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摘要

このガイドでは、サーバーの一般的な各種トラブルシューティング手順と解決策について説明
します。このガイドは、サーバー、サーバーブレード、および HPE Apollo システムのインス
トール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象とし、コンピューター機器の保守の資
格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。
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このガイドの使用

開始するには

注記: 一般的なトラブルシューティング手順では、「サーバー」という用語はサーバーおよびサーバーブ
レードを意味します。

このガイドでは、非常に基本的なコネクターの問題から複雑なソフトウェア構成の問題まで、HPE
ProLiant サーバーの一般的なトラブルシューティング手順と解決策について説明します。

このガイドの各項を理解して問題に対する 適のスタートポイントを確認するには、次の説明を参照して
ください。

• トラブルシューティングの準備

この項では、サーバーのトラブルシューティングを開始するために準備する方法について説明します。
これには、安全に関する重要な情報、症状に関する情報を収集する方法についてのヒント、診断を開
始するためにサーバーを準備する方法、およびその他の診断前に必要な情報が含まれます。

• よく発生する問題の解決策

サーバーの問題の多くは、接続不良やファームウェアが古いことなどが原因です。この項を参照して、
一般的な問題の基本的なトラブルシューティングを実行してください。

• リモートトラブルシューティング

この項では、遠隔地からのサーバーのトラブルシューティングを開始するためのツールとプロセスの
リストを提供します。

• 診断フローチャート

すぐにつきとめられない問題の症状をサーバーが示すときは、この項を参照してトラブルシューティ
ングを始めてください。この項には、HPE ProLiant サーバーの一般的なトラブルシューティングプロ
セスを示す一連のフローチャートが示されています。これらのフローチャートは、診断ツールや問題
の解決に役立つプロセスを特定します。

• ハードウェアの問題

症状が特定のコンポーネントを示すときは、この項を参照して、電源、一般的なコンポーネント、シ
ステムボード、システムの開回路および短絡、および外付デバイスについての問題の解決策を見つけ
てください。

• ソフトウェアの問題

既知の明確なソフトウェアの問題があるときは、この項を参照して、問題を特定し、解決してくださ
い。

• ソフトウェアおよび構成ユーティリティ

ソフトウェアツールおよびユーティリティについては、この項を参照してください。

• レポートおよびログ

トラブルシューティングプロセス中または Hewlett Packard Enterprise サポートに連絡する前に生成
できるレポートとログについて詳しくは、このセクションを参照してください。

• トラブルシューティング用情報の入手先

詳しい情報が必要になったときは、この項を参照してトラブルシューティング情報の記載された Web
サイトや補足資料を確認してください。

• サポートと他のリソース
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Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに連絡する必要がある場合は、この項を参照して、電
話番号と、電話をかける前に用意する必要のある情報のリストを確認してください。

サポートされているサーバー

HPE ProLiant Gen10 および Gen10 Plus サーバートラブルシューティングガイドでは、以下のトラブル
シューティングの手順を重点的に説明します。

• HPE ProLiant ML Gen10 サーバー

• HPE ProLiant DL Gen10 サーバー

• HPE ProLiant DL Gen10 Plus サーバー

• HPE ProLiant XL Gen10 サーバー

• HPE ProLiant BL Gen10 サーバーブレード

• HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus

• HPE Apollo 4000 シリーズシステム

• HPE Apollo 6000 シリーズシステム

トラブルシューティングに関するその他の資料

HPE Gen10 サーバー製品のトラブルシューティングに関するその他の資料は、以下のドキュメントで参
照できます。

• HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイドでは、エラーメッセージ
のリストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。

• HPE ProLiant Gen10 Plus サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイドでは、エラーメッ
セージのリストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。

• HPE ProLiant Gen10 および HPE Synergy⽤のインテグレーテッドマネジメントログメッセージおよ
びトラブルシューティングガイドでは、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML
メッセージおよび関連するトラブルシューティング情報を提供しています。

• HPE Synergy トラブルシューティングガイドでは、一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障
害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、ソフトウェアのメンテナンスにつ
いて説明しています。

製品のトラブルシューティングに関する資料にアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise
Information Library を参照してください。

• Gen10 サーバーについては、https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting を参照してくださ
い。

• Gen10 Plus サーバーについては、https://www.hpe.com/info/gen10plus-troubleshooting を参照し
てください。

• HPE Synergy については、https://www.hpe.com/info/synergy-troubleshooting を参照してくださ
い。
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トラブルシューティングの準備

サーバーのトラブルシューティングの前提条件

警告: 問題の発生を防止するため、必ず、製品のドキュメントに掲載されている警告および注意事項
をよく読んでから、システムコンポーネントの取り外し、交換、再取り付け、または変更を行って
ください。

重要: このドキュメントは、複数サーバー製品の情報を提供します。ここで説明する情報の一部は、
トラブルシューティングを行っているサーバーには該当しない場合があります。サーバーでサポー
トされる手順、ハードウェアオプション、ソフトウェアツール、およびオペレーティングシステム
に関する情報については、サーバーのドキュメントを参照してください。

手順

1. サーバーの「安全に使用していただくために」を参照します。

2. サーバーを変更する前に、症状に関する情報を収集し、記録します。サーバーの電源がオンまたは補
助電源が利用可能な場合は、Active Health System ログをダウンロードして、OS のログを取得してく
ださい。

OS のログは、システムに電源がある場合にのみ利用できます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあ
る iLO ユーザーガイドを参照してください。

OS のログを取得するには、OS のドキュメントを参照してください。

Active Health System ログをダウンロードを選択しない場合は、以下を含む、すべての症状に関する情
報を得ておく必要があります。

• IML メッセージ

• POST エラーメッセージ

• OS ログ

• 物理症状（LED の動作、物理的な状態など）

症状に関する情報の収集に関する詳細情報については、症状情報のチェックリストを参照してくださ
い。

3. Hewlett Packard Enterprise に問い合わせる必要がある場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンター（https://www.hpe.com/support/hpesc）を通じてサポートケースを送信してください。

4. 診断のためにサーバーを準備します。

5. 診断プロセスを開始するには、初期診断を参照してください。

詳しくは

安全に使用していただくために

Active Health System Viewer
症状情報のチェックリスト

診断のためのサーバーの準備

サポートケースをオープンにする

初の診断
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安全に使用していただくために
以下の各項の安全に関する情報をよく理解してから、システムのトラブルシューティングを開始してくだ
さい。

安全に使用していただくために

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、および
ラック製品の安全と準拠に関する情報をよく読んでから、製品の保守を開始してください。

装置の記号

潜在的な危険の存在を示すために、装置には以下の記号がある場合があります。

 
装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感
電の危険があることを示します。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してくださ
い。

警告：感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。メンテ
ナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。

 
装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。カバー内に
は、ユーザーや使用現場の担当者が修理できる部品は入っていません。カバーは、絶
対に開けないでください。

警告：感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。

 
この記号が貼付された RJ-45 ソケットはネットワークインターフェイス接続を示しま
す。

警告：感電、火災、装置の損傷を防止するため、電話または電気通信用のコネクター
をこのソケットに接続しないでください。

 
装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。こ
の表面に手を触れるとやけどをする場合があります。

警告：表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十
分に冷めてから手を触れてください。

 

重量 kg

重量 lb

製品や機械にこの記号が付いている場合、1 人で安全に取り扱うことができる重量を超
えていることを示します。

警告： けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の
安全な取り扱いに関する規定に従ってください。
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電源装置やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを
示します。

警告：感電によるけがを防止するために、電源コードをすべて抜き、システムの電源
を完全に切ってください。

警告および注意事項

警告: この装置の修理は、Hewlett Packard Enterprise によるトレーニングを受けた認定技術者のみ
が行ってください。このガイドで説明するトラブルシューティングと修理に関するすべての手順
は、サブアセンブリ/モジュールレベルの修理だけを対象にしています。個々のボードおよびサブア
センブリは複雑な仕組みになっているため、コンポーネントレベルの修理を試みたり、プリント配
線基板に変更を加えようとしたりしないでください。不正な修理を行うと、安全上の問題が発生す
る可能性があります。

警告: けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上
の注意事項とユーザードキュメントを参照してください。

一部のサーバーには、危険な高エネルギー回路、高電流回路、可動部品（ファンブレードなど）、ま
たはその任意の組み合わせが含まれ、製品が電源に接続されているときにカバーやアクセスパネル
を取り外すと危険にさらされる場合があります。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製
品の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行ってください。エン
クロージャーを取り外したり、このような危険な条件から保護するためのインターロックを無効に
したりしないでください。

警告: けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• ラックの水平脚を床まで延ばしてください。

• ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。

• 1 つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。

• 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。

• コンポーネントは、一度に 1 つずつしか引き出すことができません。いかなる理由にせよ、複数
のコンポーネントを引き出すとラックが不安定になります。

警告: 感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。

• 電源コードのアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要です。

• 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してくださ
い。

• 電源装置の電源を切る場合は、電源コードを電源装置から抜き取ってください。

• 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線して
ください。プラグ、電源コンセント、電源コードとサーバーの接続部には、特に注意してくださ
い。
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重量 kg

重量 lb

警告:   けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定
に従ってください。

• シャーシの設置および取り外し作業中には、必ず適切な人数でシャー
シを持ち上げたり固定する作業を行ってください。

• サーバーはレールに固定されていないと不安定になります。

• サーバーをラックに取り付ける際は、重量を軽くするために、電源装
置やその他のリムーバブルモジュールをすべて取り外してください。

注意: システムの通気を正しく確保するには、サーバーの前後に 7.6 cm（3.0 インチ）以上の隙間を
空けてください。

注意: サーバーはアースして使用するように設計されています。サーバーを正しく動作させるため
に、正しくアースされた AC コンセント以外には、AC 電源コードを接続しないでください。

静電気対策

静電気による損傷の防止

システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項
を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気
に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。

手順

• 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。

• 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたま
まにしておきます。

• 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。

• ピン、リード線、または回路には触れないようにします。

• 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行いま
す。

静電気による損傷を防ぐためのアースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上の方
法でアースを行ってください。

• すでにアースされているコンピューター本体にアースバンドをつなぎます。アースバンドは柔軟な帯
状のもので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ±10%です。アースを正しく行うために、アースバンド
を肌に密着させてください。

• 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の
場合、両足にアースバンドを付けます。
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• 作業用具は導電性のものを使用します。

• 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。

上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。

静電気の詳細および製品のインストールの支援については、製品販売店にお問い合わせください。

症状に関する情報の収集
サーバーの問題をトラブルシューティングする前に、症状に関する以下の情報を収集してください。可能
であれば、Active Health System Viewer を使用して、Active Health System ログをダウンロードします。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）にあ
る Active Health System Viewer User Guide を参照してください。

症状に関する情報の収集に関する詳細情報については、「症状情報のチェックリスト」を使用してくださ
い。

詳しくは

症状情報のチェックリスト

診断のためのサーバーの準備

手順

1. 電力が十分に供給され、空調が効き、湿度が制御されている適切な動作環境にサーバーがあることを
確認します。

詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

2. システムで表示されるすべてのエラーメッセージを記録します。

3. ブート可能デバイスではないすべての CD、DVD-ROM、USB ドライブキー、または SD カードを取り
外します。

4. 問題のトラブルシューティングに必要なすべてのツールとユーティリティを用意します。トルクスド
ライバー、ループバックアダプター、静電気防止リストバンド、ソフトウェアユーティリティなどが
必要になる場合があります。

• 適切なサポートソフトウェアがサーバーにインストールされている必要があります。

• Hewlett Packard Enterprise では、サーバー固有の情報については、サーバーのドキュメントを参照
することをおすすめします。

5. サーバーをオフラインで診断するかオンラインで診断するかを決定します。

• サーバーをオンラインで診断する場合は、手順 6 および 8 を実行してください。

• サーバーをオフラインで診断する場合は、手順 7 および 8 を実行してください。

6. サーバーをオンラインで診断するには、次の情報を確認し、収集します。

a.「Windows および Linux 用の Scripting Toolkit」から CONREP を実行して、現在のすべての ROM
設定の記録を取得します。

b. IML を確認します。

c. iLO 情報（概要とシステム情報の両方のページ）を確認します。
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d. 診断ページを確認します。

e. OS が動作しており、System Management Homepage がインストールされている場合は、System
Management Homepage で動作ステータスを確認します。

f. Active Health System ログをダウンロードします。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）
にある Active Health System Viewer User Guide を参照してください。

g. Survey データを記録します。

7. サーバーをオフラインで診断するには、サーバーと周辺装置の電源を切ります。可能な場合は、常に、
通常の方法でシャットダウンしてください。

a. アプリケーションを終了します。

b. オペレーティングシステムを終了します。

c. サーバーの電源を切ります。

8. テストに必要のない周辺装置、すなわちサーバーの電源を入れるのに必要のないデバイスを切り離し
ます。

詳しくは

Active Health System ログ

Active Health System Viewer
サーバーのユーザーガイド

Windows および Linux 用の Scripting Toolkit
インテグレーテッドマネジメントログ

プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン

注意: トラブルシューティングのためにサーバーを 小構成にする際は、追加のプロセッサーを取り
外さないでください。プロセッサーとヒートシンクはカスタマーセルフリペアには対応していませ
ん。プロセッサーとヒートシンクの取り外しと交換は、認定サービスプロバイダーが行う必要があ
ります。

プロセッサーを含むトラブルシューティング手順を実行する前に、次のガイドラインを参照してくださ
い。

• プロセッサーの取り付け、取り外し、または交換を含むトラブルシューティング手順は、必ず認定さ
れた担当者のみが行ってください。

• 認定サービスプロバイダーがプロセッサーの取り外しや交換を行う前に、その他のトラブルシュー
ティング手順を必ずすべて完了してください。

サーバーの 小ハードウェア構成への分割
トラブルシューティングの際に、サーバーを 小ハードウェア構成に分割するように求められることがあ
ります。 小構成とは、サーバーが起動して POST を完了するために必要なコンポーネントだけによる構
成のことです。
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注意: トラブルシューティングのためにサーバーを 小構成にする際は、追加のプロセッサーを取り
外さないでください。プロセッサーとヒートシンクはカスタマーセルフリペアには対応していませ
ん。プロセッサーとヒートシンクの取り外しと交換は、認定サービスプロバイダーが行う必要があ
ります。

前提条件

コンポーネントを取り外す前に、各コンポーネントの 小構成を確認し、サーバーのユーザーガイドのす
べてのガイドラインに従ってください。DIMM を取り外す前に、必ず推奨されている 小構成を使用して
ください。

手順

1. サーバーを 小構成に分割することを求められたら、次のコンポーネントのうち取り付けているもの
があれば取り外してください。

• 追加したすべての冷却ファン（追加している場合）

ファンの 小構成については、サーバーユーザーガイドまたはシャーシセットアップ/インストール
ガイドを参照してください。

• 追加したすべての電源装置（追加している場合。1 台は残す）

• すべてのハードドライブおよび SSD

• すべてのオプティカルドライブ（DVD、CD など）

• すべてのオプションメザニンカード

• すべての拡張ボード

2. 小構成で問題を特定できない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからの指示に従
い、各プロセッサーと関連付けられている 小数の DIMM を除いてすべてを取り外してください。
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よく発生する問題の解決策

接続不良の解決策

• すべての電源コードが確実に接続されていることを確認します。

• それぞれの外付および内蔵コンポーネントについて、すべてのケーブルが正しい位置にしっかりと接
続されていることを確認します。

• すべてのデータケーブルおよび電源ケーブルを取り外して、損傷していないかどうかをチェックしま
す。ピンが曲がっていたり、コネクターが損傷しているケーブルがないことを確認します。

• ケーブルがエアバッフルまたはその他のコンポーネントを介して配線されている場合は、サーバーに
接続されているコードとケーブルが、バッフルを介して正しく配線されていることを確認します。

• 各デバイスが正しく固定されていることを確認します。コンポーネントを取り付けなおす場合は、回
路基板が歪まないように、または曲がらないようにしてください。

• デバイスにラッチが付いている場合は、ラッチが完全に閉じられ、ロックされていることを確認しま
す。

• インターロック LED またはインターコネクト LED をチェックします。これらの LED は、コンポーネ
ントが正しく接続されていないことを示す場合があります。

• 問題が解決されない場合は、各デバイスを取り外し、取り付けなおしてください。その際、コネクター
やソケットを調べ、曲がっているピンやその他の損傷がないかどうかを確認します。

• ProLiant BL c-Class サーバーブレードの場合は、Onboard Administrator トレイが正しく固定されてい
ることを確認します。

サービス通知の検索
サービス通知は、既知の問題のソリューションを提供するために作成されます。問題が、既存のサービス
通知の対象になっていないか確認してください。

手順

1. Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）を参照してくださ
い。

2. 製品名または製品番号を入力し、Enter キーを押します。

3. ご使用の製品で使用可能なドキュメントを表示するには、ドキュメントを選択します。

4. 結果を絞り込むには、使用可能なオプションを選択して、ドキュメントタイプでフィルタリングしま
す。

含めることができるドキュメントタイプの一部は以下のとおりです。

• アドバイザリ—問題と問題に対する解決策、または回避策を提供します。

• お知らせまたはセキュリティに関するお知らせ—潜在的な施品の安全性またはセキュリティの脆
弱性に関する情報を提供します。

• 通知—一般情報、アナウンス、またはベストプラクティスを提供します。
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ファームウェアの更新
ファームウェアを更新することにより、多数の一般的な問題を解決できます。ファームウェアアップデー
トおよび追加の情報は、次の方法で入手できます。

• SPP：Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/servers/spp）から SPP をダ
ウンロードしてファームウェアをアップデートします。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト：Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンターの Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）から特定のサーバーまたはオプション
ファームウェアの 新バージョンをダウンロードして、ファームウェアをアップデートします。

• サブスクリプションサービス：Hewlett Packard Enterprise では、ファームウェアの更新を通知するサ
ブスクリプションサービスを提供しています。

詳しくは

Service Pack for ProLiant
サブスクリプションサービス

HPE Trusted Platform Module と BitLocker が有効化されているサーバーの更
新

TPM が取り付けられて UEFI システムユーティリティで有効化されており、Microsoft Windows BitLocker
ドライブ暗号化機能が有効になっている場合は、以下のいずれかの手順を実行する前に、必ず BitLocker
を無効にしてください。

• PIN またはスタートアップキーを使用せずにメンテナンスのためにコンピューターを再起動する

• TPM が取り付けられているときにファームウェアを更新する

• 重要な初期起動コンポーネントをアップグレードする

• システムボードの取り付け

• TPM を交換するまたは取り外すためにシステムボードを交換する

• TPM を無効化またはクリアする

• BitLocker によって保護されたドライブを別のサーバーに移動する

• ストレージコントローラーやネットワークアダプターなどのオプションの PCI デバイスを追加する

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご使
用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

DIMM の取り扱いのガイドライン

注意: DIMM を正しく処理できない場合、DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損
傷が発生する可能性があります。

DIMM を取り扱うときは、次のガイドラインに従ってください。

• 静電気対策を行ってください。

• DIMM は必ず側面の端部のみでつかみます。

• DIMM の下部にあるコネクターに触れないようにしてください。
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• DIMM を握るようにして持たないでください。

• DIMM の両側のコンポーネントに触れないようにしてください。

• DIMM を曲げたり折ったりしないでください。

DIMM を取り付ける際は、次のガイドラインに従ってください。

• DIMM を固定する前に、DIMM スロットを開いて、DIMM の位置をスロットに合わせてください。

• DIMM の位置合わせをして取り付けるには、側面の端部にそって 2 本の指で DIMM を押したままにし
ます。

• DIMM を固定する際は、2 本の指で DIMM の上部をゆっくりと押してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

DIMM および NVDIMM の取り付け情報
特定の DIMM および NVDIMM の取り付け情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに
ある DIMM の取り付けガイドラインを参照してください（http://www.hpe.com/docs/memory-
population-rules）。

HPE ProLiant Gen10 サーバーでサポートされている Intel
Xeon スケーラブルプロセッサー

サーバーに応じて、サーバーは第 1 世代または第 2 世代の Intel Xeon スケーラブルプロセッサーをサポー
トできます。

世代を判断するには、4 桁のプロセッサーモデル番号を調べます。

• 2 桁目が 1（X1XX）である場合は、第 1 世代の Intel Xeon スケーラブルプロセッサーを搭載していま
す。

• 2 桁目が 2（X2XX）である場合は、第 2 世代の Intel Xeon スケーラブルプロセッサーを搭載していま
す。

重要: 第 1 世代のインテル Xeon スケーラブルプロセッサーを含んでいる既存の HPE ProLiant およ
び HPE Synergy Gen10 サーバープラットフォーム製品は、この時点で第 2 世代のインテル Xeon ス
ケーラブルプロセッサーへのアップグレードができません。

DIMM プロセッサーの互換性
取り付けられたプロセッサーによって、サーバーでサポートされる DIMM のタイプが決まります。

• 第 1 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサーは、DDR4-2666 DIMM をサポートします。

• 第 2 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサーは、DDR4-2933 DIMM をサポートします。

DIMM タイプを混在させて取り付けることはできません。サポートされている DDR4-2666 または
DDR4-2933 DIMM のみサーバーにインストールします。
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NVDIMM プロセッサーの互換性
HPE 16GB NVDIMM は、第 1 世代インテル Xeon スケーラブルプロセッサーを搭載するサーバーでのみ
サポートされます。

コンポーネントの LED の定義
コンポーネントおよびサーバーの LED を確認することにより、多数の一般的な問題を特定できます。詳
しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで入手できるサーバーおよびコンポーネントのド
キュメントを参照してください。

ストレージ

SAS、SATA、および SSD ドライブのガイドライン

サーバーにドライブを追加するときには、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

• ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、 も効率的にストレージ容量を使
用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。

• 同じ論理ボリュームに属するドライブの種類は、一致しなければなりません。HPE SSA は、同じ論理
ボリュームでの SAS、SATA、および SSD ドライブの混在をサポートしていません。

ホットプラグ対応ドライブ LED の定義

番号 LED ステータス 定義

1 位置確
認

青色で点灯 ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。

  青色で点滅 ドライブキャリアのファームウェアがアップデート中かまたはアップ
デートを必要としています。

2 アクテ
ィビテ
ィリン
グ

緑色で回転 ドライブが動作中です。

  消灯 ドライブが動作していません。

3 取り外
し禁止

白色で点灯 ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと、1 つまた
は複数の論理ドライブで障害が発生します。

  消灯 ドライブを取り外しても、論理ドライブで障害は発生しません。

表は続く

22 よく発生する問題の解決策

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


番号 LED ステータス 定義

4 ドライ
ブステ
ータス

緑色で点灯 ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。

  緑色で点滅 ドライブの動作として以下のいずれかを示します。

• 再構築

• RAID の移行の実行

• ストリップサイズの移行の実行

• 容量拡張の実行

• 論理ドライブの拡張の実行

• 消去

• スペア部品のアクティブ化操作

  オレンジ色/緑
色で点滅

ドライブは 1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの障
害が予測されています。

  オレンジ色で点
滅

ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。

  オレンジ色で点
灯

ドライブに障害が発生しました。

  消灯 ドライブでは、RAID コントローラーまたはスペアドライブによる構成
は行われていません。

ロープロファイル LFF（3.5 型）ドライブ LED の定義

番号 LED ステータス 定義

1 障害/位置
確認

オレンジ色で点灯 ドライブに障害が発生しました。

青色で点灯 ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションによ
って識別されています。

オレンジ色/青色で点滅

（1 秒に 1 回点滅）

ドライブで障害が発生したか、このドライブの障害予測アラ
ートが受信されました。また、ドライブが管理アプリケーシ
ョンによって識別されています。

表は続く
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番号 LED ステータス 定義

オレンジ色で点滅

（1 秒に 1 回点滅）

このドライブの障害予測アラートが受信されました。でき
るだけ早くドライブを交換してください。

2 オンライ
ン\動作

緑色で点灯 ドライブはオンラインで、アクティブです。

緑色で点滅

（1 秒に 4 回点滅）

ドライブは正常に動作しており、アクティブです。

緑色で点滅

（1 秒に 1 回点滅）

ドライブの動作として以下のいずれかを示します。

• 再構築

• RAID の移行の実行

• ストリップサイズの移行の実行

• 容量拡張の実行

• 論理ドライブの拡張の実行

• 消去

• スペア部品のアクティブ化操作

消灯 ドライブでは、RAID コントローラーまたはスペアドライブ
による構成は行われていません。

NVMe SSD LED の定義

NVMe SSD は PCIe バスデバイスです。PCIe バスに接続されたデバイスは、デバイスとバスの信号また
はトラフィックフローが完全に終了するまで取り外すことはできません。

注意: 取り外し禁止 LED が点滅している場合は、ドライブベイから NVMe SSD を取り外さないでく
ださい。取り外し禁止 LED の点滅は、デバイスがまだ使用されていることを示します。デバイスの
信号またはトラフィックフローが完全に終了する前に NVMe SSD を取り外すと、データが消失する
可能性があります。
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番号 LED ステータス 定義

1 位置確
認

青色で点灯 ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。

  青色で点滅 ドライブキャリアのファームウェアがアップデート中かまたはアップ
デートを必要としています。

2 アクテ
ィビテ
ィリン
グ

緑色で回転 ドライブが動作中です。

  消灯 ドライブが動作していません。

3 ドライ
ブステ
ータス

緑色で点灯 ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。

  緑色で点滅 ドライブの動作として以下のいずれかを示します。

• 再構築

• RAID の移行の実行

• ストリップサイズの移行の実行

• 容量拡張の実行

• 論理ドライブの拡張の実行

• 消去

  オレンジ色/緑
色で点滅

ドライブは 1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの障
害が予測されています。

  オレンジ色で点
滅

ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。

  オレンジ色で点
灯

ドライブに障害が発生しました。

  消灯 ドライブでは、RAID コントローラーによる構成は行われていません。

4 取り外
し禁止

白色で点灯 ドライブを取り外さないでください。取り外す前に、PCIe バスからド
ライブを取り出す必要があります。

  白色で点滅 ドライブの取り出し要求が保留中です。

消灯 ドライブが取り出されました。

5 電源 緑色で点灯 ドライブを取り外さないでください。取り外す前に、PCIe バスからド
ライブを取り出す必要があります。

緑色で点滅 ドライブの取り出し要求が保留中です。

消灯 ドライブが取り出されました。

よく発生する問題の解決策 25



SFF（2.5 型）フラッシュアダプターコンポーネントと LED の定義

番号 コンポーネント 説明

1 位置確認 • 消灯 - 正常

• 青色で点灯 - ドライブは、ホストアプリケーションによって
識別されています。

• 青色で点滅 - ドライブのファームウェアが更新中であるか、
更新を必要としています。

2 uFF ドライブ取り出しラッチ このラッチを解除して、uFF ドライブを取り外します。

3 取り外し禁止 LED • 消灯 - ドライブを取り外せます。ドライブを取り外しても、
論理ドライブで障害は発生しません。

• 白色で点灯 - ドライブを取り外さないでください。ドライブ
を取り外すと、1 つまたは複数の論理ドライブで障害が発生し
ます。

表は続く
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番号 コンポーネント 説明

4 ドライブステータス LED • 消灯 - ドライブでは、RAID コントローラーまたはスペアドラ
イブによる構成は行われていません。

• 緑色で点灯 - ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメ
ンバーです。

• 緑色で点滅（4 Hz） - ドライブは正常に動作し、アクティブ
です。

• 緑色で点滅（1 Hz） - ドライブを再構築中または消去中か、
ドライブで RAID 移行、ストライプサイズの移行、容量拡張、
論理ドライブの拡大、あるいはスペアのアクティブ化操作を実
行しています。

• オレンジ色/緑色で点滅（1 Hz） - ドライブはドライブの障害
が予測されている 1 つまたは複数の論理ドライブのメンバー
です。

• オレンジ色で点灯 - ドライブに障害が発生しました。

• オレンジ色で点滅（1 Hz） - ドライブが構成されておらず、
ドライブの障害が予測されます。

5 アダプター取り出しリリース
ラッチとハンドル

このラッチを解除して、SFF（2.5 型）フラッシュアダプターを
取り外します。

システム電源 LED の定義

システム電源 LED は電源ボタン上にあり、各ステータスは次の表のように定義されます。

システム電源 LED 意味

消灯（サーバー） システムに電力が供給されていません。

消灯（サーバーブレード）
ヘルスステータス LED バーも消灯している場合
は、システムに電力が供給されていません。

ヘルスステータス LED バーが緑色で点滅している
場合は、電源ボタンサービスが初期化中です。

オレンジ色で点灯 システムはスタンバイ状態で、電源ボタンサービス
が初期化中です。

緑色で点滅 システムは電源投入のために待機中で、電源ボタン
が押されています。

緑色で点灯 システムの電源が入っています。

ヘルスステータス LED バーの定義（c-Class サーバーブレードのみ）

サーバーブレードはヘルスステータス LED バーを備えており、各ステータスは次のように定義されます。

• 緑色で点灯 = 正常

• 緑色で点滅 = 電源ボタンサービスが初期化中です。
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• オレンジ色で点滅 = 性能が低下しています。

• 赤色で点滅 = 重大な状態です。

フロントパネルの LED とボタン

このセクションでは、ほとんどの HPE ProLiant Gen10 サーバーの標準的な説明を記載します。HPE
ProLiant Gen10 サーバーブレードは、このセクションに示すヘルス LED ではなくヘルスステータス LED
バーを備えています。

説明 ステータス

UID LED/ボタン 青色で点灯 = 動作しています。

消灯 = UID は動作しておらず、iLO サービスポートは使用可能です。

青色で点滅：

• 毎秒 1 回=リモート管理またはファームウェアアップグレード実行中

• 毎秒 4 回= iLO の手動再起動シーケンス開始

• 毎秒 8 回 = iLO 手動再起動シーケンスを実行中です。

• 1 回速く点滅した後、3 秒間消灯 = iLO サービスポートのステータスは「完
了」です。

• 中程度の速度で 4 回点滅した後、1 秒間消灯 = iLO サービスポートのス
テータスは「ビジー」です。

• 8 回速く点滅した後、1 秒間消灯 = iLO サービスポートのステータスは「エ
ラー」です。

電源/スタンバイボタンお
よびシステム電源 LED

緑色で点灯 = システムに電源が入っています。

緑色で点滅（毎秒 1 回）=電源投入シーケンス実行中

オレンジ色で点灯 = システムはスタンバイ状態です。

消灯 = 電源が供給されていません。

ヘルス LED 緑色で点灯 = 正常

緑色で点滅（毎秒 1 回）= iLO が再起動

オレンジ色で点滅=システムの性能低下

赤色で点滅（毎秒 1 回） = システムはクリティカルな状態です。

NIC ステータス LED 緑色で点灯 = ネットワークにリンクされています。

緑色で点滅（毎秒 1 回）=ネットワーク動作中

消灯 = ネットワークが動作していません。

詳しくは

サーバーのユーザーガイド

フロントパネル LED の表示

LED の組み合わせと LED の定義について詳しくは、次の点を確認してください。
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• フロントパネルの 4 つの LED がすべて同時に点滅してい場合、電源障害が発生しています。

• サーバーの UID も点滅して、iLO サービスポートのステータスを示します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあ
る iLO のドキュメントを参照してください。

• システムの電源 LED がオフになっている場合は、次のいずれかに該当します。

◦ 電源が供給されていない。

◦ 電源コードが接続されていない。

◦ 電源装置が正しく取り付けられていない。

◦ 電源装置が取り付けられていない。

◦ 電源装置の障害が発生した。

◦ 電源バックプレーン（取り付けられている場合）が正しく取り付けられていない。

◦ PDU に問題がある。

◦ 電源ボタンケーブルが接続されていない。

• ヘルス LED が劣化状態またはクリティカル状態を示している場合は、システム IML を確認するか、ま
たは iLO を使用してシステムヘルスステータスを確認してください。

詳しくは

フロントパネル LED の電源障害コード

サーバーヘルスサマリーの使用

iLO を使用すると、サーバーの電源をオンまたはオフにしたときに外部モニターにサーバーヘルスサマ
リーを表示できます。この機能は、サーバーが起動しないときのトラブルシューティングに使用してくだ
さい。この機能を使用すると、サーバーの IP アドレスやその他のヘルス情報を表示することもできます。

前提条件

• サーバーには UID ボタンがあります。

• 外部モニターが接続されています。

• アクセス設定ページで、外部モニターにサーバーヘルスを表示機能が有効になっています。

手順

1. サーバー上の UID ボタンを押します。

注意: UID ボタンを押して放します。5 秒以上押しつづけると、適切な iLO の再起動またはハー
ドウェア iLO の再起動を開始します。ハードウェア iLO の再起動中にデータの損失や NVRAM
の破損が発生する可能性があります。

外部モニターにサーバーヘルスサマリー画面が表示されます。
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2. 再度 UID ボタンを押して、サーバーヘルスサマリー画面を閉じます。

サーバーヘルスサマリーの詳細

サーバー画面のサムネイル

サーバー画面のサムネイルイメージ。

Server Power

サーバーの電源ステータス。

Product Name

サーバーのモデル。

Serial Number

サーバーのシリアル番号。

Product ID

この iLO プロセッサーを統合する製品。

iLO Firmware

インストールされている iLO ファームウェアのバージョン。

System ROM

インストールされているシステム ROM のバージョン。

Backup ROM

バックアップシステム ROM のバージョン。

iLO CPLD

インストールされている iLO CPLD のバージョン。

System CPLD

インストールされているシステム CPLD のバージョン。
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Embedded Smart Array

インストールされている Smart アレイファームウェアのバージョン。この値は、 後の補助電源サイ
クル以降にサーバー POST が正常に完了した場合にのみ表示されます。

iLO IPv4

iLO の IPv4 アドレス。この値は、アクセス設定ページ上で POST 実行中に iLO IP を表示が有効に
なっている場合にのみ表示されます。

iLO IPv6

iLO の IPv6 アドレス。この値は、アクセス設定ページ上で POST 実行中に iLO IP を表示が有効に
なっている場合にのみ表示されます。

iLO HostName

iLO のホスト名。

クリティカルログエントリ

IML からの 新のクリティカルイベントが表示されます。 新のイベントが 初に表示されます。

フロントパネル LED の電源障害コード

電源障害が発生すると、次のフロントパネルの LED が同時に点滅します。

• システム電源 LED

• ヘルス LED

• NIC LED

• UID LED

お使いのサーバーの LED の位置について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で
入手できるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

各シーケンスでの点滅の回数は、電源障害の影響を受けるサブシステムに対応します。次の表は、電源障
害コードと影響を受けているサブシステムのリストを提供します。すべての電源障害がすべてのサー
バーに適用されるわけではありません。

サブシステム フロントパネル LED の動作

システムボード 1 回点滅

プロセッサー 2 回点滅

メモリ 3 回点滅

ライザーボードの PCIe スロット 4 回点滅

FlexibleLOM 5 回点滅

リムーバブル HPE Flexible Smart アレイコントロ
ーラー/Smart SAS HBA コントローラー

6 回点滅

システムボードの PCIe スロット 7 回点滅

電源バックプレーンまたはストレージバックプレ
ーン

8 回点滅

電源装置 9 回点滅
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コントローラーおよび Energy Pack ケーブル
Energy Pack と HPE Smart アレイ P-class SR または MR Gen10 コントローラーが、サーバーに取り付け
られている場合、必要なすべてのケーブルを取り付けて正しく配線してください。

Energy Pack ケーブル

Energy Pack ケーブルは、各 Energy Pack に接続されるケーブルであり、長さは 145 mm または 260 mm
です。Energy Pack が取り付けられている場合は、Energy Pack ケーブルが正しく接続されていることを
必ず確認してください。Energy Pack の取り付けおよびケーブル接続について詳しくは、サーバーのユー
ザーガイドを参照してください。

コントローラーバックアップ電源ケーブル

コントローラーバックアップ電源ケーブルは、システムボード上の PCIe スロットに取り付けられている
コントローラーと DIMM スロットにバックアップ電力を供給するケーブルです。PCI-E スロットに、HPE
Smart アレイ P-class SR または MR Gen10 コントローラーが取り付けられている場合、コントローラー
のバックアップ電源ケーブルを必ず取り付けてください。コントローラーのバックアップ電源ケーブル
の取り付けおよびケーブル接続について詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのユーザーガイド
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リモートトラブルシューティング

リモートトラブルシューティングツール
Hewlett Packard Enterprise では、IT 管理者が遠隔地からサーバーをトラブルシューティングするために
役立つ複数のオプションを提供しています。

HPE iLO

iLO では、リモートの場所からサーバーを監視および制御できます。iLO 管理は、サーバーをリモートで
構成、アップデート、監視、および修復するための複数の方法を提供する強力なツールです。

iLO の機能（特定の iLO ライセンスが必要になる場合があります）について詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/support/ilo-docs）にある iLO のドキュメントを参照
してください。

Active Health System

HPE Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。
Active Health System は、サーバー障害が発生したときに、問題の診断と迅速な解決を支援します。Active
Health System ログは、Agentless Management または SNMP パススルーが提供するシステム監視機能と
合わせて、各種のサーバーコンポーネントのハードウェアと構成の変化、システムステータス、および
サービスアラートを継続的に監視します。

Active Health System Viewer（AHSV）は、AHS のアップロードデータを使用してサーバーの問題を迅速
に読み取り、診断し、解決するために使用するオンラインツールです。AHSV は、Hewlett Packard
Enterprise が推奨する、経験とベストプラクティスに基づいた修復処置を提供します。

問題を解決できない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（https://www.hpe.com/
support/hpesc）を通じてサポートケースを送信してください。

HPE SIM

HPE SIM は、イベント監視機能へのリモートアクセスを実現して、サーバーおよびストレージの稼動時
間を 大にします。SIM によっては、ポリシーのカスタム構成用のスクリプティングオプションととも
に、障害管理およびイベント処理をリモートで監視できます。SIM のもう 1 つの重要な機能はパフォーマ
ンスに関するもので、環境のパフォーマンスボトルネックを分析するために使用されます。SIM について
詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/hpsim）を参照してく
ださい。

HPE Onboard Administrator（HPE ProLiant サーバーブレード専用）

HPE Onboard Administrator と HPE Onboard Administrator のコマンドラインインターフェイスは、管理
者が HPE BladeSystem 環境内のサーバーブレードのトラブルシューティングをリモートで行えるように
支援します。管理者は、OA CLI を使用して、各ブレードベイに関するすべての構成情報にアクセスし、
インターコネクトします。OA CLI からの標準的な SHOW ALLコマンドは、HPE ProLiant C-class ブレー
ドエンクロージャーに関する構成情報を提供します。OA CLI の使用法とその他の HPE BladeSystem ド
キュメントについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/
bladesystem-docs）を参照してください。

管理者は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/OAlog）にあるガイ
ドラインを使用して OA SHOW ALLレポートを生成することもできます。

Virtual Connect（HPE ProLiant BL c-Class サーバーブレード用）

この GUI では、現時点では VC ログで報告されない場合のある詳細情報を含むシステムログが提供されま
す。あるいは、CLI を介して VC にアクセスすることもできます。
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VCSU を使用した Healthreportファイル、SHOW ALLファイル、および SupportDumpファイルの取
得について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/VClog）を
参照してください。

詳しくは

HPE iLO 5
Active Health System
OA CLI の使用

Virtual Connect Manager へのリモートアクセス

サポートケースをオープンにする

Virtual Connect Manager へのリモートアクセス
SSH セッション経由でリモートから VCM CLI にアクセスすることができます。

手順

1. SSH クライアントアプリケーションを使用して、VCM との SSH セッションを開始します。

2. プロンプトに VCM に割り当てられている IP アドレスまたは DNS 名を入力します。

3. 有効なユーザー名を入力します。

4. 有効なパスワードを入力します。

CLI コマンドプロンプトが表示されます。

5. VCM のコマンドを入力します。

6. リモートアクセス SSH セッションを終了するには、通信ソフトウェアを閉じるかまたは CLI コマンド
プロンプトで Exitと入力します。

詳しくは、HPE Virtual Connect Manager コマンドラインインターフェイス for c-Class BladeSystem ユー
ザーガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/vc/manuals））を参
照してください。

iLO によるサーバーおよびサーバーブレードのリモートトラブ
ルシューティング

前提条件

このセクションの情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（https://
www.hpe.com/support/ilo-docs）の HPE iLO ユーザーガイドを参照してください。

手順

1. iLO Web インターフェイスにログインします。

2. 初期概要画面でステータスとヘルスを確認します。

概要画面の次のフィールドを調べてください。

• システム ROM

• iLO ファームウェアバージョン
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• システムヘルス

• サーバー電源

• SD-Card ステータス

3. 概要タブを表示するには、ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックします。

a. インストールされているすべてのサブシステムおよびデバイスを確認し、すべてのデバイスに緑色
のアイコンで OK ステータスが表示されることを確認します。

b. 劣化しているサブシステムまたはデバイスがある場合は、その劣化したサブシステムまたはデバイ
スをクリックして現在のステータスを確認します。

4. システム情報ページから、ストレージタブを選択します。

a. すべてのストレージデバイスに緑色のアイコンで OK ステータスが表示されることを確認します。

b. 劣化しているサブシステムまたはデバイスがある場合は、その劣化したサブシステムまたはデバイ
スをクリックしてステータスを確認します。

5. ファームウェアと OS の情報を確認するには、ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフト
ウェアをクリックします。

ファームウェアタブが表示されます。

6. サーバーが正常に起動しない場合は、iLO イベントログおよび IML を調べて、可能性のあるハードウェ
ア障害または電源投入/起動時の問題を確認します。

a. ログにアクセスするには、ナビゲーションツリーで情報をクリックします。

b. iLO イベントログまたはインテグレーテッドマネジメントログタブをクリックします。

注記: 選択した IML イベントのトラブルシューティング情報を入手できます。サポートされているイ
ベントは、IML イベントのペインに詳細情報リンクとして表示されます。

7. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、診断タブを選択します。

このページから、サーバーに応じて次の操作を実行できます。

• iLO セルフテストの結果のステータスを確認する。

• リセットボタンを使用して iLO をリセットする。

• メモリダンプの記録が必要な場合、システムに NMI を生成ボタンを使用してメモリダンプを記録す
るために NMI を起動する。

• システムセーフモードで起動する。

• インテリジェント診断モードで起動する。

• 工場デフォルト設定にリストアする。

• デフォルトシステム設定をリストアする。

8. iLO Web インターフェイスページの右上にある電源オンおよびヘルスステータスアイコンが緑色であ
ることを確認します。
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Onboard Administrator によるサーバーブレードのリモート
トラブルシューティング

手順

1. 左上隅にあるシステムの状態ビュー画面でエンクロージャー全体のステータスを確認します。

ステータスには、エンクロージャー全体の動作状態が示されます。また、重大なイベント（メザニン
ボードやインターコネクトデバイスのようなコンポーネントの不適切な取り付けなど）が表示されま
す。

Onboard Administrator の SHOW ALL出力を調べて警告や可能性のある障害を確認する方法について
詳しくは、HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide（Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト（http://www.hpe.com/support/BladeSystem_Enclosure_TSG_en））を参照してくだ
さい。

2. ブレードのステータスおよび診断を確認するには、デバイスベイ > ホスト > ステータスタブの順に選
択します。

3. IML ログタブを調べて、処置が必要である可能性のあるサーバーハードウェアイベントを確認します。

4. ステータス > ポートマッピング情報タブで、可能性のあるインターコネクトリンク状態の問題を確認
します。

ポートの緑色のインジケーターは、次のことを示しています。

• リンクをトランスポート層で利用できる。

• NIC または利用可能な SAN 接続を確立する必要がある。

• ミッドプレーン信号は、サーバーからインターコネクトデバイスに正しく転送される。

5. この画面のテーブルビュータブには、すべての接続について、ポートステータスインジケーターが緑
色で表示されます。

• 緑色で表示されていないポートや障害が発生しているポートがある場合は、サーバーの信号バック
プレーンまたはミッドプレーンが損傷していないか確認してください。

• ブレードの電源投入時に問題が発生する場合は、iLO - デバイスベイ x ページのステータスタブお
よびイベントログタブの iLO 画面を確認してください。

6. すべてのステータスインジケーターが緑色で、警告や障害または劣化状態のコンポーネントが存在し
ない場合は、iLO の Web ガイド（ステータスタブ > iLO > Web 管理の順に選択）に進みます。

7. シャーシ上の Insight Display や Onboard Administrator GUI にブレードが表示されない場合は、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE BladeSystem c-Class Enclosure
Troubleshooting Guide（http://www.hpe.com/support/BladeSystem_Enclosure_TSG_en）に記載さ
れている手順を使用して、この問題に関する追加のトラブルシューティングを実行します。

OA CLI の使用

SHOW ALLコマンドで取得された情報を収集して応答するには、以下の手順を実行します。

前提条件
システムをトラブルシューティングするために、OA CLI を使用してヘルスおよびシステム情報を収集お
よび確認します。
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• OA ファームウェア 3.60 以降を使用するシステムの場合は、SHOW HEALTH CLI コマンドを実行し、
シャーシ全体のヘルスステータスを確認します。SHOW HEALTHステータス出力は、SHOW ALLレ
ポートと 初に実行した SHOW コマンドに含まれます。

• 次のように OA GUI または OA CLI から SHOW ALLコマンドを実行します。

◦ OA GUI > エンクロージャー設定 > 構成スクリプト > すべてを表示の順に選択する

◦ OA CLI で、CLI コマンドの SHOW ALL を実行する

このコマンドは、OA CLI のすべての SHOWコマンドを実行して、利用可能なエンクロージャー構成、
ステータス、およびインベントリの詳細なレポートを提供します。

手順

1. OA ファームウェア 3.60 以前を使用するシステムの場合は、「SHOW ENCLOSURE LCD」出力（SHOW
ALLレポート）を調べます。データを確認するか、OA GUI を使用して Insight Display 上のメッセージ
をリモートで確認してください。

「点滅」の表示ステータスは、警告状態を示します。

2. シャーシのステータスの概要については、SHOW ALLレポートに示されている次のコマンドの出力を
確認します。

• SHOW ENCLOSURE STATUS
• SHOW SERVER STATUS ALL
• SHOW INTERCONNECT STATUS ALL

コンポーネントのステータスが「劣化状態」の場合は、サブコンポーネントを 1 つずつ調べて、劣化
したコンポーネントを見つけ出します。障害の発生しているサブコンポーネントは、そのことがわか
るように表示されている場合があります。

3. 現在の問題に関係する可能性がある情報を探すには、SHOW ALLレポートのシステムログ（SYSLOG）
セクションを調べます。

システムログ内で障害のタイムフレームが使用できない場合は、次の CLI コマンドを使用して拡張さ
れたシステムログを調べます。

SHOW SYSLOG HISTORY 0
4. 問題に関するサポート情報（利用可能な場合）を検索するには、Hewlett Packard Enterprise の Web

サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）に移動し、以下の手順を実行します。

a. 検索フィールドに「HPE BladeSystem Onboard Administrator」と入力し、Enter キーを押
します。

b. ページの左側の結果リストからドキュメントを選択します。

c. サポート情報を検索するには、使用可能な選択項目を使用して結果をフィルタリングします。

5. インターコネクトデバイスまたはネットワークカード接続に低レベル（トランスポート層）の SAN ま
たはネットワーク接続エラーがある場合は、SHOW UPDATE出力（SHOW ALLレポート）で提供され
る低レベル FRU ファームウェアアップデート情報を調べます。

「New Version」欄に利用可能な新しいバージョンが示されている場合は、UPDATE DEVICEコマンド
を使用してアップデートする必要があります。これらのエラーにより、I/O 接続が中断されます。アッ
プデートは、同時に行うのではなく、モジュールごとに行ってください。
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UPDATE DEVICEコマンドについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/BladeSystem-docs）にある HPE BladeSystem Onboard Administrator コマ
ンドラインインターフェイスユーザーガイドを参照してください。

6. OA CLI コマンド UPLOAD SUPPORTDUMPを使用して、「Saving supportdump」を示しているシス
テムログファイルのすべてのエントリーをキャプチャーします。

必要な場合は、分析のために Hewlett Packard Enterprise サポートにこのファイルを送信します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/OAsupportdump）
を参照してください。
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診断フローチャート

診断手順
問題を効果的にトラブルシューティングするため、Hewlett Packard Enterprise では、 初の診断から開
始し、適切な診断手順に従うことをお勧めします。

他のフローチャートに従ってトラブルシューティングしても解決しない場合は、「一般的な診断フロー
チャート」にある診断手順に従ってください。一般的な診断フローチャートは、問題がサーバー固有のも
のでなかったり、他のフローチャートに簡単に分類されないものであったりする際に利用する包括的なト
ラブルシューティングプロセスです。

詳しくは

初の診断

一般的な診断フローチャート

開始前の重要な情報の収集
問題のトラブルシューティングを開始する前に、トラブルシューティング中に使用し、問題が Hewlett
Packard Enterprise サポートへの問い合わせを必要とする場合に使用するための以下の情報を収集しま
す。

• Active Health System ログ

• OS ログ

• 症状に関する情報

• IML

• POST エラーメッセージ

• その他

詳しくは

Active Health System Viewer
症状情報のチェックリスト

OA CLI の使用

インテグレーテッドマネジメントログ

トラブルシューティングの資料

レポートおよびログの概要

トラブルシューティングのフローチャート

診断フローチャートの使用

フローチャートで提供される一部の情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある他
の情報源やこのガイドの他の項から追加の説明を得られる場合があります。該当する情報を見つけるに
は、フローチャートの後にある参照先を参照してください。それぞれの参照先は、フローチャートの下線
付きテキストに対応します。
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初の診断

この項では、問題に対してどのフローチャートが役に立つかを判断することができます。

• リモート診断フローチャート—問題を遠隔地から診断する場合。

• サーバー電源投入時の問題のフローチャート（ML および DL シリーズのサーバー）—HPE ProLiant
ML または DL Gen10 シリーズのサーバーに電源が入らない。

• サーバー電源投入時の問題のフローチャート（XL シリーズのサーバー用）—HPE ProLiant XL Gen10
シリーズのサーバーに電源が入らない。

• サーバーブレード電源投入時の問題のフローチャート（BL シリーズのサーバーブレード）—HPE
ProLiant BL Gen10 シリーズのサーバーブレードに電源が入らない。

• POST 実行時の問題のフローチャート—ご使用のサーバーが POST を完了しない場合に正しいフロー
チャートに移動するための概要。

• POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフロー
チャート—ブートプロセス中にサーバーがハングアップまたは再起動する。

• POST 実行時の問題—起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート—サーバーが起動せず、
ビデオが表示されない。

• POST 実行時の問題—起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート—サーバーは起動する
が、ビデオが表示されない。

• OS 起動時の問題のフローチャート—サーバーが OS を起動しない。

• Intelligent Provisioning の問題のフローチャート—Intelligent Provisioning をサーバーが起動しない。

• コントローラーの問題のフローチャート—POST 実行中、またはコントローラーにエラーが表示され
る場合に、コントローラーが表示されない。

• HPE Smart アレイコントローラーの Energy Pack に関する問題 — Energy Pack が、認識されていな
いか、充電されない。

• 物理ドライブの問題のフローチャート—物理ドライブが表示されない、または POST 実行中にエラー
が表示される場合。

• 論理ドライブの問題のフローチャート—論理ドライブが表示されない、または POST 実行中にエラー
が表示される場合。

• サーバーの障害表示のフローチャート（ブレードサーバー以外）—ブレード以外のサーバーに、Insight
マネジメントエージェントの障害または LED で示された障害がある。

• サーバーブレードの障害表示のフローチャート（BL c-Class サーバーブレード用）—HPE ProLiant BL
サーバーブレードに、Insight マネジメントエージェントの障害または LED で示された障害がある。

• NIC の問題のフローチャート—NIC が動作していない。

• 一般的な診断フローチャート—他のすべての問題。

リモート診断フローチャート

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

遠隔地からサーバーをトラブルシューティングするための包括的な方法については、リモート診断フロー
チャートを参照してください。
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図 1: リモートトラブルシューティングのフローチャート

詳しくは

Active Health System Viewer
Onboard Administrator によるサーバーブレードのリモートトラブルシューティング

iLO によるサーバーおよびサーバーブレードのリモートトラブルシューティング

サポートケースをオープンにする

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

電源投入時の問題のフローチャート

サーバー電源投入時の問題のフローチャート（ML および DL シリーズのサーバー）

症状

• サーバーに電源が投入されていない。

• 電源ボタンを押しても、サーバーが反応しない。

• システムの電源 LED が消灯またはオレンジ色で点灯している。

• ヘルス LED が赤色で点灯、赤色で点滅、オレンジ色で点灯、またはオレンジ色で点滅している。

• フロントパネルのすべての LED が一斉に点滅する。

原因

• 電源装置が正しく固定されていない、または障害が発生している。

• 電源コードに不良または障害が発生している。

• 電源に問題がある。

• 正しく取り付けられていないコンポーネントまたはインターロックに問題がある。
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重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。

図 2: サーバー電源投入時の問題のフローチャート（ML および DL シリーズのサーバー用）

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

システム電源 LED の定義
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接続不良の解決策

サポートケースをオープンにする

フロントパネルの LED とボタン

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

電源の問題

サーバー電源投入時の問題のフローチャート（XL シリーズのサーバー用）

症状

• サーバーに電源が投入されていない。

• システムの電源 LED が消灯またはオレンジ色で点灯している。

• ヘルス LED ステータスバーが赤色で点滅またはオレンジ色で点滅している。

原因

• サーバーがシャーシに正しく取り付けられていない。

• サーバーが、HPE iLO で自動的に電源が投入されるように構成されていない。

• 供給されている電力が、シャーシに取り付けられているサーバーに対して十分ではない。

• シャーシに関して、消費電力上限が正しく構成されていない。

• 管理モジュールがシャーシに正しく取り付けられていない。

• 電源障害が発生した。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

注記: このフローチャートは、HPE ProLiant XL270d Gen10 サーバーをサポートしません。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 3: サーバー電源投入時の問題のフローチャート（XL シリーズのサーバー用）

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

ハードウェアの問題

システム電源 LED の定義

IML の表示

サポートケースをオープンにする

フロントパネル LED の電源障害コード

フロントパネルの LED とボタン

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
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サーバーブレード電源投入時の問題のフローチャート（BL シリーズのサーバーブレード）

症状

• サーバーブレードに電源が投入されていない。

• システムの電源 LED が消灯またはオレンジ色で点灯している。

• ヘルスステータス LED バーが赤色で点滅またはオレンジ色で点滅している。

原因

• サーバーブレードがエンクロージャーに正しく取り付けられていない。

• サーバーブレードが、HPE iLO で自動的に電源が投入されるように設定されていない。

• 供給されている電力が、エンクロージャーに取り付けられているサーバーブレードに対して十分では
ない。

• エンクロージャーに関して、消費電力上限が正しく構成されていない。

• Onboard Administrator モジュールがエンクロージャーに正しく取り付けられていない。

• HPE iLO と Onboard Administrator の間で発生している可能性のある通信障害により、サーバーブレー
ドが、電源投入の許可を待っている。

• サーバーブレードのメザニン 1 コネクターまたはメザニン 2 コネクターに、適合しないファブリック
が取り付けられている。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

1. リモートでこの問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 4: 電源投入時の問題のフローチャート（BL シリーズのサーバーブレード用）（1 ページ - リモート
トラブルシューティング）

BladeSystem C-class エンクロージャーの詳細については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/info/bladesystem-docs）にあるドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/bladesystem-docs）にある「サーバーブレードのメンテナンス&サービスガイド」を参照してく
ださい。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

Onboard Administrator の詳細については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/oa-docs）にある OA のドキュメントを参照してください。

2. ローカルでトラブルシューティングしながらこの問題を解決するには、次のフローチャートの手順に
従ってください。
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図 5: 電源投入時の問題のフローチャート（BL シリーズのサーバーブレード用）（2 ページ - ローカル
トラブルシューティング）

サーバーブレード LED については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/bladesystem-docs）にあるサーバーブレードのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/bladesystem-docs）にある「サーバーブレードのメンテナンス&サービスガイド」を参照してく
ださい。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

システム電源 LED の定義

IML の表示

サーバーヘルスサマリーの使用

サポートケースをオープンにする

電源容量

開始前の重要な情報の収集
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ヘルスステータス LED バーの定義（c-Class サーバーブレードのみ）

フロントパネル LED の電源障害コード

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

POST 実行時の問題のフローチャート

症状

• サーバーが POST を完了しない。

• サーバーがエラーを発生して POST を完了する。

原因

• メモリが正しくインストールされていない。

• アダプターオプション上のファームウェアが古くなっている。

• アダプターがサポートされていない。

• 内部コンポーネントが正しく固定されていない、または障害が発生している。

• ビデオデバイスに障害が発生している。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 6: POST 実行時の問題のフローチャート

詳しくは

電源投入時の問題のフローチャート

サポートケースをオープンにする

POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフローチャー
ト

POST 実行時の問題—起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート

OS 起動時の問題のフローチャート

POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフ
ローチャート

症状

POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動し、起動しない。
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アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。

図 7: POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフロー
チャート

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/gen10-troubleshooting）にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

詳しくは

Active Health System Viewer
サポートケースをオープンにする

ファームウェアの更新
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OS 起動時の問題のフローチャート

POST 実行時の問題—起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート

症状

サーバーが起動しないため、ビデオ出力もない。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。

図 8: POST 実行時の問題—起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

システム電源 LED の定義

接続不良の解決策

サーバーヘルスサマリーの使用
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IML の表示

サポートケースをオープンにする

コンポーネントの LED の定義

ファームウェアの更新

POST 実行時の問題—起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート

症状

サーバーは起動しますが、ビデオ出力がない。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。

図 9: POST 実行時の問題—起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。
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取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

サポートケースをオープンにする

POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフローチャー
ト

POST 実行時の問題—起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート

OS 起動時の問題のフローチャート

症状

インストール済みの OS をサーバーが起動しない。

原因

• OS が壊れている。

• ドライブサブシステムに問題がある。

• UEFI システムユーティリティの設定が正しくない。

• ブート順序に関する問題がある

• ブート順序に含まれる項目に障害が発生した、または取り外された

• UEFI ブートモードがレガシーブートモードとして設定されている

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 10: OS 起動時の問題のフローチャート

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/UEFI/docs）にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してくださ
い。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

UEFI サーバーの PXE ブートに関するガイドライン

UEFI システムユーティリティのドキュメント

接続不良の解決策

サポートケースをオープンにする

Intelligent Provisioning の問題のフローチャート

症状

Intelligent Provisioning（F10 キー）をサーバーが起動しない。
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原因

• Intelligent Provisioning のインストールが壊れている。

• ドライブサブシステムに問題がある。

• UEFI システムユーティリティの設定が正しくない。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。

図 11: Intelligent Provisioning の問題のフローチャート

Intelligent Provisioning について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/intelligentprovisioning-docs）にある Intelligent Provisioning のドキュメントを参照
してください。
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UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/UEFI/docs）にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してくださ
い。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

ドライブの問題（ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ）

オペレーティングシステムの問題および解決

メモリ構成の確認と 小化

サーバーの 小ハードウェア構成への分割

POST 実行時の問題のフローチャート

一般的な診断フローチャート

コントローラーの問題のフローチャート

症状

• コントローラーが UEFI システムユーティリティに表示されない。

• コントローラーが HPE SSA に表示されない。

• エラーが IML にリストされている。

原因

• ハードウェアが物理的に損傷している。

• コントローラーがサーバーでサポートされていない。

• コントローラーが故障している。

• 取り付けられているプロセッサーが、コントローラーが取り付けられている PCIe スロット用ではな
い。

• ファームウェアが古くなっている。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 12: コントローラーの問題のフローチャート

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/gen10-troubleshooting）にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

インストール手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サポートケースをオープンにする

開始前の重要な情報の収集

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

コントローラーおよび Energy Pack ケーブル
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HPE Smart アレイコントローラーの Energy Pack に関する問題

症状

• Energy Pack が認識されない。

• Energy Pack が充電されていない。

• Energy Pack が「障害発生」として報告される。

原因

• Energy Pack がこのサーバーでサポートされていない。

• Energy Pack のケーブルコネクターが正しく接続されていない。

• コントローラーのバックアップ電源ケーブルが、正しく接続されていないか、取り付けられていない。

• Energy Pack に障害が発生している。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

重要: 手順を開始する前に、コントローラーのファームウェアと iLO のファームウェアが 新バー
ジョンであることを確認してください。

1. この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 13: Energy Pack に関する問題のフローチャート

インストール手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

2. Energy Pack の問題によってこの問題が解決しなかった場合は、次のフローチャートの手順に従って
ください。
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図 14: Energy Pack エラーのフローチャート

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

iLO について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo-
docs）にある HPE iLO 5 ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

Energy Pack に関する問題

製品 QuickSpecs
開始前の重要な情報の収集

HPE Smart アレイコントローラーのドキュメント

コントローラーおよび Energy Pack ケーブル

コントローラーの問題のフローチャート

60 診断フローチャート

http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
http://www.hpe.com/support/ilo-docs
http://www.hpe.com/support/ilo-docs


物理ドライブの問題のフローチャート

症状

• ドライブが利用できない。

• POST 実行中にログでドライブエラーが表示される。

原因

• ドライブが故障している。

• ファームウェアが古くなっている。

• ドライブが同じ構成内の他のドライブと一致していない。

• コントローラーが正しく接続されていない。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 15: 物理ドライブの問題のフローチャート

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

インストール手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/gen10-troubleshooting）にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

詳しくは

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI
ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

開始前の重要な情報の収集

トラブルシューティングの資料

コントローラーの問題のフローチャート
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論理ドライブの問題のフローチャート

症状

• POST 実行中、またはログのいずれかで、論理ドライブのエラーが表示される。

• アレイコントローラーに関連付けられている論理ドライブが POST 実行中に表示されない。

原因

• ドライブまたはケーブルが適切に取り付けられていない。

• 関連付けられた物理ドライブが使用できない。

• 論理ドライブが構成されている。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 16: 論理ドライブの問題

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/UEFI/docs）にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してくださ
い。

詳しくは

製品 QuickSpecs
物理ドライブの問題のフローチャート

コントローラーの問題のフローチャート

障害表示のフローチャート
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サーバーの障害表示のフローチャート（ブレードサーバー以外）

症状

• サーバーは起動するが、IML に障害イベントが報告される。

• サーバーは起動するが、システムヘルス LED またはコンポーネントヘルス LED が赤色もしくはオレ
ンジ色である。

原因

• 内部または外部コンポーネントが正しく取り付けられていない、または障害が発生している。

• 取り付けたコンポーネントがサポートされていない。

• 冗長化による障害が発生している。

• システムが温度超過状態にある

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 17: サーバーの障害表示のフローチャート（ブレードサーバー以外）

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

サーバーの LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

電源投入時の問題のフローチャート

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI
ソフトウェアおよび構成ユーティリティ

IML の表示

サポートケースをオープンにする

開始前の重要な情報の収集

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
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物理ドライブの問題のフローチャート

サーバーブレードの障害表示のフローチャート（BL c-Class サーバーブレード用）

症状

• サーバーは起動するが、IML に障害イベントが報告される。

• サーバーは起動するが、システムヘルス LED が赤色もしくはオレンジ色である。

原因

• 内部または外部コンポーネントが正しく取り付けられていない、または障害が発生している。

• 取り付けたコンポーネントがサポートされていない。

• 冗長化による障害が発生している。

• システムが温度超過状態にある

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 18: サーバーブレードの障害表示のフローチャート（BL c-Class サーバーブレード用）

サーバーブレード LED については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/bladesystem-docs）にあるサーバーブレードのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
bladesystem-docs）にある「サーバーブレードのメンテナンス&サービスガイド」を参照してください。

詳しくは

ドライブの問題（ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ）

IML の表示

サーバーブレード電源投入時の問題のフローチャート（BL シリーズのサーバーブレード）

物理ドライブの問題のフローチャート

68 診断フローチャート

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


NIC の問題のフローチャート

症状

• NIC が動作していない。

• NIC 上の 1 つまたは複数のポートが動作していない。

原因

• ファームウェアまたはドライバーが古くなっている、一致していない、または障害が発生している。

• NIC またはケーブルが適切に取り付けられていない。

• NIC、ケーブル、またはその他のハードウェアで障害が発生している。

• ハードウェアコンポーネントが同じ構成でサポートされていない。

• NIC がサーバーではサポートされていない。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 19: NIC の問題のフローチャート（1/2）
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図 20: NIC の問題のフローチャート（2/2）

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/gen10-troubleshooting）にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

サーバーでサポートされる NIC について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/qs）にあるサーバーの QuickSpecs を参照してください。

詳しくは

製品 QuickSpecs
ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サポートケースをオープンにする

開始前の重要な情報の収集

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
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一般的な診断フローチャート

症状

症状が明らかでない場合は、このフローチャートを使用してください。ただし、開始前に、トラブルシュー
ティング時に使用する重要な情報を収集してください。詳しくは、開始前の重要な情報の収集を参照して
ください。

一般的な診断フローチャートは、トラブルシューティングするための包括的な方法を提供します。問題を
確認できない場合、または他のフローチャートを利用して問題を解決できない場合は、以下のフロー
チャートを参照してください。

原因

原因は不明または不明瞭です。

重要: お使いのシステムを変更する場合は必ず Active Health System ログをダウンロードしてくだ
さい。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。
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図 21: 一般的な診断フローチャート

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/
info/gen10-troubleshooting）にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/UEFI/docs）にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してくださ
い。

詳しくは

電源投入時の問題のフローチャート

接続不良の解決策

サービス通知の検索

サーバーの 小ハードウェア構成への分割
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症状情報のチェックリスト

IML の表示

サポートケースをオープンにする

障害表示のフローチャート

POST 実行時の問題のフローチャート
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ハードウェアの問題

すべての ProLiant サーバーに適用される手順
この項で説明する手順は包括的なものであり、ご使用のトラブルシューティングするサーバーがサポート
していないハードウェア機能に関する手順や説明が含まれている場合があります。

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、プロセッサーのトラブルシューティングに関
するガイドラインのガイドラインに必ず従ってください。推奨されているガイドラインに従わない
と、システムボードが損傷してシステムボードの交換が必要になる場合があります。

電力の問題

サーバーの電源が投入されない

症状

サーバーに電源が投入されない。

アクション

1. サーバーヘルスの概要を確認します。

2.「電源投入時の問題のフローチャート」を参照してください。

詳しくは

電源投入時の問題のフローチャート

サーバーヘルスサマリーの使用

電源の問題

症状

サーバーに電源が投入されない。

原因

• サーバーに電源が投入されていない。

• コンポーネントまたはケーブルが正しく接続されていないか、取り付けられていない可能性がある。

• アース付きコンセントが機能していない。

• 電源コードが機能していない。

• 電源ケーブルが機能していない。

• 回路ブレーカーがオフの位置にある。

• ライン電圧が負荷に対して不十分である。

• サーバーをサポートするのに十分な電力が割り当てられていない。
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アクション

1. Power On/Standby ボタンを押して、電源を入れます。

サーバーに、押すと元の位置に戻る Power On/Standby ボタンがある場合は、必ずこのスイッチをしっ
かりと押してください。

2. 接続不良がないことを確認します。

3. 電源装置の電源 LED が点灯していることを確認します。

4. 別のデバイスをアース付きコンセントに接続してコンセントが機能しているかどうかを確認します。

電源が適用される基準を満たすことを確認します。

5. 電源コードを正常に機能することがわかっている電源コードと交換して、損傷していないことを確認
します。

6. 電源ストリップを正常に機能することがわかっている電源ストリップと交換して、損傷していないこ
とを確認します。

7. 適切な回路ブレーカーがオンの位置に設定されていることを確認します。

8. 資格を持つ電気技師に線間電圧を調べてもらい、必要な仕様に準拠しているかどうかを確認します。

9. エンクロージャーダイナミックパワー上限またはエンクロージャー電力制限が、サポートされている
サーバーで有効になっている場合は、サーバーをサポートするために十分な電力が割り当てられてい
ることを確認します。

詳しくは、以下のドキュメントを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpdpc）の『HPE Power
Capping and HPE Dynamic Power Capping for ProLiant servers』テクノロジー概要。

• Hewlett Packard EnterpriseWeb サイト（http://www.hpe.com/support/BladeSystem-docs）の
『HPE BladeSystem Onboard Administrator ユーザーガイド』

詳しくは

システム電源 LED の定義

接続不良の解決策

電源装置の問題

症状

電源装置が機能していないか、正常に動作していない。

原因

• 電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。

• AC 電源が供給されていない。

• 電源装置に障害が発生している。

• 電源装置がスタンバイモードに入っている。

• 電源装置の電流制限を超過した。

• サーバーで電源装置がサポートされていない。
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• 取り付けられているハードウェアの電力が十分でない。

• 冗長電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。

アクション

1. 接続不良がないことを確認します。

2. 電源装置に LED がある場合、各電源装置が正常に動作していることを LED が示しているかどうかを確
認してください。

a. LED が電源装置の問題を示す場合（赤色、オレンジ色、または消灯）は、電源を点検します。

b. 電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

3. 特に、 近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに十分な電力が供給されてい
ることを確認してください。

a. 新しく追加したコンポーネントを取り外します。これにより問題が発生しなくなった場合は、追加
の電源装置が必要です。

b. IML でシステムの情報を調べます。

製品固有の情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）
の HPE Power Advisor を参照してください。

4. 冗長構成を実行する場合は、すべての電源装置のスペア部品番号が同じであり、サーバーがサポート
していることを確認してください。

サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

5. トラブルシューティングについて詳しくは、「電源投入時の問題のフローチャート」を参照してくださ
い。

詳しくは

電源投入時の問題のフローチャート

接続不良の解決策

IML の表示

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

不十分な電源装置の構成

症状

サーバーの電源装置の構成がサーバーの電源要件を満たすのに不十分である。

原因

現在の電源装置の構成がサーバーを操作するのに不十分である。

アクション

1. 電源装置がサーバー構成の電力要件に対応していることを確認します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）
の HPE Power Advisor を参照してください。

2. このサーバーですべての電源装置がサポートされていることを確認します。

3. 電源装置に LED がある場合は、問題があることを示しているかどうか、LED のステータスを確認しま
す。

a. LED が赤色で表示される場合は、電源装置を交換します。

b. LED がオレンジ色で表示される場合、電源装置はスタンバイモードに入っています。

サーバーの電源ボタンを押し続けます。

c. LED が消灯している場合は、電源を点検してください。その後、再度サーバーに電源を入れます。

d. 電源が正常に機能していても、LED が消灯したままの場合は、電源装置を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

4. 特に、 近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに十分な電力が供給されてい
ることを確認してください。

a. システムに十分な電力が供給されていることを確認するには、新しく追加したコンポーネントを取
り外します。

b. 問題が解決したら、そのときに電源装置が必要です。

c. この問題がまだ発生する場合は、IML でシステム情報を確認します。

詳しくは、サーバードキュメントを参照してください。

詳しくは

製品 QuickSpecs
サーバーのメンテナンス&サービスガイド

サーバーのドキュメント

UPS の問題

UPS が正常に動作していない

症状

UPS が正常に動作していない。

原因

• UPS スイッチが ON の位置にない。

• UPS バッテリが適切なレベルまで充電されていない。

• UPS ソフトウェアが 新でない。

• UPS 電源コードが接続されていない。

• UPS 電源コードが UPS およびサーバーが設置されている国/地域に適合したタイプではない。

アクション

1. 操作に適切なレベルまで UPS バッテリが充電されていることを確認します。
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詳しくは、UPS のドキュメントを参照してください。

2. UPS の電源スイッチが ON の位置になっていることを確認します。

スイッチの位置については、UPS のドキュメントを参照してください。

3. UPS のソフトウェアが 新バージョンに更新されていることを確認します。

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/jp/info/rackandpower）にある電源
管理ソフトウェアを使用します。

4. その UPS、およびサーバーが設置されている国/地域に適合したタイプの電源コードが使用されている
ことを確認してください。

仕様については、UPS のリファレンスガイドを参照してください。

5. 電源コードが接続されていることを確認します。

6. 各回路ブレーカーが ON の位置に設定されていることを確認します。また、必要に応じて、ヒューズ
を交換します。

問題が繰り返し発生する場合は、サービス窓口に連絡してください。

7. UPS の LED を調べて、バッテリや設置場所の配線に問題がないかを確認します。

詳しくは、UPS のドキュメントを参照してください。

8. UPS がスリープモードに入ったら、スリープモードを無効にして正常に動作させます。

UPS のスリープモードは、フロントパネルの構成モードでオフにすることができます。

9. バッテリを交換して、過熱により損傷していないかどうかを確認します。 近、空調が停止した場合
は、特にこの手順を実行してください。

注記: UPS バッテリに 適な動作温度は、25°C です。周囲温度が 適な温度よりも平均約 8°C～10°C
上昇するごとに、バッテリの寿命は 50%ずつ短くなります。

バッテリ残量低下の警告が表示される

症状

UPS に低バッテリの警告が表示される。

原因

• バッテリを充電する必要がある

• バッテリの充電に失敗している。

• バッテリが故障している。

アクション

1. UPS をアース付きのコンセントに 24 時間以上接続して、バッテリを充電します。

2. バッテリをテストします。

3. その後、バッテリをテストし、必要に応じて交換します。

4. バッテリの残量が少なくなったことを示す警告が表示されるまでの時間を変更して、アラームを正し
く設定します。
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詳しくは、UPS のドキュメントを参照してください。

UPS の 1 つ以上の LED が赤色で点灯する

症状

1 つ以上の UPS の LED が赤色である。

アクション

製品固有の LED および追加のトラブルシューティングの情報については、UPS のドキュメントを参照し
てください。

一般的なハードウェアの問題

新しいハードウェアの問題

症状

ハードウェアが正常に動作しない。

原因

• サポートされていないハードウェアである。

• メモリバンクに取り付けられているメモリモジュールの数が足りない。

• 新しいデバイスにデータケーブルは接続されているが、電源ケーブルが接続されていない。

アクション

1. 取り付けられているハードウェアがサーバーでサポートされているオプションであることを確認し
ます。必要に応じて、サポートされていないハードウェアを取り外します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある
QuickSpecs を参照してください。

2. 問題の原因がハードウェアリリースの変更ではないことを確認します。

詳しくは、ハードウェアに付属のリリースノートを参照してください。利用できるドキュメントがな
い場合は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）を参
照してください。

3. 新しいハードウェアが正しく取り付けられていることを確認します。

デバイス、サーバー、および OS のドキュメントを参照して、すべての要件が満たされていることを
確認します。

4. メモリ、I/O、および割り込みの競合がないかどうかを確認します。

5. 接続不良がないことを確認します。

6. すべてのケーブルが正しい位置に接続され、ケーブルの長さも正しいことを確認します。

詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

7. 新しいハードウェアコンポーネントを取り付ける際に、他のコンポーネントを誤って外していないか
どうかを確認します。

80 ハードウェアの問題

https://www.hpe.com/info/qs
http://www.hpe.com/support/hpesc


8. デバイスドライバー、ROM のアップデート、パッチなど、必要なすべてのソフトウェアアップデー
トがインストールされていて、 新であることを確認します。ハードウェアの正しいバージョンが取
り付けられていることを確認します。

たとえば、Smart アレイコントローラーを使用している場合、Smart アレイコントローラーの 新の
デバイスドライバーが必要です。正しいドライバーをインストールする前に、不正なドライバーをア
ンインストールしてください。

9. ボードやその他のオプションの取り付けまたは交換後に、UEFI システムユーティリティのハード
ウェアへのすべての変更がシステムで認識されていることを確認します。

新しいハードウェアが適切に構成されていない場合は、構成エラーを示す POST エラーメッセージ
が受信される場合があります。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

10. スイッチの設定がすべて正しく設定されていることを確認します。

詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

11. すべてのボードがサーバーに正しく取り付けられていることを確認します。

12. 新しいハードウェアを取り外します。

詳しくは

接続不良の解決策

サーバーのユーザーガイド

未知の問題

症状

サーバーは正しく機能していないが、特定の原因が不明である。

アクション

1. 問題の原因を示すステータスがあるかどうかを確認するには、サーバーの LED を調べます。

2. サーバーの電源を切り、サーバーから電源ケーブルを外します。サーバーの電源をすべて取り外しま
す。

3. 接続不良がないことを確認します。

4. サーバーのマニュアルに記載されているガイドラインおよび注意事項に従って、サーバーを 小の
ハードウェア構成にします。サーバーの起動に不要なすべてのカードやデバイスを取り外します。

この手順を完了する前に、サーバーを 小のハードウェア構成にするためのガイドラインを参照して
ください。モニターは、サーバーの電源投入プロセスを確認するために接続したままにしておきます。

5. 電源ケーブルを接続しなおし、システムの電源を入れます。

• ビデオが動作しない場合は、このドキュメントに記載されているビデオの問題のトラブルシュー
ティングのトピックを参照してください。
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注意: システムボードの取り外しは、必ず、Hewlett Packard Enterprise のトレーニングを受け
た認定技術者が行ってください。システムボードの交換が必要と思われる場合は、作業を進
める前に Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートまでご連絡ください。詳しくは、
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセスを参照してください。

注意: プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティン
グガイドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドライ
ンに必ず従ってください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損
傷してシステムボードの交換が必要になる場合があります。

• この 小構成でも、システムが稼動しない場合は、主要コンポーネントのいずれかが故障していま
す。ここまでの手順で、プロセッサー、電源装置、およびメモリが機能していることを確認してい
る場合は、システムボードを交換してください。そうでない場合は、各コンポーネントが正常に機
能するかどうかを確認してください。

• システムが起動し、ビデオが動作したら、一度に 1 つずつサーバーに各コンポーネントを戻しま
す。そのコンポーネントが問題の原因かどうかを特定するには、各コンポーネントを追加した後に
サーバーを再起動します。各コンポーネントをサーバーに戻す際は、必ず、サーバーの電源を切
り、サーバーのドキュメントに記載されているガイドラインおよび注意事項に従ってください。

詳しくは

ビデオの問題

接続不良の解決策

サーバーの 小ハードウェア構成への分割

サーバーのドキュメント

プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン

他社製デバイスの問題

症状

• 他社製デバイスがサーバーまたは OS では認識されない。

• 他社製デバイスが予想期待どおりに動作していない。

原因

• サーバーまたは OS でデバイスがサポートされていない。

• デバイスが正しく取り付けられていない。

アクション

1. サーバーおよびオペレーティングシステムがデバイスをサポートしていることを確認します。

詳しくは、QuickSpecs およびオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

2. 新のデバイスドライバーがインストールされていることを確認します。

3. デバイスが正しく取り付けられていることを確認します。

サポートされている PCIe テクノロジーと、スロットの PCIe バスの幅について詳しくは、http://
www.hpe.com/info/qs で入手できるサーバーの QuickSpecs を参照してください。
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デバイスのテスト

手順

1. デバイスをアンインストールします。

デバイスが取り外されているときにサーバーが正常に機能する場合は、以下のいずれかの問題が存在
します。

• デバイスに問題がある。

• デバイスがサーバーでサポートされていない。

• デバイスの別のデバイスと競合する。

2. バス上にデバイスが 1 つしかない場合は、そのバスに別のデバイスを取り付けて、バスが機能してい
るかどうかを確認します。

3. デバイスが正常に機能しているかどうかを確認するには、デバイスを以下の位置に取り付けます。

a. 別のバスの PCIe スロット

b. 同じかまたは同様の設計の正常に機能する別のサーバーの同じスロット

デバイスを取り付けなおすたびにサーバーを再起動してください。

これらのスロットのいずれかでボードが正常に機能する場合は、元のスロットが故障しているかまた
はボードが正しく固定されていませんでした。ボードを元のスロットに取り付けなおして確認してく
ださい。

4. ボード（または、ボードに接続されるデバイス）をテストする場合は、以下の手順に従ってください。

a. 他のボードをすべて取り外して、問題のボードのテストを行います。

b. 問題のボードだけを取り外してサーバーをテストしてみます。

5. NVRAM をクリアします。

6. PCIe デバイスやグラフィックコントローラーの動作に、追加の電力が不要であることを確認します。

詳しくは、デバイスのドキュメントを参照してください。

ドライブの問題（ハードディスクドライブおよびソリッドス
テートドライブ）

ドライブに障害が発生している

症状

ドライブに障害が発生している。

アクション

1.「接続不良」がないことを確認します。

2. 次のコンポーネントについて、アップデートが利用可能かどうかを確認します。
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• Smart アレイコントローラーファームウェア

• Dynamic Smart アレイドライバー

• ホストバスアダプターファームウェア

• エキスパンダーバックプレーン SEP ファームウェア

• システム ROM

3. ドライブまたはバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します。

4. ドライブのデータケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、その SCSI ケー
ブルが機能することを確認します。

5. サーバーの動作時には、ドライブブランクが正しく取り付けられているようにします。

ドライブが過熱し、応答が遅くなったりドライブ障害が発生したりする可能性があります。

6. HPE SSA を実行して、障害が発生したドライブのステータスを確認します。

7. アレイ内の交換用ドライブが同じ容量以上であることを確認します。

8. アレイ内の交換用ドライブが同じドライブタイプ（SAS、SATA、SSD など）であることを確認しま
す。

9. サーバーの電源を切って、入れなおします。

ドライブが表示されたら、必要に応じて、ドライブファームウェアを確認してアップデートします。

詳しくは

HPE Smart Storage Administrator
接続不良の解決策

ドライブが認識されない

症状

ドライブが認識されない。

アクション

1. 電力の問題がないことを確認します。

2. 接続不良がないことを確認します。

3. 以下のコンポーネントで使用可能なアップデートの有無を確認してください。

• Smart アレイコントローラーファームウェア

• HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライバー

• HBA ファームウェア

• エキスパンダーバックプレーン SEP ファームウェア

• システム ROM

4. ドライブまたはバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します。

5. ドライブ LED のステータスを調べて、正常な動作を示していることを確認します。
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サーバー固有のドライブ LED については、サーバーのドキュメントを参照してください。

6. ドライブがサポートされていることを確認します。

7. サーバーの電源を切って、入れなおします。

ドライブが表示されたら、必要に応じて、ドライブファームウェアを確認してアップデートします。

8. ハードディスクドライブを別のベイに取り付けて、ドライブベイが故障していないことを確認しま
す。

9. ドライブが、アレイコントローラー上の交換用ドライブである場合は、元のドライブと同じ種類およ
び同じ容量以上であることを確認します。

10. アレイコントローラーを使用する場合は、アレイ内でドライブが構成されていることを確認します。
HPE SSA を実行します。

11. 正しいコントローラードライバーがインストールされており、コントローラーが、取り付けられてい
るハードディスクドライブをサポートしていることを確認します。

12. ストレージエンクロージャーが使用されている場合は、ストレージエンクロージャーの電源が入って
いることを確認します。

13. SAS スイッチを使用している場合は、Virtual SAS Manager を使用してディスクがサーバーにゾーニ
ングされていることを確認します。

重要: HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 および AHCI は、SAS ドライブをサポートしていま
せん。

14. サーバーに HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 が取り付けられている場合は、UEFI システムユー
ティリティで RAID モードが有効になっていることと、UEFI ブートモードが有効になっていること
を確認します。

詳しくは

製品 QuickSpecs
HPE Smart Storage Administrator
UEFI システムユーティリティ

接続不良の解決策

ホットプラグ対応ドライブ LED の定義

サーバーのドキュメント

データにアクセスできない

症状

ドライブ上のデータにアクセスできない。

原因

• ファイルが壊れている。

• サーバーにウィルスが存在する。

• TPM が取り付けられているが、サーバー上で正しく有効化されていない。
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アクション

1. ファイルが壊れていないことを確認します。オペレーティングシステムに対応した修復ユーティリ
ティを実行してください。

2. サーバーにウィルスが存在しないことを確認してください。 新バージョンのウィルススキャンユー
ティリティを実行してください。

3. TPM が取り付けられ、BitLocker が使用されている場合は、TPM が UEFI システムユーティリティで
有効化されていることを確認します。オペレーティングシステムのドキュメントに記載されている
TPM 交換リカバリ手順を参照してください。

4. TPM が取り付けられている場合は、TPM がサーバーで実行されている OS と互換性があるモード用に
構成されていることを確認してください。OS がサーバーに取り付けられて構成されている TPM の
バージョンをサポートしていることを確認します。

5. TPM 2.0 が取り付けられている場合は、サーバーが UEFI ブートモード用に構成されていることを確認
します。

6. 暗号化されたデータを新しいサーバーに移行する場合は、オペレーティングシステムのドキュメント
に記載されているリカバリ手順に従ってください。

詳しくは

UEFI システムユーティリティ

サーバーの応答時間が通常より遅い

症状

サーバーの応答時間が通常より遅い。

原因

• ドライブがいっぱいである。

• オペレーティングシステムの暗号化テクノロジーが原因でパフォーマンスが低下している。

• 論理ドライブ上でリカバリ動作が保留されている。

アクション

1. ドライブの容量に空きがあることを確認してください。必要に応じて、ドライブの空き容量を増やし
ます。ドライブでは、15%以上の空き容量を確保しておくことをお勧めします。

2. オペレーティングシステムの暗号化テクノロジーに関する情報を調べてください。暗号化テクノロ
ジーがサーバーのパフォーマンスを低下させている可能性があります。詳しくは、オペレーティング
システムのドキュメントを参照してください。

3. HPE SSA を使用して、リカバリ動作が論理ドライブで保留になっていないことを確認します。

詳しくは

HPE Smart Storage Administrator
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HPE SmartDrive アイコンまたは LED によって間違ったドライブに関するエ
ラーが示されるか、POST、HPE SSA、または HPE SSADUCLI でエラーメッ
セージが表示される

症状

• HPE SmartDrive アイコンまたは LED が点灯し、エラーを示している。

• POST、HPE SSA、または HPE SADUCLI にエラーメッセージが表示される。

アクション

ドライブバックプレーンからシステムボードへのケーブル接続が正しいことを確認します。

サーバー固有のケーブル接続については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのユーザーガイド

SSD Smart Wear のエラー

症状

POST メッセージまたは IML メッセージが受信される。

原因

デバイスへの書き込みの 大使用制限に近づいている。

アクション

デバイスを交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

アレイ問題の診断

HPE Smart アレイ SR および MR Gen10 コントローラー用診断ツール

アレイの問題をトラブルシューティングし、アレイに関するフィードバックを生成するには、このセク
ションで説明している診断ツールを使用します。

HPE Smart アレイ SR Gen10 コントローラー用診断ツール

• HPE Smart Storage Administrator（HPE SSA）

HPE SSA にオフラインでアクセスするには、Intelligent Provisioning を使用するか、または SPP ISO
イメージから起動します。また、HPE SSA 実行可能ファイルをダウンロードすることにより、オンラ
インでアクセスすることも可能です。HPE SSA へのアクセスおよび使用について詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある HPE Smart Array SR Controllers Configuration Guide を参
照してください。

• システムイベントログ
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Windows 向け HPE Smart アレイ SR イベント通知サービスは、アレイイベントを Microsoft Windows
システムのイベントログに報告し、コントローラーによって検出された 新のイベントについての詳
細な診断情報を含む Smart アレイシリアルログを記録します。HPE ProLiant Agentless Management
Service は、Linux のイベントログにイベントを報告します。このユーティリティは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトから入手できます。製品情報を求められたら、サーバーのモデル名を入力し
てください。

• インテグレーテッドマネジメントログ（IML）

Smart アレイは、起動中に診断エラーメッセージ（POST メッセージ）を報告し、これらのメッセー
ジを UEFI Health ログおよび iLO 内のインテグレーテッドマネジメントログ（IML）に記録します。多
くの POST メッセージは、修正処置を提示します。POST メッセージについて詳しくは、HPE ProLiant
Gen10 および HPE Synergy⽤のインテグレーテッドマネジメントログメッセージおよびトラブル
シューティングガイドを参照してください。

• HPE iLO

iLO ファームウェアは、オペレーティングシステムとは独立して Smart アレイを継続的に監視し、
IML、iLO Web インターフェイス、iLO RESTful API、および SNMP に障害イベントを記録します。

HPE Smart アレイ MR Gen10 コントローラー用診断ツール

• HPE MR Storage Administrator

HPE MR Storage Administrator には、イベントログメッセージとシステムメッセージが表示されます。
イベントログを表示するには、コントローラーのダッシュボードのアクションメニューの下のイベン
トログの表示をクリックします。イベントログのアクションメニューでは、ログファイルのダウン
ロードと消去が行えます。システムメッセージを表示するには、ベルアイコンをクリックします。
ウィンドウの上部にメッセージが表示されます。

• システムイベントログ

HPE MR Storage Administrator は、Microsoft Windows システムのイベントログ内のアプリケーション
領域にアレイイベントを報告します。このイベントログには、コントローラーで発生した 近のイベ
ントの詳細な診断情報が含まれています。Linux では、システムイベントログは/var/log/messages
に保存されます。VMware では、システムイベントログは/var/log/vmkernel.logに保存されま
す。

ストレージコントローラーの問題

一般的なコントローラーの問題

症状

• POST プロセス中にコントローラーが表示されない。

• POST プロセス中にコントローラーにエラーが表示される。

原因

• ハードウェアが物理的に損傷している。

• コントローラーがサーバーでサポートされていない。

• コントローラーが正しく固定されていない。
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• コントローラーが故障している。

• ファームウェアが古くなっている。

アクション

1. コントローラーがサーバーでサポートされていることを確認します。

サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

2. コントローラーが物理的に損傷していないことを確認します。

3. コントローラーがシステム BIOS で認識されている場合は、コントローラーを取り付けなおします。

4. コントローラーの診断を実行し、表示された手順に従います。

5. ファームウェアをアップデートします。

6. Active Health System ログをダウンロードし、AHSV を使用して問題を読み取り、診断し、解決しま
す。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）に
ある Active Health System Viewer User Guide を参照してください。

7. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。

8. コントローラーを交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サポートケースをオープンにする

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

コントローラーの冗長化が失われた

症状

• POST プロセス中にコントローラーにエラーが表示される。

• キャッシュが無効になっている。

原因

• 1 つまたは複数のコントローラー上のハードウェアが物理的に損傷している。

• 1 つまたは複数のコントローラーがサーバーでサポートされていない。

• コントローラーに冗長操作の互換性がない。

• 1 つまたは複数のコントローラーが正しく取り付けられていない。

• 1 つまたは複数のコントローラー上のファームウェアが古いか、互換性がない。

• Energy Pack が取り付けられていない。
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• Energy Pack がシステムボードに適切に接続されていない。

• コントローラーのバックアップ電源ケーブルが、コントローラーから PCIe ライザーボードに接続され
ていません。

アクション

1. コントローラーがサーバーでサポートされていることを確認します。

2. 両方のコントローラーが正しく取り付けられているか、固定されていることを確認します。

3. コントローラーが互換性のあるコントローラーモデルであることを確認します。

4. コントローラーのファームウェアバージョンに互換性があり、 新バージョンであることを確認しま
す。

5. コントローラーのキャッシュサイズに互換性があることを確認します。

6. Energy Pack が適切に取り付けられ、接続されていることを確認します。

7. すべてのコントローラーケーブルが正しく接続されていることを確認します。

8. 問題が解決されない場合は、Active Health System ログをダウンロードします。

9. Hewlett Packard Enterprise のテクニカルサポートに連絡してください。

詳しくは

Active Health System ログ

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

RAID モードでアクセスされるドライブ上のデータが、非 RAID モードからアク
セスされるデータと互換性を持たない

症状

RAID モードでアクセスされるドライブ上にあるデータには、非 RAID モードからアクセスされるデータ
との互換性がなく、非 RAID モードでアクセスされるドライブ上にあるデータには、RAID モードからア
クセスされるデータとの互換性がない。

アクション

Hewlett Packard Enterprise では、同じモード（RAID モードまたは非 RAID モード）が有効のときにのみ
ドライブデータにアクセスすることをお勧めします。ドライブのデータをバックアップし、リストアして
ください。

ドライブを新しいサーバーまたは JBOD に移動すると、Smart アレイコントロー
ラーが論理ドライブを表示しない

症状

ドライブを新しいサーバーまたは JBOD に移動すると、Smart アレイコントローラーが論理ドライブを表
示しない。

原因

ドライブの移行に関する問題が発生した。
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アクション

ドライブを移行する際に、ドライブローミングに関するすべてのルールが守られていることを確認してく
ださい。

詳しくは

ドライブローミング

ドライブローミング

ドライブローミング機能により、データの可用性を維持しながら、ディスクドライブおよびアレイを移動
することができます。新しいベイ位置が同じコントローラーからアクセス可能であるかぎり、構成済みの
論理ドライブに含まれる 1 台または複数のディスクドライブを、異なるベイ位置に移動することができま
す。さらに、1 つのアレイ全体をあるコントローラーから別のコントローラーに移動できます。これは異
なったサーバーに搭載されているコントローラー間でも可能です。物理ドライブを新しいベイ位置に移
動するには、論理ドライブのステータスが正常である必要があります。

ドライブローミングは、オフライン機能です。サーバーがオンラインのときにアレイを削除して新しい物
理位置に移動させる方法はありません。

10 SFF（2.5 型）ドライブバックプレーンまたは 12 LFF（3.5 型）ドライブバッ
クプレーンを備えるサーバーでデータ障害またはディスクエラーが発生する

症状

10 SFF（2.5 型）または 12 LFF（3.5 型）ドライブバックプレーンを備えるサーバーでデータ障害または
ディスクエラーが発生する。

原因

ドライブバックプレーンがコントローラーに正しくケーブル接続されていない。

アクション

ドライブバックプレーンポートが 1 つのコントローラーのみに接続されていることを確認します。

バックプレーンをコントローラーに接続するために必要なケーブルは 1 本だけです。バックプレーンの
2 つ目のポートをコントローラーにケーブル接続すると、追加の帯域幅が提供されます。

詳しくは

サーバーのユーザーガイド

RAID モードが無効の場合に HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブが検
出されない

症状

RAID モードが無効の場合に、HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブが検出されない。

原因

サーバーで HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブが有効になっており、UEFI システムユーティリ
ティで RAID モードが無効になっている場合、ドライブは AHCI ドライブまたは HPE H220i ドライブとし
て表示され、RAID コントローラーは POST またはデバイスマネージャーで検出されません。RAID モー
ドが有効になっている場合、ドライブは HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブとして表示されま
す。
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アクション

1. サーバーを再起動します。

2. POST 実行中に F9（システムユーティリティ）キーを押して、UEFI システムユーティリティにアク
セスします。

3. システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ストレージオプション > SATA コントロー
ラーオプション > 内蔵 SATA 構成 > Smart アレイ SW RAID サポートの順に選択し、Enter を押しま
す。

4. SATA コントローラーオプション画面で、内蔵 SATA 構成オプションについて、ドロップダウンメ
ニューから Smart アレイ SW RAID サポートを選択して、OK をクリックします。

「重要：Smartアレイ SW RAIDはブートモードがレガシー BIOSモードで設定されている場合はサ
ポートされません。」という警告メッセージが表示された場合は、OK をクリックします。

5. F12 キーを押します。保存して終了します。

6. 変更を保存をクリックして、変更を保存します。

7. 再起動をクリックします。

HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブが認識されない

症状

OS のインストール時に、OS のインストールが HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブを認識しな
い。

アクション

HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライバーを手動でインストールします。

詳しくは、コントローラーのドキュメントを参照してください。

ファンと温度の問題

一般的なファンの問題

症状

ファンが正常に動作しない。

原因

• ファンが正しく固定されていない。

• ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。

• サーバーの通気が正しく確保されていない。

• 1 つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。

• 必要なファンブランクが取り付けられていない。

• POST 実行中または IML にエラーメッセージが表示される。

• 1 つまたは複数のファンが動作していない。
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アクション

1. ファンが正しく固定され動作していることを確認します。

a. サーバーのドキュメントの手順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、ファンにアク
セスして、ファンを交換します。

b. 正しい手順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。

c. アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。

2. ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。

3. 通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま長時間サーバーを稼動させ
ている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があります。

4. サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を示す POST エラーメッセージが表示されてい
ないことを確認します。

5. iLO またはオプションの IML ビューアーを使用して IML を参照し、ファンに関するイベントリストエ
ラーメッセージが示されていないかどうかを確認します。

6. iLO の Web インターフェイスのナビゲーションツリーで電力&温度をクリックします。

a. ファンタブをクリックし、ファンのステータスと速度を確認します。

b. 温度タブをクリックし、温度タブで各場所の温度表示値を確認します。ホットスポットが見つ
かった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。

ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相対温度です。ホットス
ポットは、センサー上の温度タブに一覧表示されている警告しきい値の 3°C 以内の温度として定
義されます。

7. 動作していない必要なファンを交換してサーバーを再起動します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

8. すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。

9. ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。

10. HPE BladeSystem c-Class エンクロージャーのファンの問題については、Onboard Administrator
SHOW ALLのファンのセクションと、FAN FRU低レベルファームウェアを確認してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/
BladeSystem_Enclosure_TSG_en）にある HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting
Guide を参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

トラブルシューティングの資料

ファンが予想よりも高速で回転している

症状

ファンが予想よりも高速で回転している。
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原因

• システムの温度センサーが警告しきい値の約 10°C 以内を示している。

• エアバッフルまたはブランクが見つからないか、正しく取り付けられていないことが原因で、通気が
妨げられている。

• プロセッサーヒートシンクがサーバーのドキュメントの指示どおりに取り付けられていない。

• サポートされているファンがサーバーに取り付けられていない。

アクション

1. iLO ファームウェア、システム BIOS、オプションのファームウェアなど、 新のファームウェアバー
ジョンにサーバーを更新します。

2. 温度タブを確認します。センサーの温度が警告しきい値の約 10°C 以内である場合は、ファンの速度が
速くなる可能性があります。

3. ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランク、電源装置ブランクなど、すべてのエアバッ
フルおよび必要なブランクが取り付けられていることを確認します。

4. 正しいプロセッサーヒートシンクが取り付けられていることを確認します。

5. システムで標準ファンとパフォーマンスファンの両方がサポートされている場合は、正しいファンが
取り付けられていることを確認します。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サーバーのドキュメント

過剰なファンの雑音（高速）

症状

ファンが過剰な雑音を出しながら高速で回転している。

原因

ファンが（予想どおりに）高速で回転している場合や、ファンに問題がある場合は低速度時に、雑音が発
生する可能性がある。

アクション

1. iLO の Web インターフェイスのナビゲーションツリーで電力&温度をクリックします。

2. ファンタブをクリックします。

3. ファンのステータスとファンの速度を確認します。

ファンの速度が 60%を超えると、騒音になると予想されます。

4. ファンが予想よりも高速で回転している場合は、「ファンが予想よりも高速で回転している」を参照し
てください。

詳しくは

サーバーのドキュメント

ファンが予想よりも高速で回転している
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過剰なファンの雑音（低速）

症状

異常なガタガタという雑音がファンの低速時に確認される。

アクション

ファンを交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

ホットプラグ対応ファンの問題

症状

ホットプラグ対応ファンが正常に機能していない。

アクション

1. LED を調べて、ホットプラグ対応ファンが動作していることを確認します。

LED については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/docs）にあ
るサーバーのドキュメントを参照してください。

注記: 冗長ファンを搭載するサーバーの場合、バックアップファンが定期的に回転して機能のテストを
行う場合があります。これは冗長ファンの正常な動作の一部です。

2. POST エラーメッセージが表示されていないことを確認します。

POST エラーメッセージが表示されている場合は、エラーを解決するために必要な手順を完了します。

3. ホットプラグ対応ファンがサーバーの要件を満たしていることを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/docs）にあるサー
バーのドキュメントを参照してください。

詳しくは

サーバーのドキュメント

HPE BladeSystem c-Class エンクロージャーのファンが高速回転している

症状

他のエンクロージャーのファンは通常の速度で回転しているのに、HPE BladeSystem c-Class エンクロー
ジャーのファンはすべて高速で回転している。

アクション

1. すべてのファン LED が緑色で点灯しているのに、シャーシのファンが通常の速度ではなく高速で回転
している場合は、Onboard Administrator または iLO から次の情報を調べてください。
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• OA SHOW ALL コマンドの出力のファンのセクションを調べて、より多くのファン回転速度を消費
しているファンゾーンを確認します。

• そのファンゾーン内の影響を受けるサーバーに関する仮想ファン値を調べて、多くのファン回転速
度を消費しているサーバーを特定します。

可能性のある原因としては、ROMBIOS または iLO ファームウェアが古いことや、サーバーが POST
の実行または再起動を繰り返していることがあります。

1 台のファンが約 80%で動作しており、Onboard Administrator をリセットして問題が解決する場合は、
Onboard Administrator ファームウェア 3.60 以降にアップグレードして問題を解決します。

詳しくは、HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide（Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト）を確認してください。

メモリの問題

一般的なメモリの問題

症状

DIMM エラーが発生したか、DIMM の障害が発生した。

原因

• メモリがサーバーの要件を満たしていない。

• DIMM の障害が発生した。

• 他社製のメモリがサーバーに取り付けられている。

• DIMM が正しく固定されていない。

アクション

1. DIMM がサーバーの要件を満たしていることと、サーバーで指示されている手順に従って取り付けら
れていることを確認してください。
サーバーには、メモリチャネルにメモリモジュールをすべて取り付ける必要がある、メモリチャネル
内のすべてのメモリモジュールのサイズ、種類、および速度が同一でなければならないなどの要件が
あります。

2. 他社製のメモリをすべて取り外してください。

3. メモリスロットに対応するサーバーの LED をすべて確認してください。

4. システム ROM を 新バージョンに更新します。

5. DIMM を取り付けなおしてください。

6. メモリ構成を確認して 小にしてください。DIMM を取り扱う際は注意が必要です。

7. DIMM を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

メモリ構成の確認と 小化

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート
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DIMM の取り扱いのガイドライン

サーバーのユーザーガイド

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

メモリ構成の確認と 小化

メモリの問題をトラブルシューティングする際は、障害のある DIMM を判別するために 小構成で DIMM
を特定する必要がある場合があります。

前提条件
DIMM を取り扱う際は注意が必要です。

手順

1. DIMM に障害があるか確認できない場合は、他のすべての DIMM を取り外して各チャネルの DIMM を
テストしてください。

2. チャネルにある各 DIMM を正常に動作している DIMM と交換して、障害のある DIMM を特定してくだ
さい。

詳しくは

DIMM の取り扱いのガイドライン

サーバーのメモリ容量の不足

症状

• サーバーのメモリが不足している。

• POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。

原因

• メモリが適切に構成されていない。

• OS エラーが示されている。

アクション

1. メモリが正しく構成されていることを確認します。詳しくは、製品のドキュメントを参照して、メモ
リの構成要件を確認してください。

2. オペレーティングシステムエラーが示されていないことを確認します。

3. システム ROM を 新バージョンに更新します。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

DIMM の構成エラー

症状

POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。
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原因

• サーバー用に構成されているアドバンストメモリプロテクション設定が DIMM 構成でサポートされて
いない。

• メモリチャネルが正しい順序で取り付けられていなかった。

• サポートされていない DIMM がサーバーに取り付けられている。

• 対応するプロセッサーが取り付けられていない。

アクション

1. DIMM の取り付けガイドに従って、DIMM が取り付けられていることを確認します。

2. DIMM の取り付けガイドに従って、アドバンストメモリプロテクションが設定され、DIMM が取り付け
られていることを確認します。

3. DIMM がサーバーでサポートされていることを確認します。

サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

4. サーバー上のすべての DIMM に関連付けられたプロセッサーが取り付けられていることを確認しま
す。

5. システム ROM を 新バージョンに更新します。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

DIMM および NVDIMM の取り付け情報

サーバーのユーザーガイド

サーバーが既存のメモリを認識できない

症状

既存のメモリがサーバーで認識されない。

原因

• サーバーに取り付けられているプロセッサーがサーバーでサポートされていない。

• サーバーに取り付けられているすべての DIMM に関連付けられたプロセッサーが取り付けられていな
い。

• メモリが適切に構成されていない。

• DIMM が劣化している。

• DIMM が正しく取り付けられていないか、固定されていない。

アクション

1. 取り付けられている DIMM に関連付けられたプロセッサーがサーバーでサポートされていることを確
認します。
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サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

2. サーバーのすべての DIMM に関連付けられたプロセッサーが取り付けられていることを確認します。

詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

3. メモリが正しく構成されていることを確認します。

4. メモリを取り付けなおします。

重要: DIMM を取り扱う際は注意が必要です。詳しくは、「DIMM の取り扱いのガイドライン」を
参照してください。

5. 劣化した DIMM をすべて交換します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

6. システム ROM を更新します。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サーバーのユーザーガイド

DIMM の取り扱いのガイドライン

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

サーバーが新しいメモリを認識できない

症状

サーバーに取り付けられている新しいメモリがサーバーで認識されない。

原因

• このサーバーでメモリがサポートされていない。

• メモリがサーバーの要件に従って取り付けられていない。

• サーバーのメモリ制限を超過した。

• サーバーでプロセッサーがサポートされていない。

• メモリが正しく取り付けられていないか、固定されていない。

アクション

1. メモリがサーバーに適したタイプであることを確認します。

サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

2. メモリがサーバーの要件に従って取り付けられていることを確認します。

3. サーバーまたはオペレーティングシステムで許容されるメモリ容量を超えていないことを確認しま
す。

4. サーバーがプロセッサーコアの数をサポートしていることを確認します。

一部のサーバーモデルでは、32 コアしかサポートしていないために、認識されるメモリ容量が減少
する場合があります。
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5. IML にイベントリストエラーメッセージが表示されていないことを確認します。

6. メモリが正しく固定されていることを確認します。

7. 既存のメモリとの競合がないことを確認します。サーバーのセットアップユーティリティを実行し
ます。

8. 正常に機能することがわかっているサーバーにメモリを取り付けて、メモリをテストします。

メモリが、メモリをテストする新しいサーバーの要件を満たしていることを確認します。

9. システム ROM を 新バージョンに更新します。

10. メモリを交換します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サーバーのユーザーガイド

インテグレーテッドマネジメントログ

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

DIMM の取り扱いのガイドライン

訂正不能なメモリエラー

症状

• POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。

• STOP エラーまたはブルースクリーン（Windows）

• パープルスクリーン（Linux）

• Linux カーネルパニック

• システムの「ハング」

• システムの「フリーズ」

• ASR

• サーバーが予期せずに再起動したり、電源が切断したりする

• パリティエラーが発生する

原因

• DIMM が正しく取り付けられていないか、固定されていない。

• DIMM の障害が発生した。

アクション

1. DIMM を取り付けなおしてください。

2. システム ROM を 新バージョンに更新します。

3. それでも問題が解決されない場合は、DIMM を交換します。
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詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

DIMM の取り扱いのガイドライン

訂正可能なメモリエラーのしきい値を超過した

症状

• パフォーマンスが低下している。

• メモリ LED がオレンジ色である。

• 他の症状なしで ECC エラーが発生する。

原因

• DIMM が正しく取り付けられていないか、固定されていない。

• DIMM の障害が発生した。

アクション

1. システム ROM を 新バージョンに更新します。

2. DIMM を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

DIMM の取り扱いのガイドライン

HPE Persistent Memory に関する問題

HPE Persistent Memory モジュールの残存寿命パーセントの警告

症状

IML メッセージが表示される。

原因

• HPE Persistent Memory モジュール（PMM）は指定された残存寿命が、低いパーセントになっている
ことを報告しています。ブロックスワッピングは近い将来エラーから回復することが不可能になり、
データが失われる可能性があります。

• HPE Persistent Memory モジュールは指定された残存寿命が、非常に低い値まで低下し、まもなく交
換を必要とすると報告しています。
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アクション

1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。

2. HPE Persistent Memory モジュールの不揮発性領域に保存されたすべてのデータをバックアップして
ください。

3. HPE Persistent Memory モジュールを交換します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用のコンピュートモジュールのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

HPE Persistent Memory モジュールの構成エラー

症状

インストールされているメモリオプション（DIMM または PMM）が現在の構成でサポートされていない、
またはメモリオプションが構成の正しい場所に取り付けられていないことを示すエラーメッセージが表
示されます。

原因

• 取り付けられているメモリオプションが、現在の構成でサポートされていません。

• サポートされている構成で、メモリオプションが取り付けられていません。

アクション

1. 正しい構成を使用していることを確認するには、ご使用のサーバーのメモリ取り付けルールを確認し
てください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-
population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

2. エラーメッセージに示されているメモリオプションを取り外します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用のコンピュートモジュールのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

3. サポートされているメモリオプションをサーバーに取り付けます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用のコンピュートモジュールのユーザーガイドを参照してください。

4. システムユーティリティメニューで、構成を確認して必要な変更を行ってください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemory-
docs）にある「HPE Persistent Memory User Guide」を参照してください。

詳しくは

サポートケースをオープンにする

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

サーバーのユーザーガイド
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HPE Persistent Memory モジュールの目標構成エラー

症状

目標構成の適用に問題があることを示すエラーメッセージが表示されます。

原因

• リクエストされたメモリで、目標構成を適用できませんでした。

• 目標構成を適用しようとしたときに、DIMM または DIMM 構成が失われたか、マップから解除されま
した。

アクション

1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。

2. すべての HPE Persistent Memory モジュールが正常な状態であり、同じファームウェアリビジョンで
あることを確認してください。

3. HPE Persistent Memory エラーログを確認し、追加情報がないか調べてください。

4. 目標構成を構築するために、サポートされている HPE Persistent Memory ツールが使用されたかを確
認してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/persistentmemory-
docs）にある「HPE Persistent Memory User Guide」を参照してください。

5. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。

詳しくは

サポートケースをオープンにする

インテグレーテッドマネジメントログ

HPE Persistent Memory モジュールメモリのヘルスエラー

症状

次のメモリのヘルスエラーを示すエラーメッセージが表示されます。

• HPE Persistent Memory モジュールは、使用可能なウェアレベリングの終了に近づいています。

• HPE Persistent Memory モジュールに重大なエラーが発生しており、動作しなくなった可能性があり
ます。

• HPE Persistent Memory モジュールに問題が発生したため、耐障害性がなくなっています。

原因

次のいずれかの理由により、HPE Persistent Memory モジュールは異常なヘルスステータスを報告してい
ます。
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• 使用可能なスペアブロックの数が少ないか、スペアブロックが存在しない

• パッケージのスペアリング

• 重大な内部障害

アクション

1. エラーに関連するイベントのインテグレーテッドマネジメントログを確認し、推奨される操作に従っ
てください。

2. HPE Persistent Memory モジュールの不揮発性領域に保存されたすべてのデータをバックアップして
ください。

3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。

4. 問題が解決されない場合は、HPE Persistent Memory モジュールを交換してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）に
あるご使用のコンピュートモジュールのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サポートケースをオープンにする

インテグレーテッドマネジメントログ

NVDIMM の問題

NVDIMM 取り付けのエラー

症状

• POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。

• システムが停止する。

原因

• サポートされていない数の NVDIMM がサーバー上に取り付けられている。

• サポートされていない DIMM がサーバーに取り付けられている。

• サポートされていない DIMM タイプがサーバーに混在している。

• NVDIMM および RDIMM が正しい順序で取り付けられていません。

• 取り付けのガイドラインに従ってプロセッサー 1 に標準 DIMM を 1 つ以上取り付ける必要があります
が、取り付けられていません。

• サーバーに HPE Smart ストレージハイブリッドコンデンサーが取り付けられている。
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アクション

1. IML で、NVDIMM が無効になっている理由を示している可能性があるメッセージを確認します。エ
ラーメッセージに記載されている手順を実行します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/gen10-
troubleshooting）にあるご使用のサーバーのエラーメッセージガイドを参照してください。

2. 取り付けのガイドラインに従って、すべての DIMM が取り付けられていることを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/docs/memory-
population-rules）にあるメモリの取り付けに関するルールを参照してください。

3. 構成でサポートされていない DIMM タイプをすべて削除します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

4. サーバーに HPE Smart ストレージバッテリが適切に取り付けられていることを確認します。

HPE Smart ストレージハイブリッドコンデンサーでは、NVDIMM はサポートされません。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

DIMM の取り扱いのガイドライン

NVDIMM は無効になっている

症状

• すべての NVDIMM が無効になっている。

• プロセッサーのすべての NVDIMM が無効になっている。

原因

• ノードインタリービングが有効になっている。

• NVDIMM が取り付けられていると、現在の AMP モードがサポートされない。

• サーバーに新しい NVDIMM が取り付けられた。

• 使用可能なバックアップ電源が装備されていないスロットに NVDIMM が取り付けられた。

アクション

1. IML で、NVDIMM が無効になっている理由を示している可能性があるメッセージを確認します。エ
ラーメッセージに記載されている手順を実行します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/gen10-
troubleshooting）にあるご使用のサーバーのエラーメッセージガイドを参照してください。

2. UEFI システムユーティリティ設定が NVDIMM をサポートするように構成されていることを確認しま
す。
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• UEFI システムユーティリティでノードインタリービングが有効になっている場合、設定を無効に
変更します。

• アドバンストメモリプロテクションがアドバンスト ECC サポート以外の設定に設定されている場
合は、設定をアドバンスト ECC サポートに変更します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

3. サーバーに新しい NVDIMM を取り付けた場合、NVDIMM をサニタイズして NVDIMM を使用できるよ
うにします。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs）
にある HPE 16GB NVDIMM User Guide を参照してください。

4. NVDIMM が NVDIMM をサポートしているスロットに取り付けられていることを確認します。
NVDIMM を NVDIMM がサポートされているスロットに移動します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

5. サポートされている HPE Smart ストレージバッテリがサーバーに適切に取り付けられ、動作している
ことを確認します。

サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

トラブルシューティングの資料

不揮発性メモリドライブが OS に表示されない

症状

不揮発性メモリドライブが OS に表示されない場合、この症状は通常、基になる NVDIMM がマップから
除外されていることを示します。

原因

訂正不能メモリエラーは NVDIMM に存在し、アドレス範囲のスクラブが有効ではありません。

アクション

1. UEFI システムユーティリティで、不揮発性メモリアドレス範囲スクラブオプションを有効に設定しま
す。

a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリ
オプション > 不揮発性メモリオプション > 不揮発性メモリの整合性チェックの順に選択します。

b. 有効を選択します。

c. 設定を保存します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

不揮発性メモリドライブが読み取り専用である

症状

「読み取り専用」とマークされた不揮発性メモリドライブは通常、検出された基になる NVDIMM がブート
プロセス中のバックアップ用に装備されていない。

解決方法 1

原因

• 以前のバックアップ操作が失敗した。

• 現在のリストア操作が失敗した。

• 一般的な装備エラーが発生した。

• 消去エラーが発生した。

• NVDIMM コントローラーのエラーが発生した。

アクション

IML で障害またはエラーの原因を確認します。IML で推奨される処置を実行します。

解決方法 2

原因

不揮発性メモリのバックアップ電源要件が、使用可能なバックアップバッテリ電力を超えている。

アクション

近サーバーに追加された任意のハードウェアを削除します。

解決方法 3

原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがユーザーによってスキップ
された。

アクション

システムを再起動し、バックアップのエネルギーソースが十分に充電されるまで待ちます。

解決方法 4

原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがタイムアウトになった。
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アクション

1. IML で追加のバックアップ電源に関連するメッセージを確認し、推奨される処置を実行します。

2. それでもまだ問題が起きる場合は、バックアップ電源を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

不揮発性メモリドライブが不揮発性を失う

症状

不揮発性メモリドライブが、OS の起動後、データを保持する機能を失う可能性がある。このイベントが
発生すると、サーバーは OS に通知する。このイベントの処理は、OS とバージョンによって異なる。

解決方法 1

原因

不揮発性メモリアドレス範囲スクラブエラーのしきい値を超えている。

アクション

UEFI システムユーティリティを使用して、バックアップストレージデバイスを再初期化します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご使
用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

解決方法 2

原因

バックアップ電源の容量は、バックアップ操作をサポートしていません。

アクション

1. IML を調べて、バックアップ電源のエラーを確認します。

2. IML に示されたバックアップ電源装置を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

解決方法 3

原因

実行時に NVDIMM コントローラーのエラーが発生した。

アクション

1. IML を調べて、NVDIMM コントローラーのエラーを確認します。

2. IML に示された手順を実行します。
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詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

HPE スケーラブル不揮発性メモリの問題

不揮発性メモリドライブが OS に表示されない

症状

不揮発性メモリドライブが OS に表示されない。この症状は通常、基になる NVDIMM がマップから除外
されていることを示します。

解決方法 1

原因

訂正不能メモリエラーは論理 NVDIMM に存在し、アドレス範囲のスクラブが有効ではありません。

アクション

1. UEFI システムユーティリティで、不揮発性メモリアドレス範囲スクラブオプションを有効に設定しま
す。

a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリ
オプション > 不揮発性メモリオプション > 不揮発性メモリの整合性チェックの順に選択します。

b. 有効を選択します。

c. 設定を保存します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

解決方法 2

原因

無効な構成データが 1 つまたは複数のバックアップストレージデバイスに存在する。

アクション

バックアップストレージデバイスを初期化します。

解決方法 3

原因

サーバー上で物理メモリが不足している。

アクション

• IML でメモリ障害を確認し、推奨される処置を実行します。

• メモリを増設します。

詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。
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解決方法 4

原因

物理 NVDIMM がサーバーに取り付けられているために、スケーラブル不揮発性メモリ機能が無効になっ
ている。

アクション

サーバーから物理 NVDIMM を取り外します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

サーバーのユーザーガイド

DIMM の取り扱いのガイドライン

不揮発性メモリドライブが読み取り専用である

症状

「読み取り専用」とマークされた不揮発性メモリドライブは通常、検出された基になる NVDIMM がブート
プロセス中のバックアップ用に装備されていない。

解決方法 1

原因

以前のバックアップ操作が失敗した。

アクション

IML でバックアップ障害の原因を確認し、推奨される処置を実行します。

解決方法 2

原因

現在のリストア操作が失敗した。

アクション

IML でリストア障害の原因を確認し、推奨される処置を実行します。

解決方法 3

原因

一般的なスケーラブルな不揮発性 NVDIMM 装備エラーが発生した。
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アクション

IML でその他のエラーをチェックし、推奨される処置を実行します。

解決方法 4

原因

不揮発性メモリのバックアップ電源要件が、使用可能なバックアップバッテリ電力を超えている。

アクション

近サーバーに追加された任意のハードウェアを削除します。

解決方法 5

原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがユーザーによってスキップ
された。

アクション

システムを再起動し、バックアップのエネルギーソースが十分に充電されるまで待ちます。

解決方法 6

原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがタイムアウトになった。

アクション

1. IML で追加のバックアップ電源に関連するメッセージを確認し、推奨される処置を実行します。

2. それでもまだ問題が起きる場合は、バックアップ電源を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

解決方法 7

原因

バックアップ電源の容量は、Scalable Persistent Memory バックアップ操作をサポートできなくなりまし
た。

アクション

1. IML でバックアップ電源エラーを確認します。

2. IML に示されたバックアップ電源装置を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド
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不揮発性メモリドライブが不揮発性を失う

症状

不揮発性メモリドライブが、OS の起動後、データを保持する機能を失う可能性がある。このイベントが
発生すると、 サーバーは OS に通知する。このイベントの処理は、OS とバージョンによって異なる。

解決方法 1

原因

不揮発性メモリアドレス範囲スクラブエラーのしきい値を超えている。

アクション

UEFI システムユーティリティを使用して、バックアップストレージデバイスを再初期化します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にあるご使
用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

解決方法 2

原因

バックアップ電源の容量は、スケーラブルな不揮発性メモリのバックアップ操作をサポートしていませ
ん。

アクション

1. IML を調べて、バックアップ電源のエラーを確認します。

2. IML に示されたバックアップ電源装置を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

HPE スケーラブル不揮発性メモリのバックアップおよびリストア障害

症状

スケーラブル不揮発性メモリのバックアップまたはリストア操作時に障害が発生する。通常この症状は、
ハードウェアエラーおよび障害が原因で発生します。

解決方法 1

原因

バックアップストレージデバイスで障害が発生する。

アクション

1. 障害が発生したバックアップストレージデバイスを示すメッセージを見つけるには、IML を確認しま
す。

2. IML によって示される障害が発生したバックアップストレージデバイスを交換します。
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詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

解決方法 2

原因

バックアップストレージデバイスが見つからない。

アクション

1. 見つからないバックアップストレージデバイスを示すメッセージを見つけるには、IML を確認します。

2. IML によって示される障害が発生したバックアップストレージデバイスを交換します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

解決方法 3

原因

Persistent Memory のバックアップ所要電力が使用可能なバッテリ電力を超えている。

アクション

近サーバーに追加された任意のハードウェアを削除します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

解決方法 4

原因

バックアップ電源が十分に充電されておらず、充電プロセスがユーザーによってスキップされた。

アクション

サーバーを再起動し、バックアップ電源が十分に充電されるまで待ちます。

解決方法 5

原因

バックアップ電源が十分に充電されておらず、充電プロセスがタイムアウトになった。

アクション

1. IML で追加のバックアップ電源に関連するメッセージを確認します。

2. IML に示された処置を実行します。

3. それでもまだ問題が起きる場合は、バックアップ電源を交換してください。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド
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スケーラブル不揮発性メモリを構成できない

原因

物理 NVDIMM-N がサーバーに取り付けられているために、HPE スケーラブル不揮発性メモリ機能が無効
になっている。

アクション

サーバーから物理 NVDIMM-N を取り外します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

DIMM の取り扱いのガイドライン

プロセッサーの問題

プロセッサーのトラブルシューティング

症状

POST エラーメッセージまたは IML メッセージが受信される。

原因

• 1 つまたは複数のプロセッサーがサーバーでサポートされていない。

• プロセッサーの構成がサーバーでサポートされていない。

• サーバーの ROM が 新でない。

• プロセッサーが正しく固定されていない。

• プロセッサーの障害が発生した。

注意: プロセッサーやシステムボードの損傷を防止するために、この サーバー のプロセッサーの交
換や取り付けは、認定された担当者のみが行ってください。

プロセッサーを含む手順を実行する前に、プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン
を確認してください。

この手順の一部では、認定サービスプロバイダーが必要となる場合があります。このセクションで提供さ
れている手順については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

アクション

1. 各プロセッサーが、サーバーによってサポートされており、サーバーのドキュメントの指示どおりに
取り付けられていることを確認します。

プロセッサーソケットには、特定の取り付け手順が必要です。サポートされるプロセッサーだけを取
り付けます。

2. サーバーの ROM が 新のものであることを確認します。
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3. サーバーで、ステッピング、コア速度、またはキャッシュサイズの異なるプロセッサーの混在をサポー
トしていない場合は、これらの点で異なるプロセッサーを混在させていないことを確認してください。

4. サーバーにプロセッサーが 1 基だけ取り付けられている場合は、プロセッサーを取り付けなおします。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

サーバーの再起動後問題が解決される場合は、プロセッサーが正しく取り付けられていませんでした。

5. サーバーにプロセッサーが 1 基だけ取り付けられている場合は、正常に機能することがわかっている
プロセッサーと交換します。

サーバーの再起動後に問題が解決される場合は、元のプロセッサーが故障しています。

6. サーバーに複数のプロセッサーが取り付けられている場合は、以下の手順に従って各プロセッサーを
テストします。

a. プロセッサーを 1 基だけ残して、他のすべてのプロセッサーをサーバーから取り外します。

サーバーでプロセッサーターミネータボードまたはブランクを使用している場合は、各プロセッ
サーをプロセッサーターミネータボードまたはブランクと交換します。

b. 取り外していないプロセッサーを正常に機能することがわかっているプロセッサーと交換します。

サーバーの再起動後に問題が解決される場合は、1 つ以上の元のプロセッサーが故障しています。
故障しているプロセッサー（複数の場合もあります）を見つけるには、各プロセッサーを 1 基ずつ
取り付けて、そのたびに再起動してみます。各手順で、サーバーがプロセッサーの構成をサポート
していることを確認してください。

詳しくは

製品 QuickSpecs
サーバーのユーザーガイド

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン

訂正不能なマシンチェック例外

症状

訂正不能なマシンチェック例外を示す POST エラーメッセージまたは IML メッセージが受信される。

原因

このエラーには考えられる原因の多くがあります。エラーメッセージで提供される追加の詳細を確認し
ます。

アクション

1. 指定されたコンポーネントをトラブルシューティングするための詳細については、エラーメッセージ
のテキストを確認します。

a. メッセージのテキストが、AMD プロセッサーを交換するように指示を場合は、プロセッサーを交換
する前に、プロセッサーの再取り付けを試みてください。
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必ず、プロセッサーを修理する前に、メンテナンス&サービスガイドのプロセッサー情報を確認し
てください。

b. まだ問題が起きる場合は、次のステップへ進みます。

2. Active Health System ログおよび OS ログをダウンロードします。

3. システムファームウェアをアップデートします。

同時に複数のファームウェアをアップデートしようとしないでください。ファームウェアをアップ
デート後、まだ問題が起きる場合は、次のステップへ進みます。

4. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。

詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

サポートケースをオープンにする

プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

レポートおよびログの概要

Trusted Platform Module の問題

TPM が故障しているか検出されない

症状

TPM が故障しているか、検出されなくなった。

原因

• TPM に障害が発生した。

• UEFI システムユーティリティで TPM が正しく構成されていない。

• ブートモードがサーバーに取り付けられている TPM 用に構成されていない。

アクション

1. TPM が取り付けられ、BitLocker が使用されている場合は、TPM が UEFI システムユーティリティで
有効化されていることを確認します。

オペレーティングシステムのドキュメントに記載されている TPM 交換リカバリ手順を参照してくだ
さい。

2. TPM が取り付けられている場合は、TPM がサーバーで実行されている OS と互換性があるモード用に
構成されていることを確認してください。

OS がサーバーに取り付けられて構成されている TPM のバージョンをサポートしていることを確認し
ます。
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3. TPM 2.0 が取り付けられている場合は、サーバーが UEFI ブートモード用に構成されていることを確認
します。

4. TPM は取り付けたままにして、Hewlett Packard Enterprise 認定サービスプロバイダーに新しいシステ
ムボードと TPM を依頼してください。

システムバッテリが低電力または電力損失

症状

低電力または電力損失を示すエラーメッセージが受信される。

原因

リアルタイムクロックシステムのバッテリが低電力または電源損失の状態で動作している。

アクション

バッテリを交換します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

システムボードと電源バックプレーンの問題

症状

システムボードと電源バックプレーンのいずれかで問題が発生していることを示す POST メッセージま
たは IML メッセージが受信される。

アクション

• 他のコンポーネントに関わって発生する可能性がある問題についてすべてのエラーメッセージを確認
し、特定されたコンポーネントのトラブルシューティングを行います。

• システムボードまたは電源バックプレーンに接続不良がないことを確認します。プロセッサーを取り
付けなおす必要はありません。

• 近追加されたコンポーネントがあれば取り外します。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

• 電源を切り、サーバーの電源をすべて取り外します。システムバッテリを 10 分間取り外しておきま
す。バッテリを取り付けなおして、サーバーの電源を入れます。

システムバッテリの位置と、サーバー固有の手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イト（http://www.hpe.com/info/enterprise-docs）にある製品のドキュメントを参照してください。

• BIOS ユーティリティ（F9）を使用して、NVRAM をリセットします。システムが起動しない場合、
NVRAM をリセットするには、システムメンテナンススイッチ SW6 を使用します。

• AHSV を使用して、AHS でアップロードしたデータの使用によるサーバーの問題を読み取り、診断し
て、解決します。AHSV は、Hewlett Packard Enterprise が推奨する、経験とベストプラクティスに基
づいた修復処置を提供します。
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詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）に
ある Active Health System Viewer User Guide を参照してください。

• 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。

詳しくは

接続不良の解決策

サポートケースをオープンにする

サーバーのユーザーガイド

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

microSD カードの問題

システムが microSD カードから起動しない

症状

システムがドライブから起動していない。

原因

• microSD カードから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。

• microSD カードが iLO で検出されない。

• microSD カードが適切に取り付けられていない。

アクション

1. UEFI システムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーが microSD カードから起動するよう
に設定されていることを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

2. iLO Web インターフェイスを使用して、microSD カードが iLO によって検出されていることを確認し
ます。

3. サーバーのすべての電源を切ります。microSD カードを取り付け、サーバーの電源を入れます。

USB ドライブキーの問題

システムが USB ドライブから起動しない

症状

システムが USB ドライブから起動しない。
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原因

• UEFI システムユーティリティで USB ドライブキーが有効になっていない。

• USB ドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。

• USB ドライブキーが適切に取り付けられていない。

アクション

1. UEFI システムユーティリティで USB が有効になっていることを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

2. UEFI システムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーが USB ドライブキーから起動する
ように設定されていることを確認します。

3. USB ドライブキーを取り付けなおします。

4. USB ドライブキーを別の USB ポート（使用可能な場合）に移動します。

グラフィックアダプターとビデオアダプターに関する問題

一般的なグラフィックアダプターとビデオアダプターに関する問題のトラブル
シューティング

症状

グラフィックが指定どおり表示されない。

原因

• サーバーでグラフィックアダプターまたはビデオアダプターがサポートされていない。

• 電力がグラフィックアダプターまたはビデオアダプターをサポートするのに十分でない。

• グラフィックアダプターまたはビデオアダプターが正しく取り付けられていないか、固定されていな
い。

アクション

• サーバーのサポートされるオプションとして提示されているカードだけを使用します。

サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/info/qs）にある QuickSpecs を参照してください。

• サーバーに取り付けられている電源装置が、サーバー構成をサポートできるだけの十分な電力を供給
することを確認します。ハイパワーのグラフィックアダプターの中には、特別なケーブル、ファン、
または補助電源が必要なものがあります。

アダプターの電源要件について詳しくは、グラフィックオプションに付属のドキュメントまたはベン
ダーの Web サイトを参照してください。
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サーバーの電源機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/enterprise-docs）にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

• アダプターが正しく固定されていることを確認します。

ビデオの問題

画面に何も表示されない（サーバーに電源を入れてから、60 秒を超えた場合）

症状

サーバーの電源を投入してから 60 秒以上画面に何も表示されない。

原因

• モニターに電力が供給されていない。

• モニターが正しくケーブル接続されていない。

• モニターのケーブルが正しく接続されていない。

• サーバーに取り付けられている PCIe デバイスまたはグラフィックコントローラーへの電力が十分で
ない。

• ビデオ拡張ボードが取り付けられているが、電力が供給されていないか、正しく構成されていない。

• サーバーに取り付けられているビデオ拡張ボードがサポートされていない。

• ビデオドライブが 新でない。

アクション

1. モニターの電源コードが、正常に機能しているアース付きの AC コンセントに接続されていることを
確認します。

2. モニターの電源を入れ、モニターの電源ランプが点灯して、モニターに電源が供給されていることを
確認します。

3. モニターが対象のサーバーまたはコンソールスイッチにケーブル接続されていることを確認します。

4. 次の接続を確認して、接続不良がないことを確認します。

• ラックマウント型サーバーの場合は、コンソールスイッチに接続されているケーブルを調べます。
また、スイッチがサーバー用に正しく設定されていることを確認してください。モニターを直接
サーバーに接続して、コンソールスイッチが故障していないことを確認する必要がある場合もあ
ります。

• タワー型サーバーの場合は、モニターからサーバー、サーバーからコンセントまでのケーブルの
接続を調べます。

• ブレードの場合は、SUV ケーブルが、モニターの VGA ケーブルおよびブレード前面のコネクター
と接続されていることを確認します。

5. どれかキーを押すか、またはパスワードを入力して、画面がアクティブになるまでしばらく待って、
エナジーセーブ機能が有効になっていないことを確認してください。

6. PCIe デバイスやグラフィックコントローラーの動作に、追加の電力が不要であることを確認します。
詳しくは、デバイスのドキュメントを参照してください。
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7. オンボードビデオの代わりに、ビデオ拡張ボードが追加されていないことを確認します。ビデオ拡張
ボードが追加されていると、ビデオが機能していないように見えることがあります。オンボードビデ
オからビデオケーブルを外して、拡張ボード上のビデオジャックに接続しなおしてください。

注記: すべてのサーバーでは、ビデオ拡張ボードが装着されている場合はオンボードビデオが自動的
にバイパスされます。

8. どれかキーを押すか、またはパスワードを入力して、画面がアクティブになるまでしばらく待って、
電源オンパスワード機能が有効になっていないことを確認します。

また、POST が完了したときに画面に鍵の形のアイコンが表示されるかどうかでも電源投入時パス
ワードが有効になっているかどうかがわかります。パスワードがわからない場合は、システムボード
のパスワードの無効スイッチを使用して、電源投入時パスワードを無効にする必要があります。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/enterprise-docs）
にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

9. PCI ホットプラグ対応スロットにビデオ拡張ボードが取り付けられている場合は、該当するスロット
の電源 LED をチェックして、スロットに電源が供給されていることを確認してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/enterprise-docs）
にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

10. サーバーおよび OS がビデオ拡張ボードをサポートしていることを確認します。

11. ビデオドライバーが 新のものであることを確認します。

ドライバーの要件については、他社のビデオアダプターのドキュメントを参照してください。

詳しくは

接続不良の解決策

サポートケースをオープンにする

サーバーのドキュメント

省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない

症状

省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない。

原因

モニターで省電力機能がサポートされていない。

アクション

モニターで省電力機能がサポートされていることを確認します。モニターで省電力機能がサポートされ
ていない場合は、この機能を無効にします。

ビデオの色が正しく出ない

症状

モニターにビデオの色が間違って表示される。
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原因

• ビデオケーブルが適切なポートにしっかりと接続されていない。

• モニターおよびコンソールスイッチにサーバーのビデオ出力との互換性がない。

• ビデオケーブルが損傷している。

アクション

• 15 ピン VGA ケーブルがサーバーの正しい VGA ポートとモニターにしっかりと接続されていること
を確認します。

• モニターおよびコンソールスイッチが、サーバーの VGA 出力と互換性があることを確認します。

• VGA ケーブルが損傷していないことを確認します。

動作が確認されているケーブルと交換します。

動きの遅い水平線が表示される

症状

動きの遅い水平線がモニターに表示される。

原因

電磁障害が発生している。

アクション

モニターを他のモニターや変圧器から遠ざけてください。

マウスとキーボードの問題

症状

マウスまたはキーボードが正常に動作しません。

アクション

1. すべてのケーブルとコードがしっかりと正しく接続されていることを確認します。以下の点を確認し
ます。

• コンソールスイッチングデバイスを使用している場合は、サーバーがスイッチに正しく接続されて
いることを確認します。

• ラックマウント型サーバーの場合は、スイッチボックスまでのケーブルを調べて、スイッチがサー
バー用に正しく設定されていることを確認します。

• タワー型サーバーの場合は、入力デバイスからサーバーまでのケーブルの接続を調べてください。

2. コンソールスイッチングデバイスを使用している場合は、すべてのケーブルとコネクターが適切な長
さで、スイッチによりサポートされていることを確認します。

詳しくは、スイッチのドキュメントを参照してください。
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3. オペレーティングシステム用の 新のドライバーがインストールされていることを確認します。

4. ドライバーを正常に機能することがわかっているドライバーと交換して、デバイスドライバーが壊れ
ていないことを確認します。

5. システムを再起動します。サーバーの再起動後、入力デバイスが正しく機能するかどうかを確認しま
す。

6. 正常に機能することがわかっている同等のデバイス（同タイプのマウスまたはキーボード）とデバイ
スを交換します。

• 新しいマウスやキーボードでも問題が発生する場合は、システム I/O ボードのコネクターポートが
故障しています。ボードを交換してください。

• 問題が発生しなくなった場合は、元の入力デバイスが故障しています。デバイスを交換してくださ
い。

7. キーボードやマウスが正しいポートに接続されていることを確認します。POST の実行中にキーボー
ドのランプが点滅するか、NumLock LED が点灯することを確認します。これが確認されなかった場合
は、接続ポートを変えてください。

8. キーボードやマウスの汚れを取ります。

詳しくは

接続不良の解決策

拡張ボードの問題

拡張ボードの交換時にシステムがリカバリメソッドを要求する

症状

BitLocker で暗号化されているサーバーで拡張ボードを交換する間に、システムからリカバリメソッドが
要求される。

アクション

BitLocker で暗号化されているサーバーの拡張ボードを交換する場合は、拡張ボードを交換する前に必ず
BitLocker を無効にしてください。BitLocker を無効にしていない場合、システムは、BitLocker が構成され
たときに選択されたリカバリメソッドを要求します。1 つまたは複数の正しいリカバリパスワードを入
力できないと、暗号化されているすべてのデータにアクセスできなくなります。

取り付けが完了してから BitLocker を有効にしてください。

BitLocker については、Microsoft 社の Web サイトから、サーバー用の BitLocker に関する資料を参照し
てください。

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM の問題

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM は取り付けられているが、動作
していない

症状

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作していない。
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アクション

1. ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM の LED を調べて、問題の原因を示すステータスが
あるかどうかを確認します。LED については、ネットワークコントローラーのドキュメントやサー
バーのドキュメントを参照してください。

2. IML を調べて、この問題を示している可能性のあるエラーメッセージを確認します。

3. 「接続不良」がないことを確認します。

4. ネットワーク速度に適した正しい種類のケーブルが使用されていること、あるいは正しい SFP また
は DAC ケーブルが使用されていることを確認します。デュアルポートの 10 GB ネットワークデバ
イスの場合、両方の SFP ポートのメディア（DAC ケーブルや同等の SFP+モジュールなど）が同じ
である必要があります。1 台のデバイスに種類が異なる SFP（SR/LR）が混在することはサポートさ
れていません。

5. ネットワークケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、このネットワーク
ケーブルが機能していることを確認します。

6. ソフトウェアの問題が障害の原因になっているのではないことを確認します。詳しくは、オペレー
ティングシステムのドキュメントを参照してください。

7. サーバーおよびオペレーティングシステムがコントローラーをサポートしていることを確認します。
詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントやサーバーのドキュメントを参照してくださ
い。

8. UEFI システムユーティリティでコントローラーが有効になっていることを確認します。

9. サーバーの ROM が 新バージョンであることを確認します。

10. コントローラーのドライバーが 新バージョンであることを確認します。

11. コントローラーに有効な IP アドレスが割り当てられ、構成設定が正しいことを確認します。

詳しくは

接続不良の解決策

サーバーのドキュメント

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなった

症状

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなった。

アクション

1. ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM の LED を調べて、問題の原因を示すステータスがあ
るかどうかを確認します。LED については、ネットワークコントローラーのドキュメントやサーバー
のドキュメントを参照してください。

2. コントローラー用の正しいネットワークドライバーがインストールされ、ドライバーファイルが壊れ
ていないことを確認します。ドライバーを再インストールします。

3.「接続不良」がないことを確認します。

4. ネットワークケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、このネットワーク
ケーブルが機能していることを確認します。

5. ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が損傷していないことを確認します。
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詳しくは

接続不良の解決策

サーバーのドキュメント

拡張ボードを追加したらネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動
作しなくなった

症状

サーバーに拡張ボードを追加したらネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなっ
た。

原因

• ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が正しく固定されていないか、接続されていない。

• ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が OS またはサーバーでサポートされていない。

• ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM を取り付けたことで、サーバー構成が変更された。

• ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM ドライバーが期限切れになった。

• ドライバーのパラメーターがネットワークコントローラーの構成と一致しない。

アクション

1.「接続不良」がないことを確認します。

2. サーバーおよびオペレーティングシステムがコントローラーをサポートしていることを確認します。
詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントやサーバーのドキュメントを参照してください。

3. 新しい拡張ボードを取り付けた場合、ネットワークドライバーを再インストールして、サーバーの構
成が変更されないようにしてください。

a. オペレーティングシステムで、機能していないコントローラーのネットワークコントローラードラ
イバーをアンインストールします。

b. サーバーを再起動して、UEFI システムユーティリティの適切なオプションを実行します。サー
バーがコントローラーを認識し、コントローラーがリソースを使用できることを確認します。

c. サーバーを再起動して、ネットワークドライバーを再インストールします。

4. 適切なドライバーがインストールされていることを確認します。詳しくは、オペレーティングシステ
ムのドキュメントを参照してください。

5. ドライバーのパラメーターがネットワークコントローラーの構成と一致していることを確認します。
詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

詳しくは

接続不良の解決策

サーバーのドキュメント

ネットワークインターコネクトブレードの問題

症状

ネットワークインターコネクトブレードに問題が発生している。
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原因

ネットワークインターコネクトブレードが正しく固定されていないか、接続されていない。

アクション

ネットワークインターコネクトブレードが正しく固定され接続されていることを確認してください。

AMD プロセッサーを搭載する HPE ProLiant Gen10 サーバーのネットワークパ
フォーマンスまたは仮想マシンパフォーマンスの問題

症状

AMD プロセッサーを搭載する HPE ProLiant Gen10 サーバーのネットワークパフォーマンスまたは仮想
マシンパフォーマンスは 適ではありません。

原因

ネットワークパフォーマンスに影響を与える可能性のあるさまざまなシステムコンポーネント構成。

• ネットワークチューニング

• アダプターパラメーター

• オペレーティングシステムの設定

アクション

1. ネットワークチューニング情報を確認します。

詳しくは、以下の情報を参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター Web サイト上のサービス通知。

• AMD の Web サイト上のネットワークチューニングガイド。

Energy Pack に関する問題
トラブルシューティングプロセスの一環として Energy Pack を交換する必要がある場合は、必ず Energy
Pack を適切に廃棄してください。

警告: Energy Pack を取り外した後に、火災や火傷のリスクを低減するために：

• Energy Pack を分解したり、つぶしたり、穴を開けたりしないでください。

• 外部接点をショートさせないでください。

• Energy Pack を火や水の中に投じないでください。

電源が切断された後でも、バッテリ電圧が 1 秒から 160 秒間は残る可能性があります。

Gen10 サーバーでの Energy Pack のサポート

Hewlett Packard Enterprise には、サーバーの予期しない停電時に備えて、P シリーズ Smart アレイコン
トローラーに書き込みキャッシュの内容をバックアップするために、2 つの一元化されたバックアップ電
源オプションが用意されています。ドキュメントとシステムメッセージで、Energy Pack という言葉は
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HPE Smart ストレージバッテリと HPE Smart ストレージハイブリッドコンデンサーの両方に言及するた
めに使用されます。

Energy Pack が長時間中断されると、充電が失われる場合がある

症状

HPE Smart アレイコントローラー用の Energy Pack で構成されているサーバーに、Energy Pack に障害
が発生したことを示す POST エラーメッセージが表示される場合がある。

原因

Energy Pack がしきい値まで放電されて永久に動作しなくなったため、交換する必要がある。

アクション

1. iLO での Energy Pack のステータスを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあ
る iLO ユーザーガイドを参照してください。

2. AHSV を使用して Active Health System ログをダウンロードします。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）に
ある Active Health System Viewer User Guide を参照してください。

3. 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。

4. 今後の充電日を記して Energy Pack を取り付けます。

詳しくは

Active Health System ログ

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

Energy Pack 構成エラー

症状

Energy Pack が構成されている HPE サーバーで、構成エラーまたは負荷容量が Energy Pack を超過して
いることを示す POST エラーメッセージあるいは IML メッセージが表示される。

原因

バッテリバックアップ式のデバイスの数が、取り付けられている Energy Pack の容量を超過した。

アクション

1. 次のいずれかを実行します。

• Energy Pack が完全に充電されていることを確認します。電源が入ったサーバーまたはシャーシの
HPE Smart ストレージバッテリで、取り付けられた台数分のバッテリバックアップ式のデバイスを
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十分にサポートできるようになるまで充電するのに、 大 120 分かかる場合があります。HPE
Smart ストレージハイブリッドキャパシターは、充電に 5 分しかかかりません。

• 充電レベルがサーバーまたはシャーシに取り付けられているバッテリバックアップ式のデバイス
をサポートするのに十分でない場合は、Energy Pack の充電中に Energy Pack の出力が有効ではな
くなる可能性があります。電源が入ったサーバーまたはシャーシでバッテリを完全に充電するに
は、 大 120 分かかる場合があります。HPE Smart ストレージハイブリッドキャパシターは、充電
に 5 分しかかかりません。

• iLO での Energy Pack のステータスを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）に
ある iLO ユーザーガイドを参照してください。

• Energy Pack を使用しているバッテリバックアップ式デバイスを取り外します。HPE Smart アレ
イコントローラーおよび NVDIMM で、HPE Smart ストレージバッテリが使用されます。HPE
Smart ストレージハイブリッドキャパシターでは、NVDIMM はサポートされません。

詳しくは、サーバーメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

• BIOS バージョンで、サーバーに取り付けられている Energy Pack とコントローラーがサポートさ
れていることを確認します。

詳しくは

サーバーのユーザーガイド

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

Energy Pack の障害

症状

HPE Smart アレイコントローラー用の Energy Pack で構成されているサーバーで、Energy Pack の障害
を示す POST エラーメッセージまたは IML メッセージが受信される。

原因

• Energy Pack との通信に失敗した。

• Energy Pack の出力が有効に設定されていない。

アクション

• Energy Pack が正しく取り付けられ配線されていることを確認します。

詳しくは、http://www.hpe.com/info/SmartArrayGen10-docs にある HPE Smart アレイコントロー
ラーユーザーガイドを参照してください。

• iLO での Energy Pack のステータスを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）にあ
る iLO ユーザーガイドを参照してください。

• システム ROM を更新します。

• 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。
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詳しくは

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

ケーブルの問題

古い Mini SAS ケーブルの使用時に、ドライブエラー、再試行、タイムアウト、
および保証対象外のドライブ障害が発生する

症状

古い Mini SAS ケーブルの使用時に、エラー、再試行、タイムアウト、および保証対象外のドライブ障害
が発生する。

原因

Mini SAS ケーブルが寿命に近づいている可能性がある。

アクション

Mini SAS コネクターの製品寿命は、接続/切断回数 250 回です（外部、内部、およびケーブル Mini SAS
コネクター）。

寿命が近づいている古い Mini SAS ケーブルを使用しているのであれば、交換してください。

SUV ケーブルに接続されている場合に、USB デバイスが認識されない、エラー
メッセージが表示される、またはデバイスの電源が入らない

症状

• SUV ケーブルに接続しても USB デバイスが認識されない。

• エラーメッセージが表示される。

• SUV ケーブルに接続してもデバイスの電源が投入されない。

原因

SUV ケーブル上の USB コネクターで、500 mA を超える電源を必要とするデバイスがサポートされてい
ない。

アクション

1. USB デバイスを取り外し、次のいずれかを実行します。

• 必要とする電源が 500 mA 未満の USB デバイスを接続します。

• 外部電源の USB ハブを SUV ケーブルに接続し、USB デバイスをハブに接続します。
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ソフトウェアの問題

オペレーティングシステムの問題および解決

オペレーティングシステムの問題

オペレーティングシステムのロックアップ

症状

オペレーティングシステムがロックアップする。

アクション

• 新のウィルススキャンユーティリティを使用してウィルスをスキャンしてください。

• iLO イベントログを確認します。

• IML を確認します。

• 必要に応じて、確認できるように、NMI クラッシュダンプ情報を収集します。

• Active Health System Viewer（AHSV）を使用して、AHS データをアップロードし、サーバーの問題を
読み取り、診断し、解決します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/ahsv-docs）に
ある Active Health System Viewer User Guide を参照してください。

• 問題が解決しない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://
www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポートケースをオープンにしてください。

詳しくは、サポートケースをオープンにするを参照してください。

詳しくは

Active Health System Viewer
サポートケースをオープンにする

インテグレーテッドマネジメントログ

エラーログにエラーが表示された

症状

エラーログにエラーメッセージが表示される。

アクション

エラーログに表示された情報に従います。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

サービスパックのインストール後に問題が発生する

症状

サービスパックのインストール後に問題が発生する
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アクション

オペレーティングシステムをアップデートします。

詳しくは

オペレーティングシステムのアップデート

オペレーティングシステムのアップデート

前提条件

オペレーティングシステムをアップデートする前に、各アップデートのリリースノートをよく読んでくだ
さい。

オペレーティングシステムのアップデート（サービスパック、ホットフィックス、およびパッチ）を適用
する場合は、注意してください。アップデートが提供する特定の修正が必要ない場合、Hewlett Packard
Enterprise ではアップデートを適用しないことをお勧めします。アップデートによって、Hewlett Packard
Enterprise 独自のファイルが上書きされてしまう場合があります。

手順

1. システム全体のバックアップを取ります。

2. 各オペレーティングシステムの指示に従って、オペレーティングシステムをアップデートします。

3. 新のドライバーをインストールします。

アップデートを適用したが問題がある場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://
www.hpe.com/support/hpesc）で問題を修正するためのファイルを見つけてください。

ソフトウェアの再構成または再ロード

ソフトウェアを再構成または再ロードするための前提条件

他のすべての方法で問題が解決されなかった場合、システムを再構成します。システムを再構成する前
に、次の手順に従ってください。

手順

1. ソフトウェアの再ロードに必要なダウン時間と断続的な問題のトラブルシューティングにかかる時間
を推定して比較します。問題のあるソフトウェアを削除して再インストールして 初からやりなおす
方が簡単な場合があります。また、消去ユーティリティを使用した後ですべてのシステムソフトウェ
アを再インストールする方が簡単な場合もあります。

注意: システム消去ユーティリティを実行する前にバックアップを実行します。このユーティリ
ティは、システムを工場出荷時の初期設定に戻し、既存のハードウェアの構成情報（アレイの設
定およびディスクのパーティションを含む）を削除して、接続されているハードディスクドライ
ブの内容をすべて消去します。このユーティリティの使用については、手順書を参照してくださ
い。

2. サーバーがソフトウェアを実行するのに十分なリソース（プロセッサー速度、ハードディスクドライ
ブの空き容量、およびメモリ）を備えていることを確認します。

3. サーバーの ROM が 新のもので、構成が正しいことを確認します。

4. ここまでの手順で用意したすべてのトラブルシューティング情報の記録を印刷しておいてください。

ソフトウェアの問題 131

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


5. 開始する前に、正しいバックアップを 2 つ作成します。バックアップユーティリティを使用してバッ
クアップをテストします。

6. オペレーティングシステムおよびアプリケーションソフトウェアに関する参照資料を調べて、 新情
報を入手します。

7. 正しく機能することがわかっている 新の構成で動作しない場合は、オペレーティングシステムの復
旧ソフトウェアを使用してシステムを復旧します。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

バックアップバージョンの復元

近、オペレーティングシステムまたはソフトウェアをアップグレードして問題を解決できない場合は、
前に保存したバージョンのシステムを復元してみてください。バックアップを復元する前に、現在のシス
テムのバックアップを作成してください。前のシステムを復元しても問題が訂正されない場合、追加機能
を失わずに現在のシステムを復元することができます。

詳しくは、バックアップソフトウェアに付属のドキュメントを参照してください。

Linux に関する情報の入手先

Linux オペレーティングシステム固有のトラブルシューティング情報については、ProLiant 用 Linux の
Web サイト（http://www.hpe.com/info/proliantlinux）を参照してください。

HPE ProLiant サーバーで発生する可能性のある Linux のインストールに関する問題の解決を容易にする
ために、Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせる前に sosreport または
supportconfig を取得してください。

詳しくは

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

Linux のレポート

アプリケーションソフトウェアの問題

ソフトウェアのロックアップ

症状

ソフトウェアがロックアップする。

原因

• ソフトウェアとサーバーにインストールされている他のソフトウェアとの互換性がない。

• ソフトウェアに既知の問題が存在する可能性がある。

• サーバーの構成が変更された可能性がある。

• サーバーがウィルスに感染された可能性がある。

アクション

1. アプリケーションのログおよびオペレーティングシステムのログを調べて、ソフトウェアがロック
アップした理由を示すエントリーを確認します。

2. サーバー上の他のソフトウェアと互換性があるかどうか確認します。
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3. ソフトウェアベンダーのサポート Web サイトにアクセスして、既知の問題を確認します。

4. ログファイルを参照して、問題の原因となっている可能性のあるサーバーに対する変更がないかどう
かを確認します。

5. 新のウィルススキャンユーティリティを使用してサーバーがウィルスに感染していないかスキャン
してください。

ソフトウェアの設定変更後のエラー

症状

設定が変更された後にシステムがロックアップする。

原因

新しいシステム設定がサポートされていない。

アクション

システムログを調べて、行われた変更を確認し、元の構成に戻します。

システムソフトウェア変更後のエラー

症状

システムソフトウェアの変更後にエラーが発生する。

アクション

設定を元の構成に戻します。複数の設定を変更した場合は、設定を一度に 1 つずつ元に戻して問題の原因
を突き止めてください。

アプリケーションインストール後のエラー

症状

サーバーへのアプリケーションインストール後にエラーが発生する。

アクション

• アプリケーションのログおよびオペレーティングシステムのログを調べて、ソフトウェアが停止した
理由を示すエントリーを確認します。

• システムの設定を調べて、エラーの原因になっていないかどうかを確認します。

サーバーのセットアップユーティリティで設定を確認して、ソフトウェアスイッチを手動で設定しな
ければならない場合があります。

詳しくは、アプリケーションのドキュメント、ベンダーの Web サイト、あるいはその両方を参照して
ください。

• 上書きされたファイルがないか調べます。

アプリケーションで追加されるファイルを確認するには、アプリケーションのドキュメントを参照し
てください。
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• アプリケーションを再インストールします。

• 新のドライバーがインストールされていることを確認します。

ROM の問題

リモート ROM フラッシュの問題

コマンドライン構文エラー

症状

正しいコマンドライン構文が使用されていない場合、構文が間違っていることを示すエラーメッセージが
表示され、プログラムが終了します。

原因

不正なコマンドラインが使用されている。

アクション

1. コマンドライン構文を修正します。

2. プロセスを再起動します。

ターゲットコンピューターでアクセスが拒否された

症状

ネットワーク接続されているが、管理権限が付与されていないターゲットコンピューターにアクセスする
と、問題について説明したエラーメッセージが表示され、プログラムが終了する。

原因

ユーザーが要求しているアクセスに対する管理者権限がない。

アクション

1. ターゲットコンピューターまたはサーバーに対する管理者権限を取得します。

2. プロセスを再起動します。

Windows ベースのシステムでは、リモートレジストリサービスが実行されていることを確認してくだ
さい。

コマンドラインパラメーターが無効または正しくない

症状

コマンドラインに誤ったオプションパラメーターを追加した場合に、パラメーターが無効または正しくな
いことを示すエラーメッセージが表示され、プログラムが終了する。

原因

無効または不正なコマンドラインパラメーターが使用されている。
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アクション

1. 無効なパラメーターを修正します。

2. プロセスを再起動します。

リモート通信でネットワーク接続の障害が発生する

症状

接続の中断を示すエラーメッセージが表示され、プログラムが終了する。

原因

ネットワーク接続を確立できないため、ROM フラッシュの準備中に、管理クライアントとターゲットサー
バー間のリンクが中断する可能性があります。オンラインでの ROM フラッシュの準備中に、リモート接
続処理に障害が発生した場合、ターゲットシステムで ROM フラッシュは行われません。

アクション

1. 接続障害の原因の確認と修正を試みます。

2. プロセスを再起動します。

ROM フラッシュ中の障害

症状

サーバーが起動しない。

原因

ROM フラッシュ中にフラッシュを中断できないか、ROM イメージが壊れたためサーバーが起動しない。
障害の考えられる 大の原因は、フラッシュプロセスの実行中のシステムの電源の切断です。

アクション

ROMPaq ディザスタリカバリ手順を開始してください。

ターゲットシステムがサポートされていない

症状

ターゲットシステムが、サポートされているサーバーのリストにない場合は、エラーメッセージが表示さ
れ、プログラムが終了します。

原因

リモート ROM フラッシュユーティリティを使用してアップグレードできるのは、サポートされているシ
ステムだけです。
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アクション

サーバーがサポートされているかどうかを確認するには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに
アクセスしてください。

ファームウェアのアップデート時にシステムがリカバリメソッドを要求する

症状

ファームウェアのアップデート時にシステムがリカバリメソッドを要求する。

アクション

1. 必ず、ファームウェアをアップデートする前に BitLocker を無効にしてください。

BitLocker を無効にしていない場合、システムは、BitLocker が構成されたときに選択されたリカバリメ
ソッドを要求します。1 つまたは複数の正しいリカバリパスワードを入力できないと、暗号化されてい
るすべてのデータにアクセスできなくなります。

2. ファームウェアをアップデートします。

BitLocker がオプション ROM を監視するように構成されている場合は、「システムの 新状態の維持」
に示されているファームウェアのアップグレード手順に従ってください。

BitLocker は、以下のオプション ROM を監視するように構成できます。

• NIC

• Smart アレイストレージ

• 単体の HBA

3. ファームウェアのアップデートが完了してから BitLocker を有効にしてください。

BitLocker については、Microsoft 社の Web サイト（http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/
cc732774.aspx）から、サーバー用の BitLocker に関する資料を参照してください。

詳しくは

システムの 新状態の維持

ファームウェアのアップデート

手順

1. デバイスのファームウェアのバージョンを確認します。

2. 利用可能なファームウェアの 新バージョンを確認します。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

3. TPM（Trusted Platform Module）がサーバーに取り付けられて有効化されている場合は、ファームウェ
アをアップデートする前に BitLocker を無効にします。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

4. ファームウェアをダウンロードし、ご使用のハードウェア構成用にサポートされている 新バージョ
ンにアップデートします。

5. ファームウェアのバージョンを調べて、ファームウェアがアップデートされたことを確認します。

6. TPM がサーバーに取り付けられて有効化されている場合は、ファームウェアのアップデートが完了し
てから BitLocker を有効化します。
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詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

起動時の問題

サーバーが起動しない

症状

サーバーが起動しない。

原因

• システム ROMPaq フラッシュが失敗しています。

• システム ROM が壊れています。

• ROMPaq を使用した SYSROM の更新後、サーバーが起動に失敗しています。

• 論理ドライブが、RAID コントローラーで構成されていません。

• コントローラーのブート順序が正しく設定されていません。

• Smart アレイに複数の論理ドライブが含まれている場合は、HPE SSA（F5 キー）内で起動論理ドライ
ブが選択されていなければならない場合があります。

• 無効または破損したファームウェアが検出された。

アクション

• OS 起動時の問題のフローチャートの手順を確認します。

• コントローラーのブート順序を確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

• 次のいずれかの方法を使用して冗長 ROM にアクセスします。

◦ 冗長 ROM（非ブレードサーバー）にアクセスする

◦ 冗長 ROM（サーバーブレード）にアクセスする

詳しくは

冗長 ROM（非ブレードサーバー）にアクセスする

冗長 ROM（サーバーブレード）にアクセスする

OS 起動時の問題のフローチャート

冗長 ROM（非ブレードサーバー）にアクセスする

システム ROM が壊れたら、ほとんどの場合、システムは自動的に冗長 ROM に切り替えます。システム
が自動的に冗長 ROM に切り替わらない場合は、以下の手順を実行してください。

手順

1. サーバーの電源を切ります。

2. 必要に応じて、ラックからサーバーを取り外します。

ソフトウェアの問題 137

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


3. アクセスパネルを取り外します。

4. システムメンテナンススイッチの 1、5、および 6 の位置をオンに変更します。

5. アクセスパネルを取り付けます。

6. サーバーをラックに取り付けます。

7. サーバーの電源を入れます。

8. システムがビープ音を鳴らしたら、手順 1～3 を繰り返します。

9. システムメンテナンススイッチの 1、5、および 6 の位置をオフに変更します。

10. 手順 5 および 6 を繰り返します。

現在のバージョンとバックアップバージョンの ROM が両方とも壊れている場合、システムボードを返却
して交換を依頼してください。

システム ROM が壊れていないときにバックアップ ROM を切り替えるには、UEFI システムユーティリ
ティを使用してください。

詳しくは

UEFI システムユーティリティ

冗長 ROM（サーバーブレード）にアクセスする

システム ROM が壊れたら、ほとんどの場合、システムは自動的に冗長 ROM に切り替えます。システム
が自動的に冗長 ROM に切り替わらない場合は、以下の手順を実行してください。

手順

1. サーバーの電源を切ります。

2. サーバーを取り外します。

3. アクセスパネルを取り外します。

4. システムメンテナンススイッチの 1、5、および 6 の位置をオンに変更します。

5. アクセスパネルを取り付けます。

6. サーバーをエンクロージャーに取り付けて、サーバーの電源を入れます。

7. システムがビープ音を鳴らしたら、手順 1～3 を繰り返します。

8. システムメンテナンススイッチの 1、5、および 6 の位置をオフに変更します。

9. 手順 5 および 6 を繰り返します。

現在のバージョンとバックアップバージョンの ROM が両方とも壊れている場合、システムボードを返却
して交換を依頼してください。

システム ROM が壊れていないときにバックアップ ROM を切り替えるには、UEFI システムユーティリ
ティを使用してください。

詳しくは

UEFI システムユーティリティ
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UEFI サーバーの PXE ブートに関するガイドライン

• サーバーが UEFI ブートモード用に構成されている場合、PXE サーバーは UEFI ブートイメージで構成
される必要があります。x64 EFI マシンの場合、DHCP サーバーも x 64 EFI DHCP ブート要求をサ
ポートするように構成される必要があります。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/uefi/docs）にある
ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

• UEFI ブートモードで VMware ESX を起動する場合、UEFI 適化ブートが有効になっている必要があ
ります。

• サーバーが UEFI ブートモードで起動するとき、レガシー OS インストールによるメディアは起動され
ません。これには、DOS ターゲットおよびレガシー BIOS ブートモードでインストールされている
Windows または Linux システムが含まれます。また、レガシー BIOS ブートモードで起動するサー
バーにはその逆が当てはまります。
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ソフトウェアおよび構成ユーティリティ

サーバー モード
この項に示すソフトウェアおよび構成ユーティリティは、オンラインモード、オフラインモード、または
両方のモードで動作します。

ソフトウェアまたは構成ユーティリティ サーバー モード

Active Health System オンラインおよびオフライン

HPE iLO 5 オンラインおよびオフライン

HPE Smart Storage Administrator オンラインおよびオフライン

iLO RESTful API オンラインおよびオフライン

Intelligent Provisioning オンラインおよびオフライン

Windows および Linux 用の Scripting Toolkit オンライン

Service Pack for ProLiant オンラインおよびオフライン

Smart Update Manager オンラインおよびオフライン

UEFI システムユーティリティ オフライン

製品 QuickSpecs
製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイト（https://www.hpe.com/info/qs）にある製品の QuickSpecs を参照してください。

Active Health System Viewer
Active Health System Viewer（AHSV）は、AHS のアップロードデータを使用してサーバーの問題を迅速
に読み取り、診断し、解決するために使用するオンラインツールです。AHSV は、Hewlett Packard
Enterprise が推奨する、経験とベストプラクティスに基づいた修復処置を提供します。AHSV には、以下
の機能があります。

• サーバーの構成情報の読み取り

• ドライバー/ファームウェアインベントリの表示

• イベントログの確認

• 障害検出解析アラートへの応答

• 新しいサポートケースのオープンおよび既存のサポートケースのアップデート
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Active Health System
Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。

Active Health System は、以下の機能を提供します。

• 1,600 を超えるシステムパラメーターの継続的なヘルス監視

• すべての構成変更のログの取得

• ヘルスおよびサービス通知の統合（正確なタイムスタンプ付き）

• アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えないエージェントレスの監視

Active Health System について詳しくは、https://www.hpe.com/support/ilo-docs にある iLO ユーザーガ
イドを参照してください。

Active Health System のデータ収集

Active Health System では、ユーザーの経営、財務、顧客、従業員、またはパートナーに関する情報を収
集しません。

収集される情報の例を示します。

• サーバーモデルとシリアル番号

• プロセッサーのモデルと速度

• ストレージの容量と速度

• メモリの容量と速度

• ファームウェア/BIOS およびドライバーのバージョンと設定

Active Health System は、サードパーティのエラーイベントログ活動（たとえば、OS を介して作成し、
渡した内容）から OS データを解析したり、変更したりしません。

Active Health System ログ

Active Health System が収集したデータは Active Health System ログに保存されます。データは、安全に
記録され、オペレーティングシステムから分離され、しかも顧客データから独立しています。ホストのリ
ソースは、Active Health System データの収集およびロギングで消費されることはありません。

Active Health System ログが満杯になると、ログ内の も古いデータが新しいデータで上書きされます。

Active Health System ログがダウンロードされ、サポート担当者に送信されて、担当者がお客様の問題の
解決をサポートするのにかかる時間は 5 分以内です。

Active Health System データをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise に送信することで、お客様
は、分析、技術的な解決、および品質改善のためにデータが使用されることに同意したものと見なされま
す。収集されるデータは、プライバシーに関する声明（https://www.hpe.com/info/privacy に掲載されて
います）に従って管理されます。

ログを Active Health System Viewer にアップロードすることもできます。詳しくは、Web サイト
（https://www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照
してください。

HPE iLO 5
iLO 5 は、HPE ProLiant サーバーおよび Synergy コンピュートモジュールのシステムボードに組み込まれ
たリモートサーバー管理プロセッサーです。iLO では、リモートの場所からサーバーを監視および制御で
きます。iLO 管理は、サーバーをリモートで構成、アップデート、監視、および修復するための複数の方
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法を提供する強力なツールです。iLO（Standard）は、追加コストまたはライセンスなしで Hewlett Packard
Enterprise サーバーに事前設定されています。

サーバー管理者の生産性を向上させる機能と追加の新しいセキュリティ機能がライセンス付与されてい
ます。詳しくは、https://www.hpe.com/support/ilo-docs にある iLO ライセンスガイドを参照してくだ
さい。

iLO について詳しくは、https://www.hpe.com/support/ilo-docs の Web サイト上の iLO ユーザーガイド
を参照してください。

iLO 連携

iLO 連携では、iLO Web インターフェイスを使用して、1 つのシステムから複数のサーバーを管理できま
す。

iLO 連携が構成されている場合、iLO はマルチキャスト検出およびピアツーピア通信を使用して、iLO 連
携グループ内のシステム間の通信を可能にします。

iLO 連携ページの 1 つに移動すると、Web インターフェイスを実行する iLO システムからそのピアへ、そ
してそれらのピアから他のピアへ、選択した iLO 連携グループのすべてのデータが取得されるまでデータ
リクエストが送信されます。

iLO は次の機能をサポートします。

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

• グループ仮想メディア - サーバーのグループからアクセスできる URL ベースのメディアに接続しま
す。

• グループ電力制御 - サーバーのグループの電源ステータスを管理します。

• グループ消費電力上限 - サーバーのグループに消費電力上限を動的に設定します。

• グループファームウェアアップデート - サーバーのグループのファームウェアをアップデートしま
す。

• グループライセンスのインストール - ライセンスキーを入力して、サーバーのグループでライセンス
済みの iLO 機能を有効にします。

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

どのユーザーも iLO 連携ページの情報を表示できますが、次の機能を使用するにはライセンスが必要で
す。グループ仮想メディア、グループ電源制御、グループ消費電力上限、グループ構成、およびグループ
ファームウェアアップデート。

iLO 連携について詳しくは、https://www.hpe.com/support/ilo-docs の Web サイト上の iLO ユーザーガ
イドを参照してください。

iLO サービスポート

サービスポートは、サポートされているサーバーおよびコンピュートモジュールで iLO のラベルが付けら
れている USB ポートです。

お使いのサーバーまたはコンピュートモジュールがこの機能に対応しているか調べるには、次の Web サ
イト（https://www.hpe.com/info/qs）にあるサーバーの仕様ドキュメントを参照してください。

サーバーに物理的にアクセスできる場合、サービスポートを使用して次のことができます。

• サポートされている USB フラッシュドライブに Active Health System ログをダウンロードします。
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この機能を使用する場合、接続されている USB フラッシュドライブにホストオペレーティングシステ
ムはアクセスできません。

• サポートされる USB イーサーネットアダプターにクライアント（ノートパソコンなど）を接続して、
iLO Web インターフェイス、リモートコンソール、CLI、iLO RESTful API、またはスクリプトにアク
セスします。

Hewlett Packard Enterprise は、HPE USB イーサーネットアダプター（部品番号 Q7Y55A）を使用す
ることをお勧めします。

XL170r など、サーバーによっては、アダプターを使用して USB を iLO サービスポートから Ethernet
アダプターに接続する必要があります。

Hewlett Packard Enterprise は、HPE Micro USB を使用して USB アダプターに接続することをお勧め
します（部品番号 789904-B21）。

iLO サービスポートを使用すると、次のようになります。

• 操作が iLO イベントログに記録されます。

• サービスポートのステータスを示すようにサーバーの UID が点滅します。

REST クライアントと iLO RESTful API を使用してサービスポートのステータスを取得することもで
きます。

• サービスポートを使用してサーバー内のデバイスまたはサーバー自体を起動することはできません。

• サービスポートに接続してサーバーにアクセスすることはできません。

• 接続されているデバイスにサーバーからアクセスすることはできません。

iLO サービスポートについて詳しくは、https://www.hpe.com/support/ilo-docs の Web サイトの iLO
ユーザーガイドを参照してください。

iLO RESTful API
iLO には、Redfish API 準拠である iLO RESTful API が含まれています。iLO RESTful API は、基本的な
HTTPS 操作（GET、PUT、POST、DELETE、および PATCH）を iLO Web サーバーに送信することで、
サーバー管理ツールからサーバーの構成、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。

iLO RESTful API について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
support/restfulinterface/docs）を参照してください。

iLO RESTful API を使用したタスクの自動化について詳しくは、https://www.hpe.com/info/redfish にあ
るライブラリとサンプルコードを参照してください。

 詳しくは、Redfish & How it works with HPE Server Management のビデオを見てください。

RESTful インターフェイスツール

RESTful インターフェイスツール（iLOREST）は、HPE サーバー管理タスクを自動化するためのスクリ
プティングツールです。これは、iLO RESTful API を利用する、簡素化されたコマンドのセットを提供し
ます。ツールは、ご使用のコンピューターにインストールしてリモートで使用することも、Windows ま
たは Linux オペレーティングシステムを搭載するサーバーにローカルでインストールすることもできま
す。RESTful インターフェイスツールでは、自動化時間を短縮するための対話型モード、スクリプト可能
なモード、および CONREP のようなファイルベースモードが提供されます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください。https://www.hpe.com/info/resttool
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iLO Amplifier Pack
iLO Amplifier Pack は、iLO Advanced の機能を活用して迅速な検出、詳細なインベントリレポート、ファー
ムウェア、およびドライバーのアップデートを可能にする、高度なサーバーインベントリ、ファームウェ
ア、およびドライバーのアップデートソリューションです。iLO Amplifier Pack は、ファームウェアとド
ライバーの大規模アップデートを目的として、サポートされている数千台のサーバーの迅速なサーバー検
出およびインベントリを実行します。

iLO Amplifier Pack について詳しくは、次の Web サイトにある iLO Amplifier Pack ユーザーガイドを参照
してください（http://www.hpe.com/support/ilo-ap-ug-ja）。

インテグレーテッドマネジメントログ
IML は、数百のイベントを記録して簡単に表示できる形式で格納します。IML は、各イベントに 1 分単位
のタイムスタンプを設定します。

IML に記録されたイベントは、次のような複数の方法で表示できます。

• HPE SIM から

• UEFI システムユーティリティから

• 内蔵 UEFI シェルから

• iLO Web インターフェイスから

Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning は、ProLiant サーバー、および HPE Synergy コンピュートモジュールに組み込ま
れた単一サーバーの展開ツールです。Intelligent Provisioning によって、サーバーのセットアップがシンプ
ルになり、信頼性が高く一貫した方法でサーバーを展開できます。

Intelligent Provisioning 3.30 以降には HPE Rapid Setup が含まれています。POST 画面から F10 モード
を起動すると、Intelligent Provisioning または HPE Rapid Setup モードを開始するかどうかを選択するよ
うに求められます。

注記: モードを選択したら、F10 を起動したときに起動モードを変更するようにサーバーをプロビジョニ
ングする必要があります。

Intelligent Provisioning は、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよび Hewlett Packard
Enterprise ブランドバージョンの OS ソフトウェアをシステムにインストールします。Intelligent
Provisioning は、Service Pack for ProLiant（SPP）に含まれている 適化されたサーバーサポートソフト
ウェアを統合するためにシステムも準備します。SPP は、ProLiant サーバーとサーバーブレードおよびそ
れらのサーバーを収納するエンクロージャー、ならびに HPE Synergy コンピュートモジュール向けの包
括的なシステムソフトウェアおよびファームウェアソリューションです。これらのコンポーネントには、
ファームウェアコンポーネントと OS コンポーネントの基本的なセットがプリロードされています。こ
れらのコンポーネントは、Intelligent Provisioning とともにインストールされます。

重要: HPE ProLiant DX/XL サーバーは、Intelligent Provisioning によるオペレーティングシステムの
インストールはサポートしませんが、メンテナンス機能はサポートします。詳しくは、Intelligent
Provisioning ユーザーガイドの「メンテナンスの実行」およびオンラインヘルプを参照してくださ
い。

サーバーの実行後、ファームウェアをアップデートすると、追加コンポーネントをインストールできま
す。サーバーの製造時以降のすでに古くなったコンポーネントをアップデートすることもできます。

Intelligent Provisioning にアクセスするには、次の操作を行います。
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• POST 画面から F10 を押して、Intelligent Provisioning または HPE Rapid Setup のいずれかを入力しま
す。

• iLO Web インターフェイスで、Always On を使用します。Always On を使用すると、サーバーを再起
動せずに Intelligent Provisioning にアクセスすることができます。

Intelligent Provisioning の動作

注記: Intelligent Provisioning 3.40 以降には、iLO ファームウェアバージョン 2.10 が必要です。

Intelligent Provisioning には、次のコンポーネントが含まれます。

• クリティカルブートドライバー

• Active Health System（AHS）

• 消去ユーティリティ

• 展開設定

重要:

• 使用するサーバーにはファームウェアとドライバーがあらかじめロードされていますが、Hewlett
Packard Enterprise は初期セットアップ時にファームウェアを更新することをおすすめします。
また、Intelligent Provisioning の 新バージョンをダウンロードおよびアップデートすると、サ
ポートされる 新機能を利用できます。

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

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

注記: Intelligent Provisioning は、マルチホーム構成内では機能しません。マルチホームホストとは、複数
のネットワークに接続されているか、複数の IP アドレスを持っているホストです。

Intelligent Provisioning は、次のオペレーティングシステムのインストールをサポートします。

• Microsoft Windows Server

• Red Hat Enterprise Linux

• SUSE Linux Enterprise Server

• VMware ESXi/vSphere カスタムイメージ

• ClearOS

OS のすべてのバージョンがサポートされているわけではありません。サポート対象のオペレーティング
システムのバージョンについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある OS サポートマト
リックス（https://www.hpe.com/info/ossupport）を参照してください。

管理セキュリティ
HPE ProLiant Gen10、HPE ProLiant Gen10 Plus および HPE Apollo サーバーは、業界内で も高度な、
かつすぐに使用できるさまざまなセキュリティ機能を備えており、内蔵のセキュアな管理アプリケーショ
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ンとファームウェアに基づいています。HPE の内蔵管理製品によって提供される管理セキュリティは、
新のワークロードをセキュアにサポートし、未許可アクセスや未承認の用途からコンポーネントを保護

します。iLO Advanced ライセンスで使用可能な内蔵管理およびオプションのソフトウェアとファーム
ウェアは、高度なサイバー攻撃に対する保護、検出、リカバリを確実に実行するセキュリティ機能を提供
します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（https://www.hpe.com/support/
gen10-security-ref-ja）にある HPE Gen10 および Gen10 Plus セキュリティリファレンスガイドを参照
してください。

Windows および Linux 用の Scripting Toolkit
Windows および Linux 用の STK は、サーバーの無人/自動での大量展開の作成を可能にするサーバー展開
製品です。STK は、ProLiant サーバーをサポートするように設計されています。このツールキットには、
モジュール式のユーティリティセットと、このユーティリティセットを使用して自動サーバー展開プロセ
スを作成する方法を記載した非常に役立つドキュメントが含まれています。

STK を使用すると、標準となるサーバー構成スクリプトを柔軟に作成できます。ユーザーは、作成したス
クリプトを使用して、サーバーの構成プロセスで発生する多くの手動での手順を自動化することができま
す。この自動サーバー構成プロセスにより、各展開にかかる時間が短縮されるため、迅速に多数のサー
バーへの展開が可能になります。

STK のダウンロードについて詳しくは、または STK をダウンロードするには、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトを参照してください。

UEFI システムユーティリティ
UEFI システムユーティリティは、システム ROM に内蔵されています。これを使用すると、次のような
広範な構成作業を実行できます。

• システムデバイスとインストールされたオプションの構成。

• システム機能の有効化と無効化。

• システム情報の表示。

• プライマリブートコントローラーまたはパーティションの選択。

• メモリオプションの構成。

• その他のプリブート環境の起動。

UEFI を搭載する HPE サーバーでは、以下を提供できます。

• サイズが 2.2 TB 以上のブートパーティションのサポート。このような構成は、以前まで、RAID ソ
リューションを使用している場合に、ブートドライブでしか使用できませんでした。

• セキュアブート。システムファームウェア、オプションカードファームウェア、オペレーティングシ
ステム、ソフトウェアを連携して、プラットフォームのセキュリティを強化することができます。

• UEFI グラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）

• 内蔵 UEFI シェル。スクリプトやツールを実行するための起動前環境を提供します。

• UEFI オプション ROM のみをサポートするオプションカード向けブートサポート。

ブートモードの選択

このサーバーには、2 つのブートモード構成があります。UEFI モードおよびレガシー BIOS モードです。
一部のブートオプションでは、特定のブートモードを選択することが必要です。デフォルトでは、ブート
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モードは UEFI モードに設定されています。次の特定のオプションを使用するには、システムを UEFI モ
ードで起動する必要があります。

• セキュアブート、UEFI 適化ブート、汎用 USB ブート、IPv6 PXE ブート、iSCSI ブート、および
URL からのブート

• ファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシー

注記: 使用するブートモードはオペレーティングシステムのインストールと一致しなければなりません。
そうでない場合、ブートモードを変更するとサーバーがインストール済みのオペレーティングシステムで
起動する機能に影響を与える場合があります。

前提条件

UEFI モードで起動する場合は、UEFI 適化ブートを有効なままにしてください。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > ブートオプ
ション > ブートモードを選択します。

2. 設定を選択します。

• UEFI モード（デフォルト）— UEFI 互換性のあるオペレーティングシステムで起動するようシステ
ムを設定します。

• レガシー BIOS モード — レガシー BIOS 互換モードで従来のオペレーティングシステムに起動す
るようにシステムを構成します。

3. 設定を保存します。

4. サーバーを再起動します。

セキュアブート

セキュアブートはサーバーのセキュリティ機能で、完全に BIOS に組み込まれており、特殊なハードウェ
アは不要です。セキュアブートにより、ブートプロセス中に起動した各コンポーネントにデジタル記号が
付けられ、この署名が UEFI BIOS に内蔵された一連の信頼済みの証明書と照合されて検証されます。セ
キュアブートは、ブートプロセス中に次のコンポーネントのソフトウェア ID を検証します。

• PCIe カードからロードされた UEFI ドライバー

• 大容量ストレージデバイスからロードされた UEFI ドライバー

• プリブート UEFI シェルアプリケーション

• OS UEFI ブートローダー

セキュアブートが有効になっている場合には、以下が必要です。

• ブートプロセス中、ブートローダーを持つオペレーティングシステムとファームウェアコンポーネン
トは、実行するために適切なデジタル署名を持っている必要があります。

• オペレーティングシステムは、起動するためには、セキュアブートをサポートし、認証済みキーの 1
つで署名された EFI ブートローダーを持っている必要があります。サポートされるオペレーティング
システムについて詳しくは、https://www.hpe.com/servers/ossupport を参照してください。
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独自の証明書を追加または削除することにより、UEFI BIOS に組み込まれている証明書をカスタマイズで
きます。カスタマイズは、サーバーに直接取り付けられた管理コンソールから行うことも、または iLO リ
モートコンソールを使用してサーバーにリモート接続して行うこともできます。

セキュアブートは、次のように構成できます。

• 以下の各項で説明されているシステムユーティリティオプションを使用する。

• iLO RESTful API を使用して、証明書をクリアし、復元する。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト（https://www.hpe.com/info/redfish）を参照してください。

• 内蔵 UEFI シェルで secbootコマンドを使用し、セキュアブートデータベース、キー、およびセキュ
リティレポートを表示する。

内蔵 UEFI シェルの起動

内蔵 UEFI シェルオプションを使用して、内蔵 UEFI シェルを起動します。内蔵 UEFI シェルは、UEFI ブ
ートローダーを含む UEFI アプリケーションのスクリプトを作成し、実行するための起動前のコマンドラ
イン環境です。このシェルには、システム情報を取得し、システム BIOS を構成およびアップデートする
ために使用できる CLI ベースのコマンドも用意されています。

前提条件

内蔵 UEFI シェルが有効に設定されていること。

手順

1. システムユーティリティ画面で、内蔵アプリケーション > 内蔵 UEFI シェルを選択します。

内蔵 UEFI シェル画面が表示されます。

2. 任意のキーを押して、その場にいることを知らせます。

この手順により、セキュアブートの無効化や他社製の UEFI ツールを使用したセキュアブート証明書の
管理など、特定の機能が制限されなくなります。

3. 管理者パスワードが設定されている場合はプロンプトで入力し、Enter キーを押します。

Shell>プロンプトが表示されます。

4. タスクの完了に必要なコマンドを入力します。

5. Exitコマンドを入力して、シェルを終了します。

HPE Smart Storage Administrator
HPE SSA は、HPE Smart アレイ SR コントローラーでアレイを構成するためのメインツールです。これ
には、HPE SSA GUI、HPE SSA CLI、および HPE SSA スクリプティングの 3 つのインターフェイス形
式があります。どの形式も構成タスクをサポートしています。高度なタスクのいくつかは、1 つの形式だ
けで使用可能です。

HPE SSA の診断機能は、スタンドアロンのソフトウェア HPE Smart Storage Administrator 診断ユーティ
リティ CLI でも使用できます。

サーバーまたはコンピュートモジュールの初回プロビジョニング中は、アレイを構成してからでないとオ
ペレーティングシステムをインストールできません。アレイは SSA を使用して構成することができま
す。

HPE SSA はオフライン（HPE Intelligent Provisioning を経由するか、スタンドアロンのブート可能な ISO
イメージとして）とオンラインのどちらでもアクセスできます。
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• オフライン環境での HPE SSA へのアクセス

重要: オフライン環境で既存のサーバーをアップデートする場合は、構成手順を実行する前に
Service Pack for ProLiant から HPE SSA の 新バージョンを入手します。

さまざまな方法のいずれかを使用して、ホストオペレーティングシステムを起動する前に HPE SSA を
実行できます。オフラインモードでは、オプションの Smart アレイコントローラーや内蔵 Smart アレ
イコントローラーなど、検出済みでサポート済みのデバイスを構成したり、保守したりできます。ブー
トコントローラーやブートボリュームの設定のような一部の HPE SSA 機能は、オフライン環境でのみ
使用できます。

• オンライン環境での HPE SSA へのアクセス

この方法では、管理者が HPE SSA 実行可能ファイルをダウンロードしてインストールする必要があり
ます。ホストオペレーティングシステムを起動した後で、HPE SSA をオンラインで実行できます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある HPE Smart アレイ SR Gen10 の構成ガイ
ドを参照してください。

HPE InfoSight for Servers
HPE InfoSight ポータルは、HPE によってホストされている安全な Web インターフェイスで、サポート
されているデバイスをグラフィカルインターフェイスによって監視できます。

HPE InfoSight for Servers：

• HPE InfoSight の機械学習と予測分析を、Active Health System（AHS）および HPE iLO のヘルスとパ
フォーマンス監視と組み合わせて、パフォーマンスを 適化し、問題を予測して防止します

• AHS からのセンサーデータとテレメトリデータを自動的に収集および分析し、インストールベースの
動作から洞察を導き出して、問題の解決とパフォーマンスの向上に関する推奨事項を提供します

HPE InfoSight for Servers を使用するための準備について詳しくは、https://www.hpe.com/info/
infosight-servers-docs を参照してください。

USB サポート
Hewlett Packard Enterprise の Gen10 および Gen10 Plus サーバーでは、サーバーに接続されているデバ
イスに応じて、USB のすべての動作速度をサポートします。

外部 USB 機能

外部 USB のサポートにより、サーバーの管理、構成、および診断のために、ローカル接続した USB デバ
イスを使用できます。

セキュリティを強化するには、UEFI システムユーティリティの USB オプションで外部 USB 機能を無効
にできます。

冗長 ROM のサポート
サーバーでは、冗長化された ROM のサポートで、ROM を安全にアップグレードしたり構成したりする
ことができます。サーバーには、1 つの ROM が搭載され 2 つの独立した ROM イメージとして機能しま
す。標準の実装では、ROM の片方のサイドに現在のバージョンの ROM プログラムが内蔵され、ROM の
もう一方のサイドにバックアップバージョンの ROM が内蔵されています。
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注記: サーバーの工場出荷時には、ROM の両サイドに同じバージョンの ROM が実装されています。

安全とセキュリティ上の利点

システム ROM をフラッシュする場合、フラッシュメカニズムがバックアップ ROM を上書きし、現在の
ROM をバックアップとして保存して、新しい ROM が何らかの理由で壊れたときに代替のバージョンの
ROM に簡単に戻ることができるようにします。この機能では、ROM のフラッシュ中に電源障害が発生し
た場合でも、既存のバージョンの ROM が保護されます。

システムの 新状態の維持

ファームウェアまたはシステム ROM のアップデート

ファームウェアまたはシステム ROM をアップデートするには、以下のいずれかの方法を使用します。

• システムユーティリティのファームウェアの更新オプション。

• 内蔵 UEFI シェルの fwupdateコマンド。

• Service Pack for ProLiant（SPP）

• HPE オンラインフラッシュコンポーネント

• Moonshot Component Pack

Service Pack for ProLiant
SPP は、単一の ISO ファイルのダウンロードとして提供されるシステムソフトウェアおよびファーム
ウェアソリューションです。このソリューションは展開ツールとして SUM を使用し、サポートされる
HPE ProLiant、HPE BladeSystem、HPE Synergy、HPE Apollo サーバーおよびインフラストラクチャで
テストされています。

SPP は SUM および iSUT と連携して HPE ProLiant、HPE BladeSystem、HPE Synergy、HPE Apollo サー
バーおよびインフラストラクチャを体系的にアップデートする、Smart Update システムメンテナンス
ツールです。

SPP は、Windows、Linux、または VMware vSphere ESXi でオンラインモードで使用することができ、
また、ISO ファイルに格納されたオペレーティングシステムでサーバーを起動することで、オフライン
モードで使用することができます。

推奨される SPP のダウンロード方法は、https://www.hpe.com/servers/spp/custom にある SPP カスタ
ムダウンロードを使用することです。

SPP は、http://www.hpe.com/jp/downloads/SPP にある SPP ダウンロードページからもダウンロード
することができます。

Smart Update Manager
SUM は、HPE ProLiant、HPE BladeSystem、HPE Synergy、および HPE Apollo サーバー、インフラス
トラクチャ、および関連オプションのファームウェア、ドライバー、システムソフトウェアの保守とアッ
プデートを行う革新的ツールです。

SUM は相互依存性の問題を回避するために、同時にアップデートできる関連ノードを特定します。

SUM の主な機能は、次のとおりです。
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• ノードに取り付けられているハードウェアや、インストールされているファームウェアおよびソフト
ウェアのバージョンを検出する検出エンジン。

• SUM は、アップデートを正しい順序で展開します。また、アップデートの展開前にすべての依存関係
が満たされていることを確認します。

• 相互依存性チェック。

• 順を追って進む自動のローカルホストガイドアップデートプロセス。

• Web ブラウザーベースのユーザーインターフェイス。

• カスタムベースラインと ISO を作成する機能。

• iLO レポジトリ用のサポート（Gen10 以降の iLO 5 ノードのみ）。

• 複数のリモートノード用のファームウェアとソフトウェアの同時展開。

• SPP によるローカルのオフラインファームウェア展開。

• すべてのモードでの広範なログ機能。

注記: SUM は、コントローラーに接続されているフラッシュ式ハードディスクドライブを含め、他社製の
コントローラーをサポートしません。

Integrated Smart Update Tools
Integrated Smart Update Tools（iSUT）は、ファームウェアとドライバーのオンラインアップデートを実
行するためのスマートアップデートソリューションです。iSUT は、iLO 4、iLO 5、および iLO Amplifier
Pack または HPE OneView および Smart Update Manager（SUM）などのアップデートソリューション
（管理アプライアンスなど）と共に使用され、ファームウェアのアクティブ化およびドライバーのアップ
デートをステージング、インストールするために利用します。

ソリューションは、リッチインフラストラクチャサービス（RIS）通信を介して結果をアップデートする
オペレーティングシステムにインストールする必要があります。

• iSUT：iLO をポーリングして、管理ネットワーク経由のアップデートについて SUM または iLO
Amplifier Pack から要求があるか確認し、アップデートのステージング、展開、およびアクティブ化を
調整します。iSUT によって提供される適切なコマンドラインオプションを発行することで、ポーリン
グ間隔を調整することができます。ターゲットサーバー上でインベントリを実行し、展開をステージ
ングし、アップデートを展開してから、サーバーを再起動します。

• iLO5 および Integrated Smart Update（Gen10 以降のサーバーのみ）：iLO インストールキューに、
iSUT によってアップデートできるコンポーネントが入っているときは、iLO レポジトリからそのコン
ポーネントをダウンロードすることによって iLO レポジトリベースのアップデートを実行します。

• iLO Amplifier Pack および HPE OneView：サーバーに対して利用可能なアップデートを表示します。
iSUT（または SUT 1.x）と通信し、iLO Redfish インターフェイスを使用してアップデートを開始しま
す。iSUT は、iLO Restful インターフェイスを介して iLO Amplifier Pack にアップデートのステータス
を報告します。

• SUM：HPE ProLiant サーバーおよび関連付けられたオプションのファームウェアとドライバーをメン
テナンスするためのツールです。

注記: SUM および iLO Amplifier Pack で同じノードを管理しないでください。

システムユーティリティからのファームウェアのアップデート

システム BIOS、NIC、ストレージカードなどのシステムのファームウェアコンポーネントをアップデー
トするのにファームウェアの更新オプションを使用します。
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手順

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから、ご使用のサーバーのシステム ROM フラッシュバ
イナリコンポーネントにアクセスします。

2. バイナリファイルを USB メディアまたは iLO 仮想メディアにコピーします。

3. メディアをサーバーに接続します。

4. システムユーティリティを起動し、内蔵アプリケーション > ファームウェアの更新を選択します。

5. デバイスを選択します。

ファームウェアの更新画面に、現在使用中のファームウェアバージョンを含め、選択したデバイスの
詳細が表示されます。

6. ファームウェアファイルを選択を選択します。

7. ファイルエクスプローラーのリストからフラッシュファイルを選択します。

ファームウェアファイルがロードされ、ファームウェアの更新画面のファームウェアファイルを選択
フィールドにファイルの詳細が表示されます。

8. イメージの説明を選択し、ファームウェアイメージを選択します。

デバイスは、複数のファームウェアイメージを持つことができます。

9. ファームウェアの更新を開始を選択します。

UEFI 内蔵シェルからファームウェアをアップデートする

手順

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから、ご使用のサーバーのシステム ROM フラッシュバ
イナリコンポーネントにアクセスします（https://www.hpe.com/support/hpesc）。

2. USB メディアまたは iLO 仮想メディアにバイナリファイルをコピーします。

3. メディアをサーバーに接続します。

4. UEFI 内蔵シェルへ起動します。

5. USB キーに割り当てられているファイルシステムボリュームを取得するには、map – rを入力しま
す。

6. ご使用のサーバー用のシステム ROM フラッシュバイナリコンポーネントを含むファイルシステムへ
と変更します。fs0:、fs1:など、利用可能な fsxファイルシステムの 1 つを入力し、Enter キーを
押します。

7. cdコマンドを使用して、現在のディレクトリから、バイナリファイルを含むディレクトリに移動しま
す。

8. fwupdate –d BIOS -f filenameと入力し、システム ROM をフラッシュします。

9. サーバーを再起動します。アップデートを有効にして、ハードウェアの安定性を維持するには、ファー
ムウェアのアップデート後に再起動する必要があります。

オンラインフラッシュコンポーネント

このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールできる、アップ
デートされたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUM と組み合わせて使用すると、このス
マートコンポーネントによって、中央の場所からリモートサーバー上のファームウェアをアップデートす
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ることができます。このリモート展開機能により、ファームウェアのアップデートを実行するために、
サーバーの場所に物理的にいる必要がなくなります。

ドライバー

重要: 必ず、バックアップを作成してから、デバイスドライバーをインストールまたはアップデート
してください。

次のいずれかの Smart Update ソリューションを使用してドライバーをアップデートします。

• 新の Service Pack for ProLiant（Smart Update Manager を含む）のダウンロード

• カスタム SPP ダウンロードの作成

• Smart Update Manager for Linux のダウンロード

• 特定のドライバーのダウンロード

サーバーに対応するドライバーを見つけるには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトに移動してから、ご使用の製品名または製品番号を検索します。

ソフトウェアおよびファームウェア

インストールされているソフトウェアまたはコンポーネントで古いバージョンが必要な場合を除き、サー
バーを 初に使用する前に、ソフトウェアとファームウェアをアップデートしてください。

システムソフトウェアおよびファームウェアアップデートを入手するには、次のいずれかの方法を使用し
ます。

• Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/servers/spp/download）から、
SPP をダウンロードしてください。

• 個々のドライバー、ファームウェア、またはその他のシステムソフトウェアコンポーネントを、Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）のサー
バー製品ページからダウンロードしてください。

オペレーティングシステムのバージョンサポート

サポートされているオペレーティングシステムのバージョンについては、オペレーティングシステムサ
ポートマトリックスを参照してください。

HPE Pointnext ポートフォリオ

HPE Pointnext は、信頼を提供し、リスクを軽減して、俊敏性と安定性を実現します。ハイブリッド IT に
より、オンプレミス環境を簡素化して強化し、パブリッククラウドの性質や特性を活かすことで、お客様
の成功を支援します。

サポートサービスでは、ビジネスニーズに合わせて、適切なサービスレベル、対象期間、応答時間を選択
できます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/jp/services/support

次の分野でアドバイザリおよび変換サービスを利用します。

• プライベートまたはハイブリッドのクラウドコンピューティング

• ビッグデータおよびモビリティの要件
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• データセンターのインフラストラクチャの改善

• サーバー、ストレージ、およびネットワーク技術の活用

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/jp/services/consulting

事前通知

Hewlett Packard Enterprise は、今後予定されている以下のものについて、登録したお客様に 30 ～ 60 日
前に通知を送信します。

• ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの変更

• 報告

• パッチ

• セキュリティアラート

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで事前通知を登録できます。
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レポートおよびログ

詳しくは

Active Health System ログ

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI
HPS レポート

サポートケースをオープンにする

Linux のレポート

インテグレーテッドマネジメントログ

レポートおよびログの概要

Hewlett Packard Enterprise に連絡したとき、以下のレポートまたはログのいくつかを収集することを求
められる場合があります。

• Active Health System ログ — Active Health System ログをダウンロードするには、Active Health
System Viewer を使用します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照して
ください。

• インテグレーテッドマネジメントログ

• HPE Smart Storage Administrator Diagnostic Utility CLI レポート

• HPS レポート

• Linux レポート—sosreportと supportconfig

Active Health System ログ
Active Health System が収集したデータは Active Health System ログに保存されます。データは、安全に
記録され、オペレーティングシステムから分離され、しかも顧客データから独立しています。ホストのリ
ソースは、Active Health System データの収集およびロギングで消費されることはありません。

Active Health System ログが満杯になると、ログ内の も古いデータが新しいデータで上書きされます。

Active Health System ログがダウンロードされ、サポート担当者に送信されて、担当者がお客様の問題の
解決をサポートするのにかかる時間は 5 分以内です。

Active Health System データをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise に送信することで、お客様
は、分析、技術的な解決、および品質改善のためにデータが使用されることに同意したものと見なされま
す。収集されるデータは、プライバシーに関する声明（https://www.hpe.com/info/privacy に掲載されて
います）に従って管理されます。

ログを Active Health System Viewer にアップロードすることもできます。詳しくは、Web サイト
（https://www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照
してください。

Active Health System ログのダウンロード方法

Active Health System ログをダウンロードするには、次の方法を使用できます。
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• iLO Web インターフェイス—Active Health System ログページから日付の範囲のログをダウンロー
ドするか、ログ全体をダウンロードします。

• cURL ユーティリティ—cURL コマンドラインツールを使用して、ログをダウンロードします。

• iLO RESTful API および RESTful インターフェイスツール - 詳しくは、https://www.hpe.com/
support/restfulinterface/docs を参照してください。

日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード

手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。

ダウンロードのログが進行中の場合、Active Health System ログにアクセスできません。

2. ログに含める日付の範囲を入力します。デフォルト値は 7 日間です。

a. 開始ボックスをクリックします。

カレンダーが表示されます。

b. カレンダーで範囲の開始日を選択します。

c. 終了ボックスをクリックします。

カレンダーが表示されます。

d. カレンダーで範囲の終了日を選択します。

デフォルト値の範囲をリセットするには、 をクリックします。

3.（オプション）ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。

• サポートケース番号（ 大 14 文字）

• 連絡先担当者の氏名

• 電話番号（ 大 39 文字）

• メールアドレス

• 会社名

入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise のプライバシーに関する声明に準拠して取り扱わ
れます。この情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。

4. ダウンロードをクリックします。

5. ファイルを保存します。

6. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで
gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に送信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。

25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じ
て、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。

7.（オプション）ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。

詳しくは、https://www.hpe.com/servers/ahsv を参照してください。
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Active Health System ログ全体のダウンロード

Active Health System ログ全体のダウンロードには、かなり時間がかかる場合があります。技術的な問題
のために Active Health System ログをアップロードする必要がある場合、Hewlett Packard Enterprise は、
問題が発生した特定の日付範囲のログをダウンロードすることをお勧めします。

手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。

ダウンロードのログが進行中の場合、Active Health System ログにアクセスできません。

2. アドバンスト設定を表示をクリックします。

3.（オプション）ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。

• サポートケース番号（ 大 14 文字）

• 連絡先担当者の氏名

• 電話番号（ 大 39 文字）

• メールアドレス

• 会社名

入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise のプライバシーに関する声明に準拠して取り扱わ
れます。この情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。

4. ログ全体をダウンロードをクリックします。

5. ファイルを保存します。

6. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで
gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に送信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。

25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じ
て、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。

7.（オプション）ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。

詳しくは、https://www.hpe.com/servers/ahsv を参照してください。

cURL を使用した Active Health System ログのダウンロード

手順

1. cURL をインストールします。

2. cURL は以下の Web サイトからダウンロードできます。http://curl.haxx.se/

3. コマンドウィンドウを開きます。

4. 以下の例に似たコマンドを実行します。
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重要: これらのコマンドを入力するときは、スペースやその他のサポートされていない文字を使
用しないでください。

コマンドライン環境でアンパサンドなどの特殊文字が必要な場合、この文字の前にエスケープ文
字を付ける必要があります。詳しくは、このコマンドライン環境のドキュメントを参照してくだ
さい。

• 日付範囲を指定して Active Health System ログをダウンロードする場合：

curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?from=<yyyy-mm-dd>&to=
<yyyy-mm-dd>" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs

• 過去 7 日間の Active Health System ログをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise サポート
ケース番号をログヘッダーに追加する場合：

curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?days=<number_of_days>
&case_no=<number>" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs

• 過去 7 日間の Active Health System ログをダウンロードし、ケース番号と連絡先情報を含める場
合：

curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?days=<number_of_days>
&case_no=<number>&contact_name=<name>&phone=<phone_number>&email=
<email_address>&co_name=<company>" -k -v -u <username>:<password> 
-o <filename>.ahs

• Active Health System ログ全体をダウンロードする場合：

curl "https://<iLO_IP_address>/ahsdata/ahs.ahs?downloadAll=1" -k -v 
-u <username>:<password> -o <filename>.ahs

5. ファイルは指定したパスに保存されます。

6. コマンドウィンドウを閉じます。

7.（オプション）開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで
gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に送信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。

25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じ
て、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。

8.（オプション）ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。

詳しくは、https://www.hpe.com/servers/ahsv を参照してください。

iLO での cURL コマンドの使用法

cURL を使用して Active Health System ログを抽出する場合、コマンドコンポーネントには以下が含まれ
ます。

オプション

<iLO IP address>
iLO IP アドレスを指定します。

from=<yyyy-mm-dd>&to=<yyyy-mm-dd>
ログの開始と終了の日付範囲を示します。year-month-dayの形式で日付を入力してください。た
とえば、2017/07/29 は、2017-07-29 と入力します。
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days=<number of days>
今日の日付から過去<number of days>日間のログファイルをダウンロードすることを指定しま
す。

downloadAll=1
ログ全体をダウンロードすることを指定します。

–k
HTTPS 警告が無視されるように指定します。これにより、接続が安全でなくなる可能性があります。

–v
指定すると、詳細な出力が表示されます。

-u <username>:<password>
iLO ユーザーアカウント認証情報を指定します。

–o <filename>.ahs
出力ファイルの名前とパスを指定します。

case_no=<HPE support case number>
ログヘッダーに追加する Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号を指定します。

ダウンロードしたログに連絡先情報を追加するためのオプション

phone=<phone number>
ログヘッダーに追加する電話番号を指定します。

email=<email address>
ログヘッダーに追加する電子メールアドレスを指定します。

contact_name=<contact name>
ログヘッダーに追加する連絡先の名前を指定します。

co_name=<company name>
ログヘッダーに会社名を挿入します。

Active Health System ログの消去

ログファイルが壊れた場合、またはログを消去して再開する場合は、Active Health System ログを消去し
てください。

前提条件

iLO の設定を構成する権限

手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。

ダウンロードのログが進行中の場合、Active Health System ログにアクセスできません。

2. アドバンスト設定を表示をクリックします。

3. ログをクリアセクションまでスクロールしてから、クリアをクリックします。

4. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、クリアしますをクリックします。

ログがクリア中であることが iLO によって通知されます。
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5. iLO をリセットします。

一部の Active Health System データは iLO の起動中にのみログに記録されるため、iLO をリセットする
必要があります。この手順を行うことにより、データ一式が確実にログに記録されます。

6. サーバーを再起動します。

サーバーの起動時にオペレーティングシステムの名前とバージョンなど、一部の情報がログに記録さ
れるため、サーバーの再起動が必要です。この手順を行うことにより、データ一式が確実にログに記
録されます。

AHS ログを IP でダウンロードする

詳しくは、Intelligent Provisioning のユーザーガイド http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/
docs を参照してください。

手順

1. Intelligent Provisioning [F10]を起動時に開きます。

2. メンテナンスの実行をクリックします。

3. Active Health System ダウンロードをクリックします。

4. 範囲はデフォルトのままにするか、Hewlett Packard Enterprise 技術者から指示されたままにしてくだ
さい。

5. ダウンロードをクリックします。

Active Health System ログ（iLOREST）のダウンロード

前提条件

• RESTful インターフェイスツールがインストールされている。

• iLO の設定を構成する権限

手順

1. RESTful インターフェイスツールを起動します。

2. iLO システムにログインします。

iLOrest > login iLO host name or IP address -u iLO user name -p iLO password
3. 手順 2 でログインしたサーバーの Active Health System ログをダウンロードします。

• 直近の 7 日間のログをダウンロードするには、次のようなコマンドを入力します。

iLOrest > serverlogs --selectlog=AHS --directorypath=ディレクトリパス

• 指定された期間のログをダウンロードするには、次のようなコマンドを入力します。

iLOrest > serverlogs --selectlog=AHS --directorypath=ディレクトリパス
--customiseAHS="from=YYYY-MM-DD&&to=YYYY-MM-DD"

• すべての Active Health System ログをダウンロードするには、次のようなコマンドを入力します。

iLOrest > serverlogs --selectlog=AHS --downloadallahs --directorypath=ディレク
トリパス
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ログは次のファイル名でダウンロードされます。HPE_サーバーのシリアル番号_YYYYMMDD.ahs
4.（オプション）開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで

gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に送信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。

25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じ
て、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。

5.（オプション）ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。

詳しくは、https://www.hpe.com/servers/ahsv を参照してください。

iLOREST serverlog コマンドの使用法

--selectlog=AHS
Active Health System ログタイプで処理することを指定します。

--directorypath=ディレクトリパス

出力ファイルのパスを指定します。

--customiseAHS="from=YYYY-MM-DD&&to=YYYY-MM-DD"
ログの開始と終了の日付範囲を示します。year-month-dayの形式で日付を入力してください。た
とえば、2017/07/29 は、2017-07-29 と入力します。

--downloadallahs
ログ全体をダウンロードすることを指定します。

詳しくは、RESTful インターフェイスツールのドキュメントを参照してください。

Intelligent Provisioning 診断ツール
診断ツールは、サーバー起動時の POST 実行中に F10 キーを押すことによってアクセスできる NAND フ
ラッシュモジュールに組み込まれています。詳しくは、Intelligent Provisioning ソフトウェアドキュメ
ント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
IML は、数百のイベントを記録して簡単に表示できる形式で格納します。IML は、各イベントに 1 分単位
のタイムスタンプを設定します。

IML に記録されたイベントは、次のような複数の方法で表示できます。

• HPE SIM から

• UEFI システムユーティリティから

• 内蔵 UEFI シェルから

• iLO Web インターフェイスから

レポートおよびログ 161

mailto:gsd_csc_case_mngmt@hpe.com
https://www.hpe.com/servers/ahsv
https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs


IML の表示

手順

1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、インテグレーテッドマネジメントログタブをクリックし
ます。

2.（オプション）ソート、検索、およびフィルター処理機能を使用して、ログのビューをカスタマイズし
ます。

3.（オプション）イベントリストを更新するには、 をクリックします。

HPE SSA を使用した診断タスクの実行

手順

1. HPE SSA を開きます。

2. 次のいずれかの操作を実行して、診断パネルを開きます。

• クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して診断をクリックします。

• 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある診断をクリック
します。

3. レポートタイプを選択します。

この例では、アレイ診断レポートの選択を使用します。

4. アレイ診断レポートを選択します。

アレイ診断レポートのアクションパネルが表示されます。

5. いずれかのタスクボタンをクリックします。

• 診断レポートの表示をクリックすると、レポートが表示されます。現在のレポートの表示が完了し
たら、閉じるまたは保存をクリックします。

• 診断レポートの保存をクリックした場合は、レポートが生成されるのを待って、レポートを閉じる
またはレポートを保存するをクリックします。

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI
ユーティリティのインストール

手順

1. HPE Smart Storage Administrator の Web サイトにアクセスします。

2. Download software をクリックします。

3. OS を選択します。

4. 希望のソフトウェアとバージョンを識別し、Download をクリックします。

5. 実行可能ファイルを保存し、実行します。

162 レポートおよびログ

http://www.hpe.com/servers/ssa


デフォルトでは、ソフトウェアは C:\Program Files\Smart Storage Administrator\にイン
ストールされます。

CLI モードでのユーティリティの起動

手順

1. スタート、アプリ、システムツール、Read Me の順にクリックします。

2. 管理者としてコマンドプロンプトを開きます。

3. ssaducli.exeがインストールされているディレクトリに移動します（cd）。
通常、このディレクトリは C:\Program Files\Smart Storage Administrator\ssaducli\bin です。

4. 次のいずれかを実行します。

• 次のコマンドで診断レポートを生成します。ssaducli -f adu-report.zip
• 次のコマンドで SmartSSD Wear Gauge レポートを生成します。ssaducli -ssd -f ssd-

report.zip

他のオプションを表示するには、次のコマンドを使用します。

ssaducli -help

診断レポート手順

診断レポートの表示

手順

1. ユーティリティを起動します。

2. ユーティリティを使用して作成した.zip ファイルにアクセスします。

3. HTML ファイルを開いてレポートを表示します。

診断レポートファイルの識別と表示

診断レポート出力アーカイブには、以下のファイルが含まれます。

• ADUReport.txt - テキスト形式の診断レポート

• ADUReport.xml - XML 形式の診断レポート

• ADUReportViewer.htm - XML 診断レポート用の HTML ビューアー

• SlotX.txt (SlotX.old) - コントローラーのシリアル出力ログ

シリアル出力ログファイルは、Smart アレイ SAS/SATA イベント通知サービスがインストールされ、
動作している場合のみ使用できます。
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手順

1. ADUReportViewer.htmをディレクトリに抽出します。

2. ブラウザーで ADUReportViewer.htmを開きます。

SmartSSD Wear Gauge レポート手順

SmartSSD Wear Gauge レポートの表示

手順

1. ユーティリティを起動します。

2. ユーティリティを使用して作成した.zip ファイルにアクセスします。

3. HTML ファイルを開いてレポートを表示します。

SmartSSD Wear Gauge レポートファイルの識別と表示

SmartSSD Wear Gauge レポート出力アーカイブには、以下のファイルが含まれます。

• SmartSSDWearGaugeReport.txt - テキスト形式の SmartSSD wear gauge レポート

• SmartSSDWearGaugeReport.json - JSON 形式の SmartSSD wear gauge レポート

• SmartSSDWearGaugeReport.htm - JSON wear gauge レポート用の HTML ビューアー

手順

1. 以下のファイルを単一ディレクトリに抽出します。

• SmartSSDWearGaugeReport.json
• SmartSSDWearGaugeReport.htm

2. ブラウザーで SmartSSDWearGaugeReport.htmを開きます。

HPS レポート
HPS レポートは、Windows サーバー環境から重要な動作および構成情報を取得するために使用されます。
HPS レポートユーティリティは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダウンロードできま
す。レポートの作成を開始するには、実行ファイルを実行します。これにより、cab ファイルが C:
\WINDOWS\HPSReports\Enhanced\Report ディレクトリに保存されます。

このレポートは、Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせる前に実行し、cab ファ
イルを送信できるように準備してください。

Linux のレポート
HPE サーバーで発生する可能性のある Linux のインストールに関する問題の解決を容易にするために、
Hewlett Packard Enterprise サポートにご連絡いただく前に sosreportまたは supportconfig をキャ
プチャーしてください。
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詳しくは

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

サポートケースをオープンにする
推奨されるトラブルシューティング操作を実行しても問題が解決しない場合は、Hewlett Packard
Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）を使用してサポー
トケースをオープンにします。

前提条件

サポートケースをオープンにするために必要な情報を確認します。

手順

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（https://www.hpe.com/support/hpesc）
にアクセスします。

2. Access Cases を選択します。

3. HPE パスポートでサインインします。

4. 次のいずれかを実行します。

• 契約または標準保証 ID を入力します。

• 製品のリストから選択するには、リンクされている契約の中から対象製品を選択する場合はこちら
をクリックします。

5. Submit Case をクリックします。

6. 必要な情報を入力してから、Submit をクリックします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターのサポートエージェントから連絡があります。
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トラブルシューティング用情報の入手先

オンライン情報

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

トラブルシューティングのためのツールと情報および 新バージョンのドライバーとフラッシュ ROM
イメージは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトから入手できます。

Hewlett Packard Enterprise Information Library
HPE ProLiant サーバーのドキュメントは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で入手でき
ます。

旧モデルの HPE ProLiant サーバーに関するトラブルシューティング情報の入手
先

『HPE ProLiant サーバートラブルシューティングガイド』は、Gen8 よりも古いモデルの ProLiant サーバー
およびサーバーブレードについて、一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別する
ための一連の包括的な対策、エラーメッセージの意味、問題の解決方法、およびソフトウェアのメンテナ
ンスについて説明しています。このガイドには、複雑なトラブルシューティングプロセスを正しい手順で
進めていくのに役立つ、問題別のフローチャートが用意されています。このガイドを表示するには、言語
を選択してください。

• 英語

• フランス語

• イタリア語

• スペイン語

• ドイツ語

• オランダ語

• 日本語

サーバーブレードエンクロージャーに関するトラブルシューティング情報の入手
先

HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide は、Insight Display の使用から、より複雑な
コンポーネントレベルのトラブルシューティングにいたるまで、HPE BladeSystem c-Class エンクロー
ジャーのトラブルシューティング手順と解決策を説明しています。詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトを参照してください。

トラブルシューティングの資料

トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントの HPE Gen10 および Gen10 Plus サーバー製品
で使用できます。

166  トラブルシューティング用情報の入手先

http://www.hpe.com/support/hpesc
http://www.hpe.com/info/enterprise/docs
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_en
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_fr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_it
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_sp
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_gr
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_nl
http://www.hpe.com/support/ProLiant_TSG_jp
http://www.hpe.com/info/bladesystem/docs
http://www.hpe.com/info/bladesystem/docs


• HPE ProLiant Gen10 および Gen10 Plus サーバートラブルシューティングガイドでは、一般的な問題
を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、
ソフトウェアのメンテナンスについて説明しています。

• HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイドでは、エラーメッセージ
のリストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。

• HPE ProLiant Gen10 Plus サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイドでは、エラーメッ
セージのリストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。

• HPE ProLiant Gen10 および HPE Synergy⽤のインテグレーテッドマネジメントログメッセージおよ
びトラブルシューティングガイドでは、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML
メッセージおよび関連するトラブルシューティング情報を提供しています。

製品のトラブルシューティングに関する資料にアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise
Information Library を参照してください。

• Gen10 サーバーについては、https://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting を参照してくださ
い。

• Gen10 Plus サーバーについては、https://www.hpe.com/info/gen10plus-troubleshooting を参照し
てください。

サーバーのドキュメント

各サーバーには、セットアップ、インストール、保守、サービス、およびケーブル接続に関する情報を含
む、製品固有のドキュメントがいくつか用意されています。サーバーのドキュメントには、次の場所から
アクセスできます。

• 製品固有の Information Library サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してくださ
い。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library—製品を選択して、リストに表示されるドキュメン
トを絞り込んでください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

サーバーのユーザーガイド

このサーバーユーザーガイドには以下のタイプの情報が掲載されています。

• コンポーネントと LED の説明

• セットアップ

• ケーブル配線

• ソフトウェア

• ハードウェアオプションの取り付け

• 仕様情報

製品のドキュメントには、次の場所からアクセスできます。
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• 製品固有の Information Library—サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してくだ
さい。

• Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/enterprise-docs）—製品を選
択して、リストに表示されるドキュメントを絞り込んでください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）

サーバーのメンテナンス&サービスガイド

サーバーのメンテナンス & サービス ガイドの内容は、以下のとおりです。

• サーバーのスペアパーツリスト

• スペアパーツの取り外しと取り付け

• ケーブル配線

• コンポーネントと LED の説明

• 仕様情報

製品のドキュメントには、次の場所からアクセスできます。

• 製品固有の Information Library — サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してく
ださい。

• Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/enterprise-docs）—製品を選
択して、リストに表示されるドキュメントを絞り込んでください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）

セットアップ/インストールガイド

セットアップ/インストールガイドでは、通常、シャーシまたはエンクロージャーおよび 1 つ以上のサー
バーを含むシステムに関する以下のタイプの情報を提供します。

• プランニング

• インストール

• コンポーネントと LED の説明

• ケーブル配線

• システム構成情報

製品のドキュメントには、次の場所からアクセスできます。

• 製品固有の Information Library—サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してくだ
さい。

• Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/enterprise-docs）—製品を選
択して、リストに表示されるドキュメントを絞り込んでください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）
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HPE iLO 5 ソフトウェアドキュメント

HPE iLO 5 について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE iLO 5 ユー
ザーガイドを参照してください。

UEFI システムユーティリティのドキュメント

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/UEFI/docs）にある UEFI システムユーティリティのユーザーガイドを参照してくだ
さい。

Intelligent Provisioning ソフトウェアのドキュメント

Intelligent Provisioning について詳しくは、Intelligent Provisioning ユーザーガイド（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト）を参照してください。このユーザーガイドは、サーバーの構成、OS のイン
ストール、メンテナンスタスクの実行、トラブルシューティング、およびその他の高度なトピックに関す
る情報を提供します。

製品 QuickSpecs
製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、製品の QuickSpecs（Hewlett
Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、専門的な技術分野の知識に関するオンラインドキュメントです。一部のホワイト
ペーパーでは、詳細な説明と手順が説明されています。Hewlett Packard Enterprise 製品、Hewlett Packard
Enterprise テクノロジー、OS、ネットワーク製品、パフォーマンスなどの項目について説明しています。
下記 Web サイトにあるいずれかのホワイトペーパーを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

サービス通知、アドバイザリ、およびお知らせ

サービス通知、アドバイザリ、およびお知らせには、HPE サーバーに関する既知の問題についての情報
が記載されています。サービス通知、アドバイザリ、またはお知らせを見つけるには、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）でご使用の製品を検索します。ドキュ
メントのタイプでリストを絞り込むには、フィルターを使用します。

サブスクリプションサービス

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに登録することで、サポートアラート、製品サポートコミュ
ニケーション、ドライバー更新、ソフトウェアリリース、ファームウェア更新、およびお客様による交換
可能部品の情報をメールで受け取ることができます。

すでに受け取っているサポートアラートのオプションを変更するには、設定変更（サインイン）のリンク
をクリックしてください。

HPE Pointnext ポートフォリオ

HPE Pointnext は、信頼を提供し、リスクを軽減して、俊敏性と安定性を実現します。ハイブリッド IT に
より、オンプレミス環境を簡素化して強化し、パブリッククラウドの性質や特性を活かすことで、お客様
の成功を支援します。

サポートサービスでは、ビジネスニーズに合わせて、適切なサービスレベル、対象期間、応答時間を選択
できます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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http://www.hpe.com/jp/services/support

次の分野でアドバイザリおよび変換サービスを利用します。

• プライベートまたはハイブリッドのクラウドコンピューティング

• ビッグデータおよびモビリティの要件

• データセンターのインフラストラクチャの改善

• サーバー、ストレージ、およびネットワーク技術の活用

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/jp/services/consulting

製品情報

製品に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/servers）の製品情報を参照してくださ
い。

HPE Smart メモリ速度情報

メモリ速度の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://www.hpe.com/
docs/memory-speed-table）を参照してください。

サーバーを登録する

より迅速なサービスとより効果的なサポートを受けるには、Hewlett Packard Enterprise 製品登録 Web
サイトで製品を登録してください。

サーバーの機能およびインストール手順の概要

サーバーの機能については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品の QuickSpecs を参
照してください。

インストール手順については、次の場所にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

主な機能とオプションの部品番号

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトで入手できる製品の QuickSpecs を参照してください。

サーバーおよびオプションの仕様、記号、取り付けに関する警告、および注意事
項

「リファレンス情報」パックに入っている、印刷されたお知らせを参照してください。

次の提供元から入手できるサーバーのドキュメントを参照してください。
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• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

HPE Smart アレイコントローラーのドキュメント

HPE Smart アレイコントローラーについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/smartstorage-docs）で入手できるドキュメントを参照してください。

交換用部品の部品番号

Hewlett Packard Enterprise では、製品の部品を継続的に改善および変更します。現在サポートされてい
るスペア部品の完全な情報については、Hewlett Packard Enterprise PartSurfer の Web サイトを参照して
ください。

• デスクトップ：http://www.hpe.com/info/partssurfer

• 携帯電話：http://partsurfermobile.ext.hpe.com

分解手順、製品番号、仕様

次の提供元から入手できるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

分解または取り外しおよび交換手順のビデオ

取り外しおよび交換手順について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://
www.hpe.com/support/sml-csr）を参照してください。

技術的な情報

ホワイトペーパーは、専門的な技術分野の知識に関するオンラインドキュメントです。一部のホワイト
ペーパーでは、詳細な説明と手順が説明されています。Hewlett Packard Enterprise 製品、Hewlett Packard
Enterprise テクノロジー、OS、ネットワーク製品、パフォーマンスなどの項目について説明しています。
下記 Web サイトにあるいずれかのホワイトペーパーを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

製品インストール情報

外部ケーブル接続に関する情報

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるサーバーユーザーガイドのケーブル接続に関する情報
を参照してください。

電源容量

すべての HPE ProLiant Gen10 サーバーについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/poweradvisor-ja）にある HPE Power Advisor を参照してください。
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HPE Power Advisor には、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（https://dcia.itcs.hpe.com）から
もアクセスできます。

スイッチの設定、LED の機能、ドライブ、メモリ、拡張ボード、およびプロセッ
サーの取り付け手順、ボードのレイアウト

アクセスパネルのラベルおよびサーバーのユーザーガイドを参照してください。アクセスパネルラベル
は、サーバーに貼付されています。サーバーのユーザーガイドは次の場所にあります。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

製品構成情報

データセンターインフラストラクチャアドバイザー

データセンターインフラストラクチャアドバイザーでは、データセンター環境を選択、構成、および評価
するためのインテリジェントツールへのアクセスを提供します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト（https://dcia.itcs.hpe.com/）を参照してください。

デバイスドライバーに関する情報

デバイスドライバーの情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

DDR4 メモリ構成

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで、DDR4 Smart Memory Configurator を探します。

オペレーティングシステムのインストールおよび構成情報（工場出荷時にインス
トールされたオペレーティングシステムの場合）

サーバーに同梱されている、工場出荷時にインストールされたオペレーティングシステムのインストール
ドキュメントを参照してください。

サーバーの構成情報

以下の場所にある、サーバーのユーザーガイドまたはセットアップおよびインストールガイドを参照して
ください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

サーバーセットアップソフトウェアのインストールおよび構成情報

以下の場所にある、サーバーのユーザーガイドまたはセットアップおよびインストールガイドを参照して
ください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト
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サーバーのソフトウェアのインストールと構成

以下の場所にある、サーバーのユーザーガイドまたはセットアップおよびインストールガイドを参照して
ください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

HPE iLO 5 情報

HPE iLO 5 について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE iLO 5 のド
キュメントを参照してください。

サーバーの管理

Hewlett Packard Enterprise Information Library にある HPE Systems Insight Manager のドキュメント
を参照してください。

サーバー管理システムのインストールおよび構成情報

HPE Systems Insight Manager インストール/ユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise Information
Library）を参照してください。

フォールトトレランス機能、セキュリティ機能、メンテナンス、構成とセットアッ
プ

次の提供元から入手できるサーバーのドキュメントを参照してください。

• Hewlett Packard Enterprise Information Library

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト
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Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library
https://www.hpe.com/info/EIL

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）ストレージ互換性マトリックス

https://www.hpe.com/storage/spock
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

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

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

https://www.hpe.com/info/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 サイトにアクセスします。

https://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

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

https://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

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

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

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

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、
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。
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https://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 HPE パスポー
トをセットアップしておく必要があります。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。

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

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare
HPE データセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

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

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

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

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

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

https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。

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

176 サポートと他のリソース

https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
http://www.hpe.com/jp/hpalert
http://www.hpe.com/services/proactivecare
http://www.hpe.com/services/datacentercare
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts
https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts


規定に関する追加情報

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

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

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド
キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござ
いましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメー
ルには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日
をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョ
ン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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症状情報のチェックリスト

サーバーの問題をトラブルシューティングする前に、症状に関する以下の情報を収集してください。

手順

サーバーの電源は入っていますか。

サーバーで POST は完了していますか。

サーバーで POST を完了していない場合、それぞれのサーバー LED はどのような状態および動作です
か。

ビデオディスプレイは使用できますか。

サーバーで POST が完了しており、ビデオを使用できる場合、POST エラーメッセージは表示されて
いますか。表示されている POST エラーメッセージのテキストをメモしてください。

サーバーのオペレーティングシステムまたはハイパーバイザーは正常に起動しますか。起動しない場
合、サーバーのディスプレイに以下のいずれかの症状は見られましたか。また、以下の症状はどの時
点では発生しましたか。

◦ 訂正不能なマシンチェック例外

◦ STOP エラーまたはブルースクリーン（Windows）

◦ 紫色の診断画面（Linux）

◦ Linux カーネルパニック

◦ システムの「ハング」

◦ システムの「フリーズ」

OS のインストール後に問題が発生しましたか。

問題は、新しいアプリケーションのロード中に発生しましたか。

サーバーが誤動作したとき、サーバーのディスプレイにはどのような症状が見られましたか。

たとえば、サーバーが再起動しましたか。「LED コードが示された」、「ヘルスログが記録された」、「画
面にメッセージが表示された」ありましたか。

誤作動がメモリエラー、PCI エラーなどとして報告されたことを示す何らかの兆候はありましたか。

今日のプロセッサーはメモリコントローラーおよび PCI Express コントローラーを備えているため、
他の領域での障害が、プロセッサーの誤動作を原因とする場合があります。

問題は、いつ発生しましたか。

問題が発生したタイミング（日時を含む）を正確に記録してください。複数回発生する場合は、発生
ごとのすべての症状のリストを保持してください。

障害の前に何かイベントが発生しましたか。問題は、どの手順を実行した後に発生するのですか。

サーバーが動作していたときから何を変更しましたか。

近、ハードウェアまたはソフトウェアを追加もしくは削除しましたか。

その場合、サーバーのセットアップユーティリティで適切な設定を変更しましたか。
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サーバーが問題の症状を示すのはどのくらいの長さの時間ですか。

問題がランダムに発生する場合、その問題の期間または頻度はどのくらいですか。

iLO イベントログまたは IML に基づいて判断すると、何が故障していますか。
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