつか存在します。 例としては大西洋/レイキャビクタイムゾーンがあり、グリニッジ
子午線の西でも東でもなく、春や秋に時刻が変わることはありません。 大西洋/レイキャ
ビクタイムゾーンを選択すると、iLO CM ファームウェアの Web ページとログエントリー
は NTP サーバーから提供された時間をそのまま表示します。
注記:
6.

7.

NTP サーバーを構成して、協定世界時（GMT）を使用します。

（オプション）日時を手動で設定するには、以下を実行します。
•

日付ボックスをクリックして、カレンダーから目的の日付を選択します。

•

時刻ボックスをクリックしてから、キーボードを使用して時刻を入力します（[X] ア
イコンをクリックすると、時刻をクリアできます）。

[Apply] をクリックして、変更を保存します。
次のメッセージが表示されます。
The chassis manager will automatically reset to apply the settings.
Continue to apply the settings and reset the chassis manager?

8.

[Yes] をクリックします。
リセットにより、すべてのアクティブなセッションは終了します。 接続が再確立されるま
でに、数分かかることがあります。

ヒント: イベントログのエントリーの日付または時刻が誤っている場合は、NTP サーバーの
アドレスとタイムゾーンが正しいことを確認してください。 イベントログには、NTP サーバー
への接続に成功あるいは失敗したことを示すエントリーが含まれています。

iLO CM ファームウェアのユーザーアカウント
iLO CM ファームウェアでは、セキュアメモリでローカルに保存されたユーザーアカウントを
管理できます。
ユーザー指定のログイン名と高度なパスワード暗号化を使用してローカルユーザーアカウント
を最大 12 個作成することができます。 権限は各ユーザーの設定を制御し、ユーザーのアクセ
ス要件に合わせてカスタマイズできます。
[Administrator] 権限は、ユーザーの追加、変更、および削除に必要です。 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。

ローカルユーザーアカウントの表示
メインメニューから [User Administration] を選択します。

iLO CM ファームウェアのユーザーアカウント
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[User Administration] ページには、各ユーザーのログイン名とフルネームが表示されます。
ユーザーの以下の情報を表示するには、ユーザーリストでそのユーザーを選択します。
•

[Privileges] - 指定されたユーザーに与えられたアクセスレベルです。

◦

[Administrator] - すべての iLO CM ファームウェア機能に対する読み取り/書き込みア
クセス権を持っています。

◦

[Operator] - システムの操作を実行できますが、iLO CM ファームウェアを構成した
り、ユーザーアカウントを管理したりすることはできません。

◦

[User] - 読み取り専用のアクセス権を持っています。 ユーザーは、iLO CM ファーム
ウェアの構成または書き込みやシステムの操作は実行できません。

◦

[None] - 権限が選択されていないと、ユーザーは iLO CM ファームウェアにログイン
できません。

•

[Chassis access] - 指定されたユーザーにシャーシアクセス権があるかどうかを示しま
す。

•

[Cartridge access] - 指定されたユーザーにカスタムアクセスレベルが設定されている場
合、ユーザーがアクセス可能なカートリッジを示します。

•

[Switches access] - 指定されたユーザーにカスタムアクセスレベルが設定されている場
合、ユーザーがアクセス可能なスイッチを示します。

•

[User status] - 指定されたユーザーアクセス権が有効か無効かを示します。

•

[Authorized SSH Keys] - SSH キーがユーザーアカウントに追加されている場合、指定さ
れたユーザーのパブリックキーのハッシュを表示します。

新しい SSH キーの認証
1.
2.
3.
4.

新しい SSH パブリックキーを作成します。
メインメニューから [User Administration] を選択します。
ユーザーを選択します。
[Actions]+[Authorize new SSH key] をクリックします。
[Authorize New Key] ウィンドウが表示されます。

5.

82

表示されたボックスに、ASCII PEM base64 でエンコードされたパブリックキーを貼り付
けます。
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注記: HPE では、RSA キー暗号化の使用をおすすめします。 Moonshot Web インター
フェイスは、最大 8096 ビット長の RSA キーを受け付けます。 また、このインターフェ
イスは DSA 暗号化キーも受け付けますが、サポートしているのは最大 3072 ビット長の
DSA キーまでです。 さらに、DSA キーの検証には、同じ暗号化レベルの RSA キーの検
証と比べて、長い時間がかかります。
6.

[Import Public Key] をクリックします。

SSH キーの削除
1.
2.
3.

メインメニューから [User Administration] を選択します。
ユーザーを選択します。
[Actions]+[Delete SSH key] をクリックします。
実行するアクションを確認するプロンプトが表示されます。

4.

[Yes] をクリックして削除を確定するか、[Cancel] をクリックします。

ローカルユーザーアカウントの追加
前提条件
この手順を実行するには、管理者権限が必要です。
ユーザーアカウントの追加
1.
2.

メインメニューから [User Administration] を選択します。
次のいずれかを実行します。
•

[+ Add user] をクリックします。

•

[Actions]→[Add] の順に選択します。

iLO CM ファームウェアのユーザーアカウント
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3.

以下の情報を [Add User] ページに入力します。
•

[Full name] は、[User Administration] ページのユーザーリストに表示されます。
[Login name] と同じである必要はありません。 [Full name] には、印字可能な文字
を使用する必要があります。

•

[Login name] は、iLO CM ファームウェアにログインするときに使用する名前です。
この名前は、[User Administration] ページのユーザーリストおよびログに表示され
ます。 [Login name] は、[Full name] と同じである必要はありません。 ログイン名
には、印刷可能な文字を使用する必要があります。

•

[Password] フィールドと [Password confirm] フィールドは、iLO CM ファームウェ
アにログインするために使用するパスワードと確認用パスワードです。
set password minimum コマンドを使用して、パスワードの最小長を構成します。
詳しくは、『Moonshot iLO Chassis Management CLI ユーザーガイド』を参照してく
ださい。

4.

5.

6.

次の権限のいずれかを選択します。
•

[Administrator]

•

[Operator]

•

[User]

•

[None]

[User status] ボックスを選択解除または選択して、アカウントを有効にするか無効にす
るかを選択します。 これは管理者が、後でアクティブ化するユーザーを追加したい場合に
便利です。
オプション - [Slot access] については、以下のいずれかを実行します。
•

[All] を選択すると、シャーシ内のカートリッジとスイッチのすべてのスロットに対す
るアクセス権限がユーザーに付与されます。

•

[Custom] を選択すると、ユーザーのアクセス権限はカートリッジとスイッチの特定
のスロットにのみ構成されます。 このオプションが選択されると、シャーシの上面図
が表示されます。 ユーザーを追加する場合、デフォルトでは、カートリッジとスイッ
チのすべてのスロットが選択されます。
画像内のチェックボックスを選択または選択解除して、アクセス権限を付与する
カートリッジおよびスイッチベイを個々に選択します。

◦

[Select all] を選択すると、すべてのカートリッジおよびスイッチベイへのアクセ
ス権限が付与されます。 もう一度 [Select all] をクリックすると、すべての選択
が解除されます。

◦

[Chassis access] を選択すると、ユーザーにシャーシの設定変更が許可されま
す。 [Chassis access] が、選択された唯一のオプションである場合は、ユーザー
は、iLO CM の権限レベルに関係なく、ユーザーアカウントを追加したり、編集
したりできます。

•

◦

7.

[None] を選択すると、ユーザーのアクセス権限が、カートリッジおよびスイッチに
関連しない機能に制限されます。

[Apply] をクリックして、新しいユーザーを保存します。

詳細情報
「パスワードに関するガイドライン」(88 ページ)
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ローカルユーザーアカウントの編集
前提条件
この手順を実行するには、管理者権限が必要です。
ユーザーアカウントの編集
1.
2.
3.

メインメニューから [User Administration] を選択します。
ユーザーアカウントを選択して、[Actions]→[Edit] を選択します。
以下の情報を [Edit < ユーザー名 >] ページに入力します。
•

[Full name] は、[User Administration] ページのユーザーリストに表示されます。
[Login name] と同じである必要はありません。 [Full name] には、印字可能な文字
を使用する必要があります。

•

[Login name] は、iLO CM ファームウェアにログインするときに使用する名前です。
この名前は、[User Administration] ページのユーザーリストおよびログに表示され
ます。 [Login name] は、[Full name] と同じである必要はありません。 ログイン名
には、印刷可能な文字を使用する必要があります。

•

[Password] フィールドと [Password confirm] フィールドは、iLO CM ファームウェ
アにログインするために使用するパスワードと確認用パスワードです。
set password minimum コマンドを使用して、パスワードの最小長を構成します。
詳しくは、『Moonshot iLO Chassis Management CLI ユーザーガイド』を参照してく
ださい。

4.

5.

6.

次の権限のいずれかを選択します。
•

[Administrator]

•

[Operator]

•

[User]

•

[None]

[User status] ボックスを選択解除または選択して、アカウントを有効にするか無効にす
るかを選択します。 現在ログインしているユーザーのボックスを選択解除した場合は、シ
ステムからすぐにログアウトします。
オプション - [Slot access] については、以下のいずれかを実行します。
•

[All] を選択すると、シャーシ内のカートリッジとスイッチのすべてのスロットに対す
るアクセス権限がユーザーに付与されます。

•

[Custom] を選択すると、ユーザーのアクセス権限はカートリッジとスイッチの特定
のスロットにのみ構成されます。 このオプションが選択されると、シャーシの上面図
が表示されます。 ユーザーを追加する場合、デフォルトでは、カートリッジとスイッ
チのすべてのスロットが選択されます。

•

◦

画像内のチェックボックスを選択または選択解除して、アクセス権限を付与する
カートリッジおよびスイッチベイを個々に選択します。

◦

[Select all] を選択すると、すべてのカートリッジおよびスイッチベイへのアクセ
ス権限が付与されます。 もう一度 [Select all] をクリックすると、すべての選択
が解除されます。

◦

[Chassis access] を選択すると、ユーザーにシャーシの設定変更が許可されま
す。 [Chassis access] が、選択された唯一のオプションである場合は、ユーザー
は、iLO CM の権限レベルに関係なく、ユーザーアカウントを追加したり、編集
したりできます。

[None] を選択すると、ユーザーのアクセス権限が、カートリッジおよびスイッチに
関連しない機能に制限されます。
iLO CM ファームウェアのユーザーアカウント
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7.

ユーザーアカウントの変更を保存するには、[Apply] をクリックします。

詳細情報
「パスワードに関するガイドライン」(88 ページ)

ディレクトリグループの追加と編集
管理者権限を持つユーザーは、iLO CM ファームウェアのディレクトリグループを追加したり、
編集したりできます。

ディレクトリグループのアカウントの追加
管理者権限を持つユーザーは、iLO CM ファームウェアのディレクトリグループを追加できま
す。
1. メインメニューから [User Administration] を選択します。
2. 次のいずれかを実行します。
•

[+ Directory Groups] をクリックします。

•

既存のディレクトリグループをクリックして、[Actions]→[Add] を選択します。

注記: iLO CM ファームウェアに対するアクセス権を持つグループとしてディレクトリグ
ループを追加するには、そのディレクトリグループがディレクトリ内にすでに存在してい
る必要があります。
3.

4.
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以下の情報を [Add Directory Group] ページに入力します。
•

[Group DN] は、[User Administration] ページのユーザーリストに表示されます。

•

[Group SID] は、グループのセキュリティ識別子で、ユーザーリストにも表示されま
す。

次の権限のいずれかを選択します。
•

[Administrator] - すべての iLO CM ファームウェア機能に対する読み取り/書き込みア
クセス権を持っています。

•

[Operator] - システムの操作を実行できますが、iLO CM ファームウェアを構成した
り、ユーザーアカウントを管理したりすることはできません。

Moonshot System の構成

•

[User] - 読み取り専用のアクセス権を持っています。 このグループは、iLO CM ファー
ムウェアの構成または書き込み、システムの操作は実行できません。

•

[None] - 権限が選択されていないと、ユーザーは iLO CM ファームウェアにログイン
できません。

iLO CM 権限とその権限が有効にする機能について詳しくは、『Moonshot iLO Chassis
Management CLI ユーザーガイド』を参照してください。
5.

オプション - [Slot access] については、以下のいずれかを実行します。
•

[All] を選択すると、シャーシ内のカートリッジとスイッチのすべてのスロットに対す
るアクセス権限がグループに付与されます。

•

[Custom] を選択すると、グループのアクセス権限はカートリッジとスイッチの特定
のスロットにのみ構成されます。 このオプションが選択されると、シャーシの上面図
が表示されます。 グループを追加する場合、デフォルトでは、カートリッジとスイッ
チのすべてのスロットが選択されます。

•
6.

◦

画像内のチェックボックスを選択または選択解除して、アクセス権限を付与する
カートリッジおよびスイッチベイを個々に選択します。

◦

[Select all] を選択すると、すべてのカートリッジおよびスイッチベイへのアクセ
ス権限が付与されます。 もう一度 [Select all] をクリックすると、すべての選択
が解除されます。

◦

[Chassis access] を選択すると、グループにシャーシの設定変更が許可されま
す。 [Chassis access] が、選択された唯一のオプションである場合は、ユーザー
は、iLO CM の権限レベルに関係なく、ユーザーアカウントを追加したり、編集
したりできます。

[None] を選択すると、ユーザーのアクセス権限が、カートリッジおよびスイッチに
関連しない機能に制限されます。

[Apply] をクリックして、新しいユーザーを保存します。

ディレクトリグループのアクセス権限の編集
管理者権限を持つユーザーは、iLO CM ファームウェアのグループのアクセス権限を編集でき
ます。
1. メインメニューから [User Administration] を選択します。
2. ディレクトリグループを選択して、[Actions]→[Edit] を選択します。
3. 以下の情報を [Edit Directory Group] ページに入力します。

4.

•

[Group DN] は、[User Administration] ページのユーザーリストに表示されます。

•

[Group SID] は、グループのセキュリティ識別子で、ユーザーリストにも表示されま
す。

次の権限のいずれかを選択します。
•

[Administrator] - すべての iLO CM ファームウェア機能に対する読み取り/書き込みア
クセス権を持っています。

•

[Operator] - システムの操作を実行できますが、iLO CM ファームウェアを構成した
り、ユーザーアカウントを管理したりすることはできません。

•

[User] - 読み取り専用のアクセス権を持っています。 ユーザーは、iLO CM ファーム
ウェアの構成または書き込みやシステムの操作は実行できません。

•

[None] - 権限が選択されていないと、ユーザーは iLO CM ファームウェアにログイン
できません。

iLO CM 権限とその権限が有効にする機能について詳しくは、『Moonshot iLO Chassis
Management CLI ユーザーガイド』を参照してください。
iLO CM ファームウェアのユーザーアカウント
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5.

オプション - [Slot access] については、以下のいずれかを実行します。
•

[All] を選択すると、シャーシ内のカートリッジとスイッチのすべてのスロットに対す
るアクセス権限がグループに付与されます。

•

[Custom] を選択すると、グループのアクセス権限はカートリッジとスイッチの特定
のスロットにのみ構成されます。 このオプションが選択されると、シャーシの上面図
が表示されます。

•
6.

◦

画像内のチェックボックスを選択または選択解除して、アクセス権限を付与する
カートリッジおよびスイッチベイを個々に選択します。

◦

[Select all] を選択すると、すべてのカートリッジおよびスイッチベイへのアクセ
ス権限が付与されます。 もう一度 [Select all] をクリックすると、すべての選択
が解除されます。

◦

[Chassis access] を選択すると、ユーザーにシャーシの設定変更が許可されま
す。 [Chassis access] が、選択された唯一のオプションである場合は、ユーザー
は、iLO CM の権限レベルに関係なく、ユーザーアカウントを追加したり、編集
したりできます。

[None] を選択すると、ユーザーのアクセス権限が、カートリッジおよびスイッチに
関連しない機能に制限されます。

[Apply] をクリックして、ユーザーアカウントの変更を保存します。

パスワードに関するガイドライン
パスワードに関する以下のガイドラインに従うことをおすすめします。
•

パスワードは、最長 39 文字です。

•

パスワードには、空白以外の任意の文字を含めることができます。

•

デフォルトでは、パスワードの最小長は 8 文字です。
最小長は set password minimum CLI コマンドで変更します。

password minimum 値の設定について詳しくは、『HPE Moonshot iLO Chassis Management
CLI ユーザーガイド』を参照してください。
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5 イベントの操作
iLO CM イベントログ
イベントログは、iLO CM ファームウェアが記録した重要なイベントを記録したものです。
ログに記録されたイベントには、電源障害やシステムリセットなどの主要なイベント、および
ファームウェアの更新、構成の変更、ブラウザーと SSH のログインの成功または失敗などの
iLO CM ファームウェアのイベントが含まれます。

イベントログの表示
1.
2.

メインメニューで [Event Log] を選択します。
イベントログフィルターを使用して、ログのビューをカスタマイズします。

詳細情報
「イベントログのビューのカスタマイズ」(90 ページ)

イベントログの詳細
•

[ID] - イベントの ID 番号。 イベントは生成された順番で番号付けされます。
デフォルトでは、イベントログは ID でソートされ、最新のイベントが先頭になります。

•

[Severity] - 検出されたイベントの重要性。

•

[Last Update] - このタイプの最新のイベントの発生日時。 この値は、iLO CM ファーム
ウェアによって保存された日時に基づきます。
iLO CM ファームウェアでの時刻設定については、「時刻設定の編集」(79 ページ)を参照
してください。

iLO CM イベントログ
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•

[Initial Update] - このタイプの最初のイベントの発生日時。 この値は、iLO CM ファーム
ウェアによって保存された日時に基づきます。
イベントが最初に発生した日時を iLO CM ファームウェアが認識しなかった場合は、[NOT
SET] と表示されます。

•

[Count] - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。
通常、重大なイベントは発生するたびにイベントログエントリーを生成します。 これらの
イベントが 1 つのイベントログエントリーにまとめられることはありません。
重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは 1 つのイベントログ
エントリーにまとめられ、[Count] および [Last Update] 値が更新されます。 各イベント
タイプは特定の間隔を備えており、繰り返し発生するイベントの処理（統合するのかそれ
とも新しいイベントを記録するのか）はこの間隔によって決定されます。

•

[Description] - この説明によって、記録されるイベントのコンポーネントと詳細な特性が
特定されます。

•

[Location] - ログに記録されたイベントを識別したコンポーネントまたはサブシステム。

詳細情報
「イベントログのアイコン」(90 ページ)

イベントログのアイコン
iLO CM は、以下のアイコンを使用してイベントの重要度を示します。
•

[Critical] - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）を示
しています。 すぐに対処する必要があります。

•

[Caution] - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

•

[Informational] - イベントは背景情報を提供します。

•

[Unknown] - イベントの重要度を判断できませんでした。

イベントログのビューのカスタマイズ
イベントのリストをカスタマイズするには、次のいずれかを行います。
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•

深刻度によってフィルターを適用するには、[Severity] メニューから深刻度レベルを選択
します。

•

[Last Update] 日付でフィルタリングするには、[Last Update] メニューで日付の範囲を選
択します。

イベントの操作

•

[Initial Update] 日付でフィルタリングするには、[Initial Update] メニューで日付の範囲
を選択します。

•

日付、イベント ID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、[Search]
ボックスにテキストを入力して、Enter キーを押します。

•

[Reset filters] をクリックすると、フィルターはデフォルト値に戻ります。

•

列の見出しをクリックすると、その列でイベントログテーブルをソートします。

•

イベントログテーブルを列でソートする場合、列見出しの横にある三角形をクリックする
と、表示が昇順または降順に変更されます。

CSV ファイルへのイベントログの保存
1.
2.

メインメニューから [Event Log] を選択します。
[Actions]→[View CSV] を選択します。

iLO CM イベントログ
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3.
4.

[Moonshot Event Log CSV] ウィンドウで [Save] をクリックし、ブラウザーのプロンプ
トに従ってファイルを保存するか、ファイルを開きます。
[Close] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

イベントログのクリア
管理者権限を持つユーザーは、イベントログに記録されているすべての情報をクリアできま
す。
1. メインメニューから [Event Log] を選択します。
2. [Actions]→[Clear Log] を選択します。
3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、[Yes] をクリックします。
以下のイベントが記録されます。
イベントログが < ユーザー名 > によってクリアされました。

インテグレーテッドマネジメントログ
IML は、HPE Moonshot System で発生した履歴イベントの記録です。
IML のエントリーが問題の診断や発生する可能性がある問題の特定に役立つ可能性がありま
す。 サービスの中断を防止するために、予防的処置が役立つ場合があります。
IML に記録される情報の種類の例は、次のとおりです。
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•

ファンの取り付け、取り外し、または障害

•

カートリッジの取り付け、取り外し、またはエラー

•

電源装置の取り付け、取り外し、または障害

•

温度イベント

•

アラートメールの処理

•

ファームウェアのアップデート

•

スイッチの取り付けおよび取り外し

•

IML のクリア

イベントの操作

IML の表示
1.
2.

IML を表示するには、メインメニューで [Integrated Management Log] を選択します。
IML フィルターを使用して、ログのビューをカスタマイズします。

IML には以下の情報が表示されます。
•

Web インターフェイスの左側の最初の列には、クリティカルまたは警告ステータスの各イ
ベントの隣にチェックボックスが表示されます。 このチェックボックスを使用して、修復
済みとしてマークするイベントを選択します。
修復済みとしてマークする方法については、「IML エントリーを [Repaired] に変更する」
(95 ページ)を参照してください。

•

[ID] - イベントの ID 番号。 イベントは生成された順番で番号付けされます。
デフォルトでは、IML は ID でソートされ、最新のイベントが先頭になります。 工場出荷
時設定へのリセットによりカウンターがリセットされます。

•

[Severity] - 検出されたイベントの重要性。
表示される可能性がある値は、以下のとおりです。

◦

[Critical] - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）
を示しています。 すぐに対処する必要があります。

◦

[Caution] - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

◦

[Informational] - イベントは背景情報を提供します。

◦

[Repaired] - イベントは修正アクションを行いました。

◦

[Unknown] - イベントの重要度を判断できませんでした。

•

[Class] - 発生したイベントのタイプを特定します。タイプには、[Environment]、[Error
Report]、[Maintenance]、[OS]、[Rack Infrastructure]、[System Revision] などがあり
ます。

•

[Last Update] - このタイプの最新のイベントの発生日時。 この値は、iLO CM ファーム
ウェアによって保存された日時に基づきます。
iLO CM ファームウェアでの時刻設定について詳しくは、「時刻設定の編集」(79 ページ)
を参照してください。

インテグレーテッドマネジメントログ
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•

[Initial Update] - このタイプの最初のイベントの発生日時。 この値は、iLO CM ファーム
ウェアによって保存された日時に基づきます。

•

[Count] - このイベントが発生した回数（サポートされている場合）。
通常、重大なイベントは発生するたびに IML エントリーを生成します。 これらのイベン
トが 1 つのイベントログエントリーにまとめられることはありません。
重要度が低いイベントが繰り返し発生する場合、これらのイベントは 1 つの IML エント
リーにまとめられ、[Count] および [Last Update] 値が更新されます。 各イベントタイプ
は特定の間隔を備えており、繰り返し発生するイベントの処理（統合するのかそれとも新
しいイベントを記録するのか）はこの間隔によって決定されます。

•

[Description] - この説明によって、記録されるイベントのコンポーネントと詳細な特性が
特定されます。

•

[Location] - ログに記録されたイベントを識別したコンポーネントまたはサブシステム。

詳細情報
「IML ビューのカスタマイズ」(94 ページ)

IML ビューのカスタマイズ
イベントのリストをカスタマイズするには、次のいずれかを行います。

94

•

深刻度によってフィルターを適用するには、[Severity] メニューから深刻度レベルを選択
します。

•

クラスでフィルタリングするには、[Class] メニューからクラスを選択します。

•

[Last Update] 日付でフィルタリングするには、[Last Update] メニューで日付の範囲を選
択します。

イベントの操作

•

[Initial Update] 日付でフィルタリングするには、[Initial Update] メニューで日付の範囲
を選択します。

•

日付、イベント ID、または説明テキストに基づいてイベントを検索するには、[Search]
ボックスにテキストを入力して、Enter キーを押します。

•

[Reset filters] をクリックすると、フィルターはデフォルト値に戻ります。

•

列の見出しをクリックすると、その列で IML テーブルをソートします。

•

IML テーブルを列でソートする場合、列見出しの横にある三角形をクリックすると、表示
が昇順または降順に変更されます。

IML エントリーを [Repaired] に変更する
IML エントリーのステータスを [Critical] または [Caution] から [Repaired] に変更するには、
この機能を使用します。 この機能を使用するには、管理者権限が必要です。
IML に [Critical] または [Caution] イベントが報告された場合は、以下の手順に従ってくださ
い。
インテグレーテッドマネジメントログ
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1.
2.
3.

問題を調べて修正します。
メインメニューから [Integrated Management Log] を選択します。
ログエントリーを選択します。
IML エントリーを選択するには、IML テーブルの最初の列のエントリーの横のチェック
ボックスをクリックします。 IML エントリーの横にあるチェックボックスが表示されない
場合、エントリーを修復済みとしてマークすることはできません。

4.

[Actions]→[Mark Repaired] を選択します。
iLO CM ファームウェアの Web インターフェイスが更新され、選択したログエントリーの
ステータスが [Repaired] に変化します。

IML にメンテナンスノートを追加する
コンポーネントのアップグレード、システムのバックアップ、定期的なシステムのメンテナン
ス、またはソフトウェアのインストールのようなメンテナンス作業に関する情報を記録するロ
グエントリーを作成するには、メンテナンスノート機能を使用します。 この機能を使用するに
は、管理者権限が必要です。
1. メインメニューから [Integrated Management Log] を選択します。
2. [Actions]→[Add Maintenance Note] を選択します。
[Add Maintenance Note] ウィンドウが開きます。

3.

ログエントリーとして追加するテキストを入力し、[OK] をクリックします。
入力できるテキストの最大長さは 227 バイトです。 テキストを入力せずにメンテナンス
ノートを送信することはできません。
[Maintenance] クラスの [Informational] ログエントリーが IML に追加されます。
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CSV ファイルへの IML の保存
1.
2.

メインメニューから [Integrated Management Log] を選択します。
[Actions]→[View CSV] を選択します。

3.

[Integrated Management Log CSV] ウィンドウで [Save] をクリックし、ブラウザーのプ
ロンプトに従ってファイルを保存するか、ファイルを開きます。
[Close] をクリックして、ウィンドウを閉じます。

4.

IML のクリア
管理者権限を持つユーザーは、IML に記録されているすべての情報をクリアできます。
1. メインメニューから [Integrated Management Log] を選択します。
2. [Actions]→[Clear Log] を選択します。
3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、[Yes] をクリックします。
以下のイベントが記録されます。
IML が < ユーザー名 > によってクリアされました。

インテグレーテッドマネジメントログ

97

6 トラブルシューティング
この章では、Moonshot の Web インターフェイスに関するトラブルシューティングについて説
明します。

Moonshot iLO CM ファームウェアパスワードの復旧
Moonshot 1500 CM モジュールは、デフォルトの認証情報として Administrator と password
が設定され、出荷されています。 セキュリティを強化するため、展開後にこれらの認証情報を
変更してください。
ユーザー認証情報が忘れられたり失われたりして、管理者アクセスを使用できない場合は、
Moonshot 1500 CM モジュール上にあるセキュリティオーバーライドスイッチを使用します。
セキュリティオーバーライドスイッチを適切な位置にすると、ログイン認証情報を確認するこ
となく、Moonshot iLO CM ファームウェアに対する Administrator としての認証が可能に
なります。 ユーザーアカウントの新しい認証情報は、iLO CM へのアクセス権限が確立された
後に定義できます。 この手順が完了したら、セキュリティオーバーライドスイッチをデフォル
トの位置に戻します。
注記: 既存のアカウントパスワードを Moonshot iLO CM ファームウェアから取得することは
できません。 この手順で Administrator アクセス権限を復元する必要があります。
セキュリティオーバーライドスイッチにアクセスするには、iLO Chassis Manager モジュール
に物理的にアクセスする必要があります。
1. Moonshot 1500 CM モジュールを取り外します。
Moonshot 1500 CM モジュールが取り外されている間は、以下の変化が発生します。
•

シャーシのファンは自動的に最大速度に切り替わります。

•

電源オンのカートリッジはオンのままになり、電源オフのカートリッジはオフのまま
になります。

•
カートリッジのボタン（電源、UID、リンク）は機能しません。
Moonshot 1500 CM モジュールが再挿入された後、管理機能が再開され、シャーシファン
が適切な速度に切り替わります。
2.

3.
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iLO Chassis Manager モジュールの背面で、スイッチバンクの場所を特定します。モジュー
ル下部のプリント回路アセンブリ（PCA）上の、高密度ピンコネクタの間にあります。 ス
イッチバンクは、シャーシの管理モジュールを取り外さずに操作できます。 デフォルトで
は、すべての DIP スイッチが同じ位置（PCA の隣接する端に最も近い）にあります。
セキュリティオーバーライドスイッチの DIP スイッチ 1 を切り替えます。このスイッチ
は、モジュールの中央に最も近い左端の位置にあります。 他のスイッチの位置を変更しな
いでください。

トラブルシューティング

図 1 セキュリティオーバーライドスイッチの切り替え

4.
5.

Moonshot 1500 CM モジュールを再挿入し、モジュールが起動するのを待ちます。
シリアルポートまたは SSH を使用して、Moonshot iLO CM ファームウェアに接続しま
す。 ログインプロンプトが表示されたら、Enter キーを 2 回押します。
警告! セキュリティオーバーライドが切り替わる間に、誰かがシャーシマネージャーに
Administrator としてログインする可能性があります。パスワードが必要ないためです。
ログイン後、Moonshot iLO CM ファームウェアにアクセスするすべてのユーザーにセキュ
リティアラートが表示されます。

6.

新しいアカウントをセットアップするか、Administrator アカウントのパスワードをリセッ
トします。
次の例では、既存のユーザーアカウントの一覧を見つける方法と、既知のパスワード
「Moonsh0t」を持つアカウントを修正する方法を示します。
例 1 Administrator パスワードのリセット
hpiLO-> show user all
Local User Accounts:
#----------------------Current User:
User Name: Administrator
Full Name: Administrator
User Privilege: ADMINISTRATOR
Status: ENABLED
hpiLO-> set user password Administrator Moonsh0t
User: "Administrator" password set.

新しいユーザーを構成するには、以下のコマンドのいくつか、またはすべてが必要となる
場合があります。
•

show user all

•

set user password
Moonshot iLO CM ファームウェアパスワードの復旧
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7.

•

set user privilege

•

enable user

•

remove user

•

set password minimum

新しいユーザーアカウントを作成するか、Administrator のパスワードをリセットしたら、
iLO Chassis Manager モジュールを取り外します。
Moonshot 1500 CM モジュールが取り外されている間は、以下の変化が発生します。
•

シャーシのファンは自動的に最大速度に切り替わります。

•

電源オンのカートリッジはオンのままになり、電源オフのカートリッジはオフのまま
になります。

•
カートリッジのボタン（電源、UID、リンク）は機能しません。
Moonshot 1500 CM モジュールが再挿入された後、管理機能が再開され、シャーシファン
が適切な速度に切り替わります。
8.

セキュリティ DIP スイッチを元の位置に戻します。
図 2 セキュリティ DIP スイッチを再度有効にします。

9. iLO Chassis Manager モジュールを挿入します。
10. 新しいユーザー名またはパスワードを使用して、Moonshot iLO CM ファームウェアへのア
クセスを確認します。

ファームウェアの更新後に接続エラーが発生する
症状
iLO CM ファームウェアの更新後に、Web インターフェイスを使用してファームウェアに接続
できない。

操作
ブラウザーのキャッシュをクリアして、再試行します。
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iLO CM ファームウェアのログイン名とパスワードが受け付けられない
症状
iLO CM ファームウェアへのログインを試みて失敗しました。

解決方法 1
原因
入力されたユーザーアカウント情報が誤っています。

操作
正しいユーザーアカウント情報を入力します。
•

パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

•

ユーザー名は、大文字と小文字が区別されません。 大文字と小文字は同一として扱われま
す（例：Administrator は administrator と同一として扱われます）。
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7 サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
•

ライブアシスタンスを受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide」に移動します。
http://www.hpe.com/assistance

•

ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポー
トセンターの Web サイトに移動します。
http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報
•

テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

•

製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

•

オペレーティングシステム名およびバージョン

•

ファームウェアバージョン

•

エラーメッセージ

•

製品固有のレポートおよびログ

•

増設した製品またはコンポーネント

•

他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
•

一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップ
デートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。 製品のドキュメントを確認し、
推奨されるソフトウェアアップデートの方法を特定します。

•

製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

◦

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

•

お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリ
ンクしたりするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information
on Access to Support Materials] ページに移動します。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンターからアクセスするときに製品の資格が必要になる場合があります。 関連する資格を
使って HP パスポートをセットアップしておく必要があります。
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Web サイト
Web サイト

リンク

Hewlett Packard Enterprise Information Library

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

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

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

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/assistance

サブスクリプションサービス/サポートのアラート

http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

Software Depot

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

Customer Self Repair

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

Insight Remote Support

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

HP-UX 用の Serviceguard ソリューション

http://www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のス http://www.hpe.com/storage/spock
トレージ互換性マトリックス
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

http://www.hpe.com/storage/whitepapers

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品
をお客様ご自身で修理することができます。 CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様の
ご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。 一部の部品は CSR の対象になりませ
ん。 Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かど
うかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただ
けます。 リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベ
ントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製
品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。 ご使用のデバイスをリ
モートサポートに登録することを強くおすすめします。
デバイスサポートについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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A SNMP トラップコードとその説明
表 2 (104 ページ)で、発生し得るトラップとその説明を示します。
表 2 SNMP トラップ
トラップコード

説明

cpqHe3FltTolFanDegraded 6035

フォールトトレラントファン状態が、劣化に変化しまし
た。

cpqHe3FltTolFanInserted 6038

フォールトトレラントファンが取り付けられました。

cpqHe3FltTolFanRemoved 6039

フォールトトレラントファンが取り外されました。

cpqHe4FltTolPowerSupplyOk 6048

電源装置の状態が、OK にリセットされました。

cpqHe4FltTolPowerSupplyFailed 6050

電源装置の状態が、障害に変化しました。

cpqHo2GenericTrap 11003

汎用トラップ。 SNMP 構成、クライアント SNMP コン
ソール、およびネットワークが正しく動作していること
を確認します。 cpqHo2GenericTrap 11003 を使用でき
ます
iLO の Web インターフェイスを使用すると、このアラー
トを生成して、SNMP コンソールでアラートが受信され
ることを確認できます。

cpqNodeTempDegraded 23001

Moonshot ノードの温度ステータスが劣化に変化し、温
度が正常な動作範囲にありません。 システム構成によっ
ては、このシステムがシャットダウンされる可能性があ
ります。

cpqNodeTempOk 23002

Moonshot ノードの温度ステータスが OK に変化しまし
た。

cpqNodeTempFailed 23003

Moonshot ノードの温度ステータスが、クリティカルの
しきいを超えました。

cpqNodeErrorEvent 23004

ノードがエラーイベントを報告しました。 エラーイベン
トの詳細は、cpqNodeErrorMessage 文字列内にありま
す。

cpqNodePowerOn 23010

Moonshot ノードの電源がオンになりました

cpqNodePowerOff 23011

Moonshot ノードの電源がオフになりました
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