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摘要摘要
このヘルプトピックは、HPE OneViewアプライアンスのグラフィカルユーザーインターフェイスまたはREST APIを使用して、
仮想マシンテクノロジーのコンバージドインフラストラクチャ環境でITハードウェアを管理する管理者を対象としていま
す。
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14.5.6 Virtual Connectインターコネクトファームウェアのアップグレード時の可用性の維持

14.5.7 ファームウェアの手動管理

14.5.8 管理対象デバイスのファームウェアのアップデート

14.5.9 サポートされていないファームウェアのアップデート

14.6 アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加

14.7 アプライアンスのファームウェアレポジトリへのホットフィックスの追加

14.8 応答しないファームウェアアップデートタスクのキャンセル

14.9 HPE BladeSystem Onboard AdministratorでNIC設定を構成する



14.10 カスタムSPPの作成

14.10.1 オプション1: SPPカスタムダウンロードを使用して、カスタムSPPを作成する

14.10.2 オプション2：SUMを使用して、カスタムISO SPPを作成する

14.10.3 オプション3：ソフトウェアおよびファームウェアコンポーネントのホットフィックスファイル
をHPE OneViewにアップロードして、カスタムファームウェアバンドルを作成する

14.11 ファームウェアのダウングレード

14.12 ファームウェアバンドルレポジトリからのファームウェアバンドルの削除

14.13 サーバープロファイルからのファームウェアアップデートのスケジュール

14.14 ファームウェアレポジトリの表示

15 ファームウェアコンプライアンス

15.1 ファームウェアコンプライアンスの表示について

15.2 保留中のアップデートのカウントとステータス

15.3 ファームウェアコンプライアンスの詳細ビュー

15.4 ファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロード

15.5 ファームウェアアップデートのフィルター処理

15.6 ファームウェアコンプライアンスの概要ビュー

15.7 ファームウェアコンプライアンスの表示

16 ハイパーバイザークラスタープロファイル

16.1 ハイパーバイザークラスタープロファイルの構成管理

16.1.1 ハイパーバイザークラスタープロファイルでのネットワーク

16.1.2 ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

16.1.3 ハイパーバイザークラスターボリューム

16.1.4 ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート

16.1.5 ハイパーバイザークラスタープロファイルの強制削除

16.1.6 ハイパーバイザークラスタープロファイルの整合性検証

16.1.6.1 ハイパーバイザークラスタープロファイルのサーバープロファイルテンプレートの整合性
確認

16.1.6.2 ハイパーバイザーテンプレート

16.1.7 ハイパーバイザークラスターのインポートおよび管理

16.2 ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用する計画

16.2.1 ハイパーバイザークラスターの設計上の留意事項

16.2.2 ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートする

16.2.2.1 ハイパーバイザークラスタープロファイルによってアップデートされる構成

16.2.2.2 ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用した中断を伴わないアップデートの実行

16.2.2.3 中断を伴わないアップデートの仕組み

16.2.3 ハイパーバイザークラスターのインポートおよび管理

16.2.4 ハイパーバイザークラスタープロファイルに関するFAQ

16.2.5 ハイパーバイザークラスタープロファイルのベストプラクティス

16.2.6 ハイパーバイザークラスタープロファイルの制限事項

16.3 vSAN対応ハイパーバイザークラスター

16.3.1 vSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

16.3.2 vSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの拡張

16.3.3 vSAN対応ハイパーバイザークラスターのホストメンテナンスモードオプション

16.3.4 vSAN対応ローリングアップデート

16.4 ハイパーバイザークラスターボリュームの追加

16.5 ハイパーバイザークラスタープロファイルへの既存のハイパーバイザーの追加

16.6 ハイパーバイザークラスタープロファイルへの新しいハイパーバイザーの追加

16.7 ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

16.8 ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集



16.9 ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート

16.10 構成の不整合の自動修復

16.11 ハイパーバイザークラスタープロファイルからのハイパーバイザープロファイルの削除

16.12 ハイパーバイザークラスターボリュームの削除

17 ハイパーバイザーマネージャー

17.1 ハイパーバイザーマネージャーの登録と信頼

17.1.1 管理設定

17.2 ハイパーバイザーマネージャーのユーザー権限

17.3 ハイパーバイザーマネージャーの追加

17.4 ハイパーバイザーマネージャーの編集

17.5 ハイパーバイザーマネージャーの削除

18 ハイパーバイザープロファイル

18.1 ハイパーバイザープロファイルの構成管理

18.1.1 ハイパーバイザープロファイルの整合性検証

18.2 ハイパーバイザーのメンテナンスモード

18.3 ハイパーバイザーの電源オフ

18.4 ハイパーバイザープロファイルの編集

18.5 メンテナンスモードの開始

18.6 メンテナンスモードの終了

18.7 ハイパーバイザーの電源オン/オフ

18.8 ハイパーバイザーのリセットまたはコールドブート

18.9 ハイパーバイザークラスタープロファイルからアップデート

19 インターコネクト

19.1 インターコネクト

19.1.1 インターコネクトリンクタイプ

19.1.2 管理対象および監視対象のインターコネクト

19.1.2.1 管理対象インターコネクト

19.1.3 非管理対象およびサポートされていないインターコネクト

19.1.4 FIPスヌーピング

19.1.5 アプライアンスとの接続および同期

19.2 インターコネクト画面の詳細

19.2.1 概要

19.2.2 全般

19.2.3 ハードウェア

19.2.4 アップリンクポート

19.2.4.1 追加のアップリンクポートの詳細

19.2.5 ダウンリンクポート

19.2.5.1 追加のダウンリンクポートの詳細

19.2.5.2 FlexNICポートの詳細

19.2.5.3 追加のFlexNICポートの詳細

19.2.5.4 FlexNIC以外のポートの詳細

19.2.6 インターコネクトの編集

19.2.7 インターコネクトのヘルスステータスと状態

19.3 アップリンクおよびダウンリンクポートの詳細統計情報

19.4 インターコネクトの追加

19.5 ポートカウンターのクリア

19.5.1 ポートカウンターのクリア

19.6 インターコネクトのRemote Supportデータの収集

19.7 インターコネクト上でのアップリンクポートまたはダウンリンクポートの有効化または無効化



19.7.1 インターコネクト上でのアップリンクポートまたはダウンリンクポートの有効化または無効化

19.8 インターコネクトのRemote Supportの有効化

19.9 インターコネクト構成の再適用

19.10 インターコネクトの交換

19.11 保護のリセット

19.12 アップリンクポートおよびダウンリンクポートのデータ伝送統計情報の表示

19.12.1 アップリンクポートのデータ伝送統計情報の表示

19.12.2 アップリンクポートおよびダウンリンクポートのデータ伝送統計情報の表示

20 ライセンス

20.1 ライセンス方式：EULA

20.2 HPE OneViewのライセンスタイプ

20.3 サーバーハードウェアを管理するためのHPE OneView Advancedライセンス

20.3.1 エンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンス

20.3.2 ラックマウント型サーバーのライセンス

20.4 サーバーハードウェアを監視するためのHPE OneView Standardライセンス

20.5 ライセンスの購入または取得

20.5.1 サーバーハードウェアのライセンス

20.6 ライセンスの提供

20.7 ライセンスキーの形式

20.8 ライセンスレポート

20.9 ライセンスのシナリオ

20.10 ライセンスおよび利用状況の統計

20.11 ライセンスグラフ

20.12 HPE OneViewへのライセンスキーの追加

20.13 管理対象サーバーハードウェアへのライセンスの適用

20.14 ライセンスステータスの表示

21 論理エンクロージャー

21.1 ファームウェアベースライン

21.2 整合性のない論理エンクロージャー

21.3 論理エンクロージャーのインターコネクトのファームウェアアップデートのアクティブ化

21.4 論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

21.5 無効なファームウェアを含む非管理対象エンクロージャーの管理対象化

21.6 論理エンクロージャーの作成

21.7 論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの作成

21.8 HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプトを使用したエンクロージャーの構成

21.8.1 HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプト

21.8.2 構成済みのHPE BladeSystem Onboard Administratorからのスクリプトの抽出

21.8.3 HPE BladeSystem Onboard Administratorの構成スクリプトのコピー

21.8.4 HPE BladeSystem Onboard Administratorコマンドドキュメントの表示またはダウンロード

21.8.5 不許可のHPE BladeSystem Onboard Administratorコマンド

21.8.6 サンプルのHPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプト

21.9 論理エンクロージャーの削除

21.10 論理エンクロージャーの編集

21.11 論理エンクロージャー構成の再適用

21.12 論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

21.13 エンクロージャーグループからの論理エンクロージャー構成のアップデート

22 論理インターコネクト

22.1 論理インターコネクトの作成または削除

22.2 アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成



22.2.1 アクティブ/スタンバイ構成

22.2.2 アクティブ/アクティブ構成

22.2.2.1 アクティブ/アクティブ構成の要件

22.2.2.2 単一の論理インターコネクトグループのアクティブ/アクティブ構成の例

22.3 論理インターコネクト構成

22.4 論理インターコネクトの全般的構成の表示

22.5 論理インターコネクト構成の整合性確認

22.6 論理インターコネクトとのファームウェアの関連付け

22.6.1 論理インターコネクトのファームウェアのアップデート

22.6.2 1つのインターコネクトのファームウェアのアップデート

22.7 内部ネットワーク

22.8 アップリンクセット

22.8.1 アップリンクセットへのネットワークの追加

22.8.2 HPE Virtual Connect FCモジュールのトランキング

22.8.3 アップリンクポートとアップリンクポートの状態

22.8.4 アップリンクセットの接続タイプとモード

22.9 スタッキングリンクとスタッキングヘルス

22.10 インターコネクトの設定

22.10.1 LLDPタギング

22.10.2 ループ保護

22.10.3 Pause Flood保護

22.10.4 MACキャッシュ

22.11 IGMP設定

22.12 利用状況サンプリング

22.13 SNMPの設定

22.13.1 SNMPアクセス

22.13.2 SNMPv1、v2、およびSNMPv3の設定

22.13.3 SNMPトラップの宛先

22.13.4 サポートされているSNMP管理情報ベース（MIB）

22.14 ネットワークトラフィックのQuality of Service

22.15 QoSでのアップリンクとダウンリンクの分類

22.16 アクティブおよび非アクティブなQoS構成

22.17 MACアドレス

22.17.1 MACアドレステーブルの表示およびダウンロード

22.18 ポートモニタリング

22.18.1 ポートIDインジケーターの色の定義

22.18.2 ローカルポートモニタリング

22.19 Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8インターコネクトモジュール

22.20 アップリンクセットの追加

22.21 プライベートVLANドメインの追加または編集

22.22 ネットワークトラフィックを監視するポートの構成

22.23 アップリンクセットの削除

22.24 論理インターコネクトのMACアドレステーブルのダウンロード

22.25 論理インターコネクトの編集

22.26 内部ネットワークの編集

22.27 アップリンクセットの編集

22.28 ファイバーチャネルネットワークのアップリンクフェイルオーバーに対応する再分散ログイン設定の管
理

22.29 SNMPv3ユーザー設定の管理
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22.29.1 SNMPv3ユーザーの追加

22.29.2 SNMPv3ユーザーの編集

22.29.3 SNMPv3ユーザーの削除

22.30 c7000エンクロージャー用のSNMPアクセスの管理

22.30.1 SNMPマネージャーのアクセスの追加

22.30.2 SNMPマネージャーのアクセスの編集

22.30.3 SNMPマネージャーからのアクセスの削除

22.31 SNMPトラップ宛先の管理

22.31.1 SNMPトラップ宛先の追加

22.31.2 SNMPトラップ送信先の編集

22.31.3 SNMPトラップ宛先の削除

22.32 物理インターコネクトへの論理インターコネクト構成の再適用

22.33 エンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデート

22.33.1 論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのステージングおよびアクティブ化

22.33.2 論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアを後のアクティブ化用にステージン
グ

22.33.3 論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのアクティブ化

22.33.4 ファイバーチャネルネットワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネクト用のファー
ムウェアのアップデート

22.34 論理インターコネクトグループからの論理インターコネクト構成のアップデート

22.35 論理インターコネクト上でのMACアドレスの表示

23 論理インターコネクトグループ

23.1 論理インターコネクトグループのコピー

23.2 論理インターコネクトグループのLLDPエンハンストTLV構造

23.2.1 論理インターコネクトグループのLLDPエンハンストTLV値

23.3 論理インターコネクトグループのLLDPタギング

23.4 論理インターコネクトグループのグラフィカルインターフェイス

23.5 エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ

23.5.1 論理インターコネクトグループを作成する場合

23.6 論理インターコネクトグループのアップリンクセット

23.7 論理インターコネクトグループのコピー

23.8 論理インターコネクトグループの作成

23.9 論理インターコネクトグループの削除

23.10 トランキング構成の無効化

23.11 論理インターコネクトグループの編集

23.11.1 アップグレード後の、または既存の構成を使用した、HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモ
ジュールのトランキングの構成

23.11.2 新しい構成を使用したHPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュールのトランキングの構成

23.12 論理インターコネクトグループの作成時にLLDPエンハンストTLV設定を有効にする

23.13 既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクト上のLLDPエンハンストTLV設定の有効
化または無効化

23.14 論理インターコネクトグループ作成時のLLDPタギングの有効化

23.15 既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトでのLLDPタギングの有効化または無
効化

23.16 LACPタイマーを介した制御メッセージの頻度の管理

24 ネットワーク

24.1 ネットワークおよびネットワークタイプ

24.1.1 優先帯域幅と最大帯域幅

24.1.2 セキュアなネットワーク

24.2 イーサーネットネットワーク



24.2.1 Smartリンク

24.2.2 タグ付きイーサーネットネットワークについて

24.2.3 タグ無しイーサーネットネットワーク

24.2.4 トンネルイーサーネットネットワーク

24.3 ファイバーチャネルのネットワーク

24.3.1 ファイバーチャネルネットワークのタイプ

24.3.2 直接接続ファイバーチャネルネットワーク

24.3.3 ファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク

24.4 Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワーク

24.5 データセンターのスイッチポートの要件

24.6 クイックスタート：1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティブネッ
トワーク構成の追加

24.6.1 1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティブネットワーク構
成の追加

24.7 クイックスタート：アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行

24.7.1 アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行

24.8 タグ無しトラフィックの専用ネットワークの追加

24.9 トンネルネットワークの追加

24.10 ネットワークと管理対象SANの関連付け

24.11 ネットワークの作成

24.12 ストレージシステムにサーバーを直接接続

24.12.1 既存の環境のストレージシステムにサーバーを直接接続

24.13 ネットワークの削除

24.14 ネットワーク構成設定の編集

25 ネットワークセット

25.1 ネットワークセットの使用

25.2 ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する留意事項

25.3 ネットワークセットの作成

25.4 ネットワークセットの削除

25.5 ネットワークセットの編集

26 電力供給デバイス

26.1 電源デバイス管理

26.2 アプライアンスとの接続および同期

26.3 電力接続の追加

26.4 電力供給デバイスの追加

26.5 現在別の管理システムによって管理されているiPDUの追加

26.6 電力供給デバイスのプロパティの編集

26.7 電力供給デバイスのフィルター処理

26.8 電力供給デバイスの電源の切断

26.9 電力供給デバイスのロケーターライトのオン/オフ

26.10 電力供給デバイスの削除

26.11 iPDUとアプライアンス間の接続の問題を解決

26.12 過去5分間のiPDUの消費電力を表示

26.13 過去24時間のiPDUの消費電力を表示

27 ラックマネージャー

27.1 ラックマネージャーの追加と監視

27.2 ラックマネージャーを追加する際のファームウェアオプション

27.3 ラックマネージャーの更新と削除

27.4 ラックマネージャーコンポーネント
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27.5 ラックマネージャーのラックビュー

27.6 ラックマネージャーの状態

27.7 ラックマネージャーのRemote Support

27.8 RMCヘルス監視アラート

27.9 Superdome Flexファームウェアバンドル

27.9.1 ラックマネージャーのファームウェアビュー

27.9.2 Superdome Flexファームウェアアップデート構成オプション

27.10 ラックマネージャーの追加

27.11 ラックマネージャーのRemote Supportデータの収集

27.12 ラックマネージャーの編集

27.13 ラックマネージャーのリモートサポートの有効化

27.14 別の管理システムによって現在監視されているラックマネージャーの強制的な追加

27.15 RMC Webインターフェイスの起動

27.16 ラックマネージャーのリセット

27.17 ラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート

28 ラック

28.1 ラック管理

28.2 ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作成

28.3 ラックの電力と温度

28.4 ラックの追加

28.5 ラック名の変更

28.6 ラック内のデバイスのレイアウトの変更

28.7 ラックのプロパティの編集

28.8 管理対象からのラックの削除

29 レポート

29.1 レポートを使用したインベントリと環境の監視

29.2 レポートの表示と保存

30 SANマネージャー

30.1 SANの管理

30.1.1 Brocade Fabric OS（FOS）スイッチのSANマネージャー

30.1.2 FOS APIを使用した管理用のBrocadeスイッチの構成

30.1.3 複数のHPE OneViewインスタンスにおける同様のBrocade FOSスイッチSANマネージャーの管理

30.1.4 HPE OneViewの管理対象としてのSANマネージャーの構成

30.2 SANマネージャーの追加

30.3 FOS APIを使用して管理用にBrocadeスイッチを構成する

30.4 BrocadeスイッチのFOS SANマネージャーを作成する

30.5 SANマネージャーの編集

30.6 Brocade SAN管理のBNAからFOS RESTへの移行

30.7 SANマネージャーの更新

30.8 SANマネージャーの削除

31 SAN

31.1 SANの状態

31.1.1 SANゾーニング

31.1.1.1 ゾーンとエイリアス

31.1.1.2 ゾーンおよびエイリアスの命名ガイドラインと変更

31.1.1.3 既存のSANゾーンとエイリアスを再利用する条件

31.1.1.4 既存のボリューム関連付けによってゾーンに行われた変更の影響

31.1.1.5 予期されないゾーニングレポート

31.2 SANとネットワークの関連付け



31.3 SANのエンドポイントテーブルのダウンロード

31.4 SANの編集

31.5 予期されないゾーニングレポートの生成

31.6 SAN構成の再適用

31.7 SANの更新

31.8 SANの自動ゾーニングのオン/オフ

32 サーバーハードウェア

32.1 サーバーハードウェアを追加

32.1.1 サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件

32.1.2 サポートされていないサーバーハードウェア

32.2 アプライアンスとの接続および同期

32.3 iLOへのHPE OneViewのシングルサインオン

32.4 インストールされているファームウェアおよびドライバーのバージョン

32.5 サーバーハードウェアの監視と管理

32.5.1 監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除

32.5.2 HPE OneViewの管理または監視の結果としてのiLOの変化

32.6 監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除

32.7 管理対象サーバーハードウェア

32.8 監視対象サーバーハードウェア

32.9 ワンタイムブートオプション

32.10 管理ソフトウェアのその他の警告

32.11 サーバーハードウェアインベントリ

32.12 サーバーハードウェアのメンテナンスモード

32.13 サーバーハードウェアの状態

32.14 サポートされていないサーバーハードウェア

32.15 監視対象または管理対象のラックサーバーの追加

32.16 リモートサーバーでのiLO sysLogの収集

32.17 別の管理システムによって管理されているサーバーの要求

32.18 サーバーのRemote Supportデータの収集

32.19 監視対象サーバーハードウェアの数をカウントする

32.20 サーバーハードウェアの編集

32.21 サーバーハードウェアのRemote Supportの有効化

32.22 HPE ProLiant G6およびHPE ProLiant G7サーバーのヘルス監視の有効化

32.23 別の管理システムによって現在監視されているサーバーの強制的な追加

32.24 削除操作に失敗した場合のサーバーの強制的削除

32.25 サーバーをリモートで管理するiLOコンソールの起動

32.26 サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードの管理

32.27 サーバーの電源オン

32.28 サーバーの電源オフ

32.29 ラックサーバーの管理からの削除

32.30 サーバーのリセット

32.31 アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の問題の解決

32.32 ワンタイムブートオプションの設定

32.33 UIDライトのオンとオフの切り替え

33 サーバーハードウェアタイプ

33.1 アダプター

33.2 サーバーハードウェアタイプの削除

33.3 サーバーハードウェアタイプのプロパティの編集

33.4 サーバープロファイルのサーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループの変更



34 サーバープロファイル

34.1 サーバープロファイルの作成または使用に役立つリンク

34.1.1 空のデバイスベイへのサーバープロファイルの割り当て

34.1.2 サーバープロファイルへのSANボリュームの接続

34.1.3 サーバープロファイルの編集

34.1.4 サーバープロファイルの移行

34.1.5 サーバープロファイルの移動

34.1.6 サーバープロファイルのハードウェアからの削除（割り当て解除）

34.1.7 サーバープロファイルのローカルストレージ設定

34.1.7.1 論理ドライブと一意の識別子

34.1.7.2 RAIDレベルとコントローラー

34.1.7.3 RAIDレベルと物理ドライブの数

34.1.7.4 ローカルストレージおよび統合ストレージコントローラー

34.1.7.5 サーバープロファイルの論理ドライブ設定

34.1.8 サーバープロファイル接続とサーバーハードウェアタイプの変更

34.1.9 サーバープロファイルの整合性の検証

34.1.10 サーバープロファイルをサーバーまたはエンクロージャーベイに割り当てる権限

34.1.11 サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理の自動化

34.1.11.1 メリットと制限事項

34.1.12 ベストプラクティス構成の取得

34.1.13 サーバープロファイルのアドバンスト設定

34.1.14 サーバープロファイルのBIOS設定

34.1.15 サーバープロファイルのブート設定

34.1.16 サーバープロファイルの接続設定

34.1.16.1 サーバープロファイルのiSCSI認証

34.1.17 サーバープロファイルのファームウェア設定

34.1.18 サーバープロファイルのSANストレージ設定

34.1.19 サーバープロファイルのステータスアイコンの定義

34.1.20 プロファイルに関連付けられたサーバーをベイに挿入するとどうなりますか？

34.1.20.1 サーバープロファイルでのiLO設定の構成

34.1.21 取り外し/交換動作を制御するためのサーバープロファイルの操作

34.2 サーバープロファイル構成をカスタマイズするための前提条件

34.3 サーバープロファイルテンプレートからアップデートするときのサーバープロファイルの変更のステージ
ング

34.4 どのようなときにサーバープロファイルを使用するか

34.5 クイックスタート：サーバーハードウェアの MACアドレスバインディングをFCoEサーバープロファイル用
に構成します

34.6 統合ストレージの論理ドライブを追加する

34.7 メザニンストレージの論理ドライブを追加する

34.8 サーバープロファイルへのSANボリュームの追加

34.9 サーバープロファイルを別のサーバーに割り当て

34.10 管理対象SANボリュームからの起動

34.11 ユーザー指定のIDを持つサーバープロファイルの構成

34.11.1 イーサーネット接続用のユーザー指定のIDが含まれるサーバープロファイルの作成

34.11.2 ファイバーチャネル接続用のユーザー指定のIDを使用したサーバープロファイルの作成

34.11.3 ユーザー指定のシリアル番号を使用したサーバープロファイルの作成

34.12 サーバープロファイルのコピー

34.13 サーバープロファイルの作成

34.14 サーバープロファイルからのサーバープロファイルテンプレートの作成



34.15 サーバープロファイルの削除または強制削除

34.16 サーバープロファイルの編集

34.17 サーバープロファイルの更新

34.18 既存のサーバープロファイルの移行

34.19 サーバープロファイルの再適用

34.20 削除されたサーバープロファイルの再構築

34.21 サーバープロファイルが割り当てられているサーバーのシステムボードの交換

34.22 サーバーハードウェアからのサーバープロファイルの割り当て解除

34.23 サーバープロファイルによるファームウェアのアップデート

34.24 サーバープロファイルテンプレートからのプロファイル構成のアップデート

34.25 サービスマネージャーフィールドの表示

34.26 プロキシ設定の構成

35 サーバープロファイルテンプレート

35.1 サーバープロファイルテンプレート

35.1.1 サーバープロファイルテンプレートの作成

35.1.2 関連付けられたテンプレートアタッチメント

35.1.3 サーバープロファイルテンプレートでのiLO設定の構成

35.1.4 サーバープロファイルテンプレートの編集

35.1.5 サーバープロファイルテンプレートの更新

35.1.6 サーバープロファイルテンプレートの整合性確認

35.1.6.1 サーバープロファイルテンプレートの整合性確認

35.1.7 サーバープロファイルテンプレートのアドバンスト設定

35.1.8 サーバープロファイルテンプレートのローカルストレージ設定

35.1.9 サーバープロファイルテンプレートのSANストレージ設定

35.1.10 サーバープロファイルテンプレートのBIOS設定

35.1.11 サーバープロファイルテンプレートのブート設定

35.1.12 サーバープロファイルテンプレートの接続設定

35.1.12.1 サーバープロファイルテンプレートのiSCSI認証

35.1.13 サーバープロファイルテンプレートのファームウェア設定

35.2 サーバープロファイルテンプレート構成をカスタマイズするための前提条件

35.3 どのようなときにサーバープロファイルテンプレートを使用するか

35.4 ボリュームアタッチメントの構成とサーバープロファイルテンプレートへのボリュームの追加

35.5 サーバープロファイルテンプレートのコピー

35.6 テンプレートからのサーバープロファイルの作成

35.7 サーバープロファイルテンプレートの作成

35.8 サーバープロファイルテンプレートの削除

35.9 サーバープロファイルテンプレートの編集

35.10 サーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデート

36 設定

37 設定：アクティビティ

37.1 アクティビティパネル

38 設定：アドレスおよび識別子

38.1 IDプール

38.2 予約済みVLANプール

38.3 IPサブネットとアドレス範囲

38.4 MACアドレス

38.5 シリアル番号

38.6 World Wide Name

38.7 MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成またはカスタムIDプールの追加



38.7.1 MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加

38.7.2 MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加

38.8 IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加

38.9 IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加

38.10 IPv4サブネットとアドレス範囲の編集

38.11 IPv6サブネットとアドレス範囲の編集

38.12 仮想MACアドレスの有効化

38.13 論理エンクロージャーへの手動でのIPアドレスの割り当て

38.14 アクティブなIDプールとそのプロパティのリストの表示

39 設定：アプライアンス

39.1 アプライアンスのアップデート

39.2 工場出荷時設定へのリセット操作

39.3 VMアプライアンスを管理するためのベストプラクティス

39.4 HPE OneView Update Readiness Checker

39.5 アプライアンスがサポートされていないハードウェアを処理する方法

39.6 スコープによるUI読み取りアクセスの制限

39.7 サポートダンプファイル

39.7.1 論理エンクロージャーのサポートダンプ

39.7.2 サポートダンププレビューファイル

39.8 サポートダンプファイルの作成

39.9 アプライアンスの新しいアップデートファイルが利用可能かどうかの確認

39.10 元の工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット

39.11 アプライアンスのUIからの再起動

39.12 アプライアンスのUIからのシャットダウン

39.13 アプライアンスのアップデート

40 設定：アプライアンスネットワーク

40.1 アプライアンスネットワーク設定

40.2 アプライアンスのネットワーク設定の変更

40.3 DNSサーバーの変更

40.4 デュアルスタックプロトコルへの変更

40.5 初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構成

40.6 ホスト名またはIPアドレスのPing

41 設定：バックアップ

41.1 アプライアンスのバックアップ

41.1.1 アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス

41.2 HPE OneViewのリモートバックアップ

41.3 リモートサーバーでのフォルダーサポートの制限事項

41.4 リモートバックアップサーバーのSSHホストキー

41.5 HPE OneViewとバックアップサーバー間のセキュアな接続のための暗号

41.6 HPE OneViewのリモートバックアップサーバーでサポートされるアルゴリズム

41.7 スクリプト言語を使用したHPE OneViewのバックアップ

41.8 アプライアンスのリストア

41.8.1 アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス

41.9 スクリプト言語を使用したHPE OneViewバックアップのリストア

41.10 アプライアンスの手動バックアップ

41.11 自動リモートバックアップの構成

41.12 自動リモートバックアップの無効化

41.13 リストア後の作業

41.14 HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルからアプライアンスをリストア



41.14.1 シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始

41.14.2 シナリオ：バックアップファイルを選択し、後でリストアを開始

41.15 バックアップファイルの詳細の表示

42 設定：診断

42.1 ciDebugログ

42.2 ciDebugログのダウンロード

42.3 HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスサービスの構成

42.4 HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様が開始したサービスセッショ
ンを保護

42.5 ciDebugログの表示

43 設定：グローバル設定

43.1 サーバーハードウェアのNTPサーバー構成

43.2 サーバーハードウェアのNTPサーバーの構成

43.3 サーバープロファイルの整合性

43.4 スコープによるUI読み取りアクセスの制限

43.5 ストレージ設定

43.5.1 ボリュームの作成にボリュームテンプレートを要求するための構成

43.5.2 エクストラプレゼンテーションチェックのアラートの無効化

44 設定：ライセンス

44.1 アプライアンスへのライセンスキーの追加

45 設定：通知

45.1 アラートメッセージのメール通知

45.2 メール受信者とフィルターの追加

45.3 メールの受信者とフィルターの追加のベストプラクティス

45.4 アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成

45.5 メール受信者とフィルターのエントリーの削除

45.6 メール受信者とフィルターのエントリーの編集

45.7 メール受信者とフィルターの有効化または無効化

45.8 メール通知用のテストメッセージの送信

45.9 HPE OneViewのSMTPおよびメール通知

46 設定：プロキシ

46.1 プロキシ設定の構成

47 設定：Remote Support

47.1 チャネルパートナー

47.2 リモートサポートの構成とファイアウォールルール

47.3 保証と契約

47.4 データ収集

47.5 Remote Supportの有効化

47.6 HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様が開始したサービスセッショ
ンを保護

47.7 リセラー/ディストリビューターの追加

47.8 サービスパートナーの追加

47.9 Remote Supportの有効化

47.10 Remote Supportの編集

47.11 Remote Supportの登録準備

48 設定：レポジトリ

48.1 ファームウェアレポジトリ

48.2 外部レポジトリの追加

48.3 外部レポジトリの編集



48.4 外部レポジトリの削除

49 設定：スコープ

49.1 パーミッション

49.2 スコープ

49.3 スコープが有効なリソースのカテゴリ

49.4 リソースページからのスコープへのリソースの割り当て

49.5 スコープページからのスコープへのリソースの割当

49.6 ユーザーパーミッションの変更

49.7 スコープの作成

49.8 スコープの削除

49.9 スコープの編集

49.10 スコープによるリソースのフィルタリング

49.11 スコープからのリソースの削除

49.12 スコープに割り当てられたリソースの表示

50 設定：セキュリティ

50.1 セキュリティ設定

50.2 監査ログ

50.2.1 監査ログの転送

50.2.2 監査ログのポリシーの選択

50.3 証明書の管理

50.3.1 HPE OneViewアプライアンス証明書

50.3.1.1 アプライアンス自己署名証明書

50.3.1.1.1 アプライアンス自己署名証明書の作成

50.3.1.2 CA署名アプライアンス証明書

50.3.1.2.1 アプライアンス証明書署名リクエストの作成

50.3.1.2.2 アプライアンス証明書のインポート

50.3.1.2.3 SCMB用のCA署名済みクライアント証明書の作成

50.3.2 Webブラウザーを使用したHPE OneViewへの安全なアクセス

50.3.2.1 ブラウザーからの証明書の管理

50.3.2.2 WebブラウザーとHPE OneView間の信頼の確立

50.3.2.3 ブラウザーからの自己署名証明書のダウンロード

50.3.2.4 ブラウザーへの自己署名証明書のインポート

50.3.2.5 証明書の確認

50.3.3 証明書の追加

50.3.4 証明書の検索

50.3.5 証明書の編集

50.3.6 証明書の削除

50.3.7 証明書を信頼

50.3.8 HPE OneViewとリモートデバイス間の信頼の確立

50.3.8.1 認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼

50.3.8.2 ユーザー確認済みの初期信頼

50.3.8.3 自動初期信頼

50.3.8.4 ルートCA証明書の信頼 -"iLO/iLO 3/iLO 4/iLO 5デフォルト発行元（信頼しない）"証明
書

50.3.8.5 スクリプトを使用したPKIまたはCAベースの信頼の有効化

50.3.9 HPE OneViewの証明書

50.3.10 証明書失効リスト

50.3.10.1 自動CRL処理

50.3.10.2 CRL配布ポイントを見つける
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50.3.11 証明書の設定の表示

50.3.12 証明書のステータスチェック

50.3.13 デバイスの自己署名証明書の有効期限チェック

50.3.14 証明書検証

50.3.14.1 証明書の検証基準

50.3.14.2 証明書の検証の有効化と無効化

50.3.15 デバイス固有の証明書の処理

50.3.15.1 iLO証明書

50.3.15.2 Two-Factor認証用に構成されているiLOを搭載したサーバーの管理

50.3.16 証明書チェックのグローバル設定の無効化

50.3.17 証明書の更新

50.3.17.1 HPE OneViewでアプライアンス自己署名証明書を更新する

50.3.17.2 HPE OneViewでルート証明書または中間証明書を更新する

50.3.17.3 デバイス証明書の更新

50.4 複雑なパスワード

50.5 組織ユニット

50.6 暗号化モード設定

50.7 アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコル

50.7.1 アプライアンスがサポートしているプロトコル

50.7.2 レガシーモードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート

50.7.2.1 TLSのレガシーモードの暗号スイート

50.7.2.2 SSHのレガシーモードの暗号スイート

50.7.2.3 SNMPのレガシーモードの暗号スイート

50.7.3 FIPS 140-2モードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート

50.7.3.1 TLSのFIPS 140-2モード暗号スイート

50.7.3.2 SSHのFIPS 140-2モード暗号スイート

50.7.3.3 SNMPのFIPS 140-2暗号スイート

50.7.4 CNSAモードでサポートされているアルゴリズムと暗号

50.7.4.1 TLSのCNSAモードの暗号スイート

50.7.4.2 SSHのCNSAモードの暗号スイート

50.7.4.3 SNMPのCNSAモードの暗号スイート

50.8 ディレクトリサービス認証

50.8.1 Microsoft Active Directoryサービスの構成

50.8.2 OpenLDAPディレクトリサービスの構成

50.9 緊急ローカルログイン

50.10 FIPSまたはCNSA互換性レポート

50.11 アプライアンスアクセスの認証

50.12 セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス

50.13 許可されたユーザーのアクセスの制御

50.13.1 iLOおよびOAに対するSSOの役割のマッピング

50.13.2 アプライアンスの操作とiLO、OA、およびiPDUとのマッピング

50.13.3 ユーザーアカウントと役割の指定

50.14 アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

50.14.1 あるコンソールから別のコンソール（VMware vSphereおよびMicrosoft HYPER-V）への切り替え

50.14.2 コンソール間の切り替え（KVM）

50.14.3 コンソールアクセスの制限

50.15 ログインセッションの作成

50.16 アプライアンスからダウンロードできるファイル

50.17 Onboard Administratorの証明書



50.18 HPE OneViewアプライアンスの追加のネットワークインターフェイスの構成

50.19 HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリング

50.19.1 スコープベースのアクセス制御

50.19.1.1 スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック

50.19.1.2 スコープベースのアクセス制御に関する情報

50.19.2 スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス

50.19.2.1 認可モデルの設計

50.19.2.1.1 HPE OneViewへのアクセスが必要なユーザーとグループの識別

50.19.2.1.2 必要な権限に最も合う役割の特定

50.19.2.1.3 権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定

50.19.2.2 認可モデルの構成

50.19.3 認可の問題に関するトラブルシューティング

50.19.4 スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要

50.19.4.1 例：ユーザーとグループの特定

50.19.4.2 例：最適なHPE OneView役割を決定する

50.19.4.3 例：パーミッションスコープの定義

50.20 TLS経由のアプライアンスアクセス

50.21 ブラウザー以外のクライアント

50.21.1 パスワード

50.21.2 TLS接続

50.21.3 SSH接続

50.22 HPE OneViewに必要なファイアウォールポート

50.23 認証情報の保護

50.24 セキュリティが強化されたアプライアンス

50.25 セキュアシェルアクセス

50.26 Two-Factor認証

50.26.1 証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性

50.26.2 証明書オーナー - サブジェクト属性

50.26.3 ディレクトリドメイン

50.26.4 証明書を検証する要件

50.27 認証ディレクトリサービスの追加

50.28 ローカルログインの許可

50.29 FIPSまたはCNSA互換性レポートの作成

50.30 互換性レポートの削除

50.31 複雑なパスワードの無効化

50.32 緊急ローカルログインの無効化

50.33 ローカルログインの無効化

50.34 監査ログのダウンロード

50.35 暗号化モードの編集

50.36 認証ディレクトリサービス設定の編集

50.37 負荷分散されたエンタープライズディレクトリ環境の認証を有効にする

50.38 複雑なパスワードの有効化

50.39 グローバルカタログを使用してクロスドメイン認証を有効にする

50.40 緊急ローカルログインの有効化

50.41 認定サービスアクセスの有効化または無効化

50.42 製品の改善の有効化または無効化

50.43 サービスアクセスの有効化または無効化

50.44 スマートカード専用ログインの有効化または無効化

50.45 SSHアクセスの有効化または無効化
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50.46 Active Directoryサーバー証明書のルートCA証明書の抽出

50.47 監査ログの転送

50.48 公開キーの入手およびインストール

50.49 認証ディレクトリサービスの削除

50.50 認証ディレクトリサービスのデフォルトディレクトリとしての設定

50.51 公開キーの表示

51 設定：SNMP

51.1 サーバーiLOからトラップを転送するためのアプライアンスのSNMP設定

51.2 SNMPv3ユーザーの追加または編集

51.3 SNMPトラップ宛先の追加または編集

51.4 SNMPユーザーまたはトラップ宛先の削除

51.5 SNMP読み込みコミュニティ文字列の設定

52 設定：時刻とロケール

52.1 NTPサーバー

52.2 アプライアンスクロックの手動設定

52.3 アプライアンスクロックのNTPサーバーとの同期

53 Smart Update Tools

53.1 Smart Update Toolsの機能

53.2 Smart Update Tools：制御モード

53.2.1 Smart Update Tools：自動モード

53.2.2 Smart Update Tools：オンデマンドモード

53.3 HPE Insight Controlサーバープロビジョニングと連動したSmart Update Toolsのインストール

53.4 Smart Updateツールのインストール

54 ストレージプール

54.1 ストレージプールの予約済み容量の値

54.2 ストレージプール管理

54.3 ドメインからのストレージプールの選択

54.4 ストレージプールの更新

55 ストレージシステム

55.1 HPE 3PAR StoreServストレージシステム

55.2 HPE Nimble Storageシステム

55.3 HPE StoreVirtualストレージシステム

55.4 HPE Primeraストレージシステム

55.5 ストレージシステムポート

55.6 HPE OneViewのストレージシステム

55.7 ポートグループの自動割り当て

55.8 ストレージシステムの追加

55.9 ストレージシステムの編集

55.10 ストレージシステムの認証情報の編集

55.11 ストレージシステムの更新

55.12 ストレージシステムの削除

56 ストレージボリューム

56.1 複数のHPE OneViewアプライアンスを使用した共有ストレージボリュームを管理する際の留意事項

56.2 2つのHPE OneViewアプライアンスを使用したストレージボリュームの管理

56.3 スナップショット

56.4 ボリュームアタッチメントとボリュームの容量

56.5 ボリュームの追加

56.6 ボリュームからスナップショットを作成

56.7 ボリュームの作成



56.8 スナップショットからボリュームを作成

56.9 ボリュームの削除

56.10 ボリュームの編集

56.11 ボリュームの容量の増加

56.12 HPE OneViewで管理されていないボリュームへのアクセスを削除ダイアログ

56.13 エクストラプレゼンテーションを削除しますダイアログ

56.14 HPE 3PAR StoreServストレージの以前のスナップショットに戻す

57 ストレージボリュームセット

57.1 ボリュームセット用のスナップショットのスケジュール作成

58 ストレージボリュームテンプレート

58.1 ボリュームテンプレートの作成とプロビジョニング

58.1.1 ボリュームテンプレートの整合性

58.2 ボリュームテンプレートの作成

58.3 ボリュームテンプレートのコピー

58.4 ボリュームテンプレートの削除

58.5 ボリュームテンプレートの編集

59 HPE OneViewを使用したトラブルシューティング

59.1 HPE OneViewでのトラブルシューティングの基本的な手法

59.2 仮想アプライアンスコンソールの使用

59.3 アクティビティのトラブルシューティング

59.3.1 アラートが生成されない

59.3.2 アラートがHPE OneViewユーザーインターフェイスに表示されない

59.3.3 HPE OneViewでアラートがロックされている

59.3.4 HPE OneViewのアラート状態が予期しないものである

59.3.5 HPE OneViewでアラートステータスが空白または予期しないとして報告される

59.3.6 イベントが解決した後も元のアラートが残る

59.4 アプライアンスの問題のトラブルシューティング

59.4.1 アプライアンスがシャットダウンしなかった

59.4.2 復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっている

59.4.3 アプライアンスのパフォーマンスが低い

59.4.4 アプライアンスがログインを拒否する

59.4.5 HPE OneViewで監査エントリーがログ記録されていない

59.4.6 HPE OneViewから監査ログをダウンロードできない

59.4.7 HPE OneViewで監査ログが存在しない

59.4.8 ブラウザーにユーザーインターフェイスが表示されない

59.4.9 HPE OneViewのバックアップファイルの作成やダウンロードができない

59.4.10 HPE OneViewで暗号化されていないサポートダンプを作成できない

59.4.11 工場出荷時設定へのリセット操作後にログインできない

59.4.12 シャットダウン後にアプライアンスを再起動できない

59.4.13 HPE OneViewアプライアンスをアップデートできない

59.4.14 証明書が失効した

59.4.15 ブラウザーセッションを取得できなかった

59.4.16 HPE OneViewアプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アップデートが失敗
する

59.4.17 HPE OneViewアプライアンスのアップデートが失敗する

59.4.18 HPE OneViewが共有対称暗号鍵をネゴシエートできない

59.4.19 HPE OneViewがSSH情報を取得できない

59.4.20 HPE OneViewがリモートバックアップ構成を確認できない

59.4.21 HPE OneViewダッシュボードにアイコンが表示されない



59.4.22 無効な証明書チェーンによって操作ができない

59.4.23 HPE OneViewで証明書の内容が無効で処理ができない

59.4.24 ログイン画面が表示されない

59.4.25 公開SSHホストキーが現在の暗号化設定と互換性がない

59.4.26 アクションメニューからコンソールの起動を選択しても何も起こらない

59.4.27 HPE OneViewのリストア操作に失敗した

59.4.28 スキャンツールによってSSH暗号の誤検出の問題が報告される

59.4.29 リモートバックアップサーバーのSSHホスト公開キーが無効である

59.4.30 HPE OneViewのサポートダンプファイルが保存されない

59.4.31 HPE OneViewのサポートダンプが作成されなかった

59.4.32 CA署名付きクライアント証明書を使用してSCMBサーバーに接続できない

59.4.33 証明書失効リストを自動的にダウンロードできない

59.4.34 続行してWebサイトに安全に接続するためのオプションが見つからない

59.4.35 証明書をインポートできない

59.4.36 メインメニューにすべてのリソースを表示できない

59.4.37 予期しないアプライアンスのシャットダウン

59.5 アプライアンスネットワークのセットアップのトラブルシューティング

59.5.1 アプライアンスがネットワークにアクセスできない

59.5.2 アプライアンスはDHCPサーバーからDNS情報を取得できない

59.5.3 ネットワーク設定を変更できない

59.5.4 DNSサーバーは到達不能

59.5.5 ゲートウェイサーバーがHPE OneViewから到達不能

59.5.6 アプライアンスIP設定が正しくない

59.5.7 HPE OneViewでNTP同期が失敗する

59.5.8 IPv6のみのアドレス指定に関連する問題

59.6 暗号化モードの切り替えのトラブルシューティング

59.6.1 アップグレード後にFIPSまたはCNSAへのモード切り替えが失敗する

59.6.2 暗号化モード切り替え中にセッションが終了する

59.6.3 FIPSモードまたはレガシーモードへの切り替え後にデバイスを管理できない

59.6.4 CNSAモードに切り替えることができない

59.7 メール通知のトラブルシューティング

59.7.1 アップデート後にメールによるアラート通知が届かない

59.7.2 HPE OneViewのアラートのメール通知を構成できない

59.7.3 指定の受信者がイベントのメール通知を受信していない

59.7.4 HPE OneViewからの頻繁で無関係なメールメッセージ

59.7.5 ホストがSMTPサーバーとしてHPE OneViewに応答しない

59.7.6 HPE OneViewから一部のテストメッセージが受信されていない

59.7.7 HPE OneViewからテストメッセージを送信できなかった

59.7.8 HPE OneViewでメールアドレスホスト名の送信を通じて接続できない

59.7.9 HPE OneViewから一部のメールIDにメールメッセージを配信できない

59.7.10 HPE OneViewからメール通知を受信できない

59.7.11 HPE OneViewで非スコープリソースから予期しないアラート通知を受信した

59.8 エンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブルシューティング

59.8.1 ミッドプレーンの交換後に、既存のエンクロージャーが新しいエンクロージャーとして検出され
る

59.8.2 無効なHPE BladeSystem Onboard Administrator証明書

59.8.3 HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを追加できない

59.8.4 HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを強制的に追加できない

59.8.5 HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを削除できない



59.8.6 エンクロージャーの追加または削除の際に、Onboard Administratorのシングルサインオン
（SSO）の構成を解除できない

59.9 ファームウェアアップデートのトラブルシューティング

59.9.1 エンクロージャー内のすべてのデバイスでのファームウェアのアップデート障害

59.9.2 ファームウェアコンプライアンスデータが利用できない

59.9.3 HPE OneViewでファームウェアのステージング操作が成功しない

59.9.4 HPE OneViewでファームウェアを強制的にダウングレードしようとすると失敗する

59.9.5 ファームウェアのみモードを使用したファームウェアアップデートで、ホットフィックスのバリ
アントがサーバーに適用されない

59.9.6 HPE OneViewはSuperdome Flexファームウェアアップデートを開始できない

59.9.7 HPE OneViewでiLOファームウェアをアップデートできない

59.9.8 認証情報が正しくない場合、HPE OneViewとの通信を妨げる

59.9.9 iLO接続の消失

59.9.10 HPE OneViewでOnboard Administratorファームウェアのアップデートに失敗した

59.9.11 1つ以上のファームウェアコンポーネントに、指定されたファームウェアベースラインと不整合
があります

59.9.12 Smart Update Toolsを使用したファームウェアアップデート中に、適切なホットフィックスのバ
リアントがサーバーに適用されない

59.9.13 Superdome Flexファームウェアアップデートが失敗し、ファームウェアバージョンの不一致が検
出された

59.9.14 ファームウェアのダウングレード後、Superdome Flexのサーバープロファイルを作成および編集
できない

59.9.15 ファームウェアアップデートを開始できない

59.9.16 HPE OneViewでファームウェアアップグレードのログファイルを削除できない

59.10 ハイパーバイザープロファイルのトラブルシューティング

59.10.1 ハイパーバイザークラスタープロファイルが不整合を修復できない

59.10.2 HPE OneViewでvSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの修正操作に失敗する

59.10.3 標準から分散へのvSwitchタイプの移行が失敗する

59.11 インターコネクトのトラブルシューティング

59.11.1 HPE OneViewでインターコネクトの編集が失敗する

59.11.2 インターコネクトの障害

59.11.3 インターコネクトモジュールがインベントリ状態である

59.11.4 インターコネクトモジュールがメンテナンス状態である

59.11.5 インターコネクトモジュールが管理されていない状態である

59.11.6 インターコネクトのステータスが見つからないまたは非互換である

59.12 HPE OneViewでのライセンスのトラブルシューティング

59.12.1 HPE OneViewでライセンスの数が見つからない

59.12.2 HPE OneViewでライセンスを追加できなかった

59.12.3 HPE OneViewでライセンスキーまたはライセンスを追加できなかった

59.12.4 HPE OneViewでライセンスを適用できなかった

59.12.5 HPE OneViewでライセンスの詳細を表示できなかった

59.12.6 ライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が管理下にある数より多い

59.12.7 最近追加または割り当てられたライセンスが不正確であることが表示される

59.12.8 消去されたライセンスキーのリストア

59.12.9 割り当てられたライセンスが指定されたタイプと一致しない

59.13 論理インターコネクトのトラブルシューティング

59.13.1 HPE OneViewでのファームウェアアップデートエラー

59.13.2 HPE OneViewでのI/Oベイの占有エラー

59.13.3 Pause Flood状態がFlex-10またはFlex-20物理ダウンリンクポートで検出された

59.13.4 HPE OneViewでの物理インターコネクトの警告またはエラー

59.13.5 HPE OneViewでのアップリンクセットの警告またはエラー



59.14 ネットワークのトラブルシューティング

59.14.1 HPE OneViewでのネットワーク作成操作が失敗する

59.15 ラックマネージャーのトラブルシューティング

59.15.1 ラックマネージャーに到達できない

59.16 レポートのトラブルシューティング

59.16.1 HPE OneViewでレポートを表示できない

59.17 スコープのトラブルシューティング

59.17.1 認可の問題に関するトラブルシューティング

59.18 サーバーハードウェアのトラブルシューティング

59.18.1 Gen10およびGen10 Plusラックサーバー上の組み込みHPEアダプターの場所が「不明」になってい
る

59.18.2 サーバーの追加が失敗した

59.18.3 サーバーを追加できない

59.18.4 サーバーの電源を制御できない

59.18.5 サーバーを削除できない

59.18.6 HPE OneViewアプライアンスの再起動後にサーバーハードウェアへの接続が失われた

59.18.7 ネットワークアダプターポートインベントリに不明のスロット値が表示される

59.18.8 HPE OneView for Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーまたはサーバーハードウェア
での更新およびその他の操作に失敗する

59.18.9 割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーの交換

59.18.10 システムボードの交換後にサーバーの電源がオンにならない

59.18.11 ワンタイムブートオプションを設定している間、サーバーがPOST中である

59.19 サーバープロファイルのトラブルシューティング

59.19.1 ファームウェアとOSドライバーのアップデートでエラーが発生する

59.19.2 接続の割り当て中または展開中に、FlexNICの自動割り当てが失敗する

59.19.3 プロファイルから接続を追加できない

59.19.4 サーバープロファイルを適用できない

59.19.5 ファームウェアのインストールを完了できない

59.19.6 接続を追加するときに、ネットワークが見つからない

59.19.7 HPE OneViewでプロファイルのアップデートや削除ができない

59.19.8 複数のサーバープロファイルを削除しようとした場合に、選択したプロファイルの一部が削除さ
れない

59.19.9 HPE Superdome FlexサーバーのPXEブートポリシー設定を手動で構成していない場合、HPE
OneViewはブート設定オプションを無視します。

59.19.10 不整合なファームウェアバージョンがHPE OneViewに表示される

59.19.11 HPE OneViewでプロファイルの操作が成功していない

59.19.12 BIOS設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになる

59.19.13 HPE OneViewでサーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない

59.19.14 サーバーの電源をオンにしても、SUTが構成されない

59.19.15 サーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできない

59.19.16 プロファイルを削除できない：MyProfileを削除することができない、またはファームウェアの
変更を追加できない

59.19.17 サーバープロファイルの電源をオフにできない

59.19.18 ファームウェアをアップデートできない

59.20 ストレージのトラブルシューティング

59.20.1 HPE OneViewでBrocade Network Advisor（BNA）SAN Managerを追加できない

59.20.2 ストレージシステムポートがフェイルオーバーした状態にある

59.20.3 ストレージシステムポートが失敗の状態にある

59.20.4 ストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にある

59.20.5 ストレージシステムポートがパートナーが失敗した状態にある
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59.20.6 ストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーした状態にある

59.20.7 ストレージシステムポートが復旧中の状態にある

59.20.8 HPE OneViewでのターゲットポートの障害

59.20.9 Cisco SANマネージャーでSANを検出できない

59.20.10 Brocade Network Advisor（BNA）SANマネージャーとの接続を確立できない

59.20.11 Fabricオペレーティングシステム（FOS）SANマネージャーとの接続を確立できない

59.20.12 ボリュームがオペレーティングシステムを期待どおりに起動しない

59.20.13 ボリュームがストレージシステムから認識されるが、アプライアンス上で認識されない

59.20.14 HPE OneViewのサーバーハードウェアでボリュームを利用できない

59.20.15 ゾーン操作がCisco SANマネージャーで失敗する

59.21 ユーザーアカウントのトラブルシューティング

59.21.1 ディレクトリグループを追加できない

59.21.2 ディレクトリサービスを追加できない

59.21.3 ディレクトリサービス用のサーバーを追加できない

59.21.4 HPE OneViewでローカルユーザーアカウントを削除できない

59.21.5 HPE OneViewでディレクトリグループが見つからない

59.21.6 HPE OneViewでローカルユーザーアカウントを変更できない

59.21.7 ディレクトリサービスを使用できない

59.21.8 HPE OneViewでの不正な権限

59.21.9 認証されていないユーザーまたはグループ

59.21.10 HPE OneViewによってユーザーの公開キーが受け付けられない

60 非管理デバイス

60.1 非管理デバイスのサポート

60.2 非管理デバイスの追加

60.3 非管理デバイスのプロパティの編集

60.4 非管理デバイスの削除

61 ユーザーおよびグループ

61.1 ユーザーの役割の操作権限

61.2 認証の設定

61.3 ユーザーアカウント

61.3.1 組み込みグループ — Microsoft Active Directory

61.3.2 例：OpenLDAPディレクトリ構成

61.3.3 例：ユーザーとグループが同じOUに属する — Microsoft Active Directory

61.3.4 例：ユーザーとグループが同じ親の下の異なるOUに属する — Microsoft Active Directory

61.3.5 例：ユーザーとグループが異なる親の下の異なるOUに属する — Microsoft Active Directory

61.3.6 LDAPスキーマのオブジェクトクラス

61.4 ユーザーの役割

61.5 クイックスタート：認証ディレクトリサービスとグループを追加する

61.5.1 シナリオ：OpenLDAP認証ディレクトリサービスを追加する

61.5.2 シナリオ：Microsoft Active Directory認証ディレクトリサービスを追加する

61.6 全面的に許可されたローカルユーザー（インフラストラクチャ管理者）の追加

61.7 組織のディレクトリのメンバーシップによって認証され、全面的に許可されたユーザーの追加

61.8 ディレクトリベースの認証を使用してグループを追加する

61.9 特殊なアクセスを持つローカルユーザーの追加

61.10 役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクトリのメンバーシップによって認証されるユーザーの
追加

61.11 ユーザー権限の指定

61.12 ローカルユーザーアカウントの編集（インフラストラクチャ管理者として）

61.13 ユーザーアカウントの編集



61.14 自分のローカルユーザーアカウントの編集

61.15 ユーザーまたはグループアカウントの削除

61.16 管理者パスワードのリセット

61.17 ディレクトリサーバー構成の検証

61.18 ユーザー権限の確認

62 利用状況

62.1 利用状況パネル

62.1.1 利用状況の評価基準

62.1.2 利用状況のグラフとメーター

62.2 利用状況グラフに表示する時間範囲の変更

62.3 カスタム利用状況グラフの作成

63 Webサイト

64 HPE OneView Remote Technician

65 HPE OneView製品に関するフィードバック

66 サポートと他のリソース

66.1 Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

66.2 アップデートへのアクセス

66.3 リモートサポート（HPE通報サービス）

66.4 保証情報

66.5 規定に関する情報

66.6 ドキュメントに関するご意見、ご指摘



HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプ

HPE OneViewは、コンバージドデータセンターのハードウェアライフサイクル全体を包括的に管理できる、仮想マシン
（VM）ホスト上で動作するセキュアな仮想アプライアンスです。GUIまたはREST（Representational State
Transfer）APIを使用して、物理演算リソースおよび論理演算リソースを簡単に監視、構成、および管理できます。

HPE OneViewでは、複雑さを軽減し、データセンターのプロビジョニング、管理、および監視を簡素化するリソースモ
デルを採用しています。このモデルに含まれる論理リソース（エンクロージャー、インターコネクト、サーバープロ
ファイル、テンプレート、およびグループ）を対応する物理リソースに適用することで、データセンター用の柔軟かつ
繰り返し可能な構成が提供されます。

HPE OneView REST APIHPE OneView REST API

HPE OneViewのリソース重視のアーキテクチャーでは、統一されたRESTインターフェイスが提供されています。REST
は、HTTP POST、 GET、 PUT、 DELETE を使用してリソース上で実行される基本的なCreate、Read、Update、
Delete（作成、読み取り、アップデート、削除（CRUD））操作を使用するWebサービスです。

REST APIの特長は以下のとおりです。

他の管理プラットフォームとのオープンな統合を実現するための業界標準のインターフェイスを提供します。

いつでも、どこからでもアクセスできるように設計されています。各リソースには1つのUniform Resource

Identifier（URI）があり、物理デバイスまたは論理構造を表します。

任意のスクリプト言語またはプログラミング言語を使用して、UIから実行できるすべての操作を自動化できます。

高い拡張性を実現するように設計されています。

詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

項目項目 情報の入手先情報の入手先

リソースモデルの構造 リソースモデル

アプライアンスで使用されているセキュリティ対策 セキュリティ設定

データセンターを管理するためのアプライアンスの構成を開始する方法 クイックスタート：HPE OneViewの初期
構成

HPE OneView UIを使用して実行できるタスク HPE OneViewで可能な操作

HPE OneView GUIの使用方法 アプライアンスのユーザーインターフェ
イスの操作

HPE OneViewの技術マニュアルはどこで入手できますか。 http://www.hpe.com/info/oneview/docshttp://www.hpe.com/info/oneview/docs

ドキュメントのフィードバックをHewlett Packard Enterpriseに送信する方
法を教えてください。

docsfeedback@hpe.comdocsfeedback@hpe.com

利用可能なヘルプの種類利用可能なヘルプの種類

ユーザーインターフェイスには、有用なガイダンスへの複数のアクセスポイントがあります。

チュートリアルツアー：チュートリアルツアー：初期セットアップ時に自動的にツアーが表示されたときに実行したり、ヘルプサイドバーから
いつでもチュートリアルにアクセスしたりできます。

ガイド付きセットアップ：ガイド付きセットアップ：ガイド付きセットアップは、HPE OneViewをカスタマイズするのに役立ち、管理するリソー
スを選択できるようにし、それらのリソースを設定する手順をガイドします。また、このセットアップによりHPE
OneViewが簡素化され、不要なリソースのメニューやダッシュボードパネルを非表示にすることもできます。

HPE OneViewHPE OneViewヘルプ：ヘルプ：リソース構成および管理の概念、ハードウェア環境の管理および監視タスクの実行方法、データ
センターコンポーネントのライフサイクル中に発生する可能性のある問題のトラブルシューティング方法について理解
するには、オンラインヘルプを使用してください。

ヘルプシステムは、各リソースを個別の章で説明するように設計されています。各ヘルプの章の最初には、次の場所に
移動するためのナビゲーションボックスがあります。

ユーザーインターフェイスを使って実行できるタスク。

リソースの構成および管理についての決定を下すのに役立つ概念的なバックグラウンド情報を提供するトピック。

リソース画面の詳細セクション。データを入力してインターフェイスを使用する際に役立つフィールドラベルと値
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を定義します。

詳細情報へのリンク。

問題発生時のトラブルシューティング情報。

ご注意ご注意

発行日、ヘルプのバージョンとエディション、著作権、および法令に関する情報を表示するには、ご注意を参照してく
ださい。

詳しくは詳しくは

クイックスタート：HPE OneViewの初期構成
セキュリティ設定
ヘルプサイドバー
ご注意
HPE OneViewで可能な操作
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インフラストラクチャ管理を実現するHPE OneViewインフラストラクチャ管理を実現するHPE OneView

連携性、生産性、および信頼性を高めるよう最適化されたHPE OneViewは、サーバー、ネットワーク、ソフトウェア、
電源、冷却、ストレージなど、エンタープライズITの複雑な側面を容易かつ一元的に管理できるライフサイクル管理を
提供することを目的として設計されています。

HPE OneViewでは、GUIまたはREST（REpresentational State Transfer）APIを使用して、物理および論理サーバー、
ネットワーク、およびストレージリソースを簡単に監視、構成、および管理できます。

HPE OneViewは、Converged Infrastructureを管理し、ベアメタルサーバーの展開、ベアメタルからのハイパーバイ
ザークラスターの展開、継続的なハードウェアメンテナンスの実施、アラートと機能停止への対応などの主なシナリオ
をサポートすることを目的として設計されています。また、仮想化、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、混
在コンピューティング環境をサポートするのに必要な、物理的なインフラストラクチャに対応するように設計されてい
ます。

HPE OneViewは、仮想アプライアンスとして、ハイパーバイザーホストに展開する準備のできた事前構成済みの仮想マ
シンとして提供されます。

HPE OneViewは、スケーラブルな、物理および論理リソースの初期構成から進行中の監視やメンテナンスまでのライフ
サイクル全体に焦点を当てたリソース重視のソリューションです。

物理リソースとは、サーバーハードウェア、インターコネクト、トップオブラックスイッチ、エンクロージャー、

ストレージシステムおよびラックなど、触れることができるオブジェクトです。

論理リソースとは、物理リソースに適用した際に、ご使用のデータ センター全体で共通の構造を提供するテンプ

レートやグループなどの仮想オブジェクトです。例えば、サーバープロファイルテンプレート、論理インターコネ

クトグループ、エンクロージャーグループ、サーバープロファイル、およびボリュームテンプレートは論理リソー

スです。

ソフトウェア定義の柔軟性—専門技術者が、効率的で一貫性のある展開を実現するための構成を設計ソフトウェア定義の柔軟性—専門技術者が、効率的で一貫性のある展開を実現するための構成を設計

HPE OneViewには、サーバープロファイルテンプレートなどの複数のソフトウェア定義のリソースが用意されているた
め、ネットワーキング、ストレージ、ハードウェア構成、オペレーティングシステムのビルドと構成を含む、さまざま
な分野の専門技術者からベストプラクティスを得ることができます。専門技術者にサーバープロファイルテンプレー
ト、ネットワーキンググループ、リソースを定義してもらうことで、サイロ間の接続が途切れないようにすることがで
きます。SBAC（適用範囲ベースのアクセス制御）と共に、技術担当者が確立したグループ、設定、およびサーバープロ
ファイルテンプレートを使用することで、システム管理者は、すべてのサーバーインストールへの技術担当者の関与を
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要求することなく、数百ものサーバーのプロビジョニングと管理を行うことができます。

HPE OneViewでは、複雑で相互に依存するデータセンターのプロビジョニングと管理が、1つの簡素化された統合イン
ターフェイスにまとめられています。以下の操作を行うことができます。

データセンターのプロビジョニングを行う。

ファームウェアおよび構成の変更を管理して維持する。

環境を監視し、問題に対応する。

このソリューションでは、以下のような基幹となるエンタープライズ管理機能も提供します。

セキュリティ機能

高可用性機能

グラフィカルインターフェイスとプログラムインターフェイス

Remote Support

HPE OneViewでは、サーバーとエンクロージャーのネットワーキングリソースを管理し、エンクロージャーからスト
レージへの接続をサポートし、データセンターの電力と冷却の管理に役立つ情報を提供します。

サーバーは、サーバープロファイルおよびサーバープロファイルのテンプレートを使用して表され、管理されま

す。

ネットワーキングは、データセンターのサーバーをプロビジョニングおよび管理するうえで欠かせない要素です。

管理ソフトウェアは、HPE OneViewと統合されシームレスに動作します。

電力、冷却、スペースプランニングなどの環境管理では、HPE OneViewによって管理されない機器を含む、データセ

ンター全体のすべての機器を考慮する必要があります。HPE OneViewでは、データセンターの電力と冷却の情報が1

つのインタラクティブビューに統合されています。

ストレージのプロビジョニングと管理で自動ゾーニングが使用できます。ストレージデバイスは、次を使用してエ

ンクロージャーに接続します。

ファイバーチャネルファブリック接続（SANスイッチ）接続。

FCoE（Fibre Channel over Ethernet）ファブリック接続（SANスイッチ）接続。

ファイバーチャネルの直接接続（フラットSAN）接続。

iSCSI接続
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HPE OneViewのドキュメントの場所HPE OneViewのドキュメントの場所

HPE OneViewのガイドは、次から利用できます。 Enterprise Information LibraryEnterprise Information Libraryで入手できます。

HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプ

アプライアンス上のヘルプを表示するには、 をクリックしてヘルプサイドバーを開きます。

サイドバーのリンクから、新しいブラウザーウィンドウまたはタブにヘルプを開くことができます。

このページのヘルプ：現在の画面のヘルプが表示されます。

ヘルプを参照：ヘルプシステムのトップ画面が表示されます。ここから、参照したいヘルプを選択できます。

画面またはダイアログボックスで をクリックすると、そのダイアログボックスのコンテキスト依存のヘルプが表

示されます。

注記:注記:

HPE OneViewドキュメントに関するフィードバックを送信するには、docsfeedback@hpe.comdocsfeedback@hpe.comにメールを送

信します。

詳しくは詳しくは

ヘルプサイドバー
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アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作

項目を選択項目を選択

アプライアンスからのログアウト

ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編

成

複数のリソースに対する操作の実行

ヘルプの検索機能と制限事項

リソースの検索

米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウ

ザーの設定

ヘルスステータスを基準としたリソースの表示

ラベル別のリソースの表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

グラフィカルユーザーインターフェイス

アクティビティサイドバー

監査トラッキング

バナーとメインメニュー

ブラウザー

ボタンの機能

フィルターサイドバー

ヘルプサイドバー

アイコンの説明

ラベル画面の詳細

マップビュー画面の詳細

通知領域

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作 36



グラフィカルユーザーインターフェイスグラフィカルユーザーインターフェイス

UI画面でよく使用する領域、アイコン、およびコントロールの名称については、画像の後に記載されている番号付きの
説明を参照してください。

1. HPE OneViewのメインメニュー：リソースに移動するためのメインメニュー。 をクリックします。

2. Viewセレクター：リソースについて表示される情報を制御して、目的とする情報のみに焦点を絞ることができま

す。

3. マップ ビューアイコン：選択したリソースと他のリソースの関係をグラフィカルに表示します。これらの関係を表

示するには、ビューセレクターで マップビューを選択します。

4. アクションメニュー：現在のリソースで実行可能な操作が表示されます。この操作には、リソースインスタンスの

追加、作成、削除、編集などがあります。操作を実行するのに適切な権限がユーザーにない場合、その操作はアク

ションメニューに表示されません。

5. アクティビティコントロール：現在のログインセッションおよびブラウザーウィンドウのアプライアンス、リソー

ス、またはユーザーの最近のアクティビティが表示されるサイドバーを展開または非表示にします。

6. セッションコントロール：このコントロールでは、現在ログインしているユーザーをログアウトできます。また、

現在ログインしているユーザーをより低い特権モードで動作させることもできます。

7. ヘルプコントロール：UIヘルプ、EULAと書面による申し込み、およびHPE OneViewオンラインユーザーフォーラムHPE OneViewオンラインユーザーフォーラムへ

のアクセスを提供するサイドバーを展開します（または非表示にします）。

8. アクティビティサイドバー：現在のリソースに対する最近のアラートとタスクアクティビティを表示します。アク

ティビティコントロールアイコンを使用してこのサイドバーを展開または非表示にします。アクティビティサイド

バーの展開または折り畳みでは、このサイドバーを画面にピンで固定する方法について説明します。

9. 詳細ウィンドウ：選択したリソースインスタンスに関する既知の情報をすべて提供します。特定のリソースインス

タンスに関する詳細を表示するには、マスターウィンドウでその名前をクリックします。

10. マスターウィンドウ：アプライアンスで構成されているすべてのリソースインスタンスを一覧表示します。ステー

タスアイコン によって、リソースの全般的なヘルスが示される場合があります。
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示されている画面のコンポーネントに加えて、各UI画面には、注意が必要なイベントやアクティビティを通知する通知
領域があります。

一部の画面には、マスターウィンドウに表示される情報の種類を制御できるフィルターサイドバー も表示されます。

詳しくは詳しくは

アクティビティサイドバー
アクティビティサイドバーの展開または折り畳み
バナーとメインメニュー
フィルターサイドバー
ヘルプサイドバー
アイコンの説明
マップビュー画面の詳細
通知領域
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アクティビティサイドバーアクティビティサイドバー

アクティビティサイドバーには、現在のセッション中に開始されたタスクが表示されます。最新のタスクが最初に表示
されます。

タスクの通知により、開始されたタスクに関する情報（進行中、エラー、完了メッセージなど）が提供されます。

アクティビティ画面とは異なり、アクティビティサイドバーには最近のアクティビティしか表示されません。それに対
してアクティビティ画面にはすべてのアクティビティが表示され、アクティビティの一覧表示、ソート、フィルター処
理を実行できます。詳しくは、アクティビティ表示を参照してください。

アクティビティをクリックすると、その詳細が表示されます。

詳しくは詳しくは

アクティビティ表示

アクティビティサイドバー 39



アクティビティサイドバーの詳細アクティビティサイドバーの詳細

アクティビティサイドバーには、現在のログインセッション中に生成されたタスクのアクティビティが表示されます。

コンポーネントコンポーネント 説明説明

ログインセッション中に生成された最近のタスクのアクティビティを表示します。

アクティビティサイドバーが閉じられている場合、まだ表示されていないアラートまたはタ
スク通知の数がアクティビティアイコンの横に表示されます。

アクティビティ アラートまたはタスクと、影響を受けるリソースを示します。

ヘルスステータスアイコンは、アクティビティに関連付けられているリソースの現在のス
テータスを示しています。

詳しくは詳しくは

アイコンの説明
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アクティビティサイドバーの展開または折り畳みアクティビティサイドバーの展開または折り畳み

前提条件前提条件

必要な最小権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、インフラストラクチャ管理者、バックアップ管理者、読

み取り専用

手順手順

1. 右向きのピンアイコン（ ）を使用して、アクティビティのフィルターサイドバーを展開します。

左向きのピンアイコン（ ）を使用して、アクティビティのフィルターサイドバーを折り畳みます。

2. アクティビティを選択すると、その詳細が表示されます。

次のステップ：次のステップ：アクティビティの絞り込み

詳しくは詳しくは

アクティビティの絞り込み
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監査トラッキング監査トラッキング

変更トラッキングは、追加アクションなどの、アクションダイアログボックス内で行った変更の履歴を提供します。変

更を表示するには、ダイアログの左下隅にある をクリックします。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
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バナーとメインメニューバナーとメインメニュー

バナーには、メインメニュー、検索、フィルター、ガイド付きセットアップ、アクティビティ、セッション、およびヘ
ルプのアイコンが含まれています。

メインメニューは、リソースへの移動およびリソース上でアクションを実行するための主要な手段となります。バナー
のメインメニューをクリックして、リソースにアクセスします。

メインメニューからリソースにアクセスできます。各リソース画面には アクションメニューがあります。

リソースを表示することがユーザーに許可されていない場合、そのリソースはメインメニューに表示されません。

操作を実行するのに適切な権限がユーザーにない場合、その操作はアクションメニューに表示されません。

HPE OneViewでリソースの表示をカスタマイズし、環境の一部ではないリソースがメインメニューに表示されないよ

うにすることができます。

メインメニューを固定および固定解除できます。

メインメニューを固定すると、メニューは開いたままになり、タスクを実行している間、HPE OneView GUI内で

表示が維持されます。

メインメニューの固定を解除すると、インターフェイス内で選択を行った後にメインメニューが閉じます。イン

ターフェイスのドロップダウンアイコンをクリックするまで、メインメニューは再び表示されません。

注記:注記:

メインメニューは、デフォルトで固定解除されています。

1つのブラウザーでメインメニューを固定することを選択した場合、その選択内容は5分以内に、同じアカウントで

ログインしている他のブラウザーまたはタブに反映されます。

メインメニューの固定または固定解除に関する優先設定は、引き続きアカウントに保持されます。再度ログインす

ると、優先設定が取得され、新しいセッションで使用されます。前回のセッションでメニューを固定することを選

択した場合、メインメニューはログインするとすぐに自動的に開きます。

詳しくは詳しくは

ヘルプトピックの検索
情報アイコン
リソースの検索
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ブラウザーブラウザー

ブラウザーの使用の概要については、以下のトピックを参照してください。

セキュアな環境を実現するためのブラウザーのベストプラクティス

よく使用するブラウザーの機能と設定

米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウザーの設定

詳しくは詳しくは

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
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セキュアな環境を実現するためのブラウザーのベストプラクティスセキュアな環境を実現するためのブラウザーのベストプラクティス

ベストプラクティスベストプラクティス 説明説明

サポートされるブラウザーを
使用する

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照して、使用するブラウザーとブラウザーバー

ジョンがサポートされていること、適切なブラウザープラグインと設定が構成されてい
ることを確認します。

ブラウザーを閉じる前にアプ
ライアンスからログアウトす
る

ブラウザーでは、cookieに認証済みユーザーのセッションIDが保存されます。cookieは
ブラウザーを閉じるときに削除されますが、セッションはログアウトするまでアプライ
アンスで有効です。ログアウトにより、アプライアンス上のセッションが確実に無効に
なります。

注記:注記:

ブラウザーを閉じると、開いていたセッションは24時間以内に無効になりま
す。

アプライアンスのUIの外部に
あるサイトとリンクしない

アプライアンスにログインしているときは、メールやインスタントメッセージに記載さ
れているリンクなど、アプライアンスのUIの外部にあるサイトに対するリンクをクリッ
クしないようにします。アプライアンスUIの外部のコンテンツには、悪意のあるコード
が含まれている可能性があります。

アプライアンスの外部にある
サイトには、別のブラウザー
でアクセスする

アプライアンスにログインしているときは、同じブラウザーインスタンス（例えば、同
じブラウザーの別のタブ）を使用して他のサイトにアクセスしないでください。

例えば、アプライアンスUIにはFirefoxを使用し、アプライアンス以外の閲覧には
Chromeを使用するなど、個別の閲覧環境を確保します。

詳しくは詳しくは

アプライアンスからのログアウト
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よく使用するブラウザーの機能と設定よく使用するブラウザーの機能と設定

機能機能 説明説明

画面解像度 最適なパフォーマンスを得るための最小画面サイズは、デスクトップモニターの場合は
1280×1024ピクセル、ラップトップディスプレイの場合は1280×800ピクセルです。サ
ポートされる最小画面サイズは、1024×768ピクセルです。

言語 サポートされる言語は、米国英語、日本語、簡体字中国語です。

ウィンドウを閉じる ブラウザーウィンドウはいつでも閉じることができます。ログインしている間にウィン
ドウを閉じると、24時間後にセッションが無効になります。

コピーおよび貼り付け 画像内のテキストを除き、ほとんどのテキストを選択してコピーできます。テキストを
テキスト入力ボックスに貼り付けることができます。

画面での検索 Ctrl+Fキーを押して、現在の画面でテキストを検索します。

ローカル履歴 ブラウザーの戻るボタンを右クリックすると、アクティブなタブの履歴が表示されま
す。この機能を使用すると、現在の画面にアクセスするまでの経路を確認できます。

戻るボタンと進むボタン ブラウザーの戻るボタンと進むボタンを使用して、UIを移動できます。

注記:注記:

ポップアップダイアログボックスは画面と見なされません。ポップアップダイ
アログボックスが表示されているときに戻るボタンをクリックすると、前の画
面に戻ります。

進むボタンをクリックしてポップアップダイアログボックスに移動すると、
ポップアップダイアログボックスへのリンクを含んだ画面が表示されます。

アクションメニューから直接アクセスする画面は例外です。この画面でブラウ
ザーの移動ボタンを使用すると、画面で行った変更を保存していない場合、そ
の変更内容は失われます。

ブックマーク よく使用する画面のブックマークを作成できます。このリンクをメールで他のユーザー
に送信できます。ただし、そのユーザーはログインする必要があり、その画面に対して
適切な権限を持っている必要があります。

新しいタブまたはウィンドウ
での画面の表示

アプライアンスでリソースまたは画面へのハイパーリンクを右クリックすると、リンク
が新しいタブまたはウィンドウで表示されます。

注記:注記:

編集画面でリンクを右クリックした場合、もう1つの画面で行う操作によっ
て、最初の画面のフォームは自動的に更新されません。

例えば、ネットワークの追加ダイアログボックスが表示され、そのときに追加
するネットワークがない場合は、新しいタブまたはウィンドウでネットワーク
を作成できます。ただし、最初のネットワークの追加ダイアログボックスで
は、新しいネットワークが自動的に認識されません。

ブラウザーの更新 画面で情報を追加し、保存していない状態でブラウザーの更新ボタンをクリックして画
面を更新すると、その情報は失われます。

拡大/縮小 拡大機能または縮小機能を使用して、テキストのサイズを大きくしたり小さくしたりで
きます。

詳しくは詳しくは

ブラウザー
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米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウザーの設定米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウザーの設定

米国（US）単位とメートル単位のどちらの単位で表示するかを構成するには、ブラウザーの言語設定の地域部分を変更
します。

メートル単位は、米国地域を除くすべての地域で使用されます。米国慣用単位を表示する場合は、地域コードとして米
国を指定します。メートル単位を表示する場合は、その他の任意の地域コードを指定します。

ブラウザーブラウザー 手順手順

Google Chrome 1. Googleメニューアイコンをクリックします。

2. 設定 > 詳細設定を表示...の順に選択します。

3. 言語まで下方向にスクロールして、言語と入力の設定...をクリックします。

4. 追加をクリックして、使用する言語を選択します。

5. ブラウザーを再起動して変更を適用します。

Microsoft Internet Explorer ブラウザーロケールと地域ロケールは、Windowsの設定から取得されます。

1. ツール > インターネットオプション > 全般（タブ） > 言語 > 言語の優先

順位の順に選択します。

2. 言語タグを指定します。言語の優先順位ダイアログボックスの追加ボタンを

クリックし、ユーザー定義ボックスに言語タグを入力します。

3. OKをクリックします。

4. ブラウザーを再起動して変更を適用します。

Mozilla Firefox ブラウザーロケールと地域ロケールは、現在実行しているFirefoxのバージョン
から取得されます。

1. ツール > オプション > コンテンツ > 言語 > 言語設定の順に選択します。

2. 優先言語を選択して、OKをクリックします。

3. ブラウザーを再起動して変更を適用します。

詳しくは詳しくは

ブラウザー
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ボタンの機能ボタンの機能

UIボタンには、画面とダイアログボックスのどちらに表示された場合でも、同じ機能があります。

表1: 標準のUIボタン表1: 標準のUIボタン

ボタンボタン 説明説明

追加

および

追加+

データセンター環境から管理または監視用のアイテムを追加します。

追加をクリックすると、1つのアイテムが追加され、画面またはダイアログボックス

が閉じられます。

追加+をクリックすると、同じダイアログボックス内に別のアイテムを追加できま

す。

作成

および

作成+

アプライアンスによって使用される論理的構造物（サーバープロファイル、論理イン
ターコネクトテンプレート、ネットワークセットなど）を作成します。

作成をクリックすると、1つのアイテムが作成され、画面またはダイアログボックス

が閉じられます。

作成+をクリックすると、同じセッション中に別のアイテムを作成できます。

閉じる 画面またはダイアログボックスを閉じて、前の画面に戻ります。

キャンセル 画面またはダイアログボックス上の保存されていない変更を破棄して、画面またはダイ
アログボックスを閉じます。

OK 入力内容を確定および保存して、画面またはダイアログボックスを閉じます。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作

ボタンの機能 48



フィルターサイドバーフィルターサイドバー

一部のリソース画面には、詳細ウィンドウに表示される情報の量と種類を制御できるフィルターサイドバーがありま
す。

1. クリックすると、フィルターサイドバーを表示または非表示にします。画面全体にわたって、検索バーにフィル

ターの見出しが表示されます。フィルターアイコンの数字は、アクティブなフィルターの数を示します。フィル

ターの名前をクリックして、検索バナーバーのフィルターオプションにアクセスします。リセットをクリックし、

すべてのフィルターをクリアします。

2. フィルター条件を使用すると、マスターウィンドウに表示されるリソースの情報を限定できます。

詳しくは詳しくは

スコープによるリソースのフィルタリング
アクティビティサイドバーの詳細
グラフィカルユーザーインターフェイス
ヘルスステータスを基準としたリソースの表示
ラベル別のリソースの表示

フィルターサイドバー 49



HPE OneViewHPE OneViewのガイド付きセットアップのガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップは、アプライアンスのすべての構成手順を効率よく実行するのに役立ちます。

セットアップガイドの手順に従ってください。手順を完了したあと、または手順が環境に該当しない場合は、完了とし
てマークします。手順を実行する権限を持つ管理者のみが、手順をマークまたはマークを解除できます。

ガイド付きセットアップのOneView環境のカスタマイズ手順で行うカスタマイズは、HPE OneViewのメインメニューに表
示される項目にも影響します。このようにして、構成に適用されないメニュー項目を排除することにより、HPE
OneViewのUIを簡素化できます。

すべて表示リンクと一部を表示リンクすべて表示リンクと一部を表示リンク

ガイド付きセットアップでHPE OneView環境をカスタマイズした場合、メインメニューの右上にすべて表示リンクと一
部を表示リンクが表示されることがあります。メインメニューの一番上にあるすべて表示リンクまたは一部を表示リン
クをクリックして、すべてのメニュー項目を表示するか、構成に適用される項目のみを表示するかを選択できます。

ガイド付きセットアップでカスタマイズ可能な項目をすべて選択した場合（HPE Synergyの場合など）、メインメ
ニューの一番上に一部を表示リンクは表示されません。

詳しくは詳しくは

ガイド付きセットアップを使用したHPE OneView環境のカスタマイズ

HPE OneViewのガイド付きセットアップ 50



ガイド付きセットアップを使用したガイド付きセットアップを使用したHPE OneViewHPE OneView環境のカスタマイズ環境のカスタマイズ

ガイド付きセットアップを使用してHPE OneView環境をカスタマイズするには：

前提条件前提条件

権限：すべてのユーザー

手順手順

1. HPE OneViewのバナーで をクリックしてガイド付きセットアップを開きます。

ガイド付きセットアップ画面が表示されます。

2. ステップのリストでOneView環境のカスタマイズを選択します。

3. 環境にないリソースをクリアします。例えば、StoreServStoreServ、StoreVirtualStoreVirtual、またはNimble StorageまたはNimble Storageを選択していない

場合、ボリュームボリューム、ボリュームテンプレートボリュームテンプレート、ボリュームセットボリュームセット、ストレージポールストレージポール、ストレージシステムストレージシステムなどの

項目はストレージストレージメニューに表示されません。

4. 構成に適用されない場合でも、メインメニューの上部にあるすべて表示リンクをクリックするとすべてのメニュー

項目が表示されます。

詳しくは詳しくは

HPE OneViewのガイド付きセットアップ

ガイド付きセットアップを使用したHPE OneView環境のカスタマイズ 51



ヘルプサイドバーヘルプサイドバー

バナーの  は、ヘルプサイドバーを開きます。ヘルプサイドバーはHPE OneViewの追加リソースへのハイパーリンク
を提供します。

1 画面の基本的な機能の場所を示してその目的を簡単に説明する短いチュートリアルを開きます。

2 現在の画面に関するコンテキスト依存のヘルプを新しいブラウザーウィンドウまたはタブに表示します。

3 ユーザーインターフェイスのヘルプを新しいブラウザーウィンドウで開きます。

4 REST APIヘルプコンテンツを新しいブラウザーウィンドウで開きます。

5 HPEコンポーザブルエコシステムパートナーのWebサイトを新しいブラウザーウィンドウに表示します。

6 初期セットアップヘルプを新しいブラウザーウィンドウで開きます。データセンターのリソースをインポー
トおよび管理するための初期設定タスクのリストが提供されます。代わりのガイド付きサポートを利用する

には、HPE OneViewのバナーバーからアクセスできるガイド付きセットアップ を使用してください。

7 エンドユーザー使用許諾契約書（EULA）を表示します。

8 HPE OneViewで使用しているオープンソース製品へのリンクを提供する、書面による申し込みを表示します。

9 HPE OneViewコミュニティフォーラムを新しいブラウザーウィンドウに表示します。

詳しくは詳しくは

ヘルプは現在使用できません
エンドユーザー使用許諾契約書の表示
書面による申し込みの表示
アプライアンスのステータスの画面

ヘルプサイドバー 52



アプライアンスのステータスの画面アプライアンスのステータスの画面

ステータスの画面には、特定の条件と状況に応じて、修正操作またはトラブルシューティングのヒントやコツに関する
推奨事項が表示されます。この画面が表示された場合は、以下のトピックを参照して詳細を確認してください。

詳しくは詳しくは

ヘルプサイドバー

アプライアンスのステータスの画面 53



開始中開始中

アプライアンスが起動中または再起動中です。

最初は回転する進行中アイコンが表示され、やがて進行状況バーが表示されます。アプライアンスのWebアプリケー
ションがアクティブになるにつれ、進行状況バーが進行します。完了すると、ログイン画面が表示されます。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのステータスの画面

開始中 54



アプライアンスのエラー画面アプライアンスのエラー画面

アプライアンスで重大なエラーが発生し、そのエラーから復旧できませんでした。

アプライアンスのエラー画面にはエラーに関する詳細が表示され、判明している場合は、エラー検出に基づいて推奨さ
れる対応策が表示されます。

以下の操作の1つまたは複数を実行するよう指示される場合があります。

アプライアンスを再起動します。

サポートダンプファイルを作成して、認定テクニカルサポートに問い合わせます。

アプライアンスを元の工場出荷時設定にリセットします。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのUIからの再起動
サポートダンプファイルの作成
元の工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット
アプライアンスのステータスの画面
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リストアリストア

アプライアンスは現在、バックアップファイルからリストア中です。

アプライアンスは、リストア操作中は動作しません。

重要:重要:

リストア操作をキャンセルしないでください。

バックアップファイルからのアプライアンスのリストアについて詳しくは、アプライアンスのリストアを参照してくだ
さい。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのステータスの画面
アプライアンスのリストア

リストア 56



アプライアンスのアップデートアプライアンスのアップデート

アプライアンスのアップデートが進行中です。

アプライアンスは、アップデートされると再起動され、ログイン画面が表示されます。この再起動によって、管理下に
あるシステムの操作が中断されることはありません。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのステータスの画面

アプライアンスのアップデート 57



一時的に利用不可一時的に利用不可

アプライアンスがオフラインか、応答していません。

この画面は、アプライアンスのシャットダウン後にも表示されます。

アプライアンスが妥当な時間内に応答しない場合は、HPE OneViewにおけるトラブルシューティングの基本的な手法を
参照してください。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのステータスの画面
HPE OneViewでのトラブルシューティングの基本的な手法

一時的に利用不可 58



リセット中リセット中

アプライアンスは現在、元の工場出荷時設定にリセット中です。

工場出荷時設定へのリセット操作では、アプライアンスのネットワーク設定の保持または破棄を選択できます。設定を
破壊した場合は、再度ネットワーク設定を行う必要があります。

リセット操作が完了したら、アプライアンスにログインできるように、ブラウザーウィンドウで使用するIPアドレスを
指定する必要があります。以下のいずれかの操作を実行して、アプライアンスを構成します。

バックアップファイルからアプライアンスをリストアする。HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルから

アプライアンスをリストアを参照してください。

アプライアンスを手動で構成する。リソースおよびHPE OneViewの初期構成を参照してください。

詳しくは詳しくは

リソースおよびHPE OneViewの初期構成
アプライアンスのステータスの画面
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バックアップからリストアすることができませんバックアップからリストアすることができません

アプライアンスをバックアップファイルからリストアできませんでした。

以下の対応が必要になります。

Hewlett Packard Enterpriseによって提供される仮想マシンイメージから新しいアプライアンスを作成します。

HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイドを参照してください。

ネットワーク設定を構成します。

もっと前のバックアップファイルからアプライアンスをリストアします。

重要:重要:

バックアップファイルが取得されたアプライアンスのバージョンは、新しいアプライアンスのバー

ジョンに一致している必要があります。

詳しくは詳しくは

HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルからアプライアンスをリストア

バックアップからリストアすることができません 60
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待機中待機中

現在、アプライアンスはリソースが次の特定の状態に達するまで待機しています。

アプライアンスの再起動中に使用可能になる。

リソースが使用可能になると、開始中ステータス画面が表示されます。

アップデートの進行中に使用可能になる。

アップデート中ステータス画面が表示されます。

アプライアンスのシャットダウン中に静止する。

一時的に利用不可ステータス画面が表示されます。

アプライアンスでエラーが発生した場合は、アプライアンスのエラー画面が表示されます。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのステータスの画面

待機中 61



エンドユーザー使用許諾契約書の表示エンドユーザー使用許諾契約書の表示

この手順を使用して、HPE OneViewのエンドユーザー使用許諾契約書を表示します。

手順手順

1. をクリックして、ヘルプサイドバーを開きます。

2. エンドユーザー使用許諾契約書をクリックします。

詳しくは詳しくは

ヘルプサイドバー

エンドユーザー使用許諾契約書の表示 62



書面による申し込みの表示書面による申し込みの表示

この画面を使用して、書面による申し込みを確認します。この申込書は、該当するサードパーティライセンスの規定に
従って、ソースコードに関する要求を送信する方法について説明しています。

手順手順

1. をクリックして、ヘルプサイドバーを開きます。

2. 書面による申込みをクリックします。

詳しくは詳しくは

ヘルプサイドバー

書面による申し込みの表示 63



ヘルプは現在使用できませんヘルプは現在使用できません

ユーザーインターフェイスからこのページに移動してしまった場合、このトピックのヘルプはアプライアンスでは現在
使用できません。

このオンラインヘルプを補足する追加のドキュメントについては、Hewlett Packard Enterprise InformationHewlett Packard Enterprise Information

LibraryLibraryを参照してください。

詳しくは詳しくは

ヘルプサイドバー

ヘルプは現在使用できません 64
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アイコンの説明アイコンの説明

HPE OneViewは、ユーザー制御として、リソースとアクティビティの現在のステータスを表示するためにアイコンを使
用します。

ステータスと重要度のアイコン

ユーザー制御アイコン

情報アイコン

詳しくは詳しくは

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作

アイコンの説明 65



ステータスと重要度のアイコンステータスと重要度のアイコン

大きいア大きいア
イコンイコン

小さいア小さいア
イコンイコン

リソースリソース アクティビティアクティビティ タスクタスク

クリティカル クリティカル 失敗/中断

警告 警告 警告

OK 情報 成功

無効  キャンセル

不明   

進行中進行中回転アイコンは、変更を適用中であるかタスクを実行中であることを示します。このア
イコンは、いずれかのリソース状態と組み合わせて表示されることがあります。例：

詳しくは詳しくは

アイコンの説明

ステータスと重要度のアイコン 66



ユーザー制御アイコンユーザー制御アイコン

アイコンアイコン 名前名前 操作操作

メニュー展開 メニューを展開してすべてのオプションを表示します。

詳細ビュー 詳細情報があるタイトルを示します。タイトルをクリックすると、ビューが変化し
て詳細が表示されます。

展開 折り畳まれているリスト項目を展開します。

折り畳む 展開されたリスト項目を折りたたみます。

編集 編集が可能になります。

削除 現在のエントリーを削除します。

検索 検索ボックスに入力したテキストを検索します。これは特に、名前でリソースのタ
イプや特定のリソースを見つける場合に役立ちます。

ピン 左側のピンは、フィルターサイドバーを展開または折りたたみます。

右側のピンは、アクティビティサイドバーまたはヘルプサイドバーを展開または折
りたたみます。

ソート アイテムを昇順と降順のどちらで表示するのかを決定します。

詳しくは詳しくは

アイコンの説明

ユーザー制御アイコン 67



情報アイコン情報アイコン

アイコアイコ
ンン

名前名前 説明説明

マップ 現在のリソースと他のリソースの関係をグラフィカルに表示します。

ガイド付
きセット
アップ

標準的なハードウェアコンポーネントおよび選択したセットアップガイド付きのカスタマイズに
基づいた、推奨アクションの一覧を示します。アクションをクリックすると、次の詳細が表示さ
れます。

簡単な説明

必要なユーザー承認

前提アクション（存在する場合）

アクションの実行に必要な構成画面を開くためのリンク。

アクションの完了時に完了ボックスをクリックすると、リストに緑色のチェックマークが付けら
れ、残っているアクションを表示することができます。

注記:注記:

セットアップガイド付きのリストは、以降のアクションを完了する前に効率的に前提ア
クションを完了できるように構成されています。リストの上から下に向かって作業する
ことにより、修正作業を回避することができます。

アクティ
ビティコ
ントロー
ル

ユーザーとアプライアンスが開始したタスクおよびアラートの最近の履歴を表示します。

セッショ
ンコント
ロール

ログイン名と現在のセッションの存続時間が表示されます。アプライアンスからログアウトする
ために使用できるリンクも表示されます。

フルネーム、パスワード、および連絡先情報を変更するには、ログイン名の横にある編集アイコ
ンをクリックします。

ヘルプコ
ントロー
ル

このアイコンがダイアログボックスの上部にある場合は、これをクリックして、そのトピック

に関するコンテキスト依存のヘルプを別のウィンドウまたはタブに表示できます。

バナーにあるこのアイコンは、ヘルプサイドバーを展開または折りたたみます。このサイド

バーでは、ヘルプドキュメントを参照したり、現在表示されている画面に関するヘルプを確認

したりできます。ヘルプサイドバーには次の項目が用意されています。

現在の画面のコンテキスト依存ヘルプにアクセスできるこのページのヘルプハイパーリン

ク。

ヘルプシステム全体にアクセスできるヘルプを参照ハイパーリンク。

EULAと書面による申込みを表示するために使用できるリンク。

HPE OneViewフォーラムへのリンク。お客様とパートナーが、HPE OneViewの使用に関する

経験を共有したり、質問を投稿したりできるオンラインフォーラムです。コミュニティの

メンバーもHewlett Packard Enterpriseの担当者も、質問に答えて支援を提供することが

できます。

詳しくは詳しくは

HPE OneViewのガイド付きセットアップ
アイコンの説明
ユーザー制御アイコン

情報アイコン 68



ラベル画面の詳細ラベル画面の詳細

ラベルビューには、リソースのラベル名がある場合にその名前が表示されます。

詳しくは詳しくは

ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成
アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作

ラベル画面の詳細 69



ラベルラベル

ラベルを使用して、リソースをグループに編成できます。例えば、主に金融チームが使用するサーバーを識別したり、
アジア/太平洋地域の部門に割り当てられているストレージシステムを識別できます。

ラベルをサポートするリソースには、リソースに配置されているラベル別のフィルタリングを可能にするフィルターも
あります。ラベル別のリソースの検索のためにグローバル検索を使用できます。

詳しくは詳しくは

ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成

ラベル 70



マップビュー画面の詳細マップビュー画面の詳細

マップビュー を使用すると、構成を調べたり、データセンター内の論理リソースと物理リソースの関係を把握したり
できます。 このビューでは、各イーサーネットネットワーク、ファイバーチャネルネットワーク、およびFCoEネット
ワークからエンクロージャー、ラック、最上位の物理データセンターまでのリソースを簡単に確認できます。

マップビューは、大規模な環境でも高度なインタラクティブ性と使いやすさを実現できるように設計されています。

リソースの関係図を開くには、次のいずれかを実行します。

ビューセレクターからマップを選択します。

アイコンをクリックします。

リソースに関する問題のトラブルシューティングを行うときに、リソースのコンテキストが役に立つ可能性がありま
す。マップビューを見て、そのリソースと関係のある別のものにも、問題が発生しているかどうかを確認できます。

ステータスアイコンによって、リソースの全般的なヘルスが示され、エラーを追跡できるクイックパスが提供されま
す。

選択したリソースがマップビューの中央に配置されます。そのリソースの上にあるリソースはすべて上位リソースで、
下にあるリソースはすべて下位リソースです。

関係図に表示されている任意のリソースをクリックすると、そのリソース固有のマップビューが開きます。

詳しくは詳しくは

グラフィカルユーザーインターフェイス
アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
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通知領域通知領域

リソースUI画面の通知領域は、アクティビティ（アラートまたはタスク）がリソースに影響していて、注意が必要な可
能性がある場合に表示されます。

デフォルトでは、1行分の情報が通知領域に表示されます。黄色のボックスの任意の場所をクリックすると、通知領域
が展開され、アクティビティに関連する詳細情報が表示されます。もう一度クリックすると、通知領域が折り畳まれま
す。

1. 折り畳まれた通知領域（デフォルト）。すべてを選択すると、リソースに関連するすべてのアクティビティが表示

されます。

2. 展開された通知領域。注意が必要なクリティカルアラートまたは警告アラートに対する解決策が表示されます。利

用できる場合は、詳細へのリンクも示されます。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
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アプライアンスからのログアウトアプライアンスからのログアウト

手順手順

1. バナーのセッションコントロールアイコンをクリックします。

2. ログアウトを選択します。

詳しくは詳しくは

バナーとメインメニュー
情報アイコン
アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
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ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成

ラベルによってリソースを特定できるので、リソースをグループに編成することができます。リソースにラベルを付け
ると、リソースをラベルで検索してすばやく表示できます。

ラベルを使用してリソースをグループに編成する方法については、以下のトピックを参照してください。

前提条件前提条件

権限：リソースの編集権限

手順手順

1. リソースへの新しいラベルの追加

2. リソースへの既存のラベルの追加

3. リソースからのラベルの削除

4. ラベルによるリソースの検索

詳しくは詳しくは

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
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リソースへの新しいラベルの追加リソースへの新しいラベルの追加

前提条件前提条件

必要な最小権限：リソースの編集権限

手順手順

1. メインメニューから、リソースを選択して、ラベルを付けるリソースインスタンスを選択します。

2. ビューセレクターからラベルを選択します。

3. アイコンを選択します。

4. 以下のガイドラインに従ってラベル名を作成します。

ラベルでは大文字と小文字の区別はありませんが、入力したとおりに表示されます。

ラベルは、最大80文字の英数字でなければなりません。

ラベルには、スペースを含めることができます。

5. 追加をクリックします。

新しいラベルが表示されます。

6. OKをクリックして、ラベルをこのリソースに追加します。

詳しくは詳しくは

グラフィカルユーザーインターフェイス
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リソースへの既存のラベルの追加リソースへの既存のラベルの追加

前提条件前提条件

必要な最小権限：リソースの編集権限

手順手順

1. メインメニューから、リソースカテゴリを選択して、ラベルを付けるリソースインスタンスを選択します。

2. ビューセレクターからラベルを選択します。

3. アイコンを選択します。

4. すべてのラベルを検索するか、特定のラベルを検索するかを決定します。

このリソースタイプのすべてのラベルを検索する場合は、 をクリックします。リストをスクロールして、目

的のラベルを見つけます。

特定のラベルを検索する場合は、名前ボックスの既存のラベル名またはその名前の一部を入力して、 をク

リックします。

5. 既存のラベルを選択して、追加をクリックします。

6. OKをクリックして、ラベルをリソースに追加します。

詳しくは詳しくは

ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成
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リソースからのラベルの削除リソースからのラベルの削除

前提条件前提条件

必要な最小権限：リソースの編集権限

手順手順

1. メインメニューから、リソースを選択して、ラベルを削除するリソースインスタンスを選択します。

2. ビューセレクターからラベルを選択します。

3. アイコンを選択します。

4. このリソースから削除するラベルの削除アイコン をクリックします。

5. OKをクリックして、ラベルをリソースから削除します。

詳しくは詳しくは

ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成
グラフィカルユーザーインターフェイス
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ラベルによるリソースの検索ラベルによるリソースの検索

前提条件前提条件

必要な最小権限：リソースの編集権限

手順手順

1. 検索ボックス内をクリックし、 を入力して、その後にラベル名を続けます。

ヒント:ヒント:

完全な単語または名前を検索条件として入力します。単語または名前の一部を入力すると、期待した

結果が返されない可能性があります。

スペースを含むラベルを検索するには、ラベル名を引用符で囲んで入力します。例え

ば、 などです。

2. リソースタイプの特定のラベルを検索するか、すべてのリソースタイプにわたってラベルを検索するかを決定しま

す。

特定のリソースタイプのラベルを検索するには、以下の操作を実行します。

リソースタイプのスコープを選択します。

Enterを押します。

そのラベルを共有しているリソースが表示されます。

すべてのリソースタイプにわたってラベルを検索するには、以下の操作を実行します。

スコープですべてを選択します。

Enterを押します。

検索結果のページに、すべてのリソースタイプの上位の一致項目が表示されます。

結果のページでリソースインスタンス（ハイパーリンク）をクリックして、そのリソースに移動します。

リソースの概要ビューが表示されます。

詳しくは詳しくは

ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成

labels:

labels:”Asia Pacific Division”
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ラベル別のリソースの表示ラベル別のリソースの表示

ほとんどの画面では、リソースのラベルに基づいてリソースインスタンスの表示を絞り込むことができます。

デフォルトのフィルターはすべてのラベルで、すべてのリソースインスタンスが表示されます。

特定のラベルに基づいて表示を絞り込むには、ラベルメニューからラベルを選択します。そのラベルを持つすべてのリ
ソースインスタンスが表示されます。

選択したラベルフィルターをクリアするには、すべてのラベルを選択します。

注記:注記:

リソースの最大100のラベルが表示されます。探しているラベルが表示されない場合は、ラベルを使用し
たリソースの検索を参照してください。

ラベルを使用したリソースのフィルタリングラベルを使用したリソースのフィルタリング

詳しくは詳しくは

ラベルの割り当てによるグループへのリソースの編成
ラベルによるリソースの検索
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複数のリソースに対する操作の実行複数のリソースに対する操作の実行

一部の操作では、一度に1つのリソースに対して操作を実行するのではなく、マスターウィンドウで複数のリソースを
選択することができます。例えば、1つの操作で多数のサーバーブレードの電源をオンにできます。リソースインスタ
ンスに対する各アクションは、アクティビティ画面に個別に記録されます。

特定のリソースインスタンスに対して操作を実行できない場合特定のリソースインスタンスに対して操作を実行できない場合、そのリソースは操作から除外されています。例えば、
すでに電源がオンになっているサーバーの電源をオンにしようとしても、その操作はそのサーバーに対して実行されま
せん。操作のアクティビティサイドバーを開くと結果が表示されます。次の例では、1つのサーバーの電源がオンにな
り、2つが除外されたことが示されています。

いずれかのリソースが操作から除外されるといずれかのリソースが操作から除外されると、クリティカルまたは警告アイコンが表示されます。電源がオンのサー
バーのサーバープロファイルの削除など、操作が可能でない場合、リソースは除外されています。複数のリソースが除
外される場合は、単一のリソースを選択し、操作を再び実行してリソースが除外された理由を確認してください。

マスターウィンドウで複数のリソースを選択するには、以下のキーの組み合わせを使用します。複数のリソースを選択するには、以下のキーの組み合わせを使用します。

連続する範囲のオブジェクトを選択するには、範囲の先頭にあるリソースを選択して、Shiftキーを押したまま範囲

の最後を選択します。

個々のオブジェクトを選択するには、Ctrlキーを押したまま、各オブジェクトをポイントして選択します。

前に選択したオブジェクトの選択を解除するには、Ctrlキーを使用します。

詳しくは詳しくは

アクティビティサイドバー
アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
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ヘルプトピックの検索ヘルプトピックの検索

手順手順

1. 任意の画面で、 （バナー内）をクリックして、ヘルプサイドバーを開きます。

2. ヘルプサイドバーで、このページのヘルプを選択します。

コンテキストにあったヘルプが別のブラウザーウィンドウに表示されます。

3. 新しいブラウザーウィンドウで、ヘルプの検索ボックスが画面の右上に表示されます。

4. 検索ボックスで検索用語を入力し、Enterキーを押します。

検索結果は、左ペインに表示されます。

5. 検索結果の中から探している情報に最も一致する項のタイトルを見つけ、リンクをクリックして内容を表示しま

す。検索語の各インスタンスは黄色で強調表示されるため、簡単に識別できます。

詳しくは詳しくは

ヘルプの検索機能と制限事項
アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
リソースの検索
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ヘルプの検索機能と制限事項ヘルプの検索機能と制限事項

機能機能

大文字と小文字を区別大文字と小文字を区別

デフォルトでは、検索は大文字と小文字を区別しません。大文字と小文字を区別チェックボックスを使用する
と、入力する単語またはフレーズの大文字と小文字を識別して検索することができます。

語句の完全一致語句の完全一致

語句全体またはハイフンを含む語句を検索できます。

語句検索では、二重引用符（ “ ）で囲まれた検索テキストを入力することで、完全に一致する文または語句を含
むドキュメントを検索できます。

語句検索の検索テキストには特殊文字を含めないでください。

ワイルドカード文字ワイルドカード文字

ワイルドカード機能を使用することで、検索単語内の個々の文字または連続する文字を置換できます。

単一文字を置換するときは疑問符（ ? ）を使用します。

いくつか（またはゼロ個）の文字を表現するときは、アスタリスク（ * ）を使用します。

キーボードで貼り付けた文字キーボードで貼り付けた文字

検索キーワードを入力するときに、別のウィンドウからそのキーワードをコピーし、テキストボックスで右ク
リックしてから、貼り付け貼り付けを選択すると便利な場合があります。

ブール演算子ブール演算子

キーワードをブール演算子で結合することで、より関連性の高い結果を検索できます。

ブールANDにはスペース文字を使用します。

ブールORには ORまたは orを使用します。

NOTにはハイフン文字（ - ）を使用します。

自動補完自動補完

入力しているものを監視し、最初の数文字を入力した後に候補語句のリストを表示します。これらの候補語句の
いずれかが入力しようとしたものと一致する場合は、リストから選択できます。

強調表示強調表示

検索されたキーワードまたは語句を結果ドキュメント内で強調表示します。

あいまい検索あいまい検索

スペルチェッカーと同様に、スペルが間違っている検索テキストを訂正しようとし、訂正後のテキストを提案し
ます。

近接検索近接検索

近接検索では、2つ以上の単語が最大10単語離れて出現するドキュメントが検索されます。

近接検索演算子は NEARおよび FBY（「followed by」の意味）です。これらの演算子は大文字または小文字で入
力できます。

同義語検索同義語検索

キーワードの同義語へのリンクを提案します。

制限事項制限事項

特殊文字

特殊文字は単語検索で許可されません。

著作権記号などの特殊文字が含まれるトピックまたは索引エントリーは返しません。

バックスラッシュ文字（ \ ）は語句内で許可されません。

ハイフン

ハイフンが含まれるトピックまたは索引エントリーは返しません。

ありふれた単語

a 、 an、 theなどのありふれた単語は返しません。
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イニシャル

L.P.などのイニシャルが含まれるトピックまたは索引エントリーは返しません。

ブール検索

HPE OneViewは自動的に、検索文字列内の2つの異なるオブジェクトに対しては暗黙のAND、2つの類似するオブ
ジェクトに対してはORを追加します。

NOT演算子は検索文字列の末尾にある必要があります。

近接検索

近接演算子は英語で入力する必要があります。

詳しくは詳しくは

ヘルプトピックの検索
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リソースの検索リソースの検索

各画面のバナーにはスマート検索スマート検索機能があります。これにより、リソース名の特定のインスタンス、シリアル番号、
WWN（World Wide Name）、IPアドレス、MACアドレスなどリソース固有の情報を検索できます。

通常、リソースのマスターウィンドウに表示される情報は、どれでも検索できます。

スマート検索によりリソースを簡単に見つけることができ、目的の一連のデバイスの目録を作成したり、それらのデバ
イスを操作したりできます。

特定のエンクロージャーに格納されているすべてのリソースを探している場合もあれば、特定のMACを使用している1台
のサーバーを見つける必要がある場合もあります。スマート検索では、探している情報がすぐに見つかります。

デフォルトの検索動作では、現在表示しているリソースに範囲が限定されます。ただし、検索範囲をすべてのリソース
に拡大するには、すべてを検索するすべてオプションを選択する必要があります。このオプションでは、すべてのリ
ソースが検索されます。

現在のリソースの検索現在のリソースの検索 すべてのリソースの検索すべてのリソースの検索

1. スマート検索ボックスをクリックします。

2. 検索するテキストを入力し、Enterキーを押しま

す。

検索結果は、UIの現在の場所に範囲が限定されま

す。

1. スマート検索ボックスをクリックします。

2. すべてを選択します。

3. 検索するテキストを入力し、Enterキーを押します。

一部のリソースには、現在のリソースとすべてのリソースのどちらかを選択するオプションがありません。この場合は
デフォルトですべてが検索されます。

入力し始めると、パターンマッチングと以前に入力された検索条件に基づいて検索候補が表示されます。

検索候補（その選択内容を含む画面に表示されたデータ）を選択するか、Enterをクリックします。

検索語がリソースの場合、マスターウィンドウ内のリソースのリストは、検索の入力に一致するようにフィルタリ

ングされます。

ヒント:ヒント:

完全な単語または名前を検索条件として入力します。単語または名前の一部を入力すると、期待した

結果が返されない可能性があります。

複数の単語を入力して検索した場合、入力したすべての単語に一致する項目が結果に表示されます。

検索語にスペースがある場合は、検索語を二重引用符（ ” ）で囲みます。

検索結果はオブジェクトタイプ別に整理されています。アイテムを選択してナビゲートします。

注記:注記:

スマート検索機能では、ヘルプシステムは検索されません。UIのヘルプで検索を実行する方法について
は、ヘルプトピックの検索を参照してください。

スマート検索ボックスには、最新のフィルターの選択項目が表示されます。

高度なフィルター構文の例高度なフィルター構文の例 検索結果検索結果

モデル名：  

model:"ProLiant BL460c Gen8"
model:"VC 8Gb 20-Port FC Module"

モデル番号とモデル名に一致するすべてのハードウェア。

名前またはアドレス：  

name:enclosure10 enclosure10 という名前のエンクロージャー。
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name:"192.0.2.0, PDU 1" 192.0.2.0, PDU 1 という名前の電力供給デバイス。

name:"192.0.2" IPアドレスが 192.0.2で始まる物理マシンのリスト。

name:"mysystem" ホスト名が mysystemである物理マシンのリスト。

ヘルスステータス：  

status:Critical クリティカル状態のすべてのリソース。

その他のヘルスステータスの値については、アクティビ
ティのステータスを参照してください。

関連付けられているリソース：  

associatedresourcecategory:ethernet-networ
ks

イーサーネットネットワークタイプのすべてのネットワー
ク。

ユーザーの役割：  

roles:"network administrator" ネットワーク管理者の役割が割り当てられたすべてのユー
ザー（名前順）。

その他の役割の値については、ユーザーの役割を参照して
ください。

所有者：  

owner:Administrator インフラストラクチャ管理者が所有するすべてのリソース
とメッセージ。

日付：  

created:<7d 最後の7日以内に作成されている。

プロパティを組み合わせて結果を絞り込む：プロパティを組み合わせて結果を絞り込む：

2つの類似したオブジェクトタイプ間のスペース文字は、
論理和として機能します。

 

model:"ProLiant BL460c Gen8"model:"ProLian
t BL460c Gen9"

HPE ProLiant BL460c Gen8またはHPE ProLiant BL460c
Gen9であるすべてのハードウェア。

status:Critical status:Warning クリティカルまたは警告状態のすべてのリソース。

associatedresourcecategory:ethernet-networ
ks associatedresourcecategory:network-sets

イーサーネットネットワークまたはネットワークセットの
いずれかのリソースカテゴリに属するすべてのメッセー
ジ。

例： name:"Encl1, bay 12" name:"Encl1, bay 9
"

変換後のインデックスクエリは name:'Encl1, bay 12'
OR name:'Encl1, bay 9'です。これは、検索でベイ
12またはベイ9のいずれかにあるすべてのエンクロー
ジャーをフィルター処理できることを意味します。

2つの異なるオブジェクトタイプ間のスペース文字は、論
理積として機能します。

 

owner:Administrator firmware 管理者によって所有され、ファームウェアに関連するすべ
てのアクティビティ。

NTP status:critical NTPに関連するすべてのクリティカルなメッセージ。

status:unknown state:locked owner:Administ
rator

ステータスが不明で、ロックされた状態で、管理者によっ
て所有されているすべてのメッセージ。

例： name:"Encl1, bay 12" status:OK 変換後のインデックスクエリは name:'Encl1, bay 12'
AND status:OKです。これは、ベイ12にある、ステータ
スがOKのすべてのエンクロージャーをフィルター処理でき
ることを意味します。

高度なフィルター構文の例高度なフィルター構文の例 検索結果検索結果
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検索およびメールフィルターは、自動的に、検索文字列
内の2つの異なるオブジェクト間のスペースに対しては暗
黙の AND、2つの類似するオブジェクト間のスペースに対
しては ORを追加します。

 

name:host.example.com status:Critical stat
us:Warning

ステータスがクリティカルまたは警告のいずれかで、リ
ソース host.example.com に関連するすべてのメッセー
ジ。

associatedresourcecategory:power-devices s
tatus:warning status:critical

電力デバイスのリソースカテゴリのすべてのクリティカル
や警告メッセージ。

NOT操作  

2つの類似したオブジェクトタイプ間のスペース文字の前
にNOTが付いている場合は、論理積として機能します。

 

例： NOT name:"Encl1, bay 1" NOT name:"Encl1
, bay 3"

変換後のインデックスクエリは NOT name:'Encl1, bay
1' AND NOT name:'Encl1, bay 3'です。

ただし、これらのオブジェクトタイプが類似したプロパ
ティ名（ name）を持つ場合、スペース文字は論理積とし
て機能します。これは、オブジェクトタイプの先頭にNOT
があるためです。

category:alerts status:critical state:acti
ve NOT alertTypeID:trap.cpqFca2AccelBattery
Failed

alertTypeID:trap.cpqFca2AccelBatteryFaile
d に適用されるメッセージを除く、クリティカルステータ
スのすべてのメッセージ

高度なフィルター構文の例高度なフィルター構文の例 検索結果検索結果

詳しくは詳しくは

アクティビティのステータス
ヘルプトピックの検索
バナーとメインメニュー
アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
ユーザーの役割
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スマート検索ボックスのクリアスマート検索ボックスのクリア

スマート検索スマート検索ボックスは、フィルターオプションを保持します。以下の手順に従って、検索パラメーターを入力する前
にボックスをクリアします。

手順手順

1. メインメニューからアクティビティ画面に移動します。

2. アクティビティ見出しまたはアクティビティフィルターサイドバーでリセットをクリックします。

詳しくは詳しくは

リソースの検索

スマート検索ボックスのクリア 87



ヘルスステータスを基準としたリソースの表示ヘルスステータスを基準としたリソースの表示

ほとんどの画面では、リソースインスタンスの表示をヘルスステータスに基づいてフィルター処理できます。これは、
トラブルシューティングやメンテナンスの目的で役に立ちます。

デフォルトのフィルターはすべてのステータスです。この場合、ヘルスステータスに関係なく、すべてのリソースメン
バーが表示されます。

特定のヘルスステータスに基づいてビューをフィルター処理するには、ステータスメニューから目的のヘルスステータ
スを選択します。

ヘルスステータスアイコンとその意味について詳しくは、ステータスと重要度のアイコンを参照してください。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのユーザーインターフェイスの操作
ステータスと重要度のアイコン

ヘルスステータスを基準としたリソースの表示 88



ヘルスステータスビューのリセットヘルスステータスビューのリセット

デフォルトのビューすべてのステータスに戻るには、リセットリンクをクリックします。

詳しくは詳しくは

ヘルスステータスを基準としたリソースの表示

ヘルスステータスビューのリセット 89



HPE OneViewHPE OneViewで可能な操作で可能な操作

このページでは、UIで実行できる一般的なアクションおよびタスクを示します。HPE OneViewの特定の領域の完全なタ
スクインデックスを表示するには、各カテゴリの下にある詳細...詳細...リンクをクリックしてください。ヘルプトピックを
検索することもできます。

はじめにはじめに

クイックスタート：HPE OneViewの初期構成

ダッシュボードについて

ユーザーアカウントの管理ユーザーアカウントの管理

全面的に許可されたローカルユーザー（インフラスト

ラクチャ管理者）の追加

特殊なアクセスを持つローカルユーザーの追加

組織のディレクトリのメンバーシップによって認証さ

れ、全面的に許可されたユーザーの追加

役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクトリ

のメンバーシップによって認証されるユーザーの追加

ディレクトリベースの認証を使用してグループを追加

する

ユーザー権限の指定

ユーザーのパスワードの変更

詳細...

ネットワーク接続の管理ネットワーク接続の管理

ネットワークの作成

ネットワーク構成設定の編集

ネットワークセットの作成

ネットワークセットの編集

内部ネットワークの編集

エンクロージャー間の構成の一貫性を維持するための

論理インターコネクトグループの作成

ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け

アクティブ/アクティブネットワーク構成の追加

アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ

ネットワーク構成への移行

詳細...

ファシリティのインフラストラクチャの定義と管理ファシリティのインフラストラクチャの定義と管理
データセンターの物理トポロジの定義

データセンターのプロパティの変更

ラックレイアウトの定義と管理対象化

ラック内のデバイスのレイアウトの変更

詳細...

電力の管理と監視電力の管理と監視
電力供給デバイスの追加

電力接続の追加

電力供給デバイスの電源の切断

過去5分間のiPDUの消費電力を表示

過去24時間のiPDUの消費電力を表示

現在別の管理システムによって管理されているiPDUの

追加

詳細...

ストレージの管理ストレージの管理

クイックスタート：SANストレージの構成

ストレージシステムの追加

ドメインからのストレージプールの選択

ボリュームの作成

ボリュームの追加

サーバープロファイルの管理サーバープロファイルの管理

サーバープロファイルの作成

サーバープロファイルの編集

サーバープロファイルを別のサーバーに割り当て

サーバープロファイルのコピー

サーバープロファイルの削除または強制削除

既存のサーバープロファイルの移行

詳細...

サーバープロファイルテンプレートの管理サーバープロファイルテンプレートの管理

サーバープロファイルテンプレートの作成

サーバープロファイルテンプレートの編集

サーバープロファイルテンプレートのコピー

サーバープロファイルテンプレートの削除

サーバープロファイルテンプレートによるファーム

ウェアのアップデート

ボリュームアタッチメントの構成とサーバープロファ

イルテンプレートへのボリュームの追加

サーバーハードウェアの管理と監視サーバーハードウェアの管理と監視

サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むた

めの前提条件

管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェア

の追加

監視対象サーバーハードウェア

サーバーをリモートで管理するiLOコンソールの起動

サーバーのRemote Supportデータの収集

詳細...

エンクロージャーの管理と監視エンクロージャーの管理と監視

エンクロージャーの追加

エンクロージャーの追加とそのハードウェアの監視

管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェア

の追加

エンクロージャーの構成の再適用

既存のエンクロージャーからのサーバーの取り外し

詳細...

ファームウェアの管理ファームウェアの管理

ファームウェアを管理するためのベストプラクティス

管理対象デバイスのファームウェアベースラインの確

立

アプライアンスのファームウェアレポジトリへの

ファームウェアバンドルの追加

管理対象デバイスのファームウェアのアップデート

論理インターコネクトからのアップデート用ファーム

ウェアのステージングおよびアクティブ化

Smart Update Tools：制御モード

詳細...

リソースの監視リソースの監視

アクティビティとアラートの表示

ヘルスの監視

データセンターのラックの最高温度の表示

HPE OneViewで可能な操作 90
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ボリュームテンプレートの作成

詳細...

セキュリティの管理セキュリティの管理

セキュリティ設定

アプライアンスの保護

認証ディレクトリサービスの追加

証明書を信頼

証明書の追加

認定サービスアクセスの有効化または無効化

監査ログのダウンロード

詳細...

ハイパーバイザーマネージャーハイパーバイザーマネージャー

ハイパーバイザーマネージャーの追加

ハイパーバイザーマネージャーの編集

ハイパーバイザーマネージャーの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルハイパーバイザークラスタープロファイル

ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポー

ト

ハイパーバイザークラスタープロファイルへの新しい

ハイパーバイザーの追加

ハイパーバイザークラスタープロファイルへの既存の

ハイパーバイザーの追加

ハイパーバイザークラスタープロファイルからのハイ

パーバイザープロファイルの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

ハイパーバイザークラスターボリュームの追加

詳細...

ハイパーバイザープロファイルハイパーバイザープロファイル

メンテナンスモードの開始

メンテナンスモードの終了

ハイパーバイザーの電源オン/オフ

ハイパーバイザーのリセットまたはコールドブート

ハイパーバイザークラスタープロファイルからアップ

デート

アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構

成

メール受信者とフィルターの追加

メール受信者とフィルターのエントリーの編集

メール受信者とフィルターの有効化または無効化

詳細...

アプライアンスの管理アプライアンスの管理

アプライアンスの新しいアップデートファイルが利用

可能かどうかの確認

アプライアンスのアップデート

アプライアンスの手動バックアップ

HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルから

アプライアンスをリストア

アプライアンスのUIからの再起動

アプライアンスのUIからのシャットダウン

HPE OneViewへのライセンスキーの追加

詳細...

さらに詳しくさらに詳しく

HPE OneViewドキュメントの検索HPE OneViewドキュメントの検索

HPE OneViewで可能な操作 91
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セキュリティおよびユーザーアカウントの管理セキュリティおよびユーザーアカウントの管理

詳細情報詳細情報

証明書検証

複雑なパスワード

暗号化モード設定

ディレクトリサービス認証

緊急ローカルログイン

FIPSまたはCNSA互換性レポート

アプライアンスアクセスの認証

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス

証明書の管理

許可されたユーザーのアクセスの制御

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

ログインセッションの作成

アプライアンスからダウンロードできるファイル

ブラウザーからの証明書の管理

HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリング

ブラウザー以外のクライアント

HPE OneViewに必要なファイアウォールポート

認証情報の保護

セキュリティが強化されたアプライアンス

セキュアシェルアクセス

Two-Factor認証

監査ログ

セキュリティおよびユーザーアカウントの管理 92



サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープロファイルサーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープロファイル

テンプレートの管理と監視テンプレートの管理と監視

サーバープロファイルの作成と管理サーバープロファイルの作成と管理

サーバープロファイルについて

サーバープロファイルの作成

サーバープロファイルの編集

サーバープロファイルを別のサーバーに割り当て

サーバープロファイルのコピー

サーバープロファイルの削除または強制削除

サーバープロファイルへの特定の構成特性の追加サーバープロファイルへの特定の構成特性の追加

サーバープロファイルのローカルストレージの管理

サーバープロファイルのSANストレージの管理

サーバープロファイルのブート順序の管理

サーバープロファイルのBIOS設定の編集

サーバーハードウェアの仮想IDまたは物理IDの管理

ユーザー指定のIDを持つサーバープロファイルの構成

サーバープロファイルによるファームウェアのアップ

デート

サーバープロファイルテンプレートからのプロファイ

ル構成のアップデート

サーバーハードウェアの追加と取り外しサーバーハードウェアの追加と取り外し

エンクロージャーの追加

管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェア

の追加

サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むた

めの前提条件

既存のエンクロージャーからのサーバーの取り外し

ラックサーバーの管理からの削除

サーバーハードウェアの電源の制御サーバーハードウェアの電源の制御

サーバーの電源オン

サーバーの電源オフ

詳細情報詳細情報

サーバーハードウェアのトラブルシューティング

サーバープロファイルのトラブルシューティング

どのようなときにサーバープロファイルテンプレート

を使用するか

サーバープロファイルの整合性の検証について

サーバーハードウェア、サーバープロファイル、およびサーバープロファイルテンプレートの管理と監視 93



エンクロージャー、エンクロージャーグループ、論理エンクロージャー、およエンクロージャー、エンクロージャーグループ、論理エンクロージャー、およ

びファームウェアの管理と監視びファームウェアの管理と監視

エンクロージャーの管理エンクロージャーの管理

エンクロージャーの追加

エンクロージャーの追加とそのサーバーブレードのネット

ワークへの接続

非管理HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの管理対

象化

現在別の管理システムによって管理されているHPE

BladeSystem c7000エンクロージャーの獲得

エンクロージャーのRemote Supportデータの収集

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプト

を使用したエンクロージャーの構成

HPE 3PAR StoreServに直接接続するHPE BladeSystem

c7000エンクロージャーおよびサーバーブレードの構成

別の管理システムによって現在監視されているエンクロー

ジャーの強制的な追加

エンクロージャーについての詳細情報

監視対象のHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの管

理対象ステータスへの移動

エンクロージャーの更新によるエンクロージャーとHPE

OneViewの再同期

HPE OneViewからのエンクロージャーの削除

管理対象デバイスのファームウェアのアップデート

エンクロージャーの監視エンクロージャーの監視

監視対象エンクロージャー

エンクロージャーの追加とそのハードウェアの監視

別の管理システムによって現在監視されているエンクロー

ジャーの強制的な追加

論理エンクロージャーおよびエンクロージャーグルー論理エンクロージャーおよびエンクロージャーグルー
プの管理プの管理

エンクロージャーグループの作成

エンクロージャーグループの編集

エンクロージャーグループの削除

論理エンクロージャーの削除

論理エンクロージャー構成の再適用

エンクロージャーグループからの論理エンクロー

ジャー構成のアップデート

論理エンクロージャーからのファームウェアの

アップデート

エンクロージャーグループの作成と複数のエンク

ロージャーの管理

論理エンクロージャーのサポートダンプファイル

の作成

ラックマネージャーラックマネージャー

ラックマネージャーの追加

エンクロージャー、エンクロージャーグループ、論理エンクロージャー、およびファームウェアの管理と監
視
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ハイパーバイザープロファイル、ハイパーバイザークラスタープロファイル、ハイパーバイザープロファイル、ハイパーバイザークラスタープロファイル、

およびハイパーバイザーマネージャーの管理と監視およびハイパーバイザーマネージャーの管理と監視

ハイパーバイザーマネージャーの管理ハイパーバイザーマネージャーの管理

ハイパーバイザーマネージャーの追加

ハイパーバイザーマネージャーの編集

ハイパーバイザーマネージャーの削除

ハイパーバイザーマネージャーのユーザー権限

ハイパーバイザークラスタープロファイルの管理ハイパーバイザークラスタープロファイルの管理

ハイパーバイザークラスターボリュームの追加

ハイパーバイザークラスタープロファイルへの既存のハイパーバ

イザーの追加

ハイパーバイザークラスタープロファイルへの新しいハイパーバ

イザーの追加

ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集

ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート

ハイパーバイザークラスターボリュームの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルからのハイパーバイ

ザープロファイルの削除

ハイパーバイザープロファイルの管理ハイパーバイザープロファイルの管理

メンテナンスモードの開始

メンテナンスモードの終了

ハイパーバイザーの電源オン/オフ

ハイパーバイザーのリセットまたはコール

ドブート

ハイパーバイザークラスタープロファイル

からアップデート

ハイパーバイザープロファイル、ハイパーバイザークラスタープロファイル、およびハイパーバイザーマ
ネージャーの管理と監視
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ネットワークと接続の管理ネットワークと接続の管理

ネットワークの管理ネットワークの管理

ネットワークの作成について

ネットワークの作成

ネットワーク構成設定の編集

ネットワークの削除

ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け

タグ無しトラフィックの専用ネットワークの追加

トンネルネットワークの追加

アクティブ/アクティブネットワーク構成の追加

アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ

ネットワーク構成への移行

ネットワークと管理対象SANの関連付け

論理インターコネクトの管理論理インターコネクトの管理

論理インターコネクトについて

論理インターコネクトの全般的構成の表示

アップリンクセットの追加

アップリンクセットの編集

アップリンクセットの削除

内部ネットワークの編集

論理インターコネクトの物理ポートの有効化または無

効化

アップリンクセットへのネットワークの追加

論理インターコネクトからのアップデート用ファーム

ウェアのステージングおよびアクティブ化

ファイバーチャネルネットワークのアップリンクフェ

イルオーバーに対応する再分散ログイン設定の管理

物理インターコネクトへの論理インターコネクト構成

の再適用

論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの作

成

SNMPトラップ宛先の管理

c7000エンクロージャー用のSNMPアクセスの管理

ネットワークトラフィックを監視するポートの構成

ネットワークセットの管理ネットワークセットの管理

ネットワークセットについて

ネットワークセットの作成

ネットワークセットの編集

ネットワークセットのネットワークの追加または削除

ネットワークセットの優先帯域幅または最大帯域幅の

変更

ネットワークセットの削除

論理インターコネクトグループの管理論理インターコネクトグループの管理

論理インターコネクトグループについて

論理インターコネクトグループの作成

論理インターコネクトグループの編集

論理インターコネクトグループの削除

内部ネットワークの編集

SNMPトラップ宛先の管理

c7000エンクロージャー用のSNMPアクセスの管理

詳細情報詳細情報

データセンターのスイッチポートの要件

インターコネクトのトラブルシューティング

論理インターコネクトのトラブルシューティング

ネットワークのトラブルシューティング

ネットワークと接続の管理 96



ファシリティの管理：電力、データセンター、ラックファシリティの管理：電力、データセンター、ラック

電力消費と電力供給デバイスの管理電力消費と電力供給デバイスの管理

電力供給デバイス

電力供給デバイスの追加

電力接続の追加

電力供給デバイスのフィルター処理

過去5分間のiPDUの消費電力を表示

過去24時間のiPDUの消費電力を表示

電力供給デバイスのプロパティの編集

電力供給デバイスのロケーターライトのオン/オフ

電力供給デバイスの電源の切断

電力供給デバイスの削除

iPDUとアプライアンス間の接続の問題を解決

データセンターのレイアウトの管理データセンターのレイアウトの管理

データセンターアーキテクチャ

データセンターの追加

データセンターのプロパティの変更

アプライアンスからのデータセンターの削除

データセンターのビジュアル化のビューの操作

データセンターのラックの最高温度の表示

ラックの管理ラックの管理

ラック

ラックの追加

ラックのプロパティの編集

ラック内のデバイスのレイアウトの変更

管理対象からのラックの削除

ファシリティの管理：電力、データセンター、ラック 97
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ファームウェアおよびドライバーの管理ファームウェアおよびドライバーの管理

ファームウェアバンドルの管理ファームウェアバンドルの管理

ファームウェアバンドルのタイプとファイル形式

SPPまたはホットフィックスのダウンロード

ファームウェアレポジトリへのファームウェアバン

ドルのアップロード

HPE OneViewでのファームウェアバンドルの表示

ファームウェアレポジトリからのファームウェアバ

ンドルの削除

カスタムSPPの作成

アプライアンスのファームウェアレポジトリへの

ファームウェアバンドルの追加

ファームウェアバンドルレポジトリからのファーム

ウェアバンドルの削除

ファームウェアコンプライアンスの確認

ファームウェアのアップデートファームウェアのアップデート

ファームウェアを管理するためのベストプラクティス

管理対象デバイスのファームウェアベースラインの確立

論理エンクロージャーのインターコネクトのファーム

ウェアアップデートのアクティブ化

ファームウェアのアップデート

サポートされていないファームウェアのアップデート

エンクロージャーの論理インターコネクトのファーム

ウェアのアップデート

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップ

デート

サーバープロファイルによるファームウェアのアップ

デート

詳細情報詳細情報

ファームウェアアップデートのトラブルシューティング

ファームウェアおよびドライバーの管理 98
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ストレージの管理ストレージの管理

ストレージシステムとストレージプールの管理ストレージシステムとストレージプールの管理

ストレージシステムの追加

ストレージシステムの編集

ストレージシステムの認証情報の編集

ストレージシステムの削除

ストレージシステムの更新

ドメインからのストレージプールの選択

ストレージプールの更新

ボリュームとボリュームテンプレートの管理ボリュームとボリュームテンプレートの管理

ボリュームの作成

ボリュームの編集

ボリュームの追加

ボリュームの削除

ボリュームの容量の増加

ボリュームからスナップショットを作成

スナップショットからボリュームを作成

HPE 3PAR StoreServストレージの以前のスナップショッ

トに戻す

ボリュームテンプレートの作成

ボリュームテンプレートの編集

ボリュームテンプレートの削除

ボリュームの作成にボリュームテンプレートを要求する

ための構成

SANマネージャーとSANの管理SANマネージャーとSANの管理

SANマネージャーの追加

SANマネージャーの削除

SANとネットワークの関連付け

SANの自動ゾーニングのオン/オフ

SANの編集

SANのエンドポイントテーブルのダウンロード

予期されないゾーニングレポートの生成

サーバープロファイル構成を使用したSANストレージのサーバープロファイル構成を使用したSANストレージの
管理管理

サーバープロファイルへのSANボリュームの追加

管理対象SANボリュームからの起動

ボリュームアタッチメントの構成とサーバープロ

ファイルテンプレートへのボリュームの追加

ストレージの管理 99
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環境のヘルスの監視環境のヘルスの監視

ベストプラクティスベストプラクティス

ヘルスの監視

リソースのヘルスの監視リソースのヘルスの監視

ヘルスステータスを基準としたリソースの表示

ダッシュボードのグラフの解釈方法

アイコンの説明

設定：Remote Support

ユーザーおよびアプライアンスが生成したアラートとタスユーザーおよびアプライアンスが生成したアラートとタス
クの監視と管理クの監視と管理

アラートへのノートの追加

アラートへの所有者の割り当て

アクティビティのクリア

アクティビティの絞り込み

アクティビティ表示

ユーザーアクティビティの監視ユーザーアクティビティの監視

アクティビティサイドバー

監査ログのダウンロード

環境のヘルスの監視 100



アプライアンスの管理アプライアンスの管理

アプライアンスのソフトウェアまたはファームウェアのアプライアンスのソフトウェアまたはファームウェアの
アップデートアップデート

アプライアンスの新しいアップデートファイルが利用可

能かどうかの確認

アプライアンスのアップデート

アプライアンスの設定アプライアンスの設定

設定：アプライアンスネットワーク

設定：セキュリティ

アプライアンスのバックアップ、リストア、およびシャッアプライアンスのバックアップ、リストア、およびシャッ
トダウントダウン

アプライアンスの手動バックアップ

HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルから

アプライアンスをリストア

アプライアンスのUIからの再起動

アプライアンスのUIからのシャットダウン

アプライアンスのトラブルシューティングアプライアンスのトラブルシューティング

サポートダンプファイルの作成

監査ログのダウンロード

詳細情報詳細情報

VMアプライアンスを管理するためのベストプラク

ティス

アプライアンスの管理 101



クイックスタート：クイックスタート：HPE OneViewHPE OneViewの初期構成の初期構成

HPE OneView内のリソースの初期構成は、日常のメンテナンスの一環としてリソースを構成する場合と変わりません。

HPE OneViewは、リソースとデバイス情報を作成、追加、編集する順序に柔軟に対応できるように設計されています
が、初期リソース構成の場合、または環境に大幅な追加や変更を加える場合は、次のワークフローを使用することをお
勧めします。

知りたい情報知りたい情報

リソースおよびHPE OneViewの初期構成

詳細情報詳細情報

物理寸法と電源システムの定義

将来の構成変更の影響

クイックスタート：HPE OneViewの初期構成 102



リソースおよびリソースおよびHPE OneViewHPE OneViewの初期構成の初期構成

前提条件前提条件

HPE OneViewのインストールが完了していること。

HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイドに詳細を説明しています。

管理者としてログインしていること。

手順手順

アプライアンスとリソースを構成するには、HPE OneViewでガイド付きセットアップを使用します。

ガイド付きセットアップは、HPE OneViewをカスタマイズするのに役立ち、管理するリソースを選択できるようにし、
それらのリソースを設定する手順をガイドします。また、このセットアップによりHPE OneViewが簡素化され、不要な
リソースのメニューやダッシュボードパネルを非表示にすることもできます。

詳しくは詳しくは

HPE OneViewのガイド付きセットアップ
クイックスタート：HPE OneViewの初期構成
ガイド付きセットアップを使用したHPE OneView環境のカスタマイズ

リソースおよびHPE OneViewの初期構成 103
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物理寸法と電源システムの定義物理寸法と電源システムの定義

ネットワーキングハードウェアが存在している空間の物理サイズを定義し、エンクロージャー、電力供給デバイス、
サーバーハードウェア、およびその他のデバイスをHPE OneView内のラックに配置することにより、データセンター内
のデバイスの正確な図と物理接続をアプライアンスに提供します。アプライアンスは、以下の強力な監視機能と管理機
能を提供できるようになります。

データセンター画面には、IT環境の3Dモデルが生成され、プランニングや整理に使用できます。

データセンター画面には、電力と温度のデータが表示されるので、電力消費率を分析することができます。アプラ

イアンスでは、ラックとそのコンポーネントの最高温度を報告し、冷却の潜在的な問題を識別してアラートを通知

します。

電力供給デバイス画面から提供されるデータを使って、電力消費率と消費電力上限を分析できます。

データセンターの物理トポロジと冷却特性および電力特性を定義すると、これにより、3Dのビジュアル化と温度の

監視が可能になります。

データセンターを参照してください。

詳しくは詳しくは

データセンター
クイックスタート：HPE OneViewの初期構成

物理寸法と電源システムの定義 104



アプライアンス構成のプランニングアプライアンス構成のプランニング

これらのトピックでは、アプライアンス構成について説明します。

サポートされるハイパーバイザーとバージョンについては、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

アプライアンス構成のプランニング 105
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HPE OneViewの複数のインスタンスに対するプランニングHPE OneViewの複数のインスタンスに対するプランニング

環境内で複数のHPE OneViewアプライアンスの展開をプランニングしている場合は、HPE OneView Global Dashboardを
ご利用ください。Global Dashboardは、HPE OneViewによって複数のアプライアンスとデータセンターサイト間で管理
される、ヘルス、アラート処理、およびキーリソースの統合ビューを提供します。リソースに関する情報を変更する
と、その変更がGlobal Dashboardにリアルタイムでアップデートされます。

詳細情報詳細情報

HPE OneView Global DashboardユーザーガイドHPE OneView Global Dashboardユーザーガイド

HPE OneViewの複数のインスタンスに対するプランニング 106
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高可用性のためのプランニング高可用性のためのプランニング

HPE OneViewを高可用性（HA）構成で使用するには、ハイパーバイザーのドキュメントを参照し、特定の要件を確認し
てください。

アプライアンスの可用性を維持するために、HPE OneViewには構成設定および管理データをバックアップファイルに保
存するバックアップ機能が用意されています。Hewlett Packard Enterpriseは、できれば毎日、および主要な構成変更
後、ご使用のアプライアンスのバックアップを取ることをお勧めします。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのバックアップ

アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス

高可用性のためのプランニング 107



データ用と管理用の個別のネットワークデータ用と管理用の個別のネットワーク

HPEでは、管理用とデータ用に個別のネットワークを使用することをお勧めします。詳しくは、セキュアなアプライア
ンスを維持するためのベストプラクティスを参照してください。

データ用と管理用の個別のネットワーク 108



タイムクロックとNTPタイムクロックとNTP

HPEでは、仮想アプライアンスをインストールするホストでNTPを使用することをお勧めします。ホストでNTPを使用し
ない場合、HPEでは、仮想アプライアンスで直接NTPを構成することをお勧めします。ホストと仮想アプライアンスの両
方でNTPを構成しないでください。さらに、VMホストのクロックは、正しい時刻に設定する必要があります。

タイムクロックとNTP 109



IPアドレスIPアドレス

使用しているIPアドレスの種類とアプライアンスに割り当てる方法（手動またはDynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）サーバーによる割り当て）を指定する必要があります。

アプライアンスは、アプライアンスIPアドレスについて、IPv4のみ、IPv6のみ、またはデュアルモード（IPv4とIPv6の
両方）の構成をサポートします。

VMアプライアンスVMアプライアンス

VMアプライアンスでは、IPアドレスを2つの方法で割り当てることができます。ユーザーが手動で（静的IP）、または
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）によって割り当てる方法です。DHCP予約を使用しない場合、DHCPはア
プライアンスIPアドレスの割り当てをサポートしません。

詳細情報詳細情報

デュアルスタック実装のプランニング

IPアドレス 110



将来の構成変更の影響将来の構成変更の影響

環境に大幅な変更を加えることの影響を理解するには、以下のトピックを参照してください。

リソースの機能停止が必要または結果として機能停止する構成変更

複数のリソースへの変更が必要になる可能性がある構成変更

詳しくは詳しくは

クイックスタート：HPE OneViewの初期構成

将来の構成変更の影響 111



リソースの機能停止が必要または結果として機能停止する構成変更リソースの機能停止が必要または結果として機能停止する構成変更

アプライアンスアプライアンス

アプライアンスをオフラインにしても、管理対象リソースは影響を受けません。リソースはアプライアンスがオフライ
ンの間も動作し続けます。

アプライアンスのクラスターでは、HPE OneViewはスタンバイのアクティブ化操作によって一時的にオフラインになり
ます。スタンバイアプライアンスがアクティブアプライアンスになると、HPE OneViewの操作が再開されます。

アプライアンスのアップデートをインストールすると、アプライアンスが再起動してオフラインになります。

エンクロージャーエンクロージャー

HPE BladeSystem Onboard Administratorは、エンクロージャーのファームウェアアップデート中に、自動的にオフラ
インになります。

インターコネクトと論理インターコネクトインターコネクトと論理インターコネクト

アップリンクセットに含まれるネットワークへのサーバープロファイル接続は、そのアップリンクセットを削除す

るとオフラインになります。

アップリンクセットに含まれるネットワークへのサーバープロファイル接続は、次のどちらかの方法を使用して

アップリンクセットの名前を変更するときに数秒間中断される可能性があります。

論理インターコネクトに含まれるアップリンクセットの名前を変更する。

論理インターコネクトグループに含まれるアップリンクセットの名前を変更し、論理インターコネクトグループ

から論理インターコネクトをアップデートする。

次の場合に、インターコネクトはオフラインになります。

論理インターコネクトのファームウェアをアップデートまたはアクティブ化する。ファームウェアのステージン

グ時にインターコネクトをオフラインにする必要はありません。

エンクロージャーのファームウェアをアップデートし、エンクロージャー、論理インターコネクト、およびサー

バープロファイルをアップデートするオプションを選択する。

ステージング済みでアクティブ化されていないファームウェアがインターコネクトにある場合、そのインターコネ

クトを次に再起動したときにファームウェアがアクティブ化され、インターコネクトがオフラインになります。

以下の方法でファームウェアをアップデートすることによって、スタッキングモードが Enclosureでスタッキン

グヘルスが冗長接続の論理インターコネクトに接続したサーバーのネットワーク接続の損失を防止できます。

1. 論理インターコネクトのファームウェアをステージングします。

2. 偶数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアクティブ化します。

3. ファームウェアアップデートが完了し、インターコネクトが構成済み状態になるまで待機します。

4. 奇数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアクティブ化します。

ネットワークネットワーク

1つ以上のサーバープロファイルによって使用されているネットワークを削除しようとすると、アプライアンスはそ

のネットワークが使用中であることを通知します。使用中のネットワークを削除すると、そのネットワークを

（ネットワークセットの一部としてではなく）明示的に指定したサーバープロファイル接続がオフラインになりま

す。

削除したネットワークと同じ名前のネットワークを追加した場合、そのネットワークを（ネットワークセットの一

部としてではなく）明示的に指定した接続はアップデートされません。各サーバープロファイル接続を編集して、

追加したネットワークを指定するように再構成する必要があります。サーバープロファイルを編集して接続を編集

する必要があるため、サーバーの電源をオフにする必要があります。

ネットワークセットのメンバーであるネットワークを削除しようとすると、アプライアンスはそのネットワークが1

つ以上のネットワークセットに割り当てられていることを通知します。そのネットワークを削除した後に、その

ネットワークセットにそれ以外のネットワークが存在する場合、削除したネットワークへのサーバープロファイル

接続はオフラインになりますが、ネットワークセット内の他のネットワークへの接続には影響しません。

ネットワークセットへのサーバープロファイル接続はオンラインのままで、そのネットワークセットにネットワー
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ク（例えば、削除したネットワークと同じ名前のネットワーク）を追加できます。

ネットワークセットネットワークセット

1つ以上のサーバープロファイルによって使用されているネットワークセットを削除しようとすると、アプライアン

スはそのネットワークセットが使用中であることを通知します。使用中のネットワークセットを削除すると、その

ネットワークセットへのサーバープロファイル接続がオフラインになります。

削除したネットワークセットと同じ名前のネットワークセットを追加した場合、そのネットワークセットを指定し

た接続はアップデートされません。各サーバープロファイル接続を編集して、追加したネットワークセットを指定

するように再構成する必要があります。サーバープロファイルを編集して接続を編集する必要があるため、サー

バーの電源をオフにする必要があります。

ネットワークセットへの接続を指定したサーバープロファイルは、そのネットワークセットに含まれるネットワー

クが削除されたときに影響を受ける可能性があります。

サーバープロファイルとサーバーハードウェアサーバープロファイルとサーバーハードウェア

サーバープロファイルを編集する前に、サーバープロファイルが割り当てられているサーバーハードウェアの電源

を切らなければならない可能性があります。サーバーハードウェアの電源を切らずに実行できる編集のリストにつ

いては、サーバープロファイルの編集を参照してください。

ファームウェアのアップデートでは、サーバープロファイルを編集してファームウェアベースラインを変更する必

要があります。サーバープロファイルに対する他の編集作業と同様に、サーバープロファイルを編集する前にその

サーバープロファイルが割り当てられているサーバーハードウェアの電源をオフにする必要があります。

サーバープロファイルとサーバーハードウェアは、ネットワークとネットワークセットへの変更の影響を受ける可

能性があります。

サーバープロファイルとサーバーハードウェアは、アップリンクセット名の変更の影響を受ける可能性がありま

す。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの編集
将来の構成変更の影響
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複数のリソースへの変更が必要になる可能性がある構成変更複数のリソースへの変更が必要になる可能性がある構成変更

ネットワークの追加

エンクロージャーの追加

詳しくは詳しくは

将来の構成変更の影響
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ネットワークの追加ネットワークの追加

ネットワークをアプライアンスに追加すると、次のリソースに対して構成変更を行わなければならない可能性がありま
す。

ネットワーク

ネットワークを追加します。

ネットワークをネットワークセットに追加しない場合、そのネットワークに接続するサーバープロファイルに、そ

のネットワークへの接続を追加する必要があります。サーバープロファイルに接続を追加する前に、サーバーハー

ドウェアの電源をオフにします。

ネットワークセット

（オプション）追加するネットワークがイーサーネットネットワークの場合、そのネットワークをネットワーク

セットに追加するか、そのネットワークを含むネットワークセットを作成することをお勧めします。

ネットワークをネットワークセットに追加すると、そのネットワークセットへの接続が定義されているサーバープ

ロファイルは、追加したネットワークに自動的にアクセスできるようになります。これらのサーバープロファイル

を編集する必要はありません。

論理インターコネクトと論理インターコネクトグループ

論理インターコネクトに接続されたサーバーがネットワークにアクセスするには、その論理インターコネクトに、

そのネットワークへの接続を含むアップリンクセットが必要です。

複数の論理インターコネクトをアップデートしなければならない可能性があります。

論理インターコネクトグループに対して構成変更を行った後に、グループから各論理インターコネクトをアップ

デートできます。

構成変更で、アップリンクセットの削除またはアップリンクセット名の変更を行う場合は、サーバープロファイ

ルのネットワーク接続に影響する可能性があります。

サーバープロファイル

サーバーをネットワークに接続するには、そのサーバーハードウェアのサーバープロファイルに、ネットワークま

たはそのネットワークを含むネットワークセットへの接続が含まれている必要があります。

このネットワークを含むネットワークセットへの接続がサーバープロファイルにない場合は、ネットワークへの接

続を追加する必要があります。

ネットワークを追加するときに実行するタスクの概要については、クイックスタート：ネットワークの追加と、既存の
サーバーとの関連付けを参照してください。

詳しくは詳しくは

複数のリソースへの変更が必要になる可能性がある構成変更
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エンクロージャーの追加エンクロージャーの追加

アプライアンスで管理するエンクロージャーを追加すると、次のリソースに対して構成変更を行わなければならない可
能性があります。

エンクロージャー

管理対象のエンクロージャーを追加します。

エンクロージャーグループ

管理対象の各エンクロージャーはエンクロージャーグループのメンバーである必要があります。既存のエンクロー

ジャーグループを選択しない場合は、エンクロージャーの追加時にエンクロージャーグループを作成する必要があ

ります。

論理エンクロージャー

論理エンクロージャーでは、一緒にリンクされているエンクロージャーの構成を維持します。論理エンクロー

ジャーは、ファームウェアアップデートやHPE BladeSystem Onboard Administratorスクリプティングに使用しま

す。また、エンクロージャーグループから行われた変更とエンクロージャーを一致させるために使用します。

論理インターコネクトと論理インターコネクトグループ

論理インターコネクトと論理インターコネクトグループには、管理対象エンクロージャーのネットワーク接続を定

義します。エンクロージャーグループには、論理インターコネクトグループを指定する必要があります。エンク

ロージャーグループを作成するときに既存の論理インターコネクトグループを指定しない場合は、論理インターコ

ネクトグループを作成する必要があります。論理インターコネクトに接続されたサーバーがネットワークにアクセ

スするには、作成する論理インターコネクトグループに、そのネットワークへの接続を含むアップリンクセットが

必要です。

サーバープロファイル

エンクロージャーの追加時に、管理対象エンクロージャーのサーバーブレードにサーバープロファイルを追加して

割り当てある必要はありません。ただし、管理対象エンクロージャーのサーバーブレードを使用するには、サー

バープロファイルをそのブレードに割り当てる必要があります。ネットワークにアクセスするには、そのネット

ワークへの接続またはそのネットワークを含んだネットワークセットへの接続をサーバープロファイルに追加する

必要があります。

管理対象エンクロージャーを追加して、そのサーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するときに実行す
るタスクの概要については、クイックスタート：1つの論理インターコネクトグループを持つHPE BladeSystem c7000エ
ンクロージャーの追加を参照してください。

詳しくは詳しくは

複数のリソースへの変更が必要になる可能性がある構成変更
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クイックスタート：ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付けクイックスタート：ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け

新しいネットワークをサーバーに関連付ける前に、サーバープロファイルに関連付けられた論理インターコネクトの内
部ネットワークまたはアップリンクセットに追加します。

前提条件前提条件

権限：ネットワークを追加する場合は、インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合は、インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

エンクロージャーとサーバーハードウェアがアプライアンスに追加されていること。

Virtual Connectインターコネクトに接続するデータセンターのすべてのスイッチポートが、データセンターのス

イッチポートの要件に記載されているとおりに構成されていること。

注記:注記:

ネットワークは、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループ内の1つのアップリンク
セットまたは内部ネットワークセットにのみ関連付けることができます。同じVLAN IDで2つのネット
ワークを作成しなくても、アクティブ/アクティブ構成を作成することができます。詳しくは、クイック
スタート：1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティブネットワー
ク構成の追加を参照してください。

手順手順

1. ネットワークを作成する。

オプションを選択します。サーバープロファイルに関連付けられている論理インターコネクト上の内部ネットワー

クまたはアップリンクセットに関連付けられているネットワークセットがある場合は、 ネットワークセットに追加

します。そのネットワークセットを選択した場合、新しいネットワークを追加し、それをネットワークセットを持

つサーバープロファイルに関連付けるための追加の手順は必要ありません。これでこの手順は完了です。

2. 次のいずれかのオプションを使用して、新しいネットワークをアップリンクセットまたは内部ネットワークに追加

します。

新しいネットワークを追加するには、論理インターコネクトグループを編集します。

a. 論理インターコネクトグループを編集します。

新しいネットワークをアップリンクセットに追加する場合は、論理インターコネクトグループのアップリン

クセットに必ず追加してください。アップリンクセットには1つ以上のアップリンクが含まれていることに注

意してください。

b. 論理インターコネクトグループ内の論理インターコネクトをアップデートします。

論理インターコネクトを編集して、ネットワークをアップリンクセットに追加するか、ネットワークを内部ネッ

トワークに追加します。

ネットワークをアップリンクセット上の既存のネットワークセットに追加します。

3. 次のいずれかのオプションを使用して、1つ以上のダウンリンクポート上の1つ以上の接続に新しいネットワークを

追加します。

既存の接続を編集するか、新しい接続を追加して、サーバープロファイルを編集します。新規または既存の接続

に、新しいネットワークまたは新しいネットワークを含むネットワークセットを含めます。

サーバープロファイルを編集するには、次の手順を実行します。

a. サーバーの電源をオフにします。

b. 新しいネットワーク、または新しいネットワークを含むネットワークセットが含まれるように接続を編集ま

たは作成して、サーバープロファイルを編集します。

c. サーバーの電源をオンにします。

サーバープロファイルテンプレートを使用して、サーバープロファイルを編集するには、次の手順を実行しま

す。

a. 新しいネットワーク、または新しいネットワークを含むネットワークセットが含まれるように接続を編集ま

たは作成して、ネットワークを定義するサーバープロファイルを編集します。
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b. テンプレートからサーバープロファイルをアップデートします。

（ステップ2で実行されなかった場合）サーバープロファイル接続で使用中のネットワークセットにネットワー

クを追加します。

結果として得られる構成により、構成されたネットワーク上のサーバーから発信されたネットワークトラフィックが、
ネットワークが構成されているバーチャルコネクトのアップリンクセット内に含まれるアップリンクを通過できるよう
になります。

詳しくは詳しくは

論理インターコネクトグループ
ネットワークセットの使用
ネットワーク
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クイックスタート：SANストレージの構成クイックスタート：SANストレージの構成

ストレージ管理者はHPE OneViewの外部でストレージ構成タスクを完了している必要がありますが、HPE OneViewが管理
するエンクロージャーの接続リング内で、管理およびリソース割り当てのためにストレージハードウェアを準備するに
は、追加の構成が必要です。

このクイックスタートは、次のデータセンター構成で使用できます。

ファイバーチャネル直接接続、ファブリック接続、またはFCoEインターフェイスを備えたHPE 3PAR StoreServスト

レージハードウェア

ファイバーチャネル直接接続、ファブリック接続インターフェイスを備えたHPE Primera

イーサーネットiSCSIインターフェイスを備えたHPE StoreVirtualハードウェア

ファイバーチャネル直接接続、ファブリック接続、またはイーサーネットiSCSIインターフェイスを備えたHPE

Nimble Storageハードウェア

さらに、ストレージシステムは、最初の使用のためにストレージプールとポリシーで事前に構成されている必要があり
ます。

注記: 注記: HPE OneViewで定期的または明示的にストレージシステムの更新が行われるたびに、 HPE
OneViewにインポートされた後にストレージシステムで発生した変更は HPE OneViewレコードに追加され
ます。

手順手順

1. ファイバーチャネルを使用する場合は、ストレージとインターフェイスを取るファイバーチャネル構成を準備しまファイバーチャネルを使用する場合は、ストレージとインターフェイスを取るファイバーチャネル構成を準備しま

す。す。

a. HPE OneViewにSANマネージャーの追加。

b. SANの編集を行ってゾーニングポリシーを設定します。

c. ネットワークと管理対象SANの関連付けを行って、SANのステータスを検出済みから管理対象に変更します。

次の手順で、すべてのストレージシステム次の手順で、すべてのストレージシステムやその構成に適用します。

2. インポートまたはストレージシステムの追加を行っている間に、管理対象または検出済みとしてHPE OneViewに取り

込むストレージプールを選択することができます。

3. ボリュームテンプレートの作成。

4. ボリュームの追加。

5. HPE OneView内にボリュームを作成します。

SANストレージは、サーバープロファイルとサーバープロファイルテンプレートで使用するように構成されました。

以下の手順では、後で1つまたは複数のサーバープロファイルに適用するため、最初にサーバープロファイルテンプ

レートでSANストレージ構成が選択されるものとします。

6. ボリュームアタッチメントの構成とサーバープロファイルテンプレートへのボリュームの追加。

詳しくは詳しくは

SANマネージャー
ストレージシステム
ストレージボリュームテンプレート
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リソースモデルリソースモデル

HPE OneViewでは、複雑さを軽減し、データセンターの管理を簡素化するリソースモデルを採用しています。このモデ
ルにより、テンプレート、グループ、セットを含む論理リソースが提供されます。この論理リソースを物理リソースに
適用すると、データセンター全体で共通の構造を使用できます。

UIは、特定の操作を使用して物理リソースと仮想リソースを区別します。以下に例を示します。

論理リソースは作成作成、削除削除、またはコピーできます（物理リソースでは不可）。

物理リソースは追加追加または削除削除できます。

高レベルの概要高レベルの概要
リソースモデルの概要図

サーバーリソースサーバーリソース
サーバープロファイルテンプレートのリソースの

関連付け

サーバープロファイルのリソースの関連付け

接続のリソースの関連付け

接続テンプレートのリソースの関連付け

サーバーハードウェアのリソースの関連付け

サーバーハードウェアタイプのリソースの関連付

け

ラックマネージャー

ネットワークプロビジョニングリソースネットワークプロビジョニングリソース
エンクロージャーグループのリソースの関連付け

エンクロージャータイプのリソースの関連付け

エンクロージャーのリソースの関連付け

インターコネクトタイプのリソースの関連付け

インターコネクトのリソースの関連付け

論理エンクロージャーのリソースの関連付け

論理インターコネクトグループのリソースの関連

付け

論理インターコネクトのリソースの関連付け

アップリンクセットのリソースの関連付け

ネットワークリソースネットワークリソース
ネットワークのリソースの関連付け

ネットワークセットのリソースの関連付け

ストレージリソースストレージリソース
ストレージシステムのリソースの関連付け

ストレージプールのリソースの関連付け

ボリュームのリソースの関連付け

ボリュームテンプレートのリソースの関連付け

SANマネージャーのリソースの関連付け

SANのリソースの関連付け

アプライアンスリソースアプライアンスリソース
アプライアンスリソースの関連付け

ドメインのリソースの関連付け

データセンターの電力と冷却の管理リソースデータセンターの電力と冷却の管理リソース
データセンターのリソースの関連付け

ラックのリソースの関連付け

電力供給デバイスのリソースの関連付け

非管理デバイスのリソースの関連付け

詳細情報詳細情報
すべてのリソースの一覧については、HPE OneView APIリHPE OneView APIリ

ファレンスファレンスを参照してください。

HPE OneViewに関する、ソフトウェアおよびファームウェ

アの最新要件、サポートされるハードウェア、および構成

の上限について詳しくは、HPE OneViewサポートマトリッHPE OneViewサポートマトリッ

クスクスを参照してください。
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リソースモデルの概要図リソースモデルの概要図

次の図は、最もよく使用されるリソースの一部とそのリソース間の関係を示しています。

図1: リソースモデルの概要図図1: リソースモデルの概要図

UIとUIのドキュメントはリソース別に構成されています。

リソースの完全なリストは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスに含まれています。

以下の各項では、リソースモデルの概要図に示されたリソースについて説明します。
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アプライアンスリソースの関連付けアプライアンスリソースの関連付け

アプライアンスリソースでは、HPE OneViewで管理されるリソースとは別に、HPE OneViewアプライアンスに固有の構成
の詳細を定義します。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

アプライアンスリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

正確に1つのドメイン

リソース概要図のその他のリソースのゼロ個以上のインスタンス

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

複数のREST APIリソースが、アプライアンスとアプライアンスの設定に関係しています。HPE OneView APIリファレンHPE OneView APIリファレン

ススで次のカテゴリに含まれるリソースを参照してください。

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

設定 アプライアンスの時刻、ロケール、およびタイムゾーンの設定

appliance/configuration/timeconfig/locales appliance/configurat
ion/time-locale
アプライアンスのデバイスでの読み込みコミュニティ文字列

appliance/device-read-community-string
アプライアンスを工場出荷時設定にリセット

appliance
アプライアンスのファームウェアのアップグレードまたはパッチ

appliance/firmware
アプライアンスのコンポーネントのヘルス

appliance/health-status
アプライアンスのネットワーク情報の設定と取得

appliance/network-interfaces
アプライアンスのシャットダウンまたは再起動

appliance/shutdown
アプライアンスからのサポートダンプの生成とダウンロード

appliance/support-dumps
マネジメントアプライアンスのトラップの宛先

appliance/trap-destinations
OneViewライセンス EULAおよび関連データのステータス

appliance/eula
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接続のリソースの関連付け接続のリソースの関連付け

接続は、サーバーとネットワークまたはネットワークセット間の接続を論理的に表したものです。接続はサーバープロ
ファイルで構成できます。接続では、以下の項目を指定します。

サーバーを接続するネットワークまたはネットワークセット

指定したネットワークまたはネットワークセットのデフォルト構成に対して行う構成の上書き（優先帯域幅の変更

など）

ブート順序

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

接続リソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

正確に1つのサーバープロファイルリソース。

ゼロ個以上の接続テンプレートリソース。

正確に1つのネットワークまたはネットワークセットリソース。接続に使用できるリソースは、サーバーハードウェ

アが設置されているエンクロージャーの論理インターコネクトの構成によって異なります。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

サーバープロファイル connections および server-profiles
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接続テンプレートのリソースの関連付け接続テンプレートのリソースの関連付け

接続テンプレートでは、ネットワークまたはネットワークセットのデフォルトの構成特性（優先帯域幅、最大帯域幅な
ど）を定義します。ネットワークまたはネットワークセットを作成したときに、HPE OneViewによってそのネットワー
クまたはネットワークセットのデフォルト接続テンプレートが作成されます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

接続テンプレートリソースは、ゼロ個以上の接続リソースに関連付けられます。接続リソースは、ある種類のネット
ワークまたはネットワークセットの適切な接続テンプレートに関連付けられます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース 注意事項注意事項

なし connection-templates UIでは接続テンプレートを表示または参照しま
せん。ただし、ネットワークまたはネットワー
クセットを選択したときに接続に関して表示さ
れるデフォルト値は、接続テンプレートによっ
て決まります。
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データセンターのリソースの関連付けデータセンターのリソースの関連付け

HPE OneViewのデータセンターとは、サーバー、エンクロージャー、デバイスなどのIT機器が格納されたラックが設置
されている、物理的に連続した領域を表します。データセンターを作成して、コンピュータールームの一部を記述する
ことで、環境および電力と温度の要件の概要を示します。多くの場合、データセンターリソースは、データセンター全
体のサブセットで、HPE OneViewが管理しない機器を含めることができます。非管理デバイスを含む、データセンター
の機器の物理的なレイアウトを表すことで、監視の詳細情報を使用して、スペースプランニングを行ったり、電力と冷
却の要件を決定できます。

HPE OneViewでは以下の操作を実行できます。

色分けされたデータセンターのレイアウトの3Dモデルを表示して、温度が非常に高い領域または非常に低い領域を

特定できます。

温度の履歴データを表示できます。

現場で修理点検を行う場合に特定のデバイスを簡単に見つけることができます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

データセンターリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のラック

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

データセンター datacenters
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ドメインのリソースの関連付けドメインのリソースの関連付け

ドメインリソースは、アプライアンスの管理ドメインを表します。アプライアンスによって管理されるすべての物理お
よび論理リソースは、1つの管理ドメインに含まれます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ドメインリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

正確に1つのアプライアンス

概要図のその他のリソースのゼロ個以上のインスタンス

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース 注意事項注意事項

なし domains UIではドメインを表示または参照しません。ただし、ドメインリ
ソースは、アプライアンスに追加できるネットワークの総数など、
制限に関する情報を提供します。 domains  REST APIを使用して、
ドメインに関する情報を取得できます。
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エンクロージャーのリソースの関連付けエンクロージャーのリソースの関連付け

エンクロージャーは、サーバー、ネットワーク、およびストレージのビルディングブロックをサポートするデバイスベ
イを搭載した物理的な構造物です。これらのビルディングブロックは、エンクロージャーの共通電源、冷却機構、およ
び管理インフラストラクチャを共有します。

エンクロージャーは、インターコネクトダウンリンクと設置されたサーバーの間にハードウェア接続を提供します。エ
ンクロージャーインターコネクトは、データセンターネットワークへの物理的なアップリンクを提供します。

管理対象のエンクロージャーを追加すると、HPE OneViewは、エンクロージャー内に設置されたサーバーとインターコ
ネクトを含む、エンクロージャーに格納されたすべてのコンポーネントを検出して追加します。

論理エンクロージャーは、ネットワークおよびSANとの物理エンクロージャーの接続方法を記述したエンクロージャー
グループと関連付けられています。エンクロージャーグループとエンクロージャーの関連付けには、論理エンクロー
ジャーが使用されます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

エンクロージャーリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

1つの論理エンクロージャー

1つのエンクロージャーグループ

1つ以上の物理インターコネクト

1つ以上の論理インターコネクトと1つ以上の論理インターコネクトグループ（エンクロージャーとエンクロー

ジャーグループおよびインターコネクトとの関連付けを使用）

ゼロ個または1つのラックリソース

ゼロ個以上の電力供給デバイス

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

エンクロージャー enclosures

エンクロージャーのリソースの関連付け 127



エンクロージャーグループのリソースの関連付けエンクロージャーグループのリソースの関連付け

エンクロージャーグループは、論理エンクロージャーに一貫性のある構成を定義するテンプレートです。エンクロー
ジャーグループのネットワーク接続は、エンクロージャーグループに関連付けられた論理インターコネクトグループに
よって定義されます。

エンクロージャーグループを使用して、多数のエンクロージャーを迅速に追加し、同じ論理エンクロージャーに構成で
きます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

エンクロージャーグループリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上の論理エンクロージャー

ゼロ個以上のサーバープロファイル

ゼロ個以上のサーバープロファイルテンプレート

正確に1つのエンクロージャー

ゼロ個以上の論理インターコネクトグループ

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

エンクロージャーグループ enclosure-groups
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エンクロージャータイプのリソースの関連付けエンクロージャータイプのリソースの関連付け

エンクロージャータイプには、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーなど、特定のHewlett Packard Enterpriseエ
ンクロージャーハードウェアモデルの特性を定義します。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

エンクロージャータイプリソースは、ゼロ個以上のエンクロージャーに関連付けられます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UIUI
画画
面面

RESTREST
APIリAPIリ
ソースソース

注意事項注意事項

な
し

なし UIではエンクロージャータイプを参照しませんが、エンクロージャータイプは、エンクロージャーの追
加時にHPE OneViewによって使用されます。 enclosures  RESTリソースには、 enclosureType属性が
あります。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーのリソースの関連付け
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ハイパーバイザーマネージャーのリソースの関連付けハイパーバイザーマネージャーのリソースの関連付け

ハイパーバイザーマネージャーリソースは、仮想環境を管理するVMware vCenter Serverなどのハイパーバイザーマ
ネージャーソフトウェアを表す物理リソースです。ハイパーバイザーマネージャーには、ハイパーバイザーマネー
ジャーソフトウェアとの通信に必要な識別情報と認証情報が含まれています。ハイパーバイザーマネージャーは設定も
保存します。この設定はハイパーバイザークラスターを展開する際にデフォルトとして使用されます。ハイパーバイ
ザークラスタープロファイルを作成できるようにするには、HPE OneViewでハイパーバイザーマネージャーを登録する
必要があります。HPE OneViewは、ハイパーバイザーマネージャーソフトウェアを活用して、ハイパーバイザークラス
ターとハイパーバイザーの展開と管理を行います。

現在、VMware vCenter ServerをハイパーバイザーマネージャーとしてHPE OneViewに登録することができます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ハイパーバイザーマネージャーリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のハイパーバイザークラスタープロファイル。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ハイパーバイザーマネージャー hypervisor-managers
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ハイパーバイザークラスタープロファイルのリソースの関連付けハイパーバイザークラスタープロファイルのリソースの関連付け

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ハイパーバイザーのクラスターに対して一貫したコンピュート、ネット
ワーク、およびストレージ構成を定義する論理リソースです。ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用する
と、HPE Virtual Connectをサポートし、HPE OneViewで管理しているサーバーで実行しているハイパーバイザークラス
ターをインポートして管理できます。ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用すると、ワークロードを共有し
ながら、サーバーノードからハイパーバイザーまでのクラスター全体で、一貫した構成を確保します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用することで、ハイパーバイザークラスターの拡張または縮小などのラ
イフサイクル操作の管理、構成の修正、整合性チェックやローリングアップデートの実施、サーバーノードでの中断を
伴わないファームウェアアップデートの実施ができます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルでは、サーバープロファイルテンプレートを使用して、ハイパーバイザーク
ラスターの一部であるサーバーノードとハイパーバイザーの構成を定義します。ハイパーバイザークラスタープロファ
イルにより、サーバーノードからハイパーバイザーまでの一貫した構成が調整されます。

サーバーノードの構成は、関連付けられたサーバープロファイルテンプレートの構成から取得されます。ハイパーバイ
ザークラスタープロファイルの共有ストレージボリュームと、サーバープロファイルテンプレートで構成されているス
トレージボリュームを指定できます。

ハイパーバイザーのネットワークおよびストレージ構成は、関連付けられたサーバープロファイルテンプレートから取
得されます。ハイパーバイザーのネットワーク構成では、仮想スイッチおよびポートグループを定義します。仮想ス
イッチの構成は、関連付けられたサーバープロファイルテンプレートの接続と、ハイパーバイザークラスタープロファ
イルのハイパーバイザー設定に基づいて自動的に構築されます。ハイパーバイザーのストレージ構成はハイパーバイ
ザークラスターボリュームで構成されており、Virtual Machine File System（VMFS）を使用してボリュームをフォー
マットできます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルでは、デフォルトのTCP/IPスタック構成のみを使用して、VMware vSphere
ESXiホストにVMkernelポートを作成します。さまざまなTCP/IPスタック構成を持つVMkernelポートを構成するには、
HPE OneViewの外部ツールを使用し、ハイパーバイザークラスタープロファイルで定義されているのと同じVMkernel
ポート名とVLANを保持します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルでMulti-NIC vMotion設定を有効にしながら、不整合の修復中に、ESXiホス
トにデフォルトのTCP/IPスタック構成で構成されたvMotion VMkernelポートがあることを確認します。vMotion
VMkernelポートの他のTCP/IPスタック構成については、HPE OneViewの外部ツールを使用してください。

ハイパーバイザークラスタープロファイルのMulti-NIC vMotion設定を無効にしながら、保持する必要があるvMotion
VMkernelポート名を指定します。

注記:注記:

サーバープロファイルを作成し、外部ツールを使用してクラスターにハイパーバイザーを展開/追加し、
ハイパーバイザーをハイパーバイザークラスタープロファイルにインポートして、不整合を修正するこ
とで、クラスターを拡張できます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

ハイパーバイザークラスタープロファイルリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

1つのハイパーバイザーマネージャー

1つのサーバープロファイルテンプレート

1つ以上のネットワーク

ゼロ個または1つのOS展開プラン

ゼロ個以上の共有ストレージボリューム

ゼロ個以上のハイパーバイザープロファイル

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ハイパーバイザークラスタープロファイル hypervisor-cluster-profiles
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ハイパーバイザープロファイルのリソースの関連付けハイパーバイザープロファイルのリソースの関連付け

ハイパーバイザープロファイルには、HPE OneViewが管理するサーバーハードウェアで実行しているハイパーバイザー
用の構成が含まれています。このハイパーバイザーは、HPE OneViewが管理するクラスターのメンバーであり、コン
ピュート、ネットワーク、およびストレージの仮想リソースをクラスターに提供します。

ハイパーバイザープロファイルの構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルから継承され、ハイパーバイザー
プロファイルの構成を直接編集することはできません。

電源のオン/オフ、リセット、ハイパーバイザーのメンテナンスモードへの切り替え、ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルからのアップデートによる不整合の修正を行うことができます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ハイパーバイザープロファイルリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

1つのハイパーバイザーマネージャー

1つのハイパーバイザークラスタープロファイル

1つのサーバープロファイル

1つ以上のネットワーク

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ハイパーバイザープロファイル hypervisor-host-profiles
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インターコネクトのリソースの関連付けインターコネクトのリソースの関連付け

インターコネクトは、エンクロージャー内のハードウェアとデータセンターのイーサーネットLANおよびファイバー
チャネルSANの間で通信できるようにする物理リソースです。サポートされるインターコネクトには、HPE Virtual
Connect FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールなどがあります。サポートされるインターコネクトのリストについて

は、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

インターコネクトには以下のタイプのポートがあります。

ポートタイプポートタイプ 説明説明

アップリンク アップリンクは、インターコネクトをデータセンターネットワークに接続する物理ポートです。

例えば、HPE Virtual Connect FlexFabric 10Gb/24ポートモジュールのX2ポートはアップリンク
です。

ダウンリンク ダウンリンクは、エンクロージャーミッドプレーンを介してインターコネクトをサーバーハード
ウェアに接続する物理ポートです。

スタッキングリン
ク

スタッキングリンクは、インターコネクトを結合して、サーバーからデータセンターネットワー
クへのイーサーネットトラフィックに冗長パスを提供する内部または外部の物理ポートです。ス
タッキングリンクは、関連する論理インターコネクトグループの構成に基づいています。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

インターコネクトは、エンクロージャーおよびエンクロージャーグループの一要素です。エンクロージャーに設置

されたインターコネクトは、エンクロージャーをHPE OneViewに追加したときに自動的に追加されます。

インターコネクトは論理インターコネクトグループにより定義され、これによりエンクロージャーで使用される論

理インターコネクトの構成が定義されます。インターコネクトを管理できるようにするには、エンクロージャー内

の物理インターコネクトの構成が論理インターコネクトグループの構成と一致する必要があります。

インターコネクトを使用できるようにするには、インターコネクトをエンクロージャーに設置し、論理インターコ

ネクトの一部として定義する必要があります。各物理インターコネクトは、物理アップリンクポートをアップリン

クセットに提供できます。

物理インターコネクトのファームウェアベースラインとファームウェアアップデートは、論理インターコネクトに

よって管理されます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

インターコネクトリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

正確に1つのエンクロージャー

ゼロ個または1つの論理インターコネクト、および、その論理インターコネクトを介して、1つ以上の論理インター

コネクトグループ

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

インターコネクト interconnects、 interconnect-types 、および lo
gical-interconnects
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インターコネクトタイプのリソースの関連付けインターコネクトタイプのリソースの関連付け

インターコネクトタイプリソースには、以下のようなインターコネクトのモデルの特性を定義します。

ダウンリンク機能とダウンリンクポートの数

アップリンクポート機能とアップリンクポートの数

サポートされるファームウェアバージョン

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

インターコネクトタイプリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のインターコネクト

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIREST API
リソースリソース

注意事項注意事項

イン
ターコ
ネクト

interco
nnect-t
ypes

UIでは、インターコネクトタイプリソースを具体的に表示または参照しません。ただし、その情報
は、ユーザーがインターコネクト画面を使用してインターコネクトを追加または管理するときに
HPE OneViewによって使用されます。
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論理エンクロージャーのリソースの関連付け論理エンクロージャーのリソースの関連付け

論理エンクロージャーは、テンプレートとして機能するエンクロージャーグループを使用して1つのエンクロージャー
の論理ビューを表します。論理エンクロージャー内の目的の構成がエンクロージャー上の実際の構成と一致しない場
合、論理エンクロージャーは不整合になります。

論理エンクロージャーは、c7000エンクロージャーを追加するときに自動的に作成されます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

論理エンクロージャーリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

1つのエンクロージャー、およびのエンクロージャーを介して1つのエンクロージャーグループ。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

論理エンクロージャー logical-enclosures
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論理インターコネクトのリソースの関連付け論理インターコネクトのリソースの関連付け

複数の物理インターコネクトの単一のエンティティである論理インターコネクト複数の物理インターコネクトの単一のエンティティである論理インターコネクト

論理インターコネクトは、エンクロージャー内の一連のインターコネクトの構成を含む単一の管理エンティティです。
この構成には次のものが含まれます。

エンクロージャーがデータセンターネットワークに接続するために必要なインターコネクト。

データセンターネットワークを物理アップリンクポートにマップするアップリンクセット。アップリンクセットが

定義されていない場合、論理インターコネクトはデータセンターネットワークに接続できず、論理インターコネク

トのダウンリンクに接続されているサーバーはデータセンターネットワークに接続できません。

エンクロージャーミッドプレーンを介してエンクロージャー内のサーバーに接続するダウンリンクポート。論理イ

ンターコネクトには、すべてのメンバーインターコネクトのすべての物理ダウンリンクが含まれます。インターコ

ネクトはダウンリンクによって物理サーバーに接続されます。ネットワークの共通セットへのアクセスを共有する

ダウンリンクのセットは、論理ダウンリンクと呼ばれます。

内部ネットワーク。トラフィックをアップリンクから送出せずにサーバー間通信を行うために使用します。

エンクロージャー内部の接続を介して、またはインターコネクトのフェイスプレートポート間の外部ケーブルを介

してインターコネクトを結合するスタッキングリンク（使用する場合）。

すべてのメンバーインターコネクトで使用するファームウェアバージョンを指定する、ファームウェアのベースラ

イン。物理インターコネクトのファームウェアのベースラインは、論理インターコネクトによって管理されます。

ネットワーク管理者によるサーバーベイからネットワークへの複数パスの構成ネットワーク管理者によるサーバーベイからネットワークへの複数パスの構成

ネットワーク管理者は、次の条件を満たす論理インターコネクトを作成することで、エンクロージャーの各サーバーベ
イがイーサーネットデータセンターネットワークへの独立パスを2つ使用できるようにします。

論理インターコネクトには少なくとも2つのインターコネクトがあり、それらはスタッキングリンクによって結合さ

れるか、異なる論理インターコネクトグループで2つのインターコネクトが定義されます。

論理インターコネクトに、2つ以上の物理インターコネクトからネットワークへのアップリンクを含むアップリンク

セットが1つ以上ある。

HPE OneViewは、ネットワークへのパスが1つしかない（冗長パスがない）、またはネットワークへのパスがまったくな
い構成または状態を検出し、報告します。

サーバー管理者のインターコネクト構成に関する詳細把握は不要サーバー管理者のインターコネクト構成に関する詳細把握は不要

論理インターコネクトは単一のエンティティとして管理されるため、サーバー管理者は、インターコネクト構成の詳細
に関与しません。例えば、ネットワーク管理者が、エンクロージャーの各サーバーベイから各イーサーネットデータセ
ンターネットワークへの冗長アクセスを確保するように論理インターコネクトを構成する場合、サーバー管理者は、
ネットワークへの2つの接続、またはそのネットワークを含むネットワークセットへの2つの接続をサーバープロファイ
ルに含める必要があるだけです。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

論理インターコネクトリソースは、リソースモデル概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のインターコネクト。論理インターコネクトを使用できるようにするには、1つ以上のインターコネクト

を追加する必要があります。インターコネクトがゼロ個の場合、エンクロージャーとその内容には、データセン

ターネットワークへのアップリンクがありません。

エンクロージャーグループに関連付けられた1つ以上の論理インターコネクトグループ。論理インターコネクトの初

期構成を定義します。

ゼロ個以上のアップリンクセット。ゼロ個以上のアップリンクポートとゼロ個以上のネットワークを関連付けま

す。

ゼロ個または1つの論理エンクロージャー。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース 注意事項注意事項

論理インターコネクト logical-interconnects
および

logical-downlinks

ネットワークの共通セットとダウンリンク
に使用できる機能の情報を取得するには、

logical-downlinks
REST APIを使用します。
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論理インターコネクトグループのリソースの関連付け論理インターコネクトグループのリソースの関連付け

論理インターコネクトグループは、論理インターコネクトを形成するため一緒に構成されているインターコネクトの物
理および論理構成を定義するテンプレートです。この構成には、次の内容が含まれます。

インターコネクトタイプ、インターコネクト構成、およびインターコネクトダウンリンク機能

スタッキングリンクに使用されるインターコネクトポート

アップリンクポートをイーサーネットまたはファイバーチャネルネットワークにマップするアップリンクセット

アップリンクセットおよび内部ネットワークに基づく使用可能なネットワーク

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

論理インターコネクトグループ（複数可）は、各エンクロージャーではなく、エンクロージャーグループに関連付

けられます。

論理インターコネクトグループは、エンクロージャーの追加操作時に自動的に作成したり、エンクロージャーの追

加操作とは関係なく作成したりできます。

既存のエンクロージャーグループを指定せずにエンクロージャーを追加した場合、HPE OneViewは、そのエンクロー

ジャーの物理インターコネクトに基づいて、エンクロージャーグループと1つの論理インターコネクトグループを作

成します。そのエンクロージャーグループと論理インターコネクトグループは後で編集できます。

エンクロージャーごとに複数の論理インターコネクトグループを使用する場合、エンクロージャーを追加する前に

論理インターコネクトグループを作成するか、または論理インターコネクトグループを編集して、論理インターコ

ネクトグループからインターコネクトを削除して別の論理インターコネクトグループに追加します。

論理インターコネクトグループで定義されたアップリンクセットでは、エンクロージャーグループの論理インター

コネクトごとに、アップリンクセットの初期構成を定義します。既存の論理インターコネクトグループのアップリ

ンクセットを変更すると、次のようになります。

構成の変更後に追加したエンクロージャーのみが、新しいアップリンクセットの構成で構成されます。

既存の論理インターコネクトは、論理インターコネクトグループと一致していないと報告されます。新しい構成

でその既存の論理インターコネクトをアップデートするように要求できます。

論理インターコネクトを作成し、論理インターコネクトグループに関連付けると、その論理インターコネクトはそのグ
ループに継続的に関連付けられます。また、その構成がグループと異なる場合は論理インターコネクトから報告されま
す。その論理インターコネクトの構成は、グループに一致するように変更できます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

論理インターコネクトグループリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上の論理インターコネクト

ゼロ個以上のエンクロージャーグループ

論理インターコネクトグループで定義されているアップリンクセットによって、そのグループの各論理インターコネク
トのアップリンクセットの初期構成が指定されます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

論理インターコネクトグループ logical-interconnect-groups
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ネットワークのリソースの関連付けネットワークのリソースの関連付け

ネットワークは、データセンター内のファイバーチャネル、Ethernet、またはFibre Channel over Ethernet（FCoE）
のネットワークを表します。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ネットワークリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上の接続

論理インターコネクトあたりゼロ個または1つのアップリンクセット

タグ付きイーサーネットネットワークの場合、ゼロ個以上のネットワークセット

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ネットワーク fc-networks
または

ethernet-networks
または

fcoe-networks
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ネットワークセットのリソースの関連付けネットワークセットのリソースの関連付け

ネットワークセットは、1つの名前で識別される、タグ付きイーサーネットネットワークのグループを表します。ネッ
トワークセットを使用すると、サーバープロファイル構成およびサーバープロファイルテンプレートが簡素化されま
す。サーバープロファイルの接続でネットワークセットを指定すると、その任意のメンバーネットワークにアクセスで
きます。ネットワークセットからネットワークを追加または削除すると、ネットワークセットを使用しているプロファ
イルが影響を受けます。ネットワークセットの一般的な用途の1つは、vSwitchへの複数のVLANで構成されるトランクで
す。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

ネットワークセットには、ゼロ個以上のタグ付きイーサーネットネットワークを含めることができます。

タグ付きイーサーネットネットワークは、ゼロ個以上のネットワークセットのメンバーになることができます。

サーバープロファイルの接続には、ネットワークまたはネットワークセットを指定できます。

ネットワークセットが、アップリンクセットのメンバーになることができるのは、包含されるネットワークが、同

じ論理インターコネクトに関連付けられた他のネットワークセットのネットワークの複製ではない場合に限られま

す。

その他の構成ルールも適用されます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ネットワークセットリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上の接続、およびその接続を使用するゼロ個以上のサーバープロファイル。

ゼロ個以上のイーサーネットネットワーク。

ゼロ個以上のアップリンクセット。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ネットワークセット network-sets
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電力供給デバイスのリソースの関連付け電力供給デバイスのリソースの関連付け

電力供給デバイスは、データセンターの引き込み口からラックコンポーネントまで電力を供給する物理リソースです。
配電デバイスオブジェクトを作成して、ラック内の1つまたは複数のコンポーネント用の電源を記述します。電力供給
デバイスには、給電、ブレーカーパネル、分岐回路、PDU、コンセントバー、コンセント、UPSデバイスなどがありま
す。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

電力供給デバイスは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のラック

ゼロ個以上の非管理デバイス

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

電力供給デバイス power-devices
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ラックマネージャーのリソースの関連付けラックマネージャーのリソースの関連付け

ラックマネージャープラットフォームは、マルチノードシステムです。ノードはラック内またはラック間に搭載され、
管理コントローラーによって中央管理されます。ラックマネージャープラットフォームは、1つ以上のシャーシ、複数
のシステムまたはnPartitions、および複数のマネージャーで構成されます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ラックマネージャーリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個または1つのラック

1つ以上のシャーシ

1つ以上のマネージャー（Rack Management Controller）

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ラックマネージャー ラックマネージャー
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ラックのリソースの関連付けラックのリソースの関連付け

ラックは、データセンターのエンクロージャー、サーバー、電力供給デバイス、非管理デバイスなどのIT機器を含む物
理的な構造物です。ラックに格納された機器の物理的な位置、サイズ、温度制限を記述することで、データセンターの
スペース、電力のプランニングを行ったり、電力分析機能を実行できます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ラックリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個または1つのデータセンター

ゼロ個以上のエンクロージャー

ゼロ個または1つのラックマネージャー

ゼロ個以上のサーバーハードウェアのインスタンス（HPE ProLiant DLサーバー対象）

ゼロ個以上の非管理デバイス

ゼロ個以上の電力供給デバイス

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ラック racks
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SANマネージャーのリソースの関連付けSANマネージャーのリソースの関連付け

SANマネージャーを使用すると、SANを管理するシステムをHPE OneViewの管理下に置くことができます。HPE OneViewに
SANマネージャーを追加すると、そのマネージャーが管理するSANは、サーバープロファイルに接続できるHPE OneView
ネットワークに関連付けることができるようになります。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

SANマネージャーはHPE OneViewリソースに直接には関連付けられていません。それらが管理するSAN（管理対象SAN

と呼ばれます）は、HPE OneViewネットワークに関連付けてサーバープロファイルで構成できます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

SANマネージャーリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。

SANマネージャー上の管理対象SANは、1つのHPE OneViewのネットワークに関連付けることができます。このネット

ワークは、1つのサーバープロファイルに関連付けることができます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

SANマネージャー fc-device-managers
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SANのリソースの関連付けSANのリソースの関連付け

SANは、SANマネージャーにより検出され、HPE OneViewネットワークに関連付けられている場合は管理対象になりま
す。SANのボリュームのサーバープロファイルアタッチメントは、サーバー、SANのゾーニング、およびストレージシス
テムを自動的に構成することができ、サーバーによるボリュームへのアクセスを有効にします。

SANは、そのSANが属するSANマネージャーが追加されたときに、HPE OneViewで使用できるようになります。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

SANは、そのSANが存在するSANマネージャーに関連付けられます。SANは、1つのSANマネージャーのみで管理する必

要があります。

SANは、1つ以上のファイバーチャネル（FC）またはFibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワークに関連付け

できます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

SANのリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。

SANマネージャー上の管理対象SANは、1つのファイバーチャネル（FC）またはFibre Channel over

Ethernet（FCoE）ネットワークに関連付けることができます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

SAN fc-sans

詳細情報詳細情報

リソースモデルの概要図

ネットワーク
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サーバーハードウェアのリソースの関連付けサーバーハードウェアのリソースの関連付け

サーバーハードウェアは、エンクロージャーに設置された物理HPE ProLiant BL460c Gen8サーバーブレード、物理HPE
ProLiant DL380pラックマウント型サーバーなどのサーバーハードウェアのインスタンスを表します。

サポートされるサーバーハードウェアの詳細については、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

サーバーハードウェアリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

ゼロ個または1つのサーバープロファイル。

サーバーにサーバープロファイルが割り当てられていない場合、ファームウェアの管理やデータセンターネット

ワークへの接続など、サーバープロファイルリソースを必要とする操作を実行できません。ただし、以下の操作は

実行できます。

管理対象サーバーハードウェアをHPE OneViewに追加する（HPE OneViewがサーバーファームウェアを管理するた

めに必要な最小バージョンに自動的にアップデートする操作を含む）。

注記:注記:

HPE OneViewに必要な最小ファームウェアバージョン未満の監視対象サーバーを追加しようとして

も、失敗します。例えばSmart Update Manager（SUM）などを使用して、HPE OneViewの外部で

ファームウェアをアップデートしてください。

インベントリデータを表示する。

サーバーの電源をオンまたはオフにする。

iLOのリモートコンソールを起動する。

電力、冷却、および利用率を監視する。

ヘルスおよびアラートを監視する。

正確に1つのサーバーハードウェアタイプ

サーバーハードウェアがサーバーブレードの場合、エンクロージャーの正確に1つのデバイスベイ。

この関連付けは、フルハイトサーバーにも適用されます。このサーバーブレードは2つのデバイスベイを使用します

が、上部のベイにのみ関連付けられます。

サーバーハードウェアがラックマウント型サーバーの場合、ゼロ個または1つのラックリソースとゼロ個以上の電力

供給デバイス。

サーバーハードウェアがラックマネージャーサーバーの場合は、1つ以上のシャーシ。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画UI画
面面

RESTREST
APIリAPIリ
ソーソー
スス

注意事項注意事項

サー
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ド
ウェ
ア

ser
ver-
hard
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e

サーバーの電源オフまたは電源オン、サーバーのリセット、iLOのリモートコンソールの起動などのアク
ションを実行する場合は、サーバープロファイルリソースではなく、サーバーハードウェアリソースを
使用します。iLOのリモートコンソールは、UIから起動できます。REST APIにはiLOのリモートコンソー
ルを起動するためのAPIがありません。
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サーバーハードウェアタイプのリソースの関連付けサーバーハードウェアタイプのリソースの関連付け

サーバーハードウェアタイプでは、サーバーハードウェアの物理的な構成に関する詳細を収集し、そのタイプのサー
バーハードウェアに割り当てられたサーバープロファイルに使用できる設定を定義します。例えば、HPE ProLiant
BL460c Gen8サーバーブレードのサーバーハードウェアタイプには、そのサーバーハードウェア構成のデフォルトの
BIOS設定一式が含まれます。

エンクロージャーをHPE OneViewに追加すると、HPE OneViewはエンクロージャーに設置されているサーバーを検出し、
検出した固有のサーバー構成ごとに1つのサーバーハードウェアタイプを作成します。固有のラックマウント型サー
バーモデルを追加すると、HPE OneViewはそのサーバー構成用の新しいサーバーハードウェアタイプを作成します。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

サーバーハードウェアタイプは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のサーバープロファイル

ゼロ個以上のサーバープロファイルテンプレート

そのサーバーハードウェアタイプによって定義されたタイプのゼロ個以上のサーバー

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

サーバーハードウェアタイプ server-hardware-types
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サーバープロファイルのリソースの関連付けサーバープロファイルのリソースの関連付け

サーバープロファイルは、サーバー構成の主要要素を1つの場所に集めているため、ベストプラクティスに従ってコン
バージドインフラストラクチャハードウェアをすばやくかつ一貫性のある方法でプロビジョニングできます。サーバー
プロファイルには、サーバーハードウェアに関する以下の構成情報を指定できます。

基本的なサーバー識別情報

ファームウェアバージョン

Ethernetネットワーク、Ethernetネットワークセット、FCoEネットワーク、ファイバーチャネルネットワーク、お

よびiSCSIへの接続

ローカルストレージ

SANストレージ

ブート設定

BIOS設定

iLO設定

物理または仮想Universally Unique Identifier（UUID）、メディアアクセス制御（MAC）アドレス、およびWorld

Wide Name（WWN）アドレス

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

サーバープロファイルは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

ゼロ個または1つのサーバープロファイルテンプレート。

ゼロ個以上の 接続リソース。接続リソースを使用して、サーバーからネットワークまたはネットワークセットへの

接続を指定できます。接続をまったく指定しなかった場合、Virtual Connectを使用するサーバーはデータセンター

ネットワークに接続できません。サーバープロファイル接続に使用できるネットワークとネットワークセットは、

サーバーハードウェアが設置されているエンクロージャーの論理インターコネクトの構成によって異なります。

注記:注記:

接続はスイッチをプログラミングすることによって制御されるため、Virtual Connectを使用しない

サーバーは接続リソースを必要としません。

ゼロ個または1つのサーバーハードウェアリソース。

正確に1つのサーバーハードウェアタイプリソース。

ゼロ個以上の ボリューム（ボリュームアタッチメントを使用）。

注記:注記:

ボリュームアタッチメントは、ネットワークに接続されているボリュームを定義する、サーバープロ

ファイル内の論理リソースです。

正確に1つのエンクロージャーグループリソース。

サーバープロファイルを移植できるようにするため、サーバープロファイルは、エンクロージャーリソースではな

く、エンクロージャーグループリソースに関連付けられます。エンクロージャーグループのエンクロージャーは完

全に同じように構成されるため、そのサーバーハードウェアがエンクロージャーグループのどのエンクロージャー

とベイに格納されているかに関係なく、適切なサーバーハードウェアにサーバープロファイルを割り当てることが

できます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

サーバープロファイル server-profiles
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サーバープロファイルテンプレートのリソースの関連付けサーバープロファイルテンプレートのリソースの関連付け

サーバープロファイルテンプレートは、HPE OneView内のサーバープロファイルの監視、フラグ、およびアップデート
に役立ちます。

サーバープロファイルテンプレートでは、以下の構成のソースを定義します。

ファームウェアバージョン

Ethernetネットワーク、Ethernetネットワークセット、ファイバーチャネルネットワーク、およびiSCSIへの接続

ローカルストレージ

SANストレージ

ブート設定

BIOS設定

iLO設定

プロファイルアフィニティ

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

サーバープロファイルテンプレートは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のサーバープロファイルリソース。

ゼロ個以上の接続リソース。

正確に1つのサーバーハードウェアタイプリソース。

ゼロ個以上のボリューム（ボリュームアタッチメントを使用）。

ゼロ個以上のストレージプール（ボリュームテンプレートを未使用）。ストレージプールがボリュームテンプレー

トを使用している場合、ストレージプールはボリュームテンプレートで定義されます。

正確に1つのエンクロージャーグループリソース。

サーバープロファイルを移植できるようにするため、サーバープロファイルは、エンクロージャーリソースではな

く、エンクロージャーグループリソースに関連付けられます。エンクロージャーグループのエンクロージャーは完

全に同じように構成されるため、そのサーバーハードウェアがエンクロージャーグループのどのエンクロージャー

とベイに格納されているかに関係なく、適切なサーバーハードウェアにサーバープロファイルを割り当てることが

できます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

サーバープロファイルテンプレート server-profile-templates
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ストレージプールのリソースの関連付けストレージプールのリソースの関連付け

ストレージプールは、ストレージシステム上に存在し、ボリュームを含んでいます。ストレージプールは、そのシステ
ムの管理ソフトウェアを使用してストレージシステム上で作成されます。ストレージプールをHPE OneViewに追加した
後は、既存のボリュームを追加または新しいボリュームを作成できます。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

ストレージプールは1つのストレージシステムにのみ存在します。

ストレージプールは、ゼロ個以上のボリュームを含むことができます。

ストレージプールは、ゼロ個以上のサーバープロファイルテンプレートに関連付けることができます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ストレージプールリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。

1つのストレージシステムと、それを介してゼロ個以上のボリューム、ボリュームは、ゼロ個以上のサーバープロ

ファイルに接続することができます。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ストレージプール storage-pools
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ストレージシステムのリソースの関連付けストレージシステムのリソースの関連付け

サポートされるストレージシステムをストレージプールおよびボリュームを管理するHPE OneViewに接続できます。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

ストレージシステムは、ゼロ個以上のストレージプールを持つことができます。

ストレージシステムは、各ストレージプールにゼロ個以上のボリュームを持つことができます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ストレージシステムリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のストレージプール、およびそれらのストレージプールを介してゼロ個以上のボリューム。

ゼロ個以上のボリュームを介してゼロ個以上のサーバープロファイル。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ストレージシステム storage-systems
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非管理デバイスのリソースの関連付け非管理デバイスのリソースの関連付け

非管理デバイスは、ラックに設置されている物理リソース、または電力を消費する物理リソースですが、HPE OneView
によって現在管理されていない物理リソースです。一部の非管理デバイスは、HPE OneViewが管理できないサポート対
象外のデバイスです。

Intelligent Power Discovery（IPD）接続を使用してインテリジェントパワーディストリビューションユニット
（iPDU）に接続されているすべてのデバイスは、非管理デバイスとしてHPE OneViewに追加されます。

KVMスイッチ、ルーター、ラック収納型モニターとキーボードなど、IPDをサポートしていないその他のデバイスは、非
管理デバイスのリストに自動的に追加されません。このようなデバイスをHPE OneViewに追加するには、手動で追加し
て、名前、ラック位置、所要電力を記述できます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

非管理デバイスリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。

ゼロ個以上のラック

ゼロ個以上の電力供給デバイス

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース 注意事項注意事項

非管理デバイス unmanaged-devices 非管理デバイスのプロパティは、UIまたはREST API
を使用して表示、追加、または編集できます。非管
理デバイスを削除するには、REST APIを使用する必
要があります。
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アップリンクセットのリソースの関連付けアップリンクセットのリソースの関連付け

アップリンクセットは、データセンターネットワークをインターコネクトのアップリンクポートに割り当てます。アッ
プリンクは、アップリンクセットが属する論理インターコネクトのメンバーである物理インターコネクトからのアップ
リンクである必要があります。アップリンクセットは、論理インターコネクトの一部です。各論理インターコネクトに
は、次の制限があります。

アップリンクセットが、ネットワークセットを包含できるのは、包含されるネットワークが、同じ論理インターコ

ネクトに関連付けられた他のネットワークセットのネットワークの複製ではない場合に限られます。

ネットワークは、論理インターコネクトグループあたり1つのアップリンクセットのメンバーになれます。

アップリンクセットには、1つのファイバーチャネルネットワークを含めることができます。

アップリンクセットには、複数のイーサーネットネットワークを含めることができます。

アップリンクセットには1つまたは複数のFCoEネットワークを含めることができますが、アップリンクは1つのFCoE

対応インターコネクト内に含める必要があります。

内部ネットワークでは、論理インターコネクト内のサーバー間接続が許可されます。内部ネットワークは、既存の

ネットワークを内部ネットワークに追加するが、アップリンクセットとの関連付けは行わないことで、作成されま

す。内部ネットワークをアップリンクセットに追加すると、そのネットワークは自動的に内部ネットワークから削

除されます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

アップリンクセットは論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループの一部です。

論理インターコネクトグループに定義されたアップリンクセットによって、そのグループに属する論理インターコネク
トで使用するアップリンクセットの構成を指定します。論理インターコネクトのアップリンクセットが、論理インター
コネクトグループのアップリンクセットと一致しない場合、HPE OneViewは、論理インターコネクトがそのグループと
一致していないことを報告します。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

論理インターコネクト

または

論理インターコネクトグループ

uplink-sets
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ボリュームのリソースの関連付けボリュームのリソースの関連付け

ボリュームとは、ストレージプールから割り当てられている仮想ディスクです。サーバープロファイルは、ボリューム
に対するサーバーの接続を定義できます。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

ボリュームは、ただ1つのストレージシステム上に存在するただ1つのストレージプールに存在します。

ボリュームはゼロ、1つ、または多数のサーバープロファイルに接続することができます。プライベートボリューム

はゼロまたは1つのサーバープロファイルに接続することができます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ボリュームリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。

1つのストレージプール、およびそれを介して1つのストレージシステム。

ボリュームアタッチメントを介してゼロ、1つ、または多数のサーバープロファイル。

ボリュームアタッチメントを介してゼロ、1つ、または多数のサーバープロファイルテンプレート。

ゼロまたは1つのボリュームテンプレート。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ストレージボリューム storage-volumes
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ボリュームテンプレートのリソースの関連付けボリュームテンプレートのリソースの関連付け

ボリュームテンプレートは、それから作成されるボリュームの設定を定義します。ボリュームテンプレートを使用し
て、同一の構成の複数のボリュームを作成します。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。

ボリュームテンプレートは、1つのストレージプールに関連付けることができます。

他のリソースとの関係他のリソースとの関係

ボリュームテンプレートリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。

1つのストレージプール、これには、ゼロ、1つ、または多数のボリュームテンプレートを関連付けることができま

す。

UI画面とREST APIリソースUI画面とREST APIリソース

UI画面UI画面 REST APIリソースREST APIリソース

ストレージボリュームテンプレート storage-volume-templates
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アプライアンスの管理アプライアンスの管理

アプライアンスは、複雑で相互依存的なデータセンターのプロビジョニングと管理を1つの簡素化された統一インター
フェイスに統合します。アプライアンス全体を見て、アプライアンスのファームウェアをアップデートしたり、アプラ
イアンス設定を構成したり、バックアップタスクとリストアタスク、シャットダウン操作と再起動操作を実行したりで
きます。

知りたい情報知りたい情報

設定：アプライアンスネットワーク

設定：セキュリティ

アプライアンスの新しいアップデートファイルが利

用可能かどうかの確認

アプライアンスのMaintenance Consoleを使用して

工場出荷時設定へのリセットを実行

その他の操作

詳細情報詳細情報

アプライアンスのMaintenance Console

HPE OneViewメッセージバスへのアクセス

IPv4の無効化

VMアプライアンスを管理するためのベストプラクティス

アプライアンスが予期しないシャットダウンを処理する

方法

オープンな統合

プロビジョニング機能

アプライアンスのリストア

設定
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アプライアンスのMaintenance ConsoleアプライアンスのMaintenance Console

HPE OneView UIを使用できない場合、アプライアンスのMaintenance Consoleは、アプライアンスの問題のトラブル
シューティングのための重要なツールです。

例で示すアプライアンスのMaintenance Consoleでは、アプライアンスのWebユーザーインターフェイス（UI）にアクセ
スできない場合に必要になることのある特定の管理コマンドを利用できます。

多くのアプライアンスのMaintenance Console画面では、左上にローカルアプライアンスがホスト名で示されます。

アプライアンスのMaintenance Consoleには、アプライアンスの状態に関するアイコンおよびメッセージが表示されま
す。以下のようなアクションが示されます。

通常動作中。

アプライアンスはオフライン。

アプライアンスはアップデート中。

アプライアンスは起動中、シャットダウン中、再起動中、または一時的に使用不可。

アプライアンスはバックアップファイルからリストア中。

アプライアンスは工場出荷時デフォルト設定にリセット中。

コマンドコマンド

メインメニューの本体には、次の操作に使用できるコマンドが含まれます。

アプライアンスの詳細を表示する。

ローカルアプライアンスを再起動する。

アプライアンスをシャットダウンする。

管理者パスワードをリセットする。

アプライアンスを工場出荷時設定へリセットする。

サービスコンソールを起動する。このコンソールは、認定テクニカルサポート担当者が問題の診断や修正に使用で

きます。

アプライアンスネットワークを構成する。

Maintenance Consoleからログアウトする。

注記:注記:

アプライアンスのMaintenance Consoleで表示されるコマンドは、アプライアンスの現在の状態とアプラ
イアンスのMaintenance Consoleのアクセス方法によって異なります。

操作操作

アプライアンスのMaintenance Consoleの画面内を移動するには、タブキーと矢印キーを使用します。

コマンドは、対応するホットキーとともに表示されます。これらのキーは、アプライアンスのMaintenance Console

のメインメニューの例画面で大カッコに囲まれて表示されます。ホットキーを押すと、コマンドが選択されます。

Enterキーを使用して選択を起動できます。つまり、選択した後にEnterキーを押すと、コマンドが実行されます。
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詳しくは、以下の情報を参照してください。
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アプライアンスのMaintenance Consoleのメインメニュー画面の詳細アプライアンスのMaintenance Consoleのメインメニュー画面の詳細

画面の各部画面の各部 説明説明

タイトル アプライアンスのMaintenance Consoleを識別します。

アプライアンス識別
子

このテキストは、アプライアンスをそのホスト名で識別します。

タイトルの直下にあります。

アイコン アプライアンスの全般的な状態を示します。アイコンはコンソール画面の右上に配置されてい
ます。

状態テキスト アイコンが表す状態について詳しく説明するため、さらに1～3行のテキストが表示されます。
以下は、状態の例です。

Restoring from backup

Starting

通知バナー アプライアンスに関する状況を通知または警告します。

その幅は、アプライアンスのMaintenance Consoleの幅になります。

未解決の通知がない場合には、通知バナーは表示されません。

コマンド アプライアンスの状態に適した使用可能なコマンドを示します。例：

View details

Restart

Shut down

Reset password

Factory reset

Launch service console

詳細情報詳細情報

アプライアンスMaintenance Console

SSH接続からアプライアンスのMaintenance Consoleへのアクセス

アプライアンスのMaintenance Consoleへのログイン

アプライアンスの詳細の表示

アプライアンスのMaintenance Consoleを使用したアプライアンスの再起動

アプライアンスのMaintenance Consoleを使用したアプライアンスのシャットダウン

アプライアンスのMaintenance Consoleを使用した管理者パスワードのリセット

アプライアンスのMaintenance Consoleを使用して工場出荷時設定へのリセットを実行
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アプライアンスのMaintenance ConsoleへのアクセスアプライアンスのMaintenance Consoleへのアクセス

次のオプションのいずれかを使用してアプライアンスのMaintenance Consoleにアクセスします。

注記:注記:

認証情報を求めるプロンプトが表示されたら、インフラストラクチャ管理者の役割を持つローカルユー
ザーの認証情報を使用します。アプライアンスのMaintenance Consoleを使用した管理者パスワードのリ
セットを行うことができます。

SSH接続からアプライアンスのMaintenance Consoleへのアクセス.

仮想コンソールからのアプライアンスMaintenance Consoleへのアクセス

.
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仮想コンソールからのアプライアンスMaintenance Consoleへのアクセス仮想コンソールからのアプライアンスMaintenance Consoleへのアクセス

手順手順

1. 仮想アプライアンスコンソールにアクセスします。

2. ログインプロンプトでユーザー名として を入力して、Enterキーを押します。

3. アプライアンスのMaintenance Consoleへのログイン.

maintenance
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アプライアンスのMaintenance ConsoleへのアクセスアプライアンスのMaintenance Consoleへのアクセス

次のオプションのいずれかを使用してアプライアンスのMaintenance Consoleにアクセスします。

注記:注記:

認証情報を求めるプロンプトが表示されたら、インフラストラクチャ管理者の役割を持つローカルユー
ザーの認証情報を使用します。アプライアンスのMaintenance Consoleを使用した管理者パスワードのリ
セットを行うことができます。

SSH接続からアプライアンスのMaintenance Consoleへのアクセス.

仮想コンソールからのアプライアンスMaintenance Consoleへのアクセス

.
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アプライアンスのMaintenance Consoleでのアプライアンスの状態アプライアンスのMaintenance Consoleでのアプライアンスの状態

状態状態 状況状況 操作操作

Active アプライアンスは正常に動作しています。  

Offline

Unrecoverable error

復旧不能エラーによりアプライアンスに障害
が発生しました。

この問題の解決方法の詳細について
は、アプライアンスのエラー画面を参
照してください。

Resetting アプライアンスは工場出荷時のデフォルト設
定にリセット中です。

 

Restarting アプライアンスは再起動中で、まもなく利用
可能になります。

 

Restoring from backup リストアが完了した後、アプライアンスが再
起動されます。

 

Starting アプライアンスは起動中で、まもなく利用可
能になります。

 

Shutting down ローカルアプライアンスがシャットダウンし
ます。

 

Temporarily unavailable ローカルアプライアンスは移行中で、状態は
変更されます。

 

Updating ローカルアプライアンスは、ソフトウェアの
アップデート中です。

 

アプライアンスのMaintenance Consoleでのアプライアンスの状態 163



アプライアンスのMaintenance ConsoleパスワードアプライアンスのMaintenance Consoleパスワード

アプライアンスのMaintenance Consoleには、初期パスワードがありません。設定するには、アプライアンスの
Maintenance Consoleのパスワードをリセットを参照してください。

アプライアンスのMaintenance Consoleパスワードは、以下の最小要件を満たす必要があります。

14文字の長さ

1文字以上の大文字英字

1文字以上の小文字英字

1文字以上の数字

1文字以上の特殊文字

バックアップ操作では、アプライアンスのMaintenance Consoleパスワードはバックアップされません。アプライアン
スのMaintenance Consoleのパスワードを他の方法で記憶または取得できるようにしてください。

重要:重要:

アプライアンスのMaintenance Consoleパスワードのリセットは、アプライアンスを元の工場出荷時設定
にリセットすることによってのみ可能であり、これによりパスワードが無い状態になります。
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IPv4の無効化IPv4の無効化

アプライアンスのIPv4の無効化は、HPE OneViewアプライアンスの初期セットアップ手順でのみ行うことができます。

アプライアンスをIPv6のみのモードで使用する方法について詳しくは、HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイドを参照してく

ださい。

逆に、初期セットアップ時にIPv6のみを有効にすると、IPv4の詳細を追加したり、IPv4に戻したりすることはできませ
ん。そのような場合には、HPE OneViewアプライアンスの工場出荷時設定へのリセットを実行する必要があります。

デュアルスタック接続の適用デュアルスタック接続の適用

初期セットアップ時にアプライアンスでIPv4を有効にした場合は、IPv6の詳細を追加できます。IPv6の詳細を追加する
には、メインメニューから設定画面に移動し、ネットワークの編集をクリックします。これによってIPv4をIPv6と共存
させることができ、工場出荷時設定へのリセットは必要ありません。
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アプライアンスが予期しないシャットダウンを処理する方法アプライアンスが予期しないシャットダウンを処理する方法

アプライアンスには予期しないシャットダウンに対処する機能があり、アプライアンスがオフラインの間も管理対象の
リソースは引き続き動作します。以下に例を示します。

自動バックアップのセットアップ

自動復旧のセットアップ

Hewlett Packard Enterpriseはダウンタイムを削減するために、ハイパーバイザーの高可用性を使用することをお勧め
します。特に重要な構成変更を行った場合は、バックアップ機能を使用して、アプライアンスが毎日バックアップされ
るようにします。

アプライアンスのリカバリ操作アプライアンスのリカバリ操作

アプライアンスが再起動すると、次の操作が実行されます。

進行中だったタスクを検出し、それらのタスクを安全に再開できる場合はそうします。アプライアンスがタスクを

完了できない場合は、タスクが中断されたこと、またはほかの何らかのエラー状態にあることが通知されます。

現在の環境とアプライアンスがシャットダウンしたときの環境の間にある相違の検出を試みてから、検出された変

更を使用してデータベースを更新します。

ユーザーがアプライアンスのデータが現在の環境と一致しないと判断する場合は、エンクロージャーなどの特定の

リソースのデータを更新するようアプライアンスに要求できます。

管理対象リソースのファームウェアアップデート時のアプライアンス復旧管理対象リソースのファームウェアアップデート時のアプライアンス復旧

管理対象リソースのファームウェアアップデート時にアプライアンスがシャットダウンした場合は、アプライアンスを
再起動すると、失敗したアップデートが検出され、ファームウェアアップデートのタスクにエラー状態のマークが付き
ます。このリソースのファームウェアをアップデートするには、ファームウェアアップデートタスクを開始し直す必要
があります。
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アプライアンスのMaintenance ConsoleへのログインアプライアンスのMaintenance Consoleへのログイン

アプライアンスコンソールにアクセスすると、ログイン画面、またはアプライアンスのMaintenance Consoleのメイン
メニューのいずれかが表示されます。

手順手順

1. アプライアンスコンソールからアクセスすると、アプライアンスのMaintenance Consoleのメインメニューがすぐに

表示されます。

最初のコマンドを入力すると、そのコマンドが実行される前に、ログイン画面が表示されます。

注記:注記:

パスワードのリセットオプションには、チャレンジ/レスポンス認証が必要です。

2. SSH経由のアクセスでは、すぐにログイン画面が表示されます。

3. このアプライアンスのローカルインフラストラクチャ管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

注記:注記:

認証ディレクトリサービスによって認証されたインフラストラクチャ管理者アカウントを使用してロ

グインすることはできません。

アプライアンスのMaintenance Consoleのログインの有効期間は1時間です。非アクティブ状態で1時間経過すると、

パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状態で24時間経過すると、アプライアンスのMaintenance

Consoleのセッションが閉じます。
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アプライアンスのMaintenance Consoleを使用して工場出荷時設定へのリセットアプライアンスのMaintenance Consoleを使用して工場出荷時設定へのリセット

を実行を実行

前提条件前提条件

すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。

すべてのユーザーファイルをバックアップします。

サポートダンプファイルの作成（暗号化なし）を行って、安全に保管するために外部の場所に保管します。

手順手順

1. アプライアンスMaintenance Consoleのメインメニューにアクセスします。

2. メインメニューでFactory resetを選択します。

3. 後続のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。

a. Yを入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。

注意:注意:

このオプションは、ネットワーク設定とログを消去します。このオプションは、アプライアンスを

撤去するのに使用します。

b. Pを入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を進める一方でネットワークの設定およびログを保存します。

このオプションは、バックアップファイルからアプライアンスをリストアする場合、または新しい構成を適用し

たい場合に使用します。

c. Nを入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。

4. 後続のダイアログボックスで、工場出荷時設定へのリセットを実行することを確定します。

5. 次のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。

a. Yを入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。

b. Nを入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。

6. 動作を観察して、確認します。

注記:注記:

詳細を表示して、画面の右上で進行状況を確認できます。リセットが完了するとReset successfulが

表示されます。
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アプライアンスのMaintenance Consoleを使用した管理者パスワードのリセットアプライアンスのMaintenance Consoleを使用した管理者パスワードのリセット

重要:重要:

リクエストコードは、アプライアンスのMaintenance Consoleのパスワードのリセット画面を使用してい
る間のみ有効です。メインメニューに戻ったり、アプライアンスのMaintenance Consoleセッションを終
了したりした場合、リクエストコードは無効になります。新しいリクエストコードを取得するには、再
度この手順をやり直す必要があります。

担当のサポートスペシャリストへの連絡が必要となります。担当者は情報の検証後に認証コード（レス
ポンスコードとも呼ばれます）を送信します。

1時間内に認証コードを入力する必要があります。入力しないと、このコードは無効になります。

注記:注記:

この操作は、アプライアンス上のローカル管理者アカウントのパスワードをリセットします。ディレ

クトリサービスによって認証された管理者アカウントには適用されません。

この操作によって、ローカル管理者アカウントにシングルユースパスワードを設定できます。

次にこのアカウントでUIにログインするときは、このシングルユースパスワードを使用します。新し

いパスワードを設定するように求めるプロンプトが表示されます。

前提条件前提条件

ローカル管理者パスワードを紛失または忘れたときに、仮想コンソールからアプライアンスのMaintenance Consoleに
アクセスできる場合は、次の手順に従ってリセットします。この操作により、担当のサポートスペシャリストに連絡す
る際に使用する一意のリクエストコードが提供されます。

注記:注記:

SSHを介してアプライアンスのMaintenance Consoleにアクセスした場合は、ユーザーインターフェイス
（UI）を使用して管理者パスワードをリセットします。

アプライアンスコンソールにアクセスできること。

手順手順

1. アプライアンスのMaintenance Consoleへのアクセス.

2. Reset passwordを選択します。

アプライアンスのMaintenance Consoleにリクエストコードが表示されます。

3. 担当のサポートスペシャリストに電話して、担当者に以下の情報を提供します。

パスワードのリセットを要求する人の名前。

アプライアンスを所有する会社の名前。

アプライアンスのMaintenance Consoleからのリクエストコード。

サポートスペシャリストは、情報を検証してから、ファイル上の認定されたメールアドレスにメッセージを送信し

ます。このメッセージには、認証コードが含まれます。認証コードでもあるISOイメージがメッセージに添付されま

す。

4. レスポンスフィールドに認証コードを入力するには、以下のいずれかを実行します。

アプライアンスのMaintenance Consoleに情報を貼り付けることができる場合、電子メールのメッセージから認

証コードをコピーし、アプライアンスのMaintenance Consoleのレスポンスフィールドに貼り付けます。

以下の操作を実行して、ISOイメージから認証コードを読み取ります。

a. 電子メールメッセージに添付されているISOイメージを保存します。

b. ISOイメージを仮想メディアマウント（仮想CD）としてマウントします。

c. アプライアンスのMaintenance ConsoleでRead from ISORead from ISOを選択します。

d. アプライアンスのMaintenance ConsoleはISOイメージを読み取り、しばらくすると、自動的にレスポンス

フィールドに認証コードが入力されます。

レスポンスフィールドに手動で認証コードを入力します。
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5. シングルユースの管理者パスワードを決定します。

6. プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力および再入力します。

7. OKを選択して、シングルユースパスワードを設定します。

8. ログアウトしてから、新しいパスワードでこのアカウントにログインして確認します。
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アプライアンスのMaintenance Consoleを使用したアプライアンスの再起動アプライアンスのMaintenance Consoleを使用したアプライアンスの再起動

この手順では、アプライアンスをシャットダウンして再起動するためのアプライアンスのMaintenance Consoleの使用
方法について説明します。

前提条件前提条件

すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。

手順手順

1. アプライアンスのMaintenance Consoleのメインメニューにアクセスします。

2. Restartを選択します。

3. アプライアンスを再起動することを確認します。

4. 再起動を観察して、確認します。
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アプライアンスのMaintenance ConsoleのパスワードをリセットアプライアンスのMaintenance Consoleのパスワードをリセット

前提条件前提条件

パスワード要件を満たす新しいパスワードを作成します。

アプライアンスのMaintenance Consoleの現在のパスワードを忘れた場合、バックアップを実行してダウンロードし

た後、アプライアンスの工場出荷時リセットを実行します。

手順手順

1. アプライアンスのMaintenance Consoleのメインメニューにアクセスします。

2. ログインのプロンプトで、ユーザー名である maintenance とパスワード（設定している場合）を使用してログイ

ンします。

3. Reset maintenance console passwordを選択します。

4. 現在のパスワードと、新しいパスワードを2回入力します。1回は確認のためです。

5. OKを選択します。
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アプライアンスのMaintenance Consoleを使用したアプライアンスのシャットダアプライアンスのMaintenance Consoleを使用したアプライアンスのシャットダ

ウンウン

この手順では、アプライアンスを適切にシャットダウンするためのアプライアンスのMaintenance Consoleの使用方法
について説明します。

前提条件前提条件

すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。

手順手順

1. アプライアンスのMaintenance Consoleのメインメニューにアクセスします。

2. メインメニューでShut downを選択します。

3. アプライアンスをシャットダウンすることを確認します。

4. シャットダウンを観察して、確認します。
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アプライアンスの詳細の表示アプライアンスの詳細の表示

この手順を使用してアプライアンスの詳細を表示します。例えば、状態、ホスト名、IPアドレス、モデル、ファーム
ウェアが表示されます。

手順手順

1. アプライアンスMaintenance Consoleのメインメニューにアクセスします。

2. View detailsを選択します。

アプライアンスのMaintenance Consoleの詳細画面が表示されます。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのMaintenance Consoleのメインメニュー画面の詳細
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HPE OneViewメッセージバスへのアクセスHPE OneViewメッセージバスへのアクセス

HPE OneViewは、管理対象リソース（論理リソースと物理リソースの両方）に加えた変更、および管理対象リソースの
メトリックに加えた変更をサブスクライバーに通知する非同期メッセージングをサポートしています。例えば、新しい
サーバーハードウェアが管理対象環境に追加されたとき、または物理リソースのヘルスステータスが変化したときに通
知を受信するように、アプリケーションをプログラミングできます。また、管理対象リソースの電力、温度、CPUと
いった評価基準をストリーミングすることもできます。

メッセージの内容は、JSON（JavaScriptオブジェクト表記）形式で送信され、リソースのモデルが含まれています。

メッセージへのサブスクリプションを設定するには、その前にREST APIを使用してアプライアンスからAMQP（Advanced
Message Queuing Protocol）証明書を作成およびダウンロードする必要があります。次に、ユーザー名とパスワードを
指定するか指定せずに EXTERNAL認証メカニズムを使用してメッセージバスに接続します。これにより、メッセージバ
スとクライアント間で証明書ベースの認証を使用できるようになります。メッセージバスに接続した後、空のキュー名
でキューを設定します。AMQPが一意のキュー名を生成します。このキュー名を使用してSCMBエクスチェンジにクライア
ントをバインドし、メッセージを受信します。

メッセージに接続し、キューを設定するには、AMQPプロトコルをサポートするクライアントを使用する必要がありま
す。
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プロビジョニング機能プロビジョニング機能

HPE OneViewアプライアンスをインストールし、初期構成タスクを実行した後で、既存のハードウェアをすばやく管理
対象にし、ハードウェアの準備をしてデータセンターに展開することができます。

ハードウェアをプロビジョニングし、リソースを管理対象にするには、次の機能があります。

リソーステンプレート、グループ、およびセット

サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレート

ハードウェアを管理対象にするプロセスの簡素化

オペレーティングシステムの展開

ストレージのプロビジョニングと管理
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リソーステンプレート、グループ、およびセットリソーステンプレート、グループ、およびセット

HPE OneViewのテンプレートを使用した方法では、以下のことができます。

特定の環境向けにサーバーおよびネットワーク構成を技術担当者が定義するのにお使いいただけます。

展開するサーバーごとに専門技術者が対応しなくても、数百台のサーバーを迅速かつ一貫性のある方法でプロビ

ジョニングできます。

データセンター全体に構成変更を簡単に配布できます。

リソーステンプレートとグループリソーステンプレートとグループ

次のリソースは、さまざまな作業負荷要件を満たすために技術担当者が定義するテンプレートです。これらのテンプ
レートは、迅速かつ一貫性のある構成を実現するために物理リソースに繰り返し適用できます。

テンプレートまたはグルーテンプレートまたはグルー
ププ

説明説明

エンクロージャーグループ エンクロージャーの一貫した構成を定義するテンプレートです。エンクロージャーグ
ループは、さまざまなインターコネクトの配置およびそれらインターコネクトに適用さ
れる論理インターコネクトグループを指定します。

エンクロージャーグループは、物理エンクロージャーに適用されると、HPE OneViewは、
作業を実行可能な論理エンクロージャーを作成します。同じエンクロージャーグループ
は、構成が同じ論理エンクロージャーを多数作成するために多数の物理エンクロー
ジャーに適用できます。

論理インターコネクトグ
ループ

物理インターコネクトまたはインターコネクトのセットに必要なネットワーク構成を定
義するテンプレートです。論理インターコネクトグループは、エンクロージャーグルー
プを定義するときに使われ、そのエンクロージャーグループのネットワークテンプレー
トを表します。

エンクロージャーグループを物理エンクロージャーまたはHPE OneViewに適用した場合、
HPE OneViewは以下のことを実行します：

論理エンクロージャーが作成されます

そのエンクロージャーグループ内の論理インターコネクトグループを使用して、その

エンクロージャーの物理インターコネクトを論理インターコネクトに構成します。

サーバープロファイルテン
プレート

サーバープロファイルの特性を定義するテンプレートです。サーバープロファイルテン
プレートを複数のサーバーに適用し、構成が同じサーバーを作成できます。サーバープ
ロファイルは、どのようなサーバープロファイルテンプレートにも適合するように、
アップデートできます。

ボリュームテンプレート ストレージボリュームの標準構成を定義するテンプレートです。

論理リソース論理リソース

次の論理リソースは、ご使用の環境で必要に応じて動作するように構成されている、ソフトウェア定義の物理リソース
を表します。これらのリソースは、実際にワークロードを実行します。

リソースリソース 説明説明

論理エンクロージャー 論理エンクロージャーは、テンプレートとして機能するエンクロージャーグループを使用し
て1つのエンクロージャーの論理ビューを表します。デフォルトでは、c7000エンクロー
ジャーを追加すると、エンクロージャーグループと論理インターコネクトグループが作成さ
れます。または、エンクロージャーを追加する前に、複数の論理インターコネクトグループ
および1つのエンクロージャーグループを作成できます。

論理エンクロージャーは、c7000エンクロージャーを追加するときに自動的に作成されます。

論理インターコネクト 論理インターコネクトは、単一のエンクロージャー内の一連の物理インターコネクトの構成
を含む単一の管理エンティティです。論理インターコネクトは、使用可能なネットワーク、
アップリンクセット、内部ネットワーク、および物理インターコネクトのスタッキングリン
クを表します。

サーバープロファイル サーバープロファイルは、機能を実行するためにフルに構成されている物理サーバーを表し
ます。サーバープロファイルは、サーバーのワークロードで必要なすべてのストレージ、
ネットワーク、ファームウェア、およびサーバー設定を指定します。サーバープロファイル
は、HPE OneViewの他のすべての論理リソース上に構築されます。
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ストレージプール ストレージプールは、ストレージシステム内の物理ストレージリソース（ディスク）の集約
です。ストレージシステムには、ストレージポートに関する情報が含まれます。このスト
レージポートを経由してストレージシステムにアクセスできます。ストレージプールからボ
リュームと呼ばれる論理ストレージスペースをプロビジョニングすることができます。

ストレージプールは、そのシステムの管理ソフトウェアを使用してストレージシステム上で
作成されます。アプライアンスからストレージプールを作成または削除することはできませ
ん。管理からは追加または削除のみ行うことができます。

ボリューム ボリュームは、ストレージシステム上のストレージプールからプロビジョニングされた論理
ストレージ領域を表します。

リソースリソース 説明説明

特定の環境に合わせた構成の定義特定の環境に合わせた構成の定義

グループとテンプレートを使用すると、仮想ホスト、Microsoft Exchange環境、外部または内部Webサーバー、企業
データベースサーバーなど、構築する環境に固有の構成を定義できます。

例えば複数の外部Webサーバーを構築する場合は、以下のように実行します。

1. ネットワークの専門技術者は、論理インターコネクトグループ、アップリンクセット、ネットワーク、およびネッ

トワークセットを作成し、データセンターネットワークと、アプライアンスによって管理されるインターコネクト

の間のすべての接続ポリシーを定義できます。

2. サーバーの専門技術者は、エンクロージャーグループを作成し、エンクロージャーを追加し、論理エンクロー

ジャーを作成し、サーバープロファイルテンプレートを作成して、外部Webサーバーに必要なすべての設定を定義で

きます。

3. サーバーの管理者は、この種類のサーバーを展開する必要があるときにいつでもサーバープロファイルテンプレー

トを使用できます。

4. ストレージの専門技術者は、SANマネージャーとストレージシステムの追加が可能で、ストレージプールおよびボ

リュームテンプレートを定義できます。

設計と展開の柔軟性設計と展開の柔軟性

HPE OneViewは、グループ、テンプレート、およびセットの作成に柔軟に対応します。例えば、論理インターコネクト
グループは以下の方法で作成できます。

エンクロージャーを管理対象のアプライアンスに追加する前に、インターコネクトの構成方法を指定した論理イン

ターコネクトグループ（複数も可）、およびエンクロージャーの構成方法を指定したエンクロージャーグループを

作成できます。エンクロージャーを追加すると、作成済みのエンクロージャーグループを指定できます。

エンクロージャーを管理対象のアプライアンスに追加し、アプライアンスがエンクロージャー内のインターコネク

トハードウェアを検出して追加したら、アプライアンスが作成するデフォルトの論理インターコネクトグループを

使用または変更できます。

論理インターコネクトグループを新規作成するには、既存の論理インターコネクトグループをコピーします。

グループ、テンプレート、およびセットにより、アプライアンス内に構成変更を簡単に配布できます。

詳細情報詳細情報

簡単な構成変更の管理
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サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレートサーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレート

サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレートにより、ベストプラクティスに従って迅速かつ一貫性
のある方法でハードウェアをプロビジョニングすることができます。独自のベストプラクティス構成をサーバープロ
ファイルテンプレートに保存してから、そのサーバープロファイルテンプレートを使用して、サーバープロファイルを
展開します。既存のサーバープロファイルからサーバープロファイルテンプレートを作成することもできます。

サーバープロファイルは、以下を含む1つの場所でのサーバー構成の主要要素をキャプチャーします。

ファームウェアアップデートの選択とスケジューリング

BIOS設定

iLO設定

ローカルRAID構成

ネットワーク接続

ブート順序構成

ローカルストレージおよびSANストレージ

固有ID

同様のハードウェアが検出されていれば、サーバープロファイルは、サーバーが到着する前に技術担当者がサーバーの
構成を指定することを可能にします。サーバーハードウェアを設置すると、管理者は、迅速に新しいサーバーを管理下
に置くことができます。

例えば、BIOS設定、ネットワーク接続、ブート順序などのすべての構成要素が指定されているテンプレートから未割り
当てのサーバープロファイルを作成して、特定の種類のサーバーハードウェア用として使用できます。サーバーをエン
クロージャーベイに設置する前に、以下のいずれかの操作を実行できます。

サーバーが最終的に存在するエンクロージャー内の空のベイに、サーバープロファイルを作成時に割り当てます。

未割り当てのプロファイルを作成し、ハードウェアが到着したらそれを割り当てます。

サーバープロファイルは、現在割り当てられているサーバーハードウェアから同じタイプの別のサーバーハードウェア
に移動することができます。別のサーバーハードウェアにサーバープロファイルを移動すると、新しくプロファイルが
割り当てられたサーバーハードウェアにプロファイル構成が適用されます。

両方のサーバータイプが一致する場合は、別のサーバーにサーバープロファイルをコピーできます。上段のベイ内にあ
るサーバーか、下段のベイ内にあるサーバーかについて制限はありません。プロファイルを異なるエンクロージャー内
のサーバーに移動すると、失敗します。

注記:注記:

HPE OneViewは、JBODを持つプロファイルの別のエンクロージャーへの移動をサポートしません。

事前プロビジョニングのためのネットワークを割り当てることなく、サーバープロファイル接続を作成できます。

サーバープロファイルの動作は制御することができます。例えば、サーバープロファイルを空のベイに割り当てること
ができ、適切なサーバーがそのベイに挿入されるとサーバープロファイルが自動的にサーバーハードウェアに適用され
ます。サーバープロファイルを特定のサーバーに関連付けると、別のタイプのサーバーが誤ってベイに設置された場合
に、プロファイルが適用されることを防ぐことができます。
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ハードウェアを管理対象にするプロセスの簡素化ハードウェアを管理対象にするプロセスの簡素化

HPE OneViewでは、エンクロージャー、インターコネクト、およびサーバーハードウェアを管理対象にするプロセスが
簡素化されています。

例えば、エンクロージャーを追加すると、アプライアンスはエンクロージャーに設置されたすべてのハードウェア

を自動的に検出して、管理対象にします。さらに、アプライアンスは次のアクションを実行します。

エンクロージャーのOnboard Administrator、Virtual Connectのインターコネクトモジュール、およびサーバー

のiLOファームウェアを必要な最小バージョンにアップデートします（ファームウェアバンドルがアプライアン

スにアップロードされている場合）。

Virtual Connectの各インターコネクトモジュールを構成して、既存のVC構成を削除します。

Onboard Administratorを構成します。これには、ネットワークタイムプロトコル（NTP）の構成とUIにアクセス

するためのシングルサインオン（SSO）認証の構成が含まれます。

各サーバーのiLOを構成します。これには、UIにアクセスするためのSSO認証の構成が含まれます。

監視対象のハードウェアを構成します。これには、Simple Network Management Protocol（SNMP）トラップの構

成が含まれます。

HPEインテリジェントパワーディストリビューションユニット（iPDU）電源デバイスを追加すると、アプライアンス

は接続されたデバイスを自動的に検出して表示するため、そのデバイスを管理対象にすることができます。
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オペレーティングシステムの展開オペレーティングシステムの展開

サーバープロファイルとエンクロージャーグループを使用すると、オペレーティングシステムを展開するためにベアメ
タルサーバーを準備する作業が簡単になります。

例えば、次のような展開ツールとサーバープロファイルを組み合わせて使用できます。

HPE Insight Controlサーバープロビジョニング ― オペレーティングシステムをサーバーにインストールする。

注記:注記:

HPE Insight Controlサーバープロビジョニングは、HPE ProLiant G7、Gen8、およびGen9サーバー上

でのプロビジョニングをサポートしています。ProLiant Gen10サーバーの場合、VMware AutoDeployの

ようなツールを使用することをお勧めします。

HPE OneView for VMware vCenter Auto Deploy ― ベアメタルからハイパーバイザーを展開し、ハイパーバイザー

を既存のクラスターに自動的に追加する。
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ストレージのプロビジョニングと管理ストレージのプロビジョニングと管理

HPE OneViewは、自動化されたポリシーベースのサポートされているストレージリソースのプロビジョニングを提供し
ます。新規または既存のストレージインフラストラクチャを管理できるように完全にサーバープロファイルと統合され
ます。HPE OneViewでは、ストレージシステムおよびストレージプールを表示および管理できます。既存のボリューム
を追加したりボリュームを作成したりして、同じ構成で複数のボリュームをプロビジョニングするためのボリュームテ
ンプレートを作成することができます。

HPE OneViewは、サーバーにボリュームを接続することにより、ファイバーチャネルファブリックアタッチ（SANスイッ
チ）、ファイバーチャネルダイレクトアタッチ（フラットSAN）、またはInternet Small Computer System
Interface（iSCSI）SANデータパスを構成することができます。ファイバーチャネルSANは、SANと対話するSANマネー
ジャーを追加することにより、自動ゾーニングで非管理、監視対象、および管理対象となります。

ストレージシステムは、ネットワークに関連付けられ、アプライアンスに追加されます。ストレージプールがストレー
ジシステムに追加され、ストレージボリュームがストレージプールに追加されます。その後、ストレージボリュームを
サーバープロファイルに関連付けることができます。

自動ゾーニングと接続の自動検出を有効にするには、SANを次のネットワーク接続プロトコルのいずれかに関連付ける
ことができます。

ファイバーチャネルファブリック接続（SANスイッチ）

ファイバーチャネルダイレクトアタッチ（フラットSAN）

Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

サポートされているストレージの自動機能サポートされているストレージの自動機能

自動ストレージプロビジョニング自動ストレージプロビジョニング

サポートされたストレージシステムと既存のストレージプールをインポートすると、HPE OneViewはボリュームを迅速
に作成できます。

自動SANゾーニング自動SANゾーニング

HPE OneViewはサーバープロファイルのボリュームアタッチメントのSANゾーニングを自動的に管理します。

ポートグループの自動割り当てポートグループの自動割り当て

ボリュームアタッチメント用のポートは、プロファイルの数が最も少ないポートグループから取得されます。これによ
り、データトラフィックに追加の冗長性とロードバランシングが提供されます。

サーバープロファイルを介したストレージの統合サーバープロファイルを介したストレージの統合

プライベートボリュームを新規作成し、サーバープロファイルにボリュームアタッチメントを追加することで、サー
バーハードウェアがアクセスできるようにします。

サーバープロファイルにボリュームアタッチメントを追加することで、既存のプライベートまたは共有ボリュームに
サーバーハードウェアがアクセスできるようにします。

HPE OneViewはサーバープロファイルとSANの間の接続ステータスを追跡します。

サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートで指定されたSANブート（BFS）の構成では、プライマ
リ/セカンダリ割り当ておよびストレージシステムターゲットポートの選択によりSANおよびストレージシステムター
ゲット全体で均等に負荷分散することができます。

ボリューム管理ボリューム管理

HPE OneViewを使用してボリュームのライフサイクル全体を管理します。HPE OneViewを使用して既存のボリュームの追
加、ボリュームの作成、ボリュームの拡張、スナップショットの生成の構成、およびボリュームの取り外しまたは削除
を行うことができます。

ボリュームテンプレートを使用して、ストレージボリュームの標準構成を定義できます。ボリュームテンプレートを使
用すると、どの構成設定をロックするかを選択して、ボリュームテンプレートから作成されたボリューム上での変更を
防ぐこともできます。

ボリューム設定は、ボリュームテンプレート、ボリューム、サーバープロファイル、およびサーバープロファイルテン
プレートで管理できます。

HPE 3PAR StoreServストレージおよびHPE Primeraでは、ボリュームのスナップショットを作成したり、スナップ
ショットからボリュームを作成したり、HPE OneViewを使用してボリュームをスナップショットにリストアしたりする
こともできます。

ゾーニングのポリシーゾーニングのポリシー

HPE OneViewでは、管理対象のSANのゾーニングのポリシーを設定することができます。 1つのイニシエーターまたはす
べてのターゲット、1つのイニシエーターまたは1つのストレージシステム、あるいは1つのイニシエーターまたは1つの
ターゲットを選択できます。

ゾーンの名前指定とエイリアスゾーンの名前指定とエイリアス
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HPE OneViewは、ユーザーがゾーン名を完全に制御できるようにするためにルールベースのゾーンの名前指定を使用し
ます。ゾーンの名前指定を使用して、HPE OneViewで自動ゾーニングプロセス中に使用される現在の命名構造を組み込
むことができます。

HPE OneViewでは、イニシエーター、ターゲット、およびターゲットグループに関して、WWPNの代わりにエイリアスを
作成できます。

詳細情報詳細情報

ポートグループの自動割り当て
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オープンな統合オープンな統合

一貫性のある1つのリソースモデル、REST API、およびState-Change Message Bus（SCMB）により、スクリプティング
を使用してHPE OneViewを他のエンタープライズアプリケーションと統合し、ユーザーのニーズに対応したり、次のよ
うなタスクを実行したりできます。

標準ワークフローとトラブルシューティング手順の自動化

構成管理データベース（CMDB）などの他のソフトウェアとの統合の自動化

サービスデスクへの接続

リソースの監視、データの収集、システムのマッピングとモデル化

ニーズに適した形式でのデータのエクスポート

カスタムデータベース、データウェアハウス、サードパーティのビジネスインテリジェンスツールの接続

社内のユーザーのカスタマイズの統合

SCMBは、非同期メッセージングを使用して、管理対象の論理リソースと物理リソースの両方に対する変更をサブスクラ
イバーに通知するインターフェイスです。例えば、新しいサーバーハードウェアが管理対象環境に追加されたとき、ま
たは物理リソースのヘルスステータスが変化したときに通知を受信するように、アプリケーションをプログラミングで
きます。REST APIを使用してアプライアンスのステータスを常にポーリングする必要はありません。
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アクティビティアクティビティ

アクティビティフィードでは、タスク、アラート、管理者のメモを1つのビューに配置することで、環境のヘルスの有
益な情報を把握できます。アクティビティフィードは、アラートと解決策を表示することにより、実行するタスクをシ
ステムヘルスと関連付けます。

知りたい情報知りたい情報

アラートへの注記の追加

アラートへの所有者の割り当て

アクティビティのクリア

アクティビティの絞り込み

クリアしたアクティビティをアクティブ状態にリス

トア

アクティビティの表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

アクティビティ

アクティビティ表示

アクティビティサイドバー

アクティビティの状態

アクティビティのステータス

アクティビティのタイプ：アラートおよびタスク

ヘルスの監視
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アクティビティ表示アクティビティ表示

アクティビティ画面には、アプライアンスのアクティビティとデータセンターで発生しているイベントに関するアラー
トとその他の通知が表示されます。画面の各領域を絞り込んだり、ソートしたり、展開表示したりして、情報の表示方
法を調整できます。ただちに注意を要するイベントが通知で報告されている場合は特に、アクティビティの詳細内のリ
ンクを使って、特定のリソースに関する追加情報を表示することもできます。

アクティビティ画面のコンポーネントアクティビティ画面のコンポーネント

ここに示した画像は、アクティビティの監視、解決、および管理に使用できる、画面上の重要な領域を示しています。

番号番号 説明説明

1 デフォルトはすべてで、発生したすべてのアラート、タスク、およびイベントがアクティビティ画面に表
示されます。デフォルトのアクティビティリストをすばやく絞り込んで注意を要する通知を表示するに
は、 アイコンをクリックしてすべてから注意が必要に切り替えます。

表示するアクティビティのタイプを指定するには、フィルターメニューバーのフィルターと日付範囲セレ
クターを使用します。

2 選択した通知の割り当て、クリア、またはリストアを行うには、アクションメニューを使用します。

3 アイコンをクリックすると、通知の表示が展開されて、その通知に関するすべての情報が表示されま

す。 アイコンをクリックすると、通知が折りたたまれて1行の要約になります。

4 リソースにアクティビティのソースが表示されます。ソースになるのは、タスクに関係したデバイス、ま
たはアラートの原因になったデバイスです。通知でOK（緑色）以外のステータスが報告されている場合
は、リンクをクリックして、その通知を生成したリソースに関する詳細を表示します。

5 日付に、タスクが開始された、またはアラートを受信した日付と時刻が表示されます。日付にマウスポイ
ンターを合わせると、アプライアンスで、ブラウザーの時間に基づいてアクティビティが記録されてから
の時間が示されます。

6 アラートや他の通知を特定のユーザーに割り当てるには、各通知のオーナー列内に表示される名前を選択
します。

7 指示や他の情報を通知に追加するには、注記ボックスに入力します。

ヒント:ヒント:

注記ボックスの右下部をクリックしてドラッグすると、見やすくしたり、編集しやすいように、
ボックスを拡張できます。

アプライアンスは、自動的に注記を追加してシステムイベントを記録します。例えば、アラート
がクリアされると、アプライアンスはそのアラートに注記を追加します。アプライアンスが生成
した注記を削除することはできません。

8 通知が展開表示されたら、イベント詳細リンクをクリックして、その通知に関する詳細を表示します。注
意を要するアクティビティに関する具体的な修正アクションが見つかることがあります。
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アクティビティアクティビティ

アクティビティは、ユーザーまたはシステムによって開始された操作またはタスクの記録、または注意を要するイベン
トが発生したことを知らせるアラートメッセージです。

アラートメッセージは、重要なトラブルシューティングツールです。アラートメッセージには、イベントが発生したタ
イミングおよびイベントを報告したリソースが示されます。アラートメッセージには、イベントの詳細が示され、ソ
リューションの候補が示されます。

ユーザーまたはシステムによって開始された操作が完了した場合は、その記録が残ります。操作が完了しなかった場合
は、完了したサブタスクまたはまだ実行中のサブタスク、および中断または停止されたサブタスクを確認できます。

アプライアンスは、管理者のタスク、アラート、およびメモを1つのビューにまとめます。このプロセスにより、ユー
ザーアクティビティとシステムヘルスとの相関が簡単になります。

すべてのアクティビティを表示したり、条件に基づいてアクティビティを絞り込んで表示したいアクティビティだけを
表示したり、特定のアクティビティを検索したりできます。ただし、他の方法でアクティビティの表示を管理するため
にフィルターをカスタマイズすることはできません。

アラートを適切な管理者に割り当てて、タイムリーに解決できるようにできます。調査され、解決された問題は消去し
て、注意を引くことがないようにできます。

アラートメッセージに注釈を付けて、問題とその解決策の履歴記録を保持することができます。また、アラートの解決
に影響を及ぼした決定事項をメモすることもできます。
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アクティビティの状態アクティビティの状態

アラートアラートアクティビティ

アクティブ

アラートはクリアまたは解決されていません。

アクティブなアラートは、リソースの全体的なヘルスステータスとの関係で考慮されます。

アクティブアラートは、アラートカウントのサマリーに影響します。

ロック済

アクティブアラートが内部のリソースマネージャーによってロックされています。

ロック済アラートは手動では消去できません。アラートに関連付けられた修正操作を調べ、問題を解決する方

法を判断します。問題が解決された後で、リソースマネージャーがアラートをアクティブ状態に変えます。そ

のときに、アラートを消去または削除できます。

ロックされたアラートは、全体的なステータスに影響します。

注記:注記:

問題が解決されても、ロックされたアラートが自動的にクリアされない場合は、REST APIの PUT 
/rest/alerts/{id}?force=true を使用して、ロックされたアラートをクリアできます。

詳しくは、以下の情報を参照してください。

HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンス

HPE OneView APIリファレンスHPE SynergyHPE OneView APIリファレンスHPE Synergy

クリア済

アラートが対処されたか、認識されたか、解決されました。追跡する必要がなくなったアクティビティはクリア

します。

アプライアンスは、特定のアクティビティを自動的にクリアします。

クリア済アクティビティは、リソースのヘルスステータスに影響せず、表示されるサマリーにカウントされま

せん。

サービスアラートサービスアラートアクティビティ

保留中

サポートケースはHewlett Packard Enterpriseへの送信を保留中です。

送信済み

サポートケースはHewlett Packard Enterpriseへ送信されました。

受信済み

Hewlett Packard Enterpriseはサポートケースを受信しました。

オープン

サポートケースが開いています。

クローズ

注記:注記:

サポートケースはアクションなしでクローズできます。

テストイベントの場合

デバイスがリモートサポートに対応していない場合

デバイスがサポート契約または保証に含まれていない場合

-

-

-

-

-
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エラー

なし

タスクタスクアクティビティ

完了

実行中

保留中

中断

例えば、タスクはリソースが完了するのを待機している場合があります

エラー

タスクは失敗したか、クリティカルアラートを生成しました。

すぐにエラー状態を調査してください。

キャンセル

応答しないタスクがキャンセルされました。

警告

注意を要する可能性のあるイベントが発生しました。アプライアンスに何らかの問題がある可能性があります。

すぐに警告状態を調査してください。
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ヘルスの監視ヘルスの監視

環境内のリソースのヘルスを監視するときは、以下のベストプラクティスをおすすめします。

一般的なヘルス監視手順一般的なヘルス監視手順

注記:注記:

すべての管理対象サーバーおよび一部の監視対象サーバーに関するヘルスおよびアラートを表示できま

す。監視対象のサーバーハードウェアについて詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照して

ください。

監視手順監視手順 関連情報関連情報

1. アクティビティ画面に移動し、状況に応じて最善のフィルタリング

オプションを使用してアクティビティを絞り込みます。

ダッシュボード画面から始めて、特定のリソースのアラートを表示

することもできます。

2. 特定のリソース画面に移動して、そのリソースの特定のアクティビ

ティを表示します。

リソースの画面で、ヘルスステータスアイコンでリソースインスタ

ンスの状態を確認します。

3. 各リソースインスタンスの警告またはエラーのステータスを調べま

す。

4. クリティカルなまたは警告のアラートを展開して説明全体を確認

し、イベント詳細をクリックして、アラートの原因になった1つま

たは複数のイベントに関する追加情報を表示します。

5. 推奨されている解決策（ある場合）の手順に従うか、アラートを調

査して問題を修正します。

注記:注記:

アラートがアクティブでアクションが必要ない場合、ア

ラートをクリアできます。アラートがロックされている

場合、アラートをクリアするには原因を修正する必要があ

ります。

問題が解決されても、ロックされたアラートが自動的にク

リアされない場合は、REST APIの PUT /rest/alerts/
{id}?force=trueを使用して、ロックされたアラート

をクリアできます。

詳しくは、以下の情報を参照してください。

HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンス

HPE OneView APIリファレンスHPE SynergyHPE OneView APIリファレンスHPE Synergy

アクティビティ

ダッシュボード

アイコンの説明

アクティビティの表示

サーバーハードウェアのヘルス監視サーバーハードウェアのヘルス監視

サーバーハードウェアがクリティカルまたは警告ステータスになっている場合は、関連付けられているサーバープロ
ファイルに障害が発生している可能性があるため、そのサーバーハードウェアも確認する必要があります。

監視手順監視手順 関連情報関連情報

1. サーバーハードウェアのアラートを展開して、詳細を確認します。アラートは、サーバー

ハードウェア画面、アクティビティ画面、またはダッシュボード画面から表示できます。

2. 推奨されている解決策（ある場合）の手順に従うか、アラートを調査して問題を修正しま

す。

3. サーバープロファイルがサーバーハードウェアに正しく割り当てられたことを確認します。

サーバーハードウェ
ア

アクティビティの表
示

サーバープロファイ
ルの作成および適用
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ネットワークのヘルス監視ネットワークのヘルス監視

ネットワークの現在のヘルスを監視するには、インターコネクトおよび論理インターコネクトリソースに移動して、最
近のアクティビティ、アラートと通知、および現在のヘルスステータスを表示します。

インターコネクトの場合、ヘルスが良好な状態は Configuredです。

論理インターコネクトの場合、スタッキングのヘルスが良好な状態は冗長接続です。

監視手順監視手順 関連情報関連情報

1. 論理インターコネクトの活動および状態を表示します。

インターコネクト画面のダウンリンクポートおよびアップリンクポートのヘルスを表示しま

す。論理インターコネクト画面のインターコネクトのスタッキングモードを表示します。

2. 推奨されている解決策（ある場合）の手順に従うか、アラートを調査して問題を修正します。

インターコネ
クト

論理インター
コネクト構成

アクティビ
ティの表示

インターコネクトのヘルス監視インターコネクトのヘルス監視

HPE OneView管理者は、システム内の各インターコネクトの全体的なヘルスを監視できます。インターコネクトの現在
のヘルスステータスを確認するには、インターコネクト > 全般メニューに移動し、インターコネクトのヘルスを確認
します。

監視手順監視手順 関連情報関連情報

1. インターコネクトの状態を表示します。

2. 推奨されている解決策（ある場合）の手順に従うか、アラートを調査して問題を修正しま

す。

インターコネクト

アクティビティの表
示

エンクロージャーのヘルス監視エンクロージャーのヘルス監視

エンクロージャーのヘルスには、ファン、電源装置、アプライアンス、HPE BladeSystem Onboard Administrator、フ
レームリンクモジュールなどのエンクロージャーインフラストラクチャのステータスが含まれます。エンクロージャー
の現在のヘルスステータスを確認するには、エンクロージャー > 全般メニューに移動します。エンクロージャーの場
合、健全な状態は監視対象または管理対象です。

エンクロージャーのヘルスには、ブレードやインターコネクトといった収納されているリソースのステータスは含まれ
ません。
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アクティビティのステータスアクティビティのステータス

すべてのHPE OneViewリソースで表されているステータスは、単一のリソースのステータスを表しており、サブコン
ポーネントの集約的なステータスを表していません。例えば、エンクロージャーのステータスは、すべてのサーバーブ
レードおよびサーバーのステータスではなく、エンクロージャー（HPE BladeSystem Onboard Administrator、ファ
ン、および電源装置）のステータスだけを集約しています。

ステータスステータス 説明説明

クリティカル クリティカルなアラートメッセージが受信された、または削除タスクが失敗したか中断され
ました。

すぐにクリティカルステータスのアクティビティを調査してください。

警告 注意を要する可能性のあるイベントが発生しました。アプライアンスに何らかの問題がある
可能性があり、注意を要します。

すぐに警告ステータスのアクティビティを調査してください。

OK アラートの場合、 OKは通常の動作またはリソースからの情報を示します。

タスクの場合、 OKはタスクが正常に完了したことを示します。

不明 アラートまたはタスクのステータスが不明です。

後で実行するように設定されているタスクのステータスは、不明です。

無効 タスクの続行または完了が妨げられました。
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アクティビティのタイプ：アラートおよびタスクアクティビティのタイプ：アラートおよびタスク

アラート

タスク
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アラートアラート

アプライアンスは、アラートメッセージを使用して、管理および監視するリソースの問題を報告します。リソースは、
アラートを生成して、何らかの意味のあるイベントが発生したこと、および対処が必要になる可能性があることを通知
します。

イベントは、リソースで発生した1つの問題または変更を記述します。例えば、サーバーの（iLO）管理プロセッサーか
ら受信したSNMPトラップはイベントです。

各アラートには、報告するイベントに関する重要度、状態、説明、および緊急度の情報が含まれています。アラートを
クリアしたり、アラートに所有者を割り当てたり、アラートに注記を追加したりできます。

アラートがアクティブな状態またはロックされた状態にある間、それらのアラートはリソースの全体的な表示ステータ
スに影響します。アラートの状態をクリア済に変更すると、それらのアラートは表示ステータスに影響を及ぼさなく
なります。

特定のアクティビティを見つけて表示できるように、アクティビティリストの表示をフィルター処理することができま
す。ただし、他の方法でアクティビティの表示を管理するためにフィルターをカスタマイズすることはできません。

重要:重要:

アプライアンスは、受信アラートの数を継続的にカウントします。アプライアンスは、500のアラー

トメッセージごとに、アラートの数が75,000に達したかどうかを判別します。75,000に達すると、自

動クリーンアップが実行され、合計数が74,200より少なくなるまでアラートメッセージが削除されま

す。自動クリーンアップが実行されると、クリアされたアラートが古い順に削除されます。そのと

き、最も重要度の低いものから古いアラートを削除します。

問題が解決すると多くのアラートが自動的にクリアされますが、元のアラートは手動でクリアする必

要があります。元のメッセージは、管理者がインシデントを認識できるように保持されます。そうし

ないと、イベントが発生しても認識されない可能性があります。

例えば、誰かがデータセンターのケーブルを抜いた後、差し込み直したとします。この場合、HPE

OneViewでは、アップリンクの接続が失われた後でリストアされたというアラートが表示されます。

ただし、「アップリンクXで接続が失われた」という元のアラートは、管理者がアラートを手動でク

リアするまで、アクティビティログにとどまります。
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タスクタスク

ユーザーまたはシステムによって開始されたすべてのタスクは、アクティビティとして報告されます。

ユーザーによって開始されるタスクは、ユーザーがリソースを追加、作成、削除、アップデート、または削除する

と作成されます。

ほかのタスクは、サーバーの利用状況データの収集など、アプライアンス上で実行されるプロセスによって作成さ

れます。

タスクログには価値ある情報が含まれており、問題の解決に使用できます。実行されたタスクのタイプ、タスクが完了
したかどうか、タスクがいつ完了したか、およびだれがタスクを開始したかを判別できます。

タスクのタイプは次のとおりです。

タスクのタイプタスクのタイプ 説明説明

ユーザー エンクロージャーグループまたはネットワークセットの作成、編集、削除などの、ユーザーが
開始したタスク

アプライアンス 利用状況データのアップデートなど、アプライアンスによって開始されたタスク

バックグラウンド バックグラウンドで実行されるタスク。このタイプのタスクは、ログには表示されません。

重要:重要:

アプライアンスは、約6か月分のタスクまたは50,000のタスクの情報を保持するタスクデータベースを管
理します。タスクデータベースのタスクが50,000を超過した場合は、カウントが50,000より少なくなる
まで、500のタスクのブロックが削除されます。6か月より古いタスクは、データベースから削除されま
す。

タスクデータベースと保存されているアラートデータベースは別です。

タスクのキャンセルタスクのキャンセル

他のリソースマネージャーで実行中のタスクをキャンセルできます。スコープを持たないインフラストラクチャ管

理者だけがタスクをキャンセルする権限を持っています。タスクキャンセルのオプションは、アクティビティ画面

で選択できます。キャンセルしたタスクのステータスは、キャンセル中とキャンセル済みのどちらかで表示され

ます。

親タスクをキャンセルするオプションは、すべてのサブタスクがキャンセル済み状態のときだけ表示されます。リ

ソースマネージャーは、親タスクをキャンセルする前にすべてのサブタスクがキャンセル済みであることを確認し

なければなりません。キャンセル済みタスクで必要となるすべてのユーザーアクションが解決ステップで表示され

ます。
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サービスアラートサービスアラート

サービスアラートは、デバイスイベントまたはアラートが原因でデバイスに修正アクションが必要であるとHPE
OneView Remote Supportが判断したことを示しています。

アプライアンスでHPE OneView Remote Supportが有効になっている場合、HPE OneViewでサービスアラートが生成され
ます。HPE OneView Remote Supportは、リモートサポートの対象で有効になっているデバイスのうち、有効なサポート
契約または保証があるデバイスを監視します。

Remote SupportチケットRemote Supportチケット

Remote Supportチケットサービスアラートは、サービス義務が特定され、サポートチケットがHewlett Packard
Enterpriseでオープンになっていることを示します。サービスアラートは、ケース識別子（ケースID）やプライマリ連
絡先情報などの情報を提供する元のデバイスアラートへのリンクを提供します。プライマリ連絡先情報は、サービス
コールを容易にするためにHPEサポートスタッフが使用する場合があります。

このタイプのサービスアラートは、Hewlett Packard Enterpriseでケースがクローズすると自動的にクリアされます。
Hewlett Packard Enterpriseは、サポート契約に応じて、サービス義務の完了時にケースをクローズします。

Remote Support通知Remote Support通知

HPE OneView 5.2以降、HPE OneViewは、Remote Supportチケットサービスアラートに加えて、Remote Support通知サー
ビスアラートを提供します。これらのサービスアラートは、Hewlett Packard Enterpriseでのサポートチケットには至
らないが、修正が必要な問題を特定します。サービスアラートは、元のデバイスアラートへのリンク、問題を解決する
ための適切な修正手順、および適切な場合はHPEカスタマーセルフリペアメディアライブラリへのリンクを提供しま
す。

このタイプのアラートは手動でクリアする必要があります。
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アラートへのノートの追加アラートへのノートの追加

権限のあるユーザーは、アラートにノートを追加できます。ノートは、すべてのユーザーに表示されます。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、またはインフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューからアクティビティを選択します。

2. ノートを追加するアラートを見つけます。

3. アラートの表示を展開します。

4. ノートボックスにテキストを入力し、Enterキーを押します。

5. ノートセクションにノートが表示されることを確認します。

6. ノートを削除するには、対応する アイコンをクリックします。
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アラートへの所有者の割り当てアラートへの所有者の割り当て

適切な権限を持つユーザーは、アラートについて問題の調査と修正を担当するユーザーを割り当てることができます。

便宜のために、アプライアンスは、現在アラートに割り当てられているユーザーのリストを管理します。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、またはインフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューからアクティビティを選択します。

2. 画面上の1つのアラート、複数のアラート、またはすべてのアラートを選択できます。

a. 1つのアラート行をクリックすると、その行が選択されます。

b. 複数のアラートを選択するには、Ctrlキーを押したままアラートの行を選択します。

c. アクティビティ画面に表示されるすべてのアラートを割り当てるには、すべて選択をクリックします。

3. アクション > 割当ての順に選択します。

4. アラートの割り当て画面で、次のいずれかをクリックします。

a. 検索アイコン（ ）を選択して、メニューを展開します。メニューからユーザー名を選択します。

注記:注記:

メニューには、インフラストラクチャ管理者またはアラートに現在割り当てられているユーザーが

表示されます。最初、メニューには管理者だけが表示されます。所有者を割り当てると、アラート

に割り当てられているユーザーがメニューに表示されます。

所有者の割り当てを削除するには、未割当てをクリックします。

b. テキストフィールドに有効なユーザー名を入力します。

ローカルのユーザー名を入力するか、Active DirectoryまたはLDAPを使用して認証ディレクトリサービスから

ユーザー名を入力できます。アプライアンスは、入力されたユーザー名を検証しません。

5. 所有者をアラートに割り当てるには、割当てをクリックします。

6. アラートに割り当てられている所有者がオーナー列に表示されていることを確認します。

または、アラートで、表示される所有者の横にメニューの展開アイコン（ ）が表示される場合は、そのアイコンを
選択して所有者を割り当てることができます。このアイコンにより、現在アラートに割り当てられているユーザーのメ
ニューが表示されます。他を割り当て...をクリックするとアラートの割り当て画面が開いて、ユーザー名を入力でき
ます。
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アクティビティのクリアアクティビティのクリア

アクティビティの状態（通常はアラート）をクリア済に変更するときは、以下の手順を使用します。

注記:注記:

アクティビティは、クリアしても削除されません。

通常は、アラートに注意を払う必要がなくなり、リソースのヘルスがそのイベントの影響を受けない場合に、アクティ
ビティをクリアします。クリア済アクティビティは非表示になるため、状態をクリア済に変更すると、表示されるア
クティビティの数を減らすことができます。

注記:注記:

ロック済アクティビティは、クリアできません。

問題が解決されても、ロックされたアラートが自動的にクリアされない場合は、REST APIの PUT /r
est/alerts/{id}?force=trueを使用して、ロックされたアラートをクリアできます。

詳しくは、以下の情報を参照してください。

HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンス

HPE OneView APIリファレンスHPE SynergyHPE OneView APIリファレンスHPE Synergy

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、またはインフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから、アクティビティを選択して画面を移動します。

2. 1つのアクティビティを選択するには、1つの行をクリックします。

複数のアクティビティを選択するには、Ctrlキーを押したままクリックします。

3. アクション > クリアの順に選択します。

4. クリアしたアクティビティがアクティビティ画面に表示されていないことを確認します。

アクティビティを絞り込むと、クリアしたすべてのアクティビティを表示できます。

または、最後の列にあるxをクリックすると、1つのアクティビティをクリアできます。
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アクティビティの絞り込みアクティビティの絞り込み

アクティビティビューまたはアクティビティのフィルターサイドバーのいずれかから、アクティビティリストの表示を
絞り込むと、特定のアクティビティを探しやすくなります。アクティビティビューまたはフィルターサイドバーの既存
のフィルターをカスタマイズすることはできませんが、検索ボックスに検索クエリを手動で入力して、アクティビティ
をフィルター処理することはできます。

フィルター条件を組み合わせて、結果を調整できます。例えば、アクティビティリストを絞り込んで、直近の7日間の
うちに発生し、所有者に割り当てられていないクリティカルなアラートだけを表示できます。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、ストレージ管理者、バックアップ管理者、読み取り専用、またはイ

ンフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから、設定 > アクティビティの順に選択します。

2. フィルターのサイドバーのタイプで、アラートまたはタスクを選択します。

3. オプション。リセットをクリックして、フィルター条件をデフォルト値に戻します。

また、この操作は、 スマート検索ボックスをクリアします。

4. アクティビティビューから、値を選択してアクティビティを絞り込みます。

選択したフィルター条件は、スマート検索ボックスに反映されます。

5. オプション。フィルタリングの結果を昇順または降順にソートします。
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クリアしたアクティビティをアクティブ状態にリストアクリアしたアクティビティをアクティブ状態にリストア

注記:注記:

この手順は、ロックされたアクティビティには適用されません。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、またはインフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューからアクティビティを選択します。

2. アクティビティをクリックして選択します。

複数のアクティビティを選択するには、Ctrlキーを押したままクリックします。

3. アクション > リストアの順に選択します。

4. アクティビティが、アクティブな状態でアクティビティ画面に表示されることを確認します。
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アクティビティの表示アクティビティの表示

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、インフラストラクチャ管理者、バックアップ管理者、読み取り専用

手順手順

1. メインメニューからアクティビティを選択します。

2. 目的のアクティビティが画面に表示されない場合は、アクティビティのリストを絞り込みます。

3. アクティビティを選択するには、行内の任意の場所をクリックします。もう一度クリックすると、選択が解除され

ます。または、別のアクティビティをクリックして最初のアクティビティを選択解除し、2番目のアクティビティを

選択できます。

4. アクティビティに関するすべての詳細を表示するには、展開アイコン（ ）を使用します。

アプライアンスがまだアラートを受信しているときにアラートを読むには、さらに表示機能を使用して画面表示を

固定します。

アクティビティを受信時に表示するには、トップをクリックしてアクティビティリストの一番上までスクロールし

ます。これにより、最新のアクティビティが受信時に表示されます。
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ダッシュボードダッシュボード

この項には、表示される情報タイプ、グラフの読み取り方、ダッシュボードのカスタマイズ方法など、ダッシュボード
に関する情報が含まれます。

ダッシュボードには、一連のグラフによって、アプライアンスの全体的なヘルス、およびデータセンターのリソースの
容量の概要が表示されます。

操作内容操作内容

ダッシュボードのグラフの解釈方法

事前に定義されたダッシュボードパネルの追加

カスタムダッシュボードパネルの編集

ダッシュボードパネルの移動

カスタムダッシュボードパネルの削除

ダッシュボードでのステータスに基づくリソース表

示の絞り込み

ダッシュボードのリセット

その他の操作

詳細情報詳細情報

ダッシュボードの初期化

ダッシュボードのカスタマイズ

アイコンの説明

ファームウェアアクティブ化操作スケジュールの表示
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ダッシュボードの初期化ダッシュボードの初期化

はじめてアプライアンスにログインすると、ダッシュボードには何も表示されません。これは、リソースがまだ構成さ
れていないためです。

はじめてアプライアンスにログインした場合は、リソースおよびHPE OneViewの初期構成を参照して、データセンター
環境を定義し、インフラストラクチャをアプライアンスの管理下に置いてください。

ガイド付きセットアップ > OneView環境のカスタマイズビューで選択したオプションによって、デフォルトで各役割の
ダッシュボードに表示されるパネルが決まります。

ダッシュボードの初期化 204



ダッシュボードについてダッシュボードについて

ダッシュボードのグラフでは、アプライアンスと、データセンターの管理対象リソースの全般的なヘルスとステータス
が視覚的に表現されます。ダッシュボードから、注意を要するリソースをすぐに確認できます。注意を要するリソース
に直接アクセスするには、リソース名をクリックします。

アプライアンスにログインするたびに、ダッシュボードの画面が最初に表示されます。ダッシュボードのグラフは、メ
インメニューからダッシュボードを選択すれば、いつでも確認できます。

ダッシュボードには、割り当てられたユーザー役割に関連付けられている最も関連性の高いリソースのステータスが表
示されます。ネットワークおよびストレージのロールなど、複数のロールが割り当てられている場合は、デフォルトの
ダッシュボードに、各ロールでダッシュボードに表示されるリソースの組み合わせが表示されます。リソースのパネル
を追加、削除、および移動して、表示をカスタマイズすることができます。
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ダッシュボードのダッシュボードのグラフグラフの解釈方法の解釈方法

ダッシュボードのグラフの色で、報告されているデータをすばやく解釈することができます。

色色 意味意味

緑色 ヘルスが良好なステータス

黄色 注意を要する可能性のあるイベントが発生

赤色 ただちに注意を要するクリティカルな状態

青色 ステータスグラフでは、測定されているデータと一致するリソースインスタンス（青色だけの
グラフは100%を示します）

カスタムグラフでは、属性の値の違い（青色の明るさによる）

ライトグレー 測定対象のデータと一致しないリソースインスタンス（青色と組み合わせて使用し、合計で
100%になります）

ダークグレー OK、警告、またはクリティカル以外のステータス、つまり無効または不明のステータスを
報告しているリソースインスタンス

専用ディスプレイ専用ディスプレイ

ポインターをグラフ部分の上に置くと、その部分によって表されるリソースインスタンスの数が表示されます。同じグ
ラフの別の部分に置くと、グラフの中央に表示されるテキストとカウントが変化します。グラフ部分をクリックする
と、その部分が表すステータスまたは値によってフィルタリングされたリソースページが表示されます。

ダッシュボードを小さい画面で表示すると、複数のグラフがあるリソースではグラフが垂直に配置され、スクロール
バーを使用して各グラフに移動できます。

グラフタイプグラフタイプ 説明説明

ステータス リソース名の横に表示される数字は、そのリソースの、アプライアンスが認識しているリソー
スインスタンスの合計数を示します。リソース名をクリックしてリソースのメイン画面を表示
して、ヘルスとステータスの詳細情報を表示します。

ステータスグラフでは、無効になっているかアプライアンスによって管理されていないために
情報を報告していないリソースの数も確認できます。

プロファイル付き
サーバー

グラフが単色でない場合は、ポインターをグラフに合わせると、サーバープロファイルが割り
当てられていないサーバーの数が表示されます。

ブレードベイ ブレードベイグラフでは、すべての管理対象エンクロージャーベイにあるサーバーハードウェ
アインスタンスの数が報告されます。

グラフが単色でない場合は、ポインターをグラフに合わせると、空のエンクロージャーベイの
数が表示されます。

メンテナンスモード
のサーバー

表示される数は、現在メンテナンスモードになっているサーバーの総数を示します。紫色の
バーは、メンテナンスモードではないサーバーを示します。

サンプルの表示サンプルの表示

グラフに表示されるデータを解釈する方法については、図の後に示されている番号付きの説明を参照してください。
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番号番号 説明説明

1 リソース名をクリックしてリソースのメイン画面を表示し、詳細を確認します。隣接する数字は、アプ
ライアンスによって管理されているそのリソースのインスタンスの数を示します。この例では、アプラ
イアンスに追加されるサーバープロファイルは1つだけです。

2 ダッシュボードパネルにポインターを合わせると、 サーバープロファイルパネルに表示されるような
追加のアイコンが表示されます。

削除（x）アイコンを使用すると、ダッシュボードからパネルが削除されます。

移動（ ）カーソルを使用すると、ダッシュボード上の異なる位置にパネルを移動できます。

カスタムパネルの場合、編集（ ）アイコンで、カスタムパネルを編集できます。

3 アクティブアラートリソースのグラフ例には、4つがクリティカル状態で1つが警告状態を報告してい
る合計5つのアクティビティが表示されます。

すべてのリソースを表示するには、リソース名をクリックします。問題を具体的に確認するには、リン
グチャートの黄色または赤色の部分をクリックして、原因の調査を開始します。

4 アイコンを使用すると、カスタムパネルまたは事前に定義されたパネルを追加してダッシュボード
をカスタマイズできます。

5 アプライアンスアラート領域には、通常はバックアップやライセンスの問題など、アプライアンス関連
の重要なアラートの概要が表示されます。ほかのリソースに関連するアラートはここには含まれませ
ん。

1つのアプライアンスアラートが検出された場合は、そのアラートテキストがここに表示されます。複
数のアラートの場合は、アラートの数が表示されるので、アプライアンスをクリックして直接アクティ
ビティ画面に移動し、アプライアンス関連のすべてのアラートを絞り込んで表示できます。

6 ストレージプールリソースのグラフ例には、合計11のストレージプールリソースのインスタンス（1つ
がクリティカル）が表示されます。その他として表示されるグラフのダークグレーの部分にポイン
ターを合わせると、無効および不明のステータスのリソースインスタンス数が表示されます。

7 イーサーネットネットワークグラフは、ユーザーが自分に割り当てられているイーサーネットネット
ワークの数を定義している、カスタマイズされたパネルを示します。
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ダッシュボードのカスタマイズダッシュボードのカスタマイズ

興味のあるパネルが表示されるようにダッシュボードをカスタマイズできます。

次のオプションを使用して、2種類のグラフを作成できます。

ステータス：グラフには、すべてのリソースのステータスが表示されます。

カスタム：グラフには、指定されたグラフ部分の定義に従って、リソースの数が表示されます。

未割り当てのアラートやサーバープロファイルなど、事前に定義されたパネルのセットから選択できます。

ダッシュボードを追加できます。

ダッシュボードクエリを使用して、表示するデータを選択し、独自のカスタムパネルを作成または編集できます。

必要に応じて、ダッシュボードでパネルを再調整または移動できます。

不要になったら、パネルを削除できます。

注記:注記:

ダッシュボードのカスタマイズ内容をクリアし、ダッシュボードをデフォルトに戻すには、ダッシュ
ボードのリセットを参照してください。
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ダッシュボードクエリを使用したカスタムパネルの作成ダッシュボードクエリを使用したカスタムパネルの作成

ダッシュボードクエリを使用してリソースをフィルタリングし、興味のある結果を使用して、ダッシュボードにカスタ
ムパネルを作成します。クエリの一般的な構造は、 name:valueという形式です。さらに、複数のクエリを並べて、
選択内容をさらにフィルタリングできます。例えば、過去7日間に作成されたロック済みアラートを表示するには、次
の図に示すように、  created:<7d state:Active state:Locked というクエリ形式を使用します。
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ダッシュボードクエリの例ダッシュボードクエリの例

選択したリソース選択したリソース クエリ構文の例クエリ構文の例 検索結果検索結果

すべて created:<7d state:Active State:Lo
cked

過去7日間でロック状態のすべてのア
ラート

すべて labels:yourname yournameというラベルの付いたすべ
てのリソース

アラート owner:yourname yournameに割り当てられているすべ
てのアラート

サーバーハードウェア model:"ProLiant BL460c Gen8"
model:"ProLiant BL465c Gen8"

すべてのサーバー（モデル別）

サーバープロファイル created:<7d 過去7日間に作成されたすべてのサー
バープロファイル
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カスタムパネルのグラフ部分の作成カスタムパネルのグラフ部分の作成

グラフのデータの独自の部分を作成できます。次の図に示すように、部分にラベルを付け、それらに対するクエリを作
成できます。

番号番号 説明説明

1 カスタムパネルのタイトル

2 グラフィックの下に表示される表題。

3 最初のグラフ部分のラベル：グラフのこの部分にポインターを合わせると、数とラベル名が中央に表示
されます。2番目と3番目のグラフ部分は薄い網掛けで表示されます。

4 その他のラベル：グラフの「その他」の部分にポインターを合わせると、数とその他のラベル名が中央
に表示されます。
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ダッシュボードパネルの追加ダッシュボードパネルの追加

ユーザーはだれでも、事前に定義されたパネルまたはカスタマイズされたパネルをダッシュボードに追加できます。
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事前に定義されたダッシュボードパネルの追加事前に定義されたダッシュボードパネルの追加

手順手順

1. アイコンをクリックして、追加をクリックして追加ダイアログボックスを開きます。

2. パネルのリストから、目的の、事前に定義されたパネルを選択します。

3. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のダッシュボードパネルを追加します。

4. ダッシュボード画面にパネルが表示されていることを確認します。
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カスタムダッシュボードパネルの追加カスタムダッシュボードパネルの追加

手順手順

1. ダッシュボードの右上隅にある アイコンをクリックして、追加をクリックして追加ダイアログボックスを開きま

す。

2. パネルについて、カスタムを選択します。

3. リソースのタイプ、タイトル、およびオプションのダッシュボードクエリを選択します。

4. データセットの下でタイプを選択します。

ステータスを選択した場合は、手順7をスキップしてください。

カスタムを選択した場合は、手順5に進みます。

5. グラフのキャプションを入力します。

6. スライスの追加をクリックしてスライスの追加ダイアログボックスを開き、カスタムグラフにグラフ部分を追加し

ます。

7. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のダッシュボードパネルを追加します。

8. ダッシュボード画面にパネルが表示されていることを確認します。

カスタムダッシュボードパネルの追加 214



カスタムダッシュボードパネルの削除カスタムダッシュボードパネルの削除

表示されたダッシュボードからダッシュボードパネルを削除できます。

手順手順

1. xが表示されるまで、ダッシュボードパネルにポインターを合わせます。

2. xアイコンをクリックします。

3. 確認メッセージを確認して、はい、削除しますをクリックします。

注記:注記:

確認ダイアログボックスは、カスタムダッシュボードパネルにのみ表示され、ダッシュボードのデ

フォルトパネルには表示されません。
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カスタムダッシュボードパネルの編集カスタムダッシュボードパネルの編集

カスタムダッシュボードパネルを編集して、タイトルまたはクエリを変更します。

手順手順

1. が表示されるまで、ダッシュボードパネルにポインターを合わせます。

2.  アイコンをクリックします。

3. 画面に表示された値を編集します。

4. OKをクリックして変更を適用します。

5. ダッシュボード画面で変更を確認します。
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ダッシュボードでのステータスに基づくリソース表示の絞り込みダッシュボードでのステータスに基づくリソース表示の絞り込み

リソースのヘルスステータスに基づいてリソースの表示を絞り込み、警告やクリティカル状態のリソースのトラブル
シューティングを行うには、リングチャートの黄色または赤色の部分をクリックします。

ステータスグラフが異常なステータス（クリティカルや警告など）のリソースの1つ以上のインスタンスを報告して
いるときにトラブルシューティングを行うには、以下の手順を実行します。

この手順では、例として、クリティカルステータスのエンクロージャーを使用します。ただし、この手順を実行する
と、任意のステータスを選択して、そのステータスでフィルターされたリソースに移動できます。

手順手順

1. ダッシュボード > エンクロージャーのステータスのグラフで、リングチャートの赤い部分をクリックして、クリ

ティカルと思われるリソースを表示します。

エンクロージャーでは、リングチャートの中央にクリティカルなリソースの数が表示されます。

2. エンクロージャーのデフォルトのフィルター表示をリセットするには、フィルターサイドバーでリセットをクリッ

クします。

または、フィルターサイドバーですべてのステータスを選択します。
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ダッシュボードパネルの移動ダッシュボードパネルの移動

ダッシュボード画面でダッシュボードパネルを移動できます。

手順手順

1. カーソルが次に変わるまで、ダッシュボードパネルのタイトルの右側にポインターを合わせます。

2. このカーソルが表示されたら、パネルをクリックし、目的の位置にドラッグします。
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ダッシュボードのリセットダッシュボードのリセット

ダッシュボードをリセットして、ダッシュボードのカスタマイズ内容をクリアし、ユーザーの役割のデフォルト設定に
ダッシュボードをリストアできます。

手順手順

1. ダッシュボードの右上隅の アイコンをクリックし、リセットをクリックします。

2. 確認メッセージを確認して、はい、リセットしますをクリックします。
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ファームウェアアクティブ化操作スケジュールの表示ファームウェアアクティブ化操作スケジュールの表示

ファームウェアアクティブ化操作スケジュールがサーバープロファイルで構成されたら、HPE OneViewダッシュボード
からそれを表示できます。
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データセンターデータセンター

データセンターは、IT機器を含むラックが配置されている物理的に連続した領域を表します。例えば、IT機器が2つの
部屋または別々のフロアにあるとします。その場合は、それらの各エリアにデータセンターを作成できます。

データセンター内のサーバー、エンクロージャー、または配電デバイスはそれぞれ所要電力を報告できますが、データ
センターの電力および冷却の要求を全体として把握するのは困難な場合があります。アプライアンスを使用すると、
サーバー、エンクロージャー、および電力供給デバイスの電力および冷却の管理を1つの管理システムにまとめること
ができます。

知りたい情報知りたい情報

データセンターの追加

データセンターのプロパティの変更

データセンターのレイアウトの変更

データセンターの編集

Remote Support設定の編集

データセンターのビジュアル化のビューの操作

アプライアンスからのデータセンターの削除

データセンターのラックの最高温度の表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

冷却および電力のデータの表示

データセンター

データセンターのレイアウト

データセンターの温度の監視
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データセンターリソースのプランニングデータセンターリソースのプランニング

アプライアンスのインストールの前提条件を満たすように環境を整えるタスクに加えて、データセンターリソースを追
加する前に完了することをお勧めするプランニングタスクがあります。このプランニングタスクを実行すると、アプラ
イアンスの機能を最大限に活用し、管理者による監視と管理が簡単になるデータセンターの構成を作成できます。
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データセンターの数データセンターの数

アプライアンスデータセンターリソースは、IT機器を含むラックが配置されている物理的に連続した領域を表します。
アプライアンスでデータセンターを作成して研究室またはコンピュータールームの一部を記述することで、有用なグ
ループ分けを行って環境および電力と温度の要件の概要を示します。

データセンターを使用して、環境の物理トポロジと電源システムを記述する作業は省略可能です。複数のデータセン
ターを作成する場合は、他のリソースの名前にデータセンターの情報を追加して、アプライアンスの検索機能を使用し
てデータセンター別に結果をフィルター処理できるようにすることを検討してください。
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サーバーハードウェアを管理または監視する必要がある場合サーバーハードウェアを管理または監視する必要がある場合

エンクロージャーをHPE OneViewに追加して、それらを管理または監視するかどうかを決定します。

詳細情報詳細情報

サーバーハードウェアの監視と管理
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セキュリティのプランニングセキュリティのプランニング

アプライアンスのセキュリティ機能の詳細とアプライアンスの保護の概要については、設定：セキュリティを参照して
ください。
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データセンターのネットワークスイッチの準備データセンターのネットワークスイッチの準備

Virtual Connectインターコネクトモジュールに接続するデータセンターのネットワークスイッチのスイッチポート
は、データセンタースイッチポート要件に記載されているとおりに構成する必要があります。ネットワークトラフィッ
クも、アクティブ/アクティブおよびアクティブ/スタンバイ構成に記載されているとおりに考える必要があります。
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デュアルスタック実装のプランニングデュアルスタック実装のプランニング

ネットワーク管理システムでは、同じネットワークインフラストラクチャでIPv4またはIPv4/IPv6の通信プロトコルを
使用することができます。デフォルトのプロトコルはIPv4です。IPv4プロトコルとIPv6プロトコルでインターコネクト
を管理すると、IPv4のプライマリアドレスで接続に失敗した場合に、ネットワークアドレスの冗長が確保されます。

アプライアンスがIPv6管理ネットワーク上でインターコネクトを使用して通信するには、IPv4/IPv6デュアル通信ス
タック構成が必要です。

エンクロージャー用のデュアルスタックプロトコルを設定するには、Onboard Administratorを使用してIPv4および
IPv6アドレスタイプを有効にします。
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リソース名のプランニングリソース名のプランニング

各画面のバナーには、スマート検索スマート検索機能があります。これにより、リソース名のインスタンス、シリアル番号、WWN、
IPアドレス、MACアドレスなどのリソース固有の情報を検索できます。通常、リソースのマスターウィンドウに表示さ
れる情報は、どれでも検索できます。

ネットワーク、ネットワークセット、エンクロージャー、エンクロージャーグループ、論理インターコネクトグルー
プ、およびアップリンクセットの標準命名規則を定義すると、それらのリソースを簡単に識別して、UIで効率的に検索
またはフィルター処理できます。

リソース名を選択するときは以下の点を考慮してください。

名前の変更の必要性を最小限に抑え、ネットワーク関連のリソースを簡単に識別できるように、次の情報を含む名

前を付けることを検討します。

リソースの目的。以下に例を示します。

本番環境ネットワークリソースの場合は prod

開発ネットワークリソースの場合は dev

タグ付きネットワークの場合はVLAN ID

注記:注記:

複数のタグ付きネットワークを同時に作成している（複数のネットワークを一括作成している）場

合は、ネットワークの名前にアンダースコア（_）とVLAN IDが自動的に付加されます。例えば、

Dev_101のようになります。

エンクロージャーの左側または右側を使用するリソースを区別するための識別子。以下に例を示します。

leftと right

A と B

1 と 2

推奨される命名規則に従ってネットワークに名前を付けた例を以下に示します。

dev_1105_A

prod_1102_1

test_1111_left

サーバープロファイルで複数のネットワーク接続を使用する場合は、1つのプロファイル接続で使用されるネッ

トワークをすべて含むネットワークセットを作成します。以下のような名前を選択します。

dev_nset_A

prodnset_1

testns_left

アップリンクセットの名前を変更すると、リソースが一時的にオフラインになる可能性があります。

名前を変更する必要性を最小限に抑え、アップリンクセットを簡単に識別できるように、次のような名前を付け

ます。

devUS_A

prodUS_1

testUS_left

アプライアンスでは、サーバーハードウェアなどのリソースの物理的な位置（データセンター名）に基づくフィル

ター処理をサポートしていません。データセンター名でフィルター処理できるようにするには、リソース名にデー

タセンター名を含む命名規則を選択します。

アプライアンスでは、リソースのモデル別のフィルター処理をサポートしています。そのため、サーバーハード

ウェアの名前にモデル番号を入れなくても、サーバーハードウェアを検索できます。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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アプライアンスには、多数のリソースに対してデフォルトの名前が用意されています。例：

エンクロージャーには Encln という名前が割り当てられます。nは、エンクロージャーが追加されるたびに1つ

ずつ増える数字です。

enclosure_name-LIは、論理インターコネクトのデフォルトの名前です。enclosure_nameはエンクロー

ジャーの名前です。

Datacenter 1 は、アプライアンスを初期化するときにデータセンターに割り当てられる名前です。

サーバーハードウェアタイプには、 BL460c Gen8 1 など、サーバーモデルに基づいて名前が割り当てられま

す。あるサーバーハードウェアタイプを標準として選択した場合、 Standardという単語や他の識別子を追加

するようにサーバーハードウェアタイプの名前を変更すると、管理者は選択する必要がある適切なサーバーハー

ドウェアタイプをすばやく特定できます。

リソースに略語を使用して短い名前を作成できます。以下に例を示します。

リソース名リソース名 標準的な略語標準的な略語

エンクロージャー Encl

エンクロージャーグループ EG、Group

論理インターコネクト LI

論理インターコネクトグループ LIG

アップリンクセット US

詳細情報詳細情報

リソースの検索
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データセンターアーキテクチャデータセンターアーキテクチャ

ラボフロアまたはコンピュータールームの一領域を表すデータセンターを作成すると、環境およびその電力および温度
要件を分析するためのグループ化が可能になります。

データセンターのレイアウトビューは、最後の24時間に記録された最高温度を示すように色分けされています。

デフォルトのデータセンター：Datacenter 1デフォルトのデータセンター：Datacenter 1

はじめてアプライアンスを初期化すると、 Datacenter 1 という名前のデータセンターが作成されます。このデータ
センターは、ラックをビジュアル化するための場所として用意されています。このデータセンターは、実際のデータセ
ンターの値やレイアウトに合わせて 名前変更または編集したり、データセンターのモデルを計画する基礎として利用
したり、悪影響を及ぼすことなく 削除したりできます。

注記:注記:

まだデータセンターに配置されていないラックは、既存の各データセンター（デフォルトのデータセン
ターの Datacenter 1 を含みます）の最後の列の末尾に表示されます。適切なデータセンターに配置す
る必要があるラックがあることを通知する警告メッセージが表示されます。

デフォルトのラック配置デフォルトのラック配置

ラックを管理対象としてアプライアンスに追加すると、アプライアンスは、そのラックの実際の位置がわからなくて
も、すべてのデータセンターにラックを表示します。配置されていないラックを含むデータセンターを表示すると、配
置されていないラックが表示されているという警告が表示されます。ラックをデータセンターに割り当てると、その
ラックはほかのデータセンターには表示されなくなります。

リソースがリストされていない場合は、リソースを追加する必要があります。以下の情報がデータセンター画面に表示
されます。

データセンターのリスト。

電力および冷却のデータ。

データセンターのラックを3Dでビジュアル化したもの。

ラックとその中のデバイスの最高温度。
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冷却および電力のデータの表示冷却および電力のデータの表示

アプライアンスは、データセンター内のデバイスの電力および冷却能力を判定するために使用できる次の詳細な ヘル
スデータを提供します。

画面のコンポーネン画面のコンポーネン
トト

説明説明

幅x奥行き 最大50 m（164.042フィート）。メートルまたは米国式による寸法。ブラウザーのロケール設定
によって決まります。

エレクトリカルディ
レーティング

デバイスを使用する際の、最大定格損失を下回る割合。ケース/本体の温度、周囲の温度、およ
び冷却のタイプに影響します。

ディレーティングの割合を指定するには、カスタムを選択します。または、なしを選択して、
最大定格損失にディレーティングを適用しないこともできます。デフォルト値： NA/JP（20%）
— 北米/日本

デフォルト電圧 220 V

電力コスト ユーザーが選択した通貨で指定される、kWhあたりのエネルギーコスト。

冷却容量 データセンターの最大冷却容量（KW単位）。アプライアンスは、この値を使用して熱生成を分析
します。

冷却マルチプライア データセンターの電力コストに対する冷却コストの比率。この値は、システムの冷却コストとシ
ステムの電力コストの比率を表します。デフォルト値の 1.5は、システムの冷却コストがシス
テムの電力コストの1.5倍になることを表します。

システムが消費するkWhに冷却マルチプライアを掛けると、冷却のkWhが得られます。アプライア
ンスは、電力消費を示すグラフにこの値を使用します。

データセンターの全体的な冷却が十分であっても、通気量の不足、過度の熱出力の集中、通路の末端の巻き込み気流と
いった要因で、十分に冷却されない領域が発生する可能性があります。冷却マルチプライアの値を見ることで、データ
センターの電力コストに対する冷却コストの比率を確認することもできます。

色を使ってラックの最高温度を表示する、3Dによるデータセンターのビジュアル化を利用して、冷却の問題を調査でき
ます。これを行うには、まずデータセンター内のラックの物理位置を入力する必要があります。データセンターの領域
ごとに、直近の24時間中に観測された最高温度を表示できます。ラックの温度制限を構成している場合は、ポインター
をラックに合わせると、その制限に違反していれば、それが表示されます。
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データセンターのレイアウトデータセンターのレイアウト

レイアウトページには、まだデータセンターに配置されていないラックが一覧表示されます。検索ボックスを使う
と、位置未定ラックリストを絞り込むことができます。位置未定ラックリストからラックをグリッドにドラッグする
か、ラックを選択して追加ボタンをクリックすることによって、グリッドにラックを追加することもできます。

番号番号 説明説明

1

データセンターとその中のラックの物理レイアウトを示す3D視覚表現。ラックの色は、ラック内で
直近の24時間の間に最高温度が最も高かったデバイスの最高温度を示します。

ラックの前面をクリックすると、その内容が表示されます。ポインターをラック内のデバイスに合
わせると、デバイス名、スロット番号、直近の24時間の最高温度、および最高温度になった時刻が
表示されます。デバイス名は、そのデバイスタイプに対応する画面の概要へのハイパーリンクに
なっています。

2
データセンターをビジュアル化したものを拡大（左）または縮小（右）する水平スライダー。ポイ
ンターをレイアウトパネルに合わせると表示されます。

3
データセンターの表示を水平方向に360度回転させるダイヤル。ポインターをレイアウトパネルに
合わせると表示されます。

4
データセンターの表示を横からの眺めから上から下の眺めに変更する垂直スライダー。ポインター
をレイアウトパネルに合わせると表示されます。

5
温度の範囲を表す垂直の色のスペクトル。これらの色は、データセンターのデバイスの温度データ
を示します。ポインターをバーに合わせると、それぞれの色が表す温度が表示されます。
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データセンターの温度の監視データセンターの温度の監視

データセンターリソースでは、データセンターのラックをビジュアル化したものが提供され、色分けのシステムを使用
してラックの最高温度が表示されます。この機能を有効にするには、まずデータセンターリソースを使用してラックの
物理的な位置とラック内のコンポーネントの位置を指定する必要があります。

温度をビジュアル化したものを使用して、データセンターの過冷却の領域を識別できます。最高温度が低い領域の通気
管を閉じて、冷却が不十分な領域への通気量を増やすことができます。データセンター全体が過冷却になっている場合
は、温度を上げて冷却コストを節約できます。

温度の収集およびビジュアル化の詳細温度の収集およびビジュアル化の詳細

ビジュアル化では、色分けのシステムを使用してラックの最高温度を表示します。ラックには、（周辺温度履歴の

レポートをサポートしているデバイスのうち）ラック内で最も高い最高温度を記録したデバイスの（直近の24時間

で）最も高い最高温度に基づいて色が付きます。

温度は、各デバイスから収集された温度の利用状況データを使用して判定されます。

バックグラウンドのデータ収集は1日に1回以上行われるため、報告されるラックの最高温度は過去48時間以内のも

のになります。

48時間以内に最高温度が観測されていないラックは、色で冷却状態が示されません（グレー）。
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データセンターのラックの最高温度の表示データセンターのラックの最高温度の表示

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

データセンターを作成して、その中にラックを配置していること。

データセンター内のラックの配置は、ラックの物理的な位置を正確に示していること。

ポリシーで制限が規定されている場合は、ラック画面を使用してラックの温度制限を指定していること（オプショ

ン）。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > データセンターの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、表示するデータセンターを選択してレイアウトパネルまでスクロールします。

3. 直近の24時間のラックの最高温度を表示するには、ポインターをラックに合わせます。

ツールヒントのメニューが開いて、最後の24時間の最高温度およびそのタイミングが表示されます。

4. ラックをクリックするか、ラックのツールヒントメニューにある詳細の表示リンクをクリックして、ラック内のデ

バイスを色分けでビジュアル化したものを表示します。
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データセンターの追加データセンターの追加

最初にデータセンターを追加してその寸法を指定することによって、データセンターの物理トポロジを定義します。次
に、その空間内で、エンクロージャー、サーバーハードウェア、および電力供給デバイスを含むラックを追加および配
置します。これで、アプライアンスを使用して、データセンター内のエンクロージャー、サーバー、および電力供給デ
バイスの電力と冷却を管理および監視できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > データセンターの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで+ データセンターの追加をクリックします。

b. アクション > 追加の順に選択します。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

注記:注記:

データセンターにラックを追加すると、ラック詳細ウィンドウの位置がアップデートされ、データセ

ンター名が表示されます。

3. 操作を完了する場合は追加をクリックし、別のデータセンターを追加する場合は追加+をクリックします。

4. マスターウィンドウでデータセンターが追加されていることを確認します。
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データセンターの編集データセンターの編集

データセンターを最新の状態に維持することにより、データセンターがIT機器を正確に表すようにできます。寸法、電
気特性、電力コストなどのデータセンターのプロパティを変更するには、編集画面の全般パネルを使用します。アプラ
イアンスは、これらのプロパティを使用して、データセンターの概要を示し分析を行います。

ラックを追加、再配置、および削除するには、編集画面のレイアウトパネルを使用します。
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データセンターのプロパティの変更データセンターのプロパティの変更

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > データセンターの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集するデータセンターを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックします。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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データセンターのレイアウトの変更データセンターのレイアウトの変更

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > データセンターの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集するデータセンターを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. オプション：データセンターにラックを追加します。

レイアウトレイアウトセクションで、以下のいずれかの操作を実行します。

位置未定ラック位置未定ラックリストからラックをドラッグし、グリッドにドロップします。

位置未定ラック位置未定ラックリストでラックを選択し、追加をクリックします。

ラックは、位置未定ラックのデフォルトの座標位置を使用して配置されます。

注記:注記:

ラックを作成すると、そのラックを特定のデータセンターに配置するまで、アプライアンスはその

ラックを既存のすべてのデータセンターに追加します。

3. オプション：データセンターのラックの位置を変更します。

レイアウトレイアウトグリッドで、以下のいずれかの操作を実行します。

ラックを新しい位置にドラッグします。

ラックを選択してダイアログボックスを開きます。新しいX座標とY座標を入力し、回転の角度を選択します。

ダイアログボックスを閉じて変更内容を保存するには、XXをクリックするか、ダイアログボックスの外側をク

リックします。

4. オプション：データセンターからラックを削除します。

レイアウトレイアウトグリッドで、以下のいずれかの操作を実行します。

グリッドからラックを位置未定ラック位置未定ラックリストにドラッグします。

ラックを選択してダイアログボックスを開きます。削除削除をクリックします。

5. OKをクリックします。

6. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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Remote Support設定の編集Remote Support設定の編集

連絡先は、アプライアンスごとに定義されます。ただし、連絡先は、データセンターに属しているエンクロージャーに
よって編集および継承できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > データセンターの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

a. アクション > Remote Support設定の編集の順に選択します。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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データセンターのビジュアル化のビューの操作データセンターのビジュアル化のビューの操作

データセンター画面の概要ビューまたはレイアウトビューで、拡大縮小したり、データセンターの表示角度を調整した
りできます。

注記:注記:

データセンタービューのコントロールは、ポインターをパネルに合わせるまで、概要ビューのレイアウ
トパネルに表示されません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. 水平スライダーを左へ動かすと拡大し、右へ動かすと縮小します。

2. 垂直スライダーを上下に動かすと、垂直方向の表示角度が変わります。

3. 回転ダイヤルをクリックしてドラッグすると、水平方向の表示角度が変わります。
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アプライアンスからのデータセンターの削除アプライアンスからのデータセンターの削除

以下の理由から、データセンターをアプライアンスから削除したい場合があります。

デフォルトのデータセンター（ Datacenter 1 ）を削除する

データセンターのレイアウトを変更する

いくつかのデータセンターを1つのデータセンターにまとめる

データセンターの所有権の変更後にクリーンアップを実行する

注記:注記:

データセンターを削除しても、データセンターに配置されているリソースは削除されません。すべての
ラックが、ほかのデータセンターに配置できるようになります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > データセンターの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するデータセンターを選択してアクション > 削除の順に選択します。

3. メッセージがある場合はそれを確認し、はい、削除しますをクリックしてデータセンターを削除します。

4. マスターウィンドウでデータセンターが削除されていることを確認します。
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データセンターのラックの最高温度の表示データセンターのラックの最高温度の表示

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

データセンターを作成して、その中にラックを配置していること。

データセンター内のラックの配置は、ラックの物理的な位置を正確に示していること。

ポリシーで制限が規定されている場合は、ラック画面を使用してラックの温度制限を指定していること（オプショ

ン）。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > データセンターの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、表示するデータセンターを選択してレイアウトパネルまでスクロールします。

3. 直近の24時間のラックの最高温度を表示するには、ポインターをラックに合わせます。

ツールヒントのメニューが開いて、最後の24時間の最高温度およびそのタイミングが表示されます。

4. ラックをクリックするか、ラックのツールヒントメニューにある詳細の表示リンクをクリックして、ラック内のデ

バイスを色分けでビジュアル化したものを表示します。
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エンクロージャーエンクロージャー

エンクロージャー画面には、エンクロージャーに組み込まれているデバイス、インターコネクト、ファン、電源装置の
物理的なビューとステータスが表示されます。エンクロージャー画面を使用して、エンクロージャーを追加または削除
したり、エンクロージャーのデバイス、インターコネクト、ファン、電源装置を表示したりします。

知りたい情報知りたい情報

エンクロージャーの追加

エンクロージャーの追加とそのハードウェアの監視

管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェ

アの追加

非管理HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの管

理対象化

現在別の管理システムによって管理されているHPE

BladeSystem c7000エンクロージャーの獲得

エンクロージャーのRemote Supportデータの収集

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリ

プトを使用したエンクロージャーの構成

別の管理システムによって現在監視されているエン

クロージャーの強制的な追加

削除操作に失敗した場合のエンクロージャーの強制

的削除

監視対象のHPE BladeSystem c7000エンクロージャー

の管理対象ステータスへの移動

クイックスタート：HPE 3PAR StoreServストレージ

に直接接続するHPE BladeSystem c7000エンクロー

ジャーおよびサーバーブレードの構成

クイックスタート：1つの論理インターコネクトグ

ループを持つHPE BladeSystem c7000エンクロー

ジャーの追加と、そのサーバーブレードのネット

ワークへの接続

エンクロージャーの構成の再適用

エンクロージャーの更新によるエンクロージャーと

HPE OneViewの再同期

既存のエンクロージャーからのサーバーの取り外し

HPE OneViewからのエンクロージャーの削除

その他の操作。

詳細情報詳細情報

HPE BladeSystemエンクロージャー

エンクロージャー構成オプション

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの管理の効果

管理のためにエンクロージャーを追加する際のファーム

ウェアオプション

管理対象および監視対象エンクロージャー

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーをHPE OneView

に取り込むための前提条件

エンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンス

エンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブ

ルシューティング
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HPE BladeSystemエンクロージャーHPE BladeSystemエンクロージャー

エンクロージャーは、コンピュート、ネットワーキング、およびストレージのビルディングブロックをサポートするデ
バイスベイを搭載した物理的な構造物です。これらのビルディングブロックは、エンクロージャーの共通電源、冷却機
構、および管理インフラストラクチャを共有します。

HPE BladeSystemエンクロージャー 244



エンクロージャー構成オプションエンクロージャー構成オプション

名前名前

エンクロージャーに関連付けられている論理エンクロージャーの名前。エンクロージャーの名前を変更すると、サー
バーハードウェアとインターコネクトに新しい名前が割り当てられます。

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの場合、HPE BladeSystem Onboard Administratorから名前を変更することも
できます。

注記:注記:

エンクロージャーの名前を変更しても、論理インターコネクトの名前は変更されません。論理エンク
ロージャー名が変更された場合、論理インターコネクト名が変更されます。

ライセンスライセンス

ライセンスタイプは、新しいサーバーハードウェアがエンクロージャーに挿入されたときに自動的に適用されます。 H
PE OneView Advanced、 HPE OneView Advanced w/o iLO 、または HPE OneView Standard 。

パーティションパーティション

パーティションパネルは、HPE Integrity Superdome Xエンクロージャー内のハードパーティションを表示します。
ハードパーティションは、単一サーバーとして動作する1つまたは複数のサーバーブレードで構成されています。エン
クロージャー内の各パーティションが表示され、サーバーハードウェアに関連付けられます。

詳細情報詳細情報

ファームウェアバンドル

スコープ

利用状況パネル

エンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブルシューティング
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HPE OneViewHPE OneViewとの接続および同期との接続および同期

HPE OneViewは、エンクロージャーの接続ステータスを監視します。HPE OneViewがエンクロージャーとの接続を失った
場合は、接続がリストアされるまで通知が表示されます。HPE OneViewは接続の問題を解決してアラートを自動的に消
去しようとしますが、それができなかった場合は、ユーザーが問題を解決し、手動でエンクロージャーを更新して同期
させる必要があります。

HPE OneViewは、エンクロージャーをハードウェアおよび構成設定の変更とも確実に同期させるようにします。ただ
し、HPE OneViewの外で（例えばHPE BladeSystem Onboard Administratorから）エンクロージャーに加えられた変更の
一部は、エンクロージャーで同期されない場合があります。HPE OneViewとの同期が失われたエンクロージャーは、手
動による更新が必要になる場合があります。

エンクロージャー画面からエンクロージャーを更新することによって、エンクロージャーをHPE OneViewと手動で同期
させることができます。エンクロージャーを更新すると、そのエンクロージャー内のすべてのデバイスが更新されま
す。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーの更新によるエンクロージャーとHPE OneViewの再同期
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エンクロージャーのグラフィック表示エンクロージャーのグラフィック表示

エンクロージャー画面には、エンクロージャーとインターコネクトコンポーネントの物理的なビュー、およびハード
ウェア仕様のリストが表示されます。リソースがリストされていない場合は、リソースを追加する必要があります。

フロントビューフロントビュー

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーエンクロージャーの前面のグラフィック表示。デバイスと電源装置が表示さ
れます。個々のベイにポインターを合わせると、デバイス情報と構成の詳細のリンクが表示されます。

リアビューリアビュー

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの背面のグラフィック表示。インターコネクト（管理対象エンクロージャー
の場合）とファンが表示されます。個々のベイにポインターを合わせると、デバイス情報と構成の詳細のリンクが表示
されます。

詳細情報詳細情報

スコープ

利用状況パネル

利用状況のグラフとメーター

エンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブルシューティング
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エンクロージャーのRemote SupportエンクロージャーのRemote Support

デバイスに対してRemote Supportを有効にすると、そのデバイスのRemote Support設定を構成および編集できます。

サポートIDは、デバイスのシリアル番号と製品番号に基づいています。HPE OneView Remote Supportは、新しい製品番
号およびシリアル番号に対して資格付与します。資格付与は、新しいサポートケースを処理するサポートセンターの担
当者によって再度確認されます。

新しいシリアル番号または製品番号を入力することで、HPE OneViewによって提供されたシリアル番号または製品番号
をオーバーライドすることができます。

注記:注記:

契約の値をオーバーライドするには、値が正しいものでなければなりません。

注記:注記:

契約および保証情報を更新するには、アクション > 契約および保証のアップデートの順に選択します。

詳しくは詳しくは

エンクロージャーでのRemote Supportの有効化

Remote Supportの編集

Remote Supportの有効化

保証と契約
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管理対象および監視対象エンクロージャー管理対象および監視対象エンクロージャー

エンクロージャーは、コンピュート、ネットワーキング、およびストレージモジュールをサポートするデバイスベイを
搭載した物理的な構造物です。これらのモジュールは、エンクロージャーの共通電源、冷却機構、および管理インフラ
ストラクチャを共有します。

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーは、管理対象または監視対象のいずれかのエンクロージャーとしてHPE
OneViewに追加されます。

HPE Integrity Superdome Xエンクロージャーは、監視対象エンクロージャーとしてHPE OneViewに追加されます。

管理対象

HPE OneViewはエンクロージャーを管理して、構成の適用、サーバープロファイルの展開、動作ステータスの監
視、統計情報の収集、およびユーザーに対する特定の状態の通知を行えるようにします。管理対象エンクロー
ジャーには、HPE OneView AdvancedまたはHPE OneView Advanced w/o iLOライセンスが必要です。ライセンスタ
イプ：サーバーハードウェアを参照してください。

監視対象

HPE OneViewはハードウェアのインベントリおよびハードウェアステータスだけを監視します。監視対象エンク
ロージャーの場合、サーバープロファイルの管理はHPE OneView内で許可されていません。監視対象エンクロー
ジャーは、無償のHPE OneView Standardライセンスを使用します。ライセンスタイプ：サーバーハードウェアを
参照してください。
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管理対象管理対象HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャー

管理対象となるエンクロージャーの追加により、構成の適用、サーバープロファイルの展開、動作ステータスの監視、
統計情報の収集、およびユーザーに対する特定の状態の通知を行うことができます。管理対象エンクロージャーを HPE
OneViewに追加するにはさまざまな方法があります。

新規のエンクロージャー（別のシステムが管理しないもの）を環境に追加追加する。既存の構成設定は消去され、HPE

OneViewには取り込まれません。

注記:注記:

強制的に別の管理システムからエンクロージャーを追加することができます。ただし、その場合、現在
管理されているすべてのすべての現在の構成設定が削除されます。この構成設定はHPE OneViewにはインポートさ
れません。

管理対象となるエンクロージャーの追加には、HPE OneView AdvancedまたはHPE OneView Advanced w/o iLOライセンス
が必要です。

HPE ProLiantHPE ProLiant G6および G6およびHPE ProLiantHPE ProLiant G7 BL680cサーバーブレード G7 BL680cサーバーブレード

HPE ProLiant G6サーバーブレードまたは HPE ProLiant BL680cサーバーブレードが含まれる、管理対象となるエンク
ロージャーを追加する場合は、以下が発生します。

これらのサーバーブレードは、HPE OneViewに監視対象状態で追加されます。

管理対象エンクロージャー内にある場合でも、HPE OneView Standardライセンスがこれらのサーバーにのみ自動的

に適用されます。

これらのサーバーのファームウェアは、エンクロージャーの追加中にアップデートされません。サーバーのファー

ムウェアは、エンクロージャーを追加した後で手動で（HPE OneViewの外部で）アップデートする必要があります。

詳しくは詳しくは

監視対象HPE BladeSystem c7000エンクロージャー

管理のためにエンクロージャーを追加する前に

サーバーハードウェアのライセンスタイプ
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HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの管理の効果の管理の効果

エンクロージャーがHPE OneViewによって管理されているときは、以下のiLOエンクロージャー設定が有効です。

特権のある、共通な名前の管理アカウント（_HPOneViewAdmin）は、各iLOインターフェイスごとにランダムに定義

された一意のパスワードで作成されます。

注記:注記:

ランダムに生成されたパスワードは、英数字と特殊文字から作成され、長さは38文字（iLOでサポート

される最大値）です。

SNMPが有効になり、アプライアンスがSNMPトラップ宛先として追加されます。

Network Time Protocol（NTP）が有効になり、アプライアンスがNTPタイムソースになります。

NTPのデフォルトポーリング間隔が8時間に設定されます。

アプライアンス証明書がインストールされ、シングルサインオン操作が有効になります。

エンクロージャーファームウェア管理が無効になります（監視対象エンクロージャーを除く）。

Service Pack for ProLiantを備えたエンクロージャーを追加する場合、HPE BladeSystem Onboard

AdministratorとインターコネクトのファームウェアがService Pack for ProLiant内のバージョンと一致するよう

にアップデートされます。エンクロージャー内の各論理インターコネクトにもベースラインが設定されます。
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管理のためにエンクロージャーを追加する前に管理のためにエンクロージャーを追加する前に

管理のためにエンクロージャーを追加する前に、以下の点を検討してください。

エンクロージャーのすべてのインターコネクト用に単一または複数の論理インターコネクトのどちらが必要ですか?

新しいエンクロージャーグループを作成しますか? それとも既存のエンクロージャーグループを使用しますか?

既存のエンクロージャーグループでは、新しいエンクロージャーにそのグループの構成が適用されます。エンク

ロージャーのインターコネクトが、エンクロージャーグループに関連付けられた論理インターコネクトグループ

に従って自動的に構成されます。

複数論理インターコネクト構成の場合は、複数の論理インターコネクトグループを含む既存のエンクロージャー

グループを選択します。

新しいエンクロージャーグループは、追加するエンクロージャーに基づいて構成を作成し、エンクロージャー内

のすべてのインターコネクトに対して単一の論理インターコネクトを自動的に作成します。

エンクロージャーグループを作成する場合は、グループの一意の名前を入力します。新しい論理インターコネクト

グループを作成しますか? それとも既存の論理インターコネクトグループを使用しますか?

既存の論理インターコネクトグループでは、インターコネクトにそのグループの構成が適用されます。

新しい論理インターコネクトグループでは、エンクロージャーで検出されたインターコネクトに基づいて構成が

作成されます。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーグループ

論理インターコネクトグループ

エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ
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HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーををHPE OneViewHPE OneViewに取り込むための前提に取り込むための前提

条件条件

番号番号 要件要件

エンクロージャーのモ
デル

エンクロージャーは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスに記載されている、サポート対象の

モデルであること。

エンクロージャーの電源がオンになっていること。

サーバーハードウェア エンクロージャーに設置されているサーバーハードウェアが、サーバーハードウェアをアプラ
イアンスに取り込むための前提条件に記載されている前提条件を満たしていること。

ファームウェア エンクロージャーファームウェアが、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスに記載されているサ

ポート対象の最小のファームウェアバージョンであること。

Onboard
Administrator

プライマリおよびスタンバイHPE BladeSystem Onboard Administratorが、ホスト名またはIP
アドレスを使用して構成されており、HPE OneViewからアクセスできる必要があります。

Onboard Administratorを管理下に置く作業の一環として、ローカルユーザーアカウントを追
加して、ローカルユーザーアカウントを使用できるようにOnboard Administratorを構成する
必要があります。

エンクロージャーに2つのOnboard Administratorがある場合は、両方のファームウェアバー
ジョンが同じであること。

IPアドレス IPv4またはIPv6構成であること。

iLO IPアドレス サーバーハードウェアのiLOは、IPアドレスを使用して構成するか、DHCPアドレスを使用して
自動的に構成するか、エンクロージャーベイIPアドレス指定（EBIPA）で指定したアドレスを
使用して手動で構成すること。

HPE OneViewがサーバーハードウェアiLOに接続できること。

インターコネクト インターコネクトは、IPアドレスを使用して構成するか、DHCPアドレスを使用して自動的に構
成するか、EBIPAで指定したアドレスを使用して手動で構成すること。

HPE Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトの場合は、論理インターコネ

クトファームウェアをアップデートします。

HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8インターコネクトを使用している場合は、1つ

のエンクロージャーに許容される最大数のインターコネクトモジュールを超えて挿入しな

いでください。

ポートを開く HPE OneViewとエンクロージャーの間の以下のポートが開かれていること。

TCP 80、443

UDP 123、161、162
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管理のためにエンクロージャーを追加する際のファームウェアオプション管理のためにエンクロージャーを追加する際のファームウェアオプション

エンクロージャーを追加するときに、新しいファームウェアベースラインをインストールすることができます。

Service Pack for ProLiantが指定された場合は、HPE BladeSystem Onboard Administratorおよびインターコネク

トファームウェアはSPP内のバージョンと一致するようにアップデートされます。エンクロージャー内の各論理イン

ターコネクトにもベースラインが設定されます。

手動で管理（デフォルト）を選択した場合、Onboard AdministratorおよびiLOは、HPE OneViewに最低限必要なも

のに自動的にアップデートされます。論理インターコネクトのベースラインは設定されません。

手動でのファームウェアアップデートが必要手動でのファームウェアアップデートが必要

HPE Virtual Connectのファームウェアでは、必要な最小レベルを下まわっている場合、またはインターコネクトの
ファームウェアレベルが一致しない場合は、エンクロージャーの追加後に手動アップデートが必要です。

管理するエンクロージャーを追加する場合、HPE ProLiant G6サーバーブレードファームウェアはアップデートされま
せん。

古いファームウェアバージョン古いファームウェアバージョン

SPPに含まれるバージョンより古いファームウェアをインストールする場合は、強制インストール強制インストールオプションを選択し
て、ファームウェアをダウングレードする必要があります。ご使用の環境で最新のファームウェアが問題を引き起こす
ことがわかっている場合、古いバージョンのファームウェアをインストールする必要がある場合があります。

注意:注意:

ファームウェアを強制的にダウングレードすると、サーバーが不安定になる場合があります。詳しく

は、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

管理のためにエンクロージャーを追加する際のファームウェアオプション 254

https://www.hpe.com/info/oneview/docs


監視対象エンクロージャー監視対象エンクロージャー

エンクロージャーをインベントリに追加し、ハードウェアを監視できます。監視は、すでに展開されているエンクロー
ジャーがある場合に役立ちます。以下の様な特定のタイプのエンクロージャーのみを監視できます。

HPE ProLiant G6サーバーブレードを搭載したエンクロージャー

HPE Integrity Superdome Xエンクロージャー

監視対象から管理対象への監視対象から管理対象へのHPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの移行の移行

エンクロージャーをHPE OneView内で監視対象にした後で、監視対象から管理対象に変更する場合は、HPE OneViewか
らエンクロージャーを削除するか、または管理対象のエンクロージャーとしてそのエンクロージャーを再度追加して、
適切なライセンスを取得する必要があります。追加では構成設定は移行されません。
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HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの監視の効果の監視の効果

エンクロージャーがHPE OneViewによって監視されているときは、以下のエンクロージャー設定が有効です。

特権のある、共通な名前の管理アカウント（_HPOneViewAdmin）は、各iLOインターフェイスごとにランダムに定義

された一意のパスワードで作成されます。

注記:注記:

ランダムに生成されたパスワードは、英数字と特殊文字から作成され、長さは38文字（iLOでサポート

される最大値）です。

SNMPが有効になり、アプライアンスがSNMPトラップ宛先として追加されます。

Network Time Protocol（NTP）が有効になり、アプライアンスがNTPタイムソースになります。

NTPのデフォルトポーリング間隔が8時間に設定されます。

アプライアンス証明書がインストールされ、シングルサインオン操作が有効になります。
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監視対象モードの確認監視対象モードの確認

サーバーハードウェアの解決について詳しくは、HPE OneViewリリースノートを参照してください。必要な場合は、
サーバーハードウェアの重大アラートを解決するために認定カスタマーサポート担当者に連絡してください。
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非管理対象およびサポートされていない非管理対象およびサポートされていないHPE BladeSystem c7000エンクローHPE BladeSystem c7000エンクロー

ジャージャー

非管理エンクロージャー非管理エンクロージャー

非管理エンクロージャーは、現在HPE OneViewによって管理されていない、または監視されていないエンクロージャー
です。

最小要件を満たしていないファームウェアは、エンクロージャーが管理されない原因になることがあります。

サポートされていないエンクロージャーサポートされていないエンクロージャー

サポートされていないエンクロージャーは、HPE OneViewで管理することはできません。ただし、サポートされていな
いエンクロージャーをラックに配置することはできます。サポートされていないエンクロージャーをHPE OneViewに追
加する場合、プランニングおよびインベントリの目的で、エンクロージャーがラック内で占有する物理スペースを確認
できます。

HPE OneViewには、モデル名、HPE BladeSystem Onboard Administrator名、エンクロージャー内のOnboard
Administratorの数など、サポートされていないエンクロージャーの基本情報が表示されます。

サポートされていないエンクロージャーの最大電力を指定することができます。これにより、その電力容量を定義する
ことができ、最大容量に達したときにHPE OneViewでアラートを生成できます。

詳細情報詳細情報

管理対象エンクロージャー

監視対象エンクロージャー

非管理デバイスのサポート

無効なファームウェアを含む非管理対象エンクロージャーの管理対象化
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クイックスタート：1つの論理インターコネクトグループを持つクイックスタート：1つの論理インターコネクトグループを持つHPEHPE

BladeSystem c7000エンクロージャーBladeSystem c7000エンクロージャーの追加と、そのサーバーブレードのネットの追加と、そのサーバーブレードのネット

ワークへの接続ワークへの接続

このクイックスタートでは、Virtual Connectインターコネクトを使用してエンクロージャーを既存のアプライアンス
に追加し、既存のデータセンターネットワークにサーバーブレードがアクセスできるようにするプロセスを説明しま
す。このクイックスタートのシナリオは、エンクロージャー（フルスタック）構成あたり1つの論理インターコネクト
グループを対象にしています。

エンクロージャーを追加し、そのサーバーブレードがデータセンターネットワークに接続できるようにするための手順
は、既存のエンクロージャーグループを使用するのか、それともエンクロージャーグループ、論理インターコネクトと
そのアップリンクセットを構成してネットワーク接続を定義する必要があるのかによって異なります。

エンクロージャーに格納されたサーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、複数のリソースが構
成されていることを確認する必要があります。

論理インターコネクトグループ、そのアップリンクセット、および関連するエンクロージャーグループは、さまざまな
方法で作成できます。

エンクロージャーをHPE OneViewに追加する前に作成できます。

エンクロージャーの追加操作中に作成できます。エンクロージャーの追加操作中に、HPE OneViewは、エンクロー

ジャーに設置されたインターコネクトを検出し、エンクロージャーに格納されたハードウェアに基づいてグループ

を作成します。グループの構成を完了してから、エンクロージャーの追加操作を完了します。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ

チェックリスト：サーバーのデータセンターネットワークへの接続

クイックスタート：1つの論理インターコネクトグループを持つHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの
追加と、そのサーバーブレードのネットワークへの接続
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シナリオ1：既存のエンクロージャーグループへの管理対象シナリオ1：既存のエンクロージャーグループへの管理対象HPE BladeSystemHPE BladeSystem

c7000エンクロージャーc7000エンクロージャーの追加の追加

管理対象エンクロージャーをHPE OneViewによって追加する最短の方法は、既存のエンクロージャーグループを指定す
る方法です。エンクロージャーを既存のエンクロージャーグループに追加すると、そのエンクロージャーは、ネット
ワーク接続などがグループ内の他のエンクロージャーと同様に構成されます。このシナリオでは、エンクロージャー用
の1つの論理インターコネクトグループを作成します。

リソースリソース タスクタスク 説明説明

エンクロー
ジャー

1. エンクロージャーを

追加します。

管理対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

既存のエンクロージャーグループを指定します。

ファームウェアベースラインとHPE OneView Advancedライセンスオプ

ションを選択します。

サーバープロ
ファイル

1. 次のいずれかを実行

します。

手動で、または

サーバープロファ

イルテンプレート

からサーバープロ

ファイルを作成

し、サーバーハー

ドウェアに割り当

てます。

サーバープロファ

イルをコピーして

サーバーハード

ウェアに割り当て

てから、必要に応

じて変更します。

2. サーバーハードウェ

アの電源をオンにし

ます。

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、サー
バーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要があります。ま
た、ネットワークまたはそのネットワークを含むネットワークセットへ
の接続がそのサーバープロファイルに含まれている必要があります。

既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェアの構成

方法と一致する場合は、そのサーバープロファイルをコピーしてサー

バーハードウェアに割り当てることができます。

一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを含むネッ

トワークセットへの1つ以上の接続を含むサーバープロファイルを作

成するかコピーして、変更する必要があります。

サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他にも多く

の構成情報が含まれます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

エンクロージャーインターコネクトのハードウェア構成は、エンクロージャーグループに関連付けられた論理イン

ターコネクトグループによって要求される構成と一致していること。

論理インターコネクトグループのアップリンクセットに、アクセスする必要があるネットワークへの接続が含まれ

ていること。

すべてのデータセンターの、Virtual Connect（VC）インターコネクトモジュールに接続するスイッチポートが構成

されていること。

ネットワークとネットワークセットがある場合は、HPE OneViewに追加されていること。

エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーをHPE OneViewに

取り込むための前提条件を参照してください。

サーバーを追加する前に実行する必要のある、サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条

件を参照してください。

エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ

サーバープロファイル
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シナリオ2：管理対象のシナリオ2：管理対象のHPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーを追加する前を追加する前

のネットワーク接続の定義のネットワーク接続の定義

このシナリオでは、管理対象エンクロージャーを追加する前に、論理インターコネクトグループ（そのアップリンク
セットを含む）とエンクロージャーグループを構成します。この構成を定義した後は、エンクロージャーを既存のエン
クロージャーグループに追加するプロセスと同じです。このシナリオでは、エンクロージャー用の1つの論理インター
コネクトグループを作成します。

リソースリソース タスクタスク 説明説明

論理インターコ
ネクトグループ

1. 少なくとも1つの論理

インターコネクトグ

ループを作成しま

す。

アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの作成の一環

として追加します。追加する1つ以上のアップリンクセットに、アク

セスするデータセンターネットワークへのアップリンクポートが含ま

れていることを確認します。

エンクロー
ジャーグループ

1. エンクロージャーグ

ループを作成しま

す。

最初に論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーグルー

プを作成することも、論理インターコネクトグループを指定しないエ

ンクロージャーグループを作成してから後で論理インターコネクトグ

ループを追加することもできます。

エンクロー
ジャー

1. エンクロージャーを

追加します。

管理対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

作成したエンクロージャーグループを指定します。

ファームウェアベースラインとHPE OneView Advancedライセンスオプ

ションを選択します。

サーバープロ
ファイル

および

サーバーハード
ウェア

1. 次のいずれかを実行

します。

手動で、または

サーバープロファ

イルテンプレート

からサーバープロ

ファイルを作成

し、サーバーハー

ドウェアに割り当

てます。

サーバープロファ

イルをコピーして

サーバーハード

ウェアに割り当て

てから、必要に応

じてサーバープロ

ファイルを編集し

ます。

2. サーバーハードウェ

アの電源をオンにし

ます。

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、サー
バーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要があります。ま
た、ネットワークまたはそのネットワークを含むネットワークセットへ
の接続がそのサーバープロファイルに含まれている必要があります。

既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェアの構成

方法と一致する場合は、そのサーバープロファイルをコピーしてサー

バーハードウェアに割り当てることができます。

一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを含むネッ

トワークセットへの1つ以上の接続を含むサーバープロファイルを作

成するかコピーして、変更する必要があります。

サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他にも多く

の構成情報が含まれます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

エンクロージャーインターコネクトのハードウェア構成は、作成する論理インターコネクトグループによって要求

される構成と一致していること。

すべてのデータセンターの、Virtual Connect（VC）インターコネクトモジュールに接続するスイッチポートが構成

されていること。

ネットワークとネットワークセットがある場合は、HPE OneViewに追加されていること。
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エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーをHPE OneViewに

取り込むための前提条件を参照してください。

サーバーを追加する前に実行する必要のある、サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条

件を参照してください。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ
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シナリオ3：管理対象エンクロージャーを追加するときのネットワーク接続の定シナリオ3：管理対象エンクロージャーを追加するときのネットワーク接続の定

義義

このシナリオでは、エンクロージャーの追加操作中に、論理インターコネクトグループ（そのアップリンクセットを含
む）とエンクロージャーグループを構成します。HPE OneViewは、エンクロージャーに設置されたインターコネクトを
検出し、エンクロージャーに格納されたハードウェアに基づいて論理インターコネクトグループとエンクロージャーグ
ループを作成するようにユーザーに指示します。このシナリオでは、エンクロージャー用の1つの論理インターコネク
トグループを作成します。

リソースリソース タスクタスク 説明説明

エンクロー
ジャー

1. エンクロージャーを

追加します。

管理対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

新しいエンクロージャーグループの作成を選択します。

エンクロージャーグループ名を選択します。

ファームウェアベースラインとHPE OneView Advancedライセンスオプ

ションを選択します。

論理インターコ
ネクトグループ

1. 論理インターコネク

トグループの作成を

選択します。

2. デフォルトの論理イ

ンターコネクトグ

ループを編集しま

す。

エンクロージャーの追加操作の実行中に、論理インターコネクトグ

ループの作成を選択します。追加をクリックすると、HPE OneViewに

よってエンクロージャーのインターコネクトが検出され、デフォルト

の論理インターコネクトグループが作成されて、その論理インターコ

ネクトグループの編集画面が開きます。

デフォルトの論理インターコネクトグループの名前は、入力したエン

クロージャーグループ名の後に interconnect group が追加された

ものです。例えば、エンクロージャーグループ名に DirectAttachG
roupを指定した場合、デフォルトの論理インターコネクトグループ

名は DirectAttachGroup interconnect group になります。

アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの編集の一環

として追加します。追加する1つ以上のアップリンクセットに、アク

セスするデータセンターネットワークへのアップリンクポートが含ま

れていることを確認します。

サーバープロ
ファイル

および

サーバーハード
ウェア

1. 次のいずれかを実行

します。

手動で、または

サーバープロファ

イルテンプレート

からサーバープロ

ファイルを作成

し、サーバーハー

ドウェアに割り当

てます。

サーバープロファ

イルをコピーして

サーバーハード

ウェアに割り当て

てから、必要に応

じてサーバープロ

ファイルを編集し

ます。

2. サーバーハードウェ

アの電源をオンにし

ます。

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するには、サー
バーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要があります。ま
た、ネットワークまたはそのネットワークを含むネットワークセットへ
の接続がそのサーバープロファイルに含まれている必要があります。

既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェアの構成

方法と一致する場合は、そのサーバープロファイルをコピーしてサー

バーハードウェアに割り当てることができます。

一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを含むネッ

トワークセットへの1つ以上の接続を含むサーバープロファイルを作

成するかコピーして、変更する必要があります。

サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他にも多く

の構成情報が含まれます。

前提条件前提条件
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権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

すべてのデータセンターの、Virtual Connect（VC）インターコネクトモジュールに接続するスイッチポートが構成

されていること。

ネットワークとネットワークセットがある場合は、HPE OneViewに追加されていること。

エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーをHPE OneViewに

取り込むための前提条件を参照してください。

サーバーを追加する前に実行する必要のある、サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条

件を参照してください。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ
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クイックスタート：複数の論理インターコネクトグループを持つc7000エンククイックスタート：複数の論理インターコネクトグループを持つc7000エンク

ロージャーの追加と、そのサーバーハードウェアのネットワークへの接続ロージャーの追加と、そのサーバーハードウェアのネットワークへの接続

このクイックスタートでは、複数の論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーを追加して、既存のデータ
センターネットワークにサーバーハードウェアがアクセスできるようにするプロセスを説明します。

スタッキングされていないエンクロージャーをセットアップするには、エンクロージャーを追加する前に、各インター
コネクトが個別の論理インターコネクトグループに属している複数の論理インターコネクトグループを構成します（そ
して、後で論理インターコネクトを定義します）。2つ以上のインターコネクトが論理インターコネクトグループに関
連付けられている、部分的にスタックされたエンクロージャーを設定することもできます。

リソースリソース タスクタスク 説明説明

ネットワーク

および

ネットワークセット

1. ネットワークを追加し

ます。

2. （オプション）ネット

ワークをセットに追加

します。

ネットワークを追加するときに、リソースをオフラインにす

る必要はありません。

論理インターコネク
トグループ

1. 別のグループで必要な

インターコネクトごと

に論理インターコネク

トグループを作成しま

す。

2つ以上の論理インターコネクトを持つ論理インターコネクト

グループを作成できます。

アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの作

成の一環として追加します。追加する1つ以上のアップリンク

セットに、アクセスするデータセンターネットワークへの

アップリンクポートが含まれていることを確認します。

論理インターコネクトグループは、エンクロージャーが追加

されたときに論理インターコネクトを作成します。

エンクロージャーグ
ループ

1. エンクロージャーグ

ループを作成します。

エンクロージャーグループに作成した論理インターコネクト

グループを含めます。

エンクロージャー 1. エンクロージャーを追

加します。

管理対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

作成したエンクロージャーグループを指定します。

ファームウェアベースラインとライセンスオプションを選択

します。

サーバープロファイ
ル

および

サーバーハードウェ
ア

1. 以下のいずれかを実行

します。

手動で、またはサー

バープロファイルテ

ンプレートからサー

バープロファイルを

作成し、サーバー

ハードウェアに割り

当てます。

サーバープロファイ

ルをコピーしてサー

バーハードウェアに

割り当ててから、必

要に応じてサーバー

プロファイルを編集

します。

2. サーバーハードウェア

の電源をオンにしま

す。

サーバーブレードをデータセンターネットワークに接続するに
は、サーバーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要
があります。また、ネットワークまたはそのネットワークを含む
ネットワークセットへの接続がそのサーバープロファイルに含ま
れている必要があります。

既存のサーバープロファイルが希望するサーバーハードウェ

アの構成方法と一致する場合は、そのサーバープロファイル

をコピーしてサーバーハードウェアに割り当てることができ

ます。

一致しない場合は、ネットワークまたはそのネットワークを

含むネットワークセットへの1つ以上の接続を含むサーバープ

ロファイルを作成するかコピーして、変更する必要がありま

す。

サーバープロファイルには、ネットワークへの接続情報の他

にも多くの構成情報が含まれます。

クイックスタート：複数の論理インターコネクトグループを持つc7000エンクロージャーの追加と、その
サーバーハードウェアのネットワークへの接続
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前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

論理インターコネクトグループで選択されたインターコネクトは、エンクロージャー内に搭載されるインターコネ

クトに一致している必要があります。

すべてのデータセンターの、Virtual Connect（VC）インターコネクトに接続するスイッチポートが構成されている

こと。

エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーをHPE OneViewに

取り込むための前提条件を参照してください。

サーバーを追加する前に実行する必要のある、サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条

件を参照してください。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ

論理インターコネクトグループ

エンクロージャーグループ

サーバープロファイル

クイックスタート：複数の論理インターコネクトグループを持つc7000エンクロージャーの追加と、その
サーバーハードウェアのネットワークへの接続

266



クイックスタート：クイックスタート：HPE 3PAR StoreServストレージHPE 3PAR StoreServストレージに直接接続するに直接接続するHPEHPE

BladeSystem c7000エンクロージャーBladeSystem c7000エンクロージャーおよびサーバーブレードの構成およびサーバーブレードの構成

このクイックスタートでは、エンクロージャーを追加および構成して、そのエンクロージャーのサーバーが、HPE
Virtual Connect FlexFabricインターコネクトを使用してHPE 3PAR StoreServストレージに直接接続された（フラット
SAN）ストレージに接続できるようにするプロセスについて説明します。

クイックスタート：HPE 3PAR StoreServストレージに直接接続するHPE BladeSystem c7000エンクロー
ジャーおよびサーバーブレードの構成
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HPE 3PAR StoreServストレージHPE 3PAR StoreServストレージに直接接続するに直接接続するHPE BladeSystem c7000エンクHPE BladeSystem c7000エンク

ロージャーロージャーおよびサーバーブレードの構成およびサーバーブレードの構成

リソースリソース タスクタスク 説明説明

ネットワーク 1. ファイバーチャネル

直接接続ネットワー

クを追加します。

ネットワーク画面からネットワークを追加する場合は、以下の操作を

実行します。

タイプでは、ファイバーチャネルを選択します。

ファブリックタイプでは、直接接続を選択します。

論理インターコ
ネクトグループ

1. 直接接続ネットワー

ク接続のアップリン

クセットを定義する

論理インターコネク

トグループを作成し

ます。

直接接続ファイバーチャネルネットワークに接続する論理インターコ

ネクトグループとほかの論理インターコネクトグループを区別できる

ように、論理インターコネクトグループの名前を選択します。

アップリンクセットは、論理インターコネクトグループの作成の一環

として追加します。アップリンクセットが、HPE 3PAR StoreServスト

レージに物理的に接続されているエンクロージャーのアップリンク

ポートを使用していることを確認します。

エンクロー
ジャーグループ

1. エンクロージャーグ

ループを作成しま

す。

直接接続ファイバーチャネル接続を使用するエンクロージャーとファ

ブリック接続ファイバーチャネル接続を使用するエンクロージャーを

区別できるように、名前を選択します。

エンクロー
ジャー

1. エンクロージャーを

追加します。

管理対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

前の手順で追加したエンクロージャーグループを選択します。

ファームウェアベースラインとHPE OneView Advancedライセンスオプ

ションを選択します。

サーバープロ
ファイル

1. 以下のいずれかを実

行します。

サーバープロファ

イルを作成して

サーバーハード

ウェアに割り当て

ます。

サーバープロファ

イルをコピーし、

必要に応じて編集

してから、サー

バーハードウェア

に割り当てます。

2. HPE 3PAR StoreServ

ストレージを構成し

たら、サーバーハー

ドウェアの電源をオ

ンにします。

サーバーブレードをHPE 3PAR StoreServストレージに接続するには、

サーバーブレードにサーバープロファイルを割り当てる必要がありま

す。また、ストレージシステムに接続する直接接続ファイバーチャネ

ルネットワークへの1つ以上の接続がそのサーバープロファイルに含

まれている必要があります。

例えば、追加したネットワークが Direct A および Direct B であ

る場合は、サーバープロファイルに Direct A ネットワークへの接続

が1つと Direct B ネットワークへの接続が1つあることを確認しま

す。

他の構成設定に加えて、サーバープロファイルでSANストレージを有

効にします。プロファイルを作成するときに、ストレージシステムを

追加し、ストレージボリュームを追加してから、ボリュームに接続す

る必要があります。

前提条件前提条件

権限：ネットワークを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

権限：エンクロージャーとサーバープロファイルを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはサーバー管

理者。

HPE 3PAR StoreServストレージが設置および構成され、使用するエンクロージャーにケーブルが接続されているこ

と。

HPE 3PAR StoreServストレージに直接接続するHPE BladeSystem c7000エンクロージャーおよびサーバーブ
レードの構成
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エンクロージャーを追加する前に実行する必要のある、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーをHPE OneViewに

取り込むための前提条件を参照してください。

サーバーを追加する前に実行する必要のある、サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条

件を参照してください。

詳細情報詳細情報

論理インターコネクトグループ

ネットワーク

サーバープロファイル

HPE 3PAR StoreServストレージに直接接続するHPE BladeSystem c7000エンクロージャーおよびサーバーブ
レードの構成
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エンクロージャーの追加エンクロージャーの追加

エンクロージャーを追加すると、エンクロージャー、サーバーハードウェア、およびインターコネクトが管理下に置か
れます。

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの場合、エンクロージャーを追加するには、そのHPE BladeSystem Onboard
Administrator認証情報とともにIPアドレスまたはホスト名を指定します。

注記:注記:

Onboard Administrator名とOnboard Administratorパスワードを設定するのではなく、HPE
OneViewとOnboard Administrator間の信頼関係を確立する認証情報を指定します。

詳細情報詳細情報

エンクロージャー
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HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの追加とその内容の管理の追加とその内容の管理

注記:注記:

エンクロージャーに関連付けられた名前は、HPE BladeSystem Onboard Administratorに設定されている
エンクロージャー名であり、Onboard Administratorの名前ではありません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

エンクロージャーを追加する前に、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーをHPE OneViewに取り込むための前提

条件が整っている必要があります。

管理のためにエンクロージャーを追加する前に

Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトの場合は、エンクロージャーを追加する前にファイバーチャ

ネルネットワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネクト用のファームウェアのアップデートを参照して

ください。

手順手順

1. メインメニューで、エンクロージャーを選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウでエンクロージャーの追加+をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

2. 管理対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

注記:注記:

Onboard Administrator名とOnboard Administratorパスワードを設定するのではなく、HPE

OneViewとOnboard Administrator間の信頼関係を確立する認証情報を指定します。

4. 追加または追加+を選択します。

5. 追加するエンクロージャーがさらにある場合は、次のエンクロージャーをすぐに追加することができます。エンク

ロージャーを追加する最後の操作が完了するのを待ってから次の操作を開始する必要はありません。

6. 各エンクロージャーに新しいIPアドレスまたはホスト名を指定する必要がありますが、Onboard Administratorの名

前とパスワードの認証情報は、複数のエンクロージャーで同じ認証情報を使用する場合、便宜上画面に保持されま

す。

7. エンクロージャーがマスターウィンドウに表示されていることを確認して、エンクロージャーが追加されたことを

確認します。
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エンクロージャーの追加とそのハードウェアの監視エンクロージャーの追加とそのハードウェアの監視

エンクロージャーをインベントリに追加し、ハードウェアを監視できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスに示されている最小HPE BladeSystem Onboard Administratorファームウェア。

手順手順

1. メインメニューで、エンクロージャーを選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウでエンクロージャーの追加+をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

2. 監視対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

注記:注記:

Onboard Administrator名とOnboard Administratorパスワードを設定するのではなく、HPE

OneViewとOnboard Administrator間の信頼関係を確立する認証情報を指定します。

4. 追加または追加+を選択します。

5. マスターウィンドウでエンクロージャーが追加されていることを確認します。

エンクロージャーは監視対象として追加され、HPE OneView Standardライセンスが自動的に選択されます。
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管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェアの追加管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェアの追加

サーバーを追加するには、物理的にサーバーをエンクロージャーに挿入します。

サーバーを管理対象エンクロージャーに追加したときに、そのiLOファームウェアが最小要件を下まわっている場
合、HPE OneViewはファームウェアをアップデートしようとします。ファームウェアをアップデートできなかった場合
は、アラートが表示されます。iLOファームウェアをアップデートするには、iLOファームウェアのアップデートをク
リックします。

サーバーを追加または交換するときに、以前にそのサーバーに関連付けたサーバープロファイルを保持するには、プロ
ファイルのアフィニティを確認します。

サーバーの追加で問題が発生する場合は、 サーバーを追加できないを参照してください。

注記:注記:

サポートされるエンクロージャー内にあるサポートされていないハードウェアは、直接エンクロー
ジャーによって処理されません。HPE OneViewがサポートされているエンクロージャー内でサポートされ
ていないサーバーブレードまたはインターコネクトを検出した場合は、画面に通知が表示されます（例
えば、サポートされていないサーバーブレードのアラートはサーバーハードウェア画面に表示されま
す）。

サーバーハードウェアがこのHPE OneViewアプライアンスに以前に追加されていない場合、HPE
OneViewはエンクロージャーに関連付けられたライセンスポリシーを使用してサーバーハードウェアを追
加しようとします。
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チェックリスト：サーバーのデータセンターネットワークへの接続チェックリスト：サーバーのデータセンターネットワークへの接続

サーバーをデータセンターネットワークに接続するために、以下の構成要素が必要です。サーバーには、エンクロー
ジャー内のVirtual Connectインターコネクトの位置に対応するスロットにネットワークのメザニンカードが必要で
す。

構成要件構成要件 必要である理由必要である理由

論理インターコネクトグループを定義する
必要がある

論理インターコネクトグループは、エンクロージャーに設置されたイン
ターコネクトに使用する標準構成を定義します。

エンクロージャーの1つまたは複数の論理インターコネクトグループを定
義するかどうかを決定します。

少なくとも1つのアップリンクセットと、
少なくとも1つのネットワーク、および1つ
のアップリンクポートを論理インターコネ
クトグループに追加する必要がある

アップリンクセットによって、どのデータセンターネットワークがどの
物理アップリンクポートを経由してトラフィックを送信できるかが決ま
ります。アップリンクセットによって、この論理インターコネクトから
アクセスできるようになるネットワークが定義され、どのアップリンク
ポートがどのネットワークからのトラフィックを受け入れることができ
るかが定義されます。

エンクロージャーグループを定義し、1つ
以上の論理インターコネクトグループに関
連付ける必要がある

エンクロージャーグループは、そのすべてのメンバーエンクロージャー
の標準構成を指定し、そのメンバー論理インターコネクトグループを識
別します。エンクロージャーグループは、論理インターコネクトグルー
プを介して、物理エンクロージャーに論理インターコネクト構成を定義
します。

エンクロージャーは、論理エンクロー
ジャーに属している必要がある

論理エンクロージャーは、エンクロージャーのエンクロージャーグルー
プと、関連する論理インターコネクトグループおよび論理インターコネ
クトを識別します。

サーバープロファイルをサーバーハード
ウェアに割り当てる必要がある

サーバーハードウェアは、論理インターコネクトに含まれる1つ以上のイ
ンターコネクトへの物理的な接続を提供します。

サーバープロファイルには1つ以上の接続
が必要であり、その接続にはネットワーク
またはネットワークセットを指定する必要
がある

ハードウェアの構成を把握する必要はありませんが、使用可能なネット
ワークまたはネットワークセットを選択して、サーバーが使用するネッ
トワークを指定する必要があります。
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非管理非管理HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの管理対象化の管理対象化

ファームウェアが無効の場合、または、HPEインテリジェントパワーディストリビューションユニット（HPE iPDU）を
追加するときにエンクロージャーが検出された場合、エンクロージャーは非管理対象になる可能性があります。修正す
るには、ファームウェアをアップデートし、非管理対象エンクロージャーを管理対象にします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

HPE iPDU経由でエンクロージャーが検出された場合、そのエンクロージャーはHPE BladeSystem Onboard
Administrator認証情報が追加されるまで非管理対象と見なされます。エンクロージャーを追加するときに、HPE
BladeSystem Onboard Administrator認証情報を追加することができます。
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現在別の管理システムによって管理されている現在別の管理システムによって管理されているHPE BladeSystem c7000エンクHPE BladeSystem c7000エンク

ロージャーロージャーの獲得の獲得

エンクロージャーが別の管理システムによって獲得されている場合は、エンクロージャーをHPE OneViewに強制的に追
加できます。

重要:重要:

強制的にエンクロージャーを追加すると、現在の構成設定はすべて削除されます。

エンクロージャーが別のHPE OneViewアプライアンスによって管理されている場合に構成を保持する

には、エンクロージャーを新しいインスタンスに追加する前にその別のアプライアンスからエンク

ロージャーを削除します。最初にエンクロージャーを削除した場合は、エンクロージャーをHPE

OneViewの新しいインスタンスに強制的に追加する必要はありません。

別のHPE OneViewアプライアンスによって管理されているエンクロージャーを強制的に追加すると、

すべての構成設定が削除され、元のHPE OneViewアプライアンスはそのエンクロージャーと通信でき

なくなります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューで、エンクロージャーを選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウでエンクロージャーの追加+をクリックします。

b. アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

少なくとも1つのエンクロージャーを追加するまで、アクションメニューは表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

3. 追加をクリックして、操作を完了します。

4. エンクロージャーが別の管理システムによって管理されているためそのエンクロージャーを追加できないという

メッセージが通知される場合は、強制的にエンクロージャーを追加を選択します。

5. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のエンクロージャーを追加します。

6. マスターウィンドウでエンクロージャーが追加されていることを確認します。
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エンクロージャーのRemote Supportデータの収集エンクロージャーのRemote Supportデータの収集

エンクロージャー画面では、解析のためにHewlett Packard Enterpriseに自動的に送信されるRemote Supportデータを
収集できます。エンクロージャーから基本情報だけを収集できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

このエンクロージャーでRemote Supportが有効になっている

手順手順

1. メインメニューから、エンクロージャーを選択します。

2. Remote Supportデータを収集するエンクロージャーを選択します。

3. アクション > Remote Supportデータの収集の順に選択します。

4. はい、データを収集しますを選択します。

5. 詳細ウィンドウまたはアクティビティ画面でデータ収集ステータスを確認します。

詳しくは詳しくは

データ収集

エンクロージャーでのRemote Supportの有効化

エンクロージャーのRemote Support

Remote Supportの有効化
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エンクロージャーでのRemote Supportの有効化エンクロージャーでのRemote Supportの有効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

アプライアンスでRemote Supportが有効になっていること

手順手順

1. メインメニューから、エンクロージャーを選択します。

2. HPEサポートサービスに登録するエンクロージャーを選択します。

3. アクション > Remote Support設定の編集の順に選択します。

4. Remote Support設定の編集画面でRemote Supportの有効化を選択します。

5. 連絡先、チャネルパートナー、および保証と契約のプロパティを設定します。

6. OKをクリックします。

7. 詳細ウィンドウのビューセレクターからRemote Supportを選択して、Remote Support設定を確認します。

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化

エンクロージャーのRemote Support
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別の管理システムによって現在監視されているエンクロージャーの強制的な追別の管理システムによって現在監視されているエンクロージャーの強制的な追

加加

エンクロージャーがすでに別の管理システムによって監視されている場合、監視対象のエンクロージャーをHPE
OneViewに強制的に追加できます。

重要:重要:

強制的に監視対象のエンクロージャーを追加すると、他の管理システムからはアクセスできなくなりま
す。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューで、エンクロージャーを選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウでエンクロージャーの追加+をクリックします。

b. アクション > 追加の順に選択します。

2. 監視対象としてエンクロージャーを追加を選択します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. 追加をクリックして、操作を完了します。

エンクロージャーが別の管理システムによって監視されているためそのエンクロージャーを追加できないという

メッセージが通知されます。

5. 強制的にエンクロージャーを追加を選択します。

エンクロージャーが別の管理システムによって監視されていない場合、このフィールドは表示されません。

6. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のエンクロージャーを追加します。

7. エンクロージャーがマスターウィンドウに表示されていることを確認して、エンクロージャーが追加されたことを

確認します。
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削除操作に失敗した場合のエンクロージャーの強制的削除削除操作に失敗した場合のエンクロージャーの強制的削除

HPE OneViewがエンクロージャーとの通信を確立できない場合、HPE OneViewからエンクロージャーを強制的に削除する
必要があります。このような状況は、オフラインのときにエンクロージャーを物理的に削除した場合に発生する可能性
があります。

重要:重要:

エンクロージャーを強制的に削除する際は、エンクロージャー内のサーバーハードウェアに割り当てら
れているすべてのサーバープロファイルを削除または再割り当てする必要があります。論理エンクロー
ジャーは自動的に削除されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

サーバープロファイルがエンクロージャーに一切関連付けられていないこと。

手順手順

1. メインメニューから、エンクロージャーを選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するエンクロージャーを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. HPE OneViewがエンクロージャーと通信できないことを示すエラーメッセージが表示されたら、更新をクリックしま

す。

5. サーバーハードウェアが別の管理システムによって管理されていることを示すエラーメッセージが表示された

ら、削除をクリックするか、強制的にエンクロージャーを削除を選択します。

6. 確認メッセージの内容を確認し、はい、削除しますはい、削除しますをクリックしてエンクロージャーを削除します。

7. マスターウィンドウでエンクロージャーが表示されなくなったことを確認します。
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監視対象の監視対象のHPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの管理対象ステータスへのの管理対象ステータスへの

移動移動

手順手順

1. メインメニューから、エンクロージャーを選択します。

2. マスターウィンドウで、管理対象ステータスに移動するエンクロージャーを選択します。

注記:注記:

1つ以上のオブジェクトに対してこの操作を実行するには、ShiftキーまたはCtrlキーを使用して、マ

スターウィンドウで複数のオブジェクトを選択します。詳しくは、複数のリソースに対する操作の実

行を参照してください。

3. HPE OneViewからエンクロージャーを削除します。

HPE OneViewからHPE BladeSystem c7000エンクロージャーを削除するを参照してください。

注記:注記:

HPE BladeSystem Onboard AdministratorでHPE OneViewで監視対象のエンクロージャーを削除した後

に HPE OneViewMonitor と呼ばれるユーザーアカウントを参照してください。このアカウントは、

エンクロージャーの削除プロセスには影響しませんが、HPE BladeSystem Onboard Administratorで

手動で削除できます。

4. 新しい構成の追加を含め、新しいエンクロージャーを追加するには、その内容を管理するためにエンクロージャー

を追加します。

詳しくは詳しくは

エンクロージャー
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移行後の作業の実行移行後の作業の実行

手順手順

1. 移行はオフライン移行でしたか？

a. はいの場合は、移行されたエンクロージャーでサーバーの電源を入れます。

b. いいえの場合は、次の手順に進みます。

2. オプション：移行前にサーバープロファイルがサーバーハードウェアに割り当てられていない場合、HPE OneViewで

サーバープロファイルを再作成します。

a. 移行前にVCMCLIから show config –includepoolinfo で取得した情報を使用して、サーバープロファイルを

再作成します。

b. MAC、WWN、シリアル番号、UUID情報を「ユーザー指定」として入力して、Virtual Connect Managerサーバープ

ロファイル内に存在していたHPE OneViewの同じ値を保持します。

3. 以下のベストプラクティスを実行します。

a. HPE OneViewで新しい構成をバックアップします。

b. ネットワークおよびストレージの接続をテストします。

c. いずれかの確認事項（SR-IOV仮想機能構成など）に、操作に影響する変更が示されている場合は、再起動を計画

します。

注記:注記:

インサービス移行時に、一部の変更は、移行後に最初にサーバーを再起動するまで有効になりませ

ん。
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互換性の問題の解決互換性の問題の解決

移行ツールによってVCM管理のエンクロージャー内の機能およびハードウェアがHPE OneViewと互換性があるかどうかが
検出されます。検出された問題はそれぞれ、ハードウェア、ドメイン、論理インターコネクトグループ、またはサー
バープロファイルなどのカテゴリに分類され、Virtual ConnectドメインまたはHPE OneViewシステムのどの部分に影響
を受けるかが識別されます。

手順手順

1. 各問題と推奨される解決策を確認します。

注記:注記:

オフラインの移行を実行する場合は、サーバーの電源を切る前にまず電源に関連しない問題をすべて

解決して、アプリケーションのダウンタイムを制限します。

a. 処置を実行する必要があるかどうかを判断するために、警告を評価します。

問題がユーザーの構成の使用に影響するという警告が示された場合は、何らかの処置を実行してください。それ

以外の場合は、警告を無視してかまいません。

b. Virtual Connect ManagerまたはHPE OneView内で構成を変更することで、すべての移行ブロックエラーを解決し

ます。

問題を解決するには、Virtual Connect内で機能を無効にするか、Virtual Connect内で構成を変更するか、場合

によっては、HPE OneViewの論理インターコネクトグループを変更する必要があることもあります。

例えば、アップリンクセットに不一致があり、それらのアップリンクセットの1つがHPE OneView内に存在してお

り、同じ構成の10個のエンクロージャーが同じエンクロージャーグループに移行する場合は、HPE OneViewで

アップリンクセットをアップデートします。

2. すべてのブロックの問題が解決されるまで、互換性のテストレポートを再実行します。

3. 移行プロセスを続けます。
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エンクロージャーの構成の再適用エンクロージャーの構成の再適用

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの場合、構成の再適用操作では、論理エンクロージャーに関連付けられたHPE
BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプトが再度実行されます。この操作では、エンクロージャーでSSO、
SNMP、およびNTPが正しく構成されていること、およびOnboard Administratorファームウェアが最新であることも確認
されます。エンクロージャーへの接続が失われた場合、Onboard Administrator IPアドレスまたはホスト名と認証情報
の再入力を求められます。

注記:注記:

監視対象エンクロージャーにエンクロージャー構成を再適用することはできません

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > エンクロージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、構成を再適用するエンクロージャーを選択します。

3. アクション > 構成の再適用を選択します。

4. OKをクリックします。

5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。
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エンクロージャーの更新によるエンクロージャーとエンクロージャーの更新によるエンクロージャーとHPE OneViewHPE OneViewの再同期の再同期

更新操作により、ハードウェアにクエリを実行して最新の情報を取得し、エンクロージャー内のすべてのデバイスを再
検出します（サーバー、インターコネクト、ファン、および電源装置）。エンクロージャーの更新は、HPE OneViewと
の接続が失われてからリストアされたとき、またはHPE OneViewの外でエンクロージャーに変更が加えられた場合に行
います。更新により、HPE OneViewと、接続が失われたときにエンクロージャーに加えられた可能性のある変更が確実
に同期されます。

更新操作は通常はすぐに実行され、エンクロージャーへの接続が失われたのでない限り、他の操作は必要ありません。
接続が失われた場合は、UIに通知が表示されます。

注記:注記:

エンクロージャーに対して別の操作が実行されている場合は、エンクロージャーを更新できません。操
作が完了するのを待ってから更新してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > エンクロージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、更新するエンクロージャーを選択します。

3. アクション > 更新の順に選択します。

4. OKをクリックします。

5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

エンクロージャーの更新によるエンクロージャーとHPE OneViewの再同期 285



既存のエンクロージャーからのサーバーの取り外し既存のエンクロージャーからのサーバーの取り外し

注記:注記:

サーバーを取り外す前にサーバープロファイルの関連付けを削除しない場合は、サーバープロファイ
ル画面のサーバープロファイルのステータスがクリティカルに変更され、すべての接続のステータスが
無効になります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

サーバーハードウェアにサーバープロファイルが適用されている場合は、次のいずれかのタスクが完了しているこ

とを確認します。

サーバープロファイルを別のサーバーに移動した

サーバープロファイルを編集して、取り外すデバイスへの関連付けを解除した。

もう必要がない場合はサーバープロファイルを削除した。

手順手順

1. エンクロージャーから物理的に取り外すことでサーバーを取り外します。

2. HPE OneViewデータベースからサーバーが削除されていることを確認します。次のいずれかの方法を選択します。

a. エンクロージャー画面画面

コンポーネントがデータベースから削除されるまで、エンクロージャー画面のコンポーネントのステータスアイ

コンは進行中 です。

ベイに空のマークが付きます。

b. サーバーハードウェア画面画面

エンクロージャーからサーバーを取り外すと、サーバーがデータベースから削除されるまで、サーバーハード

ウェア画面のサーバーハードウェアのステータスアイコンは進行中 です。

エンクロージャーの一部であるサーバーをサーバーハードウェア画面から削除することはできません。サーバー

ハードウェア画面からアクション > 削除を選択すると、管理対象からエンクロージャー全体を取り外すための

手順を含むメッセージが表示されます。
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HPE OneViewHPE OneViewからのエンクロージャーの削除からのエンクロージャーの削除

通常、別の組織に移転するなど、エンクロージャーを回収する場合はエンクロージャーをHPE OneViewから削除しま
す。エンクロージャーの削除により、不要なアラートの発生が防止され、エンクロージャーがプロファイルの展開に利
用されないようになります。エンクロージャーは、別の管理アプライアンスの下にある管理に追加されることがありま
す。

HPE OneViewからのエンクロージャーの削除では、エンクロージャーとそのインターコネクト、サーバー、アラート、
アクティビティ、および管理アプライアンスから他のオブジェクトへの関連付けのすべてが削除されます。削除操作を
完了するには、エンクロージャー内のサーバーからサーバープロファイルを削除する必要があります。エンクロー
ジャーがアクティブサーバープロファイルをホストしている場合は、削除操作を実行できません。

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューから、エンクロージャーを選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するエンクロージャーを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージがある場合はそれを確認し、はい、削除しますをクリックしてエンクロージャーを削除します。

5. マスターウィンドウでエンクロージャーが表示されなくなったことを確認します。
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エンクロージャーグループエンクロージャーグループ

エンクロージャーグループには、そのすべてのメンバー論理エンクロージャーの標準構成を指定します。エンクロー
ジャーグループを使用すると、管理者は、一貫性があり予測可能な方法で、複数の論理エンクロージャーをプロビジョ
ニングできます。

エンクロージャーグループは、論理エンクロージャーを構成するエンクロージャーまたはエンクロージャーセットに一
貫性のある構成を定義する論理リソースです。エンクロージャーグループのネットワーク接続は、エンクロージャーグ
ループに関連付けられた論理インターコネクトグループによって定義されます。

リソースが一覧表示されない場合は、リソースを作成する必要があります。

項目を選択項目を選択

エンクロージャーグループの作成

エンクロージャーグループの削除

エンクロージャーグループの編集

その他の操作

詳細情報詳細情報

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプ

トを使用したエンクロージャーの構成

エンクロージャー構成スクリプト
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エンクロージャー構成スクリプトエンクロージャー構成スクリプト

構成スクリプトを使用すると、特に複数のエンクロージャーを設定する場合に新しいエンクロージャーの展開と構成が
簡素化され、各エンクロージャーを手動で構成する必要がなくなります。

HPE BladeSystem Onboard Administratorコマンドのサブセットは、アプライアンスの構成および設定との競合を防ぐ
ため、エンクロージャーの構成スクリプトでは許可されていません。
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エンクロージャーグループおよび論理インターコネクトグループエンクロージャーグループおよび論理インターコネクトグループ

エンクロージャーグループは、論理エンクロージャーを構成するエンクロージャーまたはエンクロージャーセットに一
貫性のある構成を定義する論理リソースです。エンクロージャーグループのネットワーク接続は、エンクロージャーグ
ループに関連付けられた論理インターコネクトグループによって定義されます。

リソースが一覧表示されない場合は、リソースを作成する必要があります。

エンクロージャーグループ内のベイに割り当てられている論理インターコネクトグループは、論理インターコネク

トグループ内でそのベイを設定する必要があります。

論理インターコネクトグループ内の設定済みのベイはすべて、エンクロージャーグループに割り当てる必要があり

ます。例えば、ベイ1および2が設定されている論理インターコネクトグループは、エンクロージャーグループを作

成するために、エンクロージャーグループのベイ1および2に割り当てる必要があります。

詳しくは詳しくは

エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプトを使用したエンクロージャーの構成

論理インターコネクトグループの作成

エンクロージャーグループおよび論理インターコネクトグループ 290



エンクロージャーグループの作成エンクロージャーグループの作成

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

1つ以上の作成済み論理インターコネクトグループ。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > エンクロージャーグループの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

アクション > 作成の順に選択します。

エンクロージャーグループの作成をクリックします。

2. 新しいエンクロージャーグループの一意の名前を指定します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. オプション。構成スクリプトを入力します。

5. 作成をクリックしてエンクロージャーグループを作成するか、作成+をクリックして複数のエンクロージャーグルー

プを作成します。

6. エンクロージャーグループが追加されたことをマスターウィンドウに表示されているかどうかで確認します。

詳細情報詳細情報

エンクロージャー構成スクリプト

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプトを使用したエンクロージャーの構成
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エンクロージャーグループの削除エンクロージャーグループの削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

エンクロージャーグループがサーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートに関連付けられてい

る場合、エンクロージャーグループは削除できません。サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプ

レートからエンクロージャーを割り当て解除してください。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > エンクロージャーグループの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するエンクロージャーグループを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージが表示された場合はそれを確認し、はい、削除しますをクリックしてエンクロージャーグループを

削除します。

5. マスターウィンドウにエンクロージャーグループが表示されなくなったことを確認します。
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エンクロージャーグループの編集エンクロージャーグループの編集

エンクロージャーの数が変わらない限り、エンクロージャーグループ内で論理インターコネクトグループを追加または
削除できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > エンクロージャーグループの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集するエンクロージャーグループを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

注記:注記:

名前以外にさらに変更した場合は、関連する論理エンクロージャーの一貫性が失われます。論理エン

クロージャーの画面で、グループからアップデートを選択して不整合を修正します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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ファームウェアバンドルファームウェアバンドル

ファームウェアバンドルは、ファームウェアと、単一のソリューションスタックとしてまとめてテストされたシステム
ソフトウェアコンポーネントを包括的に集めたものです。ファームウェアバンドルには、ドライバー、エージェント、
ユーティリティ、およびファームウェアパッケージが含まれています。

知りたい情報知りたい情報

アプライアンスのファームウェアレポジトリへの

ファームウェアバンドルの追加

アプライアンスのファームウェアレポジトリへの

ホットフィックスの追加

カスタムSPPの作成

ファームウェアバンドルレポジトリからのファーム

ウェアバンドルの削除

その他の操作。

詳細情報詳細情報

SPPまたはホットフィックスのダウンロード

ファームウェアバンドルのタイプとファイル形式

ファームウェアと構成変更の管理機能

ファームウェアレポジトリからのファームウェアバンド

ルの削除

ファームウェアコンプライアンスの確認

ファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドル

のアップロード

HPE OneViewでのファームウェアバンドルの表示

HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンス
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ファームウェアバンドルの管理ファームウェアバンドルの管理

ファームウェアバンドルでは、アプライアンスによって管理されるデバイスのファームウェアをアップデートすること
ができます。ファームウェアバンドルをHPE OneViewに追加し、それらをサーバー、オペレーティングシステム、イン
ターコネクト、およびその他のインフラストラクチャデバイスに適用できます。

Smart Update Tools（SUT）は、HPE OneViewが管理しているサーバーで実行中のオペレーティングシステムにインス
トールできるオプションのユーティリティです。サーバーにインストールすると、SUTによってHPE OneViewはオンライ
ンで無停止のファームウェアアップデートのステージングと、オペレーティングシステムのドライバーのアップデート
を提供できます。すべてのオフラインアップデートは、SUTなしに実行されます。
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ファームウェアバンドルのタイプとファイル形式ファームウェアバンドルのタイプとファイル形式

「ファームウェアバンドル」は、HPE OneViewがHPE OneViewファームウェアレポジトリに追加されるファームウェア項
目に言及するために使用する総称的な用語です。複数のファームウェアバンドルを1つのHPE OneViewアプライアンスに
追加できます。

ファームウェアバンドルと同じ意味で、「ファームウェアベースライン」という用語も使用されます。

ファームウェアバンドルのタイプは次のとおりです。ServicePack、ホットフィックス、カスタム、およ
びSUPERDOMEFLEX。

ServicePack、カスタム、およびSUPERDOMEFLEXは、 .isoファイルに基づいています。

ServicePack

Service Pack for ProLiant（SPP）は、1つの isoイメージとして提供される統合された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Smart Update

Manager（SUM）を使用し、Service Pack for ProLiant Server Support GuideService Pack for ProLiant Server Support Guideで定義されているすべてのサポート対象

プラットフォームでテストされています。

リリースされたSPPをHPE OneViewの外部でカスタマイズした後、ファームウェアレポジトリに追加できます。このカス
タマイズされたSPPは、HPE OneViewに追加されると、タイプServicePackとしても分類されます。

SPPをカスタマイズできるのは1回だけです。カスタマイズ済みのSPPをそれ以上カスタマイズすることはできませ
ん。SPPに適用できるカスタマイズには2つのタイプがあります。

SPPがリリースされた後にリリースされた1つ以上のホットフィックスを適用する。

基本コンテンツの一部をフィルタリングして、SPPのサイズを減らす。

以下のうちいずれかの方法でSPPをカスタマイズできます。詳しくは、カスタムSPPの作成を参照してください。

SPPカスタムダウンロードSPPカスタムダウンロードポータル上でカスタマイズし、カスタマイズされたSPPをダウンロードします。

ダウンロードしたSPPを、そのSPPに含まれているSUMのバージョンを使用してカスタマイズします。

SPPは、HPE OneViewにアップロードした後でカスタマイズでき、自動ファームウェアアップデートに使用できます。ま
た、SPPを使用して、サポート対象プラットフォーム上のファームウェアとドライバーを手動でアップデートすること
もできます。

ホットフィックス

Hewlett Packard Enterpriseは、メインのSPPのリリース間で個々のコンポーネントのホットフィックスをリリースす
ることがあります。

ホットフィックスは、特定のSPP リリースに追加する必要があります。ホットフィックスは通常、オペレーティングシ
ステムごとに複数の形式で提供されます。ホットフィックスをダウンロードするときは、利用可能なすべてのバリエー
ションをダウンロードして、アプライアンスにアップロードしてください。利用可能な形式は以下のとおりです。

.exe（Windows用およびUEFIシェルによる）。

.rpm（Linux用）。

.fwpkg または .zip（VMware ESXi用）。

詳しくは、SPPまたはホットフィックスのダウンロードを参照してください。

カスタム

1つ以上のホットフィックスをServicePackタイプの既存のファームウェアバンドルに追加することで、HPE OneViewで
カスタムファームウェアバンドルを作成できます。SPP にホットフィックスを追加すると、カスタムタイプの新しい
ファームウェアバンドルが作成されます。ホットフィックスは個別にインストールすることはできないため、必要に応
じて、カスタムファームウェアバンドルの作成後にホットフィックスを削除できます。

カスタムファームウェアバンドルの作成方法については、オプション3：ソフトウェアおよびファームウェアコンポー
ネントのホットフィックスファイルをHPE OneViewにアップロードして、カスタムファームウェアバンドルを作成す
るを参照してください。

SUPERDOMEFLEX

このファームウェアバンドルは、Smart Update Manager（SUM）およびSmart Update Tools（SUT）サポートととも
に、HPE Superdome Flexサーバープラットフォーム向けのファームウェアアップデートを提供します。Superdome
Flex向けのカスタムファームウェアバンドルは作成できません。詳しくは、Superdome Flexファームウェアバンドルを
参照してください。

ファームウェアバンドルとファームウェアベースラインの違いは、ホットフィックスをファームウェアベースラインに
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することができないことです。これは、ホットフィックスをデバイスに直接割り当てることができないためです。
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SPPまたはホットフィックスのダウンロードSPPまたはホットフィックスのダウンロード

Service Pack for ProLiant（SPP）またはホットフィックスは、SPPダウンロードページ

（http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlhttp://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl）からダウンロードできます。すべてのOS用のホットフィックスをSPPにダ

ウンロードしてください。SPPには、 .rpm、 .exe、および .fwpkg または .zipファイルを含める必要があります。

HPE OneViewの外部でSPPをカスタマイズしてからダウンロードすることができます。詳しくは、オプション1：SPPカス
タムダウンロードを使用して、カスタムSPPを作成するとオプション2：SUMを使用してカスタムISO SPPを作成するを参
照してください。

注記:注記:

Gen10ファームウェアホットフィックスは署名ファイルとともにリリースされています。カスタムSPPを
作成するためにホットフィックスを使用するには、対応する署名ファイルをHPE OneViewにダウンロード
します。
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簡単なファームウェア管理簡単なファームウェア管理

HPE OneViewでは、迅速かつ信頼性の高い方法でアプライアンス全体のファームウェアを簡単に管理できます。

リソースを管理対象のアプライアンスに追加すると、アプライアンスは、リソースのファームウェアをアプライアンス
に必要な最小バージョンに自動的にアップデートします。自動アップデートを実行するには、ファームウェアバンドル
をアプライアンスにアップロードする必要があります。

注記:注記:

監視対象リソースのファームウェアは、HPE OneViewの管理対象外です。

Service Pack for ProLiant（SPP）とも呼ばれるファームウェアバンドルは、ファームウェア、ドライバー、および
ユーティリティを含むテスト済みのアップデートパッケージです。ファームウェアバンドルを使用すると、管理対象
サーバーおよびインフラストラクチャ（エンクロージャーおよびインターコネクト）のファームウェアをアップデート
できます。

アプライアンス上のファームウェアレポジトリにより、SPPファームウェアバンドルをアップロードし、ベストプラク
ティスに従ってそれを環境に展開できます。例えば、以下の操作を実行できます。

ファームウェアレポジトリに保存されているファームウェアバンドルのバージョンと内容を表示できます。

サーバーハードウェアページから、サポートされるハードウェアにインストールされているファームウェアのバー

ジョンを表示します。

サーバープロファイルなどの管理対象リソース、またはリソースのグループ（論理インターコネクトのすべてのイ

ンターコネクトなど）に対して、ファームウェアのベースライン（ファームウェアバージョンの必須の状態）を設

定できます。

管理対象リソースがファームウェアのベースラインに適合していない場合は、それを検出できます。

ファームウェアの互換性についてレポートします。

論理エンクロージャー全体のファームウェアをアップデートできます。

各リソース、または論理インターコネクトグループのようなリソースグループのファームウェアをアップデートで

きます。

OSドライバーとファームウェアをアップデートできます。

ファームウェアバンドルをレポジトリから削除できます。

SPPレポジトリの仮想ディスクのサイズを増やすことができます。

外部で管理される追加のHTTP/HTTPS Webサーバーを、外部レポジトリとしてアプライアンスに追加できます。それは
ユーザー管理HTTP/HTTPS Webサーバーになります。特定のディレクトリにファームウェアバンドルをアップロードし、
HTTP/HTTPSサーバーをHPE OneViewに登録できます。この機能は、Apache HTTPDやIISなどのWEBDAV対応Webサーバーで
サポートされます。

統合アクティブ化オプションを選択したVMware ESXiシステムでは、ハイパーバイザークラスターが中断することなく
アップデートされます。論理エンクロージャーに1つ以上のハイパーバイザープロファイルが含まれている場合は、
アップデート前に、各ハイパーバイザーが順次メンテナンスモードに入ります。ハイパーバイザーがメンテナンスモー
ドに入り、ファームウェアアップデートを実施して、メンテナンスモードから戻るまでに、最大で90分かかることがあ
ります。

Hewlett Packard Enterpriseでは、主要なSPPリリースの間にコンポーネントのホットフィックスをリリースすること
があります。Hewlett Packard Enterpriseは、ホットフィックスがアップロードされて使用可能であることを通知し、
そのホットフィックスが適用されるSPPの詳細情報を提供します。ホットフィックスを手動で適用するか、既存のSPPに
ホットフィックスを追加してHPE OneViewを使用して展開することができます。

詳細情報詳細情報

Microsoft WindowsでのWebベースの外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成

LinuxでのHTTPS Webサーバーのインストールと構成

カスタムSPPの作成

ラックマネージャー

エンクロージャーグループにはファームウェアのベースラインが含まれていません。そのため、エンクロージャー
ファームウェアのアップデートは、論理エンクロージャー構成を通して管理されます。

1

1
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簡単な構成変更の管理簡単な構成変更の管理

テンプレートおよびグループにより、アプライアンス全体に構成変更を簡単に配布できます。以下に例を示します。

1つの変更をグループまたはテンプレートに加えることで、複数の複雑な変更をシンプルにします。その後、グルー

プの各メンバーに対して1回の操作で構成をアップデートし、グループの構成を一致させることができます。

アプライアンスは、リソースが現在のテンプレートまたはグループの基準に適合していないことを検出すると、そ

れを通知します。リソースの構成をアップデートする場合は、ユーザーが制御します。

論理インターコネクト設定は、論理エンクロージャー内のすべてのインターコネクトが互換性のあるファームウェ

アを持っていることを確認するために、物理インターコネクトのファームウェアを管理します。
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Microsoft WindowsでのWebベースの外部ファームウェアレポジトリのインスMicrosoft WindowsでのWebベースの外部ファームウェアレポジトリのインス

トールと構成トールと構成

外部で管理されるHTTP/HTTPS Webサーバーを、ファームウェアレポジトリとしてアプライアンスに追加できます。それ
はユーザー管理HTTP/HTTPS Webサーバーになります。特定の仮想ディレクトリにファームウェアバンドルをアップロー
ドし、HTTP/HTTPSサーバーをHPE OneViewに登録できます。

注記:注記:

IPv4アドレスおよびIPv6アドレスの両方を使用して構成された外部WebサーバーをHPE OneViewに追加

できます。IPv6アドレスの場合は、静的アドレスタイプまたはDHCPアドレスタイプのいずれかを使用

して構成できます。

例例：

IPv4アドレス：192.168.12.0

IPv6アドレス：[2001:db8::]

HPE OneViewが、HTTP/HTTPSプロトコルを使用して外部レポジトリのIPアドレスと通信する場合にの

み、アプライアンスと外部ファームウェアレポジトリをさまざまなサブネットの一部にすることがで

きます。接続が高レイテンシにならないようにしてください。

詳細情報詳細情報

ファームウェアレポジトリ
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Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012でのIISWindows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012でのIIS

WebサーバーのインストールWebサーバーのインストール

前提条件前提条件

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、またはWindows Server 2012がシステムにインストールされてい

る。

手順手順

1. オペレーティングシステムのスタートスタートメニューでサーバーマネージャーサーバーマネージャーを選択します。

2. ナビゲーションペインでダッシュボードダッシュボードを選択して、役割と機能の追加役割と機能の追加をクリックします。

3. 「はじめる前にはじめる前に」ページを読んで、OKOKをクリックします。

4. インストールの種類インストールの種類ページで、役割ベースまたは機能ベースのインストール役割ベースまたは機能ベースのインストールを選択して次へ次へをクリックします。

5. サーバー選択サーバー選択ページで、お使いのサーバーを選択してOKOKをクリックします。

6. サーバーの役割サーバーの役割ウィンドウでWebサーバー（IIS）Webサーバー（IIS）を選択します。役割と機能の追加ウィザード役割と機能の追加ウィザードが表示されます。

7. 機能の追加機能の追加をクリックします。

8. Webサーバーの役割（IIS）Webサーバーの役割（IIS）ページで次へ次へをクリックします。

9. 役割サービス役割サービスページで次へ次へをクリックします。

注記:注記:

役割サービス役割サービスページのデフォルト設定は変更しないでください。

10. インストールオプションの確認インストールオプションの確認ページでインストールインストールをクリックします。

11. インストールの進行状況インストールの進行状況ページで、インストールが正常に完了したことを確認して、閉じる閉じるをクリックします。

12. Webサーバーが正しくインストールされたことを確認するには、ブラウザーを起動して、WebサーバーのIPアドレス

をアドレスバーに入力し、先頭にhttp://http://を追加します。

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012でのIIS Webサーバーのインストー
ル
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Windows 8およびWindows 10でのIISマネージャーのインストールWindows 8およびWindows 10でのIISマネージャーのインストール

前提条件前提条件

Windows 8またはWindows 10がインストール済みである。

手順手順

1. オペレーティングシステムのスタートスタートメニューをクリックして、コントロールパネルコントロールパネルを選択します。

2. プログラムプログラムをクリックし、Windowsの機能の有効化または無効化Windowsの機能の有効化または無効化をクリックします。

3. Windowsの機能Windowsの機能ウィンドウで、インターネットインフォメーションサービスインターネットインフォメーションサービスを選択してから、World Wide WebサービWorld Wide Webサービ

ススを展開します。

4. HTTP共通機能HTTP共通機能を展開して、静的なコンテンツ静的なコンテンツ機能を選択します。

5. インターネットインフォメーションサービスインターネットインフォメーションサービスでインターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーインターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーを

選択し、Web管理ツールWeb管理ツールを展開してIIS管理コンソールIIS管理コンソールを選択します。

6. OKOKをクリックします。

7. Webサーバーが正しくインストールされたことを確認するには、ブラウザーを起動して、WebサーバーのIPアドレス

をアドレスバーに入力し、先頭にhttp://http://を追加します。
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IISマネージャーを開くIISマネージャーを開く

IISマネージャーのインストールが完了したら、IISマネージャーを開いて設定し、使用することができます。

手順手順

1. オペレーティングシステムのスタートスタートメニューからコントロールパネルコントロールパネルを選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

Windows Vista®またはWindows Server® 2008をお使いの場合は、システムとメンテナンスシステムとメンテナンスをクリックして、管理管理

ツールツールを選択します。

Windows® 8、Windows 10、またはWindows Server® 2008 R2をお使いの場合は、システムとセキュリティシステムとセキュリティをク

リックして、管理ツール管理ツールを選択します。

3. 管理ツール管理ツールウィンドウで、インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーインターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーをダブルクリックし

てIISマネージャーIISマネージャーを開きます。
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WindowsでのIIS Webサーバーの構成WindowsでのIIS Webサーバーの構成

手順手順

1. IISマネージャーを開きます。

2. デフォルトのWebサイトを右クリックして仮想ディレクトリの追加を選択します。

3. 仮想ディレクトリの と を入力して、OKをクリックします。

注記:注記:

仮想ディレクトリの名前に特殊文字が含まれている場合は、HPE OneViewでディレクトリのプロパ

ティを編集するときに、仮想ディレクトリの名前にいくつかの文字が追加されて表示されることがあ

ります。

4. ディレクトリの参照をダブルクリックして、アクションペインの有効タブをクリックします。

仮想ディレクトリの内容を表示するには、ディレクトリの参照を有効にします。ディレクトリの参照を有効にする

と、ブラウザーを開いてhttps://{WebサーバーのIP}/{仮想ディレクトリの名前}を入力することにより、ディレク

トリの内容を表示できます。

詳細情報詳細情報

IISマネージャーを開く

エイリアスエイリアス 物理パス物理パス
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認証の構成認証の構成

手順手順

1. Microsoft Windows 2008 Server、Windows 2012 Server、またはWindows 2012 R2 Serverをお使いの場合は、以下Microsoft Windows 2008 Server、Windows 2012 Server、またはWindows 2012 R2 Serverをお使いの場合は、以下

の手順を実行します。の手順を実行します。

a. オペレーティングシステムのスタートメニューでサーバーマネージャーをクリックします。

b. ナビゲーションペインでダッシュボードを選択して、役割と機能の追加をクリックします。

c. サーバーの役割の選択ウィンドウでWebサーバー（IIS）を選択して展開し、Webサーバーを選択します。

d. Webサーバーでセキュリティを展開して、基本認証を選択します。

e. 次へをクリックします。

f. 機能の選択ページで次へをクリックします。

g. インストールをクリックします。

2. Microsoft Windows 8または10をお使いの場合は、以下の手順を実行します。Microsoft Windows 8または10をお使いの場合は、以下の手順を実行します。

a. オペレーティングシステムのスタートメニューからコントロールパネルを選択します。

b. プログラムをクリックし、Windowsの機能の有効化または無効化をクリックします。

c. Windowsの機能ウィンドウで、インターネットインフォメーションサービスを選択してから、World Wide Web

サービスを展開します。

d. セキュリティを選択して展開し、基本認証を選択します。

e. OKをクリックします。

3. Webサーバーの基本認証を有効にするには、以下の手順を実行します。Webサーバーの基本認証を有効にするには、以下の手順を実行します。

a. IISマネージャーを開きます。

b. 仮想ディレクトリの機能ビューで認証タブをダブルクリックします。

c. 認証画面で匿名認証をクリックします。

d. 匿名認証を無効にするには、アクションペインで無効をクリックします。

デフォルトで匿名認証は有効になっています。

e. 認証ページで基本認証をクリックします。

f. 基本認証を有効にするには、アクションペインで有効をクリックします。

デフォルトで、基本認証は無効になっています。

g. IISマネージャーを再起動します。

4. Webサーバーの匿名認証を有効にするには、以下の手順を実行します。Webサーバーの匿名認証を有効にするには、以下の手順を実行します。

匿名認証を有効にするには、まず前述の他の認証メカニズムをすべて無効にする必要があります。

a. WebDavオーサリング規則をダブルクリックします。

b. アクションペインでWebDav設定をクリックします。

c. プロパティの動作セクションで以下を実行します。

匿名プロパティの照会を許可をTrueに設定します。

無限の深さのプロパティの照会を許可をTrueに設定します。

匿名プロパティの照会を許可と無限の深さのプロパティの照会を許可のデフォルト設定はFalseです。

詳細情報詳細情報

IISマネージャーを開く
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WebDAVをインストールして有効にするWebDAVをインストールして有効にする

前提条件前提条件

Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、またはWindows Server 2012用のWebDAV Redirectorがインストー

ルされている必要があります。WebDAV Redirectorは、Windows Vista、Windows 8、およびWindows 10ではすでにイ

ンストールされています。

手順手順

1. Microsoft Windows 2008 Server、Windows 2012 Server、またはWindows 2012 R2 Serverをお使いの場合は、以下Microsoft Windows 2008 Server、Windows 2012 Server、またはWindows 2012 R2 Serverをお使いの場合は、以下

の手順を実行します。の手順を実行します。

a. オペレーティングシステムのスタートメニューでサーバーマネージャーをクリックします。

b. ナビゲーションペインでダッシュボードを選択して、役割と機能の追加をクリックします。

c. サーバーの役割ウィンドウでWebサーバー（IIS）を選択して展開します。

d. Webサーバーを選択して展開し、HTTP共通機能を選択してからWebDAV発行を選択します。

e. 次へをクリックして、インストールをクリックします。

2. Microsoft Windows 8または10をお使いの場合は、以下の手順を実行します。Microsoft Windows 8または10をお使いの場合は、以下の手順を実行します。

a. オペレーティングシステムのスタートメニューからコントロールパネルを選択します。

b. プログラムをクリックし、Windowsの機能の有効化または無効化をクリックします。

c. Windowsの機能ウィンドウで、インターネットインフォメーションサービスを選択してから、World Wide Web

サービスを展開します。

d. HTTP共通機能を選択して展開し、WebDAV発行を選択します。

e. OKをクリックします。

3. IISマネージャーを開きます。

4. 仮想ディレクトリを選択します。機能ビューでWebDAVオーサリング規則をダブルクリックします。

5. 仮想ディレクトリの機能ビューでWebDAVの有効化をクリックします。

6. WebDAV設定をクリックします。

7. 匿名アクセスを有効にしてある場合は、匿名プロパティの照会を許可に対してTrueを選択して、適用をクリックし

ます。

8. WebDAVアクセスを許可するディレクトリまたは仮想ディレクトリを選択して、WebDAVオーサリング規則をダブルク

リックします。

9. オーサリング規則の追加をクリックして、以下の条件を設定します。

a. 全コンテンツタイプに規則を適用することを指定するには、すべてのコンテンツをクリックします。

b. すべてのユーザーまたは指定されたユーザーを選択して、ユーザー名として「 」と入力します。

c. アクセス許可アクセス許可セクションで読み取り、ソース、書き込みを選択します。

d. OKをクリックします。

HPE OneViewへのWebサーバーの追加は、IISマネージャーでWebDAVのインストールと構成が完了した後で行うこ

とができます。WebDAVがマウントされている場所の完全なパスをWebサーバーアドレスとしてHPE OneViewに入力

します。

詳細情報詳細情報

IISマネージャーを開く

設定：レポジトリ

administrator
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HTTPSバインディングを設定するHTTPSバインディングを設定する

注記:注記:

FIPSまたはCSNAモードを設定する場合は、FIPSモードの設定およびCNSAモードの設定を参照してくださ
い。

手順手順

1. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーを開きます。

2. 自己署名証明書をIISで生成するには、以下の手順を実行します。

a. IISマネージャーのホームページで、サーバー証明書をダブルクリックします。

b. アクションペインで、自己署名証明書の作成を選択します。

c. 証明書の を入力して、OKをクリックします。

d. 接続パネルからデフォルトのWebサイトを選択して、アクションペインのバインドを選択します。

e. 追加をクリックし、種類のドロップダウンリストからhttpsを選択します。割り当てられているデフォルトポー

トは443443です。

f. SSL証明書の自己署名証明書を選択して、OKをクリックします。

g. HTTPSバインディングをテストするには、デフォルトのWebサイトを選択して、右のパネルから*:443(https)をブ

ラウズを選択します。

IISのホームページがWebブラウザーで開きます。

h. 自己署名証明書を使用した場合は、証明書エラーがブラウザーに表示されます。続行するには、証明書の例外を

受け入れます。

注記: 注記: 証明書を生成した後は、必ず証明書を検証してください。

詳細情報詳細情報

IISマネージャーを開く

証明書の検証基準

名前名前
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FIPSモードの設定FIPSモードの設定

前提条件前提条件

必要な証明書を生成するための、Linuxを実行しているコンピューターまたは仮想マシンがあります。

手順手順

1. Linuxを実行しているコンピューターまたは仮想マシンにインストールされているOpenSSLを使用して、Windows Webサーバー

に必要な証明書を生成します。

OpenSSLを入手してインストールします。

yum install openssl

CNを FQDNに設定します。サーバーのFQDNを取得するには、コマンド ping -a IP_ADDR を入力してください。

WebサーバーのDNSとIPアドレスを使用して subjectAltNameを設定します。

2. 公開キーと秘密キーを含む pfxファイルを作成します。

openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey key.pem -in cert.pem

3. pfxファイルをIIS Webサーバーにインポートするには、以下の手順を実行します。

a. IISマネージャーを開きます。

b. IISマネージャーのホームページで、サーバー証明書 > インポートを選択します。

c. pfxファイルを選択し、パスワードを入力します。

注記:注記:

入力したパスワードを覚えておいてください。このパスワードは、WebサーバーをHPE OneViewに追加すると

きに必要になります。

d. 接続パネルからデフォルトのWebサイトを選択して、アクションペインのバインドを選択します。

e. 追加をクリックし、種類のドロップダウンリストからhttpsを選択します。割り当てられているデフォルトポートは443443で

す。

4. IIS Webサーバーを再起動します。

5. ブラウザーを使用してWebサーバーに接続します。自己署名証明書を使用した場合は、証明書エラーが表示されます。続行す

るには、証明書の例外を受け入れます。

6. WindowsサーバーのモードをFIPSに設定するには、以下の手順を実行します。

a. ファイル名を指定して実行アプリケーションを開き、 regeditコマンドを入力してWindowsレジストリキーを開きます。

FIPSアルゴリズムポリシーのキーを有効にします。

キーHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\FIPSAlgorithmPolicy REG_DWORDを1
（10進数）に設定

b. FIPSモードが有効になっていることを確認します。

ファイル名を指定して実行アプリケーションを開き、 gpedit.mscコマンドを入力します。

ローカルグループポリシーエディターが開きます。

ローカルグループポリシーエディターで、コンピューターの構成 > Windowsの設定 > セキュリティの設定 > ローカル

ポリシー > セキュリティオプションを選択します。

システム暗号化：暗号化、ハッシュ、署名のためのFIPS準拠アルゴリズムを使うを開きます。

c. 有効を選択します。

openssl genrsa -out key.pem 2048
 
openssl req -subj "/CN=<FQDN or IP address>/C=US/ST=CA/L=PA/O=HPE/OU=Org" -sha256 -new -key key.pem -out \
certreq.csr -reqexts SAN -config <(cat /etc/pki/tls/openssl.cnf <(printf "\n[SAN]\nsubjectAltName=DNS:<FQDN>,\
IP:<IP address>\nkeyUsage=digitalSignature,keyEncipherment,dataEncipherment\nbasicConstraints=CA:FALSE"))
 
openssl req -x509 -sha256 -key key.pem -out cert.pem -nodes -days 3650 -extensions v3_req -in certreq.csr \
-config <(cat /etc/pki/tls/openssl.cnf <(printf "\n[v3_req]\nsubjectAltName=DNS:<FQDN>,IP:<IP address> \
\nkeyUsage=digitalSignature,keyEncipherment,dataEncipherment\nbasicConstraints=CA:FALSE"))
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d. OSを再起動します。
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CNSAモードの設定CNSAモードの設定

前提条件前提条件

必要な証明書を生成するための、Linuxを実行しているコンピューターまたは仮想マシンがあります。

Windows FIPSレポジトリをセットアップしてあります。

Windows Server 2016以降のバージョンがインストールされています。Windows Server 2012以前のバージョンでは、TLS 1.2暗号スイートは使用できません。

手順手順

1. Linuxを実行しているコンピューターまたは仮想マシンにインストールされているOpenSSLを使用して、Windows Webサーバーに必要な証明書を生成します。

OpenSSLを入手してインストールします。

yum install openssl

CNを FQDNに設定します。サーバーのFQDNを取得するには、コマンド ping -a IP_ADDR を入力してください。

WebサーバーのDNSとIPアドレスを使用して subjectAltNameを設定します。

2. 公開キーと秘密キーを含む pfxファイルを作成します。

openssl pkcs12 -export -out cert.pfx -inkey key.pem -in cert.pem

3. pfxファイルをIIS Webサーバーにインポートするには、以下の手順を実行します。

a. IISマネージャーを開きます。

b. IISマネージャーのホームページで、サーバー証明書 > インポートを選択します。

c. pfxファイルを選択し、パスワードを入力します。

入力したパスワードを書き留めます。

d. 接続パネルからデフォルトのWebサイトを選択して、アクションペインのバインドを選択します。

e. 追加をクリックし、種類のドロップダウンリストからhttpsを選択します。割り当てられているデフォルトポートは443443です。

4. IIS Webサーバーを再起動します。

5. ブラウザーを使用してWebサーバーに接続します。自己署名証明書を使用した場合は、証明書エラーが表示されます。続行するには、証明書の例外を受け入れます。

6. WindowsサーバーのモードをCNSAに設定するには、以下の手順を実行します。

a. ファイル名を指定して実行アプリケーションを開き、 gpedit.mscコマンドを入力します。

ローカルグループポリシーエディターが開きます。

b. ローカルグループポリシーエディターで、コンピューターの構成 > 管理用テンプレート > ネットワーク > SSL構成設定を選択します。

c. SSL暗号の順位を開きます。

d. 有効を選択し、スイートを追加します。

e. OSを再起動します。

openssl genrsa -out key.pem 3072
 
openssl req -subj "/CN=<FQDN or IP address>/C=US/ST=CA/L=PA/O=HPE/OU=Org" -sha384 -new -key key.pem -out \
certreq.csr -reqexts SAN -config <(cat /etc/pki/tls/openssl.cnf <(printf "\n[SAN]\nsubjectAltName=DNS:<FQDN>,\
IP:<IP address>\nkeyUsage=digitalSignature,keyEncipherment,dataEncipherment\nbasicConstraints=CA:FALSE"))
 
openssl req -x509 -sha384 -key key.pem -out cert.pem -nodes -days 3650 -extensions v3_req -in certreq.csr \
-config <(cat /etc/pki/tls/openssl.cnf <(printf "\n[v3_req]\nsubjectAltName=DNS:<FQDN>,IP:<IP address> \
\nkeyUsage=digitalSignature,keyEncipherment,dataEncipherment\nbasicConstraints=CA:FALSE"))

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384、TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384、TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384、TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
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MIMEタイプの設定MIMEタイプの設定

手順手順

1. IISマネージャーを開きます。

2. 仮想ディレクトリの機能ビューで、MIMEタイプをダブルクリックします。

3. アクションペインの追加をクリックします。

4. MIMEタイプの追加ダイアログボックスで、ファイル名拡張子テキストボックスに .isoと入力します。

5. MIMEタイプテキストボックスに タイプとしてapplication/octet-streamと入力します。

6. OKをクリックします。

7. アクションペインの再起動をクリックしてIISマネージャーを再起動します。

詳細情報詳細情報

IISマネージャーを開く

MIME
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サイズヘッダーの構成サイズヘッダーの構成

手順手順

1. IISマネージャーを開きます。

2. 仮想ディレクトリの機能ビューでHTTP応答ヘッダーHTTP応答ヘッダーをダブルクリックします。

3. アクションアクションペインの追加追加をクリックします。

4. カスタムHTTP応答ヘッダーの追加カスタムHTTP応答ヘッダーの追加ウィンドウで、MaxRepoSizeMaxRepoSizeを名前名前として入力し、100G100Gを値値として入力します。

5. OKOKをクリックします。

6. アクションアクションペインの再起動再起動をクリックしてIISマネージャーを再起動します。

注記:注記:

外部レポジトリのセットアップに関する重要な考慮事項

アップデートプロセスの進行中に外部レポジトリからファームウェアバンドルを削除しないでく

ださい。バンドルを削除すると、アップデートプロセスが正常に完了しません。

同じ名前のファームウェアバンドルが2つ以上ある場合、アップデートプロセスは両方のファーム

ウェアバンドルで続行されますが、HPE OneViewに表示されるのは一方のファームウェアバンドル

だけです。

IISマネージャーのインストールと設定が完了したので、提供された認証情報とHTTPを使用して、WebサーバーをHPE

OneViewに追加できます。HPE OneViewによって、有効なすべてのバンドルが検出されます。

詳細情報詳細情報

設定：レポジトリ
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LinuxでのWebベース外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成LinuxでのWebベース外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成

外部で管理されるHTTP/HTTPS Webサーバーを、ファームウェアレポジトリとしてアプライアンスに追加できます。それ
はユーザー管理HTTP/HTTPS Webサーバーになります。特定の仮想ディレクトリにファームウェアバンドルをアップロー
ドし、HTTP/HTTPSサーバーをHPE OneViewに登録できます。

注記:注記:

IPv4アドレスおよびIPv6アドレスの両方を使用して構成された外部WebサーバーをHPE OneViewに追加で
きます。IPv6アドレスの場合は、静的アドレスタイプまたはDHCPアドレスタイプのいずれかを使用して
構成できます。

例例：

IPv4アドレス：192.168.12.0

IPv6アドレス：[2001:db8::]

この章では、LinuxオペレーティングシステムでApache Webサーバーをインストールおよび設定するための手順につい
て説明します。

詳細情報詳細情報

ファームウェアレポジトリ
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LinuxでのApache Webサーバーの構成LinuxでのApache Webサーバーの構成

手順手順

1. yumパッケージをアップデートします。

yum -y update

2. Linux上でApacheをインストールします。

yum -y install httpd

3. Apacheサービスを起動します。

systemctl start httpd

構成の変更があった場合は、Apacheサービスを再起動します。

systemctl restart httpd

4. Webサーバーが正しくインストールされたことを確認するには、WebブラウザーでIP（http）アドレスを指定して

Apacheサーバーを開きます。

LinuxでのApache Webサーバーの構成 316



OpenSSLを使用したHTTPSの構成OpenSSLを使用したHTTPSの構成

注記:注記:

FIPSまたはCSNAモードを設定する場合は、FIPSモードの設定およびCNSAモードの設定を参照してくださ
い。

手順手順

1. OpenSSL、mod_ssl、およびOpenSSLへのApacheインターフェイスを取得します。

yum install mod_ssl openssl

2. サブジェクト代替名（SAN）フィールドとLinux外部レポジトリのIPアドレスを /etc/pki/tls/openssl.cnfの

[v3_req]というタイトルのセクションに追加します。

IPv4レポジトリの場合、 [v3_req]は次の例のようになります。

IPv6レポジトリの場合、 DNS属性のIPv6アドレスをカッコとともに追加します。

例： subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3

[v3_req]は、次の例のようになります。

3. 属性に必要な値を持つキーと証明書を生成します。

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout key.pem -out cert.pem -nodes -days 3650 -su
bj '/CN=<repo hostname or IP>,C=<Country>,ST=<State>,L=<City>,O=<Customer>,OU=<IT>' -e
xtensions v3_req

4. 生成された証明書とキーを正しい場所にコピーします。

cp cert.pem /etc/pki/tls/certs/localhost.crt

cp key.pem /etc/pki/tls/private/localhost.key

5. /etc/httpd/conf.d/ssl.confの以下の行のコメントを外して、プロトコルを設定します。

SSLProtocol -all +TLSv1.2

6. 次の手順を実行して、暗号スイートをセットアップします。

a. /etc/httpd/conf.d/ssl.confの以下の既存の行をコメントします。

#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA

#SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5

ssl.confファイルのSSL暗号スイートの詳細は、次の例のようになります。

[v3_req]

# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE
          keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = IP:172.20.5.55

[v3_req]

# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3

# SSL Cipher Suite:
# List the ciphers that the client is permitted to negotiate.
# See the mod_ssl documentation for a complete list.
#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA
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b. 暗号スイートを追加します。

SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AE
S256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDH-ECDSA-AES256-SHA38
4:ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA38#4:ECDH-RSA-AES256-SHA384:ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384:DH
E-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-
ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RS#A-AES128-SHA256:ECDHE-RSA
-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDH-ECDSA-AES128-SHA2
56:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDH-RSA-AES128-SHA256:ECD
H-R#SA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384:D
HE-DSS-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:AES256-SHA:AES128-SHA
:ECDH-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA#-AES256-SHA:ECDH-ECDSA-AES256-SHA:ECDH-RSA-AES256-S
HA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDH-ECDSA-AES128-SHA:ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-ECDSA-
DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA

7. 変更を保存してテキストエディターを終了します。

8. Apacheを再起動します。

service httpd restart

#SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
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FIPSモードの設定FIPSモードの設定

手順手順

1. OpenSSL、mod_ssl、およびOpenSSLへのApacheインターフェイスを取得します。

yum install mod_ssl openssl

2. サブジェクト代替名（SAN）フィールドとLinux外部レポジトリのIPアドレスを /etc/pki/tls/openssl.cnfの [v3_req]というタイトルのセクションに追加します。

IPv4レポジトリの場合、 [v3_req]は次の例のようになります。

IPv6レポジトリの場合、 DNS属性のIPv6アドレスをカッコとともに追加します。

例： subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3

[v3_req]は、次の例のようになります。

3. WebサーバーのSSL証明書を生成します。 CNを FQDNまたはIPアドレスに設定します。

4. /etc/httpd/conf.d/ssl.confをアップデートして、FIPSモードで許可されているプロトコルを設定します。

5. /etc/httpd/conf.d/ssl.confをアップデートして、暗号スイートを設定します。

6. 生成された証明書とキーを正しい場所にコピーします。

cp cert.pem /etc/pki/tls/certs/localhost.crt

cp key.pem /etc/pki/tls/private/localhost.key

7. Apache httpd Webサーバーを再起動します。

service httpd restart

8. ブラウザーを使用してWebサーバーに接続します。自己署名証明書を使用した場合は、証明書エラーが表示されます。続行するには、証明書の例外を受け入れ、 CNの一致を確認します。

9. オプション。OS（CentOS）でFIPSモードを有効にして、OSを再起動します。

echo1 >> /proc/sys/crypto/fips_enabled

[v3_req]

# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = IP:172.20.5.55

[v3_req]

# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3

openssl genrsa -out key.pem 2048
openssl req -new  -sha256 -key key.pem -out certreq.csr -subj '/CN=<IP address>/C=US/ST=State/L=City/O=Customer/OU=IT'
openssl req -x509  -sha256 -key key.pem -out cert.pem -nodes -days 3650 -extensions v3_req -in certreq.csr

#SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLProtocol  -all +TLSv1.1 +TLSv1.2

# SSL Cipher Suite:
# List the ciphers that the client is permitted to negotiate.
# See the mod_ssl documentation for a complete list.
#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA
#SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
 
#FIPSモードでOVと連携するように暗号スイートを設定する
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDH-ECDSA-AES256-SHA384:ECDH-ECDSA-AES256-CM-HA384:ECDH-RSA-AES256-SHA384:ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDH-ECDSA-AES128-SHA256:ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDH-RSA-AES128-SHA256:ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA
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CNSAモードの設定CNSAモードの設定

手順手順

1. OpenSSL、mod_ssl、およびOpenSSLへのApacheインターフェイスを取得します。

yum install mod_ssl openssl

2. サブジェクト代替名（SAN）フィールドとLinux外部レポジトリのIPアドレスを /etc/pki/tls/openssl.cnfの [v3_req]という

タイトルのセクションに追加します。

IPv4レポジトリの場合、 [v3_req]は次の例のようになります。

IPv6レポジトリの場合、 DNS属性のIPv6アドレスをカッコとともに追加します。

例： subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3

[v3_req]は、次の例のようになります。

3. OpenSSLを使用して、Webサーバーに必要な証明書を生成します。

4. /etc/httpd/conf.d/ssl.confをアップデートして、CNSAモードで許可されているプロトコルを設定します。

5. /etc/httpd/conf.d/ssl.confをアップデートして、暗号スイートを追加します。

6. 生成された証明書とキーを正しい場所にコピーします。

cp cert.pem /etc/pki/tls/certs/localhost.crt

cp key.pem /etc/pki/tls/private/localhost.key

7. Apache httpd Webサーバーを再起動します。

service httpd restart

8. ブラウザーを使用してWebサーバーに接続します。自己署名証明書を使用した場合は、証明書エラーが表示されます。続行するには、

証明書の例外を受け入れ、 CNの一致を確認します。

9. オプション。OS（CentOS）でCNSAモードを有効にして、OSを再起動します。

echo1 >> /proc/sys/crypto/cnsa_enabled

[v3_req]

# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = IP:172.20.5.55

[v3_req]

# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3

openssl genrsa -out key.pem 3072
openssl req -new  -sha384 -key key.pem -out certreq.csr -subj '/CN=firmwareRepo/C=US/ST=State/L=City/O=Customer/OU=IT'
openssl req -x509  -sha384 -key key.pem -out cert.pem -nodes -days 3650 -extensions v3_req -in certreq.csr

#SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLProtocol  -all +TLSv1.2

# SSL Cipher Suite:
# List the ciphers that the client is permitted to negotiate.
# See the mod_ssl documentation for a complete list.
#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA
#SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
 
#CNSAモードでOVと連携するように暗号スイートを設定する
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

CNSAモードの設定 320



WebDAVを有効にして基本認証を設定するWebDAVを有効にして基本認証を設定する

手順手順

1. WebDAVモジュールが有効になっているかどうかを特定します。

sudo httpd -M | grep fs

WebDAVがすでに有効になっている場合は、次の出力が表示されます。

dav_fs_module (shared)

デフォルトで、WebDAVモジュールはApacheインストールに付属し、有効になっています。

2. Apache WebルートディレクトリにWebDAVディレクトリを作成します。

sudo mkdir /var/www/html/webdav

3. WebDAVディレクトリの所有権とパーミッションを変更します。

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/webdav

sudo chmod -R 755 /var/www/html/webdav

4. .htpasswdファイルを作成することによってWebDAVディレクトリのパスワード認証を設定するには、以下の手順

を実行します。

a. .htpasswdファイルを作成します。

sudo htpasswd -c /etc/httpd/.htpasswd {User Name}

b. Apacheユーザーにグループ所有権を割り当てて、他のユーザーのパーミッションをロックダウンします。

sudo chown root:apache /etc/httpd/.htpasswd

sudo chmod 640 /etc/httpd/.htpasswd

5. webdav.conf という名前のサイト設定ファイルを作成します。

vi /etc/httpd/conf.d/webdav.conf

6. 次のコードを /etc/httpd/conf.d/webdav.confファイルに追加します。

注記:注記:

AuthNameは、手順4で指定したユーザー名と同じでなければなりません。

7. ファイルを保存して、Apacheを再起動します。

service httpd restart

Webサーバーを再起動した後で、ログイン詳細が要求されます。

注記:注記:

DavLockDB /var/www/html/DavLock
<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/webdav/
    ErrorLog /var/log/httpd/error.log
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
        Alias /webdav /var/www/html/webdav
        <Directory /var/www/html/webdav>
            DAV On
            AuthType Basic
            AuthName "webdav"
            AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
            Require valid-user
        </Directory>
</VirtualHost>
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HPE OneViewのhttpsでは、基本認証とOpenSSL証明書のみがサポートされます。

8. オプション。提供された認証情報とHTTPを使用してHPE OneViewにWebサーバーを追加する場合は、このステップを

スキップしてください。HPE OneViewによって、有効なすべてのバンドルが検出されます。HTTPSを使用して既存の

レポジトリとしてWebサーバーを追加するには、以下の手順を実行します。

a. /etc/httpd/confに移動して、 httpd.confを編集します。

vi httpd.conf

b. httpd.confファイルで次のコード行を検索します。

c. ディレクトリパスを検索して、パスを <Directory "/var/www/html/> から <Directory "/var/www/htm
l/webdav">に変更します。

d. 以下のコードを <Directory> ブロックに追加します。

注記:注記:

コード行 Header set MaxRepoSize 100G によって、Webサーバーのサイズが設定されます。

e. ファイルを保存して、Apacheを再起動します。

service httpd restart

9. オプション。パスワードを必要とせずにHPE OneViewにWebサーバーを追加するには、以下の手順を実行します。

a. /etc/httpd/confに移動して、 httpd.confを編集します。

vi httpd.conf

b. 以下の行から # を削除します。

c. 以下のコード行に # を追加します。

AllowOverride AuthConfig

d. ファイルを保存して、Apacheを再起動します。

service httpd restart

DocumentRoot "/var/www/html/" 
#
# Relax access to content within /var/www.
#

DAV On
     AuthType Basic
     AuthName "webdav" 
     AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
     Require valid-user

    # All access controls and authentication are disabled
    # in this directory
     #AuthType None
     #Satisfy all
     #Allow from all
     #AllowOverride None
     Header set MaxRepoSize 100G
     AllowOverride AuthConfig
     #Require all granted

#AuthType None
     #Satisfy all
     #Allow from all
     #AllowOverride None
     #Require all granted
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Linux Apache Webサーバーのインストールと設定がこれで完了したので、WebサーバーをHPE OneViewに追加し

て、ファームウェアバンドルを外部レポジトリにコピーできます。

注記:注記:

Hewlett Packard Enterpriseでは、Linuxレポジトリ内の別のフォルダーへ新しいファイルをダウ

ンロードする場合、同じマウントポイントを使用することをお勧めしています。このアクションに

より、Linuxのレポジトリパスに不完全なダウンロードが行われないようにすることができます。

ダウンロードしたファイルは、さらに、登録されているLinuxレポジトリ内のフォルダーに移動す

ることができます。例えば、この使用例では、ファイルを /var/www/html/webdavに移動しま

す。

10. オプション。httpsリクエストのみを許可するように /etc/httpd/conf.d/webdav.confをアップデートするに

は、以下の手順を実行します。

a. 次のテキストを webdav.conf に追加します。

CNが /etc/pki/tls/openssl.cnf内の SubjectAltNameと一致していることを確認します。

b. /etc/httpd/conf/httpd.confをアップデートして Listen 80 をコメント化することで、ポート80を無効

にします。

c. サーバーを再起動します。

詳細情報詳細情報

外部レポジトリの追加

<VirtualHost *:443>
        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/webdav/
        SSLEngine on
        SSLProxyEngine on
        SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
        ErrorLog /var/log/httpd/error.log
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
        Alias /webdav /var/www/html/webdav
        <Directory /var/www/html/webdav>
            DAV On
            AuthType Basic
            AuthName "webdav"
            AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
            Require valid-user
        </Directory>
</VirtualHost>
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ファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルのアップロードファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルのアップロード

HPE OneViewアプライアンスでは、2種類のレポジトリをサポートしています。

内部レポジトリは、すべてのHPE OneViewアプライアンスでいつでも使用できる状態で出荷されます。内部レポジト

リを使用して、ファームウェアバンドルはHPE OneViewアプライアンスに直接アップロードされます。内部レポジト

リのファームウェアバンドルは、特定のアプライアンスに追加されたハードウェアをアップデートするためにのみ

使用できます。

内部レポジトリはサイズが固定されており、アップロードできるファームウェアバンドルの数を制限します。

外部レポジトリには、ユーザー構成が必要です。外部レポジトリの場合、ファームウェアバンドルは、Webブラウ

ザーによって提供されるファイルシステムに追加されます。

Webサーバーの情報は外部レポジトリとしてHPE OneViewに追加されます。レポジトリで追加または削除されたバン

ドルは、HPE OneViewアプライアンスによって自動的に検出され、表示されます。レポジトリは必要な任意のサイズ

まで拡張でき、複数のHPE OneViewアプライアンス間で共有できます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、使用されなくなったファームウェアバンドルを削除することをお勧めします。

詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプに記載された、"Microsoft WindowsでのWebベースの外部ファームウェアレポジトリ

のインストールと構成"および"LinuxでのWebベース外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成"を参照し

てください。

レポジトリに追加されたファームウェアバンドルは、ファームウェアバンドル画面から表示できます。

注記:注記:

HPE OneViewアプライアンスで作成されたカスタムファームウェアバンドルは、別のHPE OneViewアプラ
イアンスに移動できません。
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HPE OneViewHPE OneViewでのファームウェアバンドルの表示でのファームウェアバンドルの表示

ファームウェアバンドルをダウンロードしてHPE OneViewに追加すると、ファームウェアバンドルを表示できます。ア
プライアンス > ファームウェアバンドル画面には、追加したすべてのファームウェアバンドルとコンテンツが表示さ
れ、最近追加したバンドルが最初に表示されます。

ファームウェアバンドルを選択すると、リリースの日付、サポートされる言語とオペレーティングシステム、およびバ
ンドルコンポーネントが表示されます。残りストレージパネルは、アプライアンス上のファームウェアレポジトリで使
用可能なストレージ領域の量を表示します。
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ファームウェアレポジトリからのファームウェアバンドルの削除ファームウェアレポジトリからのファームウェアバンドルの削除

任意またはすべてのファームウェアバンドルをファームウェアバンドルレポジトリから削除できます。ただ
し、Hewlett Packard Enterpriseでは、少なくとも1つのファームウェアバンドルを常に使用可能にしておくことをお
勧めします。

ファームウェアバンドルを削除する場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、ファームウェアバンドルを削除する前
に、すべてのリソースを別のファームウェアバンドルに再度割り当てることをお勧めします。

詳細情報詳細情報

ファームウェアバンドルレポジトリからのファームウェアバンドルの削除
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ファームウェアコンプライアンスの確認ファームウェアコンプライアンスの確認

アプライアンスに追加されたファームウェアベースラインごとに、HPE OneViewではファームウェアコンプライアンス
レポートを作成します。このレポートには、HPE OneViewによって管理され、その特定のファームウェアバンドルに準
拠していないデバイスが一覧表示されます。このファームウェアバンドルに準拠しているデバイスは表示されません。

レポートには、デバイスの現在のバージョンとファームウェアバンドルのバージョンが一覧表示されます。表示される
情報は、特定のファームウェアバンドルにのみ対応しており、適用される可能性のあるサーバープロファイルのデバイ
スコンプライアンスには関連していません。

この情報はファームウェアコンプライアンス画面に表示され、保留中のファームウェアアップデートを計画する際に役
立ちます。詳しくは、ファームウェアコンプライアンスを参照してください。

注記:注記:

コンプライアンスレポートは、共有インフラストラクチャとGen9以降のサーバーで利用できます。

詳細情報詳細情報

管理対象デバイスのファームウェアベースラインの確立

ファームウェアコンプライアンスの確認 327



ファームウェアのアップデートファームウェアのアップデート

ファームウェアバンドルを使用すると、管理対象サーバー、ブレードブレード、およびインフラストラクチャ（エンク
ロージャーおよびインターコネクト）のファームウェアをアップデートできます。サーバープロファイルを使用して、
論理エンクロージャー内のすべてのリソース、HPE BladeSystem Onboard Administratorファームウェアのみ、論理イ
ンターコネクト内のファームウェア、または特定のサーバーのファームウェアのアップデートを選択できます。エンク
ロージャー内のすべてのリソースをアップデートする場合は、サーバープロファイルに関連付けられていない場合で
も、すべてのサーバーがアップデートされます。

ユーザーの役割とファームウェアアップデートユーザーの役割とファームウェアアップデート

サーバー管理者の役割は、エンクロージャーOAおよびサーバーのファームウェアをアップグレードできます。

ネットワーク管理者管理者の役割は、インターコネクトのファームウェアをアップグレードできます。

インフラストラクチャ管理者の役割は、すべてのデバイスのファームウェアをアップグレードできます。

ファームウェアをアップデートする方法ファームウェアをアップデートする方法

ファームウェアのアップデートは、複数の方法で開始できます。

論理エンクロージャーの場合は、論理エンクロージャー画面からアップデートを開始できます。

個々の論理インターコネクトの場合は、論理インターコネクト画面からアップデートを開始できます。

個々のサーバーの場合は、ファームウェアベースラインをサーバープロファイルに割り当ててからそのプロファイ

ルを適用するか、論理エンクロージャーのアップデートを実行するときにサーバーハードウェアを含めることに

よって、アップデートを開始できます。

ほとんどのリソース（OA、iLO、サーバー、またはVirtual Connect）は、ファームウェアをアップグレードするときに
オフラインになります。アップグレードは常に、メンテナンスウィンドウ中に実行してください。ファームウェアのア
クティブ化時のダウンタイムを最小限に抑えるには、Virtual Connectインターコネクトファームウェアのアップグ
レード時の可用性の維持を参照してください。

リソースリソース デバイスがオフラインになるときデバイスがオフラインになるとき

エンクロージャーエンクロージャー OAは、エンクロージャーのファームウェアをアップデートするときにオフラインになりま
す。

サーバーサーバー ファームウェアのアップデートでは、サーバープロファイルを編集してファームウェアベー
スラインを変更する必要があります。オフラインファームウェアアップデートでは、プロ
ファイルを適用するためにサーバーをシャットダウンする必要があります。Smart Update
Tools（SUT）を使用したオンラインアップデートでは、サーバーがオンラインのときにアッ
プデートの一部を実行できます。ただし、ほとんどのコンポーネントでは、新しいファーム
ウェアをアクティブ化するためにサーバーの再起動がやはり必要になります。サーバーが論
理エンクロージャーのアップデートの一部として選択されている場合、そのプロセスの一環
としてサーバーもアップデートされます。
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インターコネクトインターコネクト 次の場合に、インターコネクトはオフラインになります。

論理インターコネクトのファームウェアをアップデートまたはアクティブ化する。ファー

ムウェアのステージング時にインターコネクトをオフラインにする必要はありません。

論理エンクロージャーのファームウェアをアップデートし、論理インターコネクトをアッ

プデートするオプションを選択する。

ステージング済みでアクティブ化されていないファームウェアがインターコネクトにある場
合、そのインターコネクトを次に再起動したときにファームウェアがアクティブ化され、イ
ンターコネクトがオフラインになります。

ファームウェアアップデートに関する事項ファームウェアアップデートに関する事項

以下の方法でファームウェアをアップデートすることによって、スタッキングモードとス
タッキングヘルスが冗長接続の論理インターコネクトに接続したサーバーのネットワーク接
続の損失を防止できます。

1. 論理インターコネクトのファームウェアをステージングします。

2. 偶数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアクティブ

化します。

3. ファームウェアアップデートが完了し、インターコネクトが構成済み状態になるまで待

機します。

4. 奇数番号のエンクロージャーベイにあるインターコネクトのファームウェアをアクティブ

化します。

リソースリソース デバイスがオフラインになるときデバイスがオフラインになるとき

エンクロージャーを追加して、iLOファームウェアがHPE OneViewでサポートされる最小バージョンより古いサー

バーを使用する場合は、エンクロージャーを追加するときに、最新のOAまたはiLOファームウェアが含まれるファー

ムウェアバンドルを使用してファームウェアが自動的にアップデートされます。ただし、ファームウェアベースラ

インがアプライアンスに追加されていない場合は、このようなエンクロージャーをインポートできません。この状

況では、HPE OneViewの現在のバージョンと互換性がある最近のSPPを最初にアップロードしてください。

iLO暗号化モードを変更する前に、次のコマンド SUT -deregister をOSのSUTコマンドラインでSUTがインストー

ルされている場合に実行します。iLO暗号化モードを高セキュリティに変更するには、iSUT（Integrated Smart

Update Tools）をiLO認証情報を使用して設定する必要があります。iLO暗号化モードを本番環境からFIPSまた

はCNSAに変更した場合は、iSUT 2.4.0.0以降がインストールされ、iLO認証情報を使用して構成されていることを確

認してください。この手順は、HPE OneViewでプロファイルを適用してファームウェアをアップデートするための前

提条件です。iSUTの以前のすべてのインストール環境は、ファームウェアをアップデートする前にiLO認証情報を使

用してHPE OneViewで構成する必要があります。詳しくは、Integrated Smart Update Tools for Windows andIntegrated Smart Update Tools for Windows and

Linux User GuideLinux User Guideを参照してください。
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ファームウェアを管理するためのベストプラクティスファームウェアを管理するためのベストプラクティス

ベストプラクティスベストプラクティス 説明説明

HPE BladeSystem Onboard
AdministratorでNIC設定を設定し
ます。

エンクロージャー内のデバイスに対してファームウェアアップデートプロセスを
開始する前に、推奨手順を実行して、Onboard Administrator NICが自動ネゴシ
エートに設定されていることを確認します。

現在の最新のService Pack for
ProLiant（SPP）をアップロードし
ます。

最新のSPPをダウンロードしダウンロードし、アプライアンスレポジトリにSPPをアップロードし

ます。

任意のフィルターを適用して、環境固有のSPPをダウンロードします。

エンクロージャー内のすべてのデ
バイスに同じファームウェアベー
スラインを適用します。

HPE OneViewは論理エンクロージャーの個々の部分をアップデートする方法を提
供しますが、この方法は、アップデート順序を制御することのみを目的としてい
ます。アップデートプロセスの目標は、論理エンクロージャー内のすべてのデバ
イスを同じベースラインにアップデートすることです。

カスタムSPPを作成する場合
は、SPPカスタムダウンロードを使
用して作成します。

SPPカスタムダウンロードのWebポータルにログインしログインし、環境固有のフィルターを

使用してカスタムSPPを作成します。サーバーモデルまたはオペレーティングシ
ステムのフィルターを適用して、サイズがさらに小さいSPPを作成します。

ヒント:ヒント:

フィルターを保存しておきます。

論理インターコネクト、サーバー
の順にアップデートします。

Hewlett Packard Enterpriseは、すべてのファームウェアが適切な順序でインス
トールされるよう論理エンクロージャー内のすべてのデバイスにファームウェア
のベースラインを設定することをお勧めしていますが、特定のコンポーネントの
ファームウェアをアップデートすることもできます。

コンポーネントのファームウェアを個別にアップデートする場合は、論理イン
ターコネクト、サーバープロファイルの順にファームウェアをアップグレードし
ます。Hewlett Packard Enterpriseでは、ファームウェアが含まれているものと
同じSPPからドライバーをインストールすることをお勧めします。

サーバーの電源がオンでOSが実行
中のとき、Smart Update
Tools（SUT）を使用してファーム
ウェアとドライバーを一緒にアッ
プデートします。

ファームウェアとドライバーを同じベースラインに保つには、SUTを使用して
サーバープロファイルを介し、ファームウェアとドライバーを一緒にアップデー
トします。このアップデートでは、コンピューティングモジュールの電源がオン
でOSが実行されている必要があります。

Smart Update Toolsを使用すると、サーバープロファイルを介してファームウェ
アおよびドライバーをアップロードできます。詳しくは、Integrated SmartIntegrated Smart

Update Tools for Windows and Linux User GuideUpdate Tools for Windows and Linux User GuideおよびSmart Update ToolsSmart Update Tools

for VMware ESXi User Guidefor VMware ESXi User Guideを参照してください。

SUTモードをAutoStageまたはAutoDeployに設定します。メンテナンスウィンドウ
で再起動します。

ファームウェアをアップデートす
る前に、管理対象デバイスの設定
を確認します。

ファームウェアベースラインが手動で管理に設定されていない場合は、管理対象
デバイスでSUMまたは別の外部ツールを使用してファームウェアをアップデート
しないでください。

SPPをアプライアンスとは別の場所
に保存します。

HPE OneViewではファームウェアレポジトリをバックアップしません。そのた
め、アプライアンス上にないレポジトリにSPPのコピーを保存してください。

前のSPPをファームウェアレポジト
リから削除します。

ファームウェアの最小バージョンより古いバージョンのリソースを監視または管
理のためにアプライアンスに追加するときにSPPが必要なため、少なくとも1つ
のSPPを常に使用可能にしてください。古いSPPを削除したい場合は、そのSPPを
削除する前に、そのSPPを使用するすべてのリソースを別のSPPに割り当てなおし
ます。

ファームウェアを管理するためのベストプラクティス 330

https://www.hpe.com/servers/spp/download
https://spp.hpe.com/custom/
https://www.hpe.com/info/sut-docs
https://www.hpe.com/info/sut-docs


応答しないファームウェアアップデートタスクのキャンセル応答しないファームウェアアップデートタスクのキャンセル

重要:重要:

タスクをキャンセルすると、システム運用に支障をきたします。タスクをキャンセルするのは、状況に
対処するために他の方法を試してもうまくいかなかった場合だけにしてください。

アクティビティ画面のタスクのキャンセルオプションを使用すると、応答していない状態にあるファームウェアアップ
デートを停止できます。タスクのキャンセルオプションは、以下のシナリオのタスクでのみ使用できます。

ファームウェアのみオプションを使用して、サーバープロファイルでファームウェアをアップデートするとき。

ファームウェアアップデート操作がすでに始まっているとき。

論理エンクロージャーから開始されたサーバーハードウェアのファームウェアアップデートに異常に長い時間がか

かる場合。論理エンクロージャーファームウェアのアップデートでは、複数の子サーバーファームウェアのアップ

デートタスクが実行されています。タスクのキャンセルオプションは、サーバーファームウェアアップデートタス

クごとに指定できます。

タスクのキャンセルオプションは、タスクがハングアップしたと思われ、進行状況バーに進行状況が表示されなくなっ
たときにのみ、例外として使用してください。タスクはキャンセル状態になります。

サーバープロファイルのファームウェアのアップデートタスクをキャンセルした場合、プロファイルタスクがエラー状
態になります。
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管理対象デバイスのファームウェアベースラインの確立管理対象デバイスのファームウェアベースラインの確立

特定のファームウェアバンドルをデバイスまたはデバイスのコレクションに割り当てると、ファームウェアベースライ
ンが確立されます。この割り当ては、サーバープロファイルをサーバーに適用するか、または論理エンクロージャーを
定義するときに行われます。

デバイスのベースラインが確立されると、HPE OneViewはそのデバイスを監視し、デバイス上のバージョンがベースラ
インから外れるとユーザーに警告します。アプライアンスに組み込まれているファームウェア管理機能を使用して、
ファームウェアベースラインを定義し、リソースのファームウェアのアップデートを実行できます。

エンクロージャーの電源装置おエンクロージャーの電源装置お
よびファンよびファン

ファームウェアは、エンクロージャーにService Pack for ProLiant（SPP）を適用す
るときにアップデートされます。

インターコネクトインターコネクト ファームウェアは、論理インターコネクトまたは論理エンクロージャー構成にファー
ムウェアベースラインを割り当てるときにアップデートされます。

サーバーブレードまたはラックサーバーブレードまたはラック
マウント型サーバーマウント型サーバー

サーバーおよびiLOファームウェアは、サーバープロファイルを適用するときに、ま
たはサーバーが選択されている論理エンクロージャーのファームウェアアップデート
の一環としてアップデートされます。

注記:注記:

インストールされているファームウェアバージョンが、Gen10以降のサー
バーモデルのベースラインバージョンと一致している場合、HPE OneViewは
ファームウェアのアップデートをスキップします。

重要:重要:

最適なシステムヘルスとパフォーマンスを確保するために、ファームウェアレポジトリを最新のSPP で
アップデートされた状態に保ち、これらのSPP をエンクロージャーグループやデバイスのベースライン
として定期的に割り当てます。
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SPPSPPのベースラインとしての適用のベースラインとしての適用

すべてのデバイスにわたってファームウェアおよびドライバーのバージョンを決定するために、ファームウェアベース
ラインをエンクロージャー、インターコネクト、およびサーバープロファイルに適用できます。Service Pack for

ProLiant（SPP）をSPPダウンロードページ（http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlhttp://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl）からローカルシステムにダウン

ロードすることができます。その後、アプライアンスのファームウェアレポジトリにアップロードできます。各SPPに
は、Smart Update Manager（SUM）とファームウェアのSmartコンポーネントが含まれています。アプライアンスは、選
択したファームウェアベースラインに適合しないデバイスを強調表示して、ファームウェアの互換性に関する問題を特
定します。

注記:注記:

SPPバージョン2017.04以降では、G7サーバーファームウェアコンポーネントはSPPに含まれません。iLO
3のファームウェアバージョンが1.61未満のG7ハードウェアを追加するには、HPE OneViewにSPP 2016.10
以前のバージョンを追加します。

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの場合、別のツールを使用してファームウェアを管理したい場合は、手動で
管理を選択します。
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iLOiLO Web UIのファームウェアダウングレード設定 Web UIのファームウェアダウングレード設定

1.40以降では、次のダウングレードポリシーをiLOバージョン5 Web UIで設定できます。

ダウングレードの許可：すべてのダウングレードを許可します。

ダウングレードするには、リカバリセットリカバリセット権限が必要です。リカバリセットリカバリセット権限を持つユーザーのみがiLO上のコン

ポーネントをダウングレードできます。

ダウングレードを永遠に不許可：コンポーネントをダウングレードする機能を永続的に無効にします。

注記:注記:

ダウングレードポリシーは、HPE OneViewで実行されるGen 10以降のサーバーファームウェアのアップ
デートにのみ適用されます。

詳細情報詳細情報

ファームウェアのダウングレード

HPE OneViewでファームウェアを強制的にダウングレードしようとすると失敗する

HPE iLOユーザーガイドHPE iLOユーザーガイド

ファームウェアをアップデートできない
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ファームウェアアップデートを実行するためのガイド付きセットアップファームウェアアップデートを実行するためのガイド付きセットアップ

バナーにある アイコンを使用すると、ファームウェアアップデートを効率よく実行できます。標準的なハード
ウェアコンポーネントおよび選択したセットアップガイド付きのカスタマイズに基づいた、推奨アクションの一覧を示
します。手順を完了した後、または手順が環境に該当しない場合は、完了としてマークします。アクションをクリック
すると、次の詳細が表示されます。

簡単な説明

必要なユーザー認証

前提アクション（存在する場合）

アクションの実行に必要な構成画面を開くためのリンク

アクションの完了時に完了ボックスをクリックすると、リストに緑色のチェックマークが付きます。このチェックマー
クにより、残っているアクションを確認できます。
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Virtual Connectインターコネクトファームウェアのアップグレード時の可用性Virtual Connectインターコネクトファームウェアのアップグレード時の可用性

の維持の維持

Virtual Connect（VC）インターコネクトはファームウェアアップデートプロセスのアクティブ化ステージで再起動す
るため、これらのモジュールへのサーバー接続が中断されます。冗長ハードウェア構成、ネットワークとアップリンク
セットの冗長接続、およびサーバー自体へのNICチーミングの適切な構成を確保することにより、モジュールファーム
ウェアのアクティブ化の影響を最小限に抑えることができます。Hewlett Packard Enterpriseでは、以下のネットワー
ク設計の手法を使用することをお勧めします。HPE FlexFabricインターコネクトをアップデートする際にも、アプリ
ケーションの機能停止を回避するためにSAN接続を冗長に構成する必要があります。

ネットワーク接続の設計時に、VCインターコネクトのファームウェアアップデートプロセス中に中断することなくトラ
フィックの通過を続行するために、サーバーアプリケーションの機能に影響を与える可能性のあるすべての依存関係を
考慮してください。ダウンタイムに敏感な環境でファームウェアをアップデートする前に、次のような冗長設計の要素
を確認します。

構成構成 説明説明

スタッキングリンクスタッキングリンク VCインターコネクト間にスタッキングリンクを構成し、任意のサーバーブレードがサーバー
の場所に関係なく論理インターコネクト内の任意のネットワークまたはアップリンクセット
にネットワークによって到達できるようにします。この構成は、ファームウェアのアップグ
レード時の機能停止に耐える個々のVCインターコネクトの機能において主要な役割を果たし
ます。

ファームウェアのアクファームウェアのアク
ティブ化ティブ化

ネットワークの中断を最小限に抑えるには、統合アクティブ化方法、手動統合アクティブ化
方法、またはREST APIのいずれかを使用して、ファームウェアを常にアップデートしてくだ
さい。REST APIでは、スクリプトによって一度に1つずつアクティブ化が実行されます。この
場合、モジュールのアクティブ化の順序は、ファームウェアのアップデート中にネットワー
クやストレージの接続が中断または維持される仕組みに関して重要な役割を果たしま
す。Hewlett Packard Enterpriseでは、VCインターコネクトファームウェアのアクティブ化
を交互に行うことをお勧めします。

サーバーのネットワークおよびストレージ接続が水平方向に隣接したVCインターコネクト

全体に冗長構成されている場合、左側と右側（奇数と偶数）のモジュール間で交互にアク

ティブ化を行うことにより、ネットワークおよびストレージ接続の中断を最小限に抑える

ことができます。

サーバーのネットワークおよびストレージ接続が垂直方向に隣接したVCインターコネクト

全体に冗長構成されている場合、両方のアダプターポートへのサーバーの接続が失われな

いようにすると同時に、ネットワークおよびストレージ接続の中断を最小限に抑えるため

に、アクティブ化の順序を交互にする必要があります。

A側およびB側の接続A側およびB側の接続 A側およびB側の両方の接続を持つイーサーネットおよびファイバーチャネルネットワークを
作成し、アップリンクセット内のすべてのアップリンクを常にアクティブな状態にできるよ
うにするか、または制御されたフェイルオーバーを提供できるようにします。
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冗長ネットワーク接続冗長ネットワーク接続 NICチーミングおよびvSwitch構成を設定し、ネットワーク接続の冗長、高速ネットワークパ
ス障害の検出、および冗長パスに対するタイムリーなフェイルオーバーを確保します（利用
可能な場合）。

次のオペレーティングシステムの設定を使用して、より高速なリンク障害の検出とフェイル
オーバーの初期化を行うことができます。

通常の動作条件で、Smartリンク設定は、対応するサーバーのNICポートを無効にして、

vSwitch、vDS（vNetwork Distributed Switch）、またはチーミングソフトウェアで個々

のNICポートの状態を変更します。このアクションにより、オペレーティングシステムは

障害を検出し、トラフィックを代替パスに移動させます。Smartリンクが設計どおりに動

作するように、有効なDCC（Device Control Channel）互換のNICファームウェアおよびド

ライバーをサーバーブレードにインストールする必要があります。ただし、ファームウェ

アアップデートプロセス中に、アクティブ化のためにVCインターコネクトをリセットする

場合、インターコネクト管理プロセッサーが再起動されているため、SmartリンクとDCCプ

ロトコルは、リンクがダウンしたことを示すメッセージをNICに送信することはできませ

ん。このため、ファームウェアアップデートアクションを実行中、VMware ESXi Server

ネットワーク構成で、リンク状態のみに対してvSwitchまたはvDSネットワークフェイル

オーバー検出オプションを構成することによりリンク障害を検出するのは、NICおよびホ

ストOSの責任です。

Hewlett Packard Enterpriseでは、vSphere環境では高可用性（HA）モードをオフにする

か、またはvSphere HAのタイムアウトをデフォルトの13秒から30～60秒に増やすことをお

勧めします。これらのオプションが構成されている場合、すべてのゲストオペレーティン

グシステムは、アップグレードおよびスタッキングリンクの再収束と最適なネットワーク

パスの再計算によって予想されるネットワークの機能停止を免れることができます。

ネットワークフェイルオーバー検出オプションまたはHA設定を変更できない環境では、

ファームウェアアップデートのファームウェアのステージング（アクティブ化用）オプ

ションを使用します。VCインターコネクトはアップデートされますが、アクティブ化され

ません。OAによってVCモジュールを再起動するか、UIで論理インターコネクト > アク

ション > ファームウェアのアップデートの順に移動し、ファームウェアのアクティブ

化を選択して、ファームウェアを手動でアクティブ化できます。

一部のスイッチのスパニングツリーエッジポート機能により、スイッチポートは、スパニ

ングツリーの「リスニング」および「ラーニング」ステージをバイパスし、「フォワー

ディング」ステージにすばやく移行することができます。この機能を有効にすることによ

り、エッジデバイスは、スパニングツリー上で待機する必要なしにネットワーク上ですば

やく通信を開始し、デフォルトのスパニングツリータイマーで30秒以上かかる可能性のあ

るプロセスのループを防ぐためにポートをブロックする必要があるかどうかを判定しま

す。VCインターコネクトはエッジデバイスであるため、この機能により、サーバーのNIC

は、さらに30秒間待機することなくネットワーク上で即座に通信を開始し、スパニングツ

リーアルゴリズムで再計算することができます。

構成構成 説明説明
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ファームウェアの手動管理ファームウェアの手動管理

エンクロージャーおよびサーバープロファイルは手動で管理に設定できます。この場合、ファームウェアはSmart
Update Manager（SUM）などの外部ツールを使用して管理します。この状況では、HPE OneViewは、デバイスのファーム
ウェアバージョンを報告しますが、ファームウェアをアップデートしようとはしません。その場合、SUMは、オペレー
ティングシステムを介してファームウェアおよびドライバーを管理できます。

Virtual Connectファームウェアは常に、HPE OneViewを介して管理されます。

SUMSUMを使用したアップデートを使用したアップデート

SUMはService Pack for ProLiant（SPP）に含まれている他に、https://www.hpe.com/info/SmartUpdatehttps://www.hpe.com/info/SmartUpdateから無料でダ

ウンロードできます。

SUMの用途：SUMの用途： 説明説明

ドライバーのインス
トールまたはアップ
デート

HPE OneViewを使用してファームウェアをアップデートした後で、HPE OneViewを使用して適
用されたのと同じSPPベースラインを使用し、SUMを使って環境内のドライバーをアップデー
トします。

ファームウェアのアッ
プデート

SUMを使用してファームウェアをアップデートした後で、影響を受けるHPE OneView内のデバ
イスを更新し、新しいファームウェアバージョンを反映させます。エンクロージャーまた
はサーバーハードウェア画面からアクション > 更新の順に選択します。

注記:注記:

サポートされている最小ファームウェアバージョンより古いバージョンを使用して
いるデバイスをHPE OneViewで管理している場合、それらのデバイスのダウングレー
ドは推奨されません。サポートされている最小ファームウェアレベルより古いバー
ジョンまでダウングレードするには、ダウングレードする前にエンクロージャー
をHPE OneViewから削除します。

ホットフィックスのイ
ンストール

SUMを使用してホットフィックスをインストールします。アップデートを実行した後で、影響
を受けるHPE OneView内のデバイスを更新し、新しいファームウェアバージョンを反映させま
す。エンクロージャーまたはサーバーハードウェア画面からアクション > 更新の順に選択し
ます。

ファームウェアの手動管理 338

https://www.hpe.com/info/SmartUpdate


管理対象デバイスのファームウェアのアップデート管理対象デバイスのファームウェアのアップデート

ファームウェアバンドルを使用すると、管理対象サーバー、ブレードブレード、およびインフラストラクチャ（エンク
ロージャーおよびインターコネクト）のファームウェアをアップデートできます。サーバープロファイルを使用して、
エンクロージャー内のすべてのリソース、HPE BladeSystem Onboard Administratorファームウェアのみ、論理イン
ターコネクト内のファームウェア、または特定のサーバーのファームウェアのアップデートを選択できます。エンク
ロージャー内のすべてのリソースをアップデートする場合は、サーバープロファイルに関連付けられていない場合で
も、すべてのサーバーがアップデートされます。

注記:注記:

単一のフレームリンクモジュールで動作中にフレームリンクモジュールのファームウェアアップデート
を実行する必要がある場合は、ファームウェアをアップデートする前にHPE OneViewでスタンバイを削
除アクションを実行します。フレームリンクモジュールのファームウェアアップデートが完了した
ら、コンポーザーの電源をオンにして、スタンバイコンポーザーをクラスターに戻します。

論理エンクロージャー画面から、Onboard Administratorのファームウェアのアップデートを開始できます。

詳細情報詳細情報

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート
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サポートされていないファームウェアのアップデートサポートされていないファームウェアのアップデート

管理対象のリソースを追加すると、アプライアンスは、リソースがアプライアンスに追加されるときに、ファームウェ
アを自動的にアップデートしようとします。アップデートが失敗した場合は、アラートが生成されます。

注記:注記:

デバイスを追加する前に、サポートされているService Pack for ProLiant（SPP）をアプライアンスの
ファームウェアレポジトリにアップロードしてください。HPE OneViewのソフトウェアアップデートおよ
び製品固有のファームウェアバンドルを入手する方法については、SPPダウンロードページ

（http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlhttp://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl）を参照してください。

エンクロージャーでサポートされていないファームウェアエンクロージャーでサポートされていないファームウェア

エンクロージャーを追加すると、アプライアンスでは以下の処理が行われます。

次の場合はアラートを生成します。

論理インターコネクトのインターコネクトのファームウェアが、必要な最小バージョンより古い。

インターコネクトのファームウェアレベルが一致していない。

論理インターコネクト画面またはREST APIから論理インターコネクトファームウェアをアップデートしてくださ

い。

必要な最小バージョンより古い場合、HPE BladeSystem Onboard Administratorファームウェアが自動的にアップ

デートされます（サポートされるSPPがアプライアンスにインストールされている必要があります）。

必要な最小バージョンより古い場合、iLOファームウェアが自動的にアップデートされます（サポートされるSPPが

アプライアンスにインストールされている必要があります）。

論理エンクロージャーでサポートされていないファームウェア論理エンクロージャーでサポートされていないファームウェア

論理エンクロージャーを作成すると、アプライアンスは以下のことを行います。

1つまたは複数のコンポーネントの実際のファームウェアバージョンが、必要最小レベルより古い場合は、アラートを
生成します。ベースラインが指定されていなくても、必要な最小バージョンより古い場合、SPPおよびiLOのファーム
ウェアが自動的にアップデートされます（サポートされるSPPがアプライアンスにインストールされている必要があり
ます）。 論理エンクロージャー画面またはREST APIから、ファームウェアベースラインを選択します。

サーバープロファイルでサポートされていないファームウェアサーバープロファイルでサポートされていないファームウェア

関連付けられているiLOファームウェアのバージョンが、サポートされている最小バージョンより古い場合、サーバー
プロファイルを適用することはできません。代わりに、サーバーハードウェア画面が表示され、iLOファームウェアを
アップデートするように指示されます。

インターコネクトでサポートされていないファームウェアインターコネクトでサポートされていないファームウェア

サポートされている最小バージョンより古いファームウェアを使用するインターコネクトを追加しようとすると、ア
ラートが生成されます。論理インターコネクト画面またはREST APIから論理インターコネクトファームウェアをアップ
デートしてください。論理インターコネクト画面のファームウェアパネルに、各インターコネクトのインストール済み
のファームウェアのバージョンおよびファームウェアベースラインが表示されます。
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アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追

加加

注記:注記:

初期セットアップの構成タスクの一環としてファームウェアバンドルをアップロードする場合、ファー
ムウェアのアップロードが完了する間に初期構成タスクを続行できます。アップロードには数分かかる
ことがあります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、またはサーバー管理者。

ご利用のローカルシステムに少なくとも1つのSPPをダウンロードしました。

カスタムファームウェアバンドルに追加するすべてのOS用のホットフィックスファイルおよび各ホットフィックス

の署名ファイルをローカルディスクにダウンロードしました。SPPには、 .rpm、 .exe、および .fwpkg または .
zipファイルを含める必要があります。

手順手順

1. メインメニューでアプライアンス > ファームウェアバンドルの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで+ ファームウェアバンドルの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

2. ファームウェアバンドルの追加画面で、次のいずれかをクリックします。

ファームウェアバンドルのファイルを、画面の影付きの部分にドラッグアンドドロップします。

参照をクリックして、ファームウェアバンドルを含む1つ以上のファイルを選択します。

.isoファイル以外に、1つ以上のホットフィックスファイルをレポジトリに追加することもでき、カスタムファー

ムウェアバンドルの作成に使用できます。サポートされている形式は次のとおりです。

.exe（Windows用）

.scexe および .rpm（Linux用）

.fwpkg または .zip（VMware ESXi用）。

注記:注記:

Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトからダウンロードした後でホットフィックスファイル名を

変更しないでください。

3. OKをクリックして、ファームウェアバンドルまたはホットフィックスをファームウェアバンドルレポジトリにアッ

プロードします。閉じるをクリックしてダイアログウィンドウを閉じると、アップロードがWebアプリケーション内

のバックグラウンドタスクとして続行されますが、アップロードが完了するまでブラウザーを閉じたり、ログアウ

トしたりしないでください。アップロードの進行状況を表示するには、アプライアンス > ファームウェアバンド

ルを選択します。

ファームウェアアップデート操作に不可欠なコンポーネントが含まれていないファームウェアバンドルを追加しよ

うとすると、アプライアンスのファームウェアレポジトリに警告メッセージと共にファームウェアバンドルがアッ

プロードされます。警告メッセージは、ファームウェアバンドルで見つからないコンポーネントを表示します。必

要な最小バージョンより古いバージョンのコンポーネントはすべて、見つからないとみなされます。

4. ファームウェアバンドルの詳細ウィンドウにあるファームウェアバンドルの内容で、アップロードが完了したこと

を確認します。
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アプライアンスのファームウェアレポジトリへのホットフィックスの追加アプライアンスのファームウェアレポジトリへのホットフィックスの追加
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応答しないファームウェアアップデートタスクのキャンセル応答しないファームウェアアップデートタスクのキャンセル

タスクのキャンセルオプションは、以下のシナリオのタスクでのみ使用できます。

ファームウェアのみオプションを使用して、サーバープロファイルでファームウェアをアップデートするとき。

ファームウェアアップデート操作がすでに始まっているとき。

論理エンクロージャーから開始されたサーバーハードウェアのファームウェアアップデートに異常に長い時間がか

かる場合。論理エンクロージャーファームウェアのアップデートでは、複数の子サーバーファームウェアのアップ

デートタスクが実行されています。タスクのキャンセルオプションは、サーバーファームウェアアップデートタス

クごとに指定できます。

重要:重要:

タスクをキャンセルすると、システム運用に支障をきたします。タスクをキャンセルするのは、状況に
対処するために他の方法を試してもうまくいかなかった場合だけにしてください。タスクのキャンセ
ルオプションは、タスクがハングアップしたと思われ、進行状況バーに進行状況が表示されなくなった
ときにのみ、例外として使用してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター。

ファームウェアアップデートが応答しなくなっている、または進行中でないと表示されている。

手順手順

1. メインメニューからアクティビティを選択します。

2. 1つのアクティビティを選択するには、1つの行をクリックします。

3. タスクに表示されているタスクのキャンセルをクリックします。

ファームウェアアップデートが失敗状態に移行します。

タスクはキャンセル状態になります。

サーバープロファイルのファームウェアのアップデートタスクをキャンセルした場合、プロファイルタスクがエ

ラー状態になります。

4. キャンセルしたアクティビティがアクティビティ画面に表示されていないことを確認します。

HPE OneViewは、タスクのキャンセル画面にメッセージと、ファームウェアアップデートの停止に必要となる可能性

がある他のアクションを実行するための解決策を表示します。

5. タスクを確認して、タスクがキャンセルされた後に必要になる可能性がある推奨アクションを実行してください。
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HPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard AdministratorでNIC設定を構成するでNIC設定を構成する

エンクロージャー内のデバイスに対してファームウェアアップデートプロセスを開始する前に、以下の手順を実行しま
す。

手順手順

1. Onboard Administratorで、エンクロージャー情報 > エンクロージャー設定 > エンクロージャーTCP/IP設定の順に

選択します。

2. NICオプションタブを選択します。

3. NIC設定を自動ネゴシエートに設定します。
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カスタムカスタムSPPSPPの作成の作成

Hewlett Packard Enterpriseでは主要なService Pack for ProLiant（SPP）リリースの間にコンポーネントのホット
フィックスをリリースすることがあります。ベースのSPPとホットフィックスを使用して、HPE OneViewでカスタ
ムSPPを作成します。管理対象のリソースにホットフィックスを適用するには、ホットフィックスを使用してカスタマ
イズしたSPPを作成します。

HPE OneViewでホットフィックスを適用する場合は、さまざまな方法を使用できます。

SPPカスタムダウンロードを使用し、ホットフィックスを使用してカスタムSPPを作成する（Hewlett Packard

Enterpriseの推奨方法）。

SUMで、ホットフィックスを使用してカスタムISOSPPを作成する。

ホットフィックスをアップロードし、HPE OneViewを使用してカスタムSPPを作成する。

注記:注記:

管理環境にHPE BladeSystem c7000エンクロージャーが含まれている場合、作成する任意のカスタ

ムSPPには、OA、およびVirtual Connectファームウェアを含める必要があります。

HPE OneViewを使用してカスタムファームウェアバンドルを作成する場合、すべてのOS用のホット

フィックスをSPPに含めてください。SPPには、 .rpm、 .exe、 .fwpkg 、または .zipファイルを

含める必要があります。

リソースのファームウェアをアップデートする場合、HPE OneViewは、選択したファームウェアバン

ドル内に存在するコンポーネントの最新バージョンを使用します。
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オプション1: オプション1: SPPSPPカスタムダウンロードを使用して、カスタムカスタムダウンロードを使用して、カスタムSPPSPPを作成するを作成する

Hewlett Packard Enterpriseは、Service Pack for ProLiant（SPP）のカスタムダウンロード機能を使用してカスタ
ムSPPを作成するオプションをお勧めします。カスタムSPPを作成した後、それをHPE OneViewにアップロードします。

手順は、新しいバージョンのSPPで変更される場合があります。最新の手順については、Service Pack for ProLiantクService Pack for ProLiantク

イックスタートガイドイックスタートガイドを確認してください。

前提条件前提条件

HPEパスポートアカウント

手順手順

1. http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlhttp://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlにアクセスし、SPPカスタムダウンロードの作成をクリックします。

HPEパスポートでサインインします。

2. +をクリックします。

3. 使用するフィルターのいずれかを選択します。ただし、有効なカスタムSPPを作成する場合、次のフィルターは必須

です。

バンドルフォーマット：ブート可能ISO（SUMを含む）を選択します。

オペレーティングシステム：使用中のすべてのオペレーティングシステムを選択して、オンラインファームウェ

アとドライバーのアップデート、またはオンラインファームウェアのステージングを実行します。さらに、オフ

ラインファームウェアブート環境をサポートするSLES15オペレーティングシステムを選択します。

デバイス：管理対象のインフラストラクチャとハイパーバイザーに従って、ファームウェアとドライバーを選択

します。

サーバーモデル：お使いの環境にある、またはお使いの環境にあると予想される各サーバーの世代の少なくとも

1つを選択します。

4. ファイルをダウンロードし、アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加の指

示に従います。
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オプション2：オプション2：SUMSUMを使用して、カスタムISO を使用して、カスタムISO SPPSPPを作成するを作成する

手順は、Smart Update Manager（SUM）の新しいバージョンで変更される可能性があります。最新の手順について

は、Smart Update ManagerユーザーガイドSmart Update Managerユーザーガイドを参照してください。

前提条件前提条件

HPEパスポートアカウント。

手順手順

1. https://www.hpe.com/servers/sumhttps://www.hpe.com/servers/sumにアクセスし、SUMをダウンロードします。

2. http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlhttp://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlにアクセスし、最新のService Pack for ProLiant（SPP） ISOファイルを

ローカルディレクトリにダウンロードします。

3. Smart Update ManagerユーザーガイドSmart Update Managerユーザーガイドの手順に従って、カスタムISO SPPを作成します。使用するフィルターのいず

れかを選択します。ただし、有効なカスタムSPPを作成する場合、次のフィルターは必須です。

バンドルフォーマット：ブート可能ISO（SUMを含む）を選択します。

オペレーティングシステム：使用中のすべてのオペレーティングシステムを選択して、オンラインファームウェ

アとドライバーのアップデート、またはオンラインファームウェアのステージングを実行します。さらに、オフ

ラインファームウェアブート環境をサポートするSLES15オペレーティングシステムを選択します。

デバイス：管理対象のインフラストラクチャとハイパーバイザーに従って、ファームウェアとドライバーを選択

します。

サーバーモデル：お使いの環境にある、またはお使いの環境にあると予想される各サーバーの世代の少なくとも

1つを選択します。

4. ファイルをダウンロードし、アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加の指

示に従います。
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オプション3：オプション3：ソフトウェアおよびファームウェアコンポーネントのホットソフトウェアおよびファームウェアコンポーネントのホット

フィックスファイルをフィックスファイルをHPE OneViewHPE OneViewにアップロードして、カスタムファームウェにアップロードして、カスタムファームウェ

アバンドルを作成するアバンドルを作成する

ホットフィックスをService Pack for ProLiant（SPP）に追加して、管理対象デバイスにホットフィックスを適用する
ためのカスタムファームウェアバンドルを作成できます。

SPP またはホットフィックスはどのファームウェアレポジトリからでも選択できますが、カスタムファームウェアバン
ドルは内部レポジトリに作成されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、またはサーバー管理者。

カスタムファームウェアバンドルのベースとして使用するSPPをダウンロードし、ファームウェアレポジトリにアッ

プロードしていること。

ローカルディスクのカスタムファームウェアバンドルに追加するホットフィックスファイルをダウンロードしてい

ること。SPP には、 .rpm、 .exe、 .fwpkg 、または .zipファイルを含める必要があります。

Gen10以降のコンポーネントホットフィックスの .rpm、 .exe、および .zipファイルの署名ファイルをダウン

ロードしていること。ホットフィックスが32MBを超える場合は、ダウンロードする署名ファイルが複数あります。

.fwpkg ファイルは自己署名されており、個別の署名ファイルは必要ありません。

Gen9ホットフィックスには、個別の署名ファイルはありません。

注記:注記:

ダウンロードした署名ファイルの内容や名前を変更しないでください。

ホットフィックスを外部レポジトリに保存する場合は、 .fwpkg ホットフィックスが検出可能となるようにWebサー

バーに .fwpkg 形式向けの多目的インターネットメール拡張（MIME）タイプを追加していること。

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ファームウェアバンドルの順に選択します。

2. 必要に応じて1つ以上のファームウェアホットフィックスをHPE OneViewにアップロードするには、以下の手順を実

行します。

a. + ファームウェアバンドルの追加をクリックします。

b. 参照をクリックし、インストールするファームウェアファイルを選択します。

c. OKをクリックします。

d. 手順a〜cを繰り返して、すべてのホットフィックスファイルをカスタムファームウェアバンドルに追加します。

3. （オプション）カスタムファームウェアバンドルの作成にGen10ホットフィックスを使用しない場合は、この手順を

スキップします。Gen10ホットフィックスをアップロードすると、HPE OneViewはクリティカル状態に移行します。

署名ファイルが追加されていないことを示す警告メッセージが表示されます。Gen10ホットフィックスの署名ファイ

ルまたはGen10ホットフィックスの複数の署名ファイルをアップロードするには、以下の手順を実行します。

a. .compsig署名ファイルをアップロードするには、アクション > 署名ファイルのアップロードをクリックしま

す。

このオプションは、Gen10ファームウェアホットフィックスを選択した場合にのみ表示されます。サイズが32MB

を超えるホットフィックスコンポーネントについては、切断された複数の署名ファイルをアップロードできま

す。HPE OneViewのファームウェアバンドルの追加ページに、アップロードする必要がある署名ファイルの数が

表示されます。

b. 参照をクリックして、署名ファイルを選択します。

c. OKをクリックします。

署名ファイルをアップロードすると、HPE OneViewはホットフィックスを検証します。

4. 次の手順を実行して、既存のファームウェアバンドルからカスタムファームウェアバンドルを作成します。

オプション3：ソフトウェアおよびファームウェアコンポーネントのホットフィックスファイルをHPE
OneViewにアップロードして、カスタムファームウェアバンドルを作成する
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a. アクション > カスタムファームウェアバンドルの作成の順に選択します。

b. 新しいカスタムファームウェアバンドルの名前を入力します。

c. 新しいバンドルのベースとして使用する既存のファームウェアバンドルを選択します。

d. ホットフィックスの追加をクリックして、ホットフィックスを追加します。すべてのホットフィックスが追加さ

れるまで、この手順を繰り返します。

e. OKをクリックして、カスタムファームウェアバンドルを作成します。

5. ファームウェアバンドル画面の詳細ウィンドウにあるカスタムファームウェアバンドルの内容で、作成が完了した

ことを確認します。

REST APIを使用してホットフィックスをアップロードし、カスタムファームウェアバンドルを作成することもできま
す。

オプション3：ソフトウェアおよびファームウェアコンポーネントのホットフィックスファイルをHPE
OneViewにアップロードして、カスタムファームウェアバンドルを作成する
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ファームウェアのダウングレードファームウェアのダウングレード

ご使用の環境で最新のファームウェアが問題を引き起こすことがわかっている場合、デバイスファームウェアを以前の
バージョンにダウングレードできます。ダウングレードの最も一般的な理由は、デバイスが修理されたときに、デバイ
スに割り当てられたベースラインよりも交換部品のファームウェアが新しいことです。この場合を除いて、ファーム
ウェアのダウングレードはお勧めしません。

注意:注意:

ハードウェアでサポートされていファームウェアにダウングレードすると、ハードウェアが動作を停

止することがあります。

ファームウェアを強制的にダウングレードすると、サーバーが不安定になる場合があります。

例えば、ファームウェアが、アップデートされたリッチインフラストラクチャ仕様（RIS）を採用し

ていない以前のバージョンにダウングレードされると、インターコネクトモジュールとHPE

OneViewとの間の通信が失われます。

Gen10以降のサーバーには、ファームウェアのダウングレードを防止できるユーザー制御のオプショ

ンがあります。このオプションはデフォルトで無効になっています。これはHPE OneViewには適切で

す。iLOでのファームウェアのダウングレードを無効にすると、HPE OneViewから開始されたファーム

ウェアのダウングレードが失敗します。詳しくは、HPE iLOユーザーガイドHPE iLOユーザーガイドを参照してください。

前提条件前提条件

権限：サーバー管理者

少なくとも1つのサポート済みService Pack for ProLiant

手順手順

1. メインメニューから、次のいずれかを選択します。

サーバー > 論理エンクロージャー

ネットワーク > 論理インターコネクト

サーバー > サーバープロファイル

サーバー > サーバープロファイルテンプレート

2. マスターウィンドウで、ファームウェアバンドルをダウングレードする論理エンクロージャーまたは論理インター

コネクトを選択してから、アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

3. オプション：サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートを変更する場合は、マスターウィン

ドウでサーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートを選択してから、アクション > 編集を選択

します。

4. 画面で要求されるデータを入力します。詳しくは、

ファームウェアのアップデート

エンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデート

サーバープロファイルによるファームウェアのアップデート

サーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデート

5. 強制インストールを選択します。

6. OKをクリックします。

7. 適切なリソースの詳細ウィンドウにファームウェアバンドルの内容が表示されることを確認します。
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ファームウェアバンドルレポジトリからのファームウェアバンドルの削除ファームウェアバンドルレポジトリからのファームウェアバンドルの削除

任意またはすべてのファームウェアバンドルをファームウェアバンドルレポジトリから削除できます。Hewlett
Packard Enterpriseでは、少なくとも1つのファームウェアバンドルを常に使用可能にしておくことをお勧めします。
これは、ファームウェアの最小バージョンより古いバージョンのアプライアンスに監視または管理のためにリソースを
追加するときにファームウェアバンドルが必要なためです。Hewlett Packard Enterpriseでは、ファームウェアバンド
ルをレポジトリから削除する前に、ファームウェアバンドルが割り当てられているすべてのデバイスからファームウェ
アバンドルを割り当て解除しておくことをお勧めします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、またはサーバー管理者。

ファームウェアバンドルがステージング中でないこと。

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ファームウェアバンドルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するファームウェアバンドルを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

a. ファームウェアバンドルがリソースに関連付けられている場合、ファームウェアバンドルを削除するとそれに関

連付けられたリソースのファームウェアアップデートが無効になることを示すメッセージが表示され、さらにリ

ソースの名前も表示されます。リストを展開して個々のリソースを表示できます。

注記:注記:

ファームウェアバンドルに関連付けられたリソースの数が50を超える場合、リストは展開できませ

ん。マップビューを使用して、リソースのリストを表示できます。数は、そのファームウェアバン

ドルに関連付けられているリソースのリストを表示するように絞り込まれたリソース画面へのリン

クでもあります。

はい、削除しますはい、削除しますをクリックしてファームウェアバンドルを削除します。

ファームウェアバンドルを削除せずに削除画面を終了するには、キャンセルキャンセルをクリックします。

b. ファームウェアバンドルがリソースに関連付けられていない場合は、バンドルの削除バンドルの削除をクリックするとファーム

ウェアバンドルが削除されます。

ファームウェアバンドルをファームウェアベースラインとして搭載するデバイスにはベースラインがそのまま表示

されますが、それらの名前には removedが付加されます。ファームウェアバンドルを再度ダウンロードすると、そ

のファームウェアバンドルはファームウェアベースラインとしてリストアされます。

4. マスターウィンドウからファームウェアバンドルが削除されていることを確認します。
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サーバープロファイルからのファームウェアアップデートのスケジュールサーバープロファイルからのファームウェアアップデートのスケジュール

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

サーバーハードウェアが電源オンになっていること。

SUTバージョン2.0.0.0以降がすべてのサーバーにインストールされていること。SUTが2.0.0.0より古いバージョン

にダウングレードされている場合、スケジュールはサポートされません。

SUTモードがAutoDeployRebootに設定されていること。

手順手順

1. サーバープロファイルを編集するか、サーバープロファイルを作成します。

a. SPPのバージョンを指定します。

b. ファームウェアの設定をアップデートまたは入力します。

2. スケジュールした日時でスケジュールした日時でをクリックして、ファームウェアアップデートのスケジュールを設定します。カレンダー

と時間のウィジェットが表示されます。

a. ご使用のローカルタイムゾーンに合わせて日時を入力します。

ファームウェアのアップデートのスケジュール時間は将来の時間にする必要があります。

3. サーバープロファイルからファームウェアアップデートプロセスを完了するには、サーバープロファイルによる

ファームウェアのアップデートを参照してください。
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ファームウェアレポジトリの表示ファームウェアレポジトリの表示

ファームウェアバンドルレポジトリには、アプライアンスにアップロードしたSPPHPE SynergyカスタムSPPが含まれま
す。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、サーバー管理者、または読み取り専用。

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ファームウェアバンドルの順に選択します。

インストールされているファームウェアバンドルは、マスターウィンドウに表示されます。

2. ファームウェアバンドルを選択します。

3. 詳細ウィンドウにファームウェアバンドルの内容が表示されることを確認します。

詳細情報詳細情報

HPE OneViewでのファームウェアバンドルの表示
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ファームウェアコンプライアンスファームウェアコンプライアンス

HPE OneViewでは、以下のファームウェアコンプライアンス情報が提供されるため、保留中のファームウェアのアップ
デートをより良く理解し、計画を立てるのに役立ちます。

保留中のファームウェアアップデートのサマリー。

ファームウェアコンプライアンスレポート。

知りたい情報知りたい情報

ファームウェアコンプライアンスレポートのダウン

ロード

ファームウェアアップデートのフィルター処理

ファームウェアコンプライアンスの表示

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの表示について

保留中のアップデートのカウントとステータス

ファームウェアコンプライアンスの詳細ビュー

ファームウェアコンプライアンスの概要ビュー

ファームウェアアップデートのトラブルシューティング
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ファームウェアコンプライアンスの表示についてファームウェアコンプライアンスの表示について

ファームウェアコンプライアンス表示には、すべてのファームウェアバンドル、ハードウェア、およびファームウェア
コンポーネントに関する最新の保留中のファームウェアのアップデートおよびそれらのファームウェアコンプライアン
スレポートが一覧表示されます。

ファームウェアコンプライアンスは、次の機能を実行できる詳細なビューを提供します。

ファームウェアのアップデートを検索し、ハードウェア名、アップデートカテゴリ、ハードウェアタイプ、ファー

ムウェアバンドルなどの属性を使用してフィルタリングします。

すべてのファームウェアバンドル、ハードウェア、およびファームウェアコンポーネントに関する完全なコンプラ

イアンス情報を表示します。

注記:注記:

表示のアップデートの推定時間列には、各ハードウェアタイプがアップデートを完了するのにかかる

おおよその時間が表示されます。アップデート時間は、その時点でHPE OneViewで進行している操作に

よって異なります。

表示の領域を拡大して、確認する情報を絞り込みます。ファームウェアコンプライアンスレポート内のリンクを使

用すると、特定のリソースに関する追加情報を表示することもできます。ただちに注意を要するファームウェアの

アップデートが通知で報告されている場合は、特にそうする必要があります。

保留中のアップデートをいくつかの基準でフィルタリングします。

ファームウェアのアップデートとファームウェアのコンプライアンスレポートを好みに応じてソートします。

各コンポーネントの変更状況を評価し、すべてのハードウェアおよびファームウェアコンポーネントのアップデー

トを計画します。

ファームウェアのアップデートを実行する対応するリソースに移動します。

保留中のアップデートのステータスに関してアップデートカテゴリによって提供された情報を使用して、ハード

ウェアコンポーネントのメンテナンスウィンドウまたはダウンタイムを計画します。例えば、重大なROM修正のため

のフラッシュアップデートは、できるだけ早く対処する必要があります。

ファームウェアコンプライアンスレポートをCSV形式またはMicrosoft Excel形式でダウンロードしたりエクスポー

トしたりします。

ファームウェアコンプライアンスレポート

ファームウェアコンプライアンスレポートは、次のイベントが発生するとアップデートされます。

ハードウェアが追加された。

管理対象ハードウェアでファームウェアがアップデートまたはダウングレードされた。

注記:注記:

ファームウェアコンプライアンスでは、すべてのGen10以降の世代のHPE ProLiantサーバーの管理対象
サーバーと監視対象サーバーのすべてのファームウェアのコンポーネントをサポートします。また、サ
ポートはオンボード管理者とVirtual Connectモジュールで利用できます。

サポートされるコンポーネントの完全なリストについては、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照し

てください。

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの詳細ビュー

ファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロード

ファームウェアアップデートのフィルター処理

ファームウェアコンプライアンスの概要ビュー

ファームウェアコンプライアンスの表示

アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加

サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート
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ファームウェアバンドル
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保留中のアップデートのカウントとステータス保留中のアップデートのカウントとステータス

カウントは、利用可能なアップデートのステータス別にグループ化されます。各リソースは、1回カウントされ、アッ
プデートカテゴリの各ステータスバーに表示されます。以下のステータスがカバーされます。

クリティカル：重大なセキュリティ問題およびセキュリティ以外の問題を解決する修正に関するアップデート。例

えば、クラッシュ、メモリ破損、データ損失、およびできるだけ早急に修正する必要があるその他の同様の問題に

対処するための修正です。

推奨：さまざまなファームウェアコンポーネントの問題に対処し、Hewlett Packard Enterpriseが推奨する修正に

関するアップデート。

オプション：新機能または機能強化に関するアップデート。

以降の図は、ファームウェアコンプライアンスサマリーの棒グラフとその詳細表示を示しています。

注記:注記:

すべてのバーの総数は、詳細表示の行数と同じです。複数のファームウェアバンドルが1つのハードウェ
アアイテムに影響を与える場合、それはファームウェアバンドルの個別のインスタンスごとに1回カウン
トされます。

ファームウェアコンプライアンスサマリーの棒グラフファームウェアコンプライアンスサマリーの棒グラフ

ファームウェアコンプライアンスの詳細表示ファームウェアコンプライアンスの詳細表示

保留中のアップデートに関するサマリー情報の例保留中のアップデートに関するサマリー情報の例

この例では、前述の図のサマリー情報の見方を説明します。

注記:注記:

各リソースのカウントは、2つのファームウェアバンドル （SPP 2018.06.0 およびSPP 2019.03.0）を照
合することで得られます。

リソースリソース

保留中アップデート（ハードウェアデバ保留中アップデート（ハードウェアデバ
イス別）イス別）

表示されるサマリー表示されるサマリー

クリティクリティ
カルカル

推奨推奨 オプションオプション クリティカクリティカ
ルル

推奨推奨 オプションオプション

エンクロー
ジャー

エンクロー
ジャー1

0 2 0 00 22 00

サーバーハー
ドウェア

ベイ5
1 2 2 11 22 22
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論理インター
コネクト

論理インター
コネクト1

0 2 0

00 88 00

論理インター
コネクト2

0 2 0

論理インター
コネクト5

0 2 0

論理インター
コネクト6

0 2 0

合計合計 11 1212 22

リソースリソース

保留中アップデート（ハードウェアデバ保留中アップデート（ハードウェアデバ
イス別）イス別）

表示されるサマリー表示されるサマリー

クリティクリティ
カルカル

推奨推奨 オプションオプション クリティカクリティカ
ルル

推奨推奨 オプションオプション

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの表示について

ファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロード

ファームウェアアップデートのフィルター処理

ファームウェアコンプライアンスの表示
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ファームウェアコンプライアンスの詳細ビューファームウェアコンプライアンスの詳細ビュー

詳細ビューを使用して、準拠していないハードウェアに特定のファームウェアバンドルを適用するかどうかを判断しま
す。詳細ビューには、棒グラフのステータスバーをクリックして、ファームウェアコンプライアンス表示またはサマ
リービューからアクセスできます。

一致カウンター：一致カウンター：詳細ビューでは、アクションメニューの上に一致カウンターが表示されます。一致カウンターは、
フィルターが適用されていない場合の合計リソース数と比較したときの、フィルター適用後のリソース数を示します。

複数のSPP のダッシュボードまたはメインメニューから移動すると、HPE OneViewレポジトリ内のすべてのSPP につい
てレポートが生成されます。選択されたアップデートカテゴリに基づいて、フィルターが自動的に設定されます。特定
のSPPから移動すると、その特定のSPPについてレポートが生成され、そのSPPに関して各コンプライアンスの不一致が
表形式で表示されます。選択されたアップデートカテゴリとその特定のSPPに基づいて、フィルターが自動的に設定さ
れます。

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの表示について

保留中のアップデートのカウントとステータス

ファームウェアアップデートのフィルター処理

ファームウェアコンプライアンスの表示
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ファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロードファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロード

HPE OneViewでは、ファームウェアのアップデートに関するコンプライアンスレポートをダウンロードできます。フィ
ルターを選択し、必要なフィルターを適用し、フィルター処理されたレポートを取得した後、レポートをダウンロード
できます。

前提条件前提条件

権限：すべてのユーザーが利用可能。

手順手順

1. HPE OneViewの以下のいずれかの場所からファームウェアコンプライアンス表示に移動します。

ダッシュボード > ファームウェアコンプライアンス

ファームウェアコンプライアンス

アプライアンス > ファームウェアバンドル > ファームウェアコンプライアンスの下にある個々のサマリー棒グ

ラフ。

2. オプション。ダウンロードするレポートに情報を反映させるために、データをフィルター処理します。

注記:注記:

レポートは、ビューに表示されているデータをエクスポートします。フィルターが適用されている場

合、エクスポートされたデータは、それらのフィルターを適用した後に取得されたデータに対応しま

す。

3. アクションをクリックします。

a. レポートのダウンロードを選択します。

b. ハードウェアコンプライアンスレポートの保存ダイアログボックスで、形式ドロップダウンからファイル形式を

選択します。

ファイル形式は次のとおりです。

Excelブック（ *.xlsx ）：これが、デフォルトの形式です。

CSV（ *.csv）

c. OKをクリックします。

d. 保存をクリックします。

データはローカルダウンロードフォルダーまたは選択した場所に保存されます。

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの表示について

ファームウェアアップデートのフィルター処理

ファームウェアコンプライアンスの表示
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ファームウェアアップデートのフィルター処理ファームウェアアップデートのフィルター処理

HPE OneViewでは、ファームウェアのアップデート情報をフィルター処理したり、アップデートの要件と優先設定を記
載したコンプライアンスレポートをダウンロードしたりできます。例えば、データをフィルター処理して、インターコ
ネクトの重大なアップデートのみを表示することができます。

前提条件前提条件

権限：すべてのユーザーが利用可能。

手順手順

1. HPE OneViewの以下のいずれかの場所からファームウェアコンプライアンス表示に移動します。

ダッシュボード > ファームウェアコンプライアンス

ファームウェアコンプライアンス

アプライアンス > ファームウェアバンドル > ファームウェアコンプライアンスの下にある個々のサマリー棒グ

ラフ。

2. バナーからフィルターアイコンをクリックします。

3. オプション。フィルターサイドバーからリセットをクリックして、フィルター処理条件をデフォルト値に設定しま

す。

注記:注記:

リセットは、選択項目がすでにある場合にのみ表示されます。

4. フィルターサイドバーでフィルター処理条件を選択します。

フィルターを設定すると、指定されたフィルター処理ビューに従って、適切なファームウェアのアップデートが一

覧表示されます。

5. オプション。列の上部にある（ ）をクリックして、表示されたアップデートとそのレポートをソートします。

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの表示について

ファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロード

ファームウェアコンプライアンスの表示
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ファームウェアコンプライアンスの概要ビューファームウェアコンプライアンスの概要ビュー

HPE OneViewは、コンプライアンスの不一致の総数と最新および保留中のすべてのファームウェアのアップデートのス
テータスを表示する棒グラフ形式で概要ビューを提供します。

概要ビューとコンプライアンス情報は、次のレベルで入手できます。

グローバルレベルのコンプライアンスグローバルレベルのコンプライアンス HPE OneViewのダッシュボードからアクセス可能。表示される概要は、シス

テムで利用可能なすべてのファームウェアバンドルに基づきます。

HPE OneViewで使用可能なすべてのファームウェアバンドルのコンプライアンスの不一致数を示します。

ファームウェアバンドルのコンプライアンスファームウェアバンドルのコンプライアンス 各ファームウェアバンドルについて、ファームウェアバンドル >

ファームウェアコンプライアンスからアクセス可能です。表示されているコンプライアンスの不一致のカウント

は、特定のファームウェアバンドルに関するものです。

注記:注記:

内部と外部両方のレポジトリからのすべてのファームウェアバンドルが、コンプライアンスの対象とな
ります。

グローバルカウントでは、各ハードウェアが複数回カウントされることがあります。この現象は、HPE
OneViewレポジトリにファームウェアバンドルが複数あり、かつサーバーに複数のファームウェアバンド
ルのアップデートが保留されている場合に発生します。

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの表示について

保留中のアップデートのカウントとステータス

ファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロード

ファームウェアアップデートのフィルター処理

ファームウェアコンプライアンスの表示

アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

ファームウェアバンドル
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ファームウェアコンプライアンスの表示ファームウェアコンプライアンスの表示

最新の保留中のファームウェアアップデートとそのコンプライアンスレポートのリストを表示します。

前提条件前提条件

権限：すべてのユーザーが利用可能。

手順手順

1. HPE OneViewの以下のいずれかの場所からファームウェアコンプライアンス表示に移動します。

ダッシュボード > ファームウェアコンプライアンス

ファームウェアコンプライアンス

アプライアンス > ファームウェアバンドル > ファームウェアコンプライアンスの下にある個々のサマリー棒グ

ラフ。

2. オプション。目的のアップデートが画面に表示されない場合は、アップデートのリストを絞り込みます。

3. 特定のアップデートを選択するには、行内の任意の場所をクリックします。

4. をクリックして、詳細を表示します。

詳細情報詳細情報

ファームウェアコンプライアンスの表示について

ファームウェアコンプライアンスレポートのダウンロード

ファームウェアアップデートのフィルター処理
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ハイパーバイザークラスタープロファイルハイパーバイザークラスタープロファイル

ハイパーバイザーは、仮想マシンを作成して実行するサーバーノードに展開されるソフトウェアです。ハイパーバイ
ザーは、高可用性を確保し、リソースの利用率を最適化し、フォールトトレランス機能を備えるためにクラスター化さ
れています。ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用すると、HPE OneViewで管理されているサーバー上で実
行されるハイパーバイザーのクラスターを展開および管理し、サーバーノードからクラスター内のハイパーバイザーま
で構成が整合性を保つように調整して、同じワークロードを共有できます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、同じワークロードを共有するハイパーバイザーのクラスターに対して一
貫したコンピュート、ネットワーク、およびストレージ構成を定義します。 プロファイルは、外部ハイパーバイザー
マネージャーソフトウェアと連携して、既存のハイパーバイザークラスターを検出するか、ハイパーバイザークラス
ターまたはハイパーバイザーの構成に変更を加えます。プロファイルは、ハイパーバイザーの構成を管理対象サーバー
ノードの構成と一致させる管理作業を支援します。

知りたい情報知りたい情報

ハイパーバイザークラスタープロファイルへの既存

のハイパーバイザーの追加

ハイパーバイザークラスターボリュームの追加

ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集

ハイパーバイザークラスタープロファイルのイン

ポート

構成の不整合の自動修復

ハイパーバイザークラスターボリュームの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルからのハ

イパーバイザープロファイルの削除

その他の操作

詳細情報詳細情報

ハイパーバイザークラスタープロファイルの構成管理

ハイパーバイザークラスターボリューム

ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート

ハイパーバイザークラスタープロファイルでのネット

ワーク

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用する計

画

ハイパーバイザークラスタープロファイルのサーバープ

ロファイルテンプレートの整合性確認

ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずに

アップデートする

vSAN対応ハイパーバイザークラスター

ハイパーバイザープロファイルのトラブルシューティン

グ

ハイパーバイザークラスタープロファイル 364



ハイパーバイザークラスタープロファイルの構成管理ハイパーバイザークラスタープロファイルの構成管理

ハイパーバイザークラスタープロファイルおよび関連付けられたサーバープロファイルテンプレートを使用すると、ク
ラスター内のサーバーノードからハイパーバイザーまで一貫した構成を定義できます。サーバープロファイルは、クラ
スター内のサーバーノードの物理サーバー構成を定義します。これらの構成は、ハイパーバイザークラスタープロファ
イルおよびそれに関連付けられたサーバープロファイルテンプレートのテンプレート構成から取得されます。ハイパー
バイザープロファイルは、クラスター内のハイパーバイザーのネットワーク構成とストレージ構成を定義します。これ
らの構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルのテンプレート構成から取得されます。ハイパーバイザークラ
スタープロファイル内のハイパーバイザーのネットワークとストレージのテンプレート構成は、物理サーバーテンプ
レートの構成に基づいて定義され、サーバーノードからハイパーバイザーまで一貫した構成を確保します。ハイパーバ
イザークラスターは、不整合を避けるために、HPE OneViewの1つのインスタンスで管理する必要があります。

注記:注記:

ハイパーバイザークラスタープロファイルで使用できる有効なサーバープロファイルテンプレートとな
るには、テンプレートにハイパーバイザー管理ネットワークへの接続が構成されている必要がありま
す。

ハイパーバイザークラスタープロファイルはインポートできます。ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ハイ
パーバイザークラスターおよびハイパーバイザーを、それらを管理するハイパーバイザーマネージャーの助けを借りて
構成します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、登録済みのハイパーバイザーマネージャーと連携して、ハイパーバイ
ザークラスターまたはハイパーバイザーの構成変更を行います。ハイパーバイザーマネージャーで定義された設定は、
デフォルトでハイパーバイザークラスタープロファイルに表示されます。ハイパーバイザー構成はハイパーバイザーク
ラスタープロファイル内で上書きできます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、クラスターの拡張または縮小、必要に応じた構成の変更、整合性確認、
サーバーノードでの中断を伴わないファームウェアアップデートといったライフサイクル操作の管理に役立ちます。例
えば、ハイパーバイザークラスタープロファイルでハイパーバイザーを追加または削除することにより、ハイパーバイ
ザークラスターを拡大または縮小できます。ハイパーバイザークラスタープロファイルの構成の変更は、不整合として
報告されます。不整合が修復されたら、変更された構成をハイパーバイザークラスターおよびメンバーハイパーバイ
ザーに適用できます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、VMware vCenterサーバーをハイパーバイザーマネージャーとして利用し
て、VMware ESXiベースのハイパーバイザークラスターを管理できます。

注記:注記:

VMware vCenterのバックアップとリストアは、ハイパーバイザークラスタープロファイルでサポートさ
れています。VMwareコンソールからVMware vCenterをバックアップおよびリストアできます。VMware
vCenterのバックアップとリストアは、WindowsベースのアプライアンスとLinuxベースのアプライアンス
の両方でサポートされています。バックアップとリストアのプロセス中にUUIDがアップデートされる
と、ハイパーバイザーマネージャーはHPE OneViewから切断されます。リストア操作によってハイパーバ
イザーマネージャーがHPE OneViewアプライアンスから切断された場合は、ハイパーバイザーマネー
ジャーの設定を編集して、強制アップデートオプションを選択します。

強制アップデートオプションは、バックアップがリストアされた場合にのみ選択してください。同じIP
アドレスとホスト名を使用して新しいVMware vCenterを作動させる場合は、強制アップデートオプショ
ンを選択しないでください。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルでのネットワークハイパーバイザークラスタープロファイルでのネットワーク

ハイパーバイザークラスタープロファイル上のネットワーク構成は、クラスター内のすべてのハイパーバイザーに対し
て一貫したネットワーク構成を定義します。これには、クラスター内の各ハイパーバイザーに対して構成する
vSwitch、ポートグループ、およびネットワークが含まれます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルでのネットワーク構成は、サーバープロファイルテンプレートで構成された
接続に基づいて構築されます。サーバープロファイルテンプレートでは、機能タイプがイーサーネットまたはファイ
バーチャネルの接続が構成されている必要があります。ハイパーバイザークラスタープロファイルは、現在、サーバー
プロファイルテンプレートで構成されたソフトウェアイニシエーターiSCSI接続のみをサポートしています。

vSwitchおよびポートグループ

仮想スイッチ（vSwitch）は、ハイパーバイザーにネットワークサービスを提供するために使用されるソフトウェ
アベースの仮想ネットワークスイッチです。VMkernelサービスまたはVMは、vSwitchで定義されたポートグループ
に基づいて、構成されたネットワークに接続できます。vSwitchのアップリンクはサーバー上の物理NICであり、1
つのNICを持つか、高可用性のためにチーミングされた複数のNICを持ちます。

vSwitchの構成は、関連付けられたサーバープロファイルテンプレートの接続と、ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルのハイパーバイザー設定に基づいて自動的に構築されます。このプロセスにより、ハイパーバイザー
および基盤となるサーバーハードウェアの一貫したネットワーク構成が保証されます。vSwitchまたはポートグ
ループのソフトウェア構成とポリシーは、ハイパーバイザーマネージャーインターフェイスを使用して設定でき
ます。

サーバープロファイルテンプレートにイーサーネットネットワークへの接続がある場合は、vSwitchとポートグ
ループがvSwitch構成内に定義されます。サーバープロファイルテンプレートにネットワークセットへの接続があ
る場合は、vSwitchと複数のポートグループ（ネットワークセット内の各ネットワークに1つのポートグループ）
がvSwitch構成内に定義されます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルがvSwitchを管理するように構成され、ポートグループを構成するオプ
ションが無効になっている場合、全般目的ネットワークのVMポートグループはvCenterで構成されません。ただ
し、特別な目的のネットワークのVMKernelポートは構成されます。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレート内の接続にLAGが構成されている場合、リンクアグリゲーション
が機能するには、vSwitchにLACPを構成する必要があります。vSwitchにLACPを構成するには、ハイ
パーバイザーマネージャーインターフェイスを使用します。

vSwitchのタイプ

ハイパーバイザー上に構成されるvSwitchは標準タイプまたは分散型タイプです。デフォルトのタイプは標
準に設定されています。ハイパーバイザーマネージャーで分散型タイプのvSwitchを作成し、関連付けられてい
るすべてのハイパーバイザーにその設定を反映するように選択できます。

vSwitchは、ハイパーバイザークラスタープロファイルのハイパーバイザー設定に基づいて、標準タイプまたは
分散型タイプとして構成されます。構成するvSwitchと同じ名前、場所、およびネットワークを持つ既存の分散
型 vSwitchがハイパーバイザーマネージャー上に存在する場合、ハイパーバイザークラスタープロファイルには既
存のvSwitchが使用されます。

注記:注記:

特定の分散型vSwitchバージョンでハイパーバイザークラスタープロファイルを作成すると、その
バージョンを変更することはできません。

vSwitchを標準タイプから分散型タイプに移行できます。vSwitchが一般的なネットワーク用の場合は、vSwitch
を分散型タイプから標準タイプに移行できます。ハイパーバイザークラスタープロファイルがすべてのネット
ワーク（全般および特別な目的）を分散 vSwitch上に持つように構成されている場合、ハイパーバイザークラス
タープロファイルの編集オプションを使用してこのvSwitchを標準タイプに移行することはできません。

ネットワーク

ネットワークには、タグ付き、タグ無し、またはトンネルイーサーネットネットワークを使用できます。トンネ
ルイーサーネットネットワークにポートグループは構成されません。目的に基づくネットワークのカテゴリは次
のとおりです。

管理ネットワーク管理ネットワーク

管理ネットワークは、目的が管理に設定されているネットワークで、ハイパーバイザークラスタープロファ

イルには必須です。ハイパーバイザークラスタープロファイルにリンクされているサーバープロファイルテン

プレートには、管理ネットワークまたは管理ネットワークを含むネットワークセットへの接続が必要です。ハ

イパーバイザーマネージャーは、このネットワークを使用してハイパーバイザーを管理します。管理ネット

ワーク上のサブネット範囲は、ハイパーバイザーにIPアドレスを自動的に割り当てるために使用します。ま

た、IPアドレスとその構成を手動で指定することもできます。管理目的のVMkernelポートだけは、このネット

ワークのvSwitch上でハイパーバイザークラスタープロファイルによって構成されます。
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注記:注記:

ハイパーバイザークラスタープロファイルでは、管理目的のネットワークは1つしかサポートし

ていません。

特別な目的のネットワーク特別な目的のネットワーク

特別な目的のネットワークは、目的が VM移行、 iSCSI、または フォールトトレランスに設定されている

ネットワークです。ネットワーク上のサブネット範囲は、ハイパーバイザーにIPアドレスを自動的に割り当て

るために使用します。また、DHCPを使用してIPアドレスを割り当てることもできます。

注記:注記:

IPv6アドレスまたは完全修飾ドメイン名（FQDN）で登録されているハイパーバイザーマネー

ジャーによって管理されるハイパーバイザークラスタープロファイルの場合、デフォルトでは

DHCPが構成されます。登録されたFDQNは、IPv6アドレスに解決されます。

目的がネットワークで定義されたVMkernelポートだけは、このネットワークのvSwitch上で構成されます。

ネットワークのリストは、選択したサーバープロファイルテンプレートおよびサーバープロファイルテンプ

レート内の接続に基づいて作成されます。

全般ネットワーク全般ネットワーク

全般ネットワークは、ビジネスアプリケーション、およびHPE OneViewHPE OneViewで管理されているインフ

ラストラクチャ上で実行されるサービスによって使用されます。このネットワークのvSwitchには、VMポート

グループのみが構成されます。

注記:注記:

ハイパーバイザー上のVMkernelポートは、単一目的でのみ有効にする必要があります。

ハイパーバイザークラスタープロファイルで使用されるサーバープロファイルテンプレートは、

単一のネットワークまたはネットワークセットへの接続を含むことができます。ネットワーク

セットに全般および特別な目的のネットワークの両方が含まれている場合、全般ネットワークに

分散型vSwitchの作成を選択した場合でも、標準のvSwitchが作成されます。

NICチーミング

NICチーミングとは、パフォーマンス、負荷分散、および冗長性の理由から、複数のネットワークカードを1つに
まとめるプロセスのことです。vSwitchのNICチーミング構成は、サーバープロファイルテンプレート内に構成さ
れている接続、およびネットワーク定義から取得されます。

NICチーミングが識別され、ネットワークまたはネットワークセット用に1つのvSwitchが構成されているシナリオ
は次のとおりです。これらの接続に関連付けられているNICは、アクティブとしてチーミングされます。

サーバープロファイルテンプレートに、同じネットワークに対する2つ以上の接続があります。

サーバープロファイルテンプレートに、同じIDを持つネットワークに対する2つ以上の接続があります。

サーバープロファイルテンプレートに、同じネットワークセットに対する2つ以上の接続があります。

サーバープロファイルテンプレートに、同じIDと順序のネットワークを含むネットワークセットに対する2つ

以上の接続があります。

次の構成では、2つのネットワークリソースが同じIDを持つと見なされます。

両方のネットワークがタグ付きネットワークで、VLAN IDと目的が一致している場合。

両方のネットワークがタグ無しネットワークで、 Aliasで始まるラベルが同じである場合。

両方のネットワークがトンネルネットワークで、 Aliasで始まるラベルが同じである場合。

iSCSIネットワークの場合は、NICチーミングの代わりにマルチパスが構成されます。マルチパス構成は、iSCSIの
標準的なベストプラクティスであり、SANボリュームの複数のストレージパスを使用して高可用性を処理します。

VM移行ネットワークの場合は、ハイパーバイザークラスタープロファイルのハイパーバイザー設定でMulti-NIC
vMotion設定が有効になっていると、NICはVMware Multi-NIC vMotion用に構成されます。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレート内のネットワークへの接続は、このネットワークへの複数の接
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続を経由するか、このネットワークを含むネットワークセットへの複数の接続を使用する必要があ
り、両方を混在させることはできません。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルを削除するには、ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除操作が役
立ちます。削除操作で選択したオプションに応じて、HPE OneViewおよびハイパーバイザーマネージャーの関連クラス
ターからハイパーバイザークラスタープロファイルが削除されるか、またはHPE OneViewのみからハイパーバイザーク
ラスタープロファイルが削除されます。

2つのオプションを以下に示します。

HPE OneViewHPE OneViewおよびハイパーバイザーマネージャーおよびハイパーバイザーマネージャー

ハイパーバイザークラスタープロファイル、関連するハイパーバイザープロファイル、およびサーバープロファイ

ルをHPE OneViewから削除します。このオプションでは、関連するハイパーバイザークラスターとそのクラスターメ

ンバーがハイパーバイザーマネージャーから削除されるため、管理対象のハイパーバイザークラスターも削除され

ます。サーバーハードウェアは、プロファイルが適用されていませんの状態に戻り、サーバープロファイルの作成

のスケジュールに使用できるようになります。

HPE OneViewHPE OneViewのみのみ

ハイパーバイザークラスタープロファイルと関連するハイパーバイザープロファイルをHPE OneViewから削除しま

す。HPE OneViewの関連するサーバープロファイルは変更されません。この操作により、クラスターで実行されてい

るワークロードが中断されることはなく、ハイパーバイザークラスターはハイパーバイザーマネージャーにそのま

ま残ります。

関連するハイパーバイザークラスタープロファイルはHPE OneViewの管理対象でなくなるため、物理サーバーと関連

するハイパーバイザーの構成は手動で管理する必要があります。クラスター修復機能とローリングアップデート機

能は、このオプションのあるHPE OneViewには適用されなくなりました。
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ハイパーバイザークラスターボリュームハイパーバイザークラスターボリューム

ハイパーバイザークラスターボリュームは、ハイパーバイザークラスターに接続された共有SANボリュームで、このク
ラスターに展開された仮想マシンにストレージリソースを提供します。ハイパーバイザークラスタープロファイルで構
成されたボリュームは、クラスター内のすべてのハイパーバイザーで構成されます。これらのSANボリュームは、FC、
iSCSI、またはFCoEです。

関連付けられたサーバープロファイルテンプレートで構成されているSANストレージボリュームは、クラスタープロ
ファイルの作成、編集、またはインポートの操作中にストレージセクションに自動的に読み込まれ、これらは削除でき
ません。サーバープロファイルテンプレートのボリュームは、同じサーバープロファイルテンプレートを使用している
複数のハイパーバイザークラスタープロファイルにわたって使用可能にすることができます。サーバープロファイルテ
ンプレートで構成されているSANボリュームの他に、これらの追加のストレージボリュームもハイパーバイザークラス
タープロファイルで追加または削除できます。これらの追加のストレージボリュームは各ハイパーバイザークラスター
プロファイルに固有であり、複数のハイパーバイザークラスタープロファイルで共有されることはありません。

ハイパーバイザークラスターボリュームは、VMFS（仮想マシンファイルシステム）でフォーマットできます。ボリュー
ムをフォーマットしない場合は、ファイルシステムオプションとして非管理を選択できます。

iSCSIボリュームを使用している間は、CHAPレベルの設定を変更しないでください。これらの設定変更には、ハイパー
バイザーマネージャーを手動でアップデートする必要があります。また、ハイパーバイザープロファイルに対応する
サーバープロファイルでCHAPシークレット（パスワード）を再生成しないでください。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ストレージボリュームサイズの変更に応じてデータストアを自動的に再
構成することはありません。データストアの容量を増やすには、データストアが作成されたストレージボリュームのサ
イズを大きくしてから、ハイパーバイザーマネージャーのユーザーインターフェイスを使用して、データストアの容量
を増やします。

HPE OneViewでは自動と手動の2つのLUNタイプを使用できます。自動オプションを選択した場合は、クラスター定義の
ボリュームにLUN IDが割り当てられます。手動オプションを選択した場合は、クラスター定義のボリュームのLUN IDを
指定する必要があります。デフォルトでは、クラスターに接続されているすべてのクラスター定義ボリュームに対し
て自動オプションが選択されています。LUN IDの変更を実行している間、クラスター上で電源オン状態のVMが実行され
ていないことを確認してください。サーバープロファイルで定義されたボリュームのLUN IDを編集することはできませ
ん。

注記:注記:

いったん追加されたハイパーバイザークラスターボリュームは変更できません。

クラスターボリューム名は、クラスター内のハイパーバイザーホスト上のローカルデータストア名と

競合してはなりません。

サーバープロファイルで定義されたボリュームのLUN IDを編集することはできません。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポートハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート

ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポートを使用すると、ハイパーバイザークラスタープロファイルを使
用せずに作成された既存のハイパーバイザークラスターをインポートおよび管理できます。HPE OneViewで管理されて
いるサーバーノードで実行されているクラスター内のハイパーバイザーがインポートされます。これらのサーバーノー
ドを管理するサーバープロファイルに親が設定されていない場合は、ハイパーバイザークラスタープロファイルで使用
されるサーバープロファイルテンプレートがサーバープロファイルの親として設定されます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルがインポートされたら、ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し
て既存のハイパーバイザーを追加することによって、追加のハイパーバイザーをハイパーバイザークラスタープロファ
イルにインポートできます。HPE OneViewの外部のサーバーノードにハイパーバイザーOSを展開する場合は、このオプ
ションを使用します。このオプションは、選択したハイパーバイザーOS展開ツールを使用してハイパーバイザークラス
ターを展開および管理するのに役立ちます。

インポートするハイパーバイザークラスタープロファイル上のネットワークおよびストレージの構成は、クラスターメ
ンバーの1つの検出された構成および関連付けられたサーバープロファイルテンプレートに基づいて初期化されます。
インポートプロセス中は、ハイパーバイザークラスターまたはクラスターメンバーに構成の変更は行われません。ハイ
パーバイザークラスタープロファイルのインポート後、構成に対する整合性チェックに基づいて、不整合があれば報告
されます。その後、インポートされたハイパーバイザークラスタープロファイルを使用して、クラスターの拡張、クラ
スターの縮小、必要に応じた構成の変更、整合性チェック、中断を伴わないファームウェアアップデートといった、ハ
イパーバイザークラスターのライフサイクル操作を管理できます。

注記:注記:

インポートできるのは、HPE OneViewで管理されているサーバーノードに展開されているハイパーバ

イザーだけです。

クラスターにハイパーバイザーがある場合、ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート

中に一覧表示されるサーバープロファイルテンプレートは、クラスターに存在する管理対象サーバー

ノードのサーバーハードウェアタイプに基づきます。

クラスター内のすべてのサーバーのサーバーハードウェアタイプは、同じでなければなりません。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルの強制削除ハイパーバイザークラスタープロファイルの強制削除

ハイパーバイザーマネージャーの変更を実行中に問題が発生した場合、またはハイパーバイザーマネージャーへの接続
に問題がある場合、ハイパーバイザークラスタープロファイルを削除する標準の削除アクションは、多くの場合、失敗
します。

障害が発生した場合、強制削除オプションを使用すると、問題に関係なくHPE OneViewのリソースを削除できます。

強制削除オプションの動作は、選択した削除オプションによって異なります。

OneViewおよびハイパーバイザーマネージャーオプションを使用したクラスタープロファイルの強制削除OneViewおよびハイパーバイザーマネージャーオプションを使用したクラスタープロファイルの強制削除

HPE OneViewは、ハイパーバイザーマネージャーで関連付けられたハイパーバイザークラスターを削除するときに発

生した問題を無視し、ハイパーバイザークラスタープロファイル、関連付けられたハイパーバイザープロファイ

ル、および関連付けられたサーバープロファイルの削除を続行します。クラスターとハイパーバイザー構成の削除

に失敗するため、この動作によりハイパーバイザーマネージャーは不整合状態になります。その結果、ネットワー

ク上でアドレスと識別子が重複し、ネットワークの問題が発生する可能性があります。強制削除後、HPE OneViewの

外部のツールを使用して、ハイパーバイザーマネージャーでクラスターとハイパーバイザー構成を削除する必要が

あります。

OneViewのみオプションを使用したクラスタープロファイルの強制削除OneViewのみオプションを使用したクラスタープロファイルの強制削除

HPE OneViewは、ハイパーバイザーマネージャーのイベントのサブスクライブ解除中に発生した問題を無視し、ハイ

パーバイザークラスタープロファイルと関連付けられたハイパーバイザープロファイルの削除を続行します。サー

バープロファイルはHPE OneViewから削除されず、ハイパーバイザーマネージャーのハイパーバイザークラスターは

変更されません。OneViewのみオプションを使用した強制削除アクションは、関連付けられたクラスター、またはそ

のクラスターで実行されているワークロードを妨害しません。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルの整合性検証ハイパーバイザークラスタープロファイルの整合性検証

HPE OneViewは、ハイパーバイザークラスタープロファイルの整合性を自動的にチェックします。整合性確認とは、ハ
イパーバイザークラスタープロファイルを検証して次のことを確認することです。

クラスターの構成とクラスター内のハイパーバイザーが、ハイパーバイザークラスタープロファイル内の目的の構

成と一致していること。

ハイパーバイザークラスタープロファイル内の目的の構成（ネットワークやストレージの構成など）が、関連付け

られたサーバープロファイルテンプレートに定義されている構成に対して有効であること。

メンバーハイパーバイザープロファイルにリンクされているサーバープロファイルが、サーバープロファイルテン

プレートに定義されている目的の構成と一致していること。

不整合につながる状況：

ハイパーバイザークラスタープロファイルの構成とサーバープロファイルテンプレートの構成が異なっていハイパーバイザークラスタープロファイルの構成とサーバープロファイルテンプレートの構成が異なってい

る。る。

ハイパーバイザークラスタープロファイルで定義されたハイパーバイザーテンプレートネットワークおよびス

トレージ構成は、サーバープロファイルテンプレートのテンプレート物理サーバー構成を使用して検証されま

す。vSwitchesの管理が有効に設定されている場合、ハイパーバイザーのテンプレートネットワーク構成は、

ハイパーバイザークラスタープロファイルで定義され、これらの構成はサーバープロファイルテンプレート構

成から取得されます。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレートまたはネットワークセットに次の変更を行うと、対応するハ

イパーバイザークラスタープロファイルに不整合が生じます。

サーバープロファイルテンプレート接続で使用されているネットワークセットを変更して

ネットワークを追加または削除する。

サーバープロファイルテンプレートを変更してイーサーネットネットワーク接続を追加、

アップデート、または削除する。

サーバープロファイルテンプレートを変更してSANストレージボリュームを追加またはアップ

デートする。

サーバープロファイルサーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートサーバープロファイルテンプレートを変更してLUNLUNまたはLUNタLUNタ

イプイプを追加またはアップデートする。

アラート

 - こ

のアラートが表示され、手動修復が求められます。

手動修復

アラート内の手順を実行し、ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集します。この操作によ

り、ハイパーバイザークラスタープロファイルとこれに関連付けられたサーバープロファイルテンプ

レートの間のテンプレート構成の不整合が解決されます。vSwitch構成は、サーバープロファイルテンプ

レートに定義されている接続に基づいて自動的に再構築されます。ハイパーバイザークラスタープロ

ファイル内のストレージボリュームは、サーバープロファイルテンプレートと一致するように、自動的

に追加されるか削除が許可されます。LUNは、サーバープロファイルテンプレートに定義されているLUN

に基づいて自動的にアップデートされます。この不整合が修正された後、アップデートされたテンプ

レート構成のメンバーハイパーバイザーまたはサーバープロファイルの構成に不整合があれば特定さ

れ、報告されます。

vCenterハイパーバイザークラスターにハイパーバイザークラスタープロファイルの定義との整合性がない。vCenterハイパーバイザークラスターにハイパーバイザークラスタープロファイルの定義との整合性がない。

ハイパーバイザークラスターおよびその構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルの定義に対して検

証されます。

注記:注記:

HPE OneViewまたはVMware vCenterのいずれかで次の変更を行うと、不一致と不整合が発生しま

す。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、そのサーバープロファイルテンプレートと整合性がありません
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クラスターの名前を変更する。

VMwareの分散リソーススケジューラー（DRS）を有効または無効にする。

VMwareの高可用性を有効または無効にする。

ボリュームのLUNLUNまたはLUNタイプLUNタイプの変更。

アラート

 - このアラートは、クラスターを一致させますリンクとともに表示され

ます。

自動修復

アラート内の手順を実行します。クラスターを一致させますオプションは、中断を伴わずに、ハイパー

バイザークラスターのすべての不整合をハイパーバイザークラスタープロファイルの定義と一致するよ

うに修正します。整合性のないフィールドは、不整合を解決するためにハイパーバイザークラスタープ

ロファイルの値で自動的にアップデートされます。

1つ以上のハイパーバイザープロファイルにハイパーバイザークラスタープロファイルとの整合性がない。1つ以上のハイパーバイザープロファイルにハイパーバイザークラスタープロファイルとの整合性がない。

ハイパーバイザーは、ハイパーバイザークラスタープロファイルの定義に対して検証されます。ハイパーバイ

ザープロファイルに関連付けられたサーバープロファイルの不整合は、ハイパーバイザープロファイルの不整

合として扱われます。これらの不整合はハイパーバイザークラスタープロファイルにまとめられます。

注記:注記:

ハイパーバイザークラスタープロファイルのネットワークおよびストレージの構成をサー

バープロファイルテンプレートと一致するように変更すると、関連付けられているハイパー

バイザープロファイルに不整合が発生します。

次のいずれかの変更のためにハイパーバイザープロファイルに変更が発生すると、対応する

ハイパーバイザークラスタープロファイルとの不整合が発生します。

サーバープロファイルの変更により、サーバープロファイルの不整合が発生します。

サーバープロファイルテンプレートの変更により、サーバープロファイルの不整合が発生

します。

HPE OneViewの外部でハイパーバイザーマネージャーを使用してハイパーバイザーに加え

られた変更により、ハイパーバイザーの構成の不整合が発生します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルで定義されたネットワークとストレージ構成を

変更すると、ハイパーバイザープロファイルに不整合が生じます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルがvSwitchを管理しないように構成されている場

合、vSwitchおよびポートグループの整合性は検証されません。

ハイパーバイザークラスタープロファイルがvSwitchを管理するように構成され、ポートグ

ループを構成するオプションが無効になっている場合、全般目的のポートグループの不整合

は検証されません。

アラート

 - このアラートは、ハイパーバイザープロ

ファイルを一致させますリンクとともに表示されます。

自動修復

自動修復が可能な不整合の場合は、アラート内の手順を実行してください。ハイパーバイザープロファ

イルを一致させますオプションは、中断を伴わずに、ハイパーバイザークラスタープロファイル内のハ

イパーバイザープロファイルのすべての不整合を修正します。アクティブなハイパーバイザープロファ

イルが一度に1つずつ順に処理されます。修正によりサーバーのダウンタイムが発生する場合（ワーク

ロードには影響がない）、HPE OneViewはハイパーバイザーをメンテナンスモードにし、不整合を修正し

てから、ハイパーバイザーをアクティブモードに戻します。アップデートを適用する前にハイパーバイ

ザーがメンテナンス状態であった場合、ハイパーバイザーはメンテナンス状態のまま保持されます。こ

のプロセス中にハイパーバイザープロファイルに障害が発生すると、タスクは中止されます。

クラスターに整合性がありません

-

-

-

-

1つ以上のハイパーバイザープロファイルに整合性がありません
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注記:注記:

クラスターで実行されているVMによって使用されているポートグループ名を変更すると、修

復が失敗します。

手動修復

手動修正を必要とする不整合の場合は、ハイパーバイザープロファイルを一致させますアラートに示さ

れている手動手順を実行してください。

クラスターと1つ以上のハイパーバイザープロファイルの両方に整合性がない。クラスターと1つ以上のハイパーバイザープロファイルの両方に整合性がない。

ハイパーバイザークラスターおよびその構成に、ハイパーバイザークラスタープロファイルの定義との整合性

がありません。ハイパーバイザーにハイパーバイザークラスタープロファイルの定義との整合性がありませ

ん。

アラート

 - このアラートは、クラス

ターとハイパーバイザープロファイルを一致させますリンクとともに表示されます。

自動修復

アラート内の手順を実行します。クラスターとハイパーバイザープロファイルを一致させますオプショ

ンは、中断を伴わずに、ハイパーバイザークラスターおよびハイパーバイザープロファイルの不整合を

修正します。

注記:注記:

ハイパーバイザークラスターおよびハイパーバイザーの整合性確認は、ハイパーバイザークラス

タープロファイルまたはハイパーバイザープロファイル操作の後に計算されます。ハイパーバイ

ザークラスタープロファイルを使用して管理されるハイパーバイザークラスターまたはハイパー

バイザー構成の変更についても、確認が計算されます。HPE OneViewはハイパーバイザーマネー

ジャーのイベントを確認して、これらの変更を2分間隔で特定します。

スケールセットアップでは、ハイパーバイザーマネージャーのイベントが到着するまでに長い時

間がかかります。そのような環境では、整合性確認のアラートが発生または解消されるまでに最

長10分かかることがあります。

クラスターおよび1つ以上のハイパーバイザープロファイルに整合性がありません
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ハイパーバイザークラスタープロファイルのサーバープロファイルテンプレーハイパーバイザークラスタープロファイルのサーバープロファイルテンプレー

トの整合性確認トの整合性確認

サーバープロファイルテンプレートに対してハイパーバイザークラスタープロファイルの不必要な不整合アラートを避
けるため、サーバープロファイルテンプレートの次の設定を推奨しています。

リソースリソース コンプライアンス制御の設定コンプライアンス制御の設定

接続 完全一致

SANストレージ 最小一致
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ハイパーバイザーテンプレートハイパーバイザーテンプレート

ハイパーバイザークラスタープロファイルのサーバープロファイルテンプレート構成には、サーバーノードを構成する
サーバープロファイルの定義に使用されるサーバープロファイルテンプレートが表示されます。

サーバーノード上のハイパーバイザーOSの展開がHPE OneViewの外部で管理されている場合、OS展開構成にはなしと表
示されます。
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ハイパーバイザークラスターのインポートおよび管理ハイパーバイザークラスターのインポートおよび管理

任意の外部ツールを使用してハイパーバイザークラスターを展開し、ハイパーバイザークラスタープロファイルをHPE
OneViewにインポートして、ハイパーバイザークラスターを管理することができます。ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルをインポートすると、HPE OneViewは、ハイパーバイザークラスターとクラスター内のハイパーバイザーの
構成を検出します。インポート操作によって、クラスターで実行されているワークロードが中断されることはありませ
ん。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してハイパーバイザークラスターを管理する利点

サーバーノードからクラスター内のすべてのハイパーバイザーへ整合性のある構成を定義します。

サーバーハードウェアとハイパーバイザークラスター内のハイパーバイザー構成の整合性を確認します。

中断を伴わずに、ハイパーバイザークラスタープロファイル内のハイパーバイザープロファイルのすべての不整合

を修正します。

サーバー上で実行されているワークロードを中断せずに、サーバー上のファームウェアとドライバーをアップデー

トします。

注記:注記:

HPE OneViewからハイパーバイザークラスターを管理するつもりがない場合は、クラスターに影響を与え
ずに、インポートされたハイパーバイザークラスターをHPE OneViewからのみ安全に削除できます。この
削除方法を使用すると、ハイパーバイザークラスタープロファイルとハイパーバイザープロファイル
がHPE OneViewからのみ削除されます。関連付けられているサーバープロファイルとハイパーバイザー
は、クラスターで実行されているワークロードを中断することなくそのまま残ります。

HPE OneViewHPE OneViewと連携していない外部の展開ソリューションを使用して新しいハイパーバイと連携していない外部の展開ソリューションを使用して新しいハイパーバイ
ザークラスターを展開し、ハイパーバイザークラスタープロファイルをインポートし、ザークラスターを展開し、ハイパーバイザークラスタープロファイルをインポートし、HPEHPE
OneViewOneViewでハイパーバイザークラスタープロファイルを管理する方法でハイパーバイザークラスタープロファイルを管理する方法

1. ハイパーバイザーマネージャーがまだ登録されていない場合は登録します。

2. 必要な物理サーバー構成でサーバープロファイルテンプレートを作成します。

3. HPE OneViewの外部にあるツールを使用して、ハイパーバイザークラスターを展開します。

4. 作成したサーバープロファイルテンプレートを使用して、このクラスターに含めるサーバー上にサーバープロファ

イルを作成します。

5. サーバー上にハイパーバイザーを展開し、HPE OneViewの外部にあるツールを使用して、ハイパーバイザーをハイ

パーバイザークラスターに追加します。

注記:注記:

空のクラスターをインポートし、後でそのクラスターにハイパーバイザーを追加することもでき

ます。

サーバープロファイルで定義されているハイパーバイザー管理ネットワーク接続のポート構成と

一致するネットワークアダプターを使用して、管理ネットワークがハイパーバイザー上で構成さ

れていることを確認します。

6. 作成したサーバープロファイルテンプレートを使用して、ハイパーバイザークラスタープロファイルをインポート

し、OS展開プランをなしに設定します。

7. 不整合が報告された場合は修正します。

ハイパーバイザーをハイパーバイザークラスターに追加し、ハイパーバイザーをハイパーバイザークラスターに追加し、HPE OneViewHPE OneViewから追加のハイから追加のハイ
パーバイザーを管理する方法パーバイザーを管理する方法

1. ハイパーバイザークラスタープロファイルに関連付けられたサーバープロファイルテンプレートを使用して、ハイ

パーバイザークラスターに含めるサーバー上にサーバープロファイルを作成します。

2. サーバー上にハイパーバイザーを展開し、HPE OneViewの外部にあるツールを使用して、ハイパーバイザーをハイ

パーバイザークラスターに追加します。

注記:注記:
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サーバープロファイルで定義されているハイパーバイザー管理ネットワーク接続のポート構成と一致

するネットワークアダプターを使用して、管理ネットワークがハイパーバイザー上で構成されている

ことを確認します。

3. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、既存のハイパーバイザーをハイパーバイザークラスタープロ

ファイルに追加します。この操作により、HPE OneViewからクラスターに追加されたハイパーバイザーを管理できま

す。

4. 不整合が報告された場合は修正します。

個々のハイパーバイザープロファイルで不整合を修正することも、ハイパーバイザークラスタープロファイルを

アップデートして、すべてのハイパーバイザープロファイルで不整合を修正することもできます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してHPE OneViewでハイパーバイザークラスターを管理することで、
ハイパーバイザークラスタープロファイル画面を使用して次の操作を実行することもできます。

クラスターまたはハイパーバイザーの構成を変更します。

クラスター内の不整合を修正します。

クラスターのサイズを縮小します。

クラスターを削除します。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用する計画ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用する計画

HPE OneViewは、外部ハイパーバイザーマネージャーソフトウェアと統合して、管理対象サーバーハードウェアで実行
されているハイパーバイザーのクラスターを管理します。HPE OneViewからクラスターを管理すると、ハイパーバイ
ザーの構成を管理対象サーバーノードの構成と一致させることができます。また、中断を伴わずに報告された不整合を
修復するのにも役立ちます。

HPE OneViewの外部のツールを使用して展開されたハイパーバイザークラスターをインポートし、ハイパーバイザーク
ラスタープロファイルを使用して管理することができます。

注記:注記:

現在、ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ハイパーバイザーマネージャーとしてVMwareVMware
vSphere vCenterサーバーvSphere vCenterサーバーを使用したVMware vSphere ESXiクラスターVMware vSphere ESXiクラスターの管理をサポートしています。詳

細については、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してハイパーバイザークラスターを管理する利点ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してハイパーバイザークラスターを管理する利点

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してハイパーバイザークラスターを管理する利点は次の通りです。

物理サーバーとハイパーバイザーホストの両方のテンプレート構成の定義を簡素化する。

すべてのクラスターメンバーに対して、サーバーノードからクラスター内のハイパーバイザーへの整合性のある構

成になるように調整する。

サーバーハードウェアとハイパーバイザーの構成がテンプレート構成から逸脱していないか整合性確認を行い、報

告する。

ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートする。

論理エンクロージャーからファームウェアをアップデートし、サーバーノードで中断を伴わずにファームウェアを

アップデートする。

ハイパーバイザークラスタープロファイルの使用に関する計画の留意事項ハイパーバイザークラスタープロファイルの使用に関する計画の留意事項

以下のトピックは、ハイパーバイザークラスタープロファイルの機能とその使用に関する留意事項を理解するのに役立
ちます。

ハイパーバイザークラスターのインポートおよび管理

クラスター構成の設計上の留意事項

ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートする

ハイパーバイザークラスタープロファイルに関するFAQ

ハイパーバイザークラスタープロファイルのベストプラクティス

ハイパーバイザークラスタープロファイルの制限事項
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ハイパーバイザークラスターの設計上の留意事項ハイパーバイザークラスターの設計上の留意事項

HPE OneViewを使用してハイパーバイザークラスターをインポートする前に、このトピックの構成設定と推奨事項を検
討してください。これらのガイドラインと推奨事項に従うことで、クラスターを効果的に管理し、不整合を防ぐことが
できます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、複数のクラスターメンバーが1つのワークロードを共有するハイパーバ
イザークラスターを管理するために設計されています。クラスター設計を構成するクラスターメンバーはすべて、同じ
コンピュート、ネットワーク、およびストレージ構成を共有しています。クラスタープロファイルメンバーは、ハイ
パーバイザーと、そのハイパーバイザーが実行されるサーバーハードウェアを表しています。クラスターメンバーを効
果的なものにするには、サーバーハードウェアとハイパーバイザーの両方を、一貫したネットワーク構成とストレージ
構成で構成する必要があります。テンプレートを使用すると、物理サーバーとそのサーバー上で実行されるハイパーバ
イザーの両方に一貫した構成を定義できます。

このテンプレート構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルとこれに関連付けられたサーバープロファイルテ
ンプレートで定義されています。

サーバープロファイルテンプレートサーバープロファイルテンプレート — ハイパーバイザークラスターの物理サーバーハードウェアのテンプレート構

成を定義します。サーバープロファイルは、サーバープロファイルテンプレートで定義された構成を使用して、物

理サーバーハードウェアの構成を適用します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルハイパーバイザークラスタープロファイル - ハイパーバイザークラスターのハイパーバイザーのテンプレート構成

を定義します。これらの構成は、物理サーバーハードウェア用に定義されたテンプレート構成から生成されていま

す。ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザークラスタープロファイルで定義された構成を使用して、

ハイパーバイザーの構成を適用します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルでは、クラスターのプライベートボリュームを定義できます。これらの

ボリュームは、すべてのメンバーサーバープロファイルとハイパーバイザープロファイルに接続されます。

構成構成 説明説明 構成を指定する場所構成を指定する場所

コンピュート 物理サーバー構成：

業務要件に基づいて、必要なサーバーハードウェ
ア、ファームウェアバージョン、ローカルスト
レージ、BIOS、ブート、およびその他の構成を特
定し定義します。

サーバープロファイルテンプレート。

ハイパーバイザーOS構成：

業務要件に基づいて、ハイパーバイザーのオペ
レーティングシステム、そのバージョン、および
OS構成を特定し定義します。

ハイパーバイザーは、HPE OneViewに統合されて
いない外部ツールを使用して展開され、これらの
構成はHPE OneViewで定義されず、外部で管理さ
れます。

ネットワーク 物理サーバー構成：

サーバーネットワークポート、それらの仮想LAN、
サブネット、および高可用性構成のネットワーク
要件で有効になるネットワークを設計して、ネッ
トワークトポロジを定義します。

サーバープロファイルテンプレート。
ネットワーク設計に基づいて、サーバープロファ
イルテンプレートでネットワークへの接続を定義
します。

ハイパーバイザー構成：

仮想スイッチ、ポートグループ名などの仮想ス
イッチのネットワーク要件、使用する仮想スイッ
チのタイプが分散型タイプか標準タイプか、分散
型仮想スイッチのバージョン、VMkernelポートの
IPアドレス割り当て、および必要な仮想スイッチ
レイアウトを特定します。

ハイパーバイザークラスタープロファイル。
ハイパーバイザークラスタープロファイルのハイ
パーバイザー設定で、仮想スイッチタイプと
Multi-NIC vMotion構成を定義します。

ハイパーバイザークラスタープロファイル
で、vSwitchの管理オプションが有効になってい
る場合、ハイパーバイザークラスタープロファイ
ルは仮想スイッチレイアウトを自動的に生成しま
す。ハイパーバイザークラスタープロファイル
は、サーバープロファイルテンプレートの接続構
成と、ハイパーバイザークラスタープロファイル
のハイパーバイザー設定に基づいて、仮想スイッ
チレイアウトを生成します。仮想スイッチレイア
ウトは、サーバーハードウェア用に定義された接
続構成に基づいて構築されているため、物理サー
バーとハイパーバイザーの両方のネットワーク構
成は、互いに整合性を保てるように定義されま
す。
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ストレージ 物理サーバー構成：

ハイパーバイザークラスターの共有ストレージ設
計を定義します。この設計の物理サーバー構成に
は、SANストレージボリュームの数、ストレージ容
量などが含まれます。

サーバープロファイルテンプレートまたはハイ
パーバイザークラスタープロファイル。

サーバープロファイルテンプレートで定義された
ボリュームは、同じサーバープロファイルテンプ
レートを使用しているすべてのハイパーバイザー
クラスタープロファイルで使用可能です。ハイ
パーバイザークラスタープロファイルで定義され
たボリュームは、他のハイパーバイザークラス
タープロファイルと共有できません。

ハイパーバイザー構成：

ストレージボリュームのファイルシステムタイプ
などの構成を特定し定義します。

ハイパーバイザークラスタープロファイル。
サーバープロファイルテンプレートで定義された
ボリュームは、ハイパーバイザークラスタープロ
ファイルに自動的に追加され、削除できません。
ハイパーバイザークラスタープロファイルにさら
にボリュームを追加できます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルのこれ
らのボリュームの仮想マシンファイルシステム
（VMFS）フォーマットを構成します。他のファイ
ルシステムタイプが必要な場合は、そのタイプを
管理対象外に指定してください。

クラスター ハイパーバイザークラスター名、有効にする機
能、それらの構成などのハイパーバイザークラス
ター構成を定義します。

ハイパーバイザークラスタープロファイル。
ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用
して、ハイパーバイザークラスターの名前を定義
し、高可用性（HA）機能と分散リソーススケ
ジューラー（DRS）機能を有効または無効にする
ことができます。これらのクラスター機能のソフ
トウェア構成は、HPE OneViewの外部のツールを
使用して構成する必要があります。

構成構成 説明説明 構成を指定する場所構成を指定する場所

重要:重要:

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、クラスターまたはクラスターメンバーのすべてのソフト
ウェア構成を管理するようには設計されていませんが、サーバーノードとハイパーバイザーの構成の整
合性を保つように設計されています。また、クラスターの主要な機能の一部を有効にしますが、それら
の機能が関与するソフトウェア構成を制御しません。例えば、ハイパーバイザークラスタープロファイ
ルを使用してHAまたはDRSを有効または無効にできますが、HAまたはDRS構成は、VMware vCenterサー
バーまたはHPE OneViewの外部のツールを使用して設定する必要があります。

ネットワーク構成に関する留意事項ネットワーク構成に関する留意事項

ハイパーバイザークラスター用に設計したネットワークトポロジによって、物理サーバーとハイパーバイザーのテンプ
レートネットワーク構成が決定されます。物理サーバーのネットワーク構成は、サーバープロファイルテンプレートの
接続を使用して定義されます。一方、ハイパーバイザーネットワーク構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイ
ルによって生成されます。これにより、サーバーハードウェアとその上で実行されるハイパーバイザー全体で一貫した
構成を定義できます。

サーバープロファイルは、サーバーハードウェアのネットワークを構成し、サーバープロファイルテンプレートに基づ
いて作成されます。一方、ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザーのネットワークを構成し、ハイパーバ
イザークラスタープロファイルのテンプレート構成に基づいて作成されます。サーバープロファイルによって構成され
たネットワークによって、サーバーポート上の特定のネットワークやその接続プロパティなどを有効にできます。ハイ
パーバイザープロファイルは、仮想スイッチ、ポートグループ、ポートグループのネットワークVLAN、アップリンク、
およびチーミングを構成します。ハイパーバイザーマネージャーがサポートするその他のネットワーク設定とソフト
ウェアポリシーは、HPE OneViewの外部のツールを使用して構成する必要があります。

注記:注記:

ハイパーバイザークラスタープロファイルで使用できる有効なサーバープロファイルテンプレートとな
るには、テンプレートにハイパーバイザー管理ネットワークへの接続が構成されている必要がありま
す。

構成をすばやく理解するのに役立つポイントを以下に示します。

ハイパーバイザーで仮想スイッチを定義するには、サーバープロファイルテンプレートで接続を作成します。

接続が1つのネットワークに関連付けられているのか、ネットワークセットに関連付けられているのかに基づいて、

仮想スイッチに1つ以上のポートグループを構成します。ネットワークごとに1つのポートグループを作成します。
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HPE OneViewで定義されているあるネットワークの目的が全般である場合は、VMポートグループを1つ作成します。

目的が全般でない場合は、そのネットワーク用にVMkernelポートを作成します。この場合、HPE OneViewのネット

ワークに定義された目的に従って、管理やVMの移行など、VMkernelポートの機能を有効にします。

仮想スイッチのNICチーミングを定義するには、同じネットワークまたはネットワークセット、あるいは同じIDを持

つネットワークまたはネットワークセットに接続している、サーバープロファイルテンプレートの2つ以上の接続を

作成します。

仮想スイッチタイプは、ハイパーバイザークラスタープロファイルのハイパーバイザー設定を使用して、標準タイ

プまたは分散型タイプとして定義できます。分散型タイプの仮想スイッチの場合、すべての仮想スイッチを分散型

仮想スイッチタイプにするか、または全般目的の本番環境ネットワークのみを分散型仮想スイッチにするかを選択

できます。

ストレージ構成に関する留意事項ストレージ構成に関する留意事項

ハイパーバイザークラスター用の共有ストレージ設計によって、物理サーバーとハイパーバイザーのテンプレートスト
レージ構成が決定されます。物理サーバーの共有ストレージ構成は、サーバープロファイルテンプレートのSANスト
レージボリュームを使用して定義され、これらのハイパーバイザーストレージ構成は、ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルによって生成されます。サーバープロファイルテンプレートで定義されているSANストレージボリュームの
他に、各ハイパーバイザーの追加の共有ボリュームも、ハイパーバイザークラスタープロファイルに追加します。

サーバープロファイルは、ストレージシステムのストレージ領域にアクセスできるようにサーバーハードウェアのSAN
ストレージを構成します。ハイパーバイザープロファイルは、ハイパーバイザーのストレージアダプターとデータスト
アを構成し、VMFSでフォーマットできるようにします。

構成をすばやく理解するのに役立つポイントを以下に示します。

データストアをハイパーバイザーに定義するには、SANボリュームをサーバープロファイルテンプレートに追加する

か、またはボリュームをハイパーバイザークラスタープロファイルに追加します。

ストレージシステムのストレージ領域にアクセスするには、サーバーハードウェアのストレージパスを提供する

サーバープロファイルテンプレートで、SANへの接続を定義します。
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ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートするハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートする

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、テンプレート構成に基づいてクラスターとクラスターメンバーを構成し
ます。このテンプレート構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルとこれに関連付けられたサーバープロファ
イルテンプレートで定義されています。

サーバープロファイルテンプレートサーバープロファイルテンプレート — サーバーハードウェアのテンプレート構成を定義します。関連付けられてい

るサーバープロファイルの構成は、サーバープロファイルテンプレート構成との整合性が検証されます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルハイパーバイザークラスタープロファイル — ハイパーバイザーのテンプレート構成を定義し、構成はサーバープロ

ファイルテンプレート構成に基づいて作成されます。関連付けられているハイパーバイザーの構成は、ハイパーバ

イザークラスタープロファイルで定義されているテンプレート構成との整合性が検証されます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用すると、クラスターのライフサイクル中にクラスターメンバーの構成
を中断なく変更できます。

ハイパーバイザークラスターまたはクラスターメンバーに対して構成の変更を行うには、テンプレート構成を変更する
必要があります。テンプレート構成を変更すると、クラスターメンバーに不整合が生じます。クラスターメンバーの不
整合は、それがハイパーバイザープロファイルとサーバープロファイルのどちらで生じたとしても、ハイパーバイザー
クラスタープロファイルに不整合を生じることになります。この場合、ハイパーバイザープロファイルを一致させま
すオプションがハイパーバイザークラスタープロファイルに表示されます。このオプションを使用すると、テンプレー
ト構成の変更を適用することにより不整合を修復することができます。

中断を伴わないアップデートの利点中断を伴わないアップデートの利点

中断を伴わないアップデートの利点は次のとおりです。

テンプレート構成を変更し、その構成を適用することにより、サーバーノードからハイパーバイザーまですべての

クラスターメンバーをアップデートして構成の整合性を確保できます。

ワークロードを中断することなくクラスターメンバーの構成を順番にアップデートできます。

中断を伴わないアップデートの準備中断を伴わないアップデートの準備

次のトピックは、中断を伴わないアップデートの実行方法を理解するのに役立ちます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルによってアップデートされる構成

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用した中断を伴わないアップデートの実行

中断を伴わないアップデートの仕組み

ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートする 384



ハイパーバイザークラスタープロファイルによってアップデートされる構成ハイパーバイザークラスタープロファイルによってアップデートされる構成

変更可能な構成変更可能な構成

次のテンプレート構成を変更し、ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してクラスターまたはクラスターメ
ンバーにアップデートできます。

ファームウェア、OS展開設定、接続、SANストレージ、BIOS設定、ブート設定、iLO設定など、サーバープロファイ

ルテンプレートで定義された物理サーバー構成。

ネットワークセットで定義されたネットワーク。

クラスター名、vSphereの高可用性の有効化または無効化、VMware vSphere DRS（分散リソーススケジューラー）の

有効化または無効化など、ハイパーバイザークラスタープロファイルで定義されたハイパーバイザークラスター構

成。

ハイパーバイザーネットワーク、ハイパーバイザーストレージ構成など、ハイパーバイザークラスタープロファイ

ルで定義されたハイパーバイザー構成。

手動修復が必要な構成の変更手動修復が必要な構成の変更

次の構成の変更は、ハイパーバイザークラスタープロファイルによる中断を伴わないアップデートでは修復できませ
ん。これらの不整合を解決するには、不整合アラートにリストされている手動手順を実行する必要があります。

サーバープロファイルテンプレートのサーバーハードウェアタイプ。

サーバープロファイルテンプレートのエンクロージャーグループ。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用した中断を伴わないアップハイパーバイザークラスタープロファイルを使用した中断を伴わないアップ

デートの実行デートの実行

中断を伴わないアップデートの実行方法中断を伴わないアップデートの実行方法

最良の結果を得るために、構成の変更を組み合わせることができます。例えば、新しいファームウェアベースラインと
OS展開プランを使用するようにサーバープロファイルテンプレートを変更できます。ファームウェアとオペレーティン
グシステムの両方をアップデートするには、ハイパーバイザークラスタープロファイルで生じた不整合を修復してくだ
さい。

クラスターメンバーの構成のアップデートは、次の2つの手順に分けることができます。

手順1 — テンプレート構成の変更手順1 — テンプレート構成の変更

サーバープロファイルテンプレート、ネットワークセット、またはハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し
て、クラスターのテンプレート構成を変更します。サーバープロファイルテンプレートまたはネットワークセットで次
の変更を行うと、対応するハイパーバイザークラスタープロファイルに不整合が生じます。この不整合を解決するに
は、ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、サーバープロファイルテンプレートの構成に基づいてハイ
パーバイザーネットワークまたはハイパーバイザーストレージ構成を再生成する必要があります。これにより、サー
バーノードとハイパーバイザーのテンプレート構成が互いに一致します。

ネットワークセットを変更してネットワークを追加または削除する。

サーバープロファイルテンプレートを変更してイーサーネットネットワーク接続を追加、アップデート、または削

除する。

サーバープロファイルテンプレートを変更してSANストレージボリュームを追加またはアップデートする。

シナリオ

構成の変更を理解するためにいくつかのシナリオを以下に示します。

新しいファームウェアバンドルのパッケージを使用してクラスター内のすべてのサーバーでファームウェアを

アップデートするには、新しくアップロードされたファームウェアベースラインを使用するようにサーバープ

ロファイルテンプレートを変更します。

VMware vSphere標準スイッチを使用して定義されたネットワークをVMware vSphere分散スイッチに移行するに

は、ハイパーバイザークラスタープロファイルを変更し、仮想スイッチタイプを標準から分散型に変更しま

す。

使用可能だが使用されていないサーバーネットワークポートの1つに追加のネットワークを構成するには、次

の手順を実行します。

1. サーバープロファイルテンプレートを変更してネットワークセットに必要なネットワークへの新しい接続

を定義します。

2. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集してハイパーバイザーネットワーク構成を再生成しま

す。

すでに使用されている既存のサーバーネットワークポートの1つに追加のネットワークを構成するには、次の

手順を実行します。

1. 既存の接続に関連付けられているネットワークセットを変更し、必要なネットワークを追加します。

2. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集してハイパーバイザーネットワーク構成を再生成しま

す。

クラスター内のストレージを増やすには、次の手順を実行します。

1. サーバープロファイルテンプレートを変更してストレージボリュームを追加します。

2. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集してハイパーバイザーストレージ構成を再生成します。

手順2 — 不整合の修復手順2 — 不整合の修復

テンプレート構成を変更すると、クラスターメンバー内に不整合が生じます。ハイパーバイザークラスタープロファイ
ルを使用して不整合を修復し、すべてのメンバーのサーバープロファイルとハイパーバイザープロファイルの不整合を
順番に解決します。この修復により、すべてのクラスターメンバーのテンプレート構成の変更が適用されます。

または、ハイパーバイザープロファイルの修復オプションを使用して、各クラスターメンバーの不整合を個別に修復す
ることもできます。
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中断を伴わないアップデートの仕組み中断を伴わないアップデートの仕組み

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してメンバーハイパーバイザープロファイルの不整合を修復すると、
電源がオンになっていてアクティブなすべてのクラスターメンバーの不整合が順番に修正されます。中断を伴わない
アップデートでは、すべてのクラスターメンバーがアップデートされてテンプレート構成に一致し、整合性が確保され
るまで、次のシーケンスが繰り返されます。

ハイパーバイザーを選択します。

ハイパーバイザーをメンテナンス状態に移行します。この移行により、すべてのワークロードとデータがクラス

ター内の他のホストに確実に移動されます。

対応するクラスターメンバーの不整合を修復します。まず、対応するサーバープロファイルの不整合を修復して物

理サーバー構成をアップデートし、次に対応するハイパーバイザープロファイルの不整合を修復してハイパーバイ

ザー構成をアップデートします。

ハイパーバイザーをアクティブ状態に戻します。アップデートを適用する前にハイパーバイザーがメンテナンス状

態であった場合、ハイパーバイザーはメンテナンス状態のまま保持されます。

クラスター内の次のハイパーバイザーを選択します。

アップデート中に障害が発生した場合、ハイパーバイザークラスタープロファイルは順次アップデートフローを中止
し、タスクをエラー状態に移行します。エラーを確認し、必ず解決してから、修復を再開してください。クラスターメ
ンバーの1つをアップデート中に障害が発生した場合、ハイパーバイザークラスタープロファイルは、障害のあるハイ
パーバイザーをメンテナンス状態のままにします。
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ハイパーバイザークラスターのインポートおよび管理ハイパーバイザークラスターのインポートおよび管理

任意の外部ツールを使用してハイパーバイザークラスターを展開し、ハイパーバイザークラスタープロファイルをHPE
OneViewにインポートして、ハイパーバイザークラスターを管理することができます。ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルをインポートすると、HPE OneViewは、ハイパーバイザークラスターとクラスター内のハイパーバイザーの
構成を検出します。インポート操作によって、クラスターで実行されているワークロードが中断されることはありませ
ん。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してハイパーバイザークラスターを管理する利点

サーバーノードからクラスター内のすべてのハイパーバイザーへ整合性のある構成を定義します。

サーバーハードウェアとハイパーバイザークラスター内のハイパーバイザー構成の整合性を確認します。

中断を伴わずに、ハイパーバイザークラスタープロファイル内のハイパーバイザープロファイルのすべての不整合

を修正します。

サーバー上で実行されているワークロードを中断せずに、サーバー上のファームウェアとドライバーをアップデー

トします。

注記:注記:

HPE OneViewからハイパーバイザークラスターを管理するつもりがない場合は、クラスターに影響を与え
ずに、インポートされたハイパーバイザークラスターをHPE OneViewからのみ安全に削除できます。この
削除方法を使用すると、ハイパーバイザークラスタープロファイルとハイパーバイザープロファイル
がHPE OneViewからのみ削除されます。関連付けられているサーバープロファイルとハイパーバイザー
は、クラスターで実行されているワークロードを中断することなくそのまま残ります。

HPE OneViewHPE OneViewと連携していない外部の展開ソリューションを使用して新しいハイパーバイと連携していない外部の展開ソリューションを使用して新しいハイパーバイ
ザークラスターを展開し、ハイパーバイザークラスタープロファイルをインポートし、ザークラスターを展開し、ハイパーバイザークラスタープロファイルをインポートし、HPEHPE
OneViewOneViewでハイパーバイザークラスタープロファイルを管理する方法でハイパーバイザークラスタープロファイルを管理する方法

1. ハイパーバイザーマネージャーがまだ登録されていない場合は登録します。

2. 必要な物理サーバー構成でサーバープロファイルテンプレートを作成します。

3. HPE OneViewの外部にあるツールを使用して、ハイパーバイザークラスターを展開します。

4. 作成したサーバープロファイルテンプレートを使用して、このクラスターに含めるサーバー上にサーバープロファ

イルを作成します。

5. サーバー上にハイパーバイザーを展開し、HPE OneViewの外部にあるツールを使用して、ハイパーバイザーをハイ

パーバイザークラスターに追加します。

注記:注記:

空のクラスターをインポートし、後でそのクラスターにハイパーバイザーを追加することもでき

ます。

サーバープロファイルで定義されているハイパーバイザー管理ネットワーク接続のポート構成と

一致するネットワークアダプターを使用して、管理ネットワークがハイパーバイザー上で構成さ

れていることを確認します。

6. 作成したサーバープロファイルテンプレートを使用して、ハイパーバイザークラスタープロファイルをインポート

し、OS展開プランをなしに設定します。

7. 不整合が報告された場合は修正します。

ハイパーバイザーをハイパーバイザークラスターに追加し、ハイパーバイザーをハイパーバイザークラスターに追加し、HPE OneViewHPE OneViewから追加のハイから追加のハイ
パーバイザーを管理する方法パーバイザーを管理する方法

1. ハイパーバイザークラスタープロファイルに関連付けられたサーバープロファイルテンプレートを使用して、ハイ

パーバイザークラスターに含めるサーバー上にサーバープロファイルを作成します。

2. サーバー上にハイパーバイザーを展開し、HPE OneViewの外部にあるツールを使用して、ハイパーバイザーをハイ

パーバイザークラスターに追加します。

注記:注記:
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サーバープロファイルで定義されているハイパーバイザー管理ネットワーク接続のポート構成と一致

するネットワークアダプターを使用して、管理ネットワークがハイパーバイザー上で構成されている

ことを確認します。

3. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、既存のハイパーバイザーをハイパーバイザークラスタープロ

ファイルに追加します。この操作により、HPE OneViewからクラスターに追加されたハイパーバイザーを管理できま

す。

4. 不整合が報告された場合は修正します。

個々のハイパーバイザープロファイルで不整合を修正することも、ハイパーバイザークラスタープロファイルを

アップデートして、すべてのハイパーバイザープロファイルで不整合を修正することもできます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してHPE OneViewでハイパーバイザークラスターを管理することで、
ハイパーバイザークラスタープロファイル画面を使用して次の操作を実行することもできます。

クラスターまたはハイパーバイザーの構成を変更します。

クラスター内の不整合を修正します。

クラスターのサイズを縮小します。

クラスターを削除します。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルに関するFAQハイパーバイザークラスタープロファイルに関するFAQ

質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、どのハイパーバイザークラスターをサポートしていますか？質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、どのハイパーバイザークラスターをサポートしていますか？

答え：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ハイパーバイザーマネージャーとしてVMware vSphere vCenter

サーバーを使用したVMware vSphere ESXiクラスターをサポートしています。詳細については、HPE OneViewサポートマHPE OneViewサポートマ

トリックストリックスを参照してください。

質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、中断を伴わずにどのようにして構成をアップデートするのです質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、中断を伴わずにどのようにして構成をアップデートするのです
か？か？

答え：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、テンプレート構成に基づいてハイパーバイザーまたはサーバー
ハードウェアの構成をアップデートします。サーバーハードウェアまたはハイパーバイザーで構成の変更が必要な場合
は、ハイパーバイザークラスタープロファイルのテンプレート構成を変更します。この変更により、ハイパーバイザー
クラスタープロファイルで不整合が報告されます。ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用して不整合を修正
し、サーバーハードウェアまたはハイパーバイザーの構成をアップデートします。ハイパーバイザークラスタープロ
ファイルは、アップデートを実行する前にクラスターメンバーを1つずつ順番にメンテナンス状態して構成をアップ
デートします。詳しくは、ハイパーバイザークラスターの構成を中断を伴わずにアップデートするを参照してくださ
い。

質問：既存のハイパーバイザークラスターを質問：既存のハイパーバイザークラスターをHPE OneViewHPE OneViewにインポートできますか？にインポートできますか？

答え：はい。HPE OneView管理対象サーバーハードウェアで実行されているハイパーバイザーのクラスターをインポー
トして管理できます。ハイパーバイザークラスタープロファイル内のすべてのサーバーは、HPE OneViewで同じサー
バーハードウェアタイプである必要があります。インポート操作によってクラスターで実行されているワークロードが
中断されることはなく、インポートプロセス中にハイパーバイザークラスターまたはクラスターメンバーの構成が変更
されることもありません。ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート後、定義済みのテンプレート構成に
対する整合性確認に基づいて、不整合があれば報告されます。

質問：ハイパーバイザーマネージャーからハイパーバイザークラスターを削除または中断せずに、質問：ハイパーバイザーマネージャーからハイパーバイザークラスターを削除または中断せずに、HPE OneViewHPE OneViewからハからハ
イパーバイザークラスタープロファイルを削除できますか？イパーバイザークラスタープロファイルを削除できますか？

答え：はい。ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除ダイアログにあるOneViewのみオプションを使用しま
す。この操作は、ハイパーバイザークラスターで実行されているワークロードを中断しません。

質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、VMware vSphere vSANをサポートしていますか？質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、VMware vSphere vSANをサポートしていますか？

答え：はい。ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用して、vSANクラスターを管理できます。ハイパーバイ
ザークラスターのvSAN機能の有効化やvSAN構成の実行は、HPE OneViewの外部のツールを使用して行います。HPE
OneViewは、ハイパーバイザーのvSANまたはvSAN VMkernelポートの構成をサポートしていませんが、vSANがクラスター
に構成されていることを検出し、ワークロードやデータを中断することなくクラスター内の構成のアップデートをサ
ポートします。

質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、IPv6アドレスが構成されたハイパーバイザーのクラスターをサ質問：ハイパーバイザークラスタープロファイルは、IPv6アドレスが構成されたハイパーバイザーのクラスターをサ
ポートしていますか？ポートしていますか？

答え：はい。IPv6アドレスが構成されたハイパーバイザーのクラスターをインポートできます。プロファイルは、IPv6
アドレスが構成されたハイパーバイザーのクラスターの展開はサポートしていません。

質問：ハイパーバイザーマネージャーで実行された変更は、質問：ハイパーバイザーマネージャーで実行された変更は、HPE OneViewHPE OneViewによってすぐに検出されますか？によってすぐに検出されますか？

答え：HPE OneViewはハイパーバイザーマネージャーのイベントを2分間隔で確認して、ハイパーバイザークラスターま
たはハイパーバイザー構成に変更が加えられていないかを特定します。スケールセットアップでは、ハイパーバイザー
マネージャーからそのイベントが到着するまでに長い時間がかかります。そのような環境では、整合性確認のアラート
が発生または解消されるまでに最長10分かかることがあります。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルのベストプラクティスハイパーバイザークラスタープロファイルのベストプラクティス

ハイパーバイザークラスタープロファイル機能を使用する場合は、次の点を考慮してください。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用して、同じサーバーハードウェアタイプのサーバーで実行される

ハイパーバイザーのクラスターを管理します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してハイパーバイザークラスターを修正している間、HPE

OneViewの外部のハイパーバイザーを並行して変更しないでください。

ハイパーバイザーネットワーク構成の場合、すべてのネットワークにVMware vSphere分散スイッチ（vDS）を使用し

ます。ハイパーバイザー上のVMkernelポートは、単一目的でのみ有効にする必要があります。

ハイパーバイザークラスターは、不整合を避けるために、HPE OneViewの1つのインスタンスで管理する必要があり

ます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルのベストプラクティス 392



ハイパーバイザークラスタープロファイルの制限事項ハイパーバイザークラスタープロファイルの制限事項

このセクションでは、現在HPE OneViewで利用できない機能について詳しく説明します。これらの機能には、HPE
OneViewの外部のツールが必要です。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、VMware vCenterサーバーでのVMware vSphere分散スイッチ（vDS）

バージョンの変更をサポートしていません。この変更を反映するには、HPE OneViewの外部のvDSバージョンを変更

してから、HPE OneViewでハイパーバイザークラスタープロファイルをアップデートします。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、デフォルトのtcp/ipスタックを使ってVMkernelポートを作成しま

す。これらのVMkernelポートで他のtcp/ipスタックが必要な場合は、HPE OneViewの外部のツールを使用して、これ

らのVMkernelポートを構成します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルで仮想スイッチ名またはVMkernelポート名が変更されたとき、管理

VMkernelポートのみが移行されます。一方、他のVMkernelポートまたはVMポートグループは削除および追加されま

す。

次のいずれのシナリオでも、ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用して仮想スイッチを分散型タイプか

ら標準タイプに移行することはできません。このような移行を実行するには、HPE OneViewの外部のツールを使用し

ます。

それが、VMware vSANクラスターです。

仮想スイッチには、ESXi管理ネットワーク用のVMkernelポートがあります。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、LACPの構成をサポートしていません。サーバープロファイルテンプ

レート接続でLAGが定義済みである場合、ハイパーバイザークラスタープロファイルはLACP構成なしでハイパーバイ

ザー上にネットワークを構成します。LACPを構成するには、VMware vCenterインターフェイスまたはHPE OneViewの

外部のツールを使用します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ストレージボリュームサイズの変更に応じてデータストアを自動的

に再構成することはありません。ストレージシステムのストレージボリュームのサイズを増やした場合は、VMware

vCenterサーバーインターフェイスを使用してデータストアをアップデートし、新しくアップデートされたストレー

ジ容量を獲得します。

HPE OneViewによって管理されるハイパーバイザークラスターに複数の論理エンクロージャーにまたがるクラスター

メンバーがある場合、2つ以上の論理エンクロージャーのファームウェアを並行してアップデートすることはできま

せん。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用してハイパーバイザーの不整合を修正する場合、以下の操作はで

きません。

修復プロセスを、開始後に一時停止または停止することはできません。

修復タスク内のホストの順序は変更できません。
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vSAN対応ハイパーバイザークラスターvSAN対応ハイパーバイザークラスター

HPE OneView 5.0以降、ハイパーバイザークラスタープロファイルは、VMware vSAN対応のESXiハイパーバイザークラス
ターをサポートしています。vSANは、ESXiハイパーバイザークラスター上で構成されています。vSANにより、vSANクラ
スター内のすべてのホスト間で共有される単一のストレージプールが作成され、外部共有ストレージが不要になるた
め、ストレージ構成と仮想マシンのプロビジョニング作業が簡素化されます。

vSAN対応のESXiハイパーバイザークラスターをvCenterからHPE OneViewにインポートできます。OS展開プランを使用し
てハイパーバイザークラスタープロファイルを作成し、vCenter内の対応するクラスターでvSANを有効にすることもで
きます。

次に、vCenterを使用してESXiハイパーバイザークラスターで行う必要のあるvSAN構成を示します。

ESXiホストにvSANカーネルポートを作成する。

vSANカーネルポートにIPアドレスを割り当てる。

vSANを有効にして構成する。

注記:注記:

HPE OneViewでは、全般目的ネットワークとしてvSANネットワークを作成する必要があります。

vSANネットワークのハイパーバイザークラスタープロファイルのスイッチレイアウトで構成されてい

る仮想スイッチ名は、vSANカーネルポートがvCenterで構成されている仮想スイッチ名と同じである

必要があります。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用して、vSAN対応ESXiハイパーバイザークラスター上

で仮想スイッチを標準タイプから分散タイプに移行したり、その逆に移行したりすることはできませ

ん。
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vSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除vSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

vSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルを削除するには、 強制削除を使って強制的に削除するか、クラス
ター内で使用可能なすべてのサーバーの電源を切ります。その後、通常の削除操作を実行します。

注記:注記:

クラスターがvSAN対応である場合は、強制削除のみ可能です。
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vSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの拡張vSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの拡張

サーバーノードをハイパーバイザークラスタープロファイルに追加し、vCenterインターフェイスを使用して展開され
たESXiホストでvSAN設定を構成することにより、vSAN対応のESXiクラスターを拡張できます。
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vSAN対応ハイパーバイザークラスターのホストメンテナンスモードオプションvSAN対応ハイパーバイザークラスターのホストメンテナンスモードオプション

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、管理対象のESXiクラスターがvSAN対応であるかどうかを自動的に検出し
ます。その後プロファイルがこのデータを使用して、メンバーのESXiホストを有効なデータ退避設定でメンテナンス中
にします。

ESXiホストをメンテナンス中にするために使用されるデータ退避モードは次のとおりです。

アクセシビリティを確保モード：アクセシビリティを確保モード：このモードは、vSAN対応のESXiクラスターを管理するハイパーバイザークラス

タープロファイルで、不整合の修正が開始されるときに使用されます。

フルデータ移行モード：フルデータ移行モード：このモードは、ハイパーバイザークラスタープロファイルで次の操作のいずれかを実行す

るときに使用されます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルからハイパーバイザーを削除することで、クラスターを縮小する。

ハイパーバイザープロファイルを削除する。

ハイパーバイザークラスタープロファイルを削除する。

ハイパーバイザープロファイルでOSを再展開する。
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vSAN対応ローリングアップデートvSAN対応ローリングアップデート

不整合の修復時に、ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ワークロードを中断することなくローリング方式で
ハイパーバイザープロファイルを順番にアップデートします。HPE OneViewは、vSAN構成に影響を与えずにローリング
アップデートを実行し、vCenterでvSANデータオブジェクトの同期が進行中の場合は、ローリングアップデートをブ
ロックします。

ハイパーバイザークラスタープロファイルは、HPE OneViewからのプロファイルの修正をサポートします。vCenterで
vSANデータオブジェクトの同期が進行中の場合、HPE OneViewは、vSAN対応クラスターのハイパーバイザークラスター
プロファイルに対する修復操作をブロックし、エラーメッセージを表示します。

データ退避モードは、次のトピックで取り上げたシナリオに依存します：vSAN対応ハイパーバイザークラスターのホス
トメンテナンスモードオプション。その後、vCenter内の特定のクラスター内の対応するハイパーバイザーホストで、
データ移行が開始されます。

vSAN対応ローリングアップデート 398



ハイパーバイザークラスターボリュームの追加ハイパーバイザークラスターボリュームの追加

サーバープロファイルテンプレートで構成されたボリュームは、ハイパーバイザークラスタープロファイルストレージ
構成に自動的にリストされます。この手順では、ハイパーバイザークラスタープロファイルにクラスターボリュームを
追加する方法について説明します。ハイパーバイザークラスタープロファイルのストレージセクション内でボリューム
を追加および構成できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイ

ル管理者。

FCoEセットアップの場合は、次のことを確認してください。

SANマネージャーが構成されている。

スイッチに自動ゾーニングが構成されている。

FCoEスイッチ上のVFCテーブルに、FCoEネットワークに接続しているサーバーのNICのMAC IDが設定されている。

サーバープロファイルテンプレートのSANの管理オプションが有効になっていること、対応するSAN接続がサーバー

プロファイルテンプレートに構成されていること。

共有ストレージボリュームが作成されました。

クラスターボリューム名は、クラスター内のハイパーバイザーホスト上のローカルデータストア名と競合してはな

りません。

注記:注記:

ESXiがFCoEボリュームを検出するには、各ESXiでコマンドを実行する必要があります。詳しく

は、https://kb.vmware.com/s/article/2034702https://kb.vmware.com/s/article/2034702にあるVMwareナレッジベースを参照してください。

ストレージボリュームをハイパーバイザークラスタープロファイルに追加する前に、ストレージボ

リュームが適切に構成されていることを確認してください。それらの構成は、一度追加すると変更で

きません。

ストレージボリュームがサーバーに提示されなかった場合、ハイパーバイザークラスタープロファイ

ルタスクは失敗し、データストアを作成できなかった旨の警告が表示され、不整合も発生します。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザークラスタープロファイルの順に選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

新しいハイパーバイザークラスタープロファイルを作成する場合：

a. 詳細ウィンドウで、アクション > 作成を選択します。左側のウィンドウで+ハイパーバイザークラスタープロ

ファイルの作成をクリックすることもできます。

b. 画面で要求されるデータを入力します。ストレージストレージの上にあるハイパーバイザーマネージャー、サーバープロ

ファイルテンプレート、およびその他の構成を指定します。

既存のハイパーバイザークラスタープロファイルを編集する場合：

詳細ウィンドウで、ハイパーバイザークラスタープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択しま

す。

3. ストレージで、クラスターボリュームの追加をクリックします。

4. 名前フィールドで、追加するボリュームを検索して選択し、Enterをクリックします。

5. 次のいずれかのファイルシステムオプションを選択します。

VMFS - ボリュームのフォーマットを有効にするには、VMFSを選択します。

非管理 - ボリュームのフォーマットを行わない場合は、非管理を選択します。

6. 次のいずれかのLUNオプションを選択します。

自動- LUN IDは、HPE OneViewによってクラスター定義のボリュームに割り当てられます。
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手動- クラスター定義のボリュームのLUN IDを追加するには、手動手動を選択してください

7. 追加をクリックして1つのボリュームを作成するか、追加+をクリックして複数のボリュームを作成します。

8. クラスターボリュームがストレージに表示されていることを確認します。

注記:注記:

ハイパーバイザークラスターボリュームは、追加した後は編集できません。追加したハイパーバ

イザークラスターボリュームの削除のみが可能です。

既存のハイパーバイザークラスタープロファイルにストレージボリュームを追加すると、ハイ

パーバイザークラスタープロファイルのテンプレートハイパーバイザーストレージ構成がアップ

デートされます。これにより、ハイパーバイザークラスタープロファイルで不整合が報告されま

す。ハイパーバイザークラスタープロファイルで報告された不整合を修正して、クラスター内の

すべてのハイパーバイザーに新しく追加されたストレージボリュームを構成します。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルへの既存のハイパーバイザーの追加ハイパーバイザークラスタープロファイルへの既存のハイパーバイザーの追加

既存のハイパーバイザーを追加することによって、追加のハイパーバイザーをハイパーバイザークラスタープロファイ
ルにインポートできます。HPE OneViewの外部のサーバーノードにハイパーバイザーOSを展開する場合は、このオプ
ションを使用します。このオプションは、選択したハイパーバイザーOS展開ツールを使用してハイパーバイザークラス
ターを展開および管理するのに役立ちます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイ

ル管理者。

HPE OneViewで管理されているサーバーノードにハイパーバイザーOSが展開されていることを確認します。

サーバーノードが、ハイパーバイザークラスタープロファイルに関連付けられているサーバープロファイルテンプ

レートで指定されているものと同じサーバーハードウェアタイプであることを確認します。

ハイパーバイザーマネージャーインターフェイスを使用して、これらのハイパーバイザーがハイパーバイザーマ

ネージャーに追加されていることを確認します。

手順手順

1. 詳細ウィンドウで、ハイパーバイザークラスタープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

2. ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集画面のハイパーバイザーセクションで、ハイパーバイザーの追

加を選択します。

3. プロンプトが表示されたら、既存のハイパーバイザーのインポートを選択します。

4. 既存のハイパーバイザーをインポートするサーバーを選択します。

5. 追加または追加+をクリックして、複数のハイパーバイザーをクラスターに追加します。

6. ハイパーバイザーがハイパーバイザークラスタープロファイルに追加されたことを確認するには、ハイパーバイ

ザーがハイパーバイザーに表示されていることを確認します。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルへの新しいハイパーバイザーの追加ハイパーバイザークラスタープロファイルへの新しいハイパーバイザーの追加

ハイパーバイザークラスタープロファイルの作成または編集中に、ハイパーバイザークラスタープロファイルに新しい
ハイパーバイザーを追加できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイル管
理者

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザークラスタープロファイルの順に選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

新しいハイパーバイザークラスタープロファイルを作成する場合：

a. 詳細ウィンドウで、アクション > 作成を選択します。左側のウィンドウで+ハイパーバイザークラスタープロ

ファイルの作成をクリックすることもできます。

b. 画面で要求されるデータを入力します。ハイパーバイザーの上にあるハイパーバイザーマネージャー、サーバー

プロファイルテンプレート、およびその他の構成を指定します。

既存のハイパーバイザークラスタープロファイルを編集する場合：

a. 詳細ウィンドウで、ハイパーバイザークラスタープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択しま

す。

3. ハイパーバイザーセクションで、ハイパーバイザーの追加を選択します。

4. プロンプトが表示されたら、新しいハイパーバイザーの作成を選択します。

5. 新しいハイパーバイザーを作成するサーバーを選択します。

6. 追加または追加+をクリックして、複数のハイパーバイザーをクラスターに追加します。

7. ハイパーバイザーがハイパーバイザーに表示されていることを確認して、クラスターに追加されたことを確認しま

す。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルの削除は、ハイパーバイザークラスターおよびハイパーバイザーをハイパー
バイザーマネージャーから削除します。ハイパーバイザーをメンテナンスモードにした後、クラスター内のハイパーバ
イザーの電源がオフになります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイル管
理者。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザークラスタープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除したいハイパーバイザークラスタープロファイルを選択します。

3. アクション > 削除を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

a. HPE OneViewおよびハイパーバイザーマネージャー

b. HPE OneViewのみ

4. 表示される警告メッセージを確認し、はい、削除しますをクリックして、ハイパーバイザークラスタープロファイ

ルの削除を確認します。

a. ハイパーバイザークラスタープロファイルを強制的に削除するには、クラスタープロファイルを強制的に削

除チェックボックスを選択します。

5. ハイパーバイザークラスタープロファイルがマスターウィンドウに表示されなくなったことを確認します。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集

注記:注記:

ハイパーバイザークラスタープロファイルの変更によって、ハイパーバイザーの設定が自動的に変更さ
れることはありません。構成が一致していないと、ハイパーバイザープロファイルに不整合が生じま
す。この不整合は、ハイパーバイザープロファイル画面からハイパーバイザーごとに解決することも、
ハイパーバイザークラスタープロファイル画面からすべてのハイパーバイザーを一致させることもでき
ます。ハイパーバイザークラスタープロファイルのポートグループの名前を変更する前に、そのポート
グループがvcenterクラスターで使用されていないことを確認してください。仮想マシンが実行されてい
る場合は、それらを他のポートグループに移行します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイル管
理者。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザークラスタープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、編集するハイパーバイザークラスタープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選

択します。

3. 画面に表示された値を編集します。

4. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

5. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポートハイパーバイザークラスタープロファイルのインポート

HPE OneViewの外部に作成された既存のハイパーバイザークラスターをインポートし、HPE OneViewを使用して管理でき
ます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイ

ル管理者。

HPE OneViewにハイパーバイザーマネージャーが登録されていること。

ハイパーバイザークラスターがHPE OneViewの外部に作成されていること。

サーバープロファイルテンプレートが、クラスターに存在するサーバーノードに基づいて設定されたサーバーハー

ドウェアタイプで作成され、必要な構成を備えていること。

クラスター内のすべてのサーバーノードのサーバーハードウェアタイプが同じであること。

ハイパーバイザー管理ネットワークの目的が管理管理として設定されていて、サーバープロファイルテンプレートに、

このネットワークまたはこのネットワークを持つネットワークセットへの接続が存在すること。

ハイパーバイザークラスターをHPE OneViewにインポートする場合、クラスター内のすべてのハイパーバイザーホス

トの管理vSwitch名は同じです。

パラメーターは、vCenterで次の値に設定されます。

config.vpxd.heartbeat.notRespondingTimeout = 

config.vpxd.network.rollbackTimeout = 

vCenterでこれらのパラメーターを変更する方法の詳細な手順については、 VMware vSphereのトラブルシューティVMware vSphereのトラブルシューティ

ングドキュメントングドキュメントを参照してください。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザークラスタープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、+ハイパーバイザークラスタープロファイルのインポートを選択します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. インポートをクリックして操作を完了するか、インポート+をクリックして別のクラスタープロファイルをインポー

トします。

この時点で、報告された不整合が表示されることがあります。それらの解決が必要になります。

5. インポートされたハイパーバイザークラスタープロファイルがマスターウィンドウに表示されていることを確認し

ます。
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構成の不整合の自動修復構成の不整合の自動修復

次のオプションは、ハイパーバイザークラスタープロファイルの構成に整合性がない場合にのみ、ハイパーバイザーク
ラスタープロファイルに表示されます。

クラスターを一致させます — ハイパーバイザークラスターとその構成に、ハイパーバイザークラスタープロファイ

ル定義との整合性がありません。

クラスターとハイパーバイザープロファイルを一致させます — ハイパーバイザークラスターとその構成に、ハイ

パーバイザークラスタープロファイル定義との整合性がありません。クラスターメンバーに、ハイパーバイザーク

ラスタープロファイルで定義されているテンプレート構成との整合性がありません。

ハイパーバイザープロファイルを一致させます — クラスターメンバーに、ハイパーバイザークラスタープロファイ

ルで定義されているテンプレート構成との整合性がありません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイル管
理者。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザークラスタープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ハイパーバイザークラスタープロファイルを選択します。

ハイパーバイザークラスタープロファイルのアラートが表示されます。

3. 各クラスターとその不整合の詳細を確認するには、次のいずれかを実行します。

アラートを展開し、詳細をクリックします。

アクション > クラスターを一致させます、アクション > クラスターとハイパーバイザープロファイルを一致さ

せます、またはアクション > ハイパーバイザープロファイルを一致させますを選択します。

4. 不整合を解決するために行われる変更内容がリストされたプレビューダイアログではい、アップデートしますをク

リックします。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルからのハイパーバイザープロファイハイパーバイザークラスタープロファイルからのハイパーバイザープロファイ

ルの削除ルの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルからハイパーバイザーを削除して、ハイパーバイザークラスターを縮小する
ことができます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイル管
理者

手順手順

1. 詳細ウィンドウで、ハイパーバイザークラスタープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

2. ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集ハイパーバイザークラスタープロファイルの編集画面のハイパーバイザーハイパーバイザーで、削除するハイパーバイザーのXをク

リックします。

3. 表示される警告メッセージを確認し、はい、削除しますをクリックします。

4. ハイパーバイザーがハイパーバイザーハイパーバイザーの詳細ウィンドウに表示されなくなったことを確認します。
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ハイパーバイザークラスターボリュームの削除ハイパーバイザークラスターボリュームの削除

ハイパーバイザークラスタープロファイルから削除できるのは、クラスターボリュームの追加操作を使用して追加され
たクラスターボリュームのみです。ストレージ詳細ウィンドウに表示されるサーバープロファイルテンプレートで定義
されたボリュームは、ハイパーバイザークラスタープロファイルから削除できません。これらのボリュームをハイパー
バイザークラスタープロファイルから削除するには、それらをサーバープロファイルテンプレートから削除する必要が
あります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイ

ル管理者。

クラスターボリュームを削除する前に、回復する必要があるクラスターボリュームのデータを移行します。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザークラスタープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ドロップダウンメニューからストレージストレージを選択します。

3. 削除するボリュームに対して「X」をクリックします。

4. 表示される警告メッセージを確認し、はい、削除しますをクリックしてボリュームの削除を確認します。

5. ストレージ詳細ウィンドウにクラスターボリュームが表示されなくなったことを確認します。
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ハイパーバイザーマネージャーハイパーバイザーマネージャー

ハイパーバイザーマネージャーは、仮想化環境を管理するためのソフトウェアです。HPE OneViewのハイパーバイザー
マネージャーリソースを使用して、ハイパーバイザーとハイパーバイザークラスターを作成、インポート、構成、およ
び管理できます。ハイパーバイザーマネージャーは、HPE OneViewに登録するためのホスト名と認証情報を提供しま
す。HPE OneViewは、これらの詳細を使用してハイパーバイザーマネージャーと通信し、ハイパーバイザーやハイパー
バイザークラスターの追加、編集、削除などのタスクを実行します。

VMware vCenterサーバーをHPE OneViewに登録できます。vCenterサーバーのユーザーに必要な権限があることを確認し
ます。

知りたい情報知りたい情報

ハイパーバイザーマネージャーの追加

ハイパーバイザーマネージャーの編集

ハイパーバイザーマネージャーの削除

その他の操作

詳細情報詳細情報

ハイパーバイザーマネージャーの登録と信頼

管理設定

ハイパーバイザーマネージャーのユーザー権

限
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ハイパーバイザーマネージャーの登録と信頼ハイパーバイザーマネージャーの登録と信頼

ハイパーバイザーマネージャーのユーザーインターフェイスにホスト名と認証情報を提供することで、HPE OneViewに
ハイパーバイザーマネージャーを登録できます。登録されたハイパーバイザーマネージャーには、ハイパーバイザーク
ラスタープロファイル作成時にハイパーバイザーまたはクラスターのデフォルト設定として使用される優先設定が含ま
れています。編集操作を使用してハイパーバイザーマネージャーの優先設定を変更できます。これらの値は、ハイパー
バイザークラスタープロファイル内で上書きできます。

注記: 注記: ハイパーバイザーマネージャーと HPE OneViewの間で情報の転送をサポートするには、ハイパー
バイザーマネージャーのSSLポートを使用します。

ハイパーバイザーマネージャーと正常に通信するには、有効なハイパーバイザーマネージャー証明書をHPE OneViewト
ラストストアに追加する必要があります。

HPE OneViewはハイパーバイザーマネージャーとの接続を5分間隔で検証します。HPE OneViewのハイパーバイザーマ
ネージャーで接続の問題が報告されるのは、接続を複数回試行しても失敗した場合です。

HPE OneViewのハイパーバイザーマネージャーリソースを登録またはアップデートするには、インフラストラクチャ管
理者権限が必要です。HPE OneViewのハイパーバイザーマネージャーリソースにスコープを割り当てることができま
す。

ハイパーバイザーマネージャーは、IPv4のみまたはIPv6のみのIPアドレスを持つESXiホストをサポートします。IPv4ア
ドレス、IPv6アドレス、またはFQDNを持つハイパーバイザーマネージャーを追加できます。

注記:注記:

IPv6ハイパーバイザークラスターをインポートするには、クラスター下のすべてのホストがIPv6アドレ
スを持ち、かつハイパーバイザーマネージャーがIPv6アドレスで登録されている必要があります。IPv6
アドレスを使用したハイパーバイザークラスタープロファイルの作成操作はサポートされていません。
IPv6アドレスを持つインポートされたクラスターの展開計画を選択することはできません。
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管理設定管理設定

優先設定は、選択されたハイパーバイザーマネージャーのタイプに基づきます。現在、HPE OneViewはVMware vCenter
ハイパーバイザーのみをサポートしており、vCenterハイパーバイザーに次の設定を行うことができます。

vSwitchのタイプvSwitchのタイプ：指定したタイプの仮想スイッチをハイパーバイザー上に構成します。

標準：ハイパーバイザーレベルで構成および管理される仮想スイッチ。仮想マシンとVMカーネルにネットワークを

提供します。

分散型：データセンターレベルで構成および管理される仮想スイッチ。各ハイパーバイザーが仮想マシンおよびVM

カーネルにネットワークを提供するように構成されます。

分散型vSwitchバージョン分散型vSwitchバージョン：vSwitchのタイプが分散型タイプの場合にのみ適用されます。指定したバージョンの

分散型仮想スイッチを構成します。

分散型vSwitchの用途：vSwitchのタイプが分散型の場合にのみ適用されます。これは、分散型スイッチでどの

ネットワークを構成するかを指定します。

全般ネットワーク：ハイパーバイザークラスタープロファイル内の全般目的ネットワークを分散型仮想ス

イッチで構成します。

すべてのネットワーク：ハイパーバイザークラスタープロファイル内のすべてのネットワークを分散型仮想

スイッチで構成します。すべてのネットワークには、管理ネットワーク、特別な目的のネットワーク、およ

び全般目的ネットワークが含まれます。特別な目的のネットワークには、VM移行、iSCSI、およびフォールト

トレランスが含まれます。

Multi-NIC vMotionMulti-NIC vMotion：VM移行ネットワークへのNICが複数ある場合に、ハイパーバイザー上にVMware Multi-NIC vMotion
を構成します。Multi-NIC vMotionを有効にすると、1つまたは複数のvMotion伝送を複数の物理NICに負荷分散できま
す。

分散リソーススケジューラー分散リソーススケジューラー：ハイパーバイザークラスター上でVMware vSphere分散リソーススケジューラー（DRS）
を有効にすると、最適なパフォーマンスが得られるようにワークロードを管理できます。DRSにより、VMはワークロー
ドのバランスを取るためおよび最適に動作するために必要なリソースを確実に割り当てられます。

高可用性高可用性：ハイパーバイザークラスターでVMwareの高可用性を有効にすると、仮想環境のダウンタイムが確実に短縮さ
れます。

注記:注記:

高可用性設定または分散リソーススケジューラー設定は、ハイパーバイザークラスター上でこれらの機
能を有効または無効にするだけです。高可用性または分散リソーススケジューラーに関する追加の設定
は、ハイパーバイザーマネージャーを使用して直接構成できます。

-

-
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ハイパーバイザーマネージャーのユーザー権限ハイパーバイザーマネージャーのユーザー権限

ハイパーバイザーマネージャーを HPE OneViewに登録するユーザーは、ハイパーバイザーマネージャーで以下の操作を
実行する特権を持っている必要があります。

ハイパーバイザークラスターを作成または削除する。

クラスター構成を変更して、クラスター上の分散リソーススケジューラー（DRS）または高可用性（HA）の設定を有

効または無効にする。

ハイパーバイザーホストをクラスターから追加または削除する。

ハイパーバイザーホストをメンテナンスモードにしたり、メンテナンスモードを終了したりする。

ハイパーバイザーホストのシャットダウンや再起動などの電源操作を実行する。

仮想スイッチとポートグループを定義するために、ハイパーバイザーホストのネットワーク設定を構成する。

VMware vSphere分散スイッチを作成または変更し、スイッチの分散仮想（DV）ポートグループとdvUplinkを構成す

る。

VMware vSphere分散スイッチからハイパーバイザーホストを追加または削除する。

データストアを作成および追加する。

ハイパーバイザーホストでiSCSIソフトウェアアダプターを有効化および構成する。

データセンター、フォルダーパス、ハイパーバイザークラスター、およびハイパーバイザーホストのインベントリ

をクエリする。
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ハイパーバイザーマネージャーの追加ハイパーバイザーマネージャーの追加

ハイパーバイザーマネージャーを追加すると、HPE OneViewから複数のハイパーバイザーとハイパーバイザークラス
ターを管理し、サーバーノードとハイパーバイザー間で一貫した構成情報を維持できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

vCenterサーバーのユーザーに必要な権限があることを確認します。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザーマネージャーの順に選択します。

2. + ハイパーバイザーマネージャーを追加を選択します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. 追加をクリックして1つのハイパーバイザーマネージャーを登録するか、または追加+をクリックして複数のハイ

パーバイザーマネージャーを登録します。

ユーザーに証明書を信頼するように促すポップアップダイアログが表示されます。

注記:注記:

証明書の管理GUIを使用して証明書を追加するときは、信頼証明書ダイアログは表示されません。

信頼証明書をHPE OneViewトラストストアに追加することは必須です。

vCenter CA証明書を取得するには、https://vcenteripに移動し、信頼されたルートCA証明書をダ

ウンロードをクリックします。zipファイルを抽出し、ルートCA証明書とCRLファイルをHPE

OneViewにアップロードします。

5. 次のいずれかをクリックします。

a. はい、信頼しますをクリックすると、HPE OneViewトラストストアに証明書が追加されます。

証明書が信頼された後、ハイパーバイザーマネージャーの追加タスクが再開されます。

b. キャンセルをクリックすると、ハイパーバイザーマネージャーの追加ページに戻ります。

6. ハイパーバイザーマネージャーがマスターウィンドウに表示されていることを確認します。
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ハイパーバイザーマネージャーの編集ハイパーバイザーマネージャーの編集

ハイパーバイザーマネージャーを編集して、ポート、ホスト名ID、または認証情報の変更をアップデートすることがで
きます。また、編集アクションで優先設定を設定することもできます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

vCenterサーバーのユーザーに必要な権限があることを確認します。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザーマネージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、編集するハイパーバイザーを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

3. 画面に表示された値を編集します。

4. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

5. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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ハイパーバイザーマネージャーの削除ハイパーバイザーマネージャーの削除

仮想構成とハイパーバイザーが使用されなくなったら、ハイパーバイザーマネージャーを削除します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

HPE OneViewのハイパーバイザークラスターによるハイパーバイザーマネージャーへの参照が、ハイパーバイザーク

ラスタープロファイルの削除に記載されている手順を使用してすべて削除されていることを確認します。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザーマネージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するハイパーバイザーマネージャーを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 表示される確認メッセージを確認して、はい、削除しますをクリックします。

関連するデータを含むハイパーバイザーマネージャーがHPE OneViewから削除されます。

5. ハイパーバイザーマネージャーがマスターウィンドウに表示されなくなったことを確認します。

6. オプション：設定 > セキュリティ > 証明書の管理の順に移動して、vCenter証明書を削除します。
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ハイパーバイザープロファイルハイパーバイザープロファイル

ハイパーバイザープロファイルは、HPE OneViewが管理するサーバーハードウェアで実行しているハイパーバイザーを
構成するための一貫した方法を提供します。

ハイパーバイザーは、HPE OneViewが管理するクラスターのメンバーであり、コンピュート、ネットワーク、およびス
トレージの仮想化されたリソースをクラスターに提供します。

ハイパーバイザープロファイルを使用すると、電源のオン、リセット、ハイパーバイザーのメンテナンスモードへの切
り替え、ハイパーバイザークラスタープロファイルからのアップデートによる不整合の修正を行うことができます。

知りたい情報知りたい情報

メンテナンスモードの開始

メンテナンスモードの終了

ハイパーバイザーの電源オン/オフ

ハイパーバイザーのリセットまたはコールドブート

ハイパーバイザークラスタープロファイルからアッ

プデート

その他の操作

詳細情報詳細情報

ハイパーバイザープロファイルの構成管理

Webサイト
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ハイパーバイザープロファイルの構成管理ハイパーバイザープロファイルの構成管理

ハイパーバイザープロファイルには、HPE OneViewが管理するサーバーハードウェアで実行しているハイパーバイザー
用の構成が含まれています。

ハイパーバイザープロファイルの構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルから継承され、ハイパーバイザー
プロファイルの構成を直接編集することはできません。ハイパーバイザー上のネットワークおよびストレージの構成
は、基盤となるサーバーハードウェアの構成によって異なります。ハイパーバイザープロファイルに関連付けられた
サーバープロファイルは、サーバーハードウェアに必要なこれらの構成を提供します。サーバープロファイルは、ハイ
パーバイザークラスタープロファイルで参照されているサーバープロファイルテンプレートから取得されます。要約す
ると、ハイパーバイザーおよびサーバーノードの構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルによって決まるた
め、サーバーノードからハイパーバイザーまでのクラスター全体で一貫して構成が管理されます。
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ハイパーバイザープロファイルの整合性検証ハイパーバイザープロファイルの整合性検証

整合性確認とは、ハイパーバイザーの実際の構成を、ハイパーバイザープロファイルの目的の構成に対して検証するこ
とです。構成が一致する場合は、ハイパーバイザープロファイルの整合性フィールドが整合性ありに設定され、適合
していると見なされます。検証では、ハイパーバイザープロファイルに関連付けられているサーバープロファイルの不
整合も考慮されます。
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ハイパーバイザーのメンテナンスモードハイパーバイザーのメンテナンスモード

アクティブ状態のハイパーバイザーは仮想マシンを実行します。これらの仮想マシンは、ビジネスアプリケーションと
サービスを実行します。ハイパーバイザーをメンテナンス状態にすると、このハイパーバイザー上で実行されているす
べての仮想マシンが、高可用性クラスター内の他の使用可能なハイパーバイザーに移行されます。

メンテナンス状態のハイパーバイザーでは、仮想マシンは実行されず、サーバー管理者はビジネスのダウンタイムを防
ぎながらハイパーバイザー、サーバーハードウェア、またはその両方のアップデートを実行できます。

ハイパーバイザーホストのメンテナンス操作が完了したら、ハイパーバイザーをメンテナンスモードから解放して、ス
ケジューリングに使用できるようにする必要があります。
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ハイパーバイザーの電源オフハイパーバイザーの電源オフ

電源オフオプションはハイパーバイザーをシャットダウンします。電源オフ中に瞬間的に押すオプションは、ハイパー
バイザーを確認してメンテナンスモードにし、シャットダウンを順序正しく実行します。
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ハイパーバイザープロファイルの編集ハイパーバイザープロファイルの編集

注記:注記:

ハイパーバイザープロファイルの変更によって、ハイパーバイザーの設定が自動的に変更されることは
ありません。構成が一致していないと、ハイパーバイザープロファイルに不整合が生じます。この不整
合は、ハイパーバイザープロファイル画面からハイパーバイザーごとに解決することも、ハイパーバイ
ザークラスタープロファイル画面からすべてを一致させることもできます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル設計者、またはサーバープロファイル管
理者。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、編集するハイパーバイザープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

3. 画面に表示された値を編集します。

4. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

5. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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メンテナンスモードの開始メンテナンスモードの開始

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル管理者、サーバープロファイル設計者、
またはサーバープロファイルオペレーター。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、メンテナンスモードにするハイパーバイザープロファイルを選択し、アクション > メンテ

ナンスモードを開始の順に選択します。

3. 表示される確認メッセージを確認し、はい、メンテナンスモードに入りますをクリックします。

4. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

5. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。
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メンテナンスモードの終了メンテナンスモードの終了

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者、サーバープロファイル管理者、サーバープロファイル設計
者、またはサーバープロファイルオペレーター

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、メンテナンスモードにするハイパーバイザープロファイルを選択し、アクション > メンテ

ナンスモードを終了の順に選択します。
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ハイパーバイザーの電源オン/オフハイパーバイザーの電源オン/オフ

サーバーの電源をオフにして、使用していないとき（営業時間外）、またはセキュリティ上の理由で、電力を節約する
ことができます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバープロファイル管理者、サーバープロファイル設計者、
またはサーバープロファイルオペレーター。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、電源をオンまたはオフにするハイパーバイザーを選択します。

3. 以下のいずれかを実行します。

アクション > 電源オンの順に選択します。

アクション > 電源オフの順に選択します。

電源オフ中に瞬間的に押すオプションは、ハイパーバイザーをメンテナンスモードにし、シャットダウンを順序正

しく実行します。

4. ハイパーバイザーの電源ステータスを詳細ウィンドウで確認します。
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ハイパーバイザーのリセットまたはコールドブートハイパーバイザーのリセットまたはコールドブート

リセット操作では、ハイパーバイザーがストレージとネットワークの情報をリセットします。リセットにより、仮想マ
シンがシャットダウンしてから再起動します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者、サーバープロファイル管理者、サーバープロファイル設計
者、またはサーバープロファイルオペレーター。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、リセットするハイパーバイザーを選択し、アクション > リセットの順に選択します。

3. リセットまたはコールドブートのいずれかを選択します。

4. 変更を確認し、閉じるをクリックします。

5. ハイパーバイザーがシャットダウンして再起動することを確認します。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルからアップデートハイパーバイザークラスタープロファイルからアップデート

ハイパーバイザークラスタープロファイルからのアップデートは、ハイパーバイザープロファイルとハイパーバイザー
クラスタープロファイル間の不整合を解決します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者、サーバープロファイル管理者、サーバープロファイル設計
者、またはサーバープロファイルオペレーター。

手順手順

1. メインメニューから、ハイパーバイザー > ハイパーバイザープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、クラスタープロファイルと整合性のないハイパーバイザーを選択し、アクション > ハイ

パーバイザークラスターからアップデートを選択します。

3. 確認メッセージに表示される実行する変更を確認し、はい、アップデートしますをクリックして、自動修復が可能

な不整合を解決します。手動修復が必要な不整合の場合は、確認メッセージに記載されている手順に従ってくださ

い。

不整合を修正する前に、ハイパーバイザーはメンテナンスモードになります。問題が解決されると、アクティブ

モードに戻ります。
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インターコネクトインターコネクト

インターコネクト画面には、エンクロージャー内の物理インターコネクトの構成情報が表示されます。管理対象のイン
ターコネクトについては、この画面を使用してインターコネクトポートの有効化または無効化、ポート統計情報カウン
ターのクリア、インターコネクト構成の再適用、およびポートデータと統計情報の表示を行います。

インターコネクトを使用すると、エンクロージャーのサーバーハードウェアとデータセンターネットワークの間の通信
が可能になります。

知りたい情報知りたい情報

インターコネクトの追加

インターコネクトのRemote Supportデータの収集

ポートカウンターのクリア

インターコネクト上でのアップリンクポートまたは

ダウンリンクポートの有効化または無効化

インターコネクトのRemote Supportの有効化

インターコネクト構成の再適用

インターコネクトの交換

保護のリセット

アップリンクポートのデータ伝送統計情報の表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

インターコネクト

管理対象および監視対象のインターコネクト

非管理対象およびサポートされていないインターコネク

ト

インターコネクト画面の詳細

インターコネクトのトラブルシューティング
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インターコネクトインターコネクト

インターコネクトを使用すると、エンクロージャーのサーバーハードウェアとデータセンターネットワークの間の通信
が可能になります。

インターコネクト 428



インターコネクトリンクタイプインターコネクトリンクタイプ

インターコネクトを使用すると、エンクロージャーのサーバーハードウェアとデータセンターネットワークの間の通信
が可能になります。インターコネクトには、いくつかのタイプのリンクがあります。

アップリンク

アップリンクは、インターコネクトをデータセンターネットワークに接続する物理ポートです。

ダウンリンク

ダウンリンクは、エンクロージャーミッドプレーンを介してインターコネクトをサーバーハードウェアに接続し
ます。

スタッキングリンク

スタッキングリンクは、内部リンクまたは外部リンクにすることができ、インターコネクトをまとめて接続し
て、サーバーからデータセンターネットワークまでのイーサーネットトラフィックに冗長パスを提供します。ス
タッキングリンクは、関連する論理インターコネクトグループの構成に基づいています。

FCoEトラフィックは、スタッキングリンクからはサポートされません。
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管理対象および監視対象のインターコネクト管理対象および監視対象のインターコネクト

管理対象

HPE OneViewはインターコネクトを管理し、構成の適用、統計情報の収集、および特定の条件についてユーザーへ
のアラートを可能にします。

論理インターコネクトグループのメンバーであるインターコネクトのみが、これらを含むエンクロージャーがア
プライアンスに追加される際に管理対象状態に置かれます。

監視対象

HPE OneViewはハードウェアのインベントリおよびハードウェアステータスだけを監視します。監視対象のイン
ターコネクトは、ファームウェアベースラインや論理インターコネクトには関連付けられていません。

インターコネクトは自動的に追加され、エンクロージャーが監視対象として追加される際に監視対象状態に置か
れます。

監視対象インターコネクトは、監視目的のみで追加されているHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの一部で
す。

アップリンクポートまたはダウンリンクポートを有効または無効にして、データ伝送統計情報を表示することが
できます。

非管理インターコネクトは常に監視対象状態のままで、ファームウェアアップデートを受信したり、サポートダ
ンプの一部として情報を報告したりしません。それらは、独自の管理インターフェイスによって個別に管理する
必要があります。これに対する例外は、HPE Synergy 10GbパススルーモジュールのようなHPE Synergyパススルー
モジュールです。これらのモジュールは監視状態のままですが、それらのファームウェアは論理エンクロー
ジャーのファームウェアアップデートの一環としてアップデートされ、それらのデータは論理エンクロージャー
のサポートダンプの一環として報告されます。これらのインターコネクトにはイーサーネットインターフェイス
がないため、HPE OneViewはこれらのモジュールの起動の一環としてこれらのモジュールを構成し、インターコネ
クトがトラフィックを実行できるようにします。
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管理対象インターコネクト管理対象インターコネクト

インターコネクトがHPE OneViewの管理対象となっている場合、ポートカウンターのクリア、アップリンクまたはダウ
ンリンクポートの有効化や無効化、構成の再適用、およびデータ伝送統計情報の表示が可能です。管理対象インターコ
ネクトは、以下のいずれの状態にもないインターコネクトです。

非存在

インベントリ

監視対象

非管理

未サポート

各管理対象インターコネクトは、論理インターコネクトのメンバーです。各論理インターコネクトは論理インターコネ
クトグループに関連付けられており、論理インターコネクトグループはエンクロージャーグループに関連付けられてい
ます。

インターコネクトファームウェアは、それを管理するアプライアンスの最小サポートレベルにする必要があります。サ

ポートされるインターコネクトファームウェアの完全なリストについては、Hewlett Packard Enterprise InformationHewlett Packard Enterprise Information

LibraryLibraryで該当するサポートまたは互換性マトリックスを参照してください。
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非管理対象およびサポートされていないインターコネクト非管理対象およびサポートされていないインターコネクト

非管理対象インターコネクト非管理対象インターコネクト

論理インターコネクトグループを含むエンクロージャーグループをエンクロージャーに割り当てるときに、そのエンク
ロージャーに設置されたインターコネクトが論理インターコネクトグループと一致しない場合、各インターコネクトの
状態は非管理と報告されます。インターコネクトを管理するには、エンクロージャー内の物理インターコネクトの構
成が論理インターコネクトグループと一致する必要があります。

サポートされていないインターコネクトサポートされていないインターコネクト

サポートされていないハードウェアは、アプライアンスが管理できないハードウェアです。

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーについては、アプライアンスが予期していない（論理インターコネクトグ
ループに定義されていない）、または管理できないインターコネクトを検出した場合、アプライアンスはこれをインベ
ントリ状態に置き、そのリソースを作成しますが、これを管理対象にはしません。場所が論理インターコネクトグルー
プ内の定義に対応していない場合、インターコネクトに criticalのヘルスステータスを割り当て、アラートを表示し
てインターコネクトをアプライアンスが管理できるモデルと交換するという解決策を示します。アプライアンスに
は、HPE BladeSystem Onboard Administratorから取得した、サポートされていないインターコネクトのモデル名が表
示されます。
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FIPスヌーピングFIPスヌーピング

専用イーサーネットケーブルを介してファイバーチャネル（FC）ストレージデータを伝送するには、Fibre Channel
over Ethernet（FCoE）を使用します。FCoE Initialization Protocol（FIP）は、FCoEネットワークのFC検出とログイ
ンプロセスを処理します。FIPはFCoEを処理できるイーサーネットスイッチであるFibre Channel Forwarder（FCF）を
使用します。FCFは、イーサーネットポートを持つファイバーチャネルスイッチに似ています。

FIPは、イーサーネットネットワークをスキャンするためにFCoEが使用するイーサーネットMACアドレスを提供します。
FIPは、ファイバーチャネルネットワークで必要なファイバーチャネルID（FC ID）をイーサーネットネットワークから
取得します。

FIPスヌーピングは、接続の監視、検査、トラブルシューティングに使用できる統計データを提供します。

FIPスヌーピングをサポートするインターコネクトの一覧については、Hewlett Packard Enterprise InformationHewlett Packard Enterprise Information

LibraryLibraryで適切なサポートマトリックスまたは互換性マトリックスを参照してください。
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アプライアンスとの接続および同期アプライアンスとの接続および同期

アプライアンスは、インターコネクトのヘルスステータスを分析し、インターコネクトまたはポートのステータスに変
化があるとアラートを発行します。アプライアンスは、アプライアンスが管理するインターコネクトに指定された構成
を保守管理します。

アプライアンスは、インターコネクトの接続ステータスも追跡します。アプライアンスがインターコネクトとの接続を
失った場合は、接続がリストアされるまでアラートが表示されます。アプライアンスは、接続の問題を解決してアラー
トを解除しようとします。それができない場合は、ユーザーが問題を解決し、インターコネクトを手動で更新してアプ
ライアンスと同期させる必要があります。

アプライアンスとインターコネクトとの接続は、インターコネクト画面から手動で更新できます。
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インターコネクト画面の詳細インターコネクト画面の詳細

リソースがリストされていない場合は、リソースを追加する必要があります。

インターコネクト画面には、追加したエンクロージャー内のインターコネクトを含む、アプライアンスによって管理さ
れるインターコネクトの詳細が表示されます。この画面を使ってインターコネクトのファームウェアをアップデート
し、インターコネクトのアップリンクポートとダウンリンクポートを変更します。

概要

全般

ハードウェア

アップリンクポート

ダウンリンクポート

アップリンクおよびダウンリンクポートの詳細統計情報

インターコネクトの編集

インターコネクトのヘルスステータスと状態
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概要概要

全般

インターコネクトの電源、状態、およびファームウェアに関する情報を表示します。

ハードウェア

インターコネクトハードウェアの名前、位置、シリアル番号、および部品番号に関する情報を表示します。

アップリンクポート

インターコネクトのアップリンクポートのタイプ、状態、速度、および接続に関する情報を表示します。

ダウンリンクポート

インターコネクトのダウンリンクポートの状態、サーバーハードウェア、アダプターポート、および関連付けられてい
るサーバープロファイルに関する情報を表示します。
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全般全般

画面のコンポーネ画面のコンポーネ
ントント

説明説明

論理インターコネ
クト

物理インターコネクトが属する論理インターコネクト。

監視対象インターコネクトには適用されません。

インターコネクト
電源

インターコネクトの電源ステータス。

状態 インターコネクトの現在の状態。

ファームウェア
ベースライン

HPE Service Pack for ProLiant（SPP）ファームウェアバンドルがインターコネクトに割り当て
られています。

監視対象インターコネクトには適用されません。

ベースラインから
のファームウェア
バージョン

インターコネクトのインストールされているSPPベースラインからのファームウェアのバージョ
ン。例えば、4.10。

監視対象インターコネクトには適用されません。

インストールされ
たファームウェア
バージョン

インターコネクトの現在インストールされているファームウェアのバージョン。例えば、4.10。

監視対象インターコネクトには適用されません。

IPv4 インターコネクトのIPv4アドレス。

IPv6 インターコネクトのIPv6アドレス。最初にリンクローカルアドレス（LLA）、次に静的またはDHCP
アドレス、その次にStateless Address Auto Configuration（SLAAC）（有効の場合）が一覧表示
されます。
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ハードウェアハードウェア

画面のコンポー画面のコンポー
ネントネント

説明説明

製品名 インターコネクトの名前

ロケーション インターコネクトのインストール先のエンクロージャーの名前とインターコネクトベイ番号。エン
クロージャー名は、エンクロージャー画面上でそのエンクロージャーの概要へのハイパーリンクに
なっています。

シリアル番号 インターコネクトのシリアル番号

部品番号 インターコネクトの一意の製品識別子番号

ハードウェア 438



アップリンクポートアップリンクポート

以下のフィールドは自動的に入力されます。これらを編集することはできません。

画面の各部画面の各部 説明説明

ポートのステー
タスアイコン

ポートのステータスを表示します。

ポート インターコネクトのフェイスプレート上のポート名（例えば、 X1または X2、 1 または 2 、ある
いは Q1.4）

拡張クワッドスモールフォームファクタープラガブル（QSFP+）またはQSFP28トランシーバーを使
用する場合、ポート名はQ{x}です。

QSFP+を使用して拡張スモールフォームファクタープラガブル（SFP+）またはQSFP28 to SFP28アダ
プターをSFP+またはSFP28トランシーバーと組み合わせて使用する場合、ポート名はQ{x}または
Q{x}.1のいずれかです。ポート名Q{x}.2 - Q{x}4は使用できません。

QSFP28 to 4xSFP28への直接接続ケーブルなどのスプリッターケーブルまたはトランシーバーを使
用する場合、ポート名はQ{x}.1 - Q{x}.4です。ポート名Q{x}は使用できません。

タイプ ポートのタイプ：なし、イーサーネット、スタッキング、 FC、ネットワークアナライザー。

状態 ポートの状態です。ポートの状態とステータスは、アップリンクポート構成のエラーとエラー状態
の考えられる原因を特定するのに役立ちます。

考えられる状態：

リンク済み：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされています。

リンクされていない：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされていません。考えら

れる原因について詳しくは、アップリンクポートとアップリンクポートの状態の「ポート状

態」を参照してください。

不明：ポートの状態は不明です。

無効：ポートは、インターコネクトの編集画面で無効にされました。

速度（Gb/s） ポート速度（Gb/s単位）。

利用状況

（統計情報をサ
ポートするイン
ターコネクトの
場合）

ポートの経時的ビット転送速度グラフを表示するには、メーターにポインターを合わせます。

ポート利用率データは、サンプル間の間隔と同じ頻度で更新されます。論理インターコネクト画面
または論理インターコネクトグループ画面で、利用状況サンプリングの設定を使用して、頻度を設
定することができます。

アップリンク
セット

アップリンクセットがサポートされている場合、ポートが属しているアップリンクセットへのリン
クを提供します。

ポートがスタッキングリンクであることを示します。

コネクタータイ
プ

SFPコネクターのタイプを表示します。

PortWWN アップリンクポートのWorld Wide Name（WWN）を表示します。

接続先

Virtual Connect Ethernetモ
ジュールイーサーネットポート

デバイスのエンクロージャーとポート情報を表示するか、またはアップリンクが
接続されているポートを表示します。ポート番号は、かっこ内に表示されます。

Virtual Connect Ethernetモ
ジュール直接接続ファイバーチャ
ネル

アップリンクが接続されているストレージポートのWWNを表示します。

Virtual Connect Ethernetモ
ジュールファブリック接続ファイ
バーチャネル

ファブリックのプリンシパルスイッチのWWNと、アップリンクポートに直接接続さ
れている隣接スイッチの両方を表示します。プリンシパルスイッチと隣接スイッ
チは同じにすることができます。

Virtual Connect FCモジュール ファブリックのプリンシパルスイッチのWWNを表示します。
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スタッキングリンク スタッキングリンクの接続は、インターコネクトが追加されている場合、イン
ターコネクトのハイパーリンクとポート番号によって識別されます。インターコ
ネクトが追加されていない場合、Virtual Connectの接続情報によって識別されま
す。
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追加のアップリンクポートの詳細追加のアップリンクポートの詳細

以下のフィールドは自動的に入力されます。これらを編集することはできません。

画面のコンポーネン画面のコンポーネン
トト

説明説明

コネクター これらのフィールドは、トランシーバーモジュールが挿入されているときにFlexFabricまたは
Flex-10インターコネクトのデータを表示します。

タイプ 挿入されるトランシーバーモジュールのタイプ。例えば、 SFP（Small
Form-factor Pluggable Transceiver）または SFP+。

拡張識別子 アップリンクポートに接続されたデバイス（ベンダー固有）を識別する16進
数。

ベンダー アップリンクポートに接続されているデバイスを製造したベンダー名。

ベンダーOUI IEEE Registration Authorityによってベンダーに割り当てられた一意の24-
bit OUI（Organizationally Unique Identifier）。

部品番号 アップリンクポートに接続されたデバイスの部品番号。

リビジョン アップリンクポートに接続されているデバイスのハードウェアのリビジョン
番号。

リモート接続 これらのフィールドは、アップリンクポートがイーサーネットネットワークに接続されている
ときに表示されます。

タイプ リモート接続対応ポートタイプ、イーサーネット、外部、または不明。

ポートタイプ リモート接続のポートタイプ。例えば、ローカル、イーサーネット、また
は不明。

ポートID 外部ポートのID。例えば、 X1～ X10。

ポート説明 ポートタイプの詳細な説明。

アドレスタイ
プ

アドレスのタイプ、 IPV4または IPV6。

アドレス アップリンクポートが接続されるインターコネクトのIPアドレス。

システム名 ネットワーク管理者によって設定される、デバイスのシンボリック名。

システム説明 ベンダーが作成したデバイスの説明。

システム機能 デバイス上のポートの構成、 bridge 、 trunk、 bridge and trunk 、
または bridge, router 。
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DCBX情報 Data Center Bridging Exchange（DCBX）プロトコル情報は、FCoEネットワークに割り当てる
場合はFCoE対応のポート、RoCEが有効な場合はイーサーネットポートに対してのみ表示されま
す。

DCBXステータ
ス

ピアエンティティとのDCBXプロトコル交換のステータス。これはAPおよびPFC
状態の組み合わせです。PGは、全体的なステータスに含まれません。
OK

DCBX動作では、エラーが検出されていません。

失敗

DCBX情報交換のいずれかにエラーが発生しました。エラーの理由につい
てAP、PFC、またはPGの状態を確認してください。詳細とトラブル
シューティングについては、スイッチのハードウェアのドキュメントを
参照してください。

AP状態 アプリケーションプロトコルのステータス。

PFC状態 優先順位ベースのフロー制御のステータス。

PG状態 優先順位グループのステータス。

値（AP、PFC、またはPG状態値）は、

3つすべてのDCBX状態に適用されます。3つすべてのDCBX状態に適用されます。 説説
明明

機能の操作は無効です。  

ピアがその機能が有効になっていないことをレポートしています。  

ピアが機能の構成エラーをレポートしました。  

ピアはDCBXを実行していません。  

ピアは、その機能をサポートしていることを示していません。  

ピアに互換性のない構成があり、変更を受け入れません。  

ピアに互換性のある構成がありますが、変更を受け入れません。システムは正常に機能し
ますが、今後の構成変更でサーバーの電源再投入が必要となる場合があります。

 

状態は、未実装です。  

画面のコンポーネン画面のコンポーネン
トト

説明説明
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直接接続 これらのフィールドは、ファイバーチャネル直接接続ネットワークにアップリンクポートが接
続されたときに表示されます。

FCドメインID アプライアンスによってインターコネクトごとに生成される一意のファイ
バーチャネルID。

FCポートID FC SANによって、ポートに割り当てられた16進数のID。

ストレージポー
トWWN

ストレージポートのWWPN（World Wide Port Name）。

ストレージノー
ドWWN

ストレージノードのWWN（World Wide Node Name）。

ストレージポー
ト名

アップリンクポートが接続されているストレージポートのシンボリックポー
ト名。

ストレージノー
ド名

アップリンクポートが接続されているストレージポートのシンボリックノー
ド名。

FIPスヌーピング

（アクティブなFCoE
のみ）

これらのフィールドは、アップリンクポートがアクティブなFCoEモジュールに接続されている
ときに表示されます。

LAG LAG内ポートのリンクアグリゲーショングループID

VLAN アップリンクセットに構成されているFCoEネットワークに関連付けられて
いるVLAN ID

ダウンリンクカ
ウント

アクティブなサーバーポート、または関連付けられたFCoE VLANネットワー
クにログインしているサーバーポートの数。

FC Map Fibre Channel Forwarder（FCF）によって提供されるFCoE MACアドレスの
プレフィックス。サーバーにFCoE MACアドレスを構成するために使用され
ます（FC MAPおよびFC ID）。

FCF名 FCoE VLANで関連付けられたFCFスイッチノードWWN名。この名前は、スヌー
ピングされたFIPメッセージでFCFによって設定されます。

ファブリック名 FCoE VLANに関連付けられているファブリックの名前。これはスヌーピング
されたFIPメッセージ内のFCFによって提供されます。

FCF MACアドレス FCFモードでは、スイッチ当たり1つのFCF MACアドレス。

NPVモードでは、LAGの一部であるFCFスイッチ上の各ポートのFCF MACアド
レス。

画面のコンポーネン画面のコンポーネン
トト

説明説明
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統計情報 これらのフィールドは、アップリンクポートが統計情報をサポートするインターコネクト上に
あるときに表示されます。例えば、Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトは
統計データ収集をサポートしていません。

ポートの統計情報データは、論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグルー
プ画面で、利用状況サンプリング設定を使用して設定できるサンプル間隔と同じ周波数で更新
されます。

送信エラー 接続が確立されたか、またはポートカウンターがクリアされた直前の時刻
以降にポートが送信したエラーの数

受信エラー 接続が確立されたか、またはポートカウンターがクリアされた直前の時刻
以降にポートが受信したエラーの数

ビット伝送速度
グラフ

アップリンクポートの経時的ビット転送速度（送信および受信）、および
平均ビット転送速度を表示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面
で、利用状況サンプリングの設定を使用して、サンプルコレクションレー
トを変更することができます。

パケット伝送速
度グラフ

アップリンクポートの経時的パケット転送速度（送信および受信）、およ
び平均パケット転送速度を表示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面
で、利用状況サンプリングの設定を使用して、サンプルコレクションレー
トを変更することができます。

アドバンスト統計情
報

これらのフィールドには、フレームの詳細、CRCエラー、ドロップされたフレームなどのポー
ト統計情報が表示されます。これらのカウンターに加え
て、pfcRxPauseFrameCounterとpfcTxPauseFrameCounterが追加中です。これらの機能は、HPE
Synergy用HPE Virtual Connect SE 40Gb F8モジュールとHPE Synergy用HPE Virtual Connect
SE 100Gb F32モジュールインターコネクトで利用できます。

pfcRxPauseFrameCounter Rx PFCカウント：受信したPriority Pause
フレームの総数。

pfcTxPauseFrameCounter Tx PFCカウント：送信したPriority Pause
フレームの総数。

画面のコンポーネン画面のコンポーネン
トト

説明説明
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ダウンリンクポートダウンリンクポート

以下のフィールドは自動的に入力されます。これらを編集することはできません。

画面のコンポー画面のコンポー
ネントネント

説明説明

ポートのステー
タスアイコン

ポートのステータスを表示します

ポート ポートのデバイスベイ番号

状態 ポートの状態。

リンク済み：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされています。

リンクされていない：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされていません。

不明：ポートの状態は不明です。

無効：ポートは、インターコネクトの編集画面で無効にされました。

サーバーハード
ウェア

リンクされたインターコネクトのエンクロージャー名およびインターコネクトベイの番号

アダプターポー
ト

LOM（マザーボード上のLAN）、メザニンカード、またはポートに関連付けられたFLM（フレキシブ
ルLOM）

サーバープロ
ファイル

ポートに関連付けられたサーバープロファイル

利用状況

（統計データ収
集をサポートす
るインターコネ
クト用）

メーターにポインターを合わせ、ポートの経時的ビット転送速度グラフを表示します。

ポートの利用状況データは、論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面
で、利用状況サンプリング設定を使用して設定できるサンプル間隔と同じ周波数で更新されます。

サポートされるデバイスの完全なリストについては、該当するサポート、またはHewlett Packard EnterpriseHewlett Packard Enterprise

Information LibraryInformation Libraryの互換性マトリックスを参照してください。
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追加のダウンリンクポートの詳細追加のダウンリンクポートの詳細

以下のフィールドは自動的に入力されます。これらを編集することはできません。

画面のコンポー画面のコンポー
ネントネント

説明説明

リモート接続 これらのフィールドは、ダウンリンクポートがイーサーネットネットワークに接続されているとき
に表示されます。

タイプ リモート接続対応ポートタイプ、イーサーネット、外部、または不明。

ポートタイプ リモート接続のポートタイプ。例えば、ローカル、イーサーネット、または
不明。

ポートID サーバーポートの説明。例えば、ベイ1 、メザニンスロット3 、ポート1 。

ポート説明 ポートタイプの詳細な説明。

アドレスタイプ 表示されているアドレスのタイプの説明。

アドレス ダウンリンクポートが接続されているインターコネクトのIPアドレス。

システム名 ネットワーク管理者によって設定される、デバイスのシンボリック名。

システム説明 ベンダーが作成したデバイスの説明。

システム機能 デバイス上のポートの構成、 bridge 、 trunk、 bridge and trunk 、ま
たは bridge, router 。

統計情報 これらのフィールドは、統計データ収集をサポートするインターコネクト上にダウンリンクポート
があるときに表示されます。

ポートの統計情報データは、論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面
で、利用状況サンプリング設定を使用して設定できるサンプル間隔と同じ周波数で更新されます。

送信エラー 接続が確立されたか、またはポートカウンターがクリアされた直前の時刻以
降にポートが送信したエラーの数

受信エラー 接続が確立されたか、またはポートカウンターがクリアされた直前の時刻以
降にポートが受信したエラーの数

ビット伝送速度グ
ラフ

ダウンリンクポートの経時的ビット転送速度（送信および受信）、および平
均ビット転送速度を表示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面で、利
用状況サンプリングの設定を使用して、サンプルコレクションレートを変更
することができます。

パケット伝送速度
グラフ

ダウンリンクポートの経時的パケット転送速度（送信および受信）、および
平均パケット転送速度を表示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面で、利
用状況サンプリングの設定を使用して、サンプルコレクションレートを変更
することができます。
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アドバンスト統
計情報

これらのフィールドには、フレームの詳細、CRCエラー、ドロップされたフレームなどのポート統
計情報が表示されます。これらのカウンターに加え
て、pfcRxPauseFrameCounterとpfcTxPauseFrameCounterが追加中です。これらの機能は、HPE
Synergy用HPE Virtual Connect SE 40Gb F8モジュールとHPE Synergy用HPE Virtual Connect SE
100Gb F32モジュールインターコネクトで利用できます。

pfcRxPauseFrameCounter Rx PFCカウント：受信したPriority Pause
フレームの総数。

pfcTxPauseFrameCounter Tx PFCカウント：送信したPriority Pause
フレームの総数。

Quality of
Service統計情報

サービスの統計情報のダウンリンクポートの品質。

統計情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information LibraryHewlett Packard Enterprise Information LibraryにあるHPE

Virtual Connect for c-Class BladeSystemユーザーガイドを参照してください。

画面のコンポー画面のコンポー
ネントネント

説明説明
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FlexNICポートの詳細FlexNICポートの詳細

FlexNICポートに関連付けられたインターコネクトでは、以下のフィールドは自動的に入力されます。これらを編集す
ることはできません。

画面のコンポー画面のコンポー
ネントネント

説明説明

Flex NIC サーバーが接続されているフレックスアダプター上のサブポート、例えば LOM 1–b 。

タイプ ネットワークのタイプ：イーサーネットまたはファイバーチャネル。

状態 ポートの状態。

リンク済み：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされています。

リンクされていない：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされていません。

無効：ポートは、インターコネクトの編集画面で無効にされました。

ネットワーク ポートが接続されているネットワーク名またはネットワークの数。ネットワークが1つだけ接続さ
れている場合は、ネットワーク名が表示されます。複数のネットワークが接続されている場合は、
ネットワークの数が表示されます。

これは、ネットワーク画面のネットワークの概要へのハイパーリンクになっています。

帯域幅（最小/最
大）

ポートが接続されているネットワークの最小および最大帯域幅（Gb/秒単位）。

アドレス ダウンリンクポートのMACアドレス。

FCポートID（直
接接続の場合の
み）

ファイバーチャネルSANによって、ポートに割り当てられた16進数のID。

サーバーポート
WWN

（直接接続の場
合のみ）

サーバーポートのWorld Wide Port Name。

サーバーノード
WWN

（直接接続の場
合のみ）

サーバーノードのWorld Wide Node Name。

サーバーポート
名

（直接接続の場
合のみ）

ダウンリンクポートが接続されているサーバーポートのシンボリックポート名。

サーバーノード
名

（直接接続の場
合のみ）

ダウンリンクポートが接続されているサーバーノードのシンボリックノード名。

接続状態 ダウンリンクポートの接続状態：アクティブ、非アクティブ、またはリンクされていない。

アップリンク
ポート（ファイ
バーチャネルの
み）

ダウンリンクポートがネットワークを介して接続されているアップリンクポートのリスト。

ビット伝送速度
グラフ

ダウンリンクポートの経時的ビット転送速度（送信および受信）、および平均ビット転送速度を表
示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面で、利用状況サンプリングの
設定を使用して、サンプルコレクションレートを変更することができます。

パケット伝送速
度グラフ

ダウンリンクポートの経時的パケット転送速度（送信および受信）、および平均パケット転送速度
を表示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面で、利用状況サンプリングの
設定を使用して、サンプルコレクションレートを変更することができます。
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利用状況

（統計データ収
集をサポートす
るインターコネ
クト用）

メーターにポインターを合わせ、ポートの経時的ビット転送速度グラフを表示します。

ポートの利用状況データは、論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面
で、利用状況サンプリング設定を使用して設定できるサンプル間隔と同じ周波数で更新されます。

画面のコンポー画面のコンポー
ネントネント

説明説明
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追加のFlexNICポートの詳細追加のFlexNICポートの詳細

画面のコンポーネン画面のコンポーネン
トト

説明説明

FIPスヌーピング

（アクティブなFCoE
のみ）

これらのフィールドは、FlexNICポートがFCoEインターコネクト上にあるときに表示されます。

FlexNIC統計情報データは、論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画
面で、利用状況サンプリング設定を使用して設定できるサンプル間隔と同じ周波数で更新され
ます。

MACアドレス FCoE接続に対応するサーバーダウンリンクポートのMACアドレス。

LAG サーバーダウンリンクポート用のFCoE接続を提供するアップリンクポートの
リンクアグリゲーショングループID。

VLAN サーバーダウンリンクポートに割り当てられているFCoEネットワークに関連
付けられたVLAN ID。

ネットワーク FCoEネットワークの名前も、ネットワーク画面へのハイパーリンクです。

FCF MACアドレ
ス

FCFモードでは、スイッチ当たり1つのFCF MACアドレス。

NPVモードでは、LAGの一部であるFCFスイッチ上の各ポートのFCF MACアドレ
ス。

FCoE MACアドレ
ス

コンバージドネットワークアダプター（CNA）サーバーで使用されるファブ
リック提供MACアドレス。このFCoEネットワークのSANファブリックにログイ
ンするために使用されます。FCoEのMACアドレスは、FCFが提供するFC Mapと
FC IDから構成されます。

FC ID FCF上のファブリックによって各イニシエーターに割り当てられる24ビット
のフィールド。FCネットワークを介してフレームを配信するために使用され
ます。

FCF名 FCoEネットワークに関連付けられているFCFスイッチノードWWN名。この名前
は、スヌーピングされたFIPメッセージでFCFによって設定されます。
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統計情報 これらのフィールドは、統計データ収集をサポートするインターコネクト上にFlexNICポートが
あるときに表示されます。

FlexNIC統計情報データは、論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画
面で、利用状況サンプリング設定を使用して設定できるサンプル間隔と同じ周波数で更新され
ます。

送信エラー 接続が確立されたか、またはポートカウンターがクリアされた直前の時刻以
降にポートが送信したエラーの数

受信エラー 接続が確立されたか、またはポートカウンターがクリアされた直前の時刻以
降にポートが受信したエラーの数

ビット伝送速度
グラフ

FlexNICポートの経時的ビット転送速度（送信および受信）、および平均
ビット転送速度を表示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面で、利
用状況サンプリングの設定を使用して、サンプルコレクションレートを変更
することができます。

パケット伝送速
度グラフ

FlexNICポートの経時的パケット転送速度（送信および受信）、および平均
パケット転送速度を表示します。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面で、利
用状況サンプリングの設定を使用して、サンプルコレクションレートを変更
することができます。

30秒入力レート インターフェイス上で受信したパケットの合計数（直前の30秒間のフレーミ
ング文字を含む）。

サンプルデータ： 80 bits/sec, 0 packets/sec

30秒出力レート インターフェイス上で転送したパケットの合計数（直前の30秒間のフレーミ
ング文字を含む）。

サンプルデータ： 1224 bits/sec, 0 packets/sec

入力エラー 上位層プロトコルへの配信を妨げるエラーが含まれていたインバウンドパ
ケットの数。

出力エラー エラーのため送信できなかったアウトバウンドパケットの数。

アドバンスト統計情
報

これらのフィールドは、統計データ収集をサポートするインターコネクトにFlexNICポートがあ
り、インターコネクトが管理対象状態にある場合に表示されます。

表示されるカウンターは、ポートタイプ（イーサーネット、FlexFabricファイバーチャネル、
Virtual Connect 8Gb 24ポートFCモジュール）によって異なります。詳しくは、アップリンク
およびダウンリンクポートの詳細統計情報を参照してください。

VLAN ID このインターコネクトを使用しているネットワークのVLAN識別番号。1つの一意のVLAN IDで
は、VLAN IDはネットワーク画面へのハイパーリンクです。

画面のコンポーネン画面のコンポーネン
トト

説明説明
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FlexNIC以外のポートの詳細FlexNIC以外のポートの詳細

FlexNICポートをサポートしていないインターコネクトでは、以下のフィールドは自動的に入力されます。これらを編
集することはできません。

画面のコンポー画面のコンポー
ネントネント

説明説明

リンク状況 ポートの状態。

リンク済み：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされています。

リンクされていない：ポートは、インターコネクトへ物理的にリンクされていません。

無効：ポートは、インターコネクトの編集画面で無効にされました。

タイプ ネットワークのタイプ： Ethernetまたは FC。

ネットワーク ポートが接続されているネットワーク名またはネットワークの数。ネットワークが1つだけ接続さ
れている場合は、ネットワーク名が表示されます。複数のネットワークが接続されている場合は、
ネットワークの数が表示されます。

これは、ネットワーク画面のネットワークの概要へのハイパーリンクになっています。

帯域幅（最小/最
大）

ポートが接続されているネットワークの最小および最大帯域幅（Gb/秒単位）。

接続状態 ダウンリンクポートの接続状態：アクティブ、非アクティブ、またはリンクされていない

サーバーポート
WWN

サーバーポートのWorld Wide Name。

サーバーノード
WWN

サーバーノードのWorld Wide Name。
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インターコネクトの編集インターコネクトの編集

管理対象インターコネクトのインターコネクトの編集画面を使用して、以下の操作を実行します。

アップリンクポートを有効または無効にします。

HPE Synergy用HPE Virtual Connect SE 16GbファイバーチャネルモジュールおよびHPE Synergy用HPE Virtual

Connect SE 32Gb FCモジュールのインターコネクトのホスト名を変更します。

注記:注記:
ホスト名を作成するためのルールは次のとおりです。

30文字以下にする必要があります。

文字または数字で始める必要があります。

文字またはダッシュ（-）を含む必要があります。

文字、数字、ダッシュ（-）以外の文字を含むことはできませんできません。

インターコネクトのホスト名を変更すると、DNSサーバーにいくつかの影響があります。

DNSサーバーでのホスト名の登録は、DHCP IPv4アドレスにのみ適用されます。

インターコネクトでDNSホスト名を変更すると、ホスト名とIPアドレスのマッピングがアップデートされます。

インターコネクトを再起動しても、DNSサーバーのホスト名とIPアドレスのマッピングは変更されません。

ホスト名を工場出荷時のデフォルトにリセットするには、ホスト名フィールドを空白のままにします。
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インターコネクトのヘルスステータスと状態インターコネクトのヘルスステータスと状態

インターコネクトを追加するときに、アプライアンスはインターコネクトのリソースが指定された場所に存在するかど
うかと存在しない場合は作成するかどうかを確認します。次に、インターコネクトは、制御論理インターコネクトで指
定されたとおり、予想されるIOベイの占有率を識別し、比較します。その結果に基づいて、インターコネクトは適切な
状態に保たれます。ベイが占有されているかどうかに関係なく、リソースは常にその位置に作成されることに注意して
ください。

インターコネクトの操作の詳細インターコネクトの操作の詳細

ヘルスステータヘルスステータ
スス

アクティビティアクティビティ 状態状態 説明説明

不明 タスクのアクティ
ブ化

追加 追加は、非破壊的であり、既存のインターコネクトがリ
セットを行うことなく追加追加状態に移行できます。

クリティカル N/A エラー付きで追加
済み

インターコネクトは存在していますが、実際のリソースと
の通信またはまたは初期検出の完了に問題が発生したこと
を示します。

OK N/A 構成済み インターコネクトが構成され、意図したサービスを提供で
きます。

OK N/A 監視対象 インターコネクトが存在し、基本的なハードウェア情報が
取得されています。

OK タスクのアクティ
ブ化

構成 新規またはアップデートされた構成がインターコネクトに
適用または再適用されます。

クリティカル/警
告

N/A 構成エラー インターコネクトの構成中にエラーが発生しました。アプ
ライアンスは、インターコネクトを前の構成状態に戻そう
としますが、これは手動で構成する、またはインターコネ
クト構成またはエンクロージャーの更新を再適用すること
で更新する必要がある場合があります。

クリティカル N/A 非存在 ベイにインターコネクトが含まれているはずですが、現在
は空です。

不明 N/A インベントリ インターコネクトは、アプライアンスが空であると想定す
るIOベイに物理的に存在していました。これは、インター
コネクトがアプライアンスの外部で管理されるように意図
されている場合のように、偶然または意図的に行われた可
能性があります。エンクロージャーからインターコネクト
を物理的に削除することによって、インターコネクトはア
プライアンスから削除されます。

クリティカル N/A 未サポート ベイは管理対象のはずですが、ベイのインターコネクトは
サポートされているインターコネクトタイプではありませ
ん。

サポートされるインターコネクトのリストについて
は、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してくださ

い。

クリティカル N/A 非管理 インターコネクトのタイプはサポートされていますが、使
用可能な機能が最低限の要件を満たさないために、マネー
ジャーはインターコネクトを管理したり、構成したりでき
ません。この状態になる1つの理由は、検出されたイン
ターコネクトタイプがインターコネクトベイのマップで定
義されている目的のインターコネクトのタイプに一致しな
い場合です。別の理由として、インストールされたファー
ムウェアがサポートされていないか、必要な最低限の機能
を提供していない場合が考えられます。
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（前の状態と同
じ）

タスクのアクティ
ブ化

メンテナンス インターコネクトが中断することができない自動または手
動手順で行われていることを示します。この状態の間、イ
ンターコネクト電源、構成、およびステータスは使用でき
ません。構成がインターコネクトにプッシュされた場合、
それらはキューに入れられ、インターコネクトがメンテナメンテナ
ンスンス状態から移行したときに適用されます。

インターコネクトの電源がオフのときは、電源が投入され
ていないインターコネクトに構成の変更が送信されないよ
うに、メンテナンスメンテナンス状態に移行します。

（前の状態と同
じ）

タスクのアクティ
ブ化

削除 インターコネクトリソースがデータベースから削除され、
物理インターコネクトがリセットされて工場出荷時設定に
戻ります。これは、ユーザーによって明示的に開始する
か、または暗黙的に開始できます。

クリティカル N/A 削除失敗 アプライアンスは、削除操作中にインターコネクトと通信
できません。エンティティはデータベースに残りますが、
管理されません。この状態を解決するために、再試行また
は強制削除が要求される場合があります。

ヘルスステータヘルスステータ
スス

アクティビティアクティビティ 状態状態 説明説明

注記:注記:

エンティティがHPE OneViewから削除される原因となるインターコネクトに対して、インターコネクトと
の通信またはリセットを実行せずに強制削除をリクエストできます。強制削除は、インターコネクトが
物理的にデータセンターから削除されたか、別のマネージャーによってインポートされた可能性がある
場合に役立ちます。
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アップリンクおよびダウンリンクポートの詳細統計情報アップリンクおよびダウンリンクポートの詳細統計情報

アップリンク、ダウンリンク、およびスタッキングポートについてアドバンスト統計情報セクションに表示されるポー
ト統計情報は、インターコネクトの動作の監視とトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。表示される統計
情報は、インターコネクトとポートの種類に応じて異なります。

イーサーネットインターコネクトの場合、統計情報は次のRequest for Comments（RFC）で定義されている値で構成さ
れるサブセットです。

RFC1213

RFC1493

RFC1757

RFC2233

RFC2665

詳しくは、HPE Virtual Connect for c-Class BladeSystemユーザーガイドHPE Virtual Connect for c-Class BladeSystemユーザーガイドを参照してください。

アップリンクおよびダウンリンクポートの詳細統計情報 456

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


インターコネクトの追加インターコネクトの追加

ユーザーがインターコネクトをアプライアンスに追加することはありません。エンクロージャー内のインターコネクト
は、エンクロージャーが追加されると自動的にアプライアンスに追加されます。

エンクロージャーを追加する場合、エンクロージャーのインターコネクトが、エンクロージャーの追加に使用されたエ
ンクロージャーグループの論理インターコネクトグループのメンバーであれば、追加されます。ドメインからエンク
ロージャーを削除すると、インターコネクトもドメインから削除されます。
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ポートカウンターのクリアポートカウンターのクリア

インターコネクトを構成後、アプライアンスは送信、受信、およびエラーカウンターを含むインターコネクトポートお
よびサブポート上のネットワークトラフィックに関する統計情報を取得できます。ポートカウンターのクリア機能は、
ポートカウンターを0（ゼロ）にリセットし、収集期間のリセットを記録します。

ポートカウンターはVirtual Connect 8Gb 20ポートファイバーチャネルモジュールには使用できません。

注記:注記:

インターコネクトポートはオンラインのままなので、このアクションによってネットワークアクティビ
ティが中断されることはありません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

インターコネクトが管理対象である

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > インターコネクトを選択します。

2. マスターウィンドウで、インターコネクトを選択します。

3. アクション > ポートカウンターのクリアを選択します。

注記:注記:

ポートカウンターのクリア操作が即座に開始され、確認は必要ありません。

4. アクティビティが成功した場合は、通知エリアに緑色のステータスが表示されます。そうでない場合は、通知エリ

ア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。
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ポートカウンターのクリアポートカウンターのクリア

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

インターコネクトが管理対象である

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > インターコネクトを選択します。

2. マスターウィンドウで、インターコネクトを選択します。

3. アクション > ポートカウンターのクリアを選択します。

注記:注記:

ポートカウンターのクリア操作が即座に開始され、確認は必要ありません。

4. アクティビティが成功した場合は、通知エリアに緑色のステータスが表示されます。そうでない場合は、通知エリ

ア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。
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インターコネクトのRemote Supportデータの収集インターコネクトのRemote Supportデータの収集

解析のためにHewlett Packard Enterpriseに自動的に送信されるRemote Supportデータを収集できます。インターコネ
クトから基本情報だけを収集できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

このインターコネクトでRemote Supportが有効になっている

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > インターコネクトを選択します。

2. Remote Supportデータを収集するインターコネクトを選択します。

3. アクション > Remote Supportデータの収集の順に選択します。

4. はい、データを収集しますを選択します。

5. 詳細ウィンドウまたはアクティビティ画面のデータ収集ステータスを確認します。
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インターコネクト上でのアップリンクポートまたはダウンリンクポートの有効インターコネクト上でのアップリンクポートまたはダウンリンクポートの有効

化または無効化化または無効化

インターコネクト画面を使用して、インターコネクト上でポートを有効または無効にします。

次の理由でポートを無効にする必要がある場合があります。

テストまたはトラブルシューティング

選択したポートの接続をブロックするため

ネットワークアクセスから選択したポートを分離するため

注記:注記:

HPE Synergy用HPE Virtual Connect SE 16Gb FCモジュール 24ポートファイバーチャネルモジュールの
ポートは、アップリンクセットに割り当てられると、自動的に有効になります。アップリンクセットに
よって使用されていないアップリンクポートは有効にすることも無効にすることもできません。
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インターコネクト上でのアップリンクポートまたはダウンリンクポートの有効インターコネクト上でのアップリンクポートまたはダウンリンクポートの有効

化または無効化化または無効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

HPE BladeSystemモジュールに対応した管理対象HPE Virtual Connectインターコネクトのみに適用されます。

インターコネクトファームウェアは、アプライアンスがインターコネクトを管理する最小サポートレベルでなけれ

ばなりません。サポートされる最小インターコネクトファームウェアについては、サポートおよびダウンロードサポートおよびダウンロードの

該当するサポートマトリックスや互換性マトリックスを参照してください。

手順手順

1. メインメニューでネットワーク > インターコネクトの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集するインターコネクトを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. アップリンクポートまたはダウンリンクポートのステータスを変更するには、有効カラムのボックスを選択する

か、ポートを無効にするボックスを消去します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 変更内容を確認するには、詳細ウィンドウのアップリンクポートとダウンリンクポートを確認します。
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インターコネクトのRemote Supportの有効化インターコネクトのRemote Supportの有効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

アプライアンスでRemote Supportが有効になっていること

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > インターコネクトを選択します。

2. HPE OneView Remote Supportサービスに登録するインターコネクトを選択します。

3. アクション > Remote Support設定の編集の順に選択します。

4. Remote Support設定の編集画面でRemote Supportの有効化を選択します。

5. 連絡先、チャネルパートナー、および保証と契約のプロパティを設定します。

6. OKをクリックします。

7. 詳細ウィンドウのビューセレクターからRemote Supportを選択して、Remote Support設定を確認します。
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インターコネクト構成の再適用インターコネクト構成の再適用

構成の再適用機能を使用して、アプライアンスから物理インターコネクトの構成設定を再適用できます。インターコネ
クトの交換後、接続を失った後、またはインターコネクトの構成が失敗した場合にこれを実行できます。

前提条件前提条件

インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

インターコネクトが管理対象である管理対象インターコネクト

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > インターコネクトを選択します。

2. マスターウィンドウで、構成を再適用するインターコネクトを選択します。

3. アクション > 構成の再適用を選択します。

4. サーバープロファイルがインターコネクトを使用している場合、ダイアログボックスが表示され、インターコネク

トを使用したサーバープロファイルのネットワーク接続が中断される可能性があることが警告されます。続けたい

場合は、はい、再適用しますをクリックします。

5. アクティビティが成功した場合は、通知エリアに緑色のステータスが表示されます。そうでない場合は、通知エリ

ア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。
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インターコネクトの交換インターコネクトの交換

構成設定はベイに適用され、個々のインターコネクトには適用されません。インターコネクトを交換するときに、同じ
ベイに取り付ける場合は新しいインターコネクトを構成する必要はありません。

ベイ用にインターコネクトが構成されている場合にのみ、論理インターコネクトグループはベイに関連付けられます。

別のベイに新しいインターコネクトを追加するには、エンクロージャーグループのベイと関連付けられている論理イン
ターコネクトグループを編集してください。

インターコネクトの交換 465



保護のリセット保護のリセット

アプライアンスからインターコネクトのループおよびPause Flood保護をリセットできます。ネットワークループまた
はPause Flood状態を解決後、これを実行することもできます。ポート保護のリセットは、インターコネクトリンクモ
ジュールには適用されません。

注記:注記:

このアクションにより、無効になっているポートが再度有効になり、生成されたアラートがクリアされ
るため、ネットワーク接続に影響はありません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

インターコネクトが管理対象である

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > インターコネクトを選択します。

2. マスターウィンドウで、ループおよびPause Flood保護をリセットするインターコネクトを選択します。

3. アクション > ループおよびPause Flood保護のリセットを選択します。

注記: 注記: リセット操作が即座に開始されます。確認は必要ありません。

4. アクティビティが成功した場合は、通知エリアに緑色のステータスが表示されます。そうでない場合は、通知エリ

ア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。
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アップリンクポートおよびダウンリンクポートのデータ伝送統計情報の表示アップリンクポートおよびダウンリンクポートのデータ伝送統計情報の表示

インターコネクト画面を使用して、インターコネクトポートの経時的ビット転送速度グラフとパケット転送速度グラフ
を表示します。
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アップリンクポートのデータ伝送統計情報の表示アップリンクポートのデータ伝送統計情報の表示

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、またはサーバー管理者

管理対象HPEインターコネクトのみに適用されます。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > インターコネクトの順に選択し、アップリンクポートビューを選択します。

2. 伝送統計情報を表示するアップリンクポートを選択し、以下を実行します。

利用状況カラムのメーターにポインターを合わせます。

ビット転送速度グラフが表示されます。

アイコンをクリックして、追加のポート詳細セクションを展開します。

アイコンをクリックして、統計情報セクション（インターコネクトが統計情報をサポートする場合に利用可

能）を展開します。

ビット転送速度グラフとパケット転送率グラフが含まれているアップリンクポートの統計情報が表示されます。

アイコンをクリックして、アドバンスト統計情報アドバンスト統計情報セクション（インターコネクトが統計情報をサポートする

場合に利用可能）を展開します。
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アップリンクポートおよびダウンリンクポートのデータ伝送統計情報の表示アップリンクポートおよびダウンリンクポートのデータ伝送統計情報の表示

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、またはサーバー管理者

管理対象HPEインターコネクトのみに適用

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > インターコネクトの順に選択し、ダウンリンクポートビューを選択します。

2. 伝送統計情報を表示するダウンリンクポートを選択し、以下を実行します。

利用状況カラムのメーターにポインターを合わせます。

ビット転送速度グラフが表示されます。

アイコンをクリックして、追加のポート詳細セクションを展開します。

アイコンをクリックして、統計情報セクション（インターコネクトが統計情報をサポートする場合に利用可

能）を展開します。

ビット転送速度グラフと、パケット転送率グラフが含まれているダウンリンクポートの統計情報が表示されま

す。
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ライセンスライセンス

以下のトピックでは、ライセンスのタイプ、ライセンスを購入する方法、ライセンスが配布される方法、および使用可
能なライセンス数を確認する方法について説明します。

知りたい情報知りたい情報

HPE OneViewへのライセンスキーの追加

管理対象サーバーハードウェアへのライセンスの適

用

ライセンスステータスの表示

詳細情報詳細情報

サーバーハードウェアを管理するためのHPE OneView

Advancedライセンス

HPE OneViewのライセンスタイプ

サーバーハードウェアを監視するためのHPE OneView

Standardライセンス

ライセンス

ライセンスの提供

ライセンスグラフ

ライセンスキーの形式

ライセンスレポート

ライセンスのシナリオ

ライセンス方式：EULA

ライセンスおよび利用状況の統計

ライセンスの購入または取得

ライセンスのトラブルシューティング
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ライセンス方式：EULAライセンス方式：EULA

アプライアンスには、はじめてアプライアンスを使用する前に同意する必要があるEULA（エンドユーザー使用許諾契約
書）があります。
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HPE OneViewのライセンスタイプHPE OneViewのライセンスタイプ

次のタイプのライセンスは、HPE OneViewでサーバーハードウェアの管理または監視に使用できます。HPE OneViewライ
センスは、あるサーバーから別のサーバーに移行可能ではありません。詳しくは、HPE OneViewの追加ライセンスの認
可（ALA）に関するドキュメントを参照してください。

管理対象ハードウェアライセンス管理対象ハードウェアライセンス

HPE OneView Advanced
HPE OneView AdvancedライセンスとiLO Advancedライセンスの両方を提供します。

このライセンスは、HPE OneViewを使用して管理するサーバーハードウェアおよびエンクロージャーを対象として
います。

HPE OneView Advanced w/o iLO
HPE OneView Advancedライセンスのみを提供します。

このライセンスは、HPE OneViewを使用して管理するサーバーハードウェアを対象としています。このライセンス
は、すでにライセンスを付与されているiLOがあるサーバー、またはiLOライセンスを必要としないサーバーハー
ドウェアのためのものです。

HPE OneView Advanced w/o iLOライセンスは、アプライアンス上のすべてのサーバーハードウェア機能をサポー
トしますが、次の例外があります。

iLO Advancedライセンスのないサーバーハードウェアには、利用率のデータは表示されません。

iLO Advancedライセンスのないラックマウント型サーバーは、リモートコンソールにアクセスできません。

実例については、ライセンスのシナリオを参照してください。

監視対象ハードウェアライセンス監視対象ハードウェアライセンス

HPE OneView Standard
すべての監視対象サーバーハードウェアに対応したHPE OneView Standardライセンスを提供します。

このライセンスは自動的に選択されます。

監視対象エンクロージャーを追加するときにエンクロージャーに対して

監視対象サーバーを追加するときにサーバーに対して

管理対象エンクロージャーを追加するときにすべてのHPE ProLiant G6サーバーブレードまたはHPE ProLiant

BL680c G7サーバーブレードに対して

HPE OneViewは、HPE OneView Standardライセンスで動作するハードウェアは管理しません。

管理対象のエンクロージャーまたはラックマウント型サーバーをアプライアンスに追加するときは、使用するライセン
スのタイプを指定する必要があります。実例については、ライセンスのシナリオを参照してください。

ラックマネージャーを追加すると、インストールされたファームウェアバージョンに基づいて、HPE OneView Standard
ライセンスとHPE OneView Advancedライセンスのいずれかをラックマネージャーに自動的に適用します。

サポートサポート

すべてのHPE OneView Advancedライセンスには、3年間のサポートが含まれます。  HPE OneView Standardにはサポー
トは含まれません。  HPE OneView Standardサポートについては、SKU K6F98AAEのご購入が必要です。

詳細情報詳細情報：
ライセンスの購入または取得
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サーバーハードウェアを管理するためのサーバーハードウェアを管理するためのHPE OneViewHPE OneView Advancedライセンス Advancedライセンス

このトピックでは、サーバーブレードおよびラックマウント型サーバーを含むサーバーハードウェアのライセンスに関
する情報を提供します。このセクションは、HPE OneView AdvancedおよびHPE OneView Advanced w/o iLOライセンスに
のみ適用されます。

ラックマウント型サーバーのライセンス

ライセンスレポート

ライセンスステータスの表示

ライセンスキーの形式

アプライアンスはサーバーベースのライセンスを使用しますが、サーバーブレードおよびラックマウント型サーバーは
別の方法で管理されます。サーバーブレードのライセンスはエンクロージャーレベルで管理され、ラックマウント型
サーバーのライセンスはサーバーレベルで管理されます。エンクロージャーを追加するときは、エンクロージャー内の
すべてのサーバーブレードのライセンスポリシーを指定します。ラックマウント型サーバーを追加するときは、その
サーバーのライセンスポリシーを指定します。ライセンスポリシーは、2つのライセンスのいずれかを参照します。 HP
E OneView Advanced または HPE OneView Advanced w/o iLO

iLO Advancedライセンスのないサーバーハードウェアには、利用率のデータは表示されません。

iLO Advancedライセンスのないラックマウント型サーバーは、リモートコンソールにアクセスできません。

HPE OneView Advancedライセンスの情報は、サーバーハードウェア > ハードウェアパネルに表示されます。

注記:注記:

組み込み型（統合型）HPE OneViewライセンスで購入したサーバーハードウェアを追加する場合は、選択
したライセンスタイプにかかわらず、サーバーハードウェアに組み込まれたライセンスタイプが使用さ
れます。

HPE OneView Standardライセンスでは、HPE BladeSystemとProLiant BL、DL、XL、およびMLサーバーの監視、インベン
トリ管理、およびレポートが提供されます。HPE OneView Advancedライセンスでは、サポートされているすべてのHPE
OneView機能が提供されます。次の表に、各ライセンスタイプで使用可能な機能の概要を示します。

機能機能 HPE OneView StandardHPE OneView Standard HPE OneView AdvancedHPE OneView Advanced

パートナーの統合 √

ソフトウェア定義のインフラストラクチャ（プロファイル、
グループ、セット、その他）

√

ストレージのプロビジョニングとSANゾーニング √

Virtual Connectの高度な管理 √

ファームウェア管理 √

電力管理（3Dビジュアル化） √

OSプロビジョニング √

リモート管理（HPE iLO Advanced） √

マップビュー √ √

スマート検索、アクティビティ表示、およびダッシュボード √ √

ヘルス監視 √ √

インベントリ √ √

レポート作成 √ √

REST APIアクセス √ √

Remote Support √ √
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テクニカルサポートとソフトウェアアップデート 1年間の1日9時間週5日のサ
ポート（オプション）

3年間の24時間年中無休の
サポート（付属）

機能機能 HPE OneView StandardHPE OneView Standard HPE OneView AdvancedHPE OneView Advanced

サーバーハードウェアのライセンスタイプの変更サーバーハードウェアのライセンスタイプの変更

サーバーハードウェアのライセンスタイプは下記のように変更できます。

サーバーハードウェアにHPE OneViewライセンスが適用されていない場合は、いつでもライセンスタイプを変更でき

ます。

サーバーハードウェアにすでにHPE OneView Advanced w/o iLOが適用されている場合は、使用可能なHPE OneView

Advancedライセンスがある限り、ライセンスタイプをHPE OneView Advancedに変更できます。

サーバーハードウェアにすでにHPE OneView Advancedライセンスが適用されている場合、ライセンスタイプを変更

することはできません。

詳細情報詳細情報

エンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンス
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エンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンスエンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンス

エンクロージャーレベルのサーバーブレードライセンスポリシーは、エンクロージャー内のすべてのサーバーのライセ
ンスを処理するのに効率的な方法です。

エンクロージャーをアプライアンスに追加するときに、サーバーハードウェアのライセンスポリシーを選択する必要が
あります。これにより、エンクロージャー内のすべてのサーバーハードウェアのライセンスポリシーが設定されます。
エンクロージャーを追加すると、エンクロージャーを編集してライセンスポリシーを変更できるようになります。エン
クロージャーのライセンスポリシーを変更すると、変更後に追加されたサーバーハードウェアにのみ影響します。

注記:注記:

管理対象サーバーブレードに組み込みのライセンスは、エンクロージャーのライセンスポリシーを上書
きします。組み込みライセンスのある管理対象サーバーブレードを追加した場合、アプライアンスは、
エンクロージャーのライセンスポリシーに関係なく組み込みライセンスをそのサーバーに割り当てま
す。監視対象サーバーハードウェア上の組み込みライセンスは無視されます。

エンクロージャーのライセンスポリシーの動作エンクロージャーのライセンスポリシーの動作

管理対象エンクロージャーをアプライアンスに追加するときに、次の操作が行われるか、行う必要があります。

ライセンスポリシーを選択する必要があります。

HPE OneView Advanced または HPE OneView Advanced w/o iLO

HPE BladeSystem Onboard Administrator（Onboard Administrator）に組み込みのライセンスは、アプライアンス

のライセンスプールに追加されます。

サーバーブレードに組み込みライセンスがない場合、アプライアンスはプールのライセンスを割り当てようとしま

す。

ポリシーを満たす十分なライセンスがない場合は、問題を扱う方法を指示する通知が表示されます。

エンクロージャーをアプライアンスに追加した後でエンクロージャーにサーバーブレードを追加した場合、サー

バーハードウェアはエンクロージャーのライセンスポリシーを使用します。

組み込みOnboard Administratorライセンスが組み込みライセンスを含むエンクロージャー内のサーバーブレードに

適用されるという保証はありません。

サーバーiLOに組み込みのライセンスは、自動的にアプライアンスに追加され、ライセンスが組み込まれているサー

バーハードウェアに適用されます。

サーバーハードウェアに既存の永久iLO Advancedライセンスがある場合、ライセンスタイプは、選択したライセン

スタイプに関係なく自動的に HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスに設定されます。

エンクロージャーのサーバーハードウェアライセンスポリシーを変更するには、エンクロージャーを編集し、別の

ライセンスポリシーを選択します。

サーバーハードウェアをアプライアンスに追加するときに、 HPE OneView Advanced ライセンスの一部であ

るiLO AdvancedライセンスがサーバーハードウェアのiLOに適用されます。

詳しくは詳しくは
ライセンスについて
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ラックマウント型サーバーのライセンスラックマウント型サーバーのライセンス

ラックマウント型サーバーのライセンスは、サーバーレベルで管理されます。

ラックマウント型サーバーのライセンスの動作ラックマウント型サーバーのライセンスの動作

管理対象ラックマウント型サーバーをアプライアンスに追加するときに、次の操作が行われるか、行う必要がありま
す。

ライセンスタイプ

HPE OneView Advanced または HPE OneView Advanced w/o iLO

ラックマウント型サーバーのiLOに組み込みのライセンスは、自動的にアプライアンスに追加され、ラックマウント

型サーバーに適用されます。

サーバーハードウェアに既存の永久iLO Advancedライセンスがある場合、ライセンスタイプは、選択したライセン

スタイプに関係なく自動的に HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスに設定されます。

ラックマウント型サーバーに組み込みライセンスがない場合、アプライアンスはライセンスプールのライセンスを

割り当てようとします。

使用できる十分なライセンスがない場合は、問題を扱う方法を指示する通知が表示されます。

ラックマウント型サーバーを追加すると、 HPE OneView Advanced ライセンスの一部であるiLO Advancedライセ

ンスがiLOに適用されます。

ライセンスタイプは、サーバーハードウェアを管理するためのHPE OneView Advancedライセンスについてサーバーハードウェアを管理するためのHPE OneView Advancedライセンスについての説明に

従って変更できます。

ラックマウント型サーバーにiLO Advancedライセンスがない場合、リモートコンソールサポートは有効になりません。

注記:注記:

組み込みのライセンスは、選択したライセンスタイプより優先されます。組み込みライセンスのある管
理対象ラックマウント型サーバーを追加した場合、アプライアンスは、選択したライセンスタイプに関
係なく、組み込みライセンスをそのラックマウント型サーバーに割り当てます。
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サーバーハードウェアを監視するためのHPE OneView Standardライセンスサーバーハードウェアを監視するためのHPE OneView Standardライセンス

HPE OneView Standardライセンスは、監視対象サーバーおよびエンクロージャーにのみ適用され、管理対象サーバーに
は適用できません。HPE OneView Standardライセンスは、監視対象のエンクロージャーまたはサーバーハードウェアを
追加すると自動的に適用されます。

HPE OneView Standardライセンスは、HPE ProLiant G6サーバーブレードまたはG7 BL680cサーバーブレードが含まれる
管理対象エンクロージャーを追加すると自動的に適用されます。これらのサーバーは、監視対象状態で追加されま
す。

HPE OneView Standardライセンスを適用する必要はありません。監視対象サーバーと監視対象エンクロージャーに自動
的に追加されます。

詳しくは詳しくは

ライセンスのシナリオ
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ライセンスの購入または取得ライセンスの購入または取得

工場で統合された（組み込み型の）ソフトウェアおよびハードウェアを購入するのがライセンスの観点から最善です。
ライセンスがハードウェア上で提供され、HPE OneViewがハードウェアの検出時にライセンスを自動的にライセンス
プールに登録するためです。

非統合型のライセンスを購入した場合は、Hewlett Packard Enterpriseライセンスポータル

（https://myenterpriselicense.hpe.comhttps://myenterpriselicense.hpe.com）を使用して、ライセンスを使用開始および登録する必要があります。ライ

センスを登録したら、アプライアンスにライセンスキーを追加します（詳しくは、HPE OneViewへのライセンスキーの
追加を参照）。例えば、ライセンスのシナリオを参照してください。
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サーバーハードウェアのライセンスサーバーハードウェアのライセンス

HPE OneViewでは、管理対象または監視対象のサーバーごとに1つのライセンスが必要です。

監視対象監視対象サーバーまたはエンクロージャーの場合、HPE OneView Standardライセンスが無償で自動的に適用されま

す。

管理対象管理対象サーバーまたはエンクロージャーの場合、HPE OneView AdvancedまたはHPE OneView Advanced w/o iLOラ

イセンスが必要です。

工場で統合された（組み込み型の）ソフトウェアおよびハードウェアを購入するのがライセンスの観点から最善です。
Advancedライセンスがハードウェア上で提供され、HPE OneViewがハードウェアの検出時にライセンスを自動的にライ
センスプールに追加するためです。

非統合型のライセンスを購入した場合は、ライセンスポータル（https://myenterpriselicense.hpe.comhttps://myenterpriselicense.hpe.com）を使用し

て、ライセンスを使用開始および登録する必要があります。ライセンスの登録後に、ライセンスキーをアプライアンス
に追加します（詳しくは、HPE OneViewへのライセンスキーの追加を参照してください）。例えば、ライセンスのシナ
リオを参照してください。
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ライセンスの提供ライセンスの提供

サーバーハードウェアのライセンスサーバーハードウェアのライセンス

ライセンスの提供は、ライセンスの購入方法によって異なります。HPE OneView AdvancedおよびHPE OneView Advanced
w/o iLOのライセンス提供方法は、次のとおりです。

サーバーハードウェアのiLOに組み込み（ハードウェアと統合されたソフトウェアを購入）

HPE BladeSystem Onboard Administratorに組み込み（16台のサーバー用のエンクロージャーバンドルライセンス）

スタンドアロンで非統合（ハードウェアとは別に購入）

インターコネクトのライセンスインターコネクトのライセンス

ライセンスの提供は、ライセンスの購入方法によって異なります。
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ライセンスキーの形式ライセンスキーの形式

HPE OneView AdvancedおよびHPE OneView Advanced w/o iLOの場合、サポートされているキーの形式は次のとおりで
す。

<暗号化されたキー文字列>"<注釈>"_ <オプションの暗号化されたキー文字列>

暗号化されたキー文字列は、スペースで区切られた一連の文字と数字のブロックである必要があります。注釈には、
Hewlett Packard Enterpriseの受注オーダー番号、部品番号、製品の説明、およびEON（Entitlement Order Number、
オーダー番号）を表すスペース区切りフィールドが含まれます。iLO Advancedライセンスキーの文字列（存在する場
合）では、xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxの形式を使用し、先頭にアンダースコア（_）が付きます。 HPE OneView
Advanced w/o iLO ライセンスには、iLO Advancedライセンスキーの文字列は含まれません。

HPE OneView Advanced キーの例：

ABKE C9MA T9PY 8HX2 V7B5 HWWB Y9JL KMPL K6ND 7D5U UVQW JH2E ADU6 H78V ENXG TXBA KFVS D5GM ELX7 DK2K HKK9
DXLD QRUF YQUE BMUF AQF2 M756 9GVQ QZWD LY9B V9ZF BG2B JKTG 2VCB LK4U R4UR V886 3C9X MQT3 G3AD LVKK 5LRG
E2U7 GHA3"Order1 Number2 HPE OneView_Example_License EON3"_35T9X-ZQR9V-716S8-TD48P-JLBTW
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ライセンスレポートライセンスレポート

基本的なライセンスレポートは、環境内の管理対象サーバーハードウェアに十分なライセンスがアプライアンスにある
かどうかを示します。

設定画面の ライセンスビューで、次の内容を表示できます。

使用可能なライセンスの数

ライセンスされたサーバーの数

コンプライアンス（すべてのサーバーハードウェアに対するライセンス付与）に必要なライセンスの数
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ライセンスのシナリオライセンスのシナリオ

アプライアンスがライセンス割り当てを処理する方法は、以下の事柄によって異なります。

エンクロージャーまたはサーバーハードウェアに組み込みライセンスがあるかどうか。

エンクロージャーまたはサーバーハードウェアを追加するときに選択したライセンスタイプ。

アプライアンスのライセンスプールに使用可能なライセンスがあるかどうか（組み込みライセンスのないサーバー

ハードウェアの場合）。

サーバーハードウェアを追加、削除、または移動するときに考慮すべきさまざまな留意事項があります。次の表で、
サーバーハードウェアを追加するときにアプライアンスでさまざまなユーザー操作のライセンスを扱う方法について説
明します。

追加ユーザーアクション追加ユーザーアクション ライセンスポリシーまたはライライセンスポリシーまたはライ
センスタイプセンスタイプ

結果結果 注記注記

組み込みの HPE OneVi
ew Advanced または H
PE OneView Advance
d w/o iLOライセンス
のある管理対象サーバー
ハードウェアを追加す
る。

組み込みライセンスは、サー
バーを追加したときに選択した
ライセンスタイプに関係なく
サーバーハードウェアに適用さ
れます。

組み込みライセンスが、それら
のライセンスが存在するサー
バーハードウェアに割り当てら
れます。

 

既存の永久 iLO Advan
cedライセンスのある管
理対象サーバーハード
ウェアを追加する。

ライセンスタイプは、サーバー
を追加するときに選択したライ
センスタイプに関係なく HPE O
neView Advanced w/o
iLOに設定されます。

プールにHPE OneView AdvancedプールにHPE OneView Advanced
w/o iLOライセンスがある場w/o iLOライセンスがある場
合：合：アプライアンスは、ライセ
ンスをサーバーハードウェアに
割り当てます。

プールにHPE OneView AdvancedプールにHPE OneView Advanced
w/o iLOライセンスがない場w/o iLOライセンスがない場
合：合：アプライアンスは、ポリ
シーを満たす十分なライセンス
がないという警告を発行しま
す。

 

組み込みの HPE OneVi
ew Advanced または H
PE OneView Advance
d w/o iLOライセンス
のある管理対象エンク
ロージャーを追加する。

組み込みライセンスは、選択し
たエンクロージャーライセンス
ポリシーより優先されます。

組み込みのライセンスがアプラ
イアンスのプールに追加され、
ライセンスがまだ付与されてい
ないサーバーハードウェアに適
用されます。

エンクロージャーの組
み込みライセンスは
プールに配置されるた
め、これらのライセン
スはアプライアンスに
よって管理されるすべ
てのサーバーに適用で
きます。

組み込みライセンスがな
い管理対象エンクロー
ジャーまたはサーバー
ハードウェアを追加す
る。

すべて プールに使用可能なライセンスプールに使用可能なライセンス
がある場合：がある場合：アプライアンス
は、ライセンスをサーバーハー
ドウェアに割り当てます。 

プールに使用可能なライセンスプールに使用可能なライセンス
がない場合：がない場合：アプライアンス
は、ポリシーを満たす十分なラ
イセンスがないという警告を発
行します。

60日間の試用期間の経
過後、管理対象サー
バーハードウェアの数
に対して十分なライセ
ンスがない場合は、
メッセージで通知され
ます。

HPE ProLiant G6または
HPE ProLiant BL680 G7
サーバーを搭載した管理
対象エンクロージャーを
追加する。

すべて G6/G7サーバーは HPE OneView
Standardライセンスを使用
し、他のサーバーには指定した
HPE OneView Advanced また
は HPE OneView Advanced w
/o iLO ライセンスが割り当てら
れます。

 

ハードウェアを監視する
エンクロージャーの追加

エンクロージャー内のすべての
サポートされるサーバーハード
ウェアは、 HPE OneView Sta
ndardライセンスを使用しま
す。

HPE OneView Standard ライ
センスは、監視対象ハードウェ
アのエンクロージャーを追加す
ると自動的に使用されます。

監視対象サーバーハー
ドウェア上の組み込み
ライセンスは無視され
ます。

次の表は、サーバーハードウェアがアプライアンスから取り外されたときにアプライアンスがライセンスを処理する方
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法を示しています。

削除ユーザーアク削除ユーザーアク
ションション

ライセンスポリシーまたはラライセンスポリシーまたはラ
イセンスタイプイセンスタイプ

結果結果 注記注記

管理対象サーバー
ハードウェアを取り
外す

HPE OneView
Advanced（ライセンスが
サーバーハードウェアに適用
されている）

ライセンスは、サーバーハード
ウェアに割り当てられたままに
なります。

サーバーハードウェアを追加
しなおした場合は、同じライ
センスに割り当てられます。
ライセンスが割り当てられて
いるサーバーハードウェアを
取り外すと、ライセンスグラ
フに表示されるライセンス付
与済みサーバーの数が、現在
管理されているサーバーの数
より大きくなることがありま
す。これは、ライセンスがま
だサーバーハードウェアに割
り当てられているものとして
カウントされているためで
す。

管理対象サーバー
ハードウェアを取り
外す。

HPE OneView Advanced w
/o iLOまたはHPE OneView
Advanced （ライセンスがま
だサーバーに適用されていな
い場合）

ライセンスは、サーバーハード
ウェアから割り当て解除されま
す。

 

監視対象のエンク
ロージャーまたは
サーバーハードウェ
アを取り外す

HPE OneView Standard サーバーハードウェアはライセ
ンスを使用していません。

 

ライセンス適用済みサーバーを新しいアプライアンスに移動する場合は、サーバーが使用しているライセンスキーが最
初に新しいアプライアンスに移動されていることを確認してください。次の表に、さまざまな移動シナリオに必要な手
順と留意事項を示します。

移動シナリオ移動シナリオ 必要な手順必要な手順 結果結果 その他の留意事項その他の留意事項

HPE OneView Ad
vancedライセン
ス（組み込みライ
センス以外）を使用
して管理対象サー
バーハードウェアを
移動する。

サーバーを新しいアプライア
ンスに移動する前に、サー
バーで使用されるライセンス
キーが最初に新しいアプライ
アンスに追加されていること
を確認します。REST APIを使
用して、サーバーが割り当て
られているキーを判別しま
す。詳しくは、HPE OneView
APIリファレンスを参照してく
ださい。

同じライセンスが新しいアプラ
イアンスのサーバーに適用され
ます。

元のアプライアンスは引き続
きサーバーのライセンスを消
費します。ライセンスキーの
容量が1より大きい場合は、同
じライセンスキーを共有する
複数のアプライアンス間の割
り当て超過を監視する必要が
あります。

HPE OneView Ad
vanced w/o iLO
ライセンス（組み
込みライセンス以
外）を使用して管理
対象サーバーハード
ウェアを移動する。

サーバーを新しいアプライア
ンスに移動する前に、サー
バーで使用されるライセンス
キーが最初に新しいアプライ
アンスに追加されていること
を確認します。REST APIを使
用して、サーバーが割り当て
られているキーを判別しま
す。詳しくは、HPE OneView
APIリファレンスを参照してく
ださい。

ライセンスが新しいアプライア
ンスのサーバーに割り当てられ
ます。

HPE OneViewが別のサーバーに
使用する可能性があるため、
元のアプライアンスからライ
センスキーを削除する必要が
あります。ライセンスキーの
容量が1より大きい場合は、別
のサーバーがライセンスに割
り当てられていると、ライセ
ンスキーを削除できません。
同じライセンスキーを共有す
る複数のアプライアンス間の
割り当て超過を監視する必要
があります。

組み込みライセンス
がない管理対象サー
バーハードウェアを
移動する。

なし ライセンスはサーバーに組み込
みされているため、新しいアプ
ライアンスのサーバーに追加さ
れて割り当てられます。

HPE OneView Advancedライセ
ンスの場合、元のアプライア
ンスでは引き続きライセンス
がサーバーに適用されます。
HPE OneView Advanced w
/o iLO ライセンスの場
合、HPE OneViewが別のサー
バーに使用する可能性がある
ため、元のアプライアンスか
らライセンスキーを削除する
必要があります。
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ライセンスおよび利用状況の統計ライセンスおよび利用状況の統計

アプライアンスは、監視対象サーバーおよびエンクロージャーを含め、iLO Advancedライセンスのあるサーバーハード
ウェアの利用状況統計を収集して報告します。利用状況統計は、iLO Advancedライセンスのないサーバーハードウェア
では利用できません。

詳しくは詳しくは

利用状況のグラフとメーター
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ライセンスグラフライセンスグラフ

グラフは製品ライセンスを識別し、リソースが準拠しているかどうかを示します。また、使用可能なライセンスの数、
必要なライセンスの数、およびライセンスのあるインスタンスの数も示します。

ライセンスのないインスタンスがある場合、アプライアンスにさらにライセンスが必要ですという警告メッセージが
表示されます。

次のタイプのグラフは、ライセンスステータスとコンプライアンスのパーセンテージを示します。

HPE OneView Advanced
HPE OneView Advancedライセンスのライセンスステータスとコンプライアンスのパーセンテージを示します。

HPE OneView Advanced w/o iLO
HPE OneView Advanced without iLOライセンスのライセンスステータスとコンプライアンスのパーセンテージを示しま
す。

サーバーハードウェアにライセンスを割り当てた場合、ライセンスの割り当てをライセンスグラフに表示するにはリ
ソースを更新する必要があります。

詳しくは詳しくは

アプライアンスへのライセンスキーの追加
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HPE OneViewHPE OneViewへのライセンスキーの追加へのライセンスキーの追加

ハードウェア（スタンドアロン、非統合型）とは別にHPE OneView AdvancedおよびHPE OneView Advanced w/o iLOライ
センスを購入した場合は、ライセンスをサーバーハードウェアに割り当てることができるようにするために、HPE
OneViewのライセンスプールにライセンスを追加する必要があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者。

少なくとも1つのライセンスキーが必要です。

https://myenterpriselicense.hpe.comhttps://myenterpriselicense.hpe.comにあるHewlett Packard Enterpriseライセンスポータルを使用して、スタン

ドアロン（非統合型）ライセンスの購入、アクティブ化、および登録を行うことができます。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 次のいずれかを実行します。

ライセンスパネルで追加をクリックします。

ライセンスをクリックして、アクション > 追加の順に選択します。ライセンスの追加ダイアログボックスが表

示されます。

3. ライセンスキーをライセンスキーボックスに入力するか貼り付けて、追加をクリックして操作を完了するか、追加

+をクリックして別のキーを追加します。

キーが有効な場合は、アプライアンスに追加されます。

4. ライセンスグラフを表示して、ライセンスが追加されたことを確認します。数は追加したライセンスを表します。

注記:注記:

HPE OneViewにライセンスを追加すると、ライセンスが割り当てられていないハードウェアに自動的に割
り当てられます。

詳しくは詳しくは

ライセンス
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管理対象サーバーハードウェアへのライセンスの適用管理対象サーバーハードウェアへのライセンスの適用

サーバーハードウェアを追加または更新するか、または新しいライセンスキーを追加すると、アプライアンスは自動的
にライセンスを適用します。ライセンスが管理対象サーバーハードウェアに適用される方法は、サーバーハードウェア
に組み込みライセンスがあるかどうか、組み込みライセンスのタイプ、およびアプライアンスプールにあるライセンス
が使用できるかどうかによって異なります。

ライセンスステータスを表示して、プールに使用可能なライセンスがあるかどうか判別できます。

エンクロージャーに組み込みのライセンスは、アプライアンスによって自動的に検出されてライセンスプールに追加さ
れます。サーバーハードウェアに組み込みのライセンスは、アプライアンスによって自動的に検出されてサーバーハー
ドウェアに適用されます。

組み込みライセンスがないサーバーハードウェアの場合：

使用可能なライセンスがない場合は、アプライアンスプールにライセンスを追加する必要があります。次に、アプ

ライアンスは、プールからライセンスを取得してサーバーハードウェアに割り当てます。

サーバーハードウェアは HPE OneView Advanced w/o iLO ライセンスタイプを使用しているが、iLOライセンス

がないのでそれを適用する場合は、手動で（iLOのWebインターフェイスを介して）iLOライセンスを適用する必要が

あります。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェアを管理するためのHPE OneView Advancedライセンス

ライセンス
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ライセンスステータスの表示ライセンスステータスの表示

ライセンスのステータスを表示するには、メインメニューから設定 > ライセンスを選択します。

注記:注記:

最近のライセンス割り当てをライセンスグラフに表示するためには、ライセンス画面を更新する必要が
あることがあります。

ライセンスグラフの読みかたライセンスグラフの読みかた

ライセンスグラフには、使用可能なライセンスと必要なライセンスの数、およびコンプライアンスに適合する（ライセ
ンスを付与された）サーバーハードウェアのパーセンテージが示されます。完全な緑色の円は、100%のコンプライアン
スを示します。

使用可能なライセンスの数は、グラフの下に表示されます。必要なライセンスがある場合、その数は赤色のテキストで
表示されます。

色色 説明説明

黄色 ライセンスがないサーバーハードウェアのパーセンテージを示します

緑色 ライセンスを付与されているサーバーハードウェアのパーセンテージを示しま
す

ライトグレー 使用可能だが割り当てられていないライセンスを示します

ライセンスグラフの例

1. ステータス情報が報告されるライセンスタイプです。

2. ライセンスグラフは、ライセンスを付与されているサーバーのパーセンテージを示します。

3. 必要なライセンスの数（存在する場合）、使用可能なライセンスの数、およびライセンスのあるサーバーの数で

す。

ライセンスタイプが割り当てられたサーバーハードウェアを表示するように絞り込んだサーバーハードウェア画面

を表示するには、ライセンスタイプの下にあるライセンスされたサーバーリンクをクリックします。
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論理エンクロージャー論理エンクロージャー

論理エンクロージャーは、テンプレートとして機能するエンクロージャーグループを使用して1つのエンクロージャー
の論理ビューを表します。論理エンクロージャー内の目的の構成がエンクロージャー上の実際の構成と一致しない場
合、論理エンクロージャーは不整合になります。

論理エンクロージャーは、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーが追加される際に自動的に作成されます。

論理エンクロージャー画面を使用すると、ファームウェアや構成スクリプトを管理したり、サポートダンプを作成した
り、エンクロージャーグループ画面から行ったアップデートを論理エンクロージャー内のエンクロージャーに適用した
りできます。

知りたい情報知りたい情報

無効なファームウェアを含む非管理対象エンクロー

ジャーの管理対象化

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリ

プトを使用したエンクロージャーの構成

論理エンクロージャーの作成

論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの

作成

論理エンクロージャーの削除

論理エンクロージャーの編集

論理エンクロージャー構成の再適用

論理エンクロージャーからのファームウェアのアッ

プデート

エンクロージャーグループからの論理エンクロー

ジャー構成のアップデート

その他の操作。

詳細情報。詳細情報。

ファームウェアベースライン

論理エンクロージャーのインターコネクトのファーム

ウェアアップデートのアクティブ化

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップ

デート
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ファームウェアベースラインファームウェアベースライン

ベースラインが表示されている場合、ファームウェアベースラインはエンクロージャー、サーバープロファイル、およ
び論理インターコネクトに定義されています。ファームウェアのバージョンが空白になっている場合、ベースラインは
定義されていません。

注記:注記:

デフォルトでは、サーバーハードウェアのコンポーネントは折りたたまれています。サーバーハード
ウェアが展開されている場合は、サーバーハードウェアのコンポーネントが表示されます。

ステータスステータス

選択したファームウェアベースラインのファームウェアバージョンが、コンポーネントにインストールされているバー
ジョンと比較され、ステータスが表示されます。

Update to ベースライン値 — 選択したファームウェアバンドルでベースラインを使用できます。ベースライン値

が表示され、各コンポーネントのベースライン値が表示されます。

サーバーハードウェアに割り当てられたサーバープロファイルがある場合、サーバープロファイルのベースライ

ンが表示されます。

サーバーハードウェアに割り当てられたサーバープロファイルがない場合は、論理エンクロージャーのベースラ

インが表示されます。

n/a  — ファームウェアがSmart Update Manager（SUM）によって管理されていないため、ファームウェアは適用さ

れません。

OK  - 選択したベースラインファームウェア以降のバージョンがインストールされています。

未設定  — ファームウェアのベースラインがリソースに設定されていません。

サーバープロファイルのベースラインが未設定の場合、論理エンクロージャーファームウェアのアップデート

は完了しません。個々のサーバーハードウェアのファームウェアバージョンが表示され、ベースラインのバー

ジョンは表示されません。

サーバープロファイルのベースラインが未設定で、論理エンクロージャーファームウェアのアップデートにプ

ロファイル、エンクロージャー、または論理インターコネクトが含まれている場合、アップデートの時点のベー

スライン（現在の論理エンクロージャーのベースラインと異なる場合があります）が表示されます。また、イン

ストールされたファームウェアバージョンと適用されているベースラインの両方がサーバーハードウェアに表示

されます。

削除済み  — 関連付けられているファームウェアバンドルがHPE OneViewレポジトリから削除されています。
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整合性のない論理エンクロージャー整合性のない論理エンクロージャー

論理エンクロージャーは、以下の場合に整合性を失うことがあります。

論理エンクロージャーまたは論理エンクロージャー構成スクリプトによって参照されるエンクロージャーグループ

が変更された。例えば、論理インターコネクトグループがエンクロージャーグループに対して追加、変更、または

削除された。

論理インターコネクトと論理インターコネクトグループに整合性がない。

他の論理エンクロージャー構成とエンクロージャーグループに整合性がない。

論理インターコネクトグループのエンクロージャーグループのインベントリと比較した場合に、余分なまたは欠落

している論理インターコネクトがある。
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論理エンクロージャーのインターコネクトのファームウェアアップデートのア論理エンクロージャーのインターコネクトのファームウェアアップデートのア

クティブ化クティブ化

統合統合

統合アクティブ化オプションを使用すると、本番環境に対応済みで適切に構成された冗長環境の場合、トラフィックの
最小限の中断でインターコネクトのアップデートを実行できます。統合アップデートでは、1組のうち一度にアップ
デートされるのは、片方のインターコネクトモジュールだけです。最初のモジュールのアップデートが完了した後に、
2番目のモジュールのアップデートが開始されます。論理エンクロージャー内のコンポーネントが、冗長性を確保する
ために適切に構成されている場合、ネットワークトラフィックとワークロードの中断は最小限になります。

インターコネクトモジュールのアクティブ化またはリブートの間には、デフォルトで8分の遅延が設定されています。

パラレルパラレル

パラレルアクティブ化オプションでは、すべてのインターコネクトモジュールが同時にアクティブ化されるため、ネッ
トワークおよびストレージの接続が中断されます。Hewlett Packard Enterpriseは、ダウンタイムを適切に調整できる
メンテナンス期間中に行うことをお勧めします。
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論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

ファームウェアを次のように論理エンクロージャーからアップデートできます。

共有インフラストラクチャ

共有インフラストラクチャは、エンクロージャー内のすべてのサーバーに共通のインフラストラクチャです。こ
のオプションでは、選択したエンクロージャーおよび論理インターコネクトがアップデートされます。

共有インフラストラクチャとプロファイル

デフォルト値。このオプションでは、選択したエンクロージャー、論理インターコネクト、プロファイルなしの
サーバーハードウェア、およびサーバープロファイルがアップデートされます。

Onboard Administratorのみ

このオプションでは、エンクロージャーだけがアップデートされます。

共有インフラストラクチャとプロファイルオプションまたは共有インフラストラクチャオプションを指定して論理エン
クロージャーファームウェアをアップデートする場合、次のオプションで設定されたサーバーの電源をオフにする必要
があります。

サーバープロファイルが割り当てられていないサーバーハードウェア。

プロファイルが割り当てられているが、ファームウェアベースラインがサーバープロファイルで手動で管理として

設定されているか、またはファームウェアのみに設定されているサーバーハードウェア。

論理エンクロージャーに関連付けられたエンクロージャーのファームウェアをアップデートすると、論理エンクロー
ジャー用に構成されたファームウェアベースラインによって、HPE BladeSystem Onboard Administratorと同様に、そ
のエンクロージャーおよびエンクロージャー内の論理インターコネクトそれぞれにベースラインが設定されます。

論理エンクロージャー画面からファームウェアアップデートを開始する際、ファームウェアは次の順序でアップデート
されます。

1. Onboard Administrators

2. 論理インターコネクト

3. サーバーハードウェアおよびその関連付けられたサーバープロファイル

強制的に再インストールまたはダウングレード強制的に再インストールまたはダウングレード

このオプションは、 SPPベースラインを選択すると使用できるようになります。

現在インストールされているバージョンより古いバージョンのファームウェアをインストールする場合、または現在の
ファームウェアを再適用する場合は、強制的に再インストールまたはダウングレードを選択します。

注意:注意:

強制的にファームウェアをダウングレードすると、サーバーが使用不能になり、インストール速度が低
下する場合があります。

インターコネクトのファームウェアのアクティブ化インターコネクトのファームウェアのアクティブ化

ファームウェアのアップデートフィールドで Onboard Administratorのみを選択した場合、このオプションは表示
されません。

統合

統合を選択すると、論理エンクロージャーに対して中断を伴わないファームウェアアップデートが試みられま
す。

インターコネクトの統合統合アクティブ化を実行中に検証の警告がある場合は、以下のオプションが表示されます。

OK

ファームウェアアップデートが試みられます。

キャンセル

ファームウェアアップデートに進みません。

パラレル

同時にすべてのインターコネクトモジュールをアクティブ化します。これは最も混乱を招く方法であり、ネット
ワークおよびストレージの接続が機能停止する可能性があります。

注意:注意:

パラレルアクティブ化を使用するファームウェアアップデートは、メンテナンスウィンドウ中に実行す
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る必要があります。

詳しくは詳しくは

ハングしたファームウェアアップデートタスクのキャンセル

統合アクティブ化とパラレルアクティブ化

ファームウェアをアップデートできない
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無効なファームウェアを含む非管理対象エンクロージャーの管理対象化無効なファームウェアを含む非管理対象エンクロージャーの管理対象化

エンクロージャーは、ファームウェアが無効な場合に非管理対象になることがあります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

ファームウェアが無効であるためエンクロージャーが管理対象外になっている場合、ファームウェアをアップデートす
ることでこのエンクロージャーを管理下に置くことができます。

1. メインメニューで、論理エンクロージャーを選択し、現在所有しているファームウェアのバージョンを確認するた

めにファームウェアを選択します。

注記:注記:

HPE Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトの場合は、ファイバーチャネルネット

ワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネクト用のファームウェアのアップデートを参照

して、アプライアンスの外部でファームウェアをアップデートする必要があるかどうか判断してくだ

さい。

2. 適切なファームウェアをインストールします。管理対象デバイスのファームウェアのアップデートを参照してくだ

さい。

3. インストール後に、エンクロージャーが構成済み状態になっていることを確認します。状態を表示するには、ブラ

ウザーを追加し直すか、更新する必要があることがあります。

4. エンクロージャーを追加します。
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論理エンクロージャーの作成論理エンクロージャーの作成

論理エンクロージャーは、エンクロージャーをアプライアンスに追加するときに自動的に作成されます。
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論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの作成論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの作成

論理エンクロージャーのサポートダンプファイルには、各メンバーの論理インターコネクトおよび非管理対象インター
コネクトの内容と、アプライアンスのサポートダンプの内容が含まれます。ファイルのバンドル全体が、ダウンロード
できるように圧縮されます。

統合された論理エンクロージャーのサポートダンプは、論理インターコネクトからのサポートダンプ情報として暗号化
され、HPE専用の知的財産が含まれています。

複数の論理エンクロージャーのサポートダンプを作成するように指示された場合は、それぞれの論理エンクロージャー
の画面に移動してサポートダンプを作成します。それぞれのサポートダンプが完了するまで待ってから、後続のサポー
トダンプを作成する必要があります。

前提条件前提条件

権限：サーバー管理者またはインフラストラクチャ管理者。

論理エンクロージャーのリソース

手順手順

1. メインメニューからサーバー > 論理エンクロージャーの順に選択し、論理エンクロージャーを選択します。

2. アクション > 論理エンクロージャーのサポートダンプの作成の順に選択します。

3. アプライアンスサポートダンプを含むチェックボックスをオンにするかどうかを選択して、アプライアンスサポー

トダンプを含めることができます。このオプションを選択すると、アプライアンスサポートダンプが増加しま

す。認定サポート担当者から指示されない限り、アプライアンスサポートダンプを除外しないでください。

4. サポートダンプの内容をカスタマイズするには、論理インターコネクトを選択しますチェックボックスをオンに

し、 認定サポート担当者に相談し、ダウンロードする論理インターコネクトを選択します。論理インターコネクト

のすべてまたはいずれかを選択できます。このオプションは、論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの

ファイルサイズを削減するのにも役立ちます。

5. はい、作成しますをクリックして確認します。

サポートダンプをバックグラウンドで作成中に、他のタスクの実行を続行できます。このタスクが完了すると、ブ

ラウザーのデフォルトのダウンロードフォルダーにサポートダンプzipファイルがダウンロードされるか、または

ファイルをダウンロードする場所を指定するように求めるプロンプトが表示されます。論理エンクロージャーのサ

ポートダンプファイル名の形式は、 host_name-LE-name-date-time.sdmpです。

カスタマイズされたサポートダンプでは、ファイル metadata.txtはサポートダンプzipファイルに含まれていま

す。 metadata.txtには、論理エンクロージャーの各セクションから選択されたリストが含まれています。

6. 指定したファイルの場所にzipファイルがあることを確認します。

7. サポートダンプファイルを提供する手順については、認定技術サポートに問い合わせてください。

詳しくは詳しくは

サポートダンプファイルの作成

ユーザーの役割

論理エンクロージャーのサポートダンプ
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HPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプトを使用したエンクロー構成スクリプトを使用したエンクロー

ジャーの構成ジャーの構成

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプト

構成済みのHPE BladeSystem Onboard Administratorからのスクリプトの抽出

HPE BladeSystem Onboard Administratorの構成スクリプトのコピー

HPE BladeSystem Onboard Administratorコマンドドキュメントの表示またはダウンロード

不許可のHPE BladeSystem Onboard Administratorコマンド

サンプルのHPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプト

HPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプトを使用したエンクロージャーの構成 500



HPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプト構成スクリプト

構成スクリプトを使用すると、特に複数のエンクロージャーを設定する場合に新しいエンクロージャーの展開と構成が
簡素化され、各エンクロージャーを手動で構成する必要がなくなります。ベストプラクティスとコンプライアンスルー
ルを取り込みながら、HPE OneViewはスクリプトをエンクロージャーグループから論理エンクロージャーにコピーし、
それを物理エンクロージャー上で実行します。 エンクロージャーグループ画面または論理エンクロージャー画面で、
エンクロージャー構成スクリプトを作成、編集、または削除することができます。

構成スクリプトを作成するには、次のいずれかを実行します。

構成済みのOnboard Administratorからのスクリプトの抽出

論理エンクロージャーまたはエンクロージャーグループ画面から既存の構成スクリプトをコピーし、新しいエンク

ロージャーグループに貼り付けます。 OKをクリックして適用する前に、必要に応じてスクリプトを編集します。

構成スクリプトが 物理エンクロージャー上で実行されるのは次の場合です。

エンクロージャーを追加して、関連するエンクロージャーグループに構成スクリプトが含まれている場合。

論理エンクロージャーの構成スクリプトを編集する場合。 OKをクリックすると、変更が保存され、スクリプトが実

行されます。

論理エンクロージャーの構成スクリプトを取得（GET）して、そのスクリプトを変更して、アップデート（PUT）

した場合。

論理エンクロージャー > アクション > 構成の再適用の順に選択して、論理エンクロージャー（エンクロージャー

グループではありません）に関連付けられたOnboard Administrator構成スクリプトを再度実行する場合。この操作

では、エンクロージャーでSSO、SNMP、およびNTPが正しく構成されていること、およびOnboard

Administratorファームウェアが最新であることも確認されます。この操作はすぐに実行され、エンクロージャーへ

の接続が失われていない限り他の操作は必要ありません。接続が失われている場合は、Onboard AdministratorのIP

アドレスまたはホスト名と認証情報を再度入力するように求められます。

論理エンクロージャー > アクション > グループからアップデートを選択し、エンクロージャーの構成スクリプト

を、関連付けられたエンクロージャーグループから論理エンクロージャーにコピーして、そのスクリプトを実行す

る場合。

エンクロージャーまたはエンクロージャーグループのスクリプトを作成するときに最初にパスワード、SNMPコミュニ
ティ文字列、およびパスフレーズをプレーンテキストで入力できます。ただし、すべてのパスワード、SNMPコミュニ
ティ文字列、およびパスフレーズは、すべてのUIまたはREST API応答でマスクされ（ *********で置き換え）、決し
てプレーンテキスト形式では表示されません。

*********パスワード文字列を別の文字列で置き換えて、スクリプトを再実行する場合は、パスワードは、新しい文
字列に変更されます。一部のコマンドは再度実行できないことに注意します。例えば、同じエンクロージャーで ADD U
SER username *********コマンドを再実行し、 *********文字列を変更した場合は、そのユーザーはすでに存
在するため、コマンドは失敗します。このような状況では、スクリプトを再実行する前に、新しく追加されたユーザー
を削除します。

*********で返されるコマンドの任意の部分を変更し、 *********を別の文字列で置き換えない場合は、パスワー
ドまたはSNMPコミュニティ文字列の値は*********になります。例えば、コマンド SET USER PASSWORD user_name
1  new_password を使用してスクリプトを送信した場合、スクリプトは、 SET USER PASSWORD user_name1  
********* を返します。コマンドをSET USER PASSWORD user_name2  *********に変更した場合、 user_name
2 のパスワードは、 *********に設定されます。 new_passwordには設定されません。

Onboard Administratorコマンドのサブセットは、アプライアンスの構成および設定との競合を防ぐため、エンクロー
ジャーの構成スクリプトでは許可されていません。残りのスクリプトの構文チェックなどの検証はありません。構成ス
クリプトで許可されていないOnboard Administratorコマンドのリストについては、不許可のHPE BladeSystem Onboard
Administratorコマンドを参照してください。

Onboard Administratorコマンドの完全な参照については、HPE BladeSystem Onboard Administratorコマンドドキュメ
ントの表示またはダウンロードを参照してください。

iLOiLOパスワードパスワード

HPONCFG RIBCLスクリプトに組み込まれている iLOパスワードは、特定の条件が満たされた場合にマスクされます。

LOGINコマンドの場合、LOGIN、USER_LOGIN、およびPASSWORDのタグが同じ行に表示される必要がある

ADD_USERコマンドの場合、ADD_USER、USER_LOGIN、およびPASSWORDのタグが同じ行に表示される必要がある

MOD_USERコマンドの場合、MOD_USER、USER_LOGIN、およびPASSWORDのタグが同じ行に表示される必要がある
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構成済みの構成済みのHPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administratorからのスクリプトの抽出からのスクリプトの抽出

前提条件前提条件

権限：管理者

手順手順

1. ハードウェアパネルで、OAリンクをクリックし、エンクロージャー画面からOnboard Administratorにアクセスしま

す。

a. Onboard Administratorにログインします。

b. OA画面のエンクロージャー情報の下にある構成スクリプトに移動します。ここで、 SHOW CONFIG などのスクリ

プトを表示し、コピーできます。

2. Onboard Administrator CLIから、 SHOW CONFIG コマンドを入力し、エンクロージャーの現在の構成スクリプトを

表示します。

3. 生成されたスクリプトをコピーし、新しいエンクロージャーグループのエンクロージャーグループ画面（または既

存のエンクロージャーグループのエンクロージャーグループの編集画面）の構成スクリプトテキストボックスに貼

り付けます。

REST APIを使用して構成済みのREST APIを使用して構成済みのOnboard AdministratorOnboard Administratorからスクリプトを抽出からスクリプトを抽出

エンクロージャーで GET操作を実行すると、スクリプトURIが応答本体内部に返されます。

1. エンクロージャを選択します。

GET /rest/logical-enclosures
2. 手順1のURIを使用して、エンクロージャーを取得します。

GET {id}/rest/logical-enclosures/
3. 手順2で返される構成スクリプトURIを使用してスクリプトを取得します。

GET {id}/rest/logical-enclosures//script

セキュリティのため、取得した現在の構成には、ユーザーパスワードは含まれません。スクリプトを手動で編集して、
ADD USER行でユーザー名の後にユーザーパスワードを追加できます。
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HPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administratorの構成スクリプトのコピーの構成スクリプトのコピー

論理エンクロージャーまたはエンクロージャーグループ画面から、既存の構成スクリプトをコピーします。

論理エンクロージャーまたはエンクロージャーグループから、既存の構成スクリプトのコピーを取得します。

前提条件前提条件

権限：サーバー管理者

手順手順

1. メインメニューから、次のいずれかを選択します。

論理エンクロージャー > 編集

エンクロージャーグループ > 編集

2. 構成スクリプトをコピーして、キャンセルをクリックし、編集画面を閉じます。

3. 別の論理エンクロージャーまたはエンクロージャーグループ編集画面に、構成スクリプトを貼り付けます。

4. OKをクリックします。

注記:注記:

コピーした構成スクリプトには、エンクロージャーを使用不可のままにする不許可コマンドを含める

ことができます。構成スクリプトを論理エンクロージャーに適用すると、不許可コマンドが通知さ

れ、スクリプトを実行することはできません。スクリプトが適用できるようになるには、構成スクリ

プトを編集して不許可コマンドを削除する必要があります。

REST APIを使用してREST APIを使用してOnboard AdministratorOnboard Administrator構成スクリプトをコピー構成スクリプトをコピー

論理エンクロージャーまたはエンクロージャーグループに GET操作を実行すると、スクリプトURIが応
答本体内部に返されます。このスクリプトをコピーし、アップデートし、スクリプトを別のエンクロー
ジャーに再適用（ PUT）できます。

1. エンクロージャーまたはエンクロージャーグループを選択します。

GET /rest/enclosures
GET /rest/enclosure-groups

2. 手順1のURIを使用して、エンクロージャーまたはエンクロージャーグループを取得します。

GET {id}/rest/enclosures/
GET {id}/rest/enclosure-groups/

3. 手順2で返される構成スクリプトURIを使用してスクリプトを取得します。

GET {id}/rest/logical-enclosures//script

詳細情報詳細情報

不許可のHPE BladeSystem Onboard Administratorコマンド
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HPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administratorコマンドドキュメントの表示またはダコマンドドキュメントの表示またはダ

ウンロードウンロード

Onboard Administratorコマンドの完全なリファレンスは、Hewlett Packard Enterpriseサポートセンターから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表示またはダウンロードしま
す。

手順手順

1. https://www.hpe.com/support/hpeschttps://www.hpe.com/support/hpescにアクセスします。

2. 検索ボックスに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入力し

ます。

3. 検索結果でHPE BladesSystem 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見つけ、

表示するか、ローカルコンピューターにダウンロードします。
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不許可の不許可のHPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administratorコマンドコマンド

次のコマンドは、アプライアンス構成と競合し、アプライアンスが適切かつ安全に動作しない可能性があるので、エン
クロージャー構成スクリプトで許可されません。

許可されていないOnboard Administratorコマンド許可されていないOnboard Administratorコマンド

ADD EBIPA REMOVE CA CERTIFICATE SET ENCLOSURE NAME

ADD EBIPAV6 REMOVE EBIPA SET ENCLOSURE SERIAL_NUMBER

ADD SSHKEY REMOVE EBIPAV6 SET ENCRYPTION

CLEAR NTP REMOVE HPSIM CERTIFICATE SET FACTORY

CLEAR VCMODE REMOVE OA ADDRESS IPV6 SET FIPS MODE

DISABLE DHCP_DOMAIN_NAME REMOVE SNMP TRAPRECEIVER SET HPSIM TRUST MODE

DISABLE EBIPA REMOVE SNMP TRAPRECEIVER V3 SET IPCONFIG

DISABLE EBIPAV6 REMOVE SNMP USER SET NTP

DISABLE FIRMWARE MANAGEMENT REMOVE TRUSTED HOST SET NTP PRIMARY

DISABLE HTTPS REMOVE USER CERTIFICATE SET OA DOMAIN_NAME

DISABLE IPV6 REMOVE USER vcmuser SET OA NAME

DISABLE IPV6DYNDNS REMOVE USERS ALL SET PASSWORD

DISABLE NTP SAVE EBIPA SET SNMP COMMUNITY READ

DISABLE SLAAC SAVE EBIPAV6 SET SSO TRUST MODE

DISABLE SNMP SET DATE SET TIMEZONE

DISABLE TRUSTED HOST SET EBIPA SET USER ACCESS vcmuser

DISABLE USER vcmuser SET EBIPAV6 SHOW ALL

ENABLE DHCP_DOMAIN_NAME SET EBIPA INTERCONNECT SHOW SYSLOG { OA | HISTORY }

ENABLE EBIPA SET EBIPA SERVER UNASSIGN { SERVER | INTERCONNECT } { <bay
number> | ALL | <bay number range> }
vcmuser

ENABLE EBIPAV6 SET ENCLOSURE ASSET TAG UNASSIGN OA vcmuser

ENABLE FIRMWARE MANAGEMENT   
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サンプルのサンプルのHPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administrator構成スクリプト構成スクリプト

#Sample script for HPE OneView
#

#NOTE: Set Enclosure Information
SET RACK NAME "Insert_Rack_Name"

#Optionally Configure Power
SET POWER MODE REDUNDANT
SET POWER SAVINGS ON
SET ENCLOSURE POWER_CAP OFF
SET ENCLOSURE POWER_CAP_BAYS_TO_EXCLUDE None

#Set Interconnect PowerDelay Information
SET INTERCONNECT POWERDELAY 1-8 0
#Set Server Power Delay Information
SET SERVER POWERDELAY 1-16 0

#Optionally Configure Alertmail
SET ALERTMAIL SMTPSERVER
DISABLE ALERTMAIL

#Optionally Configure NTP
SET NTP SECONDARY
SET NTP POLL 720

#Optionally Set Remote Syslog Information
SET REMOTE SYSLOG SERVER ""
SET REMOTE SYSLOG PORT 514
DISABLE SYSLOG REMOTE

#Optionally ADD a new user account and set as Admin on ALL bays
ADD USER "admin" "password"
SET USER CONTACT "admin" ""
SET USER FULLNAME "admin" ""
SET USER ACCESS "admin" ADMINISTRATOR
ASSIGN SERVER 1-16 "admin"
ASSIGN INTERCONNECT 1-8 "admin"
ASSIGN OA "admin"
ENABLE USER "admin"

#Optionally reset the default Administrator password
Set USER Administrator "enter new password here"

#Set Login Banner Text Information
CLEAR LOGIN_BANNER_TEXT
DISABLE LOGIN_BANNER

#Set Network Information

#NOTE: Setting your network information through a script while
#      remotely accessing the server could drop your connection.
#      If your connection is dropped this script may not execute to conclusion.

#NOTE: Set the IP address and DNS name for both OA1 and OA2
SET NIC AUTO 1
SET NIC AUTO 2
ENABLE ENCLOSURE_IP_MODE
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SET LLF INTERVAL 60
ENABLE LLF
DISABLE DHCPV6
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論理エンクロージャーの削除論理エンクロージャーの削除

論理エンクロージャーを手動で削除することはできません。論理エンクロージャーが削除されるのは、論理エンクロー
ジャーに関連付けられた物理エンクロージャーがHPE OneViewから取り外されるときです。HPE OneView管理からの
c7000エンクロージャーの削除を参照してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。
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論理エンクロージャーの編集論理エンクロージャーの編集

論理エンクロージャーまたは構成スクリプトの名前を変更できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > 論理エンクロージャーの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集する論理エンクロージャーを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

注記:注記:

論理インターコネクト名は<logical_enclosure_name-logical interconnect_group_name>なので、論

理エンクロージャー名を変更すると論理インターコネクト名も変更されます。

3. OKをクリックして変更を適用します。

4. 詳細ウィンドウで変更内容を確認します。
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論理エンクロージャー構成の再適用論理エンクロージャー構成の再適用

論理エンクロージャー構成を再適用して、論理インターコネクトを含む論理エンクロージャーの設定を物理エンクロー
ジャーおよび物理インターコネクトに再適用します。構成を再適用しても、論理エンクロージャーはエンクロージャー
グループに整合されません。構成を再適用することで、論理エンクロージャーに現在定義されている構成が取得され、
それがエンクロージャーに適用されます。論理エンクロージャーをアップデートしてエンクロージャーグループと整合
性を持たせるには、エンクロージャーグループからの論理エンクロージャー構成のアップデートを実行します。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > 論理エンクロージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、アップデートする論理エンクロージャーを選択します。

3. アクション > 構成の再適用を選択します。

4. 必要に応じて、この操作の影響を受けるリソースを確認します。

5. はい、再適用しますをクリックして確認します。

6. アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

7. 緑色でない場合は、通知エリアの詳細の下にリストされている解決方法の提案に従います。
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論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

論理インターコネクト、非管理対象インターコネクト（存在する場合）、およびサーバープロファイルのあるサーバー
をアップデートして、指定したベースラインにファームウェアを設定することができます。

共有インフラストラクチャ、共有インフラストラクチャとプロファイル、およびHPE BladeSystem Onboard
Administratorのみ（存在する場合）で、論理エンクロージャーからファームウェアをアップデートできます。

注記:注記:

論理エンクロージャーのファームウェアアップデートの進捗中に、その論理エンクロージャーの一部で
ある論理インターコネクトからファームウェアアップデートを開始しないでください。

選択したファームウェアバンドルが警告状態である場合、論理エンクロージャーからファームウェアをアップデートで
きません。警告状態になるのは、論理エンクロージャーのファームウェアアップデートを完了する必要があるコンポー
ネントが見つからないためです。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

1つ以上のService Pack for ProLiant がアプライアンスのファームウェアレポジトリに追加されています。

サーバープロファイルを持たない、オフラインモードに設定されている、またはサーバープロファイルで手動管理

されているサーバーの電源をオフにします。

クラスター対応ファームウェアのアップデートを実行する前に、ESXiクラスターを追加またはインポートします。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > 論理エンクロージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ファームウェアファイルをアップデートするエンクロージャーを選択します。

3. アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

4. 画面で要求されたデータを入力します。

共有インフラストラクチャおよびプロファイル共有インフラストラクチャおよびプロファイルオプションが 統合アクティブ化統合アクティブ化オプションと共に選択されていると

き、論理エンクロージャーが1つ以上のハイパーバイザープロファイルで構成されていれば、警告メッセージが表示

されます。

注記:注記:

ハイパーバイザークラスターのローリングアップデートを実行するには、HPE OneViewでVMware ESXi

クラスターを作成またはインポートします。

5. OKをクリックします。

アップデートの進捗中に、アップデートの1つのコンポーネントに障害が発生した場合、論理エンクロージャーの

アップデートが失敗します。アラートが表示されます。この問題を解決するには、アラートで提案された解決策の

手順に従ってください。

6. サーバー > 論理エンクロージャー画面の詳細ウィンドウで、新しいファームウェアベースラインが表示されている

ことを確認します。

詳しくは詳しくは

ファームウェアレポジトリ

統合アクティブ化とパラレルアクティブ化

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート 511



エンクロージャーグループからの論理エンクロージャー構成のアップデートエンクロージャーグループからの論理エンクロージャー構成のアップデート

論理エンクロージャーがその親のエンクロージャーグループの構成と一致するようにアップデートします。適合してい
ないと、論理エンクロージャーのアラートが発行されます。

グループからのアップデートでは、論理エンクロージャー構成をエンクロージャーグループに一致するようにアップ
デートし、論理エンクロージャーの現在の構成をクリアします。次に、新しい論理エンクロージャー構成が、論理エン
クロージャーに関連付けられているすべてのエンクロージャーに適用されます。

注記:注記:

グループからアップデートアクションは、論理インターコネクトが再作成されるときに、SANサー

バープロファイルからの起動でオペレーティングシステムをクラッシュさせる可能性があります。

クラッシュしたオペレーティングシステムから回復するには、グループからアップデートアクション

の完了後にサーバーハードウェアを再起動します。

グループからアップデートアクションにより、論理インターコネクトを使用しているサーバープロ

ファイルのあるサーバーのネットワーク接続が中断されることがあります。

論理エンクロージャーの設定を物理エンクロージャーおよびインターコネクト（論理インターコネク

トを含む）に再適用する場合は、構成の再適用操作を実行します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

グループからアップデートアクションを使用できるのは、論理エンクロージャーが不整合状態の場合だけです。

OS展開設定がエンクロージャーグループで定義されている場合、論理エンクロージャー内のHPE Synergyイメージス

トリーマーアプライアンスは、互換性がありサポートされているフレームリンクモジュールに接続されています。

手順手順

1. サーバー > 論理エンクロージャー画面で、アップデートする論理エンクロージャーを選択します。

2. アクション > グループからアップデートの順に選択します。

3. 必要に応じて、この操作の影響を受けるリソースを確認します。

4. はい、アップデートしますをクリックして確認します。

5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

そうでない場合は、通知エリア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。

詳しくは詳しくは：

整合性のない論理エンクロージャー
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論理インターコネクト論理インターコネクト

論理インターコネクト画面には、エンクロージャー内の論理インターコネクト構成のグラフィカルビューが表示されま
す。論理インターコネクト画面を使用して、アップリンクセットおよび内部ネットワークを編集したり、ポートの監視
を構成したり、論理インターコネクトのファームウェアをアップデートしたりします。

知りたい情報知りたい情報

アップリンクセットの追加

プライベートVLANドメインの追加または編集

ネットワークトラフィックを監視するポートの構成

アップリンクセットの削除

論理インターコネクトのMACアドレステーブルのダウ

ンロード

論理インターコネクトの編集

内部ネットワークの編集

アップリンクセットの編集

ファイバーチャネルネットワークのアップリンク

フェイルオーバーに対応する再分散ログイン設定の

管理

SNMPv3ユーザー設定の管理

c7000エンクロージャー用のSNMPアクセスの管理

SNMPトラップ宛先の管理

物理インターコネクトへの論理インターコネクト構

成の再適用

エンクロージャーの論理インターコネクトのファー

ムウェアのアップデート

論理インターコネクトグループからの論理インター

コネクト構成のアップデート

論理インターコネクト上でのMACアドレスの表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成

アクティブおよび非アクティブなQoS構成

QoSでのアップリンクとダウンリンクの分類

論理インターコネクト構成の整合性確認

論理インターコネクトの作成または削除

論理インターコネクトとのファームウェアの関連付け

IGMP設定

インターコネクトの設定

内部ネットワーク

論理インターコネクト構成

論理インターコネクトグループ

MACアドレス

ポートモニタリング

ネットワークトラフィックのQuality of Service

SNMPの設定

スタッキングリンクとスタッキングヘルス

アップリンクセット

利用状況サンプリング

論理インターコネクトの全般的構成の表示

Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8インターコネク

トモジュール

論理インターコネクトのトラブルシューティング
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論理インターコネクトの作成または削除論理インターコネクトの作成または削除

エンクロージャーの論理インターコネクトの作成エンクロージャーの論理インターコネクトの作成

論理インターコネクトは、エンクロージャーを追加するときに自動的に追加されます。c7000エンクロージャーを追加
するときに、以下の操作が行われます。

定義済みのエンクロージャーグループに基づいて、論理エンクロージャーが作成されます。

アプライアンスは、物理インターコネクトとそのスタッキングリンクを検出します（存在する場合）。

アプライアンスは、エンクロージャーグループで定義されている論理インターコネクトグループごとに、1つの論理

インターコネクトを自動的に作成します。

注記:注記:

作成される論理インターコネクトの数は、エンクロージャーグループを定義した方法によって異なり

ます。

アプライアンスは、次の命名規則を使用して、論理インターコネクトに自動的に名前を付けます。

logical_enclosure_name-logical_interconnect_group_name

論理インターコネクトのデータは、論理インターコネクト画面に表示されます。

論理インターコネクトの削除論理インターコネクトの削除

論理インターコネクトを削除するには、エンクロージャーグループから論理インターコネクトグループを削除して、論
理エンクロージャー上のグループからアップデートを実行する必要があります。この操作により、論理インターコネク
トは論理エンクロージャーから削除されます。
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アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成

どちらのVirtual Connectネットワーク構成（アクティブ/アクティブまたはアクティブ/スタンバイ）を使用するかを
判断するときには、エンクロージャーがサポートする必要のあるネットワークトラフィックのタイプを考慮します。
例：

エンクロージャー内に、大量のサーバー間のトラフィック（east/west）がありますか。

エンクロージャー内のトラフィックフローは、インバウンドおよびアウトバウンド（north/south）ですか。

ネットワークトラフィックパターンを考慮することにより、接続した帯域幅を最大化し、エンクロージャーから出て行
くサーバー間のトラフィックを最小化できます。

同じエンクロージャー内のシステム間のネットワークトラフィックの場合は（east/west）、アクティブ/スタンバイ構
成を使用します。この構成は、エンクロージャーから出て行くサーバー間の通信を最小またはゼロにします。

エンクロージャーのインバウンドおよびアウトバウンドのネットワークトラフィックの場合は（north/south）、アク
ティブ/アクティブ構成を使用します。
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アクティブ/スタンバイ構成アクティブ/スタンバイ構成

アクティブ/スタンバイ構成とは、同じVirtual Connectネットワークに接続する2つのNICポートがエンクロージャー内
のサーバーに装備されているイーサーネットネットワーク構成です。単一のアップリンクセットに、両方のインターコ
ネクトのアップリンクが含まれます。一方のインターコネクトのアップリンクがアクティブになります。もう一方のイ
ンターコネクトのアップリンクはスタンバイになっており、ネットワークまたはインターコネクトの障害時に使用でき
ます。サーバー間の通信は、インターコネクトモジュールから出て行きません。外部通信には、エンクロージャー内の
すべてのサーバーは、どのNICがアクティブにトラフィックを受け渡しているかに関係なく、アクティブなアップリン
クを使用します。

アクティブ/スタンバイ構成の場合：

提供する帯域幅が予測可能です。

トップオブラックスイッチ（ToR）の帯域幅をオーバーサブスクライブしません。

アクティブ/スタンバイ構成には、以下の要件があります。

定義する外部VLAN IDごとに少なくとも1つのイーサーネットネットワークと1つのアップリンクセット
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アクティブ/アクティブ構成アクティブ/アクティブ構成

アクティブ/アクティブ構成は、複数のインターコネクトモジュール上で同じVLANのトラフィックをアクティブにでき
るイーサーネットネットワーク構成です。エンクロージャー内の全サーバー上のNICは、隣接するVirtual Connectモ
ジュールに接続されています。すべてのアップリンクがアクティブでネットワークトラフィックを送信できます。

アクティブ/アクティブ構成の場合：

すべてのアップリンクポートを完全に使用できます（アップリンクポートがスタンバイモードなし）。

スタッキングが使用されている場合、内部スタッキングリンクをクロスさせずに、NICポートに接続したインターコ

ネクトモジュールからすべてのトラフィックを送出できます。

冗長性を維持しながら、使用可能な帯域幅が2倍になります（Smartリンクと組み合わせた場合）。

アップリンクセットに関連付けられたネットワークは、インターコネクトモジュール用のサーバープロファイル接続に
含まれている必要があります。例えば、Net_101_AがアップリンクセットUS_A（ベイ1のインターコネクトモジュールか
らのポートがある）に含まれている場合、Net_101_Aは、ベイ1のインターコネクトモジュールに接続されたダウンリン
クポートに関連付けられる必要があります（例えば、LOM1:1-a）。

エンクロージャー内のアクティブ/アクティブ構成をセットアップする場合は、1つの論理インターコネクトグループを
設定するか、エンクロージャー構成ごとに複数の論理インターコネクトグループを設定するかを決定します。

単一の論理インターコネクトグループの構成には、エンクロージャー内にスタッキングリンクがある2つ以上のイー

サーネットインターコネクトモジュールを含めます。すべてのインターコネクトは、単一の論理インターコネクト

グループ内の1つの論理インターコネクトに定義されます。アクティブ/アクティブ構成をセットアップする場合、

すべてのネットワークが両方のインターコネクトで利用可能であり、次にスタッキングリンクを使用してこれらの

インターコネクトに接続されているすべてのサーバーで利用可能です。ネットワークは、接続対象の各VLANにペア

で作成されます。

複数の論理インターコネクトグループの構成で、各インターコネクトを個別の論理インターコネクトグループ内に

定義し、次に個別の論理インターコネクトを定義する場合、インターコネクトはスタッキングされません。両方の

論理インターコネクトグループで同じネットワークを使用できるため、2倍の利用可能なネットワークを使用してア

クティブ/アクティブ構成を作成できます。
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アクティブ/アクティブ構成の要件アクティブ/アクティブ構成の要件

アクティブ/アクティブ構成には、OSとNICのチーミングの適切な構成が必要です。アクティブ/アクティブ構成では、
以下の要件を満たす2つのVirtual Connectモジュールとリソースも必要です。

リソースリソース 要件要件 ベストプラクティスベストプラクティス

ネットワーク 単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、接続する各VLANにネットワークのペアを
作成します。

最初のインターコネクトモジュールに少な

くとも1つのネットワーク

同じVLAN IDを使用する2番目のインターコ

ネクトモジュールに別のネットワーク

両方のネットワーク上に選択したSmartリン

ク

単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、命名規則 <purpose> _ <VLAN ID> _ <s
ide>を使用して、ペアとなっているネットワー
クのネットワーク名を指定します。ここで、

<purpose>には、 dev、 mgmt、または p
rodを指定できます。

<side> に

は、 A か B 、 1 か 2 、 rightか leftなど

を指定できます。

アップリンクセッ
ト

単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、1組のアップリンクセットを作成して、
ネットワークとインターコネクトモジュール上
のアップリンクポートを関連付けます。

最初のインターコネクトモジュールのアッ

プリンクでアップリンクセットに適用され

ている1つのネットワークセット。

2番目のインターコネクトモジュールのアッ

プリンクでアップリンクセットに適用され

ているもう1つのネットワーク。

各アップリンクセットのアップリンクポー

トは、1つのインターコネクトに制限されま

す。

複数の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、最初のインターコネクトモジュールに
アップリンクセットを作成し、同じネットワー
クを使用して2番目のインターコネクトモ
ジュールにアップリンクセットを作成します。

単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、命名規則 <uplink set name> _ <side
> を使用して、アップリンクセットに名前を割
り当てます。ここで、

<side> に

は、 A か B 、 1 か 2 、 rightか leftなど

を指定できます。

ネットワークセッ
ト（オプション）

1つ以上のペアのネットワークセット。それぞ
れのセットには、同じサーバープロファイル接
続で使用するように意図されたネットワークだ
けを含めてください。

例えば、Net_101_Aがアップリンクセット
US_A（ベイ1のインターコネクトモジュールか
らのポートがある）に含まれている場合、
Net_101_Aは、ベイ1のインターコネクトモ
ジュールに接続されたダウンリンクポートに関
連付けられる必要があります（例えば、
LOM1:1-a）。

単一の論理インターコネクトグループ構成の場
合は、命名規則 <purpose> _ <side> を使用し
て、ネットワークセット名を指定します。ここ
で、

<purpose>には、 dev、 mgmt、または p
rodを指定できます。

<side> に

は、 A か B 、 1 か 2 、 rightか leftなど

を指定できます。

サーバープロファ
イル

ネットワークまたはネットワークセットをマッ
ピングする物理ポート。アップリンクセットの
アップリンクと同じインターコネクトモジュー
ル上のダウンリンクポートに、プロファイル接
続をマッピングします。これにより、アップリ
ンクセットのアップリンクポートに関連付けら
れたネットワークが、ダウンリンクポートのプ
ロファイル接続に割り当てられたネットワーク
に一致するようになります。

ポートには、自動を選択しないでください。

portId 属性を自動に設定しないでください。
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単一の論理インターコネクトグループのアクティブ/アクティブ構成の例単一の論理インターコネクトグループのアクティブ/アクティブ構成の例
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論理インターコネクト構成論理インターコネクト構成

論理インターコネクトは、1つのエンクロージャー内にある物理インターコネクトのセットの利用可能なネットワー
ク、アップリンクセット、およびスタッキングリンクを表します。

論理インターコネクトグループは、作成する論理インターコネクトが一貫して構成されるようにするためのテンプレー
トとして機能します。

論理インターコネクトは、単一のエンクロージャー内のインターコネクトのセットの構成を含む単一の管理エンティ
ティで、以下のものが含まれます。

論理インターコネクトの関係は、論理インターコネクトグループのグラフィカルインターフェイス画面に示されている
のと同じように表示されます。

アップリンクセット。データセンターネットワークに接続します。

物理アップリンクポートへのネットワークのマッピング。論理インターコネクトのアップリンクセットによって定

義されます。

内部ネットワーク。トラフィックをアップリンクから送出せずにサーバー間通信を行うために使用します。

ダウンリンクポート。エンクロージャーミッドプレーンを介してエンクロージャー内のサーバーに接続します。

インターコネクト間の接続。スタッキングリンクと呼ばれます。

スタッキングリンクは、内部ケーブル（エンクロージャー経由）の場合もあれば、インターコネクトの外部ポート

間の外部ケーブルの場合もあります。

1つの論理インターコネクトでプロビジョニングできるネットワークの最大数については、HPE OneViewサポートマトHPE OneViewサポートマト

リックスリックスを参照してください。

サーバー管理者にとって、論理インターコネクトは、インターコネクトアップリンクを介して使用できるネットワー
ク、および物理サーバーのインターフェイスを介したインターコネクトダウンリンク機能を表します。ネットワーク管
理者にとって、論理インターコネクトは、イーサーネットスタッキング構成、集約レイヤーの接続性、スタッキングト
ポロジ、ネットワークの到達性、統計情報、およびトラブルシューティングツールを表します。

失われたドライブエンクロージャーの交換ダイアログ失われたドライブエンクロージャーの交換ダイアログ

このダイアログは、ドライブエンクロージャーが失われたときに表示されます。画面の指示に従ってドライブエンク
ロージャーを交換します。
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論理インターコネクトの全般的構成の表示論理インターコネクトの全般的構成の表示

論理インターコネクト画面の 一般ビューには、論理インターコネクトに関する基本的な構成情報が表示されます。

整合性状態

スタッキングヘルス

関連付けられた論理エンクロージャー

物理インターコネクト

論理インターコネクトグループ

利用可能なイーサーネット、FCoE、およびファイバーチャネルのネットワーク

イーサーネットおよびFCoEネットワークは、冗長パスまたはシングルパスのいずれかを持つことができます。冗

長パスネットワークは、2つ（またはそれ以上）のリンク済みアップリンクポートを持つアップリンクセットに

割り当てられます。シングルパスネットワークは1つのリンク済みアップリンクポートを持つアップリンクセッ

トに割り当てられます。

注記:注記:

任意のエンクロージャー、インターコネクト、およびネットワークの詳細情報がそれぞれのリソース画
面にリンクされています。
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論理インターコネクト構成の整合性確認論理インターコネクト構成の整合性確認

整合性確認では、論理インターコネクトが親の論理インターコネクトグループの構成と一致していることを確認するた
めに、論理インターコネクトを検証します。HPE OneViewアプライアンスは、論理インターコネクトと論理インターコ
ネクトグループの両方を監視し、両者を比較して、以下の項目が一致していることを確認します。

リソースリソース 整合性確認整合性確認

インターコネクトの設定 以下の論理インターコネクト設定に、論理インターコネクトグループで定義され
た期待される構成との相違がありますか?

高速MACキャッシュフェイルオーバーの有効化

MAC更新間隔

ストーム制御

ループ保護

Pause Flood保護

IGMP設定 以下のIGMP設定に、論理インターコネクトグループで定義された期待される構成
との相違がありますか?

IGMPスヌーピング

IGMPアイドルタイムアウト間隔

IGMPマルチキャストフラッド保護

IGMPプロキシレポート

アップリンクセット ポートの割り当てまたはネットワークの関連付けに、論理インターコネクトグ
ループで定義された構成との相違がありますか? アップリンクセットを追加しま
したか?

内部ネットワーク サーバー間通信のネットワーク割り当てに、論理インターコネクトグループで定
義された構成との相違がありますか?

インターコネクトマップ 論理インターコネクトグループは編集されていますか?

Quality of Service（QoS）設定 ネットワークサービスの要件は編集されていますか?

両方の構成が一致する場合は、論理インターコネクトの整合性状態フィールドが整合性ありに設定され、適合している
と見なされます。

不整合が見られる場合、論理インターコネクトのアラートが発行され、整合性状態フィールドがグループと一致しませ
んに設定されます。さらに、インターコネクト構成をアップデートする必要があります。

論理インターコネクトグループ画面には、整合性確認からセクションを除外するためのオプションがあります。

整合性の競合は手動または自動で解決できます。グループからアップデートオプションは、整合性の競合を自動的に解
決します。既存の論理インターコネクト構成に問題がある場合、またはグループからアップデートオプションでは論理
インターコネクト構成をアップデートできない場合は、手動で不整合を対処する必要があります。

整合性確認には、以下のオプションがあります。

完全一致：論理インターコネクトと論理インターコネクトグループが完全に一致していることを確認します。

自動競合修復中、整合性確認中に除外される論理インターコネクトグループ内のセクションには、完全一致オプ

ションが適用されます。

最小一致：基本的な論理インターコネクト構成が、論理インターコネクトグループ設定と一致していることを確認

します。論理インターコネクトに追加構成がある場合は、自動修復中に保持されます。競合する構成があったとし

ても、自動修復中に自動的に修復されません。

アップリンクセットと内部ネットワークの場合、この確認がデフォルトの整合性確認です。

チェックなし：論理インターコネクトの構成設定が、論理インターコネクトグループの設定から逸脱できるように

します。HPE OneViewによって、整合性レポートに不一致のフラグは付けられません。
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論理インターコネクトとのファームウェアの関連付け論理インターコネクトとのファームウェアの関連付け

論理エンクロージャー内のすべてのコンポーネントは、同じバージョンのファームウェアバージョンを実行するか、相
互に互換性のあるファームウェアバージョンを実行する必要があります。1つのService Pack for ProLiant（SPP）を
選択し、エンクロージャー内のすべてのコンポーネントに適用して、ファームウェアの互換性がないことによるダウン
タイムの危険性を最小限に抑えることができます。論理インターコネクトにSPPを適用し、関連するすべてのメンバー
インターコネクトを同じファームウェアベースラインにすることもできます。この操作では、デフォルトで、異なる
ファームウェアバージョンを実行しているメンバーインターコネクトのファームウェアだけをアップデートし、同じ
ファームウェアバージョンを実行しているインターコネクトは無視します。

ただし、エンクロージャーの追加中に手動で管理が選択されている場合、インターコネクト用のベースラインは未設
定になります。以降のファームウェアのアップデートがエンクロージャーのみに適用される場合、ベースラインは引き
続き未設定と表示されます。論理インターコネクトファームウェアのアップデートにベースラインを設定できるの
は、エンクロージャー画面を使用してエンクロージャーを追加した場合か、ファームウェアを論理エンクロージャー画
面からアップデートしてエンクロージャー+論理インターコネクト+サーバープロファイル を選択した場合のいずれか
です。論理インターコネクトのベースラインが設定されていない場合、エンクロージャーのファームウェアを手動で管
理する必要があります。
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論理インターコネクトのファームウェアのアップデート論理インターコネクトのファームウェアのアップデート

ファームウェアのアクティブ化オプションを使用すると、常に1つのパスを本番環境トラフィック用に維持することで
ネットワークの可用性を維持し、人為的なエラーによる機能停止を削減できます。またその後のアクティブ化のために
ファームウェアのステージングオプションがあります。個々のインターコネクトまたはすべてのインターコネクト上
で、ステージジングされたファームウェアをアクティブ化できます。

論理インターコネクトに基づいてファームウェアをアップデートする場合は、次のオプションがあります。

アップデートアクションアップデートアクション

オプションオプション 説明説明

ファームウェアのアップ
デート（ステージング +
アクティブ化）

選択したファームウェアをインターコネクトのセカンダリフラッシュメモリにステージン
グ（アップロード）してから、ファームウェアをベースラインとして使用開始します。こ
の操作が完了すると、すべてのメンバーインターコネクトが同じファームウェアベースラ
インを実行し、相互に対応します。

ファームウェアのステー
ジング（アクティブ化
用）

選択したファームウェアをインターコネクトのセカンダリフラッシュメモリにステージン
グ（アップロード）しますが、ファームウェアの使用を開始しません。後でファームウェ
アの使用を開始できます。

ファームウェアのアク
ティブ化

選択したステージング済みのファームウェアの使用を開始します。

論理インターコネクトに基づいてファームウェアをアップデートする場合、1つ以上のインターコネクトでターゲット
のファームウェアバージョンをすでに実行していると、HPE OneViewはそのインターコネクトをファームウェアのダウ
ングレードから除外します。

強制インストール強制インストール

現在インストールされているバージョンに関係なく、すべてのメンバーインターコネクト上のファームウェアのアップ
デートが必要です（強制）。

Service Pack for ProLiant（SPP）に含まれるバージョンより前のバージョンのファームウェアをインストールする場
合は、強制インストールオプションを選択して、ファームウェアをダウングレードする必要があります。ご使用の環境
で最新のファームウェアが問題を引き起こすことがわかっている場合、古いバージョンのファームウェアをインストー
ルする必要がある場合があります。

注意:注意:

ファームウェアを強制的にダウングレードすると、サーバーが不安定になる場合があります。

ファームウェアのアクティブ化オプションファームウェアのアクティブ化オプション

イーサーネットおよびファイバーチャネルのインターコネクトモジュール上のファームウェアをアクティブ化する場
合、次のオプションがあります。

オプションオプション 説明説明

奇数/偶数 左側にある奇数番号のインターコネクトモジュール（1、3、5、7）をアクティブ化した後
に、右側にある偶数番号のモジュール（2、4、6、8）をアクティブ化します。

シリアル 一番大きい番号のベイから順番に、一度に1つずつインターコネクトモジュールをアクティ
ブ化します。これは最も混乱を招かない方法です。

パラレル 同時にすべてのインターコネクトモジュールをアクティブ化します。これは最も混乱を招
く方法であり、ネットワークおよびストレージの接続が機能停止する可能性があります。

遅延

VC Ethernet、FlexFabric、またはVC-FCインターコネクトモジュールのアクティブ化またはリブート間で待機す
る時間（0-60分の間で指定）です。アクティブ化の遅延は、奇数/偶数および直列のアクティブ化にのみ適用さ
れ、オプションです。Hewlett Packard Enterpriseでは、5分以上にすることをお勧めします。

重要:重要:

アクティブ化間の遅延に大きい値を設定すると、直列のアクティブ化モードで長い待機時間が発生
します。例えば、アクティブ化間に60分の遅延を設定すると、論理インターコネクト内のインター
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コネクトごとに1時間かかることになります。

デフォルト値デフォルト値：

5
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1つのインターコネクトのファームウェアのアップデート1つのインターコネクトのファームウェアのアップデート

通常、ファームウェアアップデートは、論理インターコネクトに関連付けられているすべてのインターコネクトに影響
を及ぼします。ただし、論理インターコネクトに関連付けられている1つのインターコネクトをアップデートする必要
がある場合があります。例えば、異なるファームウェアバージョンのスペアを使用してインターコネクトを交換する場
合、1つのモジュールだけをアップデートして、論理インターコネクト内の他のモジュールと同じバージョンのファー
ムウェアにすることができます。ファームウェアをアップデートすると、ファームウェアは論理インターコネクトに選
択したファームウェアバージョンになります。
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内部ネットワーク内部ネットワーク

内部ネットワークとは、アップリンクポートがなく、トップオブラックスイッチがない同じ論理エンクロージャー内の
サーバー間通信に使用されるネットワークのことです。内部ネットワーク経由で相互に通信するサーバーは、トラ
フィックをアップリンクから送出せずに通信を行います。

内部ネットワークでは、サーバー間通信に使用する論理インターコネクトおよびネットワークを明示的に指定すること
ができます。例えば、すべてのサーバーがネットワーク net_100を介して通信するように設定するには、論理イン
ターコネクトの内部ネットワークとして net_100を指定できます。サーバープロファイルは、 net_100に接続され
ているすべてのサーバーが、 net_100を介してインターコネクトに接続されているダウンリンクを使用することを保
証します。

内部ネットワークのメンバーになれるのは、タグ付き、タグなし、およびトンネルイーサーネットネットワークだけで
す。タグ付きネットワークのVLAN IDが表示されます。

外部VLAN IDは、Virtual Connectスタッキングドメイン内でのトラフィックのルーティングには使用されないため、内
部ネットワークでの重複するVLAN IDは許可されます。

イーサーネットネットワークは、論理インターコネクトのアップリンクセットから削除されるときに、アップリンク
セットから内部ネットワークに自動的に移動して、障害発生を防止します。ただし、論理インターコネクトグループ内
のアップリンクセットからイーサーネットネットワークを削除する場合、ネットワークは内部ネットワークに自動的に
移動しません。

50以上のネットワークがある場合は、セット内のネットワークのリストにフィルタリングされたリンクがネットワー
ク画面に表示されます。

論理エンクロージャーの外部のネットワーク接続が必要な場合、ネットワークはアップリンクに関連付けられたアップ
リンクセット内になければなりません。

注記:注記:

ネットワークが論理インターコネクトグループおよび関連する論理インターコネクトのアップリンク
セットまたは内部ネットワークに追加されるまで、そのネットワークをプロファイル接続で使用するこ
とはできません。

内部ネットワークの追加および削除内部ネットワークの追加および削除

それぞれの論理インターコネクトグループおよび論理インターコネクトには、最初は空の内部ネットワークリストがあ
ります。論理インターコネクトグループと論理インターコネクトの両方の内部ネットワークリストにネットワークを追
加すると、論理インターコネクト内のインターコネクトのダウンリンクにマッピングできるサーバープロファイル接続
でそのネットワークを使用できます。

重要:重要:

複数の論理インターコネクト上の内部ネットワークリストに重複したネットワークがあると、エンク
ロージャー内のサーバーが通信できなくなる可能性があります。

このため、すべての内部ネットワークをエンクロージャー内の1つの論理インターコネクトに定義することをお勧めし
ます。

内部ネットワークは、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループ画面から追加または削除できます。
論理インターコネクトグループで作成された内部ネットワーク構成は、関連する論理インターコネクトによって継承さ
れます。論理インターコネクトに親の論理インターコネクトグループとの整合性を持たせるには、アクション > グ
ループからアップデートを選択します。

内部ネットワークリストのネットワークは、アップリンクセットで使用可能なネットワークとして表示されます。それ
らのネットワークは、アップリンクセットに追加されると内部ネットワークから自動的に削除されます。

論理インターコネクト内のアップリンクセットからイーサーネットネットワークを削除すると、そのネットワークは自
動的に内部ネットワークに移動するため、ネットワークを使用するサーバープロファイル接続ではネットワーク接続は
失われません。ただし、論理インターコネクトグループ内のアップリンクセットからイーサーネットネットワークを削
除する場合、ネットワークは内部ネットワークに自動的に移動しません。内部ネットワークを使用する場合、論理イン
ターコネクトグループを編集し、そのネットワークを内部ネットワークに追加します。
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アップリンクセットアップリンクセット

アップリンクセットは、単一の専用ネットワークまたはネットワークのグループと、エンクロージャー内のインターコ
ネクトのセットの物理ポートを定義します。アップリンクセットを使用すると、インターコネクトをデータセンター
ネットワークに接続できます。アップリンクセットでは、一貫したVLANネットワークセットを使用して、複数のポート
でポート集約（1つの外部インターコネクトに接続された複数のポート）とリンクフェイルオーバーをサポートできま
す。

アップリンクセットの構成アップリンクセットの構成

アップリンクセットは、論理インターコネクトの一部です。論理インターコネクトのアップリンクセットの初期構成
は、論理インターコネクトグループのアップリンクセットの構成によって決まりますが、特定の論理インターコネクト
のアップリンクセットは変更（上書き）可能です。

論理インターコネクトグループのアップリンクセットに加えた変更は、既存の論理インターコネクトに自動的にはプロ
パゲートされません。例えば、論理インターコネクトグループアップリンクセットに新しく追加したVLANを既存の論理
インターコネクトにプロパゲートするには、論理インターコネクトグループから各論理インターコネクト構成を個別に
アップデートする必要があります。

タグ付きのイーサーネットネットワークの場合、アップリンクセットを使用して、同じケーブルで複数のネット

ワークを運用するインターコネクトアップリンクを識別できます。

タグ無しまたはトンネルイーサーネットネットワークの場合、アップリンクセットは、単一のネットワーク専用で

あるインターコネクトアップリンクを識別します。

ファイバーチャネルネットワークの場合、アップリンクセットに追加できるネットワークは1つです。ファイバー

チャネルは、仮想ネットワークまたはVLANを妨げます。

Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワークの場合、アップリンクセットを使用して、同じイーサーネット

ケーブルセットで複数のファイバーチャネルネットワークとタグ付きのイーサーネットネットワークを運用できま

す。

各論理インターコネクトには、次の制限があります。

ゼロ個以上のアップリンクセットを定義できます。

アップリンクセットを定義しないと、エンクロージャー内のサーバーはデータセンターネットワークに接続できま

せん。

ネットワークは、論理インターコネクトグループごとに1つのアップリンクセットのメンバーにしかなれません。

ファイバーチャネルネットワークまたはFCoEネットワークを含むアップリンクセットでは、1つのインターコネクト

からのアップリンクだけを使用できます。

アップリンクセットには、1つ以上のタグ付きイーサーネットネットワークを含めることができます。タグ無しまた

はトンネルネットワークのアップリンクセットには、その1つのタグ無しまたはトンネルネットワークのみを含める

ことができます。

アップリンクセットには1つまたは複数のFCoEネットワークを含めることができますが、アップリンクは1つのFCoE

対応インターコネクト内に含める必要があります。

論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクト内では、すべてのVLAN IDがアップリンクセットおよび

内部ネットワーク全体で一意でなければなりません。

内部ネットワークでは、論理インターコネクト内のサーバー間接続が許可されます。内部ネットワークは、既存の

ネットワークを内部のネットワークセットに追加することで作成されます。内部ネットワークはアップリンクセッ

トに追加でき、それにより自動的に内部ネットワークセットから削除されます。

アップリンクセットを作成すると、ネットワークセットを直接追加できるようになります。

アップリンクセットを修正すると、ネットワークセットを直接追加または削除できるようになります。

アップリンクセットの作成中に、ゼロ個以上のネットワークセットをアップリンクセットに関連付けることができ

ます。

アップリンクセットを編集している間に、以下のアクティビティを実行できます。

ゼロ個以上のネットワークセットを既存のアップリンクセットに関連付けることができます。

アップリンクセットからネットワークセットを削除できます。

注記:注記:
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重複するネットワークを含んだネットワークセットを同じアップリンクセットに関連付けることができ
ます。

詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。
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アップリンクセットへのネットワークの追加アップリンクセットへのネットワークの追加

このアップリンクセットに追加するネットワークを選択します。

内部ネットワークの場合は、サーバー間通信に使用するネットワークを選択します。

アップリンクセットには、少なくとも1つのネットワークを割り当てる必要があります。ただし、内部ネットワーク

では空（割り当てられたネットワークなし）にしておくことができます。

ファイバーチャネルでは、1つのネットワークを追加することができます。

FCoEの場合、追加できるネットワークの数については、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

ネットワークは、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループごとに1つのアップリンクセットのメ

ンバーにしかなれません。アップリンクに現在割り当てられていないネットワークはメニューに一覧表示されま

す。

各タグ付きイーサーネットアップリンクセットには、ネイティブとして1つのイーサーネットネットワークを指定で

きます。

各タグ無しアップリンクセットには、1つのタグ無しネットワークを追加できます。

各トンネルアップリンクセットには、1つのトンネルネットワークを追加できます。

VLANをネイティブとして指定し、アップストリームのデータセンタースイッチからタグ無しパケットを受け入ることが
できます。それ以外の場合、アップリンクポートに到達するすべてのタグ無しパケットは破棄されます。ネットワーク
をネイティブとして構成した場合、ネットワークはタグ付きまたはタグ無しパケットを受け入れます。
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HPE Virtual Connect FCモジュールのトランキングHPE Virtual Connect FCモジュールのトランキング

HPE Synergy用HPE Virtual Connect SE 16Gb FCモジュールのトランキング機能により、HPE Virtual Connect 16Gb 24
ポートFCモジュールインターコネクトからBrocadeトップオブラック（ToR）スイッチに接続された複数のポートに対し
て単一のトランクを形成できます。トランクを使用すると、エンクロージャー内のサーバーとデータセンターのSAN
ファブリックの間のトラフィックフローを向上させることができ、中断を伴わないポート障害のフェイルオーバーも可
能になります。

注記:注記:

HPE Synergy用HPE Virtual Connect SE 16Gb FCモジュールのトランキングは、HPE OneView 4.2以降で
のみ使用できます。

トランクの形成は、インターコネクトとBrocade ToRスイッチの両方の完全で正確な構成に依存します。HPE OneViewで
は、アップリンクセットごとに1つのトランクがその中のすべてのポートを含むようにして、トランキングをアップリ
ンクセットごとに有効にできます。

トランキングが 有効なとき、アップリンクセットは追加のトランキング制限に準拠する必要があります。

少なくとも2つのポートを含めます。

すべてのポートで同じポート速度が選択されている必要があります。

トランキングが無効の場合、トランキングは使用されず、アップリンクセットには追加の制限はありません。

ファームウェアのダウングレード中、すべてのアップリンクセットでトランキングが有効になります。
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アップリンクポートとアップリンクポートの状態アップリンクポートとアップリンクポートの状態

インターコネクトモジュールの物理ポートはアップリンクセットに割り当てられています。アップリンクポートを追加
すると、使用可能なアップリンクポートのメニューが表示されます。

論理インターコネクト画面を使用して、アップリンクセットで使用されるアップリンクポートが有効で、リンクされ、
正しく構成されていることを確認してください。

アップリンクポートを優先として指定し、アップリンクセットの作成時にそれを適用すると、接続モードがフェイル
オーバーに設定されます。フェイルオーバーモードでは、優先ポートとはアクティブにし、アップリンクセットのトラ
フィックを転送するポートです。アップリンクセット内の他のすべてのポートはスタンバイモードです。何らかの理由
で優先ポートが故障すると、スタンバイポートが取って代わります。接続モードを自動に設定すると、Virtual
Connectインターコネクトはアクティブするポートとスタンバイにするポートを決定します。

優先優先は、接続モードがフェイルオーバーの場合に選択することができます。1つのリンクを外部ネットワークに対して
アクティブなリンクにしたい場合は、優先を選択します。その他のポートはスタンバイ接続です。優先アップリンクが
接続を失うと、使用可能なスタンバイアップリンクからの新しいアクティブなアップリンクがアクティブなネットワー
クパスとして選択されます。通常、新しいアクティブなアップリンクの選択にかかる時間は5秒未満です。以前の優先
アップリンクをリストアすると、接続は自動的にフェールバックします。

ポート状態ポート状態

ポートのリンクステータスおよび接続を表示します。ポートがリンクされていないか、接続が存在しない場合は、ポー
トの状態とステータスが、エラーとエラー状態の考えられる原因を特定するのに役立ちます。

アップリンクポートの考えられる状態は次のとおりです。

リンク済み

アップリンクポートは、通常、トップオブラックポートとリンクされています。

リンク済みスタンバイ

イーサーネットネットワークのステータス。FCoEアップリンクセットの場合、この状態は、FCoEネットワークの
みが存在し、アップリンクセットにはイーサーネットネットワークが存在しないことを示します。アップリンク
セット内に定義済みのイーサーネットネットワークが存在していた場合、ステータスはリンク済み アクティブ,
FCoE アクティブと表示されます。

リンクされていない

アップリンクポートは、インターコネクト（通常はトップオブラックポート）と物理的にリンクされていませ
ん。

FCアップリンクセットの場合、この状態は、FCファブリック接続が確立されていないことも示します。ポートス
テータスは、エラーとエラー状態の考えられる原因を特定するのに役立ちます。例：

未ログイン未ログイン - ポートはリモートデバイスにログインしていません。

互換性のないストレージ互換性のないストレージ – ポートがサポートされていないストレージデバイスに接続されています。

不完全なログイン不完全なログイン – ポートが接続されたデバイスからの不完全なファブリックログインを検出しました。

ファブリック不一致ファブリック不一致 – ポートがファブリックの不一致を検出しました。ポートがファブリック接続のファブ

リック用に構成されているがストレージデバイスに接続されている場合、またはポートが直接接続のファブ

リック用に構成されているが外部SANスイッチに接続されている場合、不一致が発生する可能性があります。

無効

ポートは、インターコネクトの編集画面で無効にされました。

非管理

QSFP+ポートが空ですが、Virtual Connect FlexFabric 20/40 F8モジュールをインストールするには、分割ケー
ブルが必要です。

FCoE

FCoEネットワークが定義されており、アップリンクが接続されており、FCoE対応スイッチが正しく構成されてい
る場合はアクティブ。

FCoEネットワークが定義されており、アップリンクが接続されているが、スイッチがFCoE対応でないか正しく構
成されていない場合はなし。
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アップリンクセットの接続タイプとモードアップリンクセットの接続タイプとモード

タイプタイプ

アップリンクセットの接続タイプは次のとおりです。

イーサーネット

イーサーネットアップリンクセットには、単一のアップリンクセット上の複数のネットワークが含まれていま
す。これを使用すると、これらのネットワークとアップリンクを共有できます。イーサーネットはFCoEネット
ワークにも使用されます。

ファイバーチャネル

ファイバーチャネルアップリンクセットには、ストレージで使用される単一のネットワークが含まれています。

トンネル

トンネルアップリンクセットには、VLANタグを変更しないでVLANグループを渡すのに使用する専用のアップリン
クポートセットを持つ単一のイーサーネットトンネルネットワークが含まれています。

タグ無し

タグ無しアップリンクセットには、タグ無しトラフィック（VLANタグ無し）を渡すのに使用する専用のアップリ
ンクポートセットを持つ単一のタグ無しイーサーネットネットワークが含まれています。

接続モード（イーサーネットのみ）接続モード（イーサーネットのみ）

アップリンクセットの接続モードは次のとおりです。

自動

アップリンクによってアクティブパスが決定されます。

アップリンクは、IEEE 802.3ad LACPを使用して集約グループを形成し、外部ネットワークへのアクティブなパス
として最高のパフォーマンスを発揮するアップリンクを選択することができます。アクティブ/アクティブ構成で
は自動を選択します。

フェイルオーバー

優先アップリンクの接続が失われた場合に使用するスタンバイアップリンク。このアップリンクが、新しいアク
ティブネットワークパスになります。

1つのリンクを外部ネットワークに対してアクティブなリンクにしたい場合は、優先を選択します。その他のポー
トはスタンバイ接続です。優先アップリンクが接続を失うと、使用可能なスタンバイアップリンクからの新しい
アクティブなアップリンクセットがアクティブなネットワークパスとして選択されます。通常、新しいアクティ
ブなアップリンクの選択にかかる時間は5秒未満です。以前の優先アップリンクをリストアすると、接続は自動的
にフェールバックします。
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スタッキングリンクとスタッキングヘルススタッキングリンクとスタッキングヘルス

スタッキングリンクスタッキングリンク

スタッキングリンクは、論理インターコネクト内のイーサーネットネットワークまたはFlexFabricモジュールに適用さ
れます。スタッキングリンクを介してすべてのインターコネクトを相互に接続できるので、インターコネクトのダウン
リンクに接続されているサーバーからのイーサーネットトラフィックは、そのインターコネクトを介して、またはその
インターコネクトから別のインターコネクトへのスタッキングリンクを介してデータセンターのネットワークに到達で
きます。エンクロージャーを追加するときに、エンクロージャー内にすべてのインターコネクトを含む1つの論理イン
ターコネクトを持つ1つの論理インターコネクトグループを作成します。これで、完全にスタックされたエンクロー
ジャーが作成されます。

スタッキングされていないエンクロージャーをセットアップするには、エンクロージャーを追加する前に、各インター
コネクトが個別の論理インターコネクトグループに属している複数の論理インターコネクトグループを構成します（そ
して、後で論理インターコネクトを分離します）。2つ以上のインターコネクトが論理インターコネクトグループ内に
存在する、部分的にスタックされたエンクロージャーを設定することもできます。

スタッキングヘルススタッキングヘルス

スタッキングヘルスステータスは、論理インターコネクトの冗長ステータスに基づいています。HPE OneViewは、論理
インターコネクトで2つのインターコネクト間にシングルパスを使用しているか、デュアルパスを使用しているかを判
別します。

アプライアンスは、エンクロージャー内のインターコネクト間の接続のトポロジを検出し、サーバーとデータセンター
ネットワーク間のパスの冗長性を判別します。アプライアンスは、冗長性の情報を論理インターコネクトのスタッキン
グヘルスとして報告します。以下のいずれかになります。

冗長接続

論理インターコネクト内のインターコネクトのペアの間には2つ以上の独立したパスがあり、論理インターコネク
ト内のインターコネクトのダウンリンクポートと論理インターコネクト内のほかのポート（アップリンクまたは
ダウンリンク）の間には2つ以上の独立したパスがあります。

接続済み

論理インターコネクト内のインターコネクトのペアの間には1つのパスがあり、論理インターコネクト内のイン
ターコネクトのダウンリンクポートと論理インターコネクト内のほかのポート（アップリンクまたはダウンリン
ク）の間には1つのパスがあります。

接続解除済み

1つ以上のインターコネクトが、論理インターコネクト内のほかのメンバーインターコネクトに接続されていませ
ん。

適用外

インターコネクトがスタッキングをサポートしていないか、論理インターコネクトにあるインターコネクトが1つ
です。

論理インターコネクトグループに定義されている構成は、エンクロージャー内で期待されている構成です。いずれかの
インターコネクトが構成済みの状態になるように定義されているのに、別の状態（非存在、インベントリ、非管理な
ど）になっている場合、スタッキングのヘルスは接続解除済みと表示されます。どのインターコネクトも構成済みの状
態になっていない場合、スタッキングのヘルス情報は表示されません。
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インターコネクトの設定インターコネクトの設定

リンクレイヤー検出プロトコル

ループ保護

MACキャッシュ

Pause Flood保護

VLAN IDVLAN ID

VLAN IDは、範囲が1〜4094で、論理インターコネクトで定義されているネットワークに関連付けられています。例え
ば、 のように、区切り文字としてカンマまたはキャリッジリターンを使用します。10-15, 52, 100-200
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LLDPタギングLLDPタギング

LLDPタギングLLDPタギング

リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）タギングが有効になっている場合は、論理インターコネクト内で番号が最も小
さいイーサーネットベイ位置の管理IPアドレスが使用されます。このIPアドレスは、ダウンリンクポートではタグ付き
LLDPフレームで送信され、アップリンクポートおよびスタッキングリンクポートではタグ無しフレームで送信されま
す。

LLDPタギング設定は、バーチャルコネクトイーサーネットモジュールでのみ使用できます。

有効有効

HPE OneViewは、論理インターコネクト内の最も小さい番号のベイ位置でVirtual Connectインターコネクトの
IPv4アドレスを取得し、これらのアドレスを論理インターコネクト内のすべてのVirtual Connectインターコネク
トに管理アドレスTLVとしてアドバダイズします。

無効無効

デフォルトでは、各Virtual Connectインターコネクトは、マスターインターコネクトのIPアドレスをLLDP管理ア
ドレスTLVとしてアドバタイズします。

デフォルト値デフォルト値：

無効

LLDPエンハンストTLVLLDPエンハンストTLV

LLDPエンハンストTLVは、有効な場合、LLDPフレームのシャーシID  TLVにあるエンクロージャー名とシリアル番号を送
信します。

デフォルト値デフォルト値：

無効
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ループ保護ループ保護

ループ保護機能では、ダウンリンクポート（サブポートまたは物理ポート）でのループの検出を有効にしてから、ポー
トを無効にします。

この機能は、DCC（Device Control Channel）プロトコルがFlex-10ポートで動作しているときに適用されます。

HPE OneViewネットワークループ保護は、次の2つの方法を使用してループを検出します。

1. インターコネクトは定期的にループ検出フレームを論理インターコネクトに挿入し、ループバックされた検出フ

レームのダウンリンクポートを分析します。この検出フレームがダウンリンクポートで見つかった場合、サーバー

はループ状態です。

2. インターコネクトは、アップストリームスイッチでの影響を防ぐために、CiscoやProCurveなどの他のスイッチで使

用される一般的なループ検出フレームを確認し、インターセプトします。

論理インターコネクト論理インターコネクト画面でネットワークループ保護が有効になっていて、ループ検出フレームがダウンリンクポート
で受信された場合は、管理操作が行われるまで、ダウンリンクポートはすぐに無効になります。この管理操作には、
ループ状態の解決およびループ保護エラー状態のクリアが含まれます。サーバーのループ検出ステータスをクリアする
には、サーバープロファイルを編集し、ループ検出状態のサーバーに対応した接続からすべてのネットワークを割り当
て解除します。

SNMPエージェントは、ループ状態が検出またはクリアされた時点でのトラップの生成をサポートします。

インターコネクト画面で、アクションメニューからループ保護をリセットすることができます。
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Pause Flood保護Pause Flood保護

Pause Flood保護（有効な場合）は、アップリンクポートでPause Flood状態を検出し、サーバーダウンリンクポート上
でPause Flood状態を検出および保護し、サーバーダウンリンクポートを無効にします。

Ethernetスイッチインターフェイスでは、一時停止フレームベースのフロー制御メカニズムを使用してデータフローを
制御します。休止フレームがフロー制御対応インターフェイスで受信された場合、休止フレームで指定された休止期間
の間、送信操作は停止されます。このインターフェイスに宛てられた他のすべてのフレームはキューに入れられます。
前の休止タイマーが切れる前に、別の休止フレームを受信した場合、休止タイマーは新しい休止期間値に更新されま
す。休止フレームの一定のストリームが長時間にわたって受信された場合、そのインターフェイスの送信キューは、す
べてのキューイングリソースがなくなるまで増大し続けます。この状態は、その他のインターフェイス上のスイッチ操
作に大きく影響します。さらに、プロトコルフレームを送信できないため、スイッチでのすべてのプロトコルの動作が
影響を受けます。ポート休止フレームと優先順位ベースの休止フレームの両方が、同じリソース枯渇状態を引き起こす
場合があります。

バーチャルコネクトインターコネクトは、サーバーダウンリンクポートでPause Flood状態を分析し、ポートを無効に
することによって保護アクションを行う機能を提供します。

また、Virtual Connect 4.31以降では、アップリンクおよびスタッキングリンクでPause Floodを監視およびレポート
します。

デフォルトのポーリング間隔は10秒であり、ユーザーが構成することはできません。SNMPエージェントは、Pause
Flood状態が検出またはクリアされたときのトラップ生成をサポートしています。
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MACキャッシュMACキャッシュ

高速MACキャッシュフェイルオーバー高速MACキャッシュフェイルオーバー

スタンバイモードにあったアップリンクがアクティブになると、サーバーブレードがこのアクティブな新規接続に到達
できるようになっていることを、外部イーサーネットインターコネクトが認識するのに数分間かかる場合があります。

高速MACキャッシュフェイルオーバーを有効にするとイーサーネットパケットが新しいアクティブな接続に送信され、
これにより外部イーサーネットインターコネクトが新規接続を識別（さらに、それらのMACキャッシュをアップデー
ト）できるようになります。

送信シーケンスがMAC更新間隔で数回繰り返され、約1分間で完了します。

デフォルト値デフォルト値：

有効

MAC更新間隔

MACキャッシュが更新される時間間隔は5秒です。
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IGMP設定IGMP設定

IGMP（Internet Group Management Protocol）スヌーピング機能を使用して、インターコネクトまたはVLANインター
フェイスでIGMP IPマルチキャストメンバーシップアクティビティを分析し、マルチキャストトラフィックのハード
ウェアレイヤー2スイッチング動作を構成して、ネットワークリソース利用状況を最適化することができます。現時点
では、IGMP v1、v2（RFC 2236）、およびIGMPv3がサポートされています。

以下でIGMPスヌーピングを有効にできます。

すべてのインターコネクト。

特定のVLANタグ付きネットワーク。

論理インターコネクトに関連付けられたVLANタグ付きネットワークの範囲。

IGMPアイドルタイムアウト間隔IGMPアイドルタイムアウト間隔

IGMPアイドルタイムアウト間隔は、IGMP v2仕様（RFC 2236）で規定されたGroup Membership Intervalの値です。

最適なネットワークリソース利用状況を実現するには、タイムアウト間隔をネットワークのマルチキャストルーター設
定に一致するように設定します。

データタイプ：データタイプ：

数値（測定単位は秒）。

有効な範囲：1～3600秒。

デフォルト値デフォルト値：

260
必須必須：

はい、IGMPスヌーピングが有効な場合。

IGMPマルチキャストVLANIGMPマルチキャストVLAN

IGMPマルチキャストVLAN（MVLAN）は、レイヤー2ネットワークのマルチキャストストリームの効率的な分散を可能にし
ます。MVLANを使用すると、インターコネクトとアップストリームルーター間でマルチキャストトラフィックを転送す
るために必要な帯域幅の量が削減されます。マルチキャストVLANオプションは、インターコネクトでデフォルトで無効
になっています。

論理インターコネクト画面または論理インターコネクトグループ画面からMVLANを追加できます。
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利用状況サンプリング利用状況サンプリング

利用状況サンプリング設定は、インターコネクト画面上のすべてのポートの統計情報のデータ収集レートを制御しま
す。ポートの統計情報は、利用状況画面のコンポーネントにポインターのカーソルを重ねるとグラフとして表示されま
す。

収集される利用状況データは、サンプル数とサンプル間隔の値に基づきます。デフォルト値は、時間に相当するデータ
を提供します。サンプル間隔の頻度を増加または減少し、保存するサンプリングの数を増加または減少できます。いず
れかの値を調整して、データが利用可能となる全期間の長さを制御します。

注記:注記:

HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートファイバーチャネルモジュールでは、利用状況サンプリングは常に
有効であり、無効にすることはできません。

注記:注記:

インターコネクト画面でポートの統計情報とグラフを表示するには、インターコネクトのファームウェ
アバージョンが4.00以降である必要があります。

サンプル間隔は、利用状況データのサンプル間の時間を指定するほか、インターコネクト画面でデータが更新される頻
度を指定します。

利用状況サンプリングオプションでは、1時間に収集されるサンプル数を指定でき、合計サンプリング時間が提供され
ます。合計サンプリング時間は、指定されたサンプル数とサンプル間隔に基づきます。

注記:注記:

デフォルトのサンプリングレートは1分あたり1サンプルであるため、サンプリングオプションはHPE
Virtual Connect 16Gb 24ポートファイバーチャネルモジュールには適用されません。
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SNMPの設定SNMPの設定

ネットワーク管理システムは、SNMPを使用して、ネットワークに接続されたデバイスの管理上の注意を要する状態を監
視します。論理インターコネクトグループおよび論理インターコネクト画面で設定を構成することで、サードパーティ
製のSNMPマネージャーを使用してインターコネクトのネットワークステータス情報を監視できます（読み取り専用）。

SNMPマネージャーは通常多数のデバイスを管理し、各デバイスには多数のオブジェクトを設定できます。このマネー
ジャーを使用してすべてのデバイスのすべてのオブジェクトから情報を取得するのは、実用的ではありません。代わり
に、イベントトラップと呼ばれるメッセージを送信することで、管理対象デバイスの各SNMPエージェントが要求しなく
てもマネージャーに通知されます。

HPE OneViewでは、SNMPマネージャーの機能を制御して、インターコネクトからの値を読み取ることができます。キャ
プチャーするSNMPトラップのタイプをフィルター処理してから、SNMPマネージャーにトラップの転送先を指定できま
す。デフォルトでは、SNMPは有効になっており、トラップの転送先は設定されていません。

論理インターコネクトは、作成時に、その論理インターコネクトグループからSNMP設定を継承します。論理インターコ
ネクトレベルでSNMP設定をカスタマイズするには、論理インターコネクト画面またはREST APIを使用します。

論理インターコネクトグループと論理インターコネクトの設定では、トラップを転送するために、またインターコネク
ト管理情報ベース（MIB）にユーザーが読み取り専用でアクセスするために、SNMPv1、SNMPv2、およびSNMPv3のプロト
コルをサポートします。

SNMPv3は、前のSNMPバージョンよりさらに安全な管理フレームワークを提供します。トラップのSNMPv3転送を有効にし
て通知を伝えたり、IPv4またはIPv6の両方のアドレスを使用してSNMPv3ユーザーおよび複数のトラップ転送宛先アドレ
スを定義したりできます。トラップの転送宛先を指定するときに、構成設定の入力が求められます。認証プロトコルの
メッセージダイジェスト5（MD5の場合）、セキュアハッシュアルゴリズム1（SHA1）、およびセキュアハッシュアルゴ
リズム2（SHA2）がサポートされます。プライバシーの保証は、データ暗号化のデータ暗号化標準（DES）法または高度
暗号化標準（AES）法のいずれかで行われます。セキュリティレベルに基づいて、認証用およびプライバシー用のパス
ワードを定義します。
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SNMPアクセスSNMPアクセス

SNMPアクセスにより、SNMP情報を問い合わせるときにインターコネクトから応答を受け取ることができるアドレスを構
成できます。最大16個のSNMPアクセスのアドレスを定義することができます。

1つ以上のIPアドレスまたはサブネットアドレスがSNMPアクセスに指定されている場合、インターコネクトからの応答
を受信できるのはそれらのアドレスだけです。SNMPアクセスに対してアドレスが構成されていない場合、任意のIPアド
レスでSNMPを使用してインターコネクトからの応答を受信できます。

SNMPアクセスは、Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトでは利用できません。

SNMPアクセスのIPアドレスは、CIDR（Classless Inter-domain Routing）形式で指定します。

IPv4およびIPv6アドレスがサポートされます。
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SNMPv1、v2、およびSNMPv3の設定SNMPv1、v2、およびSNMPv3の設定

SNMPv1, v2

SNMPトラップ宛先とSNMPアクセスを有効または無効にします。

SNMPv3

SNMPv3トラップ宛先を有効または無効にします。また、SNMPマネージャーがインターコネクト上でネットワーク
ステータス情報を監視できます。

システムコンタクト

SNMPが有効なときに、ネットワーク管理者やインフラストラクチャ管理者などに問い合わせを行う担当者。

長さは4文字以上である必要があります（設定されている場合）。

読み取りコミュニティ文字列

SNMPv1, v2が有効な場合、SNMP読み取りアクセスを制御する、認証用の共有のコミュニティ名。
管理者は、デフォルト以外の値を使用するように文字列を変更する必要があります。

データタイプ：データタイプ：

Virtual Connect Ethernetモジュールの場合、最大長は39です。

Virtual Connectファイバーチャネルモジュールの場合、最大長は24です。

SNMPv3ユーザー

名前

各SNMPv3ユーザー名はセキュリティレベルに関連付けられます。

セキュリティレベル

論理インターコネクトのSNMPv3セキュリティレベルの設定：

なし

セキュリティレベルが設定されていません。

認証

認証プロトコルとパスワードが必要です。

認証とプライバシー

認証プロトコルとパスワード、およびプライバシープロトコルとパスワードが必要です。

認証プロトコル

利用可能な認証プロトコルは、アプライアンスの暗号化モード設定によって異なります。

MD5

メッセージダイジェスト5（MD5）認証プロトコル。

注記:注記:

MD5はセキュアモードでは許可されません。

SHA1

セキュアハッシュアルゴリズム1（SHA1）認証プロトコル。

SHA-256

暗号ハッシュ関数は256ビットを使用します。

SHA-384

暗号ハッシュ関数は384ビットを使用します。

SHA-512

暗号ハッシュ関数は512ビットを使用します。

プライバシープロトコル

利用可能なプライバシープロトコルは、アプライアンスの暗号化モード設定によって異なります。

DES

データ暗号化のData Encryption Standard（DES）法。
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注記:注記:

DESはセキュアモードでは許可されません。

3DES

データの暗号化のTriple Data Encryption Standard（3DES）法は、DES暗号化アルゴリズムを各デー
タブロックに3回適用します。

AES-128

128ビットの鍵サイズを使用するデータ暗号化のAdvanced Encryption Standard（AES）法。

AES-192

192ビットの鍵サイズを使用するAESデータ暗号化。

AES-256

256ビットの鍵サイズを使用するAESデータ暗号化。

トラップ宛先

宛先

トラップが転送されるSNMPマネージャーのIPアドレスまたはホスト名。Virtual Connectファイバーチャネ
ルインターコネクトのIPアドレスを使用します。ホスト名は適用されません。

IPv4およびIPv6アドレスの両方がサポートされます。

ポート

SNMPトラップを受信する宛先で構成されている、1 ～ 65535のポート番号。

デフォルト： 162
トラップ形式

トラップの形式：SNMPv1、SNMPv2、またはSNMPv3

SNMPv1またはSNMPv2トラップとして宛先を設定する場合は、コミュニティ文字列のみを構成する必要があり
ます。

SNMPv3トラップとして宛先を設定する場合は、SNMPv3通知タイプおよびユーザー名も設定する必要がありま
す。

Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトには、SNMPv1を使用します。

通知タイプ（SNMPv3）

トラップ

未確認のSNMP通知。

通知

確認可能なSNMP通知。

エンジンID

リモートユーザーのエンジンID。エンジンIDは、プレフィックス「0x」と偶数桁（最大64）の16進数で構成
されます。指定しない場合、ユーザー名はローカルのSNMPv3ユーザーと見なされます。通知通知の通知タイプで
は、このプロパティを指定する必要があります。

ユーザー名（SNMPv3）

トラップおよび通知のSNMPv3ユーザー名。

深刻度

トラップの重要度。

注記:注記:

深刻度の設定はVirtual Connectファイバーチャネルインターコネクトには適用されません。
Virtual Connectファイバーチャネルモジュールは、深刻度では設定がNoneに設定されます。

クリティカル

SNMPマネージャーはインストールされているコンポーネントを管理できません。

メジャー

1つまたは複数のコンポーネントサブシステムが正しく動作していません。重大な機能の中断が発生し
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ています。

マイナー

1つまたは複数のコンポーネントサブシステムが正しく動作していません。軽度の機能の中断が発生し
ています。

警告

コンポーネントには潜在的な問題が存在します。

正常

コンポーネントは完全に機能しています。

情報

完全に機能しているコンポーネントの動作情報。

不明

SNMPマネージャーは、まだコンポーネントとの通信を確立していません。

VCMトラップ

VCM（Virtual Connect Manager）のトラップのカテゴリ：レガシー

VC-Enetトラップ

Virtual Connectイーサーネットトラップのカテゴリ：

ポートステータス

リンクがアップ状態またはダウン状態から変化した場合。

ポートしきい値

スループット利用状況がしきい値を超えています。

その他

認証の失敗。

VC-FCトラップ

Virtual Connectファイバーチャネルのトラップのカテゴリ：

ポートステータス

リンクがアップ状態またはダウン状態から変化した場合。

その他

認証の失敗。

SNMPのトラップ宛先の追加メニューでファイバーチャネルカテゴリが選択されていない場合、Virtual
ConnectファイバーチャネルモジュールでSNMPトラップの構成は行われません。

SNMPアクセス

SNMPアクセスにより、SNMP情報を問い合わせるときにインターコネクトから応答を受け取ることができるアドレ
スを構成できます。

1つ以上のIPアドレスまたはサブネットアドレスがSNMPアクセスに指定されている場合、インターコネクトからの
応答を受信できるのはそれらのアドレスだけです。SNMPアクセスに対してアドレスが構成されていない場合、任
意のIPアドレスでSNMPを使用してインターコネクトからの応答を受信できます。

SNMPアクセスは、Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトでは利用できません。

IPまたはサブネット

SNMPアクセスのIPアドレスは、CIDR（Classless Inter-domain Routing）形式で指定します。最大16個の
SNMPアクセスのアドレスを定義することができます。

IPv4およびIPv6アドレスがサポートされます。
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SNMPトラップの宛先SNMPトラップの宛先

各SNMPトラップの宛先は、その宛先に関連付けられた、VCM（Virtual Connect Manager）、VC-Enet（Virtual Connect
Ethernet）、およびVC-FC（Virtual Connectファイバーチャネル）の3つのトラップタイプのいずれかを持つことがで
きます。5つのVC-FCトラップタイプを持つことができる、最大25のトラップ宛先を定義することができます。

トラップが転送されるSNMPマネージャーのIPアドレスまたはホスト名を構成します。Virtual Connectファイバーチャ
ネルインターコネクトのIPアドレスを使用します。ホスト名は適用されません。

トラップの深刻度トラップの深刻度

注記:注記:

深刻度の設定はVirtual Connectファイバーチャネルインターコネクトには適用されません。Virtual
Connectファイバーチャネルモジュールは、深刻度では設定が Noneに設定されます。

クリティカル

SNMPマネージャーはインストールされているコンポーネントを管理できません。

メジャー

1つまたは複数のコンポーネントサブシステムが正しく動作していません。重大な機能の中断が発生しています。

マイナー

1つまたは複数のコンポーネントサブシステムが正しく動作していません。軽度の機能の中断が発生しています。

警告

コンポーネントには潜在的な問題が存在します。

正常

コンポーネントは完全に機能しています。

情報

完全に機能しているコンポーネントの動作情報。

不明

SNMPマネージャーは、まだコンポーネントとの通信を確立していません。

Virtual ConnectイーサーネットトラップのカテゴリVirtual Connectイーサーネットトラップのカテゴリ

ポートステータス

リンクがアップ状態またはダウン状態から変化した場合。

ポートしきい値

スループット利用状況がしきい値を超えています。

その他

認証の失敗。

VCM（Virtual Connect Manager）のトラップのカテゴリ：レガシー

Virtual ConnectファイバーチャネルのトラップのカテゴリVirtual Connectファイバーチャネルのトラップのカテゴリ

ポートステータス

リンクがアップ状態またはダウン状態から変化した場合。

その他

認証の失敗。

SNMPのトラップ宛先の追加メニューでファイバーチャネルカテゴリが選択されていない場合、Virtual Connectファイ
バーチャネルモジュールでSNMPトラップの構成は行われません。
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サポートされているSNMP管理情報ベース（MIB）サポートされているSNMP管理情報ベース（MIB）

MIBMIB VC-EnetVC-Enet VC-FCVC-FC

RFC 2863 IF-MIB ✓  

RFC 4188 Bridge-MIB ✓  

RFC 3418 SNMP v2 MIB ✓ ✓

Compaq System Info MIB ✓ ✓

Compaq HOST MIB ✓ ✓

RFC 1213ネットワーク管理 ✓  

RFC 4293 IP-MIB ✓  

Fibre Alliance MIB（FC
Mgmt）

 ✓

RFC 2837ファブリック要素MIB  ✓

VC Module MIB（VCM-MIB） ✓  

IEEE LLDP MIB（LLDP-MIB） ✓  

IEEE LLDPv2 MIB（LLDPv2-
MIB）

✓  

IEEE 802.3 LAG MIB（LAG-
MIB）

✓  

VC QoS MIB（VC-QoS-MIB） ✓  
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ネットワークトラフィックのQuality of ServiceネットワークトラフィックのQuality of Service

Quality of Service（QoS）は、データ転送の十分なサービスレベルを保証するためにネットワークが満たす必要があ
るサービス要件のセットです。QoSは、ネットワークトラフィックの保証付き供給システムを提供します。

QoS機能は次のことに役立ちます。

さまざまなネットワークトラフィックのトラフィックキューを優先順位に基づいて構成します。

イングレストラフィックを分類し、優先順位を付けます。

イーグレストラフィックの優先順位設定を調整します。

これらの設定を使用して、重要度の低いトラフィックよりも重要度の高いトラフィックが優先されて最初に処理される
ようにすることができます。ネットワークトラフィックのカテゴリを決めて分類すると、優先順位を割り当てて送信を
スケジュールできるようになります。

QoS構成は、論理インターコネクトグループで定義され、論理インターコネクトに伝播されます。QoS統計情報はインタ
コネクトによって収集されます。

QoS構成は、c7000エンクロージャー上のVC EthernetとVC FlexFabricインターコネクト上でのみサポートされます。
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QoSでのアップリンクとダウンリンクの分類QoSでのアップリンクとダウンリンクの分類

アップリンクとダウンリンクポートは、イーサーネットおよびIPヘッダーそれぞれのDot1p、DSCP、またはその両方の
値に基づいて、イングレストラフィック分類用に構成できます。

Dot1p

IEEE 802.1Qに定義されたVLANタグ付きフレームを使用する場合の、イーサーネットフレームヘッダー内の
Priority Code Point（PCP）という3ビットのフィールド。8つの異なるクラスのサービスが、3ビットPCPフィー
ルドで示されたように利用できます。

DSCP

Differentiated Services Code Point（DSCP）は、さまざまなレベルのサービスをネットワークトラフィックに
割り当てられるようにするIPパケット内のフィールドです。

DSCPおよびDot1p

IPトラフィックにはDSCPを使用し、非IPトラフィックにはDot1p優先度を使用します。

エンドツーエンドのQoSでは、途中のすべてのホップが、分類およびトラフィック管理の同じQoSポリシーで構成されな
ければなりません。

エンドツーエンドのQoSポリシーでは、トラフィックの優先順位付けには次のような利点があります。

帯域幅が広いほど、キューにある関連するトラフィックの優先順位が高くなります。インターコネクトでは、パ

ケットは関連するキュー帯域幅に基づいて出力されます。

イーグレス側でのdot1pのリマークによるプライオリティ指定によって、ネットワークの次のホップで優先順位を付

けるのに役立ちます。キューのイーグレストラフィックがdot1p値にリマークされており、そのdot1pがより高い帯

域幅を持つ次のホップでキューにマッピングされている場合、パケットはエンドツーエンドのネットワークでより

高い優先順位として扱われます。
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アクティブおよび非アクティブなQoS構成アクティブおよび非アクティブなQoS構成

論理インターコネクトとそれに関連付けられている論理インターコネクトグループの整合性を確認する際に、非アク
ティブなQoS構成の適合性も確認されます。ただし、非アクティブなQoS構成はUIに表示されません。アクティブなQoS
構成が、論理インターコネクトと関連付けられた論理インターコネクトグループとの間で同じ場合でも、内部的に保存
されている非アクティブのQoS構成内に不整合があるため、論理インターコネクトの整合性のステータスは不整合とし
て表示される場合があります。

グループからアップデートを実行して、論理インターコネクトグループと論理インターコネクトを整合性のとれた状態
にしてください。

QoS構成タイプQoS構成タイプ

注記: 注記: QoS構成タイプは、 HPE BladeSystem c7000エンクロージャーでのみサポートされます。

次のQoS構成タイプを利用できます。

パススルー

すべてのイングレスパケットがイーグレスで分類されません。個別のPG（優先度グループ）を持つFCoEパケット
がイングレスで処理されます。トラフィッククラス、マップ、または適用されるルールはありません。パスス
ルーモードは、QoSなし（QoS無効）と同じです。

カスタム（FCoE losslessあり）

QoSが有効であり、FCoEクラスを含むカスタマイズした構成が許可されます。構成では、デフォルトの2つのシス
テムクラスベストエフォートとFCoE losslessを定義します。FCoE Losslessクラスは、ユーザーが編集すること
はできず、ポートの50%の帯域幅があらかじめ構成されています。また、非FCoEイーサーネットトラフィック用に
最大6つの追加クラスを構成することもできます。

カスタム（RoCE losslessあり）

QoSが有効であり、RoCEクラスを含むカスタマイズした構成が許可されます。構成では、デフォルトの2つのシス
テムクラス ベストエフォートと RoCE losslessを定義します。RoCE losslessクラスは、ポートの50%の帯域幅が
あらかじめ構成されています。
DCBX構成の一部として、ダウンリンクポートの帯域幅を編集できます。また、非RoCEイーサーネットトラフィッ
ク用に最大6つの追加クラスを構成することもできます。

カスタム（FCoEおよびRoCE losslessなし）

QoSが有効であり、FCoEを含まないカスタマイズした構成が許可されます。構成では、1つのシステムクラス（ ベ
ストエフォート）を定義します。非FCoEまたは非RoCEイーサーネットトラフィック用に最大7つの追加クラスを構
成することができます。
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MACアドレスMACアドレス

インターコネクト設定はイーサーネットインターコネクト用のものであり、ファイバーチャネルインターコネクトには
適用されません。

インターフェイスインターフェイス

CPU

LAG ID

アップリンクポート

ダウンリンクポート

サブポート

MACアドレスタイプMACアドレスタイプ

学習済み

ネットワーク上の他のデバイスからインターコネクトが取得した動的MACアドレス。

その他

同じ論理インターコネクト内のインターコネクトモジュール管理プロセッサーのMACアドレス。主に内部管理トラ
フィックの交換やマルチキャストトラフィックストリームとの関連付けを通じてスタッキングリンクから取得。
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MACアドレステーブルの表示およびダウンロードMACアドレステーブルの表示およびダウンロード

ネットワークの問題をトラブルシューティングするには、論理インターコネクトのMACアドレステーブルを表示または
ダウンロードします。次のイーサーネットインターコネクトモジュールのMACアドレスを利用できます。

Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24ポートモジュール

Virtual Connect Flex-10/10Dモジュールfor c-Class BladeSystem

Virtual Connect FlexFabric 20/40 F8モジュールfor c-Class BladeSystem

MACアドレス情報は、電源が入っており、動作状態で、アプライアンスで管理されているイーサーネットインターコネ
クトで使用可能です。論理インターコネクトでは、最大100個のMACアドレスエントリーを表示するか、さらなる分析の
ためにテーブル全体を圧縮されたCSVファイルとしてダウンロードできます。

ダウンロードしたファイルには、アップリンクセット、サーバープロファイル、およびネットワークに関連付けられた
データベース全体が含まれています。

一度に1つのダウンロード要求を開始できます。新しいダウンロードを生成する前に、以前のダウンロードがすべて削
除されます。ダウンロードしたファイルは圧縮されたCSVファイル形式であるため、Microsoft Excelなど、任意のソフ
トウェアを使用してデータを操作することができます。
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ポートモニタリングポートモニタリング

ポートモニタリングを使用すると、あるスイッチ、すなわちネットワークアナライザーに接続されているスイッチのあ
るポートから別のポートに流れるトラフィックをミラーリングすることで、監視対象ポートを通過するトラフィックを
分析できます。ネットワークアナライザーポートネットワークアナライザーポートは、ミラーリングされたトラフィックの宛先です。ネットワークアナ
ライザーポート（ミラーリングされるアップリンクポートまたはダウンリンクポート）は、1つのエンクロージャー内
のダウンリンクサーバーポート用です。論理インターコネクトごとに1つのミラーリングされるポートがあります。

ポートモニタリングは、物理ポートのみでサポートされ、ダウンリンクポートにのみ適用されます。ポートモニタリン
グを論理インターコネクト上で構成できるのは、構成済み状態のインターコネクトモジュールだけです。ミラーリング
されるポートは、監視対象ポートまたはミラー元ポートと呼ばれます。パケットがコピーされるポートは、アナライ
ザーポートまたはミラー先ポートと呼ばれます。論理インターコネクトの物理インターコネクトモジュールには、すべ
てのポートモニタリング構成が含まれています。ポートモニタリングを構成するには、宛先ポート以外に1つ以上の送
信元ポートを指定します。宛先ポートは、ミラーリングされるポート（MTP）とも呼ばれます。

MTPは、監視対象送信元ポートで構成されているとおりに、イングレストラフィックまたはイーグレストラフィックの
コピーを受信します。監視対象ポートは、イングレストラフィックまたはイーグレストラフィックをミラーリングしま
す。送信元ポートからのイーサーネットトラフィックの方向を監視するには、次のいずれかのオプションを選択しま
す。

サーバーへ：イングレストラフィックのみを監視します。

サーバーから：イーグレストラフィックのみを監視します。

両方：イングレストラフィックとイーグレストラフィックの両方を監視します。

サーバー上のネットワークインターフェイスへの物理的なアクセスが制限されている場合、ポートモニタリングを使用
すると、サーバーポートからのトラフィックをミラーリングできます。

Virtual Connectモジュールのアップリンクポートは、これらの外部で生成されたトラフィックタイプの宛先として使
用しないでください。

スイッチトポートアナライザー（SPAN）

リモートスイッチポートアナライザー（RSPAN）

その他のミラーリングされたタイプのトラフィック
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ポートIDインジケーターの色の定義ポートIDインジケーターの色の定義

HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートファイバーチャネルモジュールHPE Virtual Connect 16Gb 24ポートファイバーチャネルモジュール

色色 機能機能

消灯 ポートが構成されていません。

青色 ポートID（ロケーター）。最初のリリースではこの
色のVCMはサポートされていません。

緑色 ポートはアップリンクポートとして構成されていま
す。

青/緑で点
滅

ポートはミラーポートとして構成されています。
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ローカルポートモニタリングローカルポートモニタリング

ローカルポートモニタリングでは、ミラートラフィックを分析する送信元ポートとネットワークアナライザーポート
が、同じインターコネクトモジュール上にあります。使用可能なポートのみが、ネットワークアナライザーポートのド
ロップダウンリストに表示されます。ネットワークアナライザーポートを構成するには、未使用のアップリンクポート
または物理ダウンリンクポートを使用します。

インターコネクトモジュールでは、ローカルポートモニタリングセッションを1つだけ作成できます。

HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートファイバーチャネルモジュール：HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートファイバーチャネルモジュール：

Virtual Connectを使用して、取得されたトラフィックをサーバーに転送することはできません。

論理インターコネクト内で、最多で16個のダウンリンクサーバーポートを持つ1つのネットワークアナライザーポー

ト（アップリンクポート）を構成できます。
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Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8インターコネクトモジュールVirtual Connect FlexFabric–20/40 F8インターコネクトモジュール

エンクロージャーの要件エンクロージャーの要件

HPE BladeSystem c-Class用のVirtual Connect FlexFabric–20/40 F8モジュールには、以下のような複数の独自機能が
搭載されています。

注意:注意:
過熱を防ぐには：

エンクロージャーに10個のファンがあることを確認します。

1つのエンクロージャー内に6個を超えるVirtual Connect FlexFabric–20/40 F8モジュールを挿入し

ないでください。

詳しくは、Virtual Connect FlexFabric–20/40 F8 Module for HPE BladeSystem c-Class InstallationVirtual Connect FlexFabric–20/40 F8 Module for HPE BladeSystem c-Class Installation

InstructionsInstructionsを参照してください。
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アップリンクセットの追加アップリンクセットの追加

アップリンクセットを使用すると、インターコネクトをデータセンターネットワークに接続できます。各アップリンク
セットには、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループの間で一意の名前を指定し、少なくとも1つ
のネットワークを含める必要があります。各アップリンクセット内のアップリンクは、単一のインターコネクトに制限
する必要があります。同じネットワークセット内で重複するVLAN IDは許可されません。

ネットワークセットをアップリンクセットに関連付けると、アップリンクに対するネットワークの追加または削除が簡
単になります。ネットワークセットに加えられた変更は、編集済みのネットワークセットとのアソシエーションがある
各アップリンクセットに反映されます。アップリンクセットの作成中にネットワークセットを追加すると、個々のネッ
トワークメンバーを手動で追加および削除するという余分な構成手順が不要になります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、編集する論理インターコネクトを選択し

ます。

2. アクション > 編集の順に選択します。

3. アップリンクセットの追加ボタンをクリックします。

4. 画面で要求されるデータを入力します。

5. ネットワークの追加またはネットワークセットの追加をクリックし、追加するネットワークまたはネットワーク

セットを選択します。

6. 追加をクリックするか、追加+をクリックして別のネットワークを追加します。

7. アップリンクポートの追加をクリックし、アップリンクポートを選択します。

8. 追加をクリックするか、追加+をクリックして別のポートを追加します。

9. 入力している情報が正しいことを確認し、作成をクリックします。

10. OKをクリックします。

11. 詳細ウィンドウで、アップリンクセットが作成されたことを確認します。
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プライベートVLANドメインの追加または編集プライベートVLANドメインの追加または編集

前提条件前提条件

インフラストラクチャ管理者または ネットワーク管理者。
手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、編集する論理インターコネクトを選択し

ます。

2. アクション > 編集の順に選択します。

3. アップリンクセットの追加ボタンをクリックします。

4. プライベートVLANドメインまでスクロールし、次のいずれかを実行して追加または編集します。

a. プライベートVLANドメインの追加を選択します。

b. 鉛筆アイコン（ ）を選択します。

5. プライマリネットワークおよび分離されたネットワークを入力します。

6. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のプライベートVLANドメインを追加するか、OKを選

択して編集操作を完了します。

7. マスターウィンドウで、変更されたことを確認します。
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ネットワークトラフィックを監視するポートの構成ネットワークトラフィックを監視するポートの構成

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者

HPE Synergy用HPE Virtual Connect SE 16Gb FCモジュールのファームウェアのバージョンは、4.0以降でなければ

なりません。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトを選択し、論理インターコネクトを選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

アクション > ポートモニタリングの構成の順に選択します。

ポートモニタリングビューで、ポートモニタリングの構成をクリックします。

3. 有効を選択します。

4. ポートを選択します。

ローカルを選択します。

a. ネットワークアナライザーポートを選択します。

b. ポートの追加をクリックします。

c. 監視する1つのサーバーポートを選択するには、追加をクリックします。複数のサーバーポートを選択するに

は、追加+をクリックします。

5. 各ポートに対応する監視するネットワークトラフィックの方向を選択します。

6. OKをクリックします。

7. ポートモニタリングビューに切り替えて、変更を見つけて、次のことを確認します。

ポートモニタリングが有効になっているかどうか。

ポートIDインジケーターの色の定義を確認する。
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アップリンクセットの削除アップリンクセットの削除

プライベートVLANドメインに含まれているネットワークからアップリンクセットを削除すると、アップリンクセットは
内部セットに移動しなくなります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、アップリンクセットを削除する論理イン

ターコネクトを選択します。

2. アップリンクセットを編集するには、編集アイコン をクリックします。

3. 削除するアップリンクセットの削除アイコン をクリックします。

4. アップリンクセットを削除することを確認し、はい、削除しますをクリックします。

5. 論理インターコネクトビューにアップリンクセットが表示されなくなったことを確認し、OKをクリックします。
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論理インターコネクトのMACアドレステーブルのダウンロード論理インターコネクトのMACアドレステーブルのダウンロード

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトを選択します。

2. アクション > MACテーブルのダウンロードを選択するか、MACテーブルのダウンロードをクリックします。

gzip  CSVファイルは、お使いのコンピューターのデフォルトのダウンロード場所にダウンロードされます。ご使

用のブラウザー設定でダウンロードの場所を指定していない場合は、任意の場所を指定するよう指示されます。

3. 指定したファイルの場所に gzipファイルがあることを確認します。
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論理インターコネクトの編集論理インターコネクトの編集

論理インターコネクトの以下の情報を編集できます。インターコネクトタイプを変更する場合は、論理インターコネク
トグループを編集します。

内部ネットワークにネットワークを追加または削除します。

アップリンクセットを追加、編集、または削除します。

インターコネクト設定を編集します。

SNMP設定を編集します。

利用状況のサンプリングレートを編集します。

論理エンクロージャーが作成される、またはそのエンクロージャーグループからアップデートされる場合に、すべての
変更は、論理インターコネクトに適用されます。

注記:注記:

サーバーに、この論理インターコネクトを使用する接続がある場合、論理インターコネクトを編集する
と、それらのサーバーのネットワーク接続が中断する可能性があります。例えば、ファームウェアを
アップデートしたり、サーバープロファイルに定義された接続で使用するネットワークを含むアップリ
ンクセットを変更したりすると、接続が中断する可能性があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、編集するインターコネクトグループを選

択します。

2. アクション > 編集の順に選択します。

3. 論理インターコネクトに変更を加えます。

4. OKをクリックします。

5. 適切なビューを選択して変更内容を確認します。例えば、インターコネクトの設定を変更した場合は、インターコ

ネクト設定ビューを選択します。

6. すでに存在する論理インターコネクト上で変更を有効にするには、論理インターコネクトに移動してグループから

アップデートを選択するか、論理インターコネクトと関連付けられている論理エンクロージャーに移動してグルー

プからアップデートを選択します。

論理インターコネクトグループの編集
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内部ネットワークの編集内部ネットワークの編集

内部ネットワークは、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループ画面から追加または削除できます。
論理インターコネクトグループで作成された内部ネットワーク構成は、関連する論理インターコネクトによって継承さ
れます。論理インターコネクトに親の論理インターコネクトグループとの整合性を持たせるには、アクション > グ
ループからアップデートを選択します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、編集する論理インターコネクトを選択し

ます。

2. アクション > 編集の順に選択します。

3. グラフィカルビューで、内部ネットワークエリアの 編集アイコンをクリックします。

4. ネットワークの追加をクリックして使用可能なネットワークから選択するか、すべて削除をクリックしてすべての

ネットワークを削除するか、 をクリックして特定のネットワークを削除します。

該当する変更を加えます。

注記:注記:

論理インターコネクト内のアップリンクセットからイーサーネットネットワークを削除すると、その

ネットワークは自動的に内部ネットワークに移動するため、ネットワークを使用するサーバープロ

ファイル接続ではネットワーク接続は失われません。ただし、論理インターコネクトグループ内の

アップリンクセットからイーサーネットネットワークを削除する場合、ネットワークは内部ネット

ワークに自動的に移動しません。

5. 内部ネットワークを編集し終えたらOKをクリックします。

6. 確認ボックスをチェックし、提示されているアクションの影響を理解したことを確認します。

7. はい、アクションを実行しますをクリックして続行します。

8. 論理インターコネクトを編集し終えたらOKをクリックします。

9. 内部ネットワークビューで、変更内容を確認します。
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アップリンクセットの編集アップリンクセットの編集

編集画面では、論理インターコネクトとそのスタッキングリンクおよびアップリンクセットのグラフィカルビューが表
示されます。この画面を使って、論理インターコネクトに以下の構成変更を加えます。

アップリンクセットの追加。

アップリンクセットの編集（アップリンクポートの選択またはクリア、ポート速度の調整、優先ポートの選択）。

アップリンクセットに対するネットワークの追加または削除。

注記:注記:

あるネットワークが1つ以上のネットワークセットに関連付けられている場合、そのネットワークを削

除することはできません。実行できるのは、そのネットワークをネットワークセットから削除する

か、ネットワークセットをアップリンクセットから削除するかです。

アップリンクセットに対するネットワークセットの追加または削除。

LACPタイマーの編集。

注記:注記:

アップリンクセットの構成を変更するときに、論理インターコネクトをオフラインにする必要はありま
せん。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、編集する論理インターコネクトを選択し

ます。

注記:注記:

アップリンクセットに複数のインターコネクトからのアップリンクポートが含まれる場合、FCoEネッ

トワークを追加することはできません。

2. アクション > 編集の順に選択します。

3. グラフィカルビューでアップリンクセットの編集アイコンをクリックします。

4. 該当する変更を加えます。

注記:注記:

アップリンクセットから削除されたすべてのネットワークは、内部ネットワークに自動的に追加され

ます。

5. OKをクリックします。

6. アップリンクセットビューで、アップリンクセットの変更内容を確認します。
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ファイバーチャネルネットワークのアップリンクフェイルオーバーに対応するファイバーチャネルネットワークのアップリンクフェイルオーバーに対応する

再分散ログイン設定の管理再分散ログイン設定の管理

ファイバーチャネルネットワークは、同じ物理インターコネクトのすべてからの複数のアップリンクを持つことができ
ます。最大16台のサーバーが、これらのアップリンクを使用してファイバーチャネルネットワークに接続できます。イ
ンターコネクトは、サーバーに接続され、オンラインになった時点で、ログイン、接続、または分散アルゴリズムを使
用してアップリンクを選択します。1つまたは複数のアップリンクが失敗した場合、インターコネクトはこれらのログ
イン（接続）を残りのアップリンクへ自動的にフェイルオーバーします。

障害が発生したアップリンクがリストアされる場合、（ ネットワーク画面からファイバーチャネルネットワークを追
加または編集するときに設定される）次の2つの選択肢があります。

ログイン再分散が自動の場合、インターコネクトがログインを自動的に再分散し、最適負荷分散に対応するすべて

のアップリンクを使用して起動します。

ログイン再分散が手動の場合、ログインを手動で再分散します。

ログイン再分散が自動に設定され、アップリンクが確実に安定状態になり、再分散をトリガーする前に（アップリン
クが回復後）インターコネクトが待機する必要がある時間を指定するときに、リンク安定時間（通常30秒）が適用され
ます。

前提条件前提条件

ネットワークタイプは、ファイバーチャネルに設定する必要があります（ネットワーク画面で設定）。

手順手順

1. 最初に、ネットワーク画面から、ファイバーチャネルネットワークを追加または編集するときにログイン再分散方

式を選択します。

a. メインメニューから、ネットワーキング > ネットワーク > ネットワークの作成の順に選択します。

b. ネットワークのタイプとしてファイバーチャネルを選択します。

c. ログイン再分散で、自動または手動を選択します。Virtual Connectファイバーチャネルで、手動を選択しま

す。

d. 作成をクリックして、ネットワークを作成します。

2. メインメニューからネットワーキング > 論理インターコネクトの順に選択します。

3. アクション > ログイン再分散を選択します。

4. アップリンクセットを選択して、ログイン再分散を割り当てます。

5. OKをクリックします。

6. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

そうでない場合は、通知エリア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。
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SNMPv3ユーザー設定の管理SNMPv3ユーザー設定の管理

SNMPv3ユーザーの追加

SNMPv3ユーザーの編集

SNMPv3ユーザーの削除
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SNMPv3ユーザーの追加SNMPv3ユーザーの追加

SNMPv3ユーザーを追加して安全にSNMPv3トラップを管理します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

a. アクション > 編集の順に選択します。

b. 編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、SNMPv3ユーザーの追加をクリックします。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. 追加をクリックするか、追加+をクリックして別のユーザーを追加します。

5. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

6. 指定したSNMPユーザーが追加されたことを確認するには、SNMPビューでSNMPv3ユーザーの情報を見つけます。
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SNMPv3ユーザーの編集SNMPv3ユーザーの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

a. アクション > 編集の順に選択します。

b. 編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、編集するSNMPv3ユーザーの隣にある編集アイコンをクリックします。

3. 画面上でデータを変更してから、OKをクリックします。

4. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

5. SNMPv3ユーザーの変更を確認するには、SNMPビューでSNMPv3ユーザー情報を検索します。
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SNMPv3ユーザーの削除SNMPv3ユーザーの削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

a. アクション > 編集の順に選択します。

b. 編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、削除するSNMPv3ユーザーの隣にある削除アイコンをクリックします。

注記:注記:

1つ以上のトラップ宛先に関連付けられている場合は、SMNPv3ユーザーを削除できません。最初に関

連付けられたトラップ宛先を削除してください。または、トラップ宛先を編集して別のユーザーを指

定してからSMNPv3ユーザーを削除してください。SNMPv3トラップを構成するため、SNMPv3ユーザーが

必要です。

3. はい、削除しますをクリックします。

4. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

5. SNMPv3ユーザーが削除されたことを確認するには、SNMPビューを参照します。
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c7000エンクロージャー用のSNMPアクセスの管理c7000エンクロージャー用のSNMPアクセスの管理

SNMPマネージャーのアクセスの追加

SNMPマネージャーのアクセスの編集

SNMPマネージャーからのアクセスの削除
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SNMPマネージャーのアクセスの追加SNMPマネージャーのアクセスの追加

SNMPマネージャーは、SNMPエージェントが実装されたネットワークデバイスとの通信を担います。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトでは利用不可

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

a. アクション > 編集の順に選択します。

b. 編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、SNMPアクセスを追加をクリックします。

3. IPアドレスまたはSNMPマネージャーのサブネットを入力します。

注記:注記:

IPv4およびIPv6アドレスの両方がサポートされます。

4. 追加をクリックするか、追加+をクリックして、他のSNMPマネージャーにアクセスを追加します。

5. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

6. 指定したSNMPアクセスが追加されたことを確認するには、SNMPビューで、SNMPアクセスの情報を見つけます。
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SNMPマネージャーのアクセスの編集SNMPマネージャーのアクセスの編集

SNMPマネージャーのIPアドレスを変更することができます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

a. アクション > 編集の順に選択します。

b. 編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、編集するアドレスのSNMPアクセス行の編集アイコンをクリックします。

3. IPアドレスに変更を加えます。

注記:注記:

IPv4およびIPv6アドレスの両方がサポートされます。

4. OKをクリックしてSNMP変更を適用します。

5. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

6. 指定したSNMPアクセスが変更されたことを確認するには、SNMPビューでSNMPアクセスの情報を見つけます。
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SNMPマネージャーからのアクセスの削除SNMPマネージャーからのアクセスの削除

SNMPマネージャーを削除すると、SNMPプロトコルを使用してモジュールに直接通信する機能が無効になります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーキング > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、

次のいずれかを実行します。

a. アクション > 編集の順に選択します。

b. 編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、削除するSNMPマネージャーの隣にある削除アイコンをクリックします。

3. はい、削除しますをクリックして削除を確認します。

4. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

5. 指定したSNMPアクセスが削除されたことを確認するには、そのアクセスがSNMPビューに表示されなくなったことを

確認します。

SNMPマネージャーからのアクセスの削除 574



SNMPトラップ宛先の管理SNMPトラップ宛先の管理

SNMPトラップ宛先の追加

SNMPトラップ送信先の編集

SNMPトラップ宛先の削除

サポートされているSNMP管理情報ベース（MIB）

SNMPトラップ宛先の管理 575



SNMPトラップ宛先の追加SNMPトラップ宛先の追加

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

アクション > 編集の順に選択します。

編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、トラップ宛先を追加をクリックします。

3. 要求されたトラップの宛先データを入力します。

4. 追加をクリックするか、追加+をクリックして別のトラップ宛先を追加します。

5. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

6. 指定したSNMPトラップ宛先が追加されたことを確認するには、SNMPビューでSNMPトラップ宛先の情報を見つけま

す。
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SNMPトラップ送信先の編集SNMPトラップ送信先の編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

アクション > 編集の順に選択します。

編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、編集するトラップのトラップ転送行の編集アイコンをクリックします。

3. トラップの宛先データに変更を加えます。

4. OKをクリックしてSNMP変更を適用します。

5. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

6. 指定したSNMPトラップ送信先が変更されたことを確認するには、SNMPビューでSNMPトラップ送信先の情報を見つけ

ます。
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SNMPトラップ宛先の削除SNMPトラップ宛先の削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループを選択し、次の

いずれかを実行します。

アクション > 編集の順に選択します。

編集アイコンをクリックします。

2. SNMPビューで、削除するトラップのトラップ転送行の削除アイコンをクリックします。

3. はい、削除しますをクリックして削除を確認します。

4. OKをクリックして論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループをアップデートします。

5. 指定したSNMPトラップ宛先が削除されたことを確認するには、そのトラップ宛先がSNMPビューに表示されなくなっ

たことを確認します。
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物理インターコネクトへの論理インターコネクト構成の再適用物理インターコネクトへの論理インターコネクト構成の再適用

整合性がない場合、論理インターコネクトに関連付けられたすべての物理インターコネクトに論理インターコネクト構
成を適用しなおすことができます。例えば、障害が発生した物理インターコネクト交換する場合、論理インターコネク
ト構成を適用しなおすことができます。これにより、物理インターコネクトは、論理インターコネクトによって定義さ
れたネットワーク接続プロパティとの整合性を持つようになります。

アクションメニューに一覧表示されている更新アクションにより、論理インターコネクトのステータスがハードウェア
の実際の状態と再同期され、インターコネクトリンクトポロジが再計算されます。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトを選択し、論理インターコネクトを選択します。

2. アクション > 構成の再適用を選択します。

3. はい、再適用しますをクリックして確認します。

4. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

5. アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

物理インターコネクトへの論理インターコネクト構成の再適用 579



エンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデートエンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデート

論理インターコネクトファームウェアをアップデートするには、次のオプションのいずれかを選択します。

ファームウェアのアップデート（ステージング + アクティブ化）

ファームウェアのステージング(アクティブ化用)

ファームウェアのアクティブ化

注記:注記:

論理インターコネクトファームウェアの更新中に、その論理インターコネクトの論理エンクロージャー
からファームウェアのアップデートを開始しないでください。

Virtual Connectファイバーチャネルインターコネクトの場合は、ファイバーチャネルインターコネクト用に構成され
たVirtual Connectインターコネクト用のファームウェアのアップデートを参照してください。

エンクロージャーの論理インターコネクトのファームウェアのアップデート 580



論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのステージングお論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのステージングお

よびアクティブ化よびアクティブ化

ファームウェアをアップロードし、アクティブ化のためにステージングするには、以下の手順を実行します。すでにス
テージングされたファームウェアをアクティブにするには、論理インターコネクトからのアップデート用のファーム
ウェアのアクティブ化を参照してください。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者。

イーサーネットを使用するように構成済みの2つのインターコネクトが追加されている少なくとも1つのエンクロー

ジャー、および少なくとも1つの論理インターコネクト。

追加される2つのインターコネクトと1つ以上の論理インターコネクトを持つ1つ以上のエンクロージャー。

少なくとも1つまたは複数のサポートされるアプライアンスにアップロードされたSPP。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトを選択します。

2. マスターウィンドウから、論理インターコネクトを選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

ファームウェアパネルからファームウェアのアップデートを選択します。

3. アップデートアクションから、ファームウェアのアップデート（ステージング + アクティブ化）を選択します。

4. ファームウェアベースラインから、インストールするファームウェアバンドルを選択します。

5. パラレルダウングレード中に、非準拠のインターコネクトモジュールのみをダウングレードするには、強制インス

トールを選択しないでください。

注記:注記:

中断せずにダウングレードできない場合、検証は失敗する可能性があります。このようなシナリオで

は、強制インストールを選択してダウングレードを続行します。

6. ファームウェアのアクティブ化方法と、ファームウェアをアクティブ化するインターコネクトの遅延を選択しま

す。

7. OKをクリックします。

8. ファームウェアビューの下の論理インターコネクトページで、論理インターコネクトに関連付けられたファーム

ウェアのバージョンとその関連付けられたインターコネクトを確認します。

注記:注記:

ファームウェアがすでに選択したファームウェアベースラインにあれば、ファームウェアはアップ

デートされず、アップデートの必要がないことを示すメッセージがアクティビティ画面に表示されま

す。

論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのステージングおよびアクティブ化 581
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論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアを後のアクティブ論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアを後のアクティブ

化用にステージング化用にステージング

ファームウェアをアップロードし、後のアクティブ化のためにステージングするには、以下の手順を実行します。すで
にステージングされたファームウェアをアクティブにするには、論理インターコネクトファームウェアのアクティブ
化を参照してください。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者。

イーサーネットを使用するように構成済みの2つのインターコネクトが追加されている少なくとも1つのエンクロー

ジャー、および少なくとも1つの論理インターコネクト。

追加される2つのインターコネクトと1つ以上の論理インターコネクトを持つ1つ以上のエンクロージャー。

少なくとも1つまたは複数のサポートされるアプライアンスにアップロードされたSPP。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトを選択します。

2. マスターウィンドウから、論理インターコネクトを選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

ファームウェアウィンドウからファームウェアのアップデートを選択します。

3. アップデートアクションから、ファームウェアのステージング（アクティブ化用）を選択します。

4. ファームウェアベースラインから、インストールするファームウェアバンドルを選択します。

5. パラレルダウングレード中に、非準拠のインターコネクトモジュールのみをダウングレードするには、強制インス

トールを選択しないでください。

ご使用の環境で最新のファームウェアが問題を引き起こすことがわかっている場合、古いバージョンのファーム

ウェアをインストールする必要がある場合があります。

注記:注記:

中断せずにダウングレードできない場合、検証は失敗する可能性があります。このようなシナリオで

は、強制インストールを選択してダウングレードを続行します。

6. OKをクリックします。

7. ファームウェアビューの下の論理インターコネクトページで、論理インターコネクトに関連付けられたファーム

ウェアのバージョンとその関連付けられたインターコネクトを確認します。

注記:注記:

ファームウェアがすでに選択したファームウェアベースラインにあれば、ファームウェアはアップ

デートされず、アップデートの必要がないことを示すメッセージがアクティビティ画面に表示されま

す。

論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアを後のアクティブ化用にステージング 582
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論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのアクティブ化論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのアクティブ化

後のアクティブ化用にステージングする時に、ファームウェアはインターコネクトのセカンダリフラッシュメモリに書
き込まれ（アップロードされ）ますが、アクティブ化はされません。このファームウェアを新しいファームウェアベー
スラインにするには、ステージングされたファームウェアをアクティブ化します。1つまたは複数のインターコネクト
上でファームウェアのステージングに失敗すると、ファームウェアアップデート操作は自動的に終了します。

現在のファームウェアベースラインとインストールまたはステージングされたファームウェアバージョンの両方
が、ネットワーク > 論理インターコネクト画面に表示されます。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者。

イーサーネットを使用するように構成済みの2つのインターコネクトが追加されている少なくとも1つのエンクロー

ジャー、および少なくとも1つの論理インターコネクト。

追加される2つのインターコネクトと1つ以上の論理インターコネクトを持つ1つ以上のエンクロージャー。

以前にステージングされたファームウェア。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、そのファームウェアを管理する論理イン

ターコネクトを選択します。

2. アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

3. アップデートアクションでファームウェアのアクティブ化を選択します。

4. ファームウェアのアクティブ化方法と、ファームウェアをアクティブ化するインターコネクトの遅延を選択しま

す。

注記:注記:

奇数/偶数またはシリアルのアクティブ化では、イーサーネットモジュールが最初にアップデート

され、次にファイバーチャネルモジュールがアップデートされます。すべてのイーサーネットモ

ジュールがアクティブ化されるまで、ファイバーチャネルモジュールは開始されません。

5. OKをクリックします。

6. アクティビティ画面をチェックして、ファームウェアのアップデートアクションが完了したかどうかを確認しま

す。

7. ファームウェアがアクティブ化された後に、ファームウェアバージョンがインストールされたことを確認するに

は、ファームウェアビューを選択し、インストール済みのバージョン番号とベースラインのバージョン番号を比

較します。

詳しくは、HPE SynergyイメージストリーマーヘルプHPE Synergyイメージストリーマーヘルプを参照してください。

論理インターコネクトからのアップデート用ファームウェアのアクティブ化 583
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ファイバーチャネルネットワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネファイバーチャネルネットワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネ

クト用のファームウェアのアップデートクト用のファームウェアのアップデート

ファイバーチャネルネットワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネクトが搭載されたエンクロージャーが
あり、そのエンクロージャーをアプライアンスの管理対象にする場合は、最初にインターコネクトのファームウェアを
アップグレードする必要があります。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、またはインフラストラクチャ管理者

エンクロージャー内にファイバーチャネルおよびIPv6アドレスを使用するように構成されているVirtual Connectイ

ンターコネクトがある場合は、サポート対象の最小バージョンのインターコネクトのファームウェアが必要です。

Virtual Connectインターコネクトが単独で、またはその他のVirtual Connectインターコネクトのみと一緒にエン

クロージャーに搭載されている場合は、サポート対象の最小バージョンのインターコネクトのファームウェアが必

要です。

サポートされる最小のインターコネクトファームウェアバージョンについては、HPE OneViewサポートマトリックHPE OneViewサポートマトリック

ススを参照してください。

ファイバーチャネルネットワーク用に構成されたバーチャルコネクトインターコネクト用のファームウェアのアップ
デート

手順手順

1. Onboard Administratorまたは外部のDHCPサーバーを使用して、インターコネクトにIPv4アドレスを割り当てます。

2. Smart Update Manager（SUM）またはVirtual Connect Support Utility（VCSU）を使用して、インターコネクトの

ファームウェアをアップデートします。

3. オプション：ファームウェアをアップグレードした後、Onboard Administratorまたは外部のDHCPサーバーを使用し

て、インターコネクトにIPv6アドレスを割り当てます。

ファイバーチャネルネットワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネクト用のファームウェアの
アップデート
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論理インターコネクトグループからの論理インターコネクト構成のアップデー論理インターコネクトグループからの論理インターコネクト構成のアップデー

トト

不整合（ グループと一致しません）の論理インターコネクト構成を、論理インターコネクトグループと整合性がある
（ 整合性あり）状態に戻すには、論理インターコネクトグループの設定を適用し直す必要があります。マスターウィ
ンドウで複数の論理インターコネクトを選択して、 グループからのアップデートグループからのアップデートアクションを実行できます。特定の
論理インターコネクトの アクティビティアクティビティページとグローバルな アクティビティアクティビティページでも グループからのアップグループからのアップ
デートデートアクションを追跡できます。 グループからのアップデートグループからのアップデートアクションが失敗すると、失敗したタスクが アクアク
ティビティティビティページに表示されます。
グループからのアップデートグループからのアップデートは、既に整合性のある論理インターコネクトでは実行されず、自動的にグループ操作から
除外されます。

注記:注記:

ネットワークを追加するときに、そのグループの論理インターコネクトをアップデートする場合、論理
インターコネクトをオフラインにする必要はありません。

論理インターコネクトグループを変更せずに、論理インターコネクトを変更することもできます。この
場合、論理インターコネクトに含まれるアップリンクセットにネットワークを追加します。ただし、ア
プライアンスは、その論理インターコネクトをグループと一致していない論理インターコネクトとして
分類します。

注記:注記:

論理エンクロージャー内でグループからアップデートを選択することもできます。これは、不整合の論
理インターコネクトによって論理エンクロージャーが不整合になるためです。

手順手順

1. ネットワーク > 論理インターコネクト画面から、アクション > グループからアップデートの順に選択します。

マスターウィンドウで連続する複数の論理インターコネクトを選択するには、範囲の先頭にあるリソースを選択

して、ShiftShiftキーを押したまま範囲の最後を選択します。

個々のオブジェクトを選択するには、CtrlCtrlキーを押したまま、各オブジェクトをポイントして選択します。

注記:注記:

グループからアップデートオプションは、論理インターコネクトグループと論理インターコネクトが

すでに適合している（整合性状態フィールドが整合性ありに設定されている）場合は使用できませ

ん。整合性のアラートが自動的に消去され、設定が論理インターコネクトグループと一致します。

注記:注記:

アラートを編集して、または手動で消去して、論理インターコネクトを適合させることはできませ

ん。通常、アクション > グループからアップデートの順に選択する必要があります。

アラートのクリアは、論理インターコネクトリソースのヘルスステータスに影響します（ヘルスは、

クリアされない最も重大なアラートの状態に等しくなります）。論理インターコネクトに一貫性がな

くても、ダッシュボードで正常（緑）のステータスをレポートするようにしたい場合、これは、有効

な使用例です。

2. 確認ボックスをチェックし、すべての影響を理解したことを確認します。

3. はい、アップデートしますをクリックして確認します。

4. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

論理インターコネクトグループからの論理インターコネクト構成のアップデート 585



論理インターコネクト上でのMACアドレスの表示論理インターコネクト上でのMACアドレスの表示

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトを選択します。

2. ビューセレクターからMACアドレスを選択します。

MACアドレステーブルが読み込まれ、最初の100個のエントリーが表示されます。

3. MACアドレスのリストを絞り込むには、使用可能な1つ以上の検索機能を使用します。

a. ドロップダウンリストから選択するか、値を入力します。例えば、そのインターコネクトのMACアドレスのみが

表示されるようにインターコネクトを選択できます。または、タグなしネットワークを選択することができま

す。

b. 検索条件に基づいてMACアドレスをフィルタリングするには、アップデートをクリックします。

論理インターコネクト上でのMACアドレスの表示 586



論理インターコネクトグループ論理インターコネクトグループ

論理インターコネクトグループは、1つのエンクロージャー内の物理インターコネクトセットで使用可能なネットワー
ク、アップリンクセット、およびインターコネクト設定を表すグループを作成するための方法として機能します。

知りたい情報知りたい情報
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ンターコネクト上の拡張TLV設定の有効化または無効

化
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グの有効化
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論理インターコネクトグループのコピー論理インターコネクトグループのコピー

論理インターコネクトグループの作成を効率化するために、既存の論理インターコネクトグループをコピーできます。

論理インターコネクトグループをコピーすると、すべての設定、アップリンクセット、およびネットワークが新しいグ
ループにコピーされます。新しいグループはエンクロージャーグループまたは論理インターコネクトに自動的に関連付
けられません。インターコネクトグループの論理をコピーした後は、論理インターコネクトグループを編集、またはエ
ンクロージャーグループに関連付けることができます。

例えば、既存の論理インターコネクトグループをコピーして同じ設定が含まれるようにしてから、新しいグループを編
集して別の内部ネットワークに配置します。
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論理インターコネクトグループのLLDPエンハンストTLV構造論理インターコネクトグループのLLDPエンハンストTLV構造

拡張type-length-value（TLV）は、インターコネクト間のリンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）情報交換の一部で
す。拡張TLVは、インターコネクトから送信されるLLDPフレームのシャーシ ID TLVに含まれるものを決定します。

拡張TLVは、HPE OneView UIまたはREST APIから有効または無効にできます。

拡張TLV設定は、バーチャルコネクトイーサーネットモジュールでのみ使用できます。

有効

シャーシ ID TLVはエンクロージャー名とシリアル番号をほかのインターコネクトに通知します。

無効

シャーシ ID TLVはスイッチMACアドレスを含みます。
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論理インターコネクトグループのLLDPエンハンストTLV値論理インターコネクトグループのLLDPエンハンストTLV値

拡張type-length-value（TLV）形式を有効にする拡張type-length-value（TLV）形式を有効にする

システム名（<hostname><serial number>BAY:<bay_number>）

シャーシ ID（ENC:<enclosure_name>:SERIAL NO:<enclosure_serial_number>）

部品説明（<op_speed>/<connector_type>）

拡張TLVを無効にする形式拡張TLVを無効にする形式

システム名（<hostname>）

シャーシ ID（<switch_mac_address>）

部品説明（IF-MIB::ifDescr value）、例： HPE VC FlexFabric 10Gb/24–Port Module 4.10 X1

詳細情報詳細情報

論理インターコネクトグループ作成時の拡張TLV設定の有効化

既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクト上の拡張TLV設定の有効化または無効化

論理インターコネクトグループのLLDPエンハンストTLV値 590



論理インターコネクトグループのLLDPタギング論理インターコネクトグループのLLDPタギング

リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）情報は、イーサーネットフレームの形式で、一定の間隔でデバイスによって送
信されます。各フレームには、1つのLLDPデータユニット（LLDPDU）が含まれています。各LLDPDUは、タイプ-長さ-値
（TLV）構造のシーケンスです。

LLDPタギングは、バーチャルコネクトイーサーネットモジュールでのみ使用できます。

タグなしLLDPフレームタグなしLLDPフレーム

デフォルトでは、バーチャルコネクト（VC）インターコネクトは、タグなしLLDPフレームを使用してそのIDをアドバタ
イズし、そのリンクパートナーについて学習します。LLDPは、VCインターコネクトの管理IPアドレスをアップリンク、
ダウンリンク、およびスタッキングリンクポートにアドバタイズします。LLDPフレームは、論理インターコネクト内の
スタッキングリンクの識別も行います。

論理インターコネクト内で一番小さいベイ番号のインターコネクトのIPv4アドレスのみが、LLDP管理アドレスTLVで使
用されます。静的に、あるいはDHCPを使用してIPv4アドレスをインターコネクトへ割り当てたことを確認してくださ
い。

タグ付きLLDPフレームタグ付きLLDPフレーム

LLDPは、ダウンリンクポートでタグ付きLLDPフレームを使用して、ハイパーバイザー内の仮想スイッチとの通信に使用
することもできます。タグ付きフレームには、構成済みのFlexNICのサブポートを指定するVLAN IDが含まれています。
この情報は、ネットワークトポロジの作成に使用されます。

LLDPタギングは、HPE OneView UIまたはREST APIを使用して有効または無効にすることができます。
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論理インターコネクトグループのグラフィカルインターフェイス論理インターコネクトグループのグラフィカルインターフェイス

論理インターコネクトグループの関係の表示には、アップリンクセット、ネットワーク、アップリンクポート、および
物理インターコネクトが含まれます。同じ関係は、論理インターコネクト画面に表示されます。

1. 編集アイコン：クリックすると、構成の変更としてアップリンクセットまたは内部ネットワークなど、関連するオ

ブジェクトを編集できます。

2. 削除アイコン：クリックすると、アップリンクセットなどの関連するオブジェクトを構成から削除します。

3. アップリンクセットの追加：クリックすると、論理インターコネクトグループにアップリンクセットを追加しま

す。

4. アップリンクセット接続：アップリンクセットの構成を関連するネットワークおよびアップリンクポートとともに

グラフィカルに表示します。アップリンクセットまたはアップリンクポートにカーソルを重ねると、構成の接続を

強調表示します。

5. アップリンクポート：割り当てられているアップリンクポートとそのステータスです。ポートにカーソルを重ねる

と、追加のポート情報を表示します。

6. エンクロージャーのベイ番号：エンクロージャーのインターコネクトベイを識別します。
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エンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループエンクロージャーグループの複数の論理インターコネクトグループ

1つのエンクロージャーグループに複数の論理インターコネクトグループを関連付けることができます。

エンクロージャーグループで複数の論理インターコネクトグループを使用する利点は、以下のとおりです。

イーサーネットネットワーク間でのエアギャップ分離によって、ネットワークトラフィックの分離が可能。

インターコネクト間でスタッキングケーブルが不要なため、データセンタートラフィックのアップリンクポートを

開放。

アクティブ/アクティブ構成でネットワーク数が倍増。

論理インターコネクトグループの要件論理インターコネクトグループの要件

水平方向に隣接したベイのインターコネクトは、同じインターコネクトタイプまたは空のベイを含む必要がありま

す。

詳細情報詳細情報

アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成
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論理インターコネクトグループを作成する場合論理インターコネクトグループを作成する場合

デフォルトでは、エンクロージャーを追加する前に論理インターコネクトグループを作成せずにエンクロージャーを追
加する場合、エンクロージャー内のすべてのインターコネクトを含む1つの論理グループが自動的に作成されます。エ
ンクロージャー内に複数の論理インターコネクトを作成したい場合、次の操作を行います。

各論理インターコネクト内のインターコネクトで論理インターコネクトグループを作成します。

論理インターコネクトグループをエンクロージャーグループに追加します。

エンクロージャーグループを使用するエンクロージャーを追加します。

論理インターコネクトグループを作成する場合 594



論理インターコネクトグループのアップリンクセット論理インターコネクトグループのアップリンクセット

論理インターコネクトグループのアップリンクセットの部分には、エンクロージャーグループの論理インターコネクト
ごとに、アップリンクセットの初期構成を定義します。既存の論理インターコネクトグループのアップリンクセットを
変更すると、構成の変更後に追加されたエンクロージャーのみが新しいアップリンクセット構成を使用して構成されま
す。論理インターコネクトグループのアップリンクセットを変更すると、論理エンクロージャーおよびそれに関連付け
られた論理インターコネクトと論理インターコネクトグループとの整合性がなくなります。ネットワーク > 論理イン
ターコネクト > アクション > グループからアップデートを選択して、論理エンクロージャーと論理インターコネクト
を論理インターコネクトグループに行われた変更に適合させます。

アップリンクセットの構成アップリンクセットの構成

ネットワークセットをアップリンクセットに関連付けることができます。ネットワークセットに加えられた変更は、
アップリンクセットに伝播されます。アップリンクセットを作成すると、ネットワークセットを直接追加できるように
なります。アップリンクセットを修正すると、ネットワークセットを直接追加または削除できるようになります。

注記:注記:

重複するネットワークを含んだネットワークセットを同じアップリンクセットに関連付けることができ
ます。
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論理インターコネクトグループのコピー論理インターコネクトグループのコピー

既存の論理インターコネクトグループの設定を新しい論理インターコネクトグループにコピーできます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトグループの順に選択し、コピーするインターコネクトグ

ループを選択します。

2. アクション > コピーの順に選択します。

3. 新しい論理インターコネクトグループの名前を入力します。

4. OKをクリックします。

HPE OneViewは既存の論理インターコネクトグループを使用して、新しい論理インターコネクトグループを作成しま

す。新しい論理インターコネクトグループは、エンクロージャーグループまたは論理インターコネクトに関連付け

られません。

5. マスターウィンドウに新しい論理インターコネクトグループが表示されることを確認します。
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論理インターコネクトグループの作成論理インターコネクトグループの作成

デフォルトでは、エンクロージャーを追加する場合、エンクロージャー内のすべてのインターコネクトを含む1つの論
理グループが自動的に作成されます。論理インターコネクトを複数作成する場合、最初に各論理インターコネクト内で
必要とするインターコネクトで論理インターコネクトグループを作成します。

既存の論理インターコネクトグループをテンプレートとして使用する場合、作成するのではなく論理インターコネクト
グループをコピーします。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューでネットワーク > 論理インターコネクトグループの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行しま

す。

アクション > 作成の順に選択します。

+ 論理インターコネクトグループの作成をクリックします。

2. 論理インターコネクトグループの名前を入力します。

3. グラフィカルビューで、内部ネットワークエリアの 編集アイコンをクリックします。

4. ネットワークの追加をクリックして、選択可能なネットワークから選択します。

5. 内部ネットワークの追加が完了したら、OKをクリックします。

6. アップリンクセットの追加をクリックします。

7. 作成する各アップリンクセットの画面で要求されるデータを入力します。

8. 作成をクリックして終了するか、作成 +をクリックして追加のアップリンクセットを作成します。

9. オプション：必要に応じて、下へスクロールして、インターコネクト設定を変更します。

インターコネクトグループから作成された論理インターコネクトは、これらの設定を継承します。

10. オプション：SNMP設定を変更します。

インターコネクトグループから作成された論理インターコネクトは、これらの設定を継承します。

11. オプション：Quality of Service（QoS）設定を変更します。

12. 作成をクリックして終了するか、作成 +をクリックして追加の論理インターコネクトグループを作成します。

13. 論理インターコネクトグループが作成されたことを確認するには、そのグループを詳細ウィンドウで見つけます。

14. オプション：編集する論理インターコネクトグループを選択し、アクション > 編集の順に選択して、必要に応じて

利用状況のサンプル設定を変更します。

この設定は、インターコネクト画面に表示される利用状況グラフのデータ収集に使用されます。

15. OKをクリックして変更を適用します。

16. 変更内容を確認するには、全般ビューで見つけます。
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論理インターコネクトグループの削除論理インターコネクトグループの削除

注記:注記:

論理インターコネクトグループは、論理インターコネクトまたはエンクロージャーグループによって参
照されている間は削除できません。論理インターコネクトグループを削除するには、関連付けられてい
る論理インターコネクトおよびエンクロージャーグループを削除する必要があります。

削除ダイアログ内に、関連するリソースへのリンクが示されます。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者またはインフラストラクチャ管理者。

エンクロージャーグループまたは論理インターコネクトによる論理インターコネクトグループへの参照はすべて、

論理インターコネクトグループが削除される前に削除されます

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトグループの順に選択し、削除する論理インターコネクト

グループを選択します。

2. アクション > 削除の順に選択します。

3. 論理インターコネクトグループを削除することを確認し、はい、削除しますはい、削除しますをクリックします。

4. マスターウィンドウに論理インターコネクトグループが表示されなくなったことを確認します。
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トランキング構成の無効化トランキング構成の無効化

前提条件前提条件

すべてのアクティブなサーバーに冗長SAN I/Oパスが確実に存在すること。
手順手順

1. アップストリームのBrocadeスイッチのトランク領域を削除します。詳しくは、Brocadeスイッチのユーザードキュ

メントを参照してください。各アップリンクセットの奇数番号のベイで、次の手順を実行して、Brocadeスイッチの

トランク領域を削除します。

注記: 注記: トランク領域を削除するためにポートが無効になっている間は、各アップリンクセットとファ

イバーチャネルネットワークの停止が発生します。

a. コマンドを使用して、アップリンクセットに接続されているポートを無効にします。

b. コマンドを使用して、ポートのポートトランク領域を無効にします。

c. コマンドを使用してポートを有効にします。

d. コマンドを使用してトランクが形成されなくなったことを確認し、スイッチ上のすべてのトランクを

表示します。

e. 残りのアップリンクセットごとにこれらの手順を繰り返します。

2. 論理インターコネクトグループを編集し、偶数番号のベイのみのアップリンクセットをアップデートします。各

アップリンクセットで必ずトランキングを無効にしてください。

3. 論理インターコネクトグループに関連付けられた論理インターコネクトごとに、グループからのアップデートを実

行して、論理インターコネクトと論理インターコネクトグループに整合性があることを確認します。

4. 偶数番号のベイについて、上記の手順を繰り返します。

portdisable

porttrunkarea --disable <port-range>

portenable

trunkshow
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論理インターコネクトグループの編集論理インターコネクトグループの編集

論理インターコネクトグループに対して行った構成変更は、メンバー論理インターコネクトに自動的には伝播されませ
ん。ただし、論理インターコネクトグループを変更することで、各論理インターコネクトを1回の操作でアップデート
できます。

論理インターコネクトグループに対する変更は、テンプレートにのみ適用されます。テンプレートに対する変更は、メ
ンバー論理インターコネクトに伝播されません。変更を伝播させるには、手順で説明されているステップに従ってくだ
さい。

論理インターコネクトグループ画面では、以下の情報を編集できます。

別の物理インターコネクトを追加する（または既存のものを削除する）。

インターコネクトのタイプを変更する。

アップリンクポートの選択またはクリア、ポート速度の調整、および優先ポートの選択により、アップリンクセッ

トを編集する。

注記:注記:

アップリンクセットの名前を変更し、論理インターコネクト画面でアクション > グループからアップ

デートを選択すると、接続が一時的に中断されます。

アップリンクセットおよび内部ネットワークへネットワークを追加する。

インターコネクト設定を編集する。

利用状況のサンプリングレートを編集する。

LACPタイマーを介して制御メッセージの頻度を管理する。

Quality of Service（QoS）構成を編集する。

論理エンクロージャーが作成される、またはそのエンクロージャーグループからアップデートされる場合に、すべての
変更は、論理インターコネクトに適用されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > 論理インターコネクトグループの順に選択し、編集するインターコネクトグ

ループを選択します。

2. アクション > 編集の順に選択します。

3. 論理インターコネクトグループのインターコネクトの構成、内部ネットワーク、関連付けられたアップリンクセッ

ト、インターコネクト設定、または利用状況のサンプルレートに変更を加えます。

注記:注記:

ネットワークを追加または変更する場合は、論理インターコネクトグループの要件に従ってくださ

い。

4. OKをクリックします。

5. 適切なビューを選択して変更内容を確認します。例えば、インターコネクト設定を変更した場合は、論理インター

コネクトグループのインターコネクト設定インターコネクト設定ビューを選択して変更内容を確認します。

6. 必要な論理インターコネクト上で変更を確実に有効にするには、論理インターコネクト画面に移動し、アップデー

トするインターコネクトを選択するか、論理エンクロージャー画面から、アップデートする関連付けられた論理エ

ンクロージャーを選択して、アクション > グループからアップデートをクリックします。
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アップグレード後の、または既存の構成を使用した、HPE Virtual Connectアップグレード後の、または既存の構成を使用した、HPE Virtual Connect

16Gb 24ポートFCモジュールのトランキングの構成16Gb 24ポートFCモジュールのトランキングの構成

デフォルトでは、アップグレード時にトランキングがオンになっています。

前提条件前提条件

すべてのアクティブサーバーに対して冗長SAN I/Oパスが存在することを確認してください。これにより、トランキ

ングを有効にする手順を実行する際に完全な中断を防ぐことができます。

トップオブラック（ToR）スイッチの接続されているポートをまとめてトランク化できることを確認します。ハード

ウェアトランク領域は、トランク化されるポートで一貫している必要があります。

手順手順

1. 各アップリンクセットの奇数番号側のベイで、次の手順に従い、Brocadeスイッチを構成してアップリンクセットの

トランク領域を作成します。

a. コマンドを使用して、アップリンクセットに接続されているポートを無効にします。

b. コマンドを使用して、ポートのトランク領域を作成

して有効にします。

c. コマンドを使用してポートを有効にします。

d. コマンドを使用して構成を確認します。

e. 残りのアップリンクセットごとにこれらの手順を繰り返します。

重要:重要:

Brocadeスイッチのポートがトランキング用に有効になっているため、各アップリンクセットおよ

びファイバーチャネルネットワークで一時的な停止が発生します。

f. トランクが正しく形成されたことを確認するには、 コマンドを使用して、スイッチ上のすべてのトラ

ンクを表示します。結果の情報が、 コマンドで構成された情報と一致する必要があります。

注記:注記:

トランクが正しく形成されなかった場合は、 コマンドを使用してトラブルシューティ

ングを行います。詳しくは、Brocadeスイッチのユーザーマニュアルを参照してください。

2. 偶数番号のベイについても前の手順を繰り返します。

この時点で、すべてのアップリンクセットがトランキング用に有効になっており、すべてのポートが引き続きリン

クされ、トラフィックが正常に流れている必要があります。各アップリンクセットにトランクが形成されていない

という警告が表示される可能性があり、これは予期される動作です。

portdisable

porttrunkarea --enable <port-range> -index <index>

portenable

porttrunkarea --show enabled

trunkshow
porttrunkarea

trunkdebug

アップグレード後の、または既存の構成を使用した、HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュールの
トランキングの構成
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新しい構成を使用したHPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュールのトラ新しい構成を使用したHPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュールのトラ

ンキングの構成ンキングの構成

次の手順では、トラフィックを受け渡しているアップリンクセットが既存の構成済みインターコネクトに存在しない場
合に、HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュール論理インターコネクトグループ構成を作成する方法を詳しく
説明します。

前提条件前提条件

HPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュールインターコネクトとトップオブラック（ToR）スイッチ間に接続

されているポートに注意し、トランクを形成する必要があるポートを決定します。

ToRスイッチの接続されているポートをまとめてトランク化できることを確認します。トランク化するポートは、同

じハードウェアトランク領域から選択する必要があります。

手順手順

1. トランク化されたアップリンクを必要とするHPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュールインターコネクトを

含む各論理インターコネクトグループに対して、必要なアップリンクセットを作成または編集します。

2. 新しいアップリンクセットごとに、トランキングを有効にし、適切なポートを選択してポート速度を構成します。

すべてのアップリンクセットが作成されたら、論理インターコネクトグループを確認して、構成が正しいことを確

認します。

3. 必要な場合は、エンクロージャーグループと論理エンクロージャーを作成します。それ以外の場合は、論理エンク

ロージャーレベルでグループからアップデートを実行することにより、または論理インターコネクトごとに、各論

理インターコネクトをアップデートして適合性を確保してください。

4. 各インターコネクトの構成が完了し、アップリンクポートがオンラインでリンクされていることを確認します。

5. トランキング対応のアップリンクセットを使用してHPE OneViewを構成した後、Brocade製アップストリームスイッ

チのトランク領域を構成します。詳しくは、Brocadeスイッチのユーザードキュメントを参照してください。各アッ

プリンクセットで、次の手順を実行して、Brocadeスイッチのトランク領域を構成します。

a. コマンドを使用して、トランク領域に含まれるポートを無効にします。

b. コマンドを使用して、ポートのトランク領域を作成

して有効にします。

c. コマンドを使用してポートを有効にします。

d. トランクが正しく形成されたことを確認するには、 コマンドを使用して、スイッチ上のすべてのトラ

ンクを表示します。結果の情報は、 で構成された情報と一致する必要があります。

注記:注記:

トランクが正しく形成されなかった場合は、 コマンドを使用してトラブルシューティ

ングを行います。詳しくは、Brocadeスイッチのユーザーマニュアルを参照してください。

portdisable

porttrunkarea --enable <port-range> -index <index>

portenable

trunkshow
porttrunkarea

trunkdebug

新しい構成を使用したHPE Virtual Connect 16Gb 24ポートFCモジュールのトランキングの構成 602



論理インターコネクトグループの作成時にLLDPエンハンストTLV設定を有効にす論理インターコネクトグループの作成時にLLDPエンハンストTLV設定を有効にす

るる

拡張type-length-value（TLV）設定は、デフォルトで無効になっています。拡張TLV設定を有効にするには、論理イン
ターコネクトグループを作成するときに拡張TLV設定を設定します。

手順手順

1. 論理インターコネクトグループを作成します。

a. インターコネクト設定の下のLLDPエンハンストTLVを選択します。

2. LLDPエンハンストTLVが設定されていることを確認するには、インターコネクト設定ビューで、設定が有効と表示

されていることを確認してください。

論理インターコネクトグループの作成時にLLDPエンハンストTLV設定を有効にする 603



既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクト上のLLDPエ既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクト上のLLDPエ

ンハンストTLV設定の有効化または無効化ンハンストTLV設定の有効化または無効化

論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトを編集するときに、拡張type-length-value（TLV）設定を
有効にします。

手順手順

1. 論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトを編集します。

2. インターコネクト設定の下にあるLLDPエンハンストTLV設定を変更します。

a. 有効にするには、LLDPエンハンストTLVを選択します。

b. 無効にするには、LLDPエンハンストTLVを選択解除します。

3. LLDPエンハンストTLVが変更されたことを確認するには、インターコネクト設定ビューで設定を表示します。

既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクト上のLLDPエンハンストTLV設定の有効化
または無効化
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論理インターコネクトグループ作成時のLLDPタギングの有効化論理インターコネクトグループ作成時のLLDPタギングの有効化

リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）タギングを有効にするには、論理インターコネクトグループを作成するときに
設定します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

必要な最小Virtual Connectファームウェアバージョン：4.45

手順手順

1. 論理インターコネクトグループを作成します。

a. インターコネクト設定を見つけ、LLDPタギングを選択します。

2. LLDPタギングが有効になっていたことを確認するには、インターコネクト設定ビューで、設定が有効と表示されて

いることを確認してください。

論理インターコネクトグループ作成時のLLDPタギングの有効化 605



既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトでのLLDPタ既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトでのLLDPタ

ギングの有効化または無効化ギングの有効化または無効化

論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトを編集するときに、リンクレイヤー検出プロトコル
（LLDP）設定を有効にします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

必要な最小Virtual Connectファームウェアバージョン：4.45

手順手順

1. 論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトを編集します。

2. インターコネクト設定を見つけて、LLDPタギング設定を変更します。

a. LLDPタギングを選択すると有効になります。

b. LLDPタギングを選択解除すると無効になります。

3. LLDPタギングが変更されたことを確認するには、インターコネクト設定ビューで設定を表示してください。

既存の論理インターコネクトグループまたは論理インターコネクトでのLLDPタギングの有効化または無効化 606



LACPタイマーを介した制御メッセージの頻度の管理LACPタイマーを介した制御メッセージの頻度の管理

イーサーネット論理インターコネクトのアップリンクセットを作成するときに、以下の接続モードを選択できます。

自動 —アップリンクを有効にし、IEEE 802.3ad LACPを使用して集約グループを形成します。

フェイルオーバー —外部ネットワークへのアクティブリンクとして優先優先リンクを使用します。その他のポートはス

タンバイ接続として使用されます。

自動接続モードのイーサーネットインターコネクトでは、LACPはアップリンクポートグループ内の可能な限り多くの
ポートをLAGに集約します。LACPネゴシエーションによってLAGを形成するときの一環として、インターコネクトは制御
メッセージの頻度の要求を送信します。この頻度はLACPタイマーから設定できます。次の頻度を指定できます。

ショート —1秒ごと（3秒でタイムアウト）

ロング —30秒ごと（90秒でタイムアウト）

外部スイッチのファームウェアアップデート中にタイムアウトの発生や通信が切断されるのを防ぐには、ロング設定
を使用します。

論理インターコネクトグループを作成するときにLACPタイマーを設定するか、アップリンクセットを追加または編集す
るときにタイマーを変更します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. 論理インターコネクトグループを作成し、アップリンクセットを追加します。

タイプタイプでイーサーネットを選択します。

接続モード接続モードに自動を選択します。

LACPタイマーLACPタイマーにショートまたはロングを選択します。

ネットワークおよびアップリンクポートを追加します。

2. LACPタイマーの変更が設定されたことを確認するには、アップリンクセットビューで変更を見つけます。

3. 論理インターコネクトグループ画面または論理インターコネクト画面から論理インターコネクトを選択し、アップ

リンクセットを編集します。

LACPタイマーLACPタイマーにショートまたはロングを選択します。

論理インターコネクトが非適合とマークされます。詳しくは論理インターコネクトグループの論理インターコネク

ト構成のアップデートを参照してください。

4. LACPタイマーが変更されたことを確認するには、アップリンクセットビューで変更を見つけます。

LACPタイマーを介した制御メッセージの頻度の管理 607



ネットワークネットワーク

ネットワーク画面には、アプライアンスで現在定義されているネットワークが表示されます。この画面では、新しい
ネットワークを作成し、既存のネットワークを編集または削除することができます。

知りたい情報知りたい情報

クイックスタート：ネットワークの追加と、既存

のサーバーとの関連付け

クイックスタート：1つまたは複数の論理インター

コネクトグループに対するアクティブ/アクティブ

ネットワーク構成の追加

クイックスタート：アクティブ/スタンバイからア

クティブ/アクティブ構成への移行

タグ無しトラフィックの専用ネットワークの追加

トンネルネットワークの追加

ネットワークと管理対象SANの関連付け

ストレージシステムにサーバーを直接接続

ネットワークの作成

ネットワークの削除

ネットワーク構成設定の編集

その他の操作

詳細情報詳細情報

イーサーネットネットワーク

ファイバーチャネルのネットワーク

Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワーク

ネットワークおよびネットワークタイプ

Smartリンク

アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成

データセンターのスイッチポートの要件

ネットワークのトラブルシューティング
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ネットワークおよびネットワークタイプネットワークおよびネットワークタイプ

HPE Virtual Connect（VC）は、HPEサーバーハードウェアエンクロージャー用のインターコネクトモジュールと組み込
みソフトウェアのセットです。VCは、ネットワークがサーバーブレードの個々のサーバーまたはプールと通信できるよ
うにする、サーバーとデータセンターインフラストラクチャの間でサーバーエッジの仮想化を実装します。ユーザー
は、外部のLANおよびSAN環境に対して目に見える変更を加えることなく、エンクロージャー内でサーバーブレードの
アップグレード、交換、または移動を行うことができます。外部ネットワークは、個々のサーバーではなく、サーバー
の共有リソースプールに接続します。VCは、サーバーエンクロージャーの管理をLANおよびSANの管理から明確に分離し
ます。VCは、サーバーがデータセンターインフラストラクチャと通信するためのネットワークのセットアップと管理を
簡素化します。

注記:注記:

VCハードウェア、インストール、および管理について詳しくは、HPE Virtual Connect for c-Class
BladeSystemセットアップ/インストールガイドを参照してください。

エンクロージャーは、次の種類のデータセンターネットワークをサポートしています。

ファブリック接続と直接接続の両方のFC接続を含む、ストレージネットワーク用のファイバーチャネル（FC）。

データネットワークの場合はイーサーネット（タグ付き、タグなし、またはトンネルネットワークを含む）

専用のEthernet VLANを介してストレージトラフィックが伝送される、ストレージネットワーク用のFibre Channel

over Ethernet（FCoE）。

重要:重要:
説明するネットワーク機能は、エンクロージャーおよびサーバーのみに当てはまります。アプライアン
スは、エンクロージャー外のラックマウント型サーバーまたはネットワーク機器のネットワーク機能お
よびハードウェアを監視または管理しません。

注記:注記:

ネットワークをIPv4またはIPv6のいずれかのサブネットに関連付けることができます。

ご使用のネットワークおよびそれらに関連付けられた任意のアラートについて詳しくは、ネットワーク画面に表示され
ます。リソースがリストされていない場合は、リソースを追加する必要があります。

ネットワークの作成ネットワークの作成

ネットワークを作成する前に、ネットワークの最大値を認識してください。詳しくは、HPE OneViewサポートマトリッHPE OneViewサポートマトリッ

クスクスを参照してください。

エンクロージャーを追加する前に、ネットワークを作成できます。これを事前プロビジョニングと呼びます。

ネットワークのプロビジョニングネットワークのプロビジョニング

イーサーネットネットワークは、ネットワークがアップリンクセットまたは論理インターコネクトの内部ネットワーク
に関連付けられている場合、インターコネクトにプロビジョニングされます。

FCまたはFCoEネットワークは、ネットワークがアップリンクセットまたは論理インターコネクトに関連付けられている
場合、インターコネクトにプロビジョニングされます。

イーサーネットネットワークをイーサーネット接続としてサーバープロファイルで展開するには、論理インターコネク
トにプロビジョニングし、論理インターコネクトグループと整合させる必要があります。

FCoEネットワークをFCoE接続としてサーバープロファイルで展開するには、論理インターコネクトにプロビジョニング
し、論理インターコネクトグループと整合させる必要があります。

ネットワークの削除ネットワークの削除

ネットワーク画面で、同じタイプの複数のネットワークを選択して削除できます。使用中のネットワークを削除しよう
とすると、アラートが発生します。

詳しくは詳しくは

イーサーネットネットワーク
タグ付きイーサーネットネットワークについて
タグ無しイーサーネットネットワーク
直接接続ファイバーチャネルネットワーク
ファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク
ネットワークの作成
予約済みVLANプール
ファイバーチャネルのネットワーク
Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワーク
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優先帯域幅と最大帯域幅優先帯域幅と最大帯域幅

ネットワークを選択すると、アプライアンスによって優先帯域幅にネットワーク定義の値が自動的に入力されますが、
接続を定義するときにその値を上書きできます。

サーバープロファイル内のポートにネットワークの優先帯域幅をGb/秒単位で構成できます。

ファイバーチャネルネットワークの場合、この値は適用されません。接続速度は、自動にデフォルト設定されます。

0.1 Gb/秒から20 Gb/秒の間の数。小数点は必要ありません。

帯域幅は、可能な全帯域幅の整数パーセントとしてアダプターにプログラムされます。したがって、優先帯域幅を指定
する場合、可能な全帯域幅の1％単位で指定できます。例えば、可能な全帯域幅が10Gbの場合、優先帯域幅設定は
100Mb（10Gbの1％）の増分である必要があります。ただし、可能な全帯域幅が25Gbの場合、指定された優先帯域幅は
250Mbの増分である必要があります。最初の例では、1.1Gbの要求帯域幅が許可されていますが、2番目の例では、250Mb
の倍数ではないため無効です。

可能な全帯域幅とは、アダプターとインターコネクトの両方が通信できる最大速度です。

注記:注記:

アダプターの両方のポートの最大速度は、常に同じである必要があります。一方のポートのネゴシエー
トされた速度が他のポートよりも遅い場合、両方のポートが可能な全帯域幅としてより低い値を使用し
ます。

同じセッションで複数のネットワークセットを作成する場合、デフォルト値は最後に作成したネットワークセットに使
用される値に設定されます。例えば、優先帯域幅に 5 の値を指定した場合、このセッションのデフォルト値は 5 になり
ます。

最大帯域幅最大帯域幅

最大帯域幅は、ネットワークがサーバープロファイルに関連付けられている場合に、要求された帯域幅割り当て設定の
上限を定義します。

単一の物理ポートに指定する最大帯域幅の値は、優先帯域幅よりも大きくする必要がありますが、アダプターの可能な
総帯域幅よりは小さい必要があります。

ファイバーチャネルネットワークの場合、最大帯域幅は適用されません。

同じセッションで複数のネットワークを作成する場合、デフォルト値は最後に作成したネットワークに使用された値で
す。例えば、最大帯域幅に9.5の値を設定する場合、このセッションのデフォルト値は9.5です。

詳しくは詳しくは

ネットワークおよびネットワークタイプ
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セキュアなネットワークセキュアなネットワーク

非武装地帯（DMZ）ネットワークは、外部ネットワークと内部ネットワーク間の安全なネットワークです。DMZは、内部
ネットワークのセキュリティを強化するサブネットです。外部ネットワークへのアクセスを提供し、内部ネットワーク
のセキュリティを強化します。

DMZネットワークは、他のネットワークから物理的に分離するように構成されています。シングルまたはデュアルファ
イアウォールを使用して、DMZネットワークをセットアップできます。

セキュアなネットワーク構成セキュアなネットワーク構成

HPE Virtual Connect for c-Class BladeSystemとHPE Synergyには、DMZ構成専用の特定の構成はありません。DMZネッ
トワーク分離のセキュリティ要件に応じて、イーサーネットネットワーク、ネットワークセット、およびそれらのアッ
プリンクセット、サーバープロファイルテンプレート、サーバープロファイルへの割り当てを定義して、必要なネット
ワークをセットアップできます。エアギャップセキュリティが必要な場合は、専用のHPE Virtual Connect Ethernetモ
ジュールおよび関連するサーバーネットワークアダプターを構成する必要があります。

ネットワークアクセスと権限は、スコープを介して制御されます。高レベルの管理者は、リソースを定義して、指定さ
れたコンピュートおよびサーバープロファイルテンプレートのみを読み取り専用とサーバー管理者への使用権限に割
り当てることができます。このアクセス制御は、操作またはアクションの範囲を制限します。

詳しくは詳しくは

ネットワークおよびネットワークタイプ
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イーサーネットネットワークイーサーネットネットワーク

イーサーネットネットワークをデータネットワークとして使用します。次のタイプのイーサーネットネットワークを作
成できます。

タグ付き

タグ無し

トンネル

これらのイーサーネットネットワークは、内部ネットワークまたはアップリンクセット内で使用できます。

ネットワークの目的は次のように分類できます。

全般

管理

VM移行

iSCSI

フォールトトレランス

ネットワークの目的は、ネットワークの動作に影響しません。

プライベートネットワークプライベートネットワーク

プライベートネットワークは、イーサーネットネットワークでのみ使用できます。プライベートネットワーク機能は、
指定したネットワークのトラフィックフローを制限することにより、ネットワークセキュリティを追加します。プライ
ベートネットワーク内のサーバーポートは、論理インターコネクト内で互いと通信できないので、すべてのサーバーパ
ケットは論理インターコネクト経由でアップリンクポートに送信されます。

詳しくは詳しくは

タグ付きイーサーネットネットワークについて
タグ無しイーサーネットネットワーク
トンネルイーサーネットネットワーク
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SmartリンクSmartリンク

Smartリンクにより、インターコネクトアップリンクポートでネットワーク接続が失われていることを、サーバーソフ
トウェアで検出して対応することができます。Smartリンクにより、オペレーティングシステムは障害を検出し、トラ
フィックを代替パスに移動させます。SmartリンクSmartリンクが有効になっている場合、アップリンクセット内のすべてのアップ
リンクポートがデータセンタースイッチへの接続を失ったときに、バーチャルコネクトインターコネクトは、ネット
ワークに関連するすべてのサーバー接続でイーサーネットリンクを削除します。

Smartリンク機能が設計どおりに動作するように、有効なDCC（Device Control Channel）互換のNICファームウェアお
よびドライバーをサーバーにインストールする必要があります。

Smartリンクは、特定のサーバーのネットワークチーミング（ボンディング）ポリシーを使用する際に役立つことがあ
ります。

Smartリンクは、水平スタッキング構成およびプライマリスライス構成について有効にする必要があります。

Smartリンクは、非冗長のA/B側構成でのみ必要であり、効果的です。両方のICMが同じ論理インターコネクトにあり、
MLAGが使用されている高可用性または冗長構成には影響しません。

サーバープロファイル接続にSmartリンクと非Smartリンクの両方が有効なネットワークを持つネットワークセットが含
まれている場合、Smartリンク処理は行われません。つまり、Smartリンク対応ネットワークのアップリンク接続が失わ
れた場合でも、プロファイル接続は常にリンクされたままになります。

サーバープロファイル接続にスマートリンク対応ネットワークのみのネットワークセットが含まれており、ネットワー
クセット内のネットワークのすべてのアップリンク接続が失われている場合、サーバープロファイル接続はSmartリン
クによりリンク解除されます。警告メッセージは、接続が失われた理由を示しています。

ネットワークセット内でSmartリンク対応ネットワークを使用する場合、Hewlett Packard Enterpriseでは、ネット
ワークセット内のすべてのネットワークを、論理インターコネクトのアップリンクセット内の構成済みネットワークの
サブセットにすることをお勧めします。

詳しくは、VCトラフィックフローVCトラフィックフローを参照してください。

詳しくは詳しくは

イーサーネットネットワーク
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タグ付きイーサーネットネットワークについてタグ付きイーサーネットネットワークについて

タグ付きイーサーネットネットワークには、単一のアップリンクセット上の複数のネットワークが含まれています。こ
れを使用すると、これらのネットワーク間でアップリンクを共有できます。タグ付きネットワークは、仮想
LAN（VLAN）を使用し、複数のネットワークで同じ物理接続を使用できるようにします。物理アップリンクを共有する
ことにより、同じアップリンクセットを使用して複数のサーバーからのトラフィックストリームを分離できます。

VLAN IDVLAN ID

エンクロージャーのインターコネクトに接続されたタグ付きイーサーネットネットワークとFCoEネットワークには、
VLAN IDが必要です。VLAN IDは、1以上、4,094以下の整数です。タグ付きまたはFCoEネットワークの編集中は、VLAN
IDが表示されます。VLAN IDが割り当てられているかどうか不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてくださ
い。

同じVLAN IDを使用する複数のイーサーネットネットワークを追加できます。  これは、アクティブ/アクティブ構

成を使用する論理インターコネクトに必要な機能です。

アプライアンス内の各ネットワークの名前は、一意でなければなりません。

タグ付きイーサーネットネットワークでは、値や範囲を組み合わせて入力して、ネットワークを一括で追加できます
（例： 113, 114, 200-300）。

複数のタグ付きネットワークを同時に作成する場合、名前にVLAN IDが付加されます。例えば、名前に Dev、VLAN
IDに 100–102と入力した場合、 Dev_100、 Dev_101、 Dev_102というネットワークが作成されます。

サブネットIDサブネットID

タグ付きとタグ無しの両方のイーサーネットネットワークについて、現在どのVLANにも関連付けられていないすべての
サブネットがリストされます。選択したVLAN IDが別のネットワークですでに使用されていて、関連付けられたサブ
ネットがある場合、構成済みサブネットのみが表示されます。

有効なVLAN IDが指定されない場合や、ネットワークの一括作成時には、サブネットIDを割り当てることができませ
ん。サブネットが関連付けられたネットワークを編集するときに、関連付けられたサブネットが変更された場合、現在
のサブネットで使用中のIPアドレスがあると検証が失敗します。

タグ付きイーサーネットネットワークおよびネットワークセットタグ付きイーサーネットネットワークおよびネットワークセット

複数のタグ付きイーサーネットネットワークを、ネットワークセットと呼ばれる名前付きのグループに割り当てること
ができます。後でサーバープロファイルに接続を追加するときに、このネットワークセットを選択すると、その単一の
接続に対して複数のネットワークを選択可能にできます。ネットワークセットに加えられた変更は、ネットワークセッ
トを使用するすべてのサーバープロファイルに適用されます。

詳しくは詳しくは

イーサーネットネットワーク
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タグ無しイーサーネットネットワークタグ無しイーサーネットネットワーク

タグ無しイーサーネットネットワークは、VLANタグ無しのトラフィックを渡すのに使用する専用のアップリンクポート
セットを持つ単一のネットワークです。任意のタグ無しパケットが削除されます。転送は、MACアドレスによって行わ
れます。ユーザーは、iSCSIストレージトラフィック用にタグ無しネットワークを構成することも、VLANを構成しない
ネットワークを設定することもできます。

詳しくは詳しくは

イーサーネットネットワーク
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トンネルイーサーネットネットワークトンネルイーサーネットネットワーク

トンネルネットワークは、専用のアップリンクポートセットを持つ単一の専用ネットワークで、VLANタグを変更しない
でVLANグループを通過させるために使用します。トンネルネットワークは、現在の論理インターコネクトあたり1000
ネットワーク、ダウンリンクポートあたり162ネットワークの設定を拡張する場合や、リソースおよびQoSを制御したい
場合に使用できます。トンネルネットワークのVLAN数は、最大4094個です。

注記:注記:

iSCSIブートにトンネルネットワークを使用する場合、VLAN IDの設定はiSCSI機能を使用してサポートさ
れますが、イーサーネット機能を使用する場合は、HPE OneView 3.0以降ではVLAN IDを設定できませ
ん。したがって、イーサーネット機能にトンネルネットワークを使用する場合、ネットワークがタグ無
しか、またはトップオブラック（ToR）スイッチにあるデフォルトのVLAN IDを使用する必要がありま
す。

詳しくは詳しくは

イーサーネットネットワーク
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ファイバーチャネルのネットワークファイバーチャネルのネットワーク

ファイバーチャネルネットワークを使用して、ストレージシステムに接続します。

ファイバーチャネルネットワークのタイプ

ファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク

直接接続ファイバーチャネルネットワーク

Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワーク
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ファイバーチャネルネットワークのタイプファイバーチャネルネットワークのタイプ

エンクロージャー内のバーチャルコネクトインターコネクトは、ストレージシステムの接続時に以下のタイプのファイ
バーチャネルネットワークをサポートします。

ファブリック接続ネットワーク — エンクロージャーのインターコネクトは、データセンターのSANファブリックス

イッチに接続します。

直接接続ネットワーク—フラットSANとも呼ばれます。エンクロージャーのインターコネクトは、サポートされてい

るストレージシステムに直接接続します。

ファイバーチャネルネットワークのタイプを変更することはできませんが、HPE OneViewでネットワークを削除してか
ら別のタイプとして追加できます。

論理インターコネクトは、直接接続ストレージとファブリック接続ストレージを同時に使用するように定義できます。

直接接続およびファブリックアタッチファイバーチャネルネットワーク直接接続およびファブリックアタッチファイバーチャネルネットワーク

詳しくは詳しくは

ファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク

ファイバーチャネルネットワークのタイプ 618



直接接続ファイバーチャネルネットワーク直接接続ファイバーチャネルネットワーク

フラットSANソリューションとも呼ばれる直接接続ファイバーチャネルソリューションでは、エンクロージャーのイン
ターコネクトからファイバーチャネルSANスイッチに接続する必要がありません。つまり、エンクロージャーのイン
ターコネクトをファイバーチャネルSANストレージシステムに直接接続できます。

直接接続ファイバーチャネルネットワークに接続しているサーバーは、そのネットワーク用に定義されたアップリンク
ポートに接続されているすべてのデバイスにアクセスできます。FlexFabricモジュールからストレージシステムへの複
数の接続がある場合、各サーバーは、ファイバーチャネルSANストレージシステムへの接続数と同じ数の、ストレージ
LUN（論理ユニット番号）へのパスにアクセスできます。

直接接続ファイバーチャネルネットワークの場合、エンクロージャーのインターコネクトはサーバーログインをアップ
リンクポートに分散しません。サーバーのログイン分散は、直接接続ファイバーチャネルネットワークには適用されま
せん。

重要:重要:

自動化されたストレージプロビジョニングを使用しない場合は、サーバープロファイルを移動するとき
にブート接続を手動でアップデートする必要があります。サーバープロファイルを別のエンクロー
ジャーに移動し、直接接続ストレージシステムからブートするようにプロファイルを構成する場合は、
プロファイルのブート接続を手動でアップデートし、エンクロージャーに直接接続されたストレージシ
ステムで使用するWWPN（World Wide Port Name）を指定する必要があります。

各エンクロージャーは直接接続ストレージシステムの異なるポートに接続するため、そのストレージシ
ステムのWWPNはエンクロージャーごとに異なります。ストレージシステムの正しいWWPNおよびLUNを指定
しないと、サーバーはブートターゲットから正常に起動しません。

詳しくは詳しくは

ファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク
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ファブリック接続ファイバーチャネルネットワークファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク

通常、SANインフラストラクチャでは、NPIV（N-Port ID Virtualization）テクノロジーを実装するいくつかのSANス
イッチを含むファイバーチャネルスイッチソリューションを使用します。NPIVは、NポートとFポートを使用してファイ
バーチャネルSANファブリックを構築します。NPIVを使用すると、1つのF_Portを介して複数のN_Portからスイッチに接
続できるため、サーバーで1つの物理ポートを他のサーバーと共有できますが、アクセスできるのはSAN上の関連付けら
れたストレージのみです。

ファブリック接続ファイバーチャネルネットワークを構成するときは、エンクロージャーのインターコネクトからスト
レージSANへのアップリンク用に選択するポートが、NPIV（N_Port ID Virtualization）をサポートしている必要があ
ります。

Virtual Connectファイバーチャネルモジュールを使用して、ストレージに接続できます。アプライアンスは、エンク
ロージャーのベイ3～8で、最大6台のVirtual Connectファイバーチャネルモジュールを管理します。Virtual Connect
ファイバーチャネルモジュールは、ベイ1および2ではサポートされません。

ログイン再分散ログイン再分散

ログイン再分散は、ダウンしていたアップリンクが使用可能になった場合など、ファイバーチャネルリンク上でログイ
ンが均等に分散していない場合に、ログインバランシングに使用します。

自動

リンク安定時間が終了すると、ログイン再分散が自動的に開始されます。

手動

ログイン再分散は手動で開始する必要があります。

リンク安定性間隔リンク安定性間隔

リンク安定性間隔は、ログイン再分散が自動に設定されている場合に有効になります。リンク安定性間隔は、ログイ
ン再分散が行われるまでの時間間隔（秒単位）です（ログイン再分散が自動に設定されている場合）。

オフラインになっていたリンクに再接続する（ログイン再分散）までのモジュールの待ち時間（秒単位）。この間隔が
あることにより、不安定なリンク（繰り返しオンラインになったりオフラインになったりする）に再接続する場合に接
続の損失を防ぐことができます。

データタイプ：データタイプ：

1～1800の数

詳しくは詳しくは

直接接続ファイバーチャネルネットワーク
ファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク

ファブリック接続ファイバーチャネルネットワーク 620



Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワークFibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワーク

FCoEネットワークは、イーサーネットおよびファイバーチャネルの両方のテクノロジーが組み合わされたものであり、
専用のイーサーネットVLANを介してストレージトラフィックが伝送されるときに使用されます。タグ付きイーサーネッ
トネットワークと同様に、FCoEネットワークは、複数のネットワークが同じ物理接続を使用するのを許可するために
VLANを使用します。単一インターコネクトに割り当てることができるFCoEネットワークの数、および単一論理インター

コネクトまたは論理インターコネクトグループについては、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

FCトラフィックと同様に、FCoEトラフィックはスタッキングリンクを通過しません。

FCoEネットワークでは、以下により費用が下がります。

ケーブルの統合

SANファブリックスイッチの数の削減

アダプターおよびインターコネクトの統合

FCoEネットワークの要件FCoEネットワークの要件

VLAN IDが割り当て済み（2～4094）

イーサーネットアップリンクセット

アップリンクポートがFCoE対応で、FCoE対応の単一のインターコネクトモジュールから来る

注記:注記:

一括でFCoEネットワークを追加することはできません。

FCoEのサポートは、次の表に示すように、インターコネクトモジュールのVirtual Connectファームウェアのバージョ
ンによって異なります。

Virtual ConnectVirtual Connect
のファームウェアのファームウェア
バージョンバージョン

サポートされる機能サポートされる機能 サポートされるインターコネクトサポートされるインターコネクト

4.10 アップリンクセットで単一のFCoE
ネットワーク

Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24ポートモジュール

HPE BladeSystem c-Class Virtual Connect Flex-10/10D

モジュール

4.20以降 アップリンクセット内に最大32

のFCoEネットワーク

インターコネクトごとに最大32

のFCoEネットワーク（インター

コネクトのアップリンクセット

全体で計算）

FIPスヌーピング

Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24ポートモジュール

HPE BladeSystem c-Class Virtual Connect Flex-10/10D

モジュール

Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8モジュール、ポー

トX1~X8

4.30以降 アップリンクセット内に最大32

のFCoEネットワーク

インターコネクトごとに最大32

のFCoEネットワーク（インター

コネクトのアップリンクセット

全体で計算）

FIPスヌーピング

Virtual Connect FlexFabric 10 Gb/24ポートモジュール

HPE BladeSystem c-Class Virtual Connect Flex-10/10D

モジュール

Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8モジュール、ポー

トX1~X8およびQSFPポート

詳しくは詳しくは

ネットワークおよびネットワークタイプ
スタッキングリンクとスタッキングヘルス
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データセンターのスイッチポートの要件データセンターのスイッチポートの要件

ネイティブモードに構成されたネットワークは、着信ネットワークトラフィックをタグなしとして受信します。同じ
ネットワークを介して送信されるトラフィックは、常にVLANタグ付きです（タグなしのアップリンクセットを除く）。

Virtual Connect（VC）インターコネクトに接続するデータセンターのネットワークスイッチのポートは、以下のとお
り構成する必要があります。
スパニングツリーエッジ

VCインターコネクトがネットワークトラフィックを通過するために使用される設定。

VLANトランクポート

スイッチポートに接続するアップリンクセットに含まれているVLAN IDをサポートするためのタグ付け。

リンクアグリゲーション制御プロトコル (LACP)

アップリンクセットに複数のアップリンクを構成するためのユーティリティ。これらのアップリンクセットは、
同じデータセンタースイッチへの同じ論理インターコネクトに接続されています。すべてのLACPポートは、アッ
プリンクセット内のすべてのアップリンクが確実にアクティブになるようにするため、同じLAG（リンクアグリ
ゲーショングループ）で構成されます。

LACPタイマー

制御メッセージの頻度を設定：ショート（1秒ごと、3秒のタイムアウト）またはロング（30秒ごと、90秒のタイ
ムアウト）。

注記:注記:

アクティブ/アクティブ構成およびアクティブ/スタンバイ構成を実装する場合は、ネットワークトラ
フィックのタイプを検討します。

詳しくは詳しくは

イーサーネットネットワーク
アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成
LACPタイマーを介した制御メッセージの頻度の管理

データセンターのスイッチポートの要件 622



クイックスタート：1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクイックスタート：1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するア

クティブ/アクティブネットワーク構成の追加クティブ/アクティブネットワーク構成の追加

このクイックスタートでは、エンクロージャーのアクティブ/アクティブ構成を追加する方法について説明します。
次の前提条件を満たしている必要があります。

権限：ネットワークを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合、インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

2つ以上のサポートされるVirtual Connectインターコネクト。Hewlett Packard Enterprise InformationHewlett Packard Enterprise Information

LibraryLibraryの該当するサポートまたは互換性マトリックスに記載されています。

エンクロージャーとサーバーブレードがすでにアプライアンスに追加されていること。

アクティブ/アクティブ構成の要件に説明されている推奨命名規則に従うこと。

詳しくは詳しくは

アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成
アクティブ/アクティブ構成の要件

クイックスタート：1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティブネット
ワーク構成の追加
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1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティ1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティ

ブネットワーク構成の追加ブネットワーク構成の追加

アプライアンス内でアクティブ/アクティブ構成として設定したい各Virtual Connectインターコネクトモジュールで、
次のように構成を変更します。

手順手順

1. ネットワークを作成します。

1つの論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーグループの場合：

a. 同じVLAN IDを使用して、接続するVLANごとに1組のイーサーネットネットワーク（最初のインターコネクト

モジュール用と2番目のインターコネクトモジュール用）を追加します。

例えば、VLAN ID 101では、 Dev101_Aと Dev101_Bを作成します。

複数の論理インターコネクトグループ構成の場合：

a. 両方の論理インターコネクトグループで使用されるEthernetネットワークを追加します。

2. アップリンクセットを作成します。

1つの論理インターコネクトグループを持つエンクロージャーグループの場合：

a. ネットワークをインターコネクトモジュールのアップリンクポートに関連付ける1つのペアのアップリンク

セットを作成します。

b. 最初のインターコネクトモジュール上にポートを持つアップリンクセットに、ネットワークセットを1つ割り

当てます。2番目のインターコネクトモジュール上にポートを持つアップリンクセットに、別のネットワーク

セットを割り当てます。

例えば、アップリンクポートX5が両方のセットに定義されているとします（ ベイ1に UplinkSet_A および

ベイ2に UplinkSet_B ）。 Dev101_Aは UplinkSet_A に割り当てられ、 Dev101_Bは UplinkSet_B に

割り当てられます。

複数の論理インターコネクトグループ構成の場合：

a. 最初の論理インターコネクトグループにアップリンクセットを作成し、同じネットワークを使用して2番目の

論理インターコネクトグループにアップリンクセットを作成します。

3. オプション。ネットワークをネットワークセットに追加します。

各セットに同じサーバープロファイル接続で使用するネットワークのみを含める必要があります。

例えば、 Dev_A開発用ネットワークにはネットワークセット DevSet_Aを作成し、 Dev_B開発用ネットワー

クには DevSet_Bを作成します。

4. サーバープロファイルを編集する前にサーバーの電源をオフにします。

5. サーバープロファイルを編集して、2つの接続を追加します。一方のモジュール上のネットワークまたはネットワー

クセットに1つのポート、もう一方のモジュール上のネットワークまたはネットワークセットに別のポートを割り当

てます。

注記: 注記: サーバープロファイルに接続を追加する場合は、その接続用に構成されたネットワークが含ま

れるアップリンクセットを持つモジュールに接続された、物理ポートを選択します。 自動を選択し

ないでください。

アップリンクセット内のアップリンクポートに関連付けられたネットワークが、ダウンリンクポート内のプロファ

イル接続に割り当てられたネットワークと一致していることを確認してください。

例えば、 Connection1 は DevSet_AのLOM1:1-a、 Connection2 は DevSet_BのLOM1:1-bに一致している

必要があります。

6. サーバーの電源をオンにします。

詳しくは詳しくは

ネットワークセットの作成

1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティブネットワーク構成の追加 624



クイックスタート：アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成へクイックスタート：アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成へ

の移行の移行

このクイックスタートでは、エンクロージャーの構成を、アクティブ/スタンバイ構成からアクティブ/アクティブ構
成に移行する方法について説明します。

次の前提条件を満たしている必要があります。

権限：ネットワークを追加する場合、インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合、インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

2つ以上のサポートされるVirtual Connectインターコネクト。Hewlett Packard Enterprise InformationHewlett Packard Enterprise Information

LibraryLibraryの該当するサポートまたは互換性マトリックスに記載されています。

エンクロージャーとサーバーブレードがすでにアプライアンスに追加されていること

アクティブ/アクティブ構成の要件に説明されている推奨命名規則に従うこと

詳しくは詳しくは

アクティブ/アクティブとアクティブ/スタンバイ構成
アクティブ/アクティブ構成の要件

クイックスタート：アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行 625
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アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行

手順手順

1. 論理インターコネクトグループ画面で、アクティブ/アクティブに変換するアップリンクセットを探します。

2. そのアップリンクセット内のすべてのネットワークを書き留めておきます。

3. ネットワーク画面で、 <side> をネットワーク名に追加して、ネットワークの名前を変更します。

<side> には、AかB、1か2、rightかleftなどを指定できます。

例えば、 Dev_100_Aのように変更できます。

4. 手順3で名前を変更したネットワークごとに、同じVLAN IDを使用してイーサーネットネットワークを作成します。

例： Dev_100_ B のように指定できます。

5. Smartリンクが選択されていることを確認します。

6. オプション。手順4で作成したネットワークセットにネットワークを追加します。

7. ポートのステータス（アクティブまたはスタンバイ）を確認するには、論理インターコネクト画面にアクセス

し、アップリンクセットビュー内の各ポートのステータスを確認します。

8. すべての論理インターコネクトで、同じモジュール上にアクティブおよびスタンバイアップリンクポートがあるか

どうかを確認します。

スタンバイアップリンクが同じモジュール上にある場合は、手順9に進みます。

スタンバイアップリンクが別のモジュール上にある場合は、強制的にフェイルオーバーを行い、すべてのスタン

バイリンクが同じモジュール上に存在するようにします。手順9に進みます。

重要:重要:

元のアップリンクセットからスタンバイアップリンクを削除して、新しいアップリンクセットに追加

することをお勧めします。この方法なら、接続損失を防げます。

9. アクティブ/スタンバイアップリンクセットを編集し、スタンバイアップリンクを削除します。

論理インターコネクトグループ画面でアップリンクセットの名前を変更し、論理インターコネクト画面でアクショ

ン > グループからアップデートを選択すると、接続が一時的に中断されます。

10. 手順9で削除したスタンバイアップリンク用に、2番目のアップリンクセットを作成します。

11. 手順4で作成したネットワークを新しいアップリンクセットに追加します。

例えば、 UplinkSet_B にはすべての Dev_Bネットワークが含まれます。

12. アクション > グループからアップデートの順に選択します。

アクティブなアップリンクによりトラフィックが維持されるため、ダウンタイムは発生しません。

13. 元のスタンバイアップリンク用のポートに関連付けられているサーバープロファイルの接続をすべて変更します。

14. 手順4または6で作成した新しいネットワークまたはネットワークセットをポートに割り当てます。

15. サーバープロファイルを編集する前にサーバーの電源をオフにします。

16. サーバープロファイルを編集して、新しいネットワークまたはネットワークセットの接続を追加します。

17. サーバーの電源をオンにします。

18. 論理インターコネクトグループを編集し、名前に <side> を追加して元のアップリンクセットの名前を変更しま

す。

例えば、 UplinkSet_A のように変更します。

注記: 注記: アップリンクセット名以外は変更しないでください。

詳しくは詳しくは

アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行 626



クイックスタート：1つまたは複数の論理インターコネクトグループに対するアクティブ/アクティブネットワーク構成
の追加

アクティブ/スタンバイからアクティブ/アクティブ構成への移行 627



タグ無しトラフィックの専用ネットワークの追加タグ無しトラフィックの専用ネットワークの追加

サーバー間、およびインターコネクトモジュール上のアップリンクポート間でタグ無しトラフィックをサポートするた
め、専用ネットワークを追加できます。

前提条件前提条件

権限：ネットワークを追加する場合は、インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合は、インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. タグ無しネットワークを追加します。

a. イーサーネットをタイプで選択します。

b. タグ無しをVLANで選択します。

2. 論理インターコネクトグループを作成します。

3. 内部ネットワークまたはアップリンクセットのいずれかに、タグ無しネットワークを追加します。

a. 論理インターコネクト内でサーバーからサーバーへの通信用の内部ネットワークへネットワークを追加します。

手順4に進んでください。

b. 1つまたは複数のインターコネクトアップリンクポートに接続する専用アップリンクセットを追加します。その

他のネットワークは、アップリンクセットに関連付けることができません。タグ無しネットワークは、既存の

アップリンクセットに関連付けることができません。

アップリンクセットの名前を指定します。

タイプでタグ無しを選択します。

ネットワークで、手順1で追加したタグ無しネットワークを選択します。

アップリンクポートで、インターコネクトモジュールから1つまたは複数のアップリンクポートを追加しま

す。

作成をクリックします。

4. 手順1で追加したネットワークにマッピングされている2つ以上のイーサーネット接続を持つ、サーバープロファイ

ルを作成または追加します。

注記: 注記: 接続がすでにプロファイルにある場合は、 サーバーの電源オフはオプションです。プロファ

イルへの接続を追加するには、サーバーの電源をオフにします。

a. プロファイルを適用します。

b. サーバーの電源をオンにします。

詳しくは詳しくは

タグ無しイーサーネットネットワーク

タグ無しトラフィックの専用ネットワークの追加 628



トンネルネットワークの追加トンネルネットワークの追加

トンネリング（VLANのパススルー）をサポートする専用ネットワークを追加します。

前提条件前提条件

権限：ネットワークを追加する場合は、インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

権限：サーバープロファイルの構成を変更する場合は、インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. トンネルネットワークを追加します。

a. イーサーネットをタイプで選択します。

b. トンネルをVLANで選択します。

2. 論理インターコネクトグループを作成します。

3. トンネルネットワークをインターコネクトアップリンクポートに接続する専用のアップリンクセットを追加する

か、ネットワークを内部ネットワークとして追加します。その他のネットワークは、アップリンクセットに関連付

けることができません。トンネルネットワークは、既存のアップリンクセットに関連付けることができません。

a. アップリンクセットの名前を指定します。

b. トンネルをタイプで選択します。

c. ネットワークで、手順1で追加したトンネルネットワークを選択します。

d. アップリンクポートで、インターコネクトモジュールからアップリンクポートを追加します。

e. 作成をクリックします。

4. 手順1で作成したネットワークにマッピングされている2つ以上のイーサーネット接続を持つ、サーバープロファイ

ルを作成または編集します。

注記: 注記: 接続がすでにプロファイルにある場合は、 サーバーの電源オフはオプションです。プロファ

イルへの接続を追加するには、サーバーの電源をオフにします。

a. プロファイルを適用します。

b. サーバーの電源をオンにします。

詳しくは詳しくは

トンネルイーサーネットネットワーク
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ネットワークと管理対象SANの関連付けネットワークと管理対象SANの関連付け

検出されたSANとネットワークを関連付けると、SANは管理対象と見なされます。

SANのサポート対象プロトコルがSANマネージャー上で検出可能ではない場合は、SANを手動で編集してそれらを追加で
きます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

SANマネージャーが追加されていること。

SANゾーニングプロパティが構成されていること。

ゾーニングされたSANでは、自動ゾーニングがデフォルトではいに設定されています。

オープンSANでは、自動ゾーニングがいいえに設定され、変更することはできません。

ネットワークとSANの両方が同じプロトコル（ファイバーチャネルまたはFCoE）を使用している。

冗長性を確保するため、ストレージシステムへのA側とB側のパスをサポートするように複数のネットワークやSANの

構成を計画すること。

手順手順

1. ネットワークを作成または編集します。

ネットワークをSANに関連付けるには、ネットワークのタイプが、 Fibre Channel over Ethernet または

ファイバーチャネルである必要があります。

ネットワークのファブリックタイプには、ファブリック接続を選択する必要があります。

注記:注記:

ハイブリッドSANがある場合は、オプションとして表示されるように、そのSANのタイプを変更する必

要がある場合があります。例えば、Fibre Channel over Ethernetネットワークを指定し、ハイブ

リッドSANがファイバーチャネルタイプとして検出された場合は、そのSANがファイバーチャネルネッ

トワークへの関連付けが可能になるように、SANを編集する必要があります。

注記:注記:

複数のネットワークをSANに関連付けることはできますが、任意のネットワークに一度に関連付けら

れるSANは1つのみです。

2. 関連付けられたSANのリストから選択します。

注記:注記:

ネットワークを編集し、関連付ける管理対象SANを変更する場合は、変更を確認する必要がありま

す。

3. 変更内容を確認し、ネットワークを作成する場合は作成、編集する場合はOKをクリックして、変更を適用します。

4. ネットワークおよび関連付けられたSANの詳細ウィンドウをチェックして、変更内容を確認します。

詳しくは詳しくは

SANゾーニング
ネットワーク構成設定の編集
SANマネージャーの編集
SANマネージャーの追加
SANの編集
SANマネージャー
SAN
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ネットワークの作成ネットワークの作成

ネットワークを作成して、ITインフラストラクチャ全体にデータをルーティングする接続を定義します。単一のイー
サーネットネットワーク、ファイバーチャネルネットワーク、またはFCoEネットワークを作成することも、複数のタグ
付きイーサーネットネットワークを同時に作成することもできます。

注記:注記:

ネットワークを追加するときに、ネットワークリソースをオフラインにする必要はありません。ネット
ワークとその使用方法について詳しくは、ネットワークおよびネットワークタイプを参照してくださ
い。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者

サーバープロファイルで接続を作成する前に、以下の操作を実行する必要があります。

少なくとも1つのネットワークを作成

ネットワークを論理インターコネクトグループに追加する。

ネットワークを内部ネットワークまたはアップリンクセットに割り当てる。

手順手順

1. メインメニューでネットワーク > ネットワークの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで+ ネットワークの作成をクリックします。

b. アクション > 作成の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、少なくとも1つのネットワークを作成するまで表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

複数のネットワークセットを選択した場合、新しいネットワークは、選択されたすべてのネットワークセットに追

加されます。

現在予約されているVLAN IDプール内に存在するネットワークを作成しようとすると、ネットワークの作成ダイアロ

グボックスにアラートが表示されます。

注記:注記:

複数のタグ付きイーサーネットネットワークを作成するには、VLAN IDフィールドに値のセットまた

は値の範囲を入力します（ 例： 113, 114, 200–300）。

3. 作成をクリックして操作を完了するか、作成 +をクリックして別のネットワークを作成します。

4. マスターウィンドウでネットワークが作成されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

ネットワークおよびネットワークタイプ
ネットワーク
予約済みVLANプール
ネットワークセット
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ストレージシステムにサーバーを直接接続ストレージシステムにサーバーを直接接続

ファイバーチャネルネットワーク上で、直接接続（フラットSAN）を使用して、エンクロージャーをストレージシステ
ムに接続することができます。ストレージシステムに接続する方法は、2通りあります。

直接接続ファイバーチャネルネットワークを使用してサーバーをストレージシステムに直接接続直接接続ファイバーチャネルネットワークを使用してサーバーをストレージシステムに直接接続

または、既存の環境のストレージシステムにサーバーを直接接続。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

SANストレージボリュームが構成され、プロファイルに接続できる

FlexFabricインターコネクトが構成されている

手順手順

1. 直接接続ファイバーチャネルネットワークを作成します。

2. 論理インターコネクトグループの作成

3. エンクロージャーグループの作成、手順2で作成した論理インターコネクトグループを割り当てます。

4. ストレージシステムに接続されているエンクロージャーの追加、手順4で作成したエンクロージャーグループに割り

当てます。

5. ストレージシステムに接続するサーバーハードウェアに直接接続ファイバーチャネルネットワークを接続するサー

バープロファイルの作成。

注記:注記:

サーバープロファイルにサーバーハードウェアを追加する前、またはサーバーハードウェアが関連付

けられているサーバープロファイルを編集する前に、サーバーハードウェアの電源をオフにする必要

があります。

a. サーバーハードウェアリストから、ストレージシステムに接続するサーバーハードウェアを選択します。

b. 接続の追加をクリックします。

c. デバイスタイプで、ファイバーチャネルを選択します。

d. ネットワークで、手順1で作成したファイバーチャネル直接接続ネットワークを選択します。

e. 画面の残りの部分に必要なデータを入力し、追加をクリックします。

f. SANストレージセクションで、SANストレージの管理をクリックします。

g. ホストOSタイプを設定します。

h. ボリュームの追加をクリックします。

i. ボリューム名を選択します。

j. LUNタイプを設定します。

k. ストレージパスを確認します。

l. 追加をクリックします。

m. 画面の残りの部分に必要なデータを入力し、作成をクリックします。

n. マスターウィンドウでプロファイルが作成されていることを確認します。

6. サーバーの電源オン

7. アクティビティ画面と関連リソースで、接続が正常なステータスであることを確認します。

詳しくは詳しくは

直接接続ファイバーチャネルネットワーク
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既存の環境のストレージシステムにサーバーを直接接続既存の環境のストレージシステムにサーバーを直接接続

ストレージシステムに接続する方法は、2通りあります。

既存の環境のストレージシステムにサーバーを直接接続既存の環境のストレージシステムにサーバーを直接接続（以下）。

または、ストレージシステムにサーバーを直接接続。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者

SANストレージボリュームが構成され、プロファイルに接続できる

FlexFabricインターコネクトが存在する

手順手順

1. エンクロージャーにストレージシステムを物理的に接続します。

2. 直接接続ファイバーチャネルネットワークを作成します。

3. アップリンクセットを編集するか、新しいアップリンクセットを作成して、ストレージシステムが接続されている

エンクロージャーのインターコネクトアップリンクポートに直接接続ファイバーチャネルネットワークを接続しま

す。

a. アップリンクセットの名前を指定します（新規アップリンクセットのみ）。

b. タイプでファイバーチャネルを選択します。

c. ネットワークで、手順2で作成した直接接続ファイバーチャネルネットワークを追加します。

d. アップリンクポートで、ストレージシステムに接続されたインターコネクトモジュールのアップリンクポートを

追加します。

e. 作成をクリックします。

f. 詳細ウィンドウで、アップリンクセットが作成されたことを確認します。

4. ストレージシステムに接続するサーバーハードウェアに直接接続ファイバーチャネルネットワークを接続するサー

バープロファイルの作成またはサーバープロファイルの編集。

注記:注記:

サーバープロファイルにサーバーハードウェアを追加する前、またはサーバーハードウェアが関連付

けられているサーバープロファイルを編集する前に、サーバーハードウェアの電源をオフにする必要

があります。

a. サーバーハードウェアリストから、ストレージシステムに接続するサーバーハードウェアを選択します。

b. 接続の追加をクリックします。

c. デバイスタイプで、ファイバーチャネルを選択します。

d. ネットワークで、手順2で作成したファイバーチャネル直接接続ネットワークを選択します。

e. 画面の残りの部分に必要なデータを入力し、追加をクリックします。

f. SANストレージセクションで、SANストレージの管理をクリックします。

g. ホストOSタイプを設定します。

h. ボリュームの追加をクリックします。

i. ボリューム名を選択します。

j. LUNタイプを設定します。

k. ストレージパスを確認します。

l. 追加をクリックします。

m. 画面の残りの部分に必要なデータを入力し、作成をクリックします。
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n. マスターウィンドウでプロファイルが作成されているか、詳細ウィンドウで変更が行われたことを確認します。

5. サーバーハードウェアの電源をオンにします。

6. アクティビティ画面と関連リソースで、接続が正常なステータスであることを確認します。

詳しくは詳しくは

直接接続ファイバーチャネルネットワーク
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ネットワークの削除ネットワークの削除

重要:重要:

ネットワークセットを削除するときは、次の点に注意してください。

ネットワーク上のネットワークトラフィックが停止します。

ネットワークが割り当てられていたサーバープロファイル、アップリンクセット、ネットワークセッ

トなどで、ネットワークを使用できなくなります。

所属するすべてのネットワークセットからネットワークが削除されます。場合によっては、ネット

ワークセットのメンバーネットワークが存在しなくなります。

すべてのネットワークウィンドウからネットワークが削除されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。

プライベートVLANドメインに含まれているネットワークは削除できません。削除する前にPVLANドメインからのネッ

トワークの関連付けを解除してください。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > ネットワークの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ネットワークを選択します。

同じタイプの複数のネットワークを選択して、一括で削除できます。ネットワークは、マスターウィンドウで順番

に選択することも、ランダムに選択することもできます。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージがある場合は、内容を確認します。

削除操作の前に、ネットワークのステータスが確認されます。ネットワークを使用中の場合は、ユーザーに通知

されます。ユーザーは、削除操作を確認する必要があります。

ネットワークがSANマネージャーに関連付けられている場合、このネットワークで使用されるストレージシステ

ムの数が表示されます。ユーザーは、削除操作を確認する必要があります。

5. はい、削除しますをクリックして、ネットワークを削除します。

REST APIを使用してネットワークを一括で削除することもできます。詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参

照してください。

削除されたネットワークは、次のポーリング時（約20秒後）にはマスターウィンドウに表示されません。

6. マスターウィンドウにネットワークが表示されなくなったことを確認します。

詳しくは詳しくは

ネットワーク
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ネットワーク構成設定の編集ネットワーク構成設定の編集

タイプ、ファブリックタイプ、およびVLAN IDを除くネットワーク構成設定は、ネットワークを編集することによって
変更できます。例えば、アプリケーションの帯域幅の要件に合わせて、最大帯域幅や優先帯域幅を編集できます。管理
ポート用のネットワーク接続には低めの帯域幅を、ディスクバックアップポートとして使用するネットワーク接続には
高めの帯域幅を要求することができます。

重要:重要:

ネットワークの編集時には、次の点に注意してください。

変更により、ネットワークトラフィックに影響が及ぶ可能性があります。

サーバープロファイルで上書きされないネットワーク設定の変更は、適用するとすぐに有効になりま

す。

アプライアンスは、通知とアクティビティサイドバーにより、ネットワークへの変更を報告します。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者

手順手順

1. マスターウィンドウでネットワーク > ネットワークの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで、編集するネットワークを選択してアクション > 編集の順に選択します。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

ネットワーク
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ネットワークセットネットワークセット

ネットワークセットは、名前付きのグループを形成してサーバープロファイルの作成を簡素化するタグ付きイーサー
ネットネットワークの集合です。ネットワークセットは、サーバープロファイルの接続ごとに複数のネットワークにア
クセスする必要のある仮想環境で役立ちます。ネットワークセット画面には、アプライアンスで現在定義されている
ネットワークセットが表示されます。この画面を使用して、ネットワークセットを追加、編集、または削除できます。

知りたい情報知りたい情報

ネットワークセットのネットワークの追加または削

除

ネットワークセットの優先帯域幅または最大帯域幅

の変更

ネットワークセットの作成

ネットワークセットの削除

ネットワークセットの編集

その他の操作

詳細情報詳細情報

ネットワークセットの使用

ネットワークおよびネットワークタイプ

ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する

留意事項

詳しくは詳しくは

ネットワークセットの作成
ネットワークセットの編集
ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する留意事項
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ネットワークセットの使用ネットワークセットの使用

ネットワークセットは、ネットワークを含む集約されたネットワークオブジェクトです。ネットワークセットは、複数
のネットワーク構成管理タスクを大幅に簡素化するために、サーバープロファイル内のネットワーク接続に割り当てる
ことができるオブジェクトになります。

接続のダウンリンクポート上のすべてのネットワークを使用できるようにするには、サーバープロファイル接続でネッ
トワークセットを使用してください。ネットワークセットは、サーバーのイーサーネット接続がネットワークセットに
関連付けられている場合に、パケットをサーバーに配信する方法を定義します。ネットワークセットを使用すると、
VLANトランクを定義してサーバー接続に関連付けることもできます。

ネットワークセット画面から、ネットワークセットの詳細を表示し、ネットワークセットを作成、編集、および削除す
ることができます。ネットワークセットがリストされていない場合は、ネットワークセットを追加する必要がありま
す。ネットワークの優先帯域幅の設定は、サーバープロファイルでオーバーライドできます。ネットワークセットのこ
の値を変更しても、この値をオーバーライドするサーバープロファイルには影響しません。サーバープロファイルで1
つのネットワークを接続に割り当てる代わりに、ネットワークセットをその接続に割り当てることができます。

ネットワークセットを使用すると、ネットワーク環境の変更を複数のサーバーにすばやく展開できます。例えば、

16台のサーバーがネットワークセットに接続されているとします。新しいネットワークを16台のサーバーすべてに

追加するには、各サーバーに個別に追加する代わりにネットワークセットに追加すれば済みます。

本番環境ネットワーク向けのネットワークセットと開発用ネットワーク向けのネットワークセットを作成できま

す。

複数のネットワークを含むトランクとしてネットワークセットを作成することで、vSwitchを使用して複数のVLANに

アクセスするハイパーバイザーを構成できます。

ネットワークセットの要件ネットワークセットの要件

ネットワークセット内のすべてのネットワークはイーサーネットネットワークで、一意の外部VLAN IDを割り当てら

れている必要があります。タグ無しネットワークとトンネルネットワークは単一ネットワークであり、ネットワー

クセットを使用しません。タグ無しパケットにはタグ無しネットワークが指定されます。ネットワークセット内の1

つのネットワークをタグ無しにできます。

ネットワークセット内のすべてのネットワークは、同じアプライアンスで構成する必要があります。

ネットワークは、複数のネットワークセットのメンバーになることができます。

ネットワークセット内のすべてのネットワークを、論理インターコネクトへの接続を持つサーバープロファイルで

使用されるように、論理インターコネクトグループ（とその論理インターコネクト）内のアップリンクセットまた

は内部ネットワークに追加する必要があります。

ネットワークセットは、空のまま（ネットワークが含まれていない状態で）使用したり、論理インターコネクトグ

ループおよび論理インターコネクトで構成した1つまたは複数のネットワークを含めたりできます。空のネットワー

クセットを使用すると、メンバーのネットワークを作成する前に構成内にネットワークセットを作成したり、代わ

りのネットワークを追加する前にメンバーのネットワークをすべて削除したりできます。ただし、サーバープロ

ファイルで空のネットワークセットに接続を追加すると、サーバーはその接続を使用してデータセンターネット

ワークに接続できません。

ネットワークセットの使用 638



ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する留意事項ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する留意事項

ネットワークセットの作成または編集ネットワークセットの作成または編集

ネットワークを作成すると、そのネットワークをネットワークセットに直接追加できるようになります。

ネットワークセットを作成または変更するときに、タグ無しパケットのネットワークを指定できます。タグ無し

ネットワークを指定しないと、タグ無しパケットは、このネットワークセットに関連付けられたプロファイル接続

で拒否されます。タグ無しサーバートラフィックは、指定されたタグ無しネットワークに送られるか、ドロップさ

れます。

注記:注記:

サーバートラフィックには、ネットワークセットのいずれかのイーサーネットネットワークのVLAN ID

を使用してタグを付ける必要があります。

サーバーは、タグ付きトラフィックまたはタグ無しトラフィックをインターコネクトに同時に送信できます。タグ

付きトラフィックは、タグ無しパケットの指定されたネットワークで送信されます。

ネットワークセットを作成または変更するときに、そのネットワークセットへの接続の最大帯域幅と優先帯域幅を

定義します。サーバープロファイルでは、優先帯域幅は上書きできますが、最大帯域幅は上書きできません。

論理インターコネクトごとにサポートできるイーサーネットネットワークは最大で1000です。ネットワークセット

ごとにサポートできるイーサーネットネットワークは最大で162です。

プライベートVLANネットワークは、ペアでのみ追加または削除できます。プライマリネットワークとセカンダリ

ネットワークの両方を追加または削除する必要があります。

ネットワークセットの削除ネットワークセットの削除

ネットワークが削除されると、そのネットワークが属していたすべてのネットワークセットからも自動的に削除さ

れます。ただし、ネットワークセットがいずれかのアップリンクセットのメンバーである場合を除きます。

ネットワークセットを削除しても、そのネットワークセットに属するネットワークは影響を受けません。ただし、

そのネットワークセットとの接続があるサーバープロファイルは影響を受けます。サーバーの接続が、個々のネッ

トワークとの接続ではなく、ネットワークセットとの接続として定義されるためです。そのネットワークセットを

使用できなくなるため、その接続を介するサーバーとの間のネットワークトラフィックは停止します。ネットワー

クセットを削除すると、その特定のネットワークセットへのサーバープロファイル接続は解除されます。

ネットワークセットでネットワークを削除する場合、使用中のすべてのネットワークがネットワークセットから削

除されると、このネットワークセットを使用している割り当て済みのすべてのプロファイルがエラーとなり、サー

バープロファイル接続の接続を失います。接続を失わないようにするには、ネットワークセット内に少なくとも1つ

のネットワークを残すか、ネットワークセットをすべてのサーバープロファイルから分離します。

ネットワークセットからネットワークを削除する場合、すべてのネットワークをネットワークセットから削除しよ

うとすると、削除アクションで、トラフィックが渡されなくなることについての警告の確認が求められます。ネッ

トワークセットが空になると、仮想接続モジュールはそれらのサーバープロファイル接続のトラフィックを渡しま

せん。詳しくは、VCトラフィックフローVCトラフィックフローを参照してください。

詳しくは詳しくは

Smartリンク
ネットワークセット
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ネットワークセットの作成ネットワークセットの作成

ネットワークセットを作成することで、タグ付きイーサーネットネットワークの集合を定義し、名前を付けたグループ
を作成してサーバープロファイルに割り当てることができます。各ネットワークセットには複数のネットワークが必要
です。

注記:注記:

ネットワークセットへのネットワークの追加は、イーサーネットネットワークにのみ適用されます。

ネットワークをネットワークセットに追加するとき、ネットワークリソースをオフラインにする必要はありません。

ネットワークセットへの接続を持つサーバープロファイルをアップデートする必要はありません。

同じネットワークセット内で重複するVLAN IDは許可されません。

前提条件前提条件

権限：サーバー管理者またはネットワーク管理者。

注記:注記:

サーバー管理者には帯域幅を編集する権限がありません。

手順手順

1. メインメニューでネットワーク > ネットワークセットの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで+ ネットワークセットの作成をクリックします。

アクション > 作成の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、少なくとも1つのネットワークセットを作成するまで表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

ネットワークの命名規則に関する独自のベストプラクティスに従います。

例：vm network、devnets、CorporateLab、Development Hub

3. ネットワークの追加をクリックします。

ネットワークセットへネットワークの追加ダイアログボックスが表示されます。

4. 複数のネットワークを同時に選択するには、ShiftまたはCtrlキーを使用してネットワークセットに追加するネット

ワークを選択します。ネットワークセットに選択したネットワークを追加するには追加をクリックし、別のネット

ワークを追加するには追加+をクリックします。

5. 作成をクリックしてネットワークセットを作成するか、作成 +をクリックして別のネットワークセットを作成しま

す。

キャンセルをクリックすると、最後に作成 +ボタンをクリックした以降に加えた変更を適用せずに画面を閉じま

す。

6. 詳細ウィンドウでネットワークセットをチェックして、変更内容を確認します。

詳しくは詳しくは

ネットワークセットの削除
ネットワークセット
ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する留意事項

ネットワークセットの作成 640



ネットワークセットの削除ネットワークセットの削除

ネットワークセットを削除すると、そのネットワークセットはアプライアンスから削除されますが、メンバーのネット
ワークは削除されません。

重要:重要:

ネットワークセットを削除すると、次のようになります。

削除されたネットワークセットへの接続を持つすべてのサーバーでネットワークトラフィックがただ

ちに停止されますが、そのネットワークセットに属するネットワークに影響はありません。これらの

変更は、アプライアンスの通知とアラートによって報告されます。

削除されたネットワークセットを指定したすべてのサーバープロファイル接続が未定義になり、削除

されたネットワークセットのリソースにアクセスできなくなります。

前提条件前提条件

権限：サーバー管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューからネットワーク > ネットワークセットの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するネットワークセットを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージが表示された場合はそれを確認し、はい、削除しますはい、削除しますをクリックしてネットワークセットを削除し

ます。

ネットワークセットは、サーバーが使用している接続から削除されます。

削除対象のネットワークセットが使用中である場合は、現在ネットワークセットを使用しているすべてのサーバー

のリストを確認してください。

5. マスターウィンドウにネットワークセットが表示されなくなったことを確認します。

詳しくは詳しくは

ネットワークセットの編集
ネットワークセット
ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する留意事項

ネットワークセットの削除 641



ネットワークセットの編集ネットワークセットの編集

ネットワークセットを編集してネットワークセットの名前、ネットワークセットに含まれるネットワーク、優先帯域幅
と最大帯域幅を変更し、タグ無しトラフィックに1つのネットワークを指定することができます。

重要:重要:

ネットワークセットに加える変更については、次の点に注意してください。

サーバープロファイルでオーバーライドされない変更は、適用するとすぐに有効になります。

ネットワーク上のトラフィックに影響を与えることがあります。

通知とアラートで報告されます。

論理インターコネクトで使用中のネットワークの最大数に影響することがあります。

前提条件前提条件

権限：サーバー管理者またはネットワーク管理者。

手順手順

1. メインメニューでネットワーク > ネットワークセットの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集するネットワークセットを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKOKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウでネットワークセット情報をチェックして、変更内容を確認します。

詳しくは詳しくは

ネットワークセットの作成
ネットワークセットの削除
ネットワークセット
ネットワークセットの作成、編集、および削除に関する留意事項
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電力供給デバイス電力供給デバイス

電力供給デバイス画面では、次のクラスのデバイスを管理できます。

インテリジェントパワーディストリビューションユニット（iPDU）。アプライアンスで自動的に検出および制御で

きます。

アプライアンスで検出できないその他の電力供給デバイス。追跡、インベントリ、および電力管理の目的で、これ

らのデバイスを手動でアプライアンスに追加できます。

知りたい情報知りたい情報

電力供給デバイスの追加

電力供給デバイスのプロパティの編集

電力供給デバイスの削除

現在別の管理システムによって管理されているiPDU

の追加

電力接続の追加

電力供給デバイスのフィルター処理

電力供給デバイスの電源の切断

電力供給デバイスのロケーターライトのオン/オフ

iPDUとアプライアンス間の接続の問題を解決

過去5分間のiPDUの消費電力を表示

過去24時間のiPDUの消費電力を表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

電源デバイス管理

アプライアンスとの接続および同期

電力供給デバイス 643
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アプライアンスとの接続および同期アプライアンスとの接続および同期

アプライアンスは、iPDUの接続ステータスを監視します。アプライアンスがiPDUとの接続を失った場合は、接続がリス
トアされるまでアラートが表示されます。アプライアンスは接続の問題を解決してアラートを自動的に消去しようとし
ますが、それができなかった場合は、ユーザーが問題を解決し、手動でiPDUを更新してアプライアンスと同期させる必
要があります。

また、アプライアンスは、iPDUを監視して、ハードウェアや電力接続に対する変更を同期させます。ただし、アプライ
アンスの制御の外で（例えば、iLOやOAから）デバイスに加えられた一部の変更は、デバイスとアプライアンス間で同
期されない場合があります。アプライアンスとの同期が失われたデバイスは、手動による更新が必要になる場合があり
ます。

注記:注記:

iLOまたはOAを使用してデバイスを変更することはお勧めしません。デバイスのiLOまたはOAからデバイ
スを変更すると、デバイスとアプライアンス間で同期されない場合があります。

iLOを使用してデバイスを変更することはお勧めしません。デバイスのiLOからデバイスを変更すると、デバイスとアプ
ライアンス間で同期されない場合があります。

アプライアンスとiPDUとの接続は、電力供給デバイス画面から手動で更新できます。

電力供給デバイス画面では、電力供給デバイスの表示および構成、電力接続の構成を行い、iPDUの過去5分間または24
時間の消費電力を確認することができます。ロケーターライトやサポートするアウトレットパワーオンデバイスも管理
できます。

詳しくは詳しくは

iPDUとアプライアンス間の接続の問題を解決

アプライアンスとの接続および同期 644



電力接続の追加電力接続の追加

電力供給デバイスと電源装置の接続を追加および編集することができます。接続の追加ダイアログボックスに、デバイ
スに接続されている電源装置が表示されます。例えば、BladeSystem c7000エンクロージャーには電源装置が6個接続さ
れています。この画面で行った変更は、ラック構成を保存するときに保存されます。

電力供給デバイスと電源装置の接続を追加および編集することができます。接続の追加ダイアログボックスでは、デバ
イスに接続されている電源装置が表示されます。この画面で行った変更は、ラック構成を保存するときに保存されま
す。

HPE Intelligent Power Discovery Serviceで接続が検出されると、自動的にデバイス名が入力されます。

接続の追加ダイアログには、ラック内のデバイスと互換性のあるリーフ電力供給デバイスが表示されます。他のデバイ
スによって使用されている電力供給デバイスは表示されません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで、接続を追加したい電力供給デバイスを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 電力接続で、接続の追加をクリックします。

3. 接続の追加ダイアログボックスで、リストからデバイスを選択します（複数選択する場合はCtrlキーを押したまま

クリック）。続いて、デバイスと電力供給デバイス間の接続を追加する場合は追加、別の接続を追加する場合は追

加+をクリックします。

4. 接続の追加を終えたら、OKをクリックします。

5. マスターウィンドウで電力接続が追加されていることを確認します。

接続が指定されていない場合、またはデバイスが電力供給デバイスである場合、接続は空になります。

HPE ACモジュールに接続した場合、接続はエンクロージャーの名前になり、エンクロージャー画面にあるエンク

ロージャーの概要へのハイパーリンクになります。

詳細情報詳細情報

ボタンの機能
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電力供給デバイスの追加電力供給デバイスの追加

次の2つのクラスの電力供給デバイスをデータセンターに追加できます。
iPDU電力供給デバイス

iPDUを追加すると、アプライアンスは、デバイス検出プロセスの実行時に、追加されたiPDUとそのすべてのコン
ポーネント（HPEインテリジェントロードセグメント、HPEインテリジェントエクステンションバー、HPEインテリ
ジェントコンセントなど）を自動的に検出します。さらに、エンクロージャーおよびサーバー上の電源装置への
接続を自動的に構成します。iPDUを追加するには、検出プロセスを開始する前にiPDUの認証情報（名前とパス
ワード）を入力する必要があります。

非iPDU電力供給デバイス

アプライアンスで検出できない電力供給デバイスは非管理と見なされます。アプライアンスでこれらのデバイス
を追加して分析するには、その前にこれらのデバイスの構成情報を入力します。非管理デバイスの構成情報を入
力すると、電力容量、電力消費、冗長をより正確に分析できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで、+ 電力供給デバイスの追加をクリックします。

b. アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、少なくとも1つの電力供給デバイスを追加するまで表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

3. 追加をクリックして電力供給デバイスを追加するか、追加+をクリックして別の電力供給デバイスを追加します。

追加をクリックした後、別の管理システムによって獲得されているため電力供給デバイスを追加できないという

メッセージが表示された場合は、現在別の管理システムによって管理されているiPDUの追加で詳細を確認してく

ださい。

電力供給デバイスがHTTPSモードでセットアップされ、HPE OneViewに追加されると、HPE OneViewに自己署名証

明書またはシステムが生成した証明書が表示されます。承認をクリックし、電力供給デバイスの追加を続行しま

す。

4. マスターウィンドウで電力供給デバイスが追加されていることを確認します。

詳細情報詳細情報

ボタンの機能

電力供給デバイスの追加 646



現在別の管理システムによって管理されているiPDUの追加現在別の管理システムによって管理されているiPDUの追加

iPDUが別の管理システムによって管理されている場合は、iPDUをこの管理システム（アプライアンス）に強制的に追加
できます。

この操作は、iPDUが管理されている管理システムへのアクセスが許可されておらず、iPDUを解放できない場合に必要に
なります。

重要:重要:

強制的にiPDUを追加すると、現在の構成設定がすべて削除されます。

他の管理システムがHPE OneViewアプライアンスである場合は、最初にiPDUを管理対象から削除しな

いと、iPDUの制御を回復することができません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、+ 電力供給デバイスの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、少なくとも1つの電力供給デバイスを追加するまで表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

3. 追加をクリックします。

4. 他の管理システムによって獲得されているため、アプライアンスに電力供給デバイスを追加できないというメッ

セージが表示されます。

5. 電力供給デバイスを強制的に追加を選択します。

6. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして操作を完了してから別の電力供給デバイスを追加しま

す。

7. マスターウィンドウで電力供給デバイスが追加されていることを確認します。

現在別の管理システムによって管理されているiPDUの追加 647



電力供給デバイスのプロパティの編集電力供給デバイスのプロパティの編集

ライン電圧、定格容量といった、電力供給デバイスの全般的なプロパティを編集できます。電力供給インフラストラク
チャについて正確に記述し、構成することにより、アプライアンスは問題の発生を監視する追加容量を検出することが
できます。アプライアンスは、電力や冷却容量に関する潜在的な問題を識別すると、アラートを生成します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで、編集する電力供給デバイスを選択してアクション > 編集の順に選択します。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 電力供給デバイスの名前または電力接続を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

電力供給デバイスのプロパティの編集 648



電力供給デバイスのフィルター処理電力供給デバイスのフィルター処理

電力供給デバイス画面でフィルターを使用すると、特定の電力供給デバイスのタイプを選択して表示できます。また
は、すべての電力供給デバイスを表示することもできます。フィルターはデフォルトですべての種類に設定されてい
ます。

ステータスで電力供給デバイスを絞り込むこともできます。2つのフィルターを組み合わせることもできます。例え
ば、ステータスがOKの給電だけが表示されるようにフィルターを設定できます。

ステータスについて詳しくは、アイコンの説明を参照してください。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. フィルターメニュー（デフォルトの設定はラックPDU）をクリックし、フィルター処理するデバイスタイプを選

択します。

b. ピンコントロール  をクリックしてフィルターサイドバーを拡張し、フィルター処理するデバイスタイプ

を選択します。

注記:注記:

フィルターをデフォルトの設定に戻すには、フィルターサイドバーにあるリセットボタンをクリッ

クします。

2. フィルターサイドバーを折りたたむには、ピンコントロールをもう一度クリックします。
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電力供給デバイスの電源の切断電力供給デバイスの電源の切断

トラブルシューティングや修理を行う場合は、電力供給デバイス画面で電力供給デバイスの電源を切断することができ
ます。

例えば、サーバーのiLOがネットワークに応答しない場合、リセット要求を送信することはできません。代替手段とし
て、サーバーに電力を供給しているコンセントの電源をオフにし、再度オンにすると、リセットすることができます
（冗長電源がある場合は、両方をリセットする必要があります）。

未使用のコンセントなどの電力供給デバイスの電源を切断して、回路ブレーカーの過負荷を防ぐことができます。デバ
イス上の消費電力が0（ゼロ）で、HPE Intelligent Power Discoveryが接続を報告しない場合は、未使用のデバイスの
電源を切断して、PDUにデバイスを接続できないようにすることができます。

注記:注記:

すでに電源が切断されているサーバーの電源を切断しようとすると、通知領域に通知が表示されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、電源を切断する電力供給デバイスを選択して、アクション > 電源オフの順に選択します。
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電力供給デバイスのロケーターライトのオン/オフ電力供給デバイスのロケーターライトのオン/オフ

一部の電力供給デバイスには、電源を投入することによってデータセンター内のデバイスを検索できるロケーターライ
トが装備されています。電力供給デバイスのロケーターライトは、電力供給デバイス画面でオンまたはオフにすること
ができます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. 電力供給デバイスのロケーターライトの電源を投入電源を投入するには、以下の手順を実行します。

a. メインメニューからファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択します。

b. マスターウィンドウで、ロケーターライトがオンになっていない電力供給デバイスを選択し、アクション > ロ

ケーターライトオンの順に選択します。

2. 電力供給デバイスのロケーターライトを電源オフ電源オフするには、以下の手順を実行します。

a. メインメニューからファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択します。

b. マスターウィンドウで、ロケーターライトがオンになっている電力供給デバイスを選択し、アクション > ロ

ケーターライトオフの順に選択します。

電力供給デバイスのロケーターライトのオン/オフ 651



電力供給デバイスの削除電力供給デバイスの削除

電力供給デバイス画面で、電力供給デバイスを管理対象から削除することができます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除する電力供給デバイスを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージが表示されたら、はい、削除しますをクリックします。これで、デバイスが管理対象から削除され

ます。

5. マスターウィンドウで電力供給デバイスが削除されていることを確認します。

電力供給デバイスの削除 652



iPDUとアプライアンス間の接続の問題を解決iPDUとアプライアンス間の接続の問題を解決

アクションメニューの更新オプションを使用して、アプライアンスとiPDU間の接続を手動で更新することができます。
iPDUをアプライアンスに追加したり、アプライアンスを起動したり、iPDUとの電力接続の変更が検出された場合、アプ
ライアンスは自動的にiPDUと同期します。ただし、iPDUがアプライアンスと非同期の状態になった場合は、手動で接続
を更新する必要があります。

注記:注記:

Hewlett Packard Enterpriseでは、iLOまたはHPE BladeSystem Onboard Administratorを使用してデバ
イスを変更することはお勧めしません。デバイスのiLOまたはOnboard Administratorからデバイスを変
更すると、デバイスとアプライアンスの同期がとれなくなる場合があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、更新するiPDUを選択します。

3. アクション > 更新の順に選択します。

注記:注記:

更新操作がすぐに開始され、確認は必要ありません。

iPDUとアプライアンス間の接続の問題を解決 653



過去5分間のiPDUの消費電力を表示過去5分間のiPDUの消費電力を表示

利用状況パネルには、iPDUの消費電力メーターが表示されます。このメーターは、過去5分間の平均消費電力レベル
（キロワット単位）と最大容量における割り当てレベル（iPDUに接続しているすべてのデバイスの較正最大値。キロ
ワット単位）を示します。最大容量は、エンクロージャーまたはサーバーハードウェアに定められた消費電力上限に
よってディレーティングされた、定格容量から得られます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択し、表示するiPDU電力供給デバイスを選択しま

す。

2. 利用状況パネルの電力容量/消費メーターを確認します。

注記:注記:

データが利用できない場合、メーターは表示されません。

過去5分間のiPDUの消費電力を表示 654



過去24時間のiPDUの消費電力を表示過去24時間のiPDUの消費電力を表示

利用状況パネルには、iPDUの消費電力メーターが表示されます。このメーターは、過去5分間の平均消費電力レベル
（キロワット単位）と最大容量における割り当てレベル（iPDUに接続しているすべてのデバイスの較正最大値。キロ
ワット単位）を示します。最大容量は、エンクロージャーまたはサーバーハードウェアに定められた消費電力上限に
よってディレーティングされた、定格容量から得られます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 電力供給デバイスの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、iPDUを選択します。

3. 利用状況パネルの電力容量/消費メーターにポインターを合わせると、過去24時間の消費電力の概要グラフ（平均お

よび最大）が表示されます。
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ラックマネージャーラックマネージャー

ラックマネージャープラットフォームは、マルチノードシステムです。ノードはラック内またはラック間に搭載され、
管理コントローラーによって中央管理されます。ラックマネージャー画面では、ラック内のラックマネージャープラッ
トフォームの物理的な位置を管理し、視覚的に示すことができます。

知りたい情報知りたい情報

ラックマネージャーの追加

ラックマネージャーのRemote Supportデータの収集

ラックマネージャーの編集

ラックマネージャーのリモートサポートの有効化

別の管理システムによって現在監視されているラッ

クマネージャーの強制的な追加

ラックマネージャーのリセット

ラックマネージャーからのSuperdome Flexファーム

ウェアのアップデート

その他の操作

詳細情報詳細情報

ラックマネージャーを追加する際のファームウェアオプ

ション

ラックマネージャーコンポーネント

ラックマネージャーのファームウェアビュー

ラックマネージャーのラックビュー

ラックマネージャーの状態

ラックマネージャーのRemote Support

ラック

RMCヘルス監視アラート

スコープ

Superdome Flexファームウェアバンドル

Superdome Flexファームウェアアップデート構成オプ

ション

ファームウェアアップデートのトラブルシューティング

サーバーハードウェアのトラブルシューティング

ラックマネージャー 656



ラックマネージャーの追加と監視ラックマネージャーの追加と監視

HPE OneViewは、ネットワーク構成に応じて、IPv4、IPv6、またはIPv4とIPv6の両方のアドレスを持つラックマネー
ジャーの追加をサポートしています。

ホスト名を使用してラックマネージャーを追加することもできます。ホスト名がIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方に
解決される場合、IPv4アドレスが優先されるため、ラックマネージャーはIPv4アドレスのみを使用して追加されます。

ラックマネージャーが追加された後、ラックマネージャーとの通信は、ラックマネージャーの追加に使用されたIPアド
レスを介して行われます。IPアドレスに到達できない場合、HPE OneViewは追加されたラックマネージャーに関連付け
られている他のIPアドレスにフォールバックしません。

詳細情報詳細情報

ラックマネージャーの追加

ラックマネージャーに到達できない

ラックマネージャーの追加と監視 657



ラックマネージャーを追加する際のファームウェアオプションラックマネージャーを追加する際のファームウェアオプション

ラックマネージャーを追加する際には、新しいファームウェアベースラインをインストールするためのオプションがあ
ります。

ファームウェアベースライン

ファームウェアバンドルをすでに追加している場合は、ファームウェアベースラインにより、ファームウェアのバ

ンドルを選択するためのオプションが表示されます。選択すると、HPE OneViewは指定されたベースラインに一致す

るファームウェアでサーバーをアップデートします。シャーシ、システム（nPartition）、Rack Management

Controller（RMC）などのラックマネージャープラットフォームコンポーネントそれぞれについて、ベースラインが

設定されます。

注記:注記:

ファームウェアベースラインとして下位バージョンのファームウェアバンドルを選択すると、ファー

ムウェアバンドルのインストールが失敗し、エラーメッセージが解決策とともに表示されます。

手動で管理（デフォルト）を選択した場合、ファームウェアアップデートはHPE OneViewによって管理されませ

ん。

強制インストール

強制インストールにより、指定されたベースラインに従って、すべてのコンポーネントにファームウェアバンドル

が適用されます。このオプションは、ラックマネージャーのすべてのnPartitionを電源オフにする必要がありま

す。

強制インストールチェックボックスをオンにしない場合、HPE OneViewは選択されたファームウェアベースラインに

準拠していないコンポーネントのみをアップデートします。

nParファームウェアアップデートを除外

nParファームウェアアップデートを除外チェックボックスをオンにした場合、nPartition固有のファームウェア（UEFI
など）はアップデートされません。

ファームウェア構成管理について詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

詳しくは詳しくは

ラックマネージャーの追加

Superdome Flexファームウェアバンドル

ラックマネージャーのファームウェアビュー

ファームウェアレポジトリの表示

ラックマネージャーを追加する際のファームウェアオプション 658
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ラックマネージャーの更新と削除ラックマネージャーの更新と削除

ラックマネージャーを更新および削除すると、サーバーハードウェア画面に変更が反映されます。

ラックマネージャーを更新すると、サーバーハードウェア画面のnPartitionデータが更新されます。

ラックマネージャーを削除すると、 サーバーハードウェア画面の対応するコンポーネントおよびnPartitionも削除さ
れます。ラックマネージャーを サーバーハードウェア画面から削除することはできません。

注記:注記:

ラックマネージャーを削除するには、インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者のいずれかで
ある必要があります。

ラックマネージャーの更新と削除 659



ラックマネージャーコンポーネントラックマネージャーコンポーネント

ラックマネージャープラットフォームは、以下によって構成されています。

1つ以上のシャーシ1つ以上のシャーシ — シャーシは、システムやnPartitionなどの論理コンポーネントを構築するために使用される

個々のノードです。各シャーシは、コンピュート、ストレージ、またはネットワークノードのようなシステムコン

ポーネントの物理コンテナーです。

シャーシには次の3つのタイプがあります。

ベース — すべてのラックマネージャーで利用できます。ブートサポートが含まれます。

拡張 — パーティションをスケールアップするために、ベースシャーシを備えたシステムに追加します。ブート

オプションはありません。

パーティション — パーティションをスケールアップするため、または追加のパーティションを作成するため

に、ベースシャーシを備えたシステムに追加します。

HPE Superdome FlexサーバーおよびHPE Superdome Flex280サーバーで、シャーシは、CPU、メモリ、I/O、電源装

置、およびファンを備えたコンピュートノードを表す5Uノードです。

注記:注記:

HPE Superdome Flex280サーバーには、ベースシャーシと拡張シャーシのみがあります。

1つ以上のシステムまたはnPartition1つ以上のシステムまたはnPartition — システムはサーバーとして機能する論理エンティティであり、サービスを

ホストするオペレーティングシステムの単一インスタンスを実行します。HPE OneViewで、nPartitionはサーバー

ハードウェアリソースとしてモデル化されています。

HPE Superdome Flexサーバーで、システムはnPartitionとも呼ばれます。nPartitionは、超高速ファブリックでイ

ンターコネクトされた1つ以上のコンピューターシャーシで構成されます。各nPartitionは、タイプがベースシャー

シまたはパーティションシャーシのモナークシャーシで始まり、シャーシを追加して拡張することで、より大きい

システムを形成できます。

すべてのHPE Superdome Flex280サーバーに、BaseIO、管理インターフェイス、およびブートサポートを提供する

ベースシャーシがあります。1つの拡張シャーシを追加して、システムを8つのプロセッサーソケットに拡張できま

す。必要なベースシャーシは、Embedded Rack Management Controller（eRMC）によるプラットフォーム管理を提供

します。

1つ以上のマネージャー1つ以上のマネージャー — マネージャーコンポーネントがラックマネージャープラットフォームを管理し、管理コ

ントローラーの機能をホストします。HPE OneViewは、この管理コントローラーを介してラックマネージャーと通信

し、ラックマネージャープラットフォームのシステム管理、制御、およびプラットフォーム管理を可能にします。

一部のプラットフォームには、冗長性をサポートする複数のマネージャーコンポーネントがあります。

HPE Superdome Flexサーバーで、マネージャーコンポーネントは、Rack Management Controller（RMC）と呼ばれま

す。RMCはDMTF Redfish APIをホストします。

マネージャーのタイプは次の2つのいずれかです。

内蔵 — マネージャーはベースシャーシの管理コントローラー内で実行されています。HPE Superdome Flexサー

バーおよびHPE Superdome Flex280サーバーでは、Embedded Rack Management Controller（eRMC）が1台または2

台のシャーシ（4つまたは8つのプロセッサーソケット）を管理できます。

注記:注記:

HPE Superdome Flex280サーバーはeRMCによってのみ管理されます。

スタンドアロン — マネージャーはスタンドアロンで、ラック内のユニットロケーションに配置されていま

す。HPE Superdome Flexサーバーでは、スタンドアロンのRMCはサポートされている使用可能な最大シャーシ構

成を管理できます。

1つ以上のラック1つ以上のラック — ラックには、すべてのラックマネージャープラットフォームのコンポーネントが物理的に含ま

れています。

詳しくは詳しくは

ラックマネージャーの追加

ライセンスタイプ：サーバーハードウェア

ラックマネージャーコンポーネント 660



ラック

サーバーハードウェア
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ラックマネージャーのラックビューラックマネージャーのラックビュー

このビューは、ラックマネージャープラットフォームとそのコンポーネント、およびラック内のそれらの状態の例を図
で表したものです。デバイス情報を表示して構成の詳細画面にリンクするには、ポインターをコンポーネントの上に置
きます。

次の図は、監視対象のラックマネージャーリソースとしてHPE OneViewに追加されたHPE Superdome Flexサーバーおよ
びHPE Superdome Flex280サーバーを示しています。HPE Superdome Flexサーバーには4つのシャーシ（2つはパーティ
ションに含まれていて、2つはスタンドアロン）とRack Management Controller（RMC）があります。HPE Superdome
Flex280サーバーには、1つのパーティションに含まれている2つのシャーシがあります。

1. ラックラック — ラックのサイズは42Uです。

2. 空のスロット空のスロット — ラック内の空のスロットの数。ラック単位で表されています。

3. マネージャーマネージャー — マネージャーの名前、サイズ（ラック単位）、およびユニットロケーション。この名前は、ラック

マネージャー画面のマネージャーの詳細へのハイパーリンクになっています。

4. シャーシシャーシ — ラックマネージャーの名前、シャーシ名、シャーシタイプ、シャーシのサイズ（ラック単位）、および

ユニットロケーション。この名前は、サーバーハードウェア画面のシャーシ詳細へのハイパーリンクになっていま

す。

5. パーティションパーティション — ラックマネージャーの名前、シャーシ名、シャーシタイプ、シャーシのサイズ（ラック単位）、

ユニットロケーション、およびパーティション名。この名前は、このデバイスのサーバーハードウェア画面の詳細

へのハイパーリンクになっています。

6. シャーシとパーティションの関連付けリンクシャーシとパーティションの関連付けリンク —関連付けリンクは、パーティションの一部であるシャーシを示しま
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す。パーティションの一部であるシャーシにカーソルを重ねると、関連付けリンクによって同じパーティションの

一部である他のすべてのシャーシが強調表示されます。

詳しくは詳しくは

ラック
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ラックマネージャーの状態ラックマネージャーの状態

監視対象

HPE OneViewは、ラックマネージャーのインベントリとヘルスステータスを監視中です。

非管理

HPE OneViewは、通信エラーまたは追加操作中のエラーのために、ラックマネージャーを管理または監視しませ
ん。

詳細情報詳細情報

RMCヘルス監視アラート

ラックマネージャーの状態 664



ラックマネージャーのRemote SupportラックマネージャーのRemote Support

ラックマネージャーのRemote Supportを有効にすると、そのラックマネージャーのRemote Support設定を構成および編
集できます。

サポートIDは、ラックマネージャーのシリアル番号と製品番号に基づいています。HPE OneView Remote Supportは、新
しい製品番号およびシリアル番号に対して資格付与します。資格付与は、新しいサポートケースを処理するサポートセ
ンターの担当者によって再度確認されます。

注記:注記:

契約および保証情報を更新するには、アクション > 契約および保証のアップデートの順に選択します。

詳しくは詳しくは

ラックマネージャーのRemote Supportデータの収集

ラックマネージャーのリモートサポートの有効化
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RMCヘルス監視アラートRMCヘルス監視アラート

Rack Management Controller（RMC）はHPE Superdome Flexサーバーのマネージャーであり、HPE OneViewとSuperdome
Flexの間の管理インターフェイスです。

nPartitionの監視、管理、再起動など、nPartitionレベルの操作を実行するには、RMCが正常に機能している必要があ
ります。HPE OneViewはRMCのヘルスを定期的に監視し、問題が検出されるとアラートを生成します。クリティカルア
ラートが生成されると、ラックマネージャーは非管理状態に移行します。

次のアラートがあります。

原因

HPE OneViewとRMCの間の接続が失われました。このチェックは30分間隔で行われます。

改善

RMCがダウンしているかどうかを確認します。ダウンしている場合は、RMCを起動します。

RMCが動作している場合：

メインメニューから設定 > ネットワーク > アクション > Pingの順に選択して、HPE OneViewからRMC

に到達できることを確認します。接続に問題がある場合は、その問題を解決します。

RMC証明書がHPE OneViewにインポートされていることを確認します。また、証明書の有効期限が切れた

り、無効になったりしていないことを確認します。

原因

サブスクリプションがアクティブではありません。HPE OneViewによって、既存のサブスクリプションに問題

があるか、またはサブスクリプションが削除されたことが検出されました。このチェックは30分間隔で行われ

ます。

改善

1. RMCで、既存のサブスクリプションを削除して、HPE OneView用に未使用のサブスクリプションスロットを

作成します。

2. メインメニューからラックマネージャー > アクション > 更新の順に選択して更新し、サブスクリプショ

ンを自動的に追加します。

原因

RMCのファームウェアバージョンとHPE OneViewのファームウェアバージョンに互換性がありません。これ

は、RMCファームウェアがHPE OneViewとは無関係にアップデートされた場合に発生することがあります。

RMC上のRedfishサービスが、イベントサブスクリプション要求を処理できません。

改善

RMCとHPE OneViewのファームウェアバージョンに互換性があることを確認します。

RMCのRedfishサービスの問題を解決するには、HPE Superdome Flex Server Administration GuideHPE Superdome Flex Server Administration Guideを参照

してください。Redfishサービスの問題を解決できない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせく

ださい。

原因

サブスクリプションがアクティブであり、HPE OneViewはRMCと通信できますが、HPE OneViewは過去24時間以

内にRMCからイベントを受信していません。HPE OneViewは、RMCにテストイベントで応答するよう要求を送信

しました。RMCは、HPE OneViewにテストイベントを送信できませんでした。

Rack Management Controller（RMC）に接続できません。

-

-

Rack Management Controller（RMC）からのイベントサブスクリプションが破損しています。RMCの最大サブスクリプション
制限に達したため、サブスクリプションの再作成に失敗しました。

Rack Management Controller (RMC)からのイベントサブスクリプションが破損しています。問題の自動的な修正に失敗しま
した。

Rack Management Controller（RMC）から通知を受信できません。
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改善

メインメニューから設定 > ネットワーク > アクション > Pingの順に選択して、HPE OneViewからRMCに到

達できることを確認します。接続に問題がある場合は、その問題を解決します。

ラックマネージャー > アクション > 更新の順に選択してラックマネージャーを更新し、RMCにイベント登

録の問題がある場合はその問題を解決します。

RMCからHPE OneViewに返す通信パスを確認し、ポート443をブロックしているファイアウォールやルーター

がないことを確認します。このポートは、RMCからHPE OneViewに安全に通信するために必要です。

RMC証明書がHPE OneViewにインポートされていることを確認します。また、証明書の有効期限が切れた

り、無効になったりしていないことを確認します。

HPE OneViewに表示されるHPE Superdome Flexサーバーアラートとエラーメッセージについては詳しくは、HPE OneViewHPE OneView

エラーメッセージガイドエラーメッセージガイドの"Superdome Flexエラー"を参照してください。

詳細情報詳細情報

HPE OneView for Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーまたはサーバーハードウェアでの更新およびそ

の他の操作に失敗する

アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の問題の解決

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス
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Superdome FlexファームウェアバンドルSuperdome Flexファームウェアバンドル

HPE OneViewは、HPE Superdome Flexサーバープラットフォームのファームウェアアップデート機能と、Smart Update
Manager（SUM）およびSmart Update Tools（SUT）サポートを提供します。Superdome Flexファームウェアバンドル
でSuperdome Flexをアップデートしたり、ファームウェアを指定されたベースラインに設定したりできます。

HPE Superdome Flexサーバーファームウェアバンドルには、組み込みのフィールドプログラマブルゲートアレイ
（FPGA）、ベースボード管理コントローラー（BMC）、Rack Management Controller（RMC）、およびUEFI向けのアップ
デートが含まれます。

Superdome FlexはすべてのBMC、FPGA、RMC、およびUEFIファームウェアを単一のミッションクリティカルなテスト済み
パッケージとして1つにまとめます。これが、単一のアイテムとしてアップデートされます。ファームウェアの単一
パッケージをRMCに適用すると、そのパッケージがすべてのnPartitionに適用されます。システムの信頼性を損なわな
いように、また影響を受けないようにするために、HPE OneViewでは、サーバープロファイル内のシングルサーバー
nPartition向けのUEFIバージョンのアップデートはサポートしていません。

重要:重要:

HPE OneViewバージョン5.0以降では、Superdome Flexファームウェアバージョン3.0.512以降で管理
対象状態がサポートされるようになりました。

3.0.512より前のファームウェアバージョンの場合、ラックマネージャーは監視対象状態でHPE

OneViewにインポートされます。

HPE OneView 5.0以降では、ラックマネージャーのSuperdome Flexファームウェアをアップデートで

きるようになりました。ラックマネージャーの最低限必要なファームウェアバージョンは2.5.xで

す。

以下に示すシナリオでは、ラックマネージャーを追加した後に、ファームウェアアップデートを手動

で（HPE OneViewの外部で）実行する必要があります。

バージョン2.3.xまたは2.4.98からバージョン2.5.xへのファームウェアアップデート

バージョン2.3.xからバージョン2.4.98へのファームウェアアップデート

注記:注記:

Superdome Flexファームウェアバンドルは、HPE ProLiantサーバーおよび共有インフラストラクチャ

には適用されません。

Service Pack for ProLiant（SPP）は、HPE Superdome Flexサーバーには適用されません。

ファームウェアバージョン2.5.x以降では、Superdome FlexのファームウェアアップデートをHPE

OneView上で実行できるようになりました。Superdome Flexのサポートされる構成については、HPEHPE

OneViewサポートマトリックスOneViewサポートマトリックスを参照してください。

Superdome Flexのカスタムファームウェアバンドルを作成することはできません。

詳細情報詳細情報

ラックマネージャーのファームウェアビュー

Superdome Flexファームウェアアップデート構成オプション

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

HPE Superdome FlexのドキュメントHPE Superdome Flexのドキュメント
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ラックマネージャーのファームウェアビューラックマネージャーのファームウェアビュー

ラックマネージャーのファームウェアをラックマネージャー画面からアップデートしたり、ビューセレクターか
らファームウェアオプションを選択して、ファームウェアの詳細を表示したりできます。

ベースラインベースライン

OK - コンポーネントのファームウェアバージョンが、選択されたファームウェアベースラインのバージョンと一致

しています。

ファームウェアベースラインへのリンク - このリンクを使用すると、コンポーネントのファームウェアバージョン

が、選択されたファームウェアベースラインのバージョンと一致しない場合に、ファームウェアを推奨ベースライ

ンにアップデートできます。

ファームウェアインストール状態ファームウェアインストール状態

最新のファームウェアインストール状態を表示します。

状態：

インストール済み - ファームウェアは、ラックマネージャーコンポーネントに正常に展開されています。

インストール済み。再起動保留中 - ラックマネージャーのnPartitionへのファームウェアの展開は成功しました

が、アクションを完了するには（選択されたnPartitionの）再起動が必要です。

詳細情報詳細情報

Superdome Flexファームウェアバンドル

Superdome Flexファームウェアアップデート構成オプション

Smart Update Tools

ラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

HPE Superdome FlexのドキュメントHPE Superdome Flexのドキュメント
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Superdome Flexファームウェアアップデート構成オプションSuperdome Flexファームウェアアップデート構成オプション

HPE Superdome Flexサーバーファームウェアバンドルをアップデートするときは、新しいファームウェアベースライン
をインストールするための次のオプションが表示されます。

ファームウェアベースライン - ファームウェアバンドルページに、HPE OneViewレポジトリで利用可能なすべての

バンドルが一覧表示されます。アクションメニューのファームウェアのアップデートオプションを使用し

て、ファームウェアバンドルからバンドルをアプライアンスレポジトリにアップロードし、ラックマネージャーか

らファームウェアベースラインを設定できます。

手動で管理  - デフォルト値。HPE OneViewによって管理されません。

注記:注記:

ファームウェアをアップデートする前に、選択されたラックマネージャーの影響を受けるコンポー

ネントが表示されます。

HPE Superdome Flexサーバーファームウェアバンドルx.y.xyz  - ファームウェアバンドルをすでに追加し

ている場合は、ファームウェアベースラインにファームウェアのバンドルを選択するオプションが表示されま

す。選択すると、HPE OneViewは指定されたベースラインに一致するファームウェアでサーバーをアップデート

します。シャーシ、システム（nPartition）、Rack Management Controller（RMC）などのラックマネージャー

プラットフォームコンポーネントそれぞれについて、ベースラインが設定されます。

強制再インストール - シャーシなどの他のハードウェアを追加するときは、HPE OneViewではファームウェ

アバンドルを再インストールする必要があります。この再インストールは、ハードウェアとそのファーム

ウェアを既存のファームウェアベースラインに準拠させるために必要です。強制再インストールオプション

が表示されるのは、ファームウェアベースラインからファームウェアバンドルの現在のバージョンまたは類

似のバージョン（現在のバージョン用のパッチ）を選択したときです。

注記:注記:

強制再インストール強制再インストールを選択すると、すべてのコンポーネントに同じバージョンのファームウェ

アバンドルを再インストールすることに関する警告メッセージが表示されます。強制再インス強制再インス

トールトールにより、指定されたベースラインに従って、すべてのコンポーネントにファームウェア

バンドルが再適用されます。

強制再インストールチェックボックスをオンにしない場合、HPE OneViewは既存のファームウェ

アベースラインに準拠していないコンポーネントのみをアップデートします。

強制ダウングレード - このチェックボックスは、インストールされているバージョンよりも古いバージョン

のファームウェアバンドルをファームウェアベースラインから選択した場合に表示されます。

強制ダウングレード強制ダウングレードにより、指定されたベースラインに従ってファームウェアがダウングレードされます。

新しいファームウェアが環境で問題の原因となっている場合は、強制ダウングレードオプションを選択し

て、前のバージョンに戻します。

注記:注記:

強制ダウングレード強制ダウングレードを選択すると、すべてのコンポーネントのファームウェアをダウング

レードすることに関する警告メッセージが表示されます。

注意:注意:

強制的にファームウェアをダウングレードすると、サポートされていないファームウェアが

インストールされて、ハードウェアの動作が停止する原因になる可能性があります。

強制的にファームウェアをダウングレードすると、サーバーが不安定になり、インストール

速度が低下する場合があります。

重要:重要:

Superdome Flexファームウェアがバージョン3.0.512以降にアップグレードされると、HPE

OneViewはこの変更を検出し、監視対象状態から管理対象状態に自動的に切り替わりま

す。

Superdome Flexファームウェアをバージョン3.0.512以降からバージョン2.x.y（HPE

-

-

-

-

-

-

-
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OneViewの外部）にダウングレードした場合、HPE OneViewは管理対象状態から監視対象状

態に自動的に切り替わりません。ファームウェアをバージョン3.0.512以降からバージョン

2.x.yにダウングレードする前に、nPartitionからサーバープロファイル（存在する場合）

の割り当てを解除し、ラックマネージャーを削除してください。

Superdome Flexファームウェアバージョンを2.x.yにダウングレードした後、監視対象状態

にあるSuperdome FlexをHPE OneViewに再インポートすることができます。ファームウェア

バージョンが3.0.512より前のSuperdome Flexでは、サーバープロファイルはサポートされ

ていません。

nParファームウェアアップデートを除外 - このチェックボックスをオンにした場合、nPartition固有の

ファームウェア（UEFIなど）はアップデートされません。

影響を受けるコンポーネント

選択済み：アップデートするファームウェアのバージョン。

OK - 選択されたベースラインファームウェアはすでにインストールされています。

アップデート先 - ファームウェアアップデート操作により、コンポーネントがこのバージョンにアップデー

トされます。

設定されていません - ファームウェアベースラインで手動で管理オプションが選択されています。

ファームウェア構成管理について詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

詳しくは詳しくは

ラックマネージャーの追加

Superdome Flexファームウェアバンドル

ラックマネージャーのファームウェアビュー

ファームウェアのダウングレード後、Superdome Flexのサーバープロファイルを作成および編集できない

ラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート

ファームウェアレポジトリの表示

-

-

-

-

-
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ラックマネージャーの追加ラックマネージャーの追加

ラックマネージャーを管理または監視対象として追加することができます。HPE Superdome Flexサーバーは、監視対象
のラックマネージャーとしてHPE OneViewに追加されます。

ラックマネージャーを追加すると、HPE OneViewはインストールされたファームウェアバージョンに基づいて、HPE
OneView StandardライセンスとHPE OneView Advancedライセンスのいずれかをラックマネージャーに自動的に適用しま
す。HPE OneViewは、ラックマネージャーのハードウェアサブコンポーネントを検出して監視します。

HPE OneViewは、HPE OneViewのネットワーク構成に応じて、IPv4、IPv6、またはIPv4とIPv6の両方のアドレスを持つ
ラックマネージャーの追加をサポートしています。ラックマネージャーは、IPv4アドレス、IPv6アドレス、またはホス
ト名を使用して追加できます。

ラックマネージャーを追加する際は、ファームウェアベースラインオプションからアップロード済みのファームウェア
バンドルを選択できます。選択すると、HPE OneViewは指定されたベースラインに一致するファームウェアでサーバー
をアップデートします。シャーシ、システム（nPartition）、Rack Management Controller（RMC）などのラックマ
ネージャープラットフォームコンポーネントそれぞれについて、ベースラインが設定されます。ラックマネージャープ
ラットフォームコンポーネントのファームウェアアップデートを手動で管理することもできます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > ラックマネージャーの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで+ ラックマネージャーの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

2. IPアドレスまたはホスト名を入力します。

3. 認証情報を入力します。

注記: 注記: スコープによって制限される 作成パーミッションを持つユーザーは、リソースを管理する場

合、1つまたは複数の限定的なスコープにリソースを割り当てる必要があります。スコープによって

制限されない 作成パーミッションを持つユーザーは、リソースを管理する場合、スコープにリソー

スを割り当てる必要はありません。スコープの制限がないユーザーは、任意のスコープに任意のリ

ソースを割り当てることができます。

4. ファームウェアベースラインオプションを選択します。

5. 追加をクリックしてラックマネージャーを追加するか、追加+をクリックしてラックマネージャーをさらに追加しま

す。

6. ラックマネージャーがマスターウィンドウに表示されていることを確認して、追加されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

スコープについて

ラックマネージャーのリモートサポートの有効化

Remote Supportの編集

ラックマネージャーを追加する際のファームウェアオプション

ラックマネージャーの追加と監視

ライセンスタイプ：サーバーハードウェア

ラックマネージャーに到達できない

ラックマネージャー

Superdome Flexファームウェアバンドル
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ラックマネージャーのRemote Supportデータの収集ラックマネージャーのRemote Supportデータの収集

ラックマネージャー画面では、解析のためにHewlett Packard Enterpriseに自動的に送信されるRemote Supportデータ
を収集できます。ラックマネージャーから基本情報だけを収集できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

ラックマネージャーでRemote Supportが有効になっていること。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > ラックマネージャーの順に選択します。

2. Remote Supportデータを収集するラックマネージャーを選択します。

3. アクション > Remote Supportデータの収集の順に選択します。

4. はい、データを収集しますを選択します。

5. 詳細ウィンドウまたはアクティビティ画面のデータ収集ステータスを確認します。

詳しくは詳しくは

データ収集

Remote Supportの有効化

ラックマネージャーのRemote Support

ラックマネージャーのリモートサポートの有効化

ラックマネージャーのRemote Supportデータの収集 673



ラックマネージャーの編集ラックマネージャーの編集

ラックマネージャーを編集して、その名前を変更できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > ラックマネージャーの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集したいラックマネージャーを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKOKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウでラックマネージャー情報をチェックして、変更内容を確認します。

詳しくは詳しくは

ラックマネージャー

ラックマネージャーの編集 674



ラックマネージャーのリモートサポートの有効化ラックマネージャーのリモートサポートの有効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

アプライアンスでRemote Supportが有効になっていること

手順手順

1. メインメニューからサーバー > ラックマネージャーの順に選択します。

2. HPEサポートサービスに登録するラックマネージャーを選択します。

3. アクション > Remote Support設定の編集の順に選択します。

4. Remote Support設定の編集画面でRemote Supportの有効化を選択します。

5. 連絡先、チャネルパートナー、および保証と契約のプロパティを設定します。

6. OKをクリックします。

7. 詳細ウィンドウのビューセレクターからRemote Supportを選択して、Remote Support設定を確認します。

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化

ラックマネージャーのRemote Support
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別の管理システムによって現在監視されているラックマネージャーの強制的な別の管理システムによって現在監視されているラックマネージャーの強制的な

追加追加

ラックマネージャーが別のHPE OneView管理システムによって監視されている場合、監視対象のラックマネージャーを
現在のHPE OneViewアプライアンスに強制的に追加できます。

重要:重要:

監視対象のラックマネージャーを強制的に追加すると、そのラックマネージャーは他の管理システムか
らはアクセスできなくなります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューでサーバー > ラックマネージャーの順に選択し、以下のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで+ ラックマネージャーの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

ラックマネージャーは別の管理システムによってすでに監視されているため、追加できないというメッセージが表

示されます。ラックマネージャーを強制的に追加するためのラックマネージャーを強制的に追加チェックボックス

が表示されます。

3. ラックマネージャーを強制的に追加を選択します。

ラックマネージャーが別の管理システムによって監視されていない場合、このチェックボックスは表示されませ

ん。

4. 操作を完了するには追加をクリックし、別のラックマネージャーを追加するには追加+をクリックします。

5. ラックマネージャーがマスターウィンドウにリストされていることを確認して、ラックマネージャーが追加された

ことを確認します。

別の管理システムによって現在監視されているラックマネージャーの強制的な追加 676



RMC Webインターフェイスの起動RMC Webインターフェイスの起動

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > ラックマネージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、目的のラックマネージャーを選択します。

3. マネージャーパネルで、IPv4アドレスまたはIPv6アドレスのリンクをクリックします。

HPE OneViewがリンクIPアドレスを使用してRMC Webコンソールを起動します。

RMC Webインターフェイスの起動 677



ラックマネージャーのリセットラックマネージャーのリセット

HPE OneViewからRack Management Controller（RMC）をリセットできます。Rack Management Controllerをリセットし
ても、実行中のパーティションには影響しません。Rack Management Controllerをリセットすると、ラックマネー
ジャーとHPE OneViewの間の接続が失われます。リセット操作が完了すると、接続が自動的にリストアされます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

ラックマネージャーが正常に追加され、HPE OneViewアプライアンスによって管理されていること。

ラックマネージャーで進行中の操作がないこと。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > ラックマネージャーの順に選択します。

2. リセットするラックマネージャーを選択します。

3. アクション > リセットの順に選択します。

選択したラックマネージャーが管理されていない状態である場合、リセットオプションは無効です。

リセットアクションが進行中の場合、他のすべてのラックマネージャーアクションは実行できず、他のアクション

をトリガーするとエラーメッセージが表示されます。

4. 確認メッセージを確認して、はい、リセットしますをクリックします。

以下の場合は、エラーメッセージが表示されます。

ラックマネージャーでいずれかの操作が進行中である。

リセット操作は、HPE Superdome Flexで実行されているファームウェアではサポートされていません。

5. リセットアクションの進行状況を確認するには、ラックマネージャーの一般的な状態を確認します。状態は次のよ

うに表示されます。

RMCのリセット中：RMCのリセット中：この状態は、リセットが進行中である場合に表示されます。

監視対象：監視対象：この状態は、リセットアクションが完了し、ラックマネージャーが到達可能になると表示されます。
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ラックマネージャーからのSuperdome FlexファームウェアのアップデートラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート

シャーシ、システム（nPartition）、Rack Management Controller（RMC）などのすべてのラックマネージャコンポー
ネントについて、選択されたラックマネージャー上でSuperdome FlexのHPE Superdome Flexサーバーファームウェアを
アップデートできます。

注記:注記:

バージョン3.0.512以降のSuperdome Flexファームウェアアップデートでは、オンラインファーム

ウェアアップデートがサポートされているため、ハードウェアアップデートがない限り、nPartition

の電源をオフにする必要はありません。

選択されたラックマネージャーが管理対象外状態にある場合は、ラックマネージャーからSuperdome

Flexファームウェアバンドルをアップデートできません。

HPE OneView 5.0以降では、Hewlett Packard Enterpriseは、HPE OneViewを使用してSuperdome

Flexのファームウェアアップデートを実行することをお勧めします。HPE OneViewの外部で（CLIを使

用して）実行されたファームウェアアップデートは、HPE OneViewによって自動的には検出されませ

ん。ラックマネージャーを手動で更新して、新しいファームウェアバージョンを確認します。このよ

うな場合、ファームウェアセクションに表示されるベースラインとデバイスにインストールされてい

る実際のファームウェアとの間に不一致がある可能性があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

ラックマネージャーが、HPE OneViewにインポートされている。

ラックマネージャーの最低限必要なファームウェアバージョンが2.5.xである。

1つ以上のSuperdome Flexファームウェアバンドルが、アプライアンスのファームウェアレポジトリに追加されてい

る。

Superdome Flexのファームウェアをバージョン2.5.xから3.0.512以降にアップデートする場合、ファームウェア

アップデートの前にすべてのnPartitionの電源をオフにする。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > ラックマネージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ファームウェアバージョンをアップデートするラックマネージャーを選択します。

3. アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

4. 画面で要求されるデータを入力します。

5. OKをクリックします。

アップデートの1つのコンポーネントに障害が発生した場合、ラックマネージャーのアップデートは失敗します。

アップデートタスクはエラーで終了し、エラーメッセージが表示されます。

6. ラックマネージャー画面の詳細ウィンドウで、新しいファームウェアベースラインが表示されていることを確認し

ます。

詳細情報詳細情報

Superdome Flexファームウェアアップデート構成オプション

サーバーの電源オフ

Superdome Flexファームウェアアップデートが失敗し、ファームウェアバージョンの不一致が検出された

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

HPE Superdome FlexのドキュメントHPE Superdome Flexのドキュメント

ラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート 679
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ラックラック

ラックはIT機器を格納する物理的な構造物であり、エンクロージャー、ラックマネージャー、サーバー、電力供給デバ
イス、非管理デバイスなどが含まれています。非管理デバイスは、ラックのスロットを使用して電力を消費したり熱を
排出したりしますが、アプライアンスによって管理されていません。ラック画面では、ラック内のデバイスの物理的な
位置を管理し、視覚的に示すことができます。

知りたい情報知りたい情報

ラックの追加

ラック内のデバイスのレイアウトの変更

ラック名の変更

ラックのプロパティの編集

管理対象からのラックの削除

その他の操作

詳細情報詳細情報

ラック管理

ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャー

の追加時のラックの作成

ラックの電力と温度

ラック 680
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ラック管理ラック管理

ラックとその中の機器は、アプライアンスに追加することによって管理できます。ラックをアプライアンスで管理する
と、アプライアンスを容量および電力のプランニングに使用できます。また、アプライアンスは、統計データを収集
し、管理対象のラックの電力および温度を監視します。

ラックがHPE OneViewによって監視されている場合は、関連付けられているラックマネージャーをデータセンターから
削除しないでください。ただし、HPE OneViewによって管理されていないラックマネージャーまたはエンクロージャー
に関連付けられているラックは、データセンターから切り離されています。

アプライアンスを使用して、ラック構成および電力供給トポロジを表示および管理できます。以下を指定できます。

ラックの物理サイズ（幅、高さ、および奥行き）、Uスロットの数、およびラック内の各機器の位置。

ラックに電力を供給するラックパワーディストリビューションユニット（PDU）と、ラック内またはいずれかのラッ

クサイドのそれらの物理的な位置。ラック内のデバイスをそれらのPDUに接続する方法も記述できます。

ラック管理 681



ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作

成成

エンクロージャーをアプライアンスに追加すると、HPE OneViewによって自動的にラックが作成され、そのラックに上
から順にエンクロージャーが配置されます。アプライアンスは、管理リンクケーブルで接続されたエンクロージャーを
すべてラックに配置します。エンクロージャーをインテリジェントシリーズラックに配置した場合、エンクロージャー
のスロットが自動的に検出されます。他のラックの場合、ラック内のエンクロージャーのレイアウトを正確に示すに
は、エンクロージャーが適切なスロットに配置されるようにラックを編集します。

アプライアンスは、Location Discovery Serviceを使用してHPE ProLiantサーバーのラックの高さとラックモデルを自
動的に検出します。また、c7000エンクロージャーのラック内またはラック間でデバイスが再配置された場合、アプラ
イアンスにより、デバイスの物理的な場所もアップデートされます。

注記:注記:

c7000エンクロージャーでは、インテリジェントシリーズラックを検出した場合、アプライアンスはイン
テリジェントラックのLocation Discovery Serviceを使用して自動的にラックの高さを設定します。イ
ンテリジェントシリーズ以外のラックの場合、またはラックが空の場合、デフォルトのラックの高さは
42Uになります。

重要:重要:

HPE BladeSystemエンクロージャーは、前段階で完了した検出プロセスにおいて、HPE BladeSystem

Onboard Administratorで構成されている名前に基づいて、アプライアンス内にエンクロージング

ラックを自動的に作成します。ラック内にエンクロージャーと他のデバイスが混在している場合は、

ラックマウント型システムおよびその他のデバイスをラックに追加してください。

インテリジェントシリーズラック内にマウントされたHPE ProLiantサーバーは、ラック内の正しい位

置に自動的にグループ化されます。ラックのシリアル番号が初期ラック名になります。

c7000エンクロージャーがインテリジェントシリーズラックにマウントされているが、HPE Location

Discovery Service（LDS）をサポートしていない場合は、管理リンクケーブルを使用してリンクされ

ていても、LDSをサポートするエンクロージャーと同じラックに自動的に配置されることはありませ

ん。ラック内にLDSをサポートするエンクロージャーを正しく配置するには、次の手順を実行しま

す。

1. LDSをサポートするエンクロージャーに関連付けられているラック以外のラックをすべて削除しま

す。

2. LDSをサポートしていないエンクロージャーを追加して、ラックのレイアウトを編集します。

3. レイアウトを保存します。

同じ物理ラック内に、管理リンクケーブルで接続されていない複数のエンクロージャーをマウントし

た場合、アプライアンスでは、これらのエンクロージャーを別々のラックにあるものとして表示しま

す。ラックの配置を修正するには、1つを残してすべてのラックを削除し、残ったラックのレイアウ

トを編集して、その他のエンクロージャーを追加します。

ラック管理ラック管理

管理するラックをアプライアンスに追加したら、以下を行うことができます。

ラックをデータセンターに追加してデータセンターのレイアウトをビジュアル化し、デバイスの電力や冷却のデー

タを監視する。

冗長化した無停電電源装置をラック内のデバイスに提供する電力供給トポロジを構成する。

iPDUiPDU

ラック内のデバイスに電力を供給するためにHPEインテリジェントPDU（iPDU）が使用されている場合、アプライアンス
は、iPDUがラック内にあると推測し、自動的にラックレイアウトに追加します。アプライアンスは、この配置が推測で
あることを示す通知を表示します。

この通知をクリアし、適切な位置にiPDUを表示するには、次の手順を実行します。

iPDUの実際の位置を示すようにラックレイアウトを編集します。

ラックレイアウトを保存します。

詳しくは詳しくは

ラックの追加

ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作成 682



詳しくは詳しくは

ラック内のデバイスのレイアウトの変更
ラックのプロパティの編集
管理対象からのラックの削除
ラック
利用状況パネル

ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作成 683



ラックの電力と温度ラックの電力と温度

アプライアンスは、24時間の収集期間にラックの電力と温度の利用状況データを収集します。それらのデータは、利用
状況パネルと利用状況画面にメーターと値を使用して表示されます。

注記:注記:

利用状況のデータが表示されるのは、iPDUのみです。

利用状況利用状況パネルに利用状況データが表示されない場合があります。

電力割当て電力割当て

電力割当ては、割当てメーターと値を使用して表示されます。

電力割当てメーターは、ラックにマウントされているすべてのデバイスの割当てられた電力と較正最大電力を視覚的に
示します。この値は、ラックにマウントされているデバイスの現在の利用状況ではありません。

割当てられた電力

割当てられた電力は、ラック内の装置に必要な総電力量です。

容量

容量は、ラックに供給可能な合計ディレーティング済み電力です。温度制限か（設定されている場合）、または
すべての電力供給デバイスからラックに供給されるディレーティング済み電力容量のうち、小さいほうの値で
す。デバイスの電源が冗長構成になっている場合、合計ディレーティング済み電力容量を2で減算します。ラック
に電力供給が構成されていない場合、容量は、ラック内のすべてのリソースの合計最大消費電力になります。

電力値は、直近の24時間のデータ収集期間中の割当て容量と合計容量です。

温度温度

ラック温度は温度メーターで表示され、温度メーターと温度値で視覚的に示されます。温度メーターは、使用可能な容
量のうち、直近の24時間のデータ収集期間中に使用された部分を視覚的に示します。

温度値は、直近の24時間のデータ収集期間中に集計された現在の温度です。

温度制限を指定する場合、アプライアンスは、ラック内の装置を分析して、制限を超える可能性があるかどうかを判断
します。

詳しくは詳しくは

ラックのプロパティの編集
ラック
利用状況パネル

ラックの電力と温度 684



ラックの追加ラックの追加

ラックを追加すると、そのラックがアプライアンスの管理下に入り、ラックとそのスロットを示す図が生成されます。
ラックを追加した後で、デバイスを追加、削除、再配置してラック内のデバイスのレイアウトを構成できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > ラックの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで+ ラックの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

ラックUの高さを変更すると、ラックの高さが自動的に計算されます。ラックの高さが計算された値と異なる場合

は、高さの値をアップデートして、デフォルトの構成を上書きします。

ラックの物理寸法（高さ、幅、奥行き）は、ブラウザーのロケールの設定により、ミリメートル単位またはインチ

単位になります。デフォルトの幅と奥行きの値は、標準のHPEラックサイズに基づいています。

3. ラック図にデバイスを追加するには、デバイスリストからラック図にデバイスをドラッグするか、デバイスリスト

のデバイスを選択し、追加をクリックします。

デバイス検索ボックスを使用して、デバイスリストをフィルター処理するか、名前でデバイスを指定します。リス

トのデバイスを選択して追加をクリックすると、デバイスを構成できるようになります。

4. 追加をクリックしてラックを追加するか、追加+をクリックして別のラックを追加します。

注記:注記:

ラックを追加すると、そのラックは、特定のデータセンター内に配置するまですべてのデータセン

ター内に表示されます。配置されていないラックを含むデータセンターを表示すると、アプライアン

スからの通知が表示されます。

5. マスターウィンドウでラックが追加されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作成
ラック内のデバイスのレイアウトの変更
データセンターのレイアウトの変更
ラックのプロパティの編集
管理対象からのラックの削除
ラック名の変更
ラック

ラックの追加 685



ラック名の変更ラック名の変更

ラック名を変更する方法は、ラックをどのようにしてアプライアンスに追加したかによって異なります。

追加方法追加方法 名前の指定方法名前の指定方法 名前の変更方法名前の変更方法

c7000エンクロージャーでは、アプライアンス
がラック内のエンクロージャーを検出したとき
に自動的に追加されます。

エンクロージャーのOnboard
Administrator（OA）によっ
て定義

エンクロージャーのOAからラック名
の変更

c7000エンクロージャーでは、Location
Discovery Serviceを搭載するProLiantサー
バーで自動的に検出

ラックのシリアル番号をラッ
ク名として割り当て

ラック名の変更

ラック画面で手動で追加 ユーザー定義 ラックのプロパティの編集

エンクロージャーのOAによって定義されたラック名を変更した場合、この名前はアプライアンスが次回SCMB（State-
Change Message Bus）を読み取るときに元に戻ります。

ラック名の変更 686
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ラック内のデバイスのレイアウトの変更ラック内のデバイスのレイアウトの変更

ラック環境の分析と管理機能を利用するには、アプライアンス内のラックのレイアウトに実際のラック構成を反映させ
る必要があります。エンクロージャー、サーバーハードウェア、電力供給デバイス、および非管理デバイスの実際の配
置と一致するようにラックのレイアウトを編集します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > ラックの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集したいラックを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウ内にポインティングデバイスを置き、編集をクリックします。

2. スクロールしてレイアウトセクションを表示します。

3. 次のようにして、ラック内のデバイスのレイアウトを変更します。

a. ラック内のデバイスをラック図内の新しい場所にドラッグして、再配置します。

b. ラック内のデバイスをラック図からデバイスリストにドラッグして削除します。または、デバイスにポインター

を合わせ、Xをクリックして削除します。

c. デバイスリストからラック図へデバイスをドラッグして、デバイスをラックに追加します。デバイスリスト内の

デバイスを選択して、追加ボタンをクリックする方法もあります。デバイス検索ボックスを使用して、デバイス

リストをフィルター処理するか、特定のデバイスを名前で検索します。他のラックのデバイスは表示されませ

ん。

d. デバイスをラックに配置した後、編集アイコンをクリックして、物理接続を変更したり、ラックのPDU電力接続

を指定したりできます。ベストプラクティス接続のみ表示をクリックすると、標準以外の電力接続になる接続は

表示されなくなります。

4. ラック内のデバイスのレイアウトを変更し終えたら、OKをクリックします。

5. 詳細ウィンドウで、レイアウトビューの変更を確認します。

詳しくは詳しくは

ラックのプロパティの編集
管理対象からのラックの削除
ラック

ラック内のデバイスのレイアウトの変更 687



ラックのプロパティの編集ラックのプロパティの編集

ラックラック画面を使用して、ラック のプロパティ（名前、温度制限、シリアル番号、および寸法）とラック内のデバイス
のレイアウトを編集できます。

注記:注記:

エンクロージャーの追加時に検出されたラックの名前名前値は編集しないでください。エンクロージャーの
OAがラック名を指定します。これらのラックの名前はエンクロージャーのOAを使用して変更することを
お勧めします。

エンクロージャーのOAによって定義されたラック名を変更した場合、この名前はアプライアンスが次回
SCMB（State-Change Message Bus）を読み取るときに元に戻ります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでファシリティ > ラックの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、編集したいラックを選択してアクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集編集アイコンをクリックします。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

ラックUの高さを変更すると、ラックの高さが自動的に計算されます。ラックの高さが計算された値と異なる場合

は、高さの値をアップデートして、デフォルトの構成を上書きします。

ラックの物理寸法（高さ、幅、奥行き）は、ブラウザーのロケールの設定により、ミリメートル単位またはインチ

単位になります。デフォルトの幅と奥行きの値は、標準のHPEラックサイズに基づいています。

3. ラック内のデバイスのレイアウトを変更します。

4. 変更内容を確認し、OKOKをクリックして適用します。

5. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

6. ラックがデータセンターに追加されていることを確認します。

注記:注記:

位置は、ラックをデータセンターに追加するまで未セットになります。

詳しくは詳しくは

ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作成
ラックの電力と温度
ラックの追加
ラック内のデバイスのレイアウトの変更
データセンターのレイアウトの変更
管理対象からのラックの削除
ラック

ラックのプロパティの編集 688



管理対象からのラックの削除管理対象からのラックの削除

実際は単一のラック内に配置されているエンクロージャーをアプライアンスが複数のラックに配置した場合は、ラック
を削除する必要があります。この問題は、管理ケーブルでリンクされていないエンクロージャーがアプライアンスに
よって別のラックにあると認識された場合に起こります。

アプライアンス内のエンクロージャーを適切なラックに正しく配置するには、ラックを1つ削除して、そこに配置され
ていたエンクロージャーを正しいラックに移す必要があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > ラックの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するラックを選択してアクション > 削除の順に選択します。

3. はい、削除しますをクリックしてラックを削除します。

注記:注記:

ラックを削除してもそれに関連付けられた管理対象リソースは削除されません。

4. マスターウィンドウでラックが削除されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

ハードウェアのセットアップ時またはエンクロージャーの追加時のラックの作成
ラック

管理対象からのラックの削除 689



レポートレポート

HPE OneViewでは、インベントリの監視および環境の監視に役立つレポートが提供されます。インベントリレポートで
は、サーバーまたはエンクロージャーに関する情報（モデル、シリアル番号、部品番号など）が提供されます。その他
のレポートには、ご使用の環境の全体的な状況が示されます。

レポート画面の左側のナビゲーション列から、レポートの名前を選択します。レポートは表示または保存することがで
きます。詳しくは、レポートの表示と保存を参照してください。

画面のメインウィンドウには、選択したレポートの説明が表示されます。より詳細な情報を示すために、棒グラフまた
はリングチャート（あるいはその両方）、および表形式データも提供されます。

知りたい情報知りたい情報

レポートの表示と保存

その他の操作

詳細情報詳細情報

レポートを使用したインベントリと環境の監

視

レポート 690



レポートを使用したインベントリと環境の監視レポートを使用したインベントリと環境の監視

HPE OneViewでは、インベントリの監視および環境の監視に役立つレポートが提供されます。インベントリレポートで
は、サーバーまたはエンクロージャーに関する情報（モデル、シリアル番号、部品番号など）が提供されます。その他
のレポートでは、環境全体のステータスを示す図が提供されます。

レポート画面の左側のナビゲーション列から、レポートの名前を選択します。レポートは表示または保存することがで
きます。詳しくは、レポートの表示と保存を参照してください。

画面のメインウィンドウには、選択したレポートの説明が表示されます。より詳細な情報を示すために、棒グラフまた
はリングチャート（あるいはその両方）、および表形式データも提供されます。

レポートを使用したインベントリと環境の監視 691



レポートの表示と保存レポートの表示と保存

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者、ネットワーク管理者、ストレージ管理者、または読み

取り専用

手順手順

1. メインメニューから、アプライアンス > レポート画面に移動します。

2. 左側のナビゲーションバーからレポートを選択します。

3. オプションで、表形式データのコピーを保存します。

注記:注記:

グラフはコピーには保存されません。

a. アクション > 名前を付けて保存の順に選択します。

b. ファイル形式を選択してから、OKを選択します。

ファイル形式は次のとおりです。

Excelブック（ *.xlsx ）

これがデフォルトです。

CSV MS-DOS（ *.csv）

この形式では、値をカンマで区切ります。

c. OKを選択します。

コピーは、ローカルのダウンロードフォルダーまたはそれと同等のフォルダーの名前に従って保存されます。

4. 必要に応じて、レポートを印刷します。

レポートの表示と保存 692



SANマネージャーSANマネージャー

SANマネージャーとは、SANの検出および管理に使用される外部エンティティへの接続を表すHPE OneView内のリソース
です。外部エンティティには、ベンダー固有の管理ソフトウェアまたは物理スイッチが可能です。

この画面を使用して、SANマネージャーを表示、追加、および編集します。

知りたい情報知りたい情報

SANマネージャーの追加

SANマネージャーの編集

SANマネージャーの更新

SANマネージャーの削除

その他の操作

詳細情報詳細情報

SANの管理

ストレージのトラブルシューティン

グ

SANマネージャー 693



SANの管理SANの管理

SANは、SANマネージャーベンダーの管理インターフェイス内で、HPE OneViewの外部に作成されます。SANが作成される
と、SANマネージャーのリソースを使用してHPE OneView内で検出および管理することができます。

SANマネージャーを管理する場合、HPE OneViewでは、SANが複数のSANマネージャーを通して管理されることを許可しま
せん。HPE OneViewネットワークをSANに関連付けるとき、関連付けるSANの選択によって、どのSANマネージャーがSAN
の管理に使用されるのかが決まります。それ以降、新しいSANマネージャーアプリケーションに変更を加えるたびに、
段階的な移行プロセスを経る必要があります。

HPE OneViewは、さまざまなベンダーのSANマネージャーをサポートします。サポートされているSANマネージャーのリ

ストについては、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

SANの管理 694
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Brocade Fabric OS（FOS）スイッチのSANマネージャーBrocade Fabric OS（FOS）スイッチのSANマネージャー

HPE OneViewを使用して、Broadcom Brocadeファイバーチャネルスイッチファブリックで、SAN自動ゾーニングを実行で
きます。Brocade FOSスイッチSANマネージャーを追加すると、BrocadeスイッチのFOS REST APIを使用してSANゾーニン
グを構成するために、BNAに加えて代替管理パスも使用できるようになります。

Brocade FOSスイッチSANマネージャーは、単一の物理スイッチとデータを交換します。FOS SANマネージャーは、ス
イッチに対して論理的に定義されたファブリックに構成されているすべてのSANファブリックを検出します。

複数のSANを検出するには、HPE OneView UIからゾーニング構成を管理します。HPE OneViewでは、特定のSANマネー
ジャーに関連付ける物理スイッチを選択できます。ただし、各ファブリックを管理できるのは、そのファブリックを検
出したいずれかのSANマネージャーのみです。

SANマネージャーに関連付ける物理スイッチを選択するときは、次の点を考慮してください。

最も堅牢なスイッチはどれか。

変更回数が他より少ないスイッチはどれか。

HPE OneViewに検出して欲しいほとんどのSANファブリックのメンバーであり、作成するSANマネージャーの数を最小

限に抑えることができるスイッチはどれか。

HPE OneView Brocade SAN管理HPE OneView Brocade SAN管理

Brocade Fabric OS（FOS）スイッチのSANマネージャー 695



FOS APIを使用した管理用のBrocadeスイッチの構成FOS APIを使用した管理用のBrocadeスイッチの構成

各HPE OneView Brocade FOSスイッチSANマネージャーは、スイッチ上で1つのRESTセッションを使用します。Brocadeス
イッチ上で構成された各ファブリック（仮想または非仮想）は、HPE OneView Brocade FOSスイッチSANマネージャーに
よって検出され、HPE OneView SANが作成されます。

BrocadeスイッチのRESTインターフェイスには、HTTP（ポート80）またはHTTPS（ポート443）を介して接続できます。
HTTPSを使用するには、HTTPS証明書を使用してスイッチを構成します。詳しくは、Brocadeスイッチのユーザードキュ
メントを参照してください。

注記:注記:

認証局（CA）が署名した証明書をBrocadeスイッチに追加するときは、証明書をサーバーCAとスイッチに
追加します。

FOS APIを使用した管理用のBrocadeスイッチの構成 696



複数のHPE OneViewインスタンスにおける同様のBrocade FOSスイッチSANマネー複数のHPE OneViewインスタンスにおける同様のBrocade FOSスイッチSANマネー

ジャーの管理ジャーの管理

複数のHPE OneViewインスタンスをホストする大規模データセンターでは、複数のHPE OneViewインスタンスにBrocade
FOSスイッチSANマネージャーを作成して、同じSAN上のゾーン構成を同時に管理できます。複数のHPE OneViewインスタ
ンスで使用されるBrocade FOSスイッチSANマネージャーは、FOS REST APIを使用して、同時変更を連続化します。した
がって、1つのSANマネージャーが別のSANマネージャーのゾーニング変更を上書きすることはできません。

注記:注記:

この場合、SANゾーニングポリシーは各HPE OneViewインスタンスのSANに対して同一でなければなりませ
ん。

複数のHPE OneViewインスタンスにおける同様のBrocade FOSスイッチSANマネージャーの管理 697



HPE OneViewの管理対象としてのSANマネージャーの構成HPE OneViewの管理対象としてのSANマネージャーの構成

SANマネージャーのベンダーが提供する管理ソフトウェアを使用してSANマネージャーを構成して、これらをHPE
OneViewで適切に管理する必要があります。適切に構成したSANマネージャーはHPE OneViewに追加できます。

注意:注意:

フルゾーンセットの配布を実行せずに複数のスイッチからゾーン操作を実行すると、ゾーニングのデー
タが失われる可能性があります。

注記:注記:

スイッチのベンダーは、ファブリックのworld wide name（FWWN）またはノードポートのworld wide
name（PWWN）ゾーンメンバーシップをサポートします。HPE OneViewはゾーンメンバーシップにPWWNのみ
を使用します。

ベストプラクティス：SANマネージャーベストプラクティス：SANマネージャー

ゾーニングの実行に使用する管理ソフトウェアに関係なく、常に1つのスイッチを使用してすべてのゾーニング操作

を実行します。

ゾーンの変更を行うときは、常にフルゾーンセット配布のコマンドと設定を使用します。HPE OneViewはこれをSAN

マネージャー上で、およびデフォルトでSANマネージャーが管理に使用しているSAN上で実行します。

HPE SANマネージャーの構成HPE SANマネージャーの構成

デフォルトの読み取り権限を持つ有効なSNMP v3ユーザーが必要です。

HPE SANは、1つのHPE OneViewアプライアンスによってのみ管理する必要があります。

スイッチがSNMP要求をリスンするデフォルトポートは161です。

SNMPセキュリティレベルの設定は、認証、認証とプライバシー、またはなしにすることができます。

認証プロトコルの設定は、 SHAまたは MD5にすることができます。

プライバシープロトコルの設定は、 DES-56、 AES-128、または 3DESにすることができます。

Cisco SANマネージャーの構成Cisco SANマネージャーの構成

書き込み権限を持つ有効なSNMP v3ユーザーが必要です。

Cisco SANは、1つのHPE OneViewアプライアンスによってのみ管理する必要があります。

HPE OneViewによって管理されるCisco SANマネージャーは、VSAN 2〜4093の範囲のVSANを検出しますが、VSAN

1（デフォルトのVSAN）およびVSAN 4094（分離されたVSAN）は検出しません。Ciscoは、本番環境ではVSAN 1を使用

しないことを推奨しています。検出されたすべてのVSANは、自動ゾーニング用のHPE OneView FCネットワークに関

連付けるためにHPE OneView SANリソースに反映されます。

スイッチがSNMP要求をリスンするデフォルトポートは161です。

SNMPセキュリティレベルの設定は、認証または認証とプライバシーにすることができます。

認証プロトコルの設定は、 SHAまたは MD5にすることができます。

プライバシープロトコルの設定は、 DES-56または AES-128にすることができます。

Brocade Network Advisor（BNA）のSANマネージャーの構成Brocade Network Advisor（BNA）のSANマネージャーの構成

SMISを実行する有効なユーザーアカウントが必要です。詳しくは、ご使用のSANマネージャーのドキュメントを参照

してください。

HPE OneViewがSANファブリックのトポロジの変更を自動的に参照することを許可するには、BNAでファブリック変更
の追跡を無効にする必要があります。そうしないと、HPE OneViewが変更を参照するためには、SANファブリックの

トポロジを変更するたびにBNAで変更の承諾操作を実行する必要があります。ファブリック変更の追跡を無効にす

る方法の詳細は、BNAのドキュメントを参照してください。

BNAベースのSANは、1つ以上のHPE OneViewアプライアンスによって管理できます。

Brocade Network AdvisorのSMIエージェントは、次のデフォルトポートでリスンします。

SSL：SSL：5989

HPE OneViewの管理対象としてのSANマネージャーの構成 698



非SSL：非SSL：598

Brocade Fabric OS（FOS）スイッチSANマネージャーの構成Brocade Fabric OS（FOS）スイッチSANマネージャーの構成

HPE OneView Brocade FOSスイッチSANマネージャーは、スイッチ上で1つのRESTセッションを使用します。Brocade

スイッチ上で構成された各ファブリック（仮想または非仮想）は、HPE OneView Brocade FOSスイッチSANマネー

ジャーによって検出され、HPE OneView SANが作成されます。

BrocadeスイッチのRESTインターフェイスには、HTTP（ポート80）またはHTTPS（ポート443）を介して接続できま

す。HTTPSを使用するには、HTTPS証明書を使用してスイッチを構成します。

プライマリSANマネージャーの構成プライマリSANマネージャーの構成

複数のSANマネージャー間で切り替えて、目的のSANマネージャーをプライマリSANマネージャーとして設定できま

す。SANの編集ダイアログボックスを使用して、プライマリSANマネージャーをアップデートします。

アップデートされるのはSANの管理パスのみであるため、管理対象SANの状態と構成は変わりません。

詳しくは詳しくは

SANマネージャーの追加

SANマネージャーの編集

アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコル
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SANマネージャーの追加SANマネージャーの追加

SANマネージャーをHPE Oneviewに追加すると、指定された管理ポイントへのセッションが確立されます。管理ポイント
で構成されているSANがHPE OneViewによって検出され、SAN画面に表示されます。検出されたSANは、HPE OneViewで
ネットワークと関連付けて、自動ゾーニング用に構成することができます。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

SANマネージャーがHPE OneViewでサポートされている。サポートされているSANマネージャーについては、HPEHPE

OneViewサポートマトリックスOneViewサポートマトリックスを参照してください。

SANマネージャーが正しく構成されている。

手順手順

1. メインメニューでストレージ > SANマネージャーの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで+ SANマネージャーの追加をクリックします。

b. アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

アクションアクションメニューは、少なくとも1つのSANマネージャーを追加するまで表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

3. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のSANマネージャーを追加します。

4. SANマネージャーがSANマネージャータイプに適した属性でマスターウィンドウに追加されていることを確認しま

す。

詳細情報詳細情報

HPE OneViewの管理対象としてのSANマネージャーの構成

SANマネージャーの編集
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FOS APIを使用して管理用にBrocadeスイッチを構成するFOS APIを使用して管理用にBrocadeスイッチを構成する

Brocadeスイッチは、 HPE OneViewでSANゾーニングを管理するように構成する必要があります。

注記:注記:

この作業の手順は、スイッチのコマンドラインインターフェイス（CLI）で実行されます。

前提条件前提条件

スイッチをNPIVのあるアクセスゲートウェイモードではなく、ネイティブスイッチモードで実行します。

HPE OneViewがスイッチにアクセスし、ゾーン構成の変更を実行するには、ユーザー名とパスワードを使用して

Brocade FOSスイッチを構成します。

FOS REST APIが有効で、HPE OneViewがそれに接続できることを確認してください。

手順手順

1. 無効になっているFOS RESTインターフェイスを再度有効にするには、 mgmtapp --enable REST と入力します。

FOS REST APIはデフォルトで有効です。

2. HPE OneViewインスタンスのすべてのセッションでスイッチゾーニングを構成できるように、Brocade FOSスイッチ

を構成します。

各HPE OneView Brocade FOSスイッチSANマネージャーは、スイッチ上で1つのRESTセッションを使用します。1ス

イッチあたりの最大セッション数は、デフォルトで3です。最大セッション数を4に設定するには、 mgmtapp --co
nfig -maxrestsession 4と入力します。

3. HPE OneViewが検出するファブリックをスイッチ上に作成します。

HPE OneViewは、Brocadeスイッチで構成されたファブリック名を使用して、検出されたSANに名前を付けます。

4. HPE OneViewのストレージ > SANマネージャーで、構成したスイッチを管理できることを検証します。

詳しくは詳しくは

FOS APIを使用した管理用のBrocadeスイッチの構成
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BrocadeスイッチのFOS SANマネージャーを作成するBrocadeスイッチのFOS SANマネージャーを作成する

Brocade FOSスイッチSANマネージャーを介して、HPE OneViewでSANゾーニング構成を実行できます。

注記:注記:

BNAとその他のSANスイッチインターフェイスを同時に使用して、SANを積極的に管理することは避け

てください。その他のインターフェイスには、BrocadeスイッチのFOS REST API（HPE OneView FOS

SANマネージャーが使用）、Brocade FOS CLI、またはBrocade Webtoolsがあります。

HPE OneViewは、SANマネージャーが同じSAN上でBNAとFOS REST APIを同時に使用することを防ぎま

す。Brocade FOSスイッチのSANマネージャーを使用しているときは、SAN構成を変更するような外部

からのBNAの使用は避けてください。

前提条件前提条件

権限：ストレージ管理者とインフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANマネージャーの順に選択します。

2. SANマネージャーの追加をクリックします。

3. SANマネージャーのタイプとしてBrocade FOSスイッチを選択します。

4. スイッチのIPアドレスおよび認証情報を入力します。

5. OKをクリックします。

複数のSANマネージャーを作成できます。

6. 新しく作成されたSANと他のすべてのSANが、SANマネージャーのリストに表示されていることを確認します。

詳細情報詳細情報

SANマネージャー

クイックスタート：SANストレージの構成

Brocade Fabric OS（FOS）スイッチのSANマネージャー

BrocadeスイッチのFOS SANマネージャーを作成する 702



SANマネージャーの編集SANマネージャーの編集

SANマネージャーのプロパティ（SANマネージャーのタイプを除く）を編集できます。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

手順手順

1. メインメニューでストレージ > SANマネージャーの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで、編集するSANマネージャーを選択してアクション > 編集の順に選択します。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. SANマネージャーの設定を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウを表示して、変更されたことを確認します。

詳細情報詳細情報

HPE OneViewの管理対象としてのSANマネージャーの構成

SANマネージャーの編集 703



Brocade SAN管理のBNAからFOS RESTへの移行Brocade SAN管理のBNAからFOS RESTへの移行

Brocade SAN管理をBNAからFOS RESTに移行すると、以下が可能になります。

サーバーを中断することなく、SANのプライマリSANマネージャーをBNA SANマネージャーからFOS SANマネージャー

に変更します。

構成済みのサーバープロファイルや実行中のアプリケーションに影響を与えることなく、データセンター内のス

イッチのFOS REST APIを使用して、SANゾーン構成を管理します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューでストレージ > SANマネージャーの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

2. マスターウィンドウで+ SANマネージャーの追加をクリックします。

3. SANマネージャーのタイプとしてBrocade FOSスイッチを選択します。

4. スイッチのIPアドレスおよび認証情報を入力します。

5. メインメニューでストレージ > SANの順に選択し、次のいずれかの操作を実行します。

a. マスターウィンドウで、編集するBNA SANを選択します。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

6. プライマリSANマネージャーをFOSスイッチSANマネージャーに変更します。

この操作で、SANスイッチの構成が変更されることはありません。

7. マスターウィンドウのSANのヘルスステータスが緑色であることを確認してください。ステータスが赤色または黄色

の場合は、アクティビティエリアでSANに関連するアラートと通知を解決してください。

8. 別のSAN構成を移行する前に、FOS REST APIスイッチが正しく機能しているかどうかを確認してください。

9. 別のプライマリSANマネージャーを使用できるように2番目のSANを移行するには、手順2と手順3を繰り返します。

10. すべてのSANからプライマリSANマネージャーとしてのBNA SANマネージャーを削除した後、HPE OneViewからBNA SAN

マネージャーを削除します。

詳細情報詳細情報

BrocadeスイッチのFOS SANマネージャーを作成する

Brocade Fabric OS（FOS）スイッチのSANマネージャー

Brocade SAN管理のBNAからFOS RESTへの移行 704



SANマネージャーの更新SANマネージャーの更新

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANマネージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、表示を更新するSANマネージャーを選択し、アクション > 更新の順に選択します。

注記:注記:

更新操作を確認するメッセージは表示されません。更新はすぐに開始されます。

SANマネージャーの更新 705



SANマネージャーの削除SANマネージャーの削除

重要:重要:

HPE OneViewからSANマネージャーを削除すると、管理ポイントから検出されたすべてが削除されます。

SANマネージャーに管理対象のSANがある場合、SANマネージャーを削除できません。SANマネージャーを
削除する前に、そのSANとHPE OneViewネットワークの関連付けを解除する必要があります。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

SANマネージャーの管理対象のSANがHPE OneView上のネットワークに関連付けられていないこと。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANマネージャーの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するSANマネージャーを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージが表示されたら、はい、削除しますをクリックします。これで、SANマネージャーが削除されます。

5. マスターウィンドウでSANマネージャーが削除されていることを確認します。

SANマネージャーの削除 706



SANSAN

ストレージエリアネットワーク（SAN）とは、サーバーをストレージシステムに接続するファイバーチャネル（FC）ま
たはFibre Channel over Ethernet（FCoE）のストレージエリアネットワークです。

知りたい情報知りたい情報

SANとネットワークの関連付け

SANの自動ゾーニングのオン/オフ

SANの編集

SANの更新

SANのエンドポイントテーブルのダウンロード

予期されないゾーニングレポートの生成

その他の操作

詳細情報詳細情報

SANの状態

SANゾーニング

ストレージのトラブルシューティング

SAN 707



SANの状態SANの状態

SANの可能な状態：

検出済み

ネットワークに関連付けられていないSAN。SANは、SANマネージャーがHPE OneViewに追加されると、自動的に検
出されます。

管理対象

HPE OneView内の1つまたは複数のネットワークに関連付けられているSANです。HPE OneViewによって自動的に
ゾーニングできるのは管理対象のSANだけにするように構成できます。

直接接続SAN

直接接続アップリンクセットが含まれる論理インターコネクトを使用してエンクロージャーを構成すると、HPE
OneViewは、直接接続SAN（フラットSAN）を自動的に作成します。HPE OneViewは、 <インターコネクト><アップ
リンクセット>の形式で直接接続SANの名前を付けます。作成されたSANは、ゾーニングされていないファイバー
チャネル（FC）直接接続SANを作成します。これは編集できません。

注記:注記:

HPE OneViewは、直接接続ファイバーチャネルネットワークに接続されているインターコネクトモ
ジュールごとにSANを作成します。

SANの状態 708



SANゾーニングSANゾーニング

ゾーニングポリシーゾーニングポリシー

SANゾーンは、SANに接続されているデバイス間の通信を有効にします。SANゾーニングポリシーは、SAN上でゾーニング
がどのように構成されるかを決定します。SANゾーニングポリシーは、ゾーンとゾーニングを自動化するかどうか、お
よびエイリアスの名前付け形式を定義します。HPE OneViewでは、ストレージボリュームをボリュームアタッチメント
経由でサーバープロファイルに関連付ける際に作成される、ゾーンと別名の名前付け形式を指定できます。テキスト文
字列とサーバープロファイルオブジェクトを使用してゾーン名とエイリアスの形式を指定することで、命名規則に準じ
た、意味のある名前を作成できます。

注記:注記:

サーバープロファイルに接続を追加し、そのプロファイルにSANストレージボリュームを接続した場合の
み、HPE OneViewによってゾーニングが実行されます。これを実行すると、HPE OneViewは現在ゾーニン
グが接続を許可しているかどうかを判別します。現在のゾーニングで接続を許可しない場合、HPE
OneViewは指定されたゾーニングポリシーに基づいて必要なゾーニングを作成します。

自動ゾーニング自動ゾーニング

サーバープロファイル内のボリュームアタッチメントを使用してストレージボリュームをサーバーに接続すると、 HPE
OneViewは自動ゾーニングを使用して、ゾーニングされたSAN上でゾーンの作成、編集、削除を自動的に行うことができ
ます。
はい

ゾーニングを自動化します。HPE OneViewは、SANのゾーニングポリシーに基づいて、ゾーンの命名や内容を完全
に制御します。サーバープロファイルへのボリュームアタッチメント用にHPE OneViewで新しいゾーンを構成する
場合、自動ゾーニングを使用します。SANストレージの属性がサーバープロファイルの変更で定義されていない限
り、既存のゾーンは変更されません。

いいえ

ゾーニングはHPE OneViewによっては変更されません。ゾーニングは手動で管理する必要があります。

詳しくは詳しくは

ゾーンとエイリアス
ゾーンおよびエイリアスの命名ガイドラインと変更
既存のSANゾーンとエイリアスを再利用する条件
既存のボリューム関連付けによってゾーンに行われた変更の影響
予期されないゾーニングレポート
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ゾーンとエイリアスゾーンとエイリアス

ゾーン名形式ゾーン名形式

ゾーンの名前形式は、任意の順序で変数を選択することで指定できます。ゾーン名にテキスト文字列を追加することも
できます。

エイリアス名形式エイリアス名形式

エイリアスにより、ゾーンメンバーを定義してエンドポイントWWPNやエンドポイントのグループWWPNにわかりやす

い名前を付けることができます。

イニシエーター、ターゲット、およびターゲットグループ用に作成されたエイリアス名の形式を指定できます。

WWPNの代わりにゾーンでエイリアス名を参照することで、ゾーンがわかりやすくなります。

HPE OneViewは、サーバープロファイルへのストレージボリュームアタッチメントを作成または変更するときにゾー

ンとエイリアスの名前を変更し、所属先のSANマネージャーで有効な形式を維持します。ゾーンおよびエイリアスの

命名ガイドラインと変更では、命名ガイドラインと、有効な名前を作成するためにHPE OneViewで実行される変更に

ついて説明します。

ゾーン名形式とエイリアス名形式の変数ゾーン名形式とエイリアス名形式の変数

サーバープロファイル

HPE OneViewのサーバープロファイルの下に構成されているサーバープロファイル名。ベストプラクティスとし
て、サーバープロファイル名は、多くの場合、物理サーバーと同じ名前です。

サーバーイニシエーターWWPN

ホストバスアダプターのポート、またはサーバーハードウェアのコンバージドネットワークアダプターのファイ
バーチャネルWorld Wide Name。

サーバープロファイル接続

サーバープロファイル接続名、または名前が付いていない場合はインデックス番号。

ストレージシステム

ストレージシステムの名前。

ストレージシステムポート

ストレージシステム上のポートの名前。

ストレージシステムポートグループ

ストレージシステムポートが属するポートグループの名前。ストレージポートをグループに割り当てることで、
プロビジョニング中のポートの分離と負荷分散が可能になります。

ストレージシステムポートラベル

ストレージシステムポートのユーザー定義のラベル。
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ゾーンおよびエイリアスの命名ガイドラインと変更ゾーンおよびエイリアスの命名ガイドラインと変更

ゾーンとエイリアスの名前は特定のガイドラインに従う必要があり、HPE OneViewは、そのガイドラインに確実に従う
ように、ゾーニングポリシーで定義されたゾーンとエイリアスの名前を変更します。以下の表で命名のガイドラインを
示すとともに、HPE OneViewがガイドラインを満たすようにゾーンとエイリアスの名前をどのように変更するかについ
て説明します。

ガイドラインガイドライン HPE OneViewが実行する操作HPE OneViewが実行する操作

名前に不正な文字を含めることはできません（SAN
マネージャーによって決定されます）

名前から不正な文字を削除します。

名前は固有のものであることが必要です 固有ではない名前を固有になるように変更します。名前に _#が
付加されます（ # は 1 から始まる数字です）。

名前は不正な頭文字で始まってはいけません（SAN
マネージャーによって決定されます）

無効なエイリアス名の先頭に A_、無効なゾーン名の先頭に Z_を
付加します。

名前を空白にすることはできません SANの一意の変数を使用して一意の名前を作成します。例えば、空
白のサーバープロファイル接続の変数は、接続IDの変数に置き換
えられます。

名前は、特定の文字数を超えることはできませ
ん。

名前のトークンで始まる名前を切り捨てます。それでもまだ長い
場合はその名前をまるごと切り捨てます。

ゾーンおよびエイリアスの命名ガイドラインと変更 711



既存のSANゾーンとエイリアスを再利用する条件既存のSANゾーンとエイリアスを再利用する条件

新規または既存のゾーンやエイリアスを使用するかどうかは、既存の名前の形式によって異なります。次の表で、既存
のさまざまな名前形式をHPE OneViewがどのように処理するかについて説明します。

既存のゾーン/エイリアスの名前既存のゾーン/エイリアスの名前 HPE OneViewが実行する操作HPE OneViewが実行する操作

正確なメンバーシップを備えた正確なゾーン名 既存のゾーンが使用されます

正確なメンバーシップを備えた別のゾーン名 新しいゾーンが作成されます（既存のゾーンは削
除されます）

正確なゾーン名ですが、ゾーンに追加のメンバーがあります 新しいゾーンが作成されます（既存のゾーンは変
更されません）

エイリアス名に正確なメンバーシップがあり、HPE OneViewで利用
されるゾーンでのみ使用される

既存のエイリアスが使用されます

エイリアス名に正確なメンバーシップがあり、HPE OneViewが利用
するものを超えたゾーンで使用される

新しいエイリアスが作成されます

注記:注記:

ゾーンの再利用は、WWPNメンバーシップで判別されます。エイリアスが既存のゾーンで利用される場

合、HPE OneViewはエイリアスのWWPNメンバーシップを分析し、再使用を有効にする正しいWWPNが存

在するかどうか判別します。

サーバープロファイルにSANストレージを追加する操作の一環としてゾーンが作成されるまで、ゾー

ン名およびエイリアスは作成されません。ゾーンとエイリアスの命名ポリシーの指定時には、ゾーニ

ング操作は実行されません。

既存のSANゾーンとエイリアスを再利用する条件 712



既存のボリューム関連付けによってゾーンに行われた変更の影響既存のボリューム関連付けによってゾーンに行われた変更の影響

サーバープロファイルで既存のボリュームの関連付けを持つゾーンを変更すると、HPE OneViewで以下の操作が実行さ
れます。

ゾーンへの変更ゾーンへの変更 HPE OneViewが実行する操作HPE OneViewが実行する操作

エイリアスがオンになる 現在のゾーンにエイリアスを追加します

エイリアス名が変更される 操作なし

ゾーン名が変更される 操作なし

ゾーンタイプが変更される（1つまたは2つの既存のストレージ
システム）

操作なし

ゾーンタイプが変更される（2番目のストレージシステムが追加
される）

2番目のストレージシステム用に新しいゾーンを作
成します

パスが削除または追加される ゾーンを削除し、アップデート済みの情報で再構築
します

既存のボリューム関連付けによってゾーンに行われた変更の影響 713



予期されないゾーニングレポート予期されないゾーニングレポート

管理下にあるサーバープロファイルイニシエーターのゾーンで検出されたゾーニング問題の診断レポートを生成できま
す。予期されるゾーニングは、HPE OneViewで指定されたゾーニングポリシーに基づきます。

余分なエンドポイント

管理対象のイニシエーターや管理対象のエンドポイントと関連付けられているゾーンに表示される、HPE OneView
の管理対象外であるエンドポイント。

不要な余分のエンドポイントを削除します

余分なイニシエーターを別のゾーンに配置します

関連付けられたサーバープロファイルに余分なエンドポイント（HPE OneViewで管理する必要があるストレー

ジボリュームへの接続）を追加します

重複エンドポイント

HPE OneViewによって管理されている予期されるエンドポイントであり、管理対象のイニシエーターが関連付けら
れているが、そのエンドポイントが複数回出現している。エンドポイントのすべてのインスタンスが表示されま
す。

単一のアクセスのみが残るように重複したエンドポイントを削除します。

エンドポイントの喪失

HPE OneViewによって管理されているエンドポイントであり、管理対象のイニシエーターにゾーニングされること
が予期されるが、ゾーニングされていないエンドポイント。通常、エンドポイントが欠落すると、エンドポイン
トのゾーニングが予期されるリソースで、アラートが発生します。アラートには、問題を解決するための手順が
含まれています。問題を手動で修正することもできます。

予期されるエンドポイント

管理対象イニシエーターにゾーニングされることが予期されているが、存在しない管理下のエンドポイント。通
常、エンドポイントが欠落すると、エンドポイントのゾーニングが予期されるリソースで、アラートが発生しま
す。アラートには、問題を解決するための手順が含まれています。SANマネージャー管理ソフトウェアを使用して
問題を手動で修正することもできます。

予期されないゾーニングレポート 714



SANとネットワークの関連付けSANとネットワークの関連付け

ネットワーク画面から検出したSANをHPE OneViewの1つ以上のネットワークに関連付けることができます。詳しく
は、ネットワークと管理対象SANの関連付けを参照してください。

SANとネットワークの関連付け 715



SANのエンドポイントテーブルのダウンロードSANのエンドポイントテーブルのダウンロード

アクションメニューから管理対象SANのエンドポイントテーブルをダウンロードできます。テーブルがgzipされたCSV
ファイルとしてダウンロードされます。

前提条件前提条件

権限：読み込みアクセス

SANが管理対象である

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、エンドポイントテーブルをダウンロードするSANを選択します。

3. アクションメニューから、エンドポイントテーブルのダウンロードを選択します。

4. このファイルはブラウザーの設定に基づいてダウンロードされます。名前を指定してファイルのダウンロード場所

を選択するように求めるメッセージが表示される場合があります。

詳しくは詳しくは

SANの管理
SANの状態
SANマネージャー

SANのエンドポイントテーブルのダウンロード 716



SANの編集SANの編集

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、編集するSANを選択します。

3. 画面に表示される値、特にSAN管理のゾーニングプロパティを編集します。

4. OKをクリックします。

5. 詳細ウィンドウで、変更を確認します。

詳しくは詳しくは

SANゾーニング

SANの編集 717



予期されないゾーニングレポートの生成予期されないゾーニングレポートの生成

詳しくは、既存のボリューム関連付けによってゾーンに行われた変更の影響を参照してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

SANが管理対象である

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、レポートを生成するSANを選択します。

3. アクションメニューから予期されないゾーニングに関するレポートの生成を選択します。

4. 確認のダイアログなしで、新しいブラウザーウィンドウにレポートがすぐに生成されます。

詳しくは詳しくは

SANの管理
SANの状態
SANマネージャー

予期されないゾーニングレポートの生成 718



SAN構成の再適用SAN構成の再適用

次の場合に管理対象のSAN構成を再適用します。

管理対象のSANゾーニングポリシーが変更された場合。

管理対象のSANスイッチが交換された場合。

管理対象のSANゾーンまたはスイッチに予期しない変更が発生した場合。

SAN構成を再適用すると、現在のSANゾーニングポリシーに基づいて、SANのゾーンとエイリアスを再計算できます。再
適用された構成もSANでアクティブ化されます。SAN構成の再適用は、SAN経由でストレージにアクセスするサーバーに
影響を与えません。

構成の再計算と再適用に必要な時間は、以下に応じて異なります。

SANで使用中のパスの数。

SANをゾーニングの変更に合わせるために必要な再構成。

構成の再適用には数時間かかる場合があります。アクティビティ画面を使用して進行状況を監視します。

SAN構成の再適用 719



SANの更新SANの更新

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記: 注記: この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、表示を更新するSANを選択し、アクション > 更新の順に選択します。

注記:注記:

更新操作を確認するメッセージは表示されません。更新はすぐに開始されます。

詳しくは詳しくは

SANの状態
SAN

SANの更新 720



SANの自動ゾーニングのオン/オフSANの自動ゾーニングのオン/オフ

ゾーニングが有効化されているSANの自動ゾーニング設定を変更できます。

注記:注記:

ゾーン設定済み設定が Yesで、ネットワークに関連付けられている管理対象のSANでは、デフォルトで自
動ゾーニングがオンになっています。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

SANのゾーン設定済み設定がはいになっていること。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > SANの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ゾーニングの設定を変更したいSANを選択します。

3. ゾーニングポリシービューで、ポインターをSANの上に置き、編集アイコンをクリックします。

4. ダイアログボックスで、自動ゾーニングをはいまたはいいえに設定します。

5. OKをクリックします。

6. 詳細ウィンドウで、ゾーニングポリシービューの変更を確認します。

詳しくは詳しくは

SANの管理
SANの状態
SANマネージャー

SANの自動ゾーニングのオン/オフ 721



サーバーハードウェアサーバーハードウェア

サーバーハードウェアページには、HPE OneViewに追加されたすべての物理サーバーハードウェア（各サーバーのス
テータスと詳細を含む）が表示されます。

"サーバーハードウェア"という用語は、サーバーブレード、ラックサーバー、およびHPE Superdome Flexサーバーを指
します。

サーバーハードウェアページを使用して、以下の操作を実行します。

サーバーハードウェアを追加

サーバーハードウェアのステータスの表示

サーバーハードウェア情報の表示

iLO統合リモートコンソールまたはiLO Web UIの起動

サーバーハードウェアの電源のオン/オフ

ワンタイムブート設定のアップデート

サーバーハードウェアのメンテナンスモードの管理

Remote Supportの管理

アクションメニューの項目は、サーバーハードウェアモデルとサーバーハードウェアの状態によって異なります。

知りたい情報知りたい情報

監視対象または管理対象のラックサーバーの追加

管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェ

アの追加

サーバーのRemote Supportデータの収集

サーバーハードウェアのRemote Supportの有効化

サーバーハードウェアの編集

HPE ProLiant G6およびHPE ProLiant G7サーバーの

ヘルス監視の有効化

別の管理システムによって現在監視されている監視

対象サーバーの強制的な追加

削除操作に失敗した場合のサーバーの強制的削除

サーバーをリモートで管理するiLOコンソールの起動

サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモー

ドの管理

サーバーの電源オフ

サーバーの電源オン

ラックサーバーの管理からの削除

既存のエンクロージャーからのサーバーの取り外し

サーバープロファイルが割り当てられているサー

バーのシステムボードの交換

サーバーのリセット

アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の

問題の解決

ワンタイムブートオプションの設定

その他の操作。

詳細情報詳細情報

サーバーハードウェアを管理するためのHPE OneView

Advancedライセンス

HPE OneViewのライセンスタイプ

サーバーハードウェアの監視と管理

ワンタイムブートオプション

管理ソフトウェアのその他の警告

サーバーハードウェアインベントリ

サーバーハードウェアのメンテナンスモード

サーバーハードウェアの状態

サーバーハードウェアのトラブルシューティング

サーバーハードウェア 722



サーバーハードウェアを追加サーバーハードウェアを追加

ラックサーバーは、サーバーハードウェア画面でサーバーハードウェアを追加を選択して追加します。ラックサーバー
がHPEコンポーザブルラックソリューションの一部である場合、HPE OneViewは、リンクレイヤー検出プロトコル
（LLDP）データを使用してラック接続モジュールのサーバーアクセスポートに接続されているラックサーバーを検出し
ます。詳しくは、HPEコンポーザブルラックソリューションの一部であるラックサーバーの自動検出と追加を参照して
ください。

ラックサーバーを追加するときは、サーバーを監視対象または管理対象のどちらにするかを指定できます。IPアドレス
の範囲を使用して、複数のラックサーバーを追加することもできます。詳しくは、ラックサーバーの追加を参照してく
ださい。

サーバーブレードは、それらが入っているエンクロージャーが追加されるときに、自動的にHPE OneViewに追加されま
す。エンクロージャー全体を追加せずにブレードサーバーを追加することはできません。管理対象エンクロージャーに
追加されたサーバーブレードは、管理対象サーバーハードウェアとして自動的にHPE OneViewに追加されます。詳しく
は、管理対象エンクロージャーへのサーバーハードウェアの追加を参照してください。

HPE Superdome Flexサーバーはラックマネージャーの追加中にHPE OneViewに追加され、監視対象のサーバーハード
ウェアとしてHPE OneViewに追加されます。詳しくは、ラックマネージャーの追加を参照してください。

サーバーハードウェアが追加されると、HPE OneViewは、サーバーハードウェアモデルとサーバーハードウェアにイン
ストールされているアダプターに基づいて、サーバーハードウェアタイプを自動的に割り当てます。サーバーハード
ウェアタイプは、サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレートと連動しています。詳しくは、サー
バーハードウェアタイプを参照してください。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェアインベントリ
サーバーハードウェアの状態

サーバーハードウェアを追加 723



サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件

前提条件前提条件

サーバーハードウェアのモデルサーバーハードウェアのモデル

サーバーハードウェアは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスに記載されている、サポート対象のモデルであること。

サーバーハードウェアには、サーバーハードウェアの物理タグと一致する有効なシリアル番号と製品IDがプログラムさ
れている必要があります。サーバーは工場出荷時に正しい構成で出荷されています。出荷後にサーバーを修理または交
換すると、不一致が発生する場合があります。不一致が発生した場合、シリアル番号と製品IDは、システムコンソール
からUEFIシステムユーティリティを使用してプログラムできます。詳細については、サーバープロファイルが割り当て
られているサーバーのシステムボードの交換を参照してください。

iLOファームウェアiLOファームウェア

iLOファームウェアバージョンは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスに記載されている最小要件を満たしている必要が

あります。Service Pack for ProLiantがHPE OneViewにアップロードされ、iLOのファームウェアがサポートされてい
る最小バージョンよりも古いバージョンの場合、ファームウェアは自動的にアップデートされます。

IPアドレスIPアドレス

iLOにはHPE OneViewから接続できるIPアドレスが必要です。

詳しくは、HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイドを参照してください。

ローカルユーザーアカウントローカルユーザーアカウント

iLOは、ローカルユーザーアカウントを許可するように構成する必要があります。

ポートポート

HPE OneViewは、iLOで指定されたデフォルトのTCP/IPポートを使用してiLOと通信します。iLOでこれらのポートを変更
した場合、HPE OneViewはサーバーを管理できなくなります。

サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件 724
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サポートされていないサーバーハードウェアサポートされていないサーバーハードウェア

サーバーハードウェアがサポートされていることを確認するには、 HPE OneViewサポートマトリックス HPE OneViewサポートマトリックスを使用します。

アプライアンスは、サポートされていないサーバーハードウェアを検出すると、ほとんどが未サポート状態になりま
す。サポートされている既存のサーバーハードウェアに類似する、一部のサポートされていないサーバーハードウェア
が、適切に追加される場合があります。ただし、サポートマトリックスに記載されていない場合は、Hewlett Packard
Enterpriseではサポートされていません。

アプライアンスは、サポートされていないサーバーハードウェアを管理できません。ただし、サポートされていない
サーバーハードウェアをエンクロージャーまたはラック内に配置することは可能です。サポートされていないサーバー
ハードウェアをアプライアンスに追加する場合、プランニングおよびインベントリの目的で、エンクロージャーまたは
ラック内のそのハードウェアが占有する物理スペースを確認できます。

アプライアンスは、iLO またはHPE BladeSystem Onboard Administratorからサポートされていないサーバーハード
ウェアに関する基本情報を取得し、表示します。

サポートされていないハードウェアに対して削除操作を実行し、アプライアンスから削除することができます。

サポートされていないサーバーハードウェア 725
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アプライアンスとの接続および同期アプライアンスとの接続および同期

アプライアンスは、iLOまたはHPE BladeSystem Onboard Administratorを使用して、接続などサーバーの全体的なヘル
スステータスを監視します。アプライアンスがサーバーハードウェアとの接続を失った場合は、接続がリストアされる
までアラートが表示されます。アプライアンスは接続の問題を解決してアラートを自動的に消去しようとしますが、そ
れができなかった場合は、ユーザーが問題を解決し、手動でサーバーハードウェアを更新してアプライアンスと同期さ
せる必要があります。

アプライアンスは、ハードウェアや構成設定の変更を常に同期するため、サーバーハードウェアを監視します。ただ
し、アプライアンスの制御の外で（例えば、iLOやOnboard Administratorから）デバイスに加えられた一部の変更は、
デバイスとアプライアンス間で同期されない場合があります。アプライアンスとの同期が失われたデバイスは、手動に
よる更新が必要になる場合があります。

サーバーハードウェア画面に移動し、特定のサーバーを選択して、アクションメニューで更新を選択することにより、
アプライアンスとの同期が失われたサーバーを手動で更新できます。

詳しくは詳しくは

アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の問題の解決

アプライアンスとの接続および同期 726



iLOiLOへのへのHPE OneViewHPE OneViewのシングルサインオンのシングルサインオン

サーバーハードウェア画面が表示されているときに、ホスト名、IPv4アドレス、またはIPv6アドレスをクリックする
と、HPE OneViewは、そのホスト名またはアドレスを使用してiLO Web UIへの接続を試行し、自動的にサインインしま
す。

iLO Web UIへの接続は、ローカルブラウザーとiLOの間で行われることに注意してください。そのため、iLOへの接続が
成功するかどうかは、クライアントシステムのネットワーク構成とiLOへのネットワークパスに依存します。構成に
よっては、これらのリンクの一部がiLOに接続できない場合があります。アドレスリンクをクリックしても接続されな
い場合は、接続先が見つかるまで別のアドレスをクリックします。

iLOホスト名は完全修飾ドメイン名（FQDN）ではない場合があります。例えば、c7000エンクロージャー内のブレード
サーバーのiLOホスト名などです。非修飾名をクリックしてもiLO Web UIに接続できない場合は、ローカルデスクトッ
プのドメイン検索リストにiLOドメイン名を追加するか、ローカルホストファイルに短いホスト名を追加してくださ
い。

iLOへのHPE OneViewのシングルサインオン 727



インストールされているファームウェアおよびドライバーのバージョンインストールされているファームウェアおよびドライバーのバージョン

このセクションでは、サーバーハードウェアにインストールされているファームウェアおよびドライバーコンポーネン
トのバージョンに関する情報を提供します。

コンポーネントにインストールされているドライバーのバージョンは、Gen8、Gen9、およびGen10サーバーについて

表示されます。Gen8およびGen9サーバーのiLO 4ファームウェアが2.55より前のバージョンの場合、ドライバーイン

ベントリは表示されません。

iLOファームウェアが2.30より前のバージョンの場合は、Gen8およびGen9サーバーではiLO、ROM、および

Intelligent Provisioningのバージョンのみが表示されます。

サーバーハードウェアから読み取れないバージョンは不明と表示されます。

オプションカードがUEFIプロトコルをサポートしていない場合、バージョンは不明と表示されます。

サーバーの完全なドライバーインベントリを取得するために、Agentless Management Service（AMS）をインストー

ルする必要があります。

Gen8サーバーでAMS（Agentless Management Service）がインストールされていない場合、バージョンは不明と表

示されます。

ハードウェアコンポーネントのファームウェアバージョンは、UEFI互換ファームウェアおよびMCTP（管理コンポー

ネントトランスポートプロトコル）のサポートがない場合、不明と表示されます。

HPE OneViewの外部でiLOファームウェアをアップデートする場合、現在のファームウェアインベントリをアップ

デートするためにサーバーハードウェアのアップデートが必要です。

インストールされているファームウェアおよびドライバーのバージョン 728



サーバーハードウェアの監視と管理サーバーハードウェアの監視と管理

ラックサーバーまたはブレードエンクロージャーを手動でHPE OneViewに追加する場合は、サーバーまたはエンクロー
ジャーを管理対象または監視対象のどちらにするかを指定できます。

HPE Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーにインストールされているファームウェアが管理対象モード機能
をサポートしている場合、ラックマネージャー内のサーバーシャーシは管理対象として自動的に追加されます。

監視対象サーバーハードウェア監視対象サーバーハードウェア

監視対象サーバーはHPE OneViewの外部で管理され、無料のHPE OneView Standardライセンスを使用します。HPE
OneViewはサーバーハードウェアのインベントリおよびハードウェアステータスだけを監視します。監視機能によっ
て、電源、冷却、ハードウェアの状態、および使用状況を監視できます。サーバーの電源投入および切断、iLO統合リ
モートコンソールの起動、およびインベントリの確認が可能です。また、メール通知、およびSNMPトラップの転送も可
能です。

監視機能は、iLO 2、iLO 3、iLO 4、またはiLO 5搭載のすべてのG6以降のHPE ProLiantサーバーで使用できます。サー
バーをHPE OneViewによって監視していても、エンクロージャー、サーバープロファイル、およびVirtual Connectイン
フラストラクチャをレガシーVCMまたはVCEMツールを通して管理できます。HPE OneViewで監視対象サーバーハードウェ
ア用のサーバープロファイルを管理することはできません。

HPE Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーにインストールされているファームウェアがマネージドモード機
能をサポートしていない場合、ラックマネージャー内のサーバーシャーシは監視対象として追加されます。

管理対象サーバーハードウェア管理対象サーバーハードウェア

サーバーハードウェアを管理すると、構成の適用、サーバープロファイルの割り当て、動作ステータスの監視、統計情
報の収集、およびユーザーに対する特定の状態の通知を行うことができます。管理対象エンクロージャー内のサーバー
ブレードは、管理対象として自動的に追加されます。

管理対象サーバーには、HPE OneView AdvancedまたはHPE OneView Advanced without iLOライセンスが必要です。

HPE Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーにインストールされているファームウェアが管理対象モード機能
をサポートしている場合、ラックマネージャー内のサーバーシャーシは管理対象として自動的に追加されます。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェアを追加
サーバーをリモートで管理するiLOコンソールの起動
サーバーハードウェアタイプ
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監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除

サーバーブレードを監視対象または管理対象から削除するには、エンクロージャーから削除する必要があります。詳し
くは、既存のエンクロージャーからのサーバーおよびその他のコンポーネントの取り外しを参照してください。

ラックサーバーを監視対象または管理対象から削除するには、ラックサーバーの管理からの削除を参照してください。

監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除 730



HPE OneViewHPE OneViewの管理または監視の結果としてのの管理または監視の結果としてのiLOiLOの変化の変化

サーバーハードウェアがアプライアンスによって管理または監視されていると、以下の構成変更がサーバー上のiLOに
行われます。

HPE OneView管理アカウントが作成されます。各iLOには、アカウントを使用して一意のパスワードが割り当てられ

ます。

注記:注記:

ランダムに生成されたパスワードは、英数字と特殊文字から作成され、長さは38文字（iLOでサポート

される最大値）です。

SNMPが有効になり、アプライアンスがSNMPトラップ宛先として追加されます。

注記:注記:

OSに管理エージェントをインストールし、設定画面に表示される同じSNMP読み取りコミュニティ文字

列を使用してSNMPサービスを構成するまで、HPE ProLiant G6またはHPE ProLiant G7 iLO 3サーバー

ハードウェアでヘルス監視は有効になりません。

NTPが有効になり、アプライアンスがサーバーハードウェアのNTPタイムソースになります。

アプライアンス証明書がインストールされ、シングルサインオン操作が有効になります。

iLOが古いファームウェアバージョンを実行していて、Service Pack for ProLiant（SPP）がアプライアンスにアッ

プロード済みである場合、iLOファームウェアは自動的にSPPのバージョンにアップデートされます。

HPE OneViewの管理または監視の結果としてのiLOの変化 731



監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除

サーバーブレードを監視対象または管理対象から削除するには、エンクロージャーから削除する必要があります。詳し
くは、既存のエンクロージャーからのサーバーおよびその他のコンポーネントの取り外しを参照してください。

ラックサーバーを監視対象または管理対象から削除するには、ラックサーバーの管理からの削除を参照してください。

監視対象または管理対象からのサーバーハードウェアの削除 732



管理対象サーバーハードウェア管理対象サーバーハードウェア

HPE OneViewでサーバーを管理し、構成の適用、サーバープロファイルの割り当て、動作ステータスの監視、統計情報
の収集、ユーザーへの特定の状態の通知を行うことができます。管理対象エンクロージャー内のサーバーブレードは、
管理対象として自動的に追加されます。管理対象サーバーには、HPE OneView AdvancedまたはHPE OneView Advanced
w/o iLOライセンスが必要です。

HPE Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーにインストールされているファームウェアが管理対象モード機能
をサポートしている場合、ラックマネージャー内のサーバーシャーシは管理対象として自動的に追加されます。

管理対象のサーバーハードウェアリソースについては、それにサーバープロファイルを割り当てることで構成を適用で
きます。

サーバーは、サーバーハードウェアタイプに関連付けられています。サーバーハードウェアタイプは、サーバーハード
ウェアに関連する物理構成の詳細をキャプチャーします。また、特定のサーバーハードウェアタイプに関連付けられた
サーバープロファイルに割り当てることができる設定も定義します。

詳細情報詳細情報

サーバープロファイルの作成または使用に役立つリンク

サーバーハードウェアタイプ
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監視対象サーバーハードウェア監視対象サーバーハードウェア

監視対象サーバーは、HPE OneViewの外部で管理され、HPE OneView Standardという無料ライセンスを使用します。監
視機能によって、電源、冷却、ハードウェアの状態、および使用状況を監視できます。サーバーの電源投入および切
断、iLOリモートコンソール、およびインベントリの確認が可能です。また、メール通知、SNMPトラップの転送、およ
び1年間の1日9時間週5日のサポート（オプション）も可能です。

監視機能は、iLO 2、iLO 3、iLO 4、またはiLO 5搭載のすべてのG6以降のProLiantサーバーで使用できます。サーバー
をHPE OneViewによって監視していても、エンクロージャー、サーバープロファイル、およびVirtual Connectインフラ
ストラクチャをVCMまたはVCEMを通して管理できます。HPE OneViewで監視対象サーバーハードウェア用のサーバープロ
ファイルを管理することはできません。HPE OneViewでは、sysLogをリモートターゲットに送信するようにサーバーの
iLOを構成できます。sysLog操作の実行方法について詳しくは、HPE OneView APIリファレンスドキュメントで、
/rest/serverhardwareのPATCH操作についての説明を参照してください。

HPE OneViewはサーバーハードウェアのインベントリおよびハードウェアステータスのみを監視します。監視対象エン
クロージャー内のサーバーブレードは、監視対象として追加されます。ラックサーバーまたはサーバーブレードをイン
ベントリに追加してハードウェアを監視することができます。インベントリと監視は、すでに展開されているサーバー
がある場合に役立ちます。

HPE Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーにインストールされているファームウェアがマネージドモード機
能をサポートしていない場合、ラックマネージャー内のサーバーシャーシは監視対象として追加されます。

詳細情報詳細情報

ラックサーバーの追加

監視対象エンクロージャー

詳しくは詳しくは

サーバープロファイル
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ワンタイムブートオプションワンタイムブートオプション

HPE OneViewでは、サーバーハードウェアにワンタイムブートオプションを設定できます。ワンタイムブートオプショ
ンを設定すると、サーバーは次にサーバーが起動したときにそのデバイスからの起動を試みます。ワンタイムブートが
試行された後、サーバーは元のブート順序を使用したブートに戻ります。

ワンタイムブートオプションは、次のいずれかに設定できます。

現在の設定の維持 - 以前に選択した設定を維持します。

ワンタイムブートなし - このオプションを選択すると、通常のブートが使用されます。

PXE - ネットワーク上のPXEサーバーから起動します。

ハードディスク - 最初のローカルディスクから起動します。

CD - ローカルまたは仮想のオプティカルドライブから起動します。

USB - 物理または仮想USBドライブから起動します。

HPE Superdome Flexサーバーおよび HPE Superdome Flex280サーバーは、次の追加のワンタイムブートオプションをサ
ポートします。

BIOSセットアップ - BIOSセットアップユーティリティを起動します。

UEFIシェル - UEFIシェルを起動します。

リモートドライブ - iSCSIターゲットなどのリモートドライブから起動します。

UEFI HTTP - HTTP URLから起動します。

ワンタイムブートのその他のオプションは、iLOインターフェイスで利用できます。ただし、HPE OneViewはワンタイム
ブートオプションの一般的なサブセットのみを提供します。サーバーの電源がオンの状態でワンタイムブートオプショ
ンを設定した場合は、サーバーの電源をオフにしてからオンに戻すまで、ワンタイムブート値が記憶されます。HPE
OneViewでは、サーバーのPOST（電源投入時セルフテスト）中にワンタイムブートオプションを設定することはサポー
トされていません。

ワンタイムブートオプションの設定後、サーバーハードウェアの電源がオフになり再度オンになったとき、iLOは選択
されたブートオプションを使用してサーバーを起動しようとします。選択されたブートオプションが使用できない場
合、iLOはサーバープロファイルで定義されているブート順序を使用してサーバーを起動しようとします。ワンタイム
ブート値を使用した後または使用を試みた後は、ワンタイムブート値はワンタイムブートなしにリセットされ、サー
バープロファイルまたはiLOで定義されたブート順序を使用してサーバーが起動されます。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルのブート設定
ワンタイムブートオプションの設定
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管理ソフトウェアのその他の警告管理ソフトウェアのその他の警告

HPE Systems Insight Manager（SIM）や他社製の管理ソフトウェアなどの外部マネージャーを使用して、HPE
OneViewの管理下にあるハードウェアを管理しないでください。別の外部マネージャーを使用すると、エラーや予期し
ない動作の原因となる可能性があります。例：iLOにはトラップの宛先が最大で3つあり、そのうちの1つがHPE
OneViewです。外部マネージャーがトラップの宛先を追加で定義すると、iLOは既存のトラップの宛先のいずれかを削除
します。iLOが削除したトラップの宛先がHPE OneViewの場合、HPE OneViewはSNMPトラップを受信しなくなり、サー
バーのヘルスおよびライフサイクルのアラートは表示されません。

注記:注記:

サードパーティ製ツールでは、サーバーの設定変更を行う場合やサーバーの設定変更が必要な場合に警
告が表示されません。これらのツールを使用する場合は注意してください。

HPE OneViewによって管理されているリソースをRBSUのような他のHewlett Packard Enterprise管理ツールで変更し

ようとすると、警告が表示されます。

Intelligent ProvisioningのBIOSやiLOの変更を試みると、HPE OneViewで警告が表示されます。

SUMを使用してサーバーのファームウェアを変更する場合、そのサーバーのサーバープロファイルと関連付けられた

ファームウェアのベースラインが手動で管理に設定されていないと、SUMにより次の警告が表示されます。

HPE OneViewによってBIOSが管理されているサーバー上のRBSUでBIOSに変更を加えようとすると、RBSUによって次の

警告が表示されます。

HPE OneViewがiLOを管理している場合、iLOログイン画面に次の警告が表示されます。

他の管理ソフトウェアとの統合他の管理ソフトウェアとの統合

HPE OneViewと統合された管理ソフトウェアのリストについては、リンクリンクをクリックしてください。統合管理ソフト

ウェアを使用するには、HPE OneView Advancedライセンスを購入する必要があります。

HPE OneViewは、このサーバーを管理していて、 Service Pack for ProLiantバージョンx用に構成されています。 SUMを
使用して直接別のバージョンにアップデートすることはできません。

重要: このサーバー上のBIOS設定は 外部マネージャーによって一元管理されています。

https://192.168.0.0

BIOS/プラットフォーム構成ユーティリティ （RBSU）で行われた変更は、一元管理された設定と同期されません。 このサーバー
が外部マネージャーによって制御されなくなる場合は、 このサーバーでデフォルト値を復元することをお勧めします。

警告: このシステムは以下によって管理されています: HPE OneView。

iLO内でローカルで変更すると、その変更は、 集中管理された設定と同期が取れなくなり、 リモート管理システムの動作に影響
を及ぼす可能性があります。
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サーバーハードウェアインベントリサーバーハードウェアインベントリ

サーバーが監視対象または管理対象として追加あるいは更新されると、HPE OneViewは、そのサーバーとサーバー内の
デバイスに関するインベントリ情報を収集します。サーバープロファイルを適用するために必要なインベントリ情報
は、実際の追加または更新操作中に収集されます。プロファイルに必要のないその他のインベントリ情報は、システム
リソースを節約するため、少し後に優先度の低いバックグラウンドプロセスを使用して収集されます。

一部のインベントリアイテムは、サーバーの電源がオンになっていない限り収集できません。そのような場合、インベ
ントリのコレクションが収集されない理由を説明した通知が個々のインベントリページの上部に表示されます。

サーバーの追加または更新時に収集されるインベントリ情報サーバーの追加または更新時に収集されるインベントリ情報

一般的なサーバーハードウェア情報

モデル名、製品ID、シリアル番号、iLO情報、および資産タグが含まれます。

iLOによって報告されているサーバー名が収集されます。これは通常、OSにAgentless Management Service（Gen8
以降）またはHP SNMPエージェント（G7）のいずれかがインストールされている限り、実行中のオペレーティング
システムのDNS名です。OS上でサポートソフトウェアが実行されていない場合、HPE OneViewはiLOが報告するどの
名前でも報告します。これは、iLOで手動で設定された名前である可能性があります。

実行中のオペレーティングシステムが収集されます。オペレーティングシステムを収集するには、Agentless
Management ServiceがインストールされているGen10以降のサーバーが必要です。

ファームウェアおよびドライバーインベントリ

ファームウェアがインストールされている、サーバー内のすべてのデバイスと、そのデバイスにインストールさ
れているファームウェアのバージョンのリスト。

コンポーネントにインストールされているファームウェアのバージョンは、Gen8、Gen9以降のサーバーについ

て収集されます。すべてのコンポーネントのファームウェアバージョンを収集するには、iLO 4 v2.30以降が

必要です。

コンポーネントにインストールされているドライバーのバージョンは、Gen8以降のサーバーについて収集され

ます。コンポーネントのインストール済みドライバーバージョンを収集するには、iLO 4ファームウェアバー

ジョン2.55が必要です。

一部のデバイスは、バージョン情報の収集に必要なプロトコルをサポートしていません。読み取れないバー

ジョン情報は、不明と表示されます。

HPE OneViewの外部でiLOファームウェアをアップデートする場合、現在のファームウェアインベントリをアッ

プデートするためにサーバーハードウェアのアップデートが必要です。

ネットワークアダプターとポート

サーバー内のネットワークアダプターと、そのアダプターのすべてのポートのリスト。ポート情報には、MACおよ
びWWPN番号と、該当する場合はインターコネクトダウンリンクへの参照、またはそのポートの接続先であるス
イッチポートへの参照が含まれます。

注記:注記:

HPE ProLiant Gen10ラックサーバーでは、ネットワークアダプターインベントリ情報を収集するに
はiLO 5 v1.40以降が必要です。

一部のGen10以降のラックサーバーには、サーバーの電源がオフになっている間はインベントリを実行できないI/Oアダ
プターが含まれています。そのため、これらのラックサーバーのいずれかを追加または更新するときに、電源がオフの
場合、 HPE OneViewはサーバーの電源を自動的にオンにし、電源を必要とする可能性のあるデバイスを検出してから、
サーバーの電源をオフにします。サーバーの電源がすでにオンになっている場合、 HPE OneViewは情報を収集します
が、インベントリが完了した後はサーバーを電源オンのままにします。

注記:注記:

HPE OneViewがI/Oアダプターに関する情報を検出および収集するためにサーバーの電源をオンにする
と、サーバーは検出中にオペレーティングシステムを起動しません。

バックグラウンドプロセスを使用して収集されるその他のインベントリ情報バックグラウンドプロセスを使用して収集されるその他のインベントリ情報

次の情報は、 iLO 5 v1.20以降を実行するGen10サーバーか、または iLO 4 v2.30以降を実行する Gen8およびGen9サー
バーでのみ利用可能です。
PCIデバイスインベントリ

そのサーバーにインストールされていて、まだインベントリ情報が収集されていないすべてのPCIデバイスと、検
出された各デバイスの詳細情報のリスト。

注記:注記:
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PCIデバイスのインベントリは、HPE Superdome FlexサーバーおよびHPE Superdome Flex280サー
バーでも利用可能です。

システムメモリ

そのサーバーのすべてのメモリスロットと、それらのスロットに取り付けられているDIMMの詳細情報のリスト。

ストレージコントローラーとディスク

すべてのストレージコントローラーとその詳細情報、およびそのコントローラーに接続されているディスクの詳
細情報（そのコントローラーによって表示されている論理ドライブなど）のリスト。

詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスおよびHPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。
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サーバーハードウェアのメンテナンスモードサーバーハードウェアのメンテナンスモード

サーバーで定期的なメンテナンス操作を実行すると、関連するサーバーハードウェアリソースとサーバープロファイル
で多くのイベントが生成されます。通知機能が有効になっている場合、イベントにより多くの電子メール通知や送信さ
れるSNMPトラップの転送が発生します。メンテナンス作業の進行中は、すべての通知を受け取りたくない場合がありま
す。

サーバーメンテナンスモードを有効にすると、このアプライアンスは、サーバーハードウェアとその関連プロファイル
に関するすべてのメール通知の送信またはSNMPトラップの転送を行わなくなります。通知がブロックされている間、メ
ンテナンスモードは通常のサーバーまたはプロファイルの操作に影響せず、サーバー上で生成されたすべてのイベント
はHPE OneViewアプライアンスUIに表示されます。

メンテナンスモードを無効にすると、メール通知とSNMPトラップの転送が通常に戻ります。メンテナンスモード中に発
生したイベントの送信は試みられません。ただし、メンテナンスモードが無効になっているときにアクティブなアラー
トがある場合、サーバーに注意を要するイベントが発生していることを通知するイベントが1つだけ送信されます。

アイコンがマスターウィンドウと詳細ウィンドウの両方に表示され、サーバーがメンテナンスモードであることを示
します。サーバーハードウェア画面のハードウェアパネルで、状態フィールドにメンテナンスモードというテキストが
表示されます。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードの管理
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サーバーハードウェアの状態サーバーハードウェアの状態

ご使用のサーバーハードウェアの状態は、ハードウェアがアプライアンスによって表示される方法を表し、ユーザーに
使用可能な機能に影響を与えます。

追加中追加中

サーバーを追加しています。

プロファイルの適用中プロファイルの適用中

プロファイルを適用しています。

監視対象監視対象

サーバーが監視対象サーバーとして追加されました。

プロファイルが適用されていませんプロファイルが適用されていません

サーバーは管理のためにアプライアンスに正常に追加されましたが、サーバープロファイルが適用されていません。

プロファイル適用済みプロファイル適用済み

サーバープロファイルが正常に適用されました。

プロファイルエラープロファイルエラー

サーバープロファイルを適用または削除する際にエラーが発生しました。

削除済み削除済み

サーバーが正常に削除されました。

削除失敗削除失敗

サーバーの削除に失敗しました。

プロファイル削除中プロファイル削除中

サーバーからプロファイルを削除しています。

不明不明

サーバーに関する情報が収集されませんでした。

非管理非管理

現在、サーバーハードウェアをアプライアンスで管理できません。

サーバーハードウェアの状態が非管理の場合、以下の理由のいずれかがアプライアンス状態の横に表示されます。

通信エラー

アプライアンスは、サーバーiLOと通信できないか、OSと通信できませんでした。

中断されました

操作が中断され、サーバーは非管理状態になります。

インベントリ

サーバーはインテリジェントPDUによって自動的に追加され、温度や空間の計算のために表示されます。

オーナーではありません

アプライアンスにサーバーの所有権がありません。

未構成

サーバーについて検出されたデータが不十分で管理できないか、iLOを構成できませんでした。

未サポート

現在、アプライアンスでサーバーがサポートされていません。

サポートされていないファームウェア

サーバーファームウェアが、サポートされる最小バージョンより低いバージョンです。

ファームウェアのアップデート中

サーバー上のファームウェアを、HPE OneViewの管理用にサポートされていないバージョンからアップデートして
います。
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サポートされていないサーバーハードウェアサポートされていないサーバーハードウェア

サーバーハードウェアがサポートされていることを確認するには、 HPE OneViewサポートマトリックス HPE OneViewサポートマトリックスを使用します。

アプライアンスは、サポートされていないサーバーハードウェアを検出すると、ほとんどが未サポート状態になりま
す。サポートされている既存のサーバーハードウェアに類似する、一部のサポートされていないサーバーハードウェア
が、適切に追加される場合があります。ただし、サポートマトリックスに記載されていない場合は、Hewlett Packard
Enterpriseではサポートされていません。

アプライアンスは、サポートされていないサーバーハードウェアを管理できません。ただし、サポートされていない
サーバーハードウェアをエンクロージャーまたはラック内に配置することは可能です。サポートされていないサーバー
ハードウェアをアプライアンスに追加する場合、プランニングおよびインベントリの目的で、エンクロージャーまたは
ラック内のそのハードウェアが占有する物理スペースを確認できます。

アプライアンスは、iLO またはHPE BladeSystem Onboard Administratorからサポートされていないサーバーハード
ウェアに関する基本情報を取得し、表示します。

サポートされていないハードウェアに対して削除操作を実行し、アプライアンスから削除することができます。
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監視対象または管理対象のラックサーバーの追加監視対象または管理対象のラックサーバーの追加

HPE ProLiantラックサーバーをアプライアンスの監視または管理下に置くには、サーバーハードウェアを追加画面を使
用します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

管理者ユーザーアカウント権限を持つiLOアカウント

サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件を確認してください。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択し、次のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで+ サーバーハードウェアを追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

2. サーバーハードウェアを追加画面で、iLOのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

iLOマネジメントプロセッサーのiLOのIPアドレスまたはホスト名を入力します。複数のサーバーを追加する場合

は、名前またはIPアドレスのリスト、あるいは1つ以上のIPアドレス範囲を入力します。

注記:注記:

一度に1024個を超えるIPアドレスとホスト名は処理されません。

IPアドレスの範囲では、IPv4アドレスのみが受け付けられます。IPアドレスの範囲には、iLO以外

のデバイス、以前に追加されたアドレス、または未使用のアドレスが含まれます。

アドレスの範囲を指定するときは、開始アドレスと終了アドレスをハイフンで区切ります。

リスト内のエントリーは別の行に指定することも、カンマまたはスペースで区切ることもできま

す。

ラックサーバーを追加できない場合は、サーバーを強制的に追加することができます。

3. 管理対象または監視対象を選択し、画面上で要求されるデータを入力します。

「管理者ユーザーアカウント」権限を持つiLOアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

4. 追加または追加+を選択します。

5. マスターウィンドウでサーバーが追加されていることを確認します。

サーバーハードウェアを追加画面を使用して複数のサーバーを追加する場合は、バックグラウンドでマルチシステム検
出が実行されます。一度に実行される検出タスクは1つだけですが、検出タスクの実行中に、単一サーバーが追加され
ます。追加されるサーバーを表示するには、アクティビティ画面を使用します。

サーバーハードウェアの一括インポートまたは更新中、HPE OneViewは、サーバーの段階的な電源投入を実行して、電
源装置への突然の負荷を回避します。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェア

ライセンスタイプ

サーバーハードウェアの監視と管理
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リモートサーバーでのiLO sysLogの収集リモートサーバーでのiLO sysLogの収集

HPE OneViewでは、sysLogをリモートターゲットに送信するようサーバーのiLOを構成できます。sysLog操作の実行方法
について詳しくは、HPE OneView APIリファレンスドキュメントで、/rest/serverhardwareのPATCH操作についての説明
を参照してください。
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別の管理システムによって管理されているサーバーの要求別の管理システムによって管理されているサーバーの要求

ラックサーバーが別の管理システムによって管理されている場合は、ラックサーバーを強制的に、この管理システム
（アプライアンス）に追加できます。

これは、ラックマウント型サーバーを解放するための、その他の管理システムへのアクセスがない場合に必要な可能性
があります。

サーバーブレードを強制的に追加するには、エンクロージャーを強制的に追加する必要があります。

重要:重要:

強制的にサーバーを追加すると、現在の構成設定はすべて削除されます。

他の管理システムがHPE OneViewアプライアンスである場合は、サーバーを最初に管理から削除しな

いと、サーバーの制御を回復することができません。

ラックマウント型サーバーを削除するには、ラックマウント型サーバーの管理からの削除を参照して

ください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択し、次のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで+ サーバーハードウェアの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、少なくとも1つのサーバーを追加するまで表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

3. 追加をクリックして、操作を完了します。

4. そのサーバーが別の管理システムによって要求されているためにアプライアンスがサーバーを追加できないと通知

された場合は、サーバーハードウェアを強制的に追加を選択します。

5. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のサーバーを追加します。

6. マスターウィンドウでラックサーバーが追加されていることを確認します。

詳細情報詳細情報

サーバーハードウェア

別の管理システムによって管理されているサーバーの要求 744



サーバーのRemote Supportデータの収集サーバーのRemote Supportデータの収集

Remote Supportが有効になっているサーバーでは、解析のためにHewlett Packard Enterpriseに自動的に送信される
Remote Supportデータを収集できます。サーバーから基本情報だけを収集できます。

注記:注記:

メンテナンスモードのデバイスのリモートサポートデータは収集できません。サーバーハードウェア

デバイスのメンテナンスモードは、サーバー > サーバーハードウェア > アクションから有効または

無効にできます。

メンテナンスモードがオンの場合、サービスイベントは生成されません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター

このサーバーでRemote Supportが有効になっている

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. Remote Supportデータを収集するサーバーを選択します。

3. アクション > Remote Supportデータの収集の順に選択します。

4. 基本またはアクティブヘルスを選択します。

5. はい、データを収集しますを選択します。

6. 詳細ウィンドウまたはアクティビティ画面のデータ収集ステータスを確認します。

詳しくは詳しくは

データ収集
Remote Supportの有効化
サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードの管理

サーバーのRemote Supportデータの収集 745



監視対象サーバーハードウェアの数をカウントする監視対象サーバーハードウェアの数をカウントする

手順手順

1. サーバー > サーバーハードウェア画面から、スマート検索ボックスをクリックし、スコープでサーバーハードウェ

アを選択します。

2. スマート検索ボックスに、「 state:Monitored」と入力し、Enterキーを押します。

マスターウィンドウに、すべての監視対象サーバーハードウェアが表示されます。

監視対象サーバーハードウェアの数をカウントする 746



サーバーハードウェアの編集サーバーハードウェアの編集

注記:注記:

管理対象サーバーハードウェアの場合は、ライセンスタイプを変更できます。

非管理またはサポートされていないサーバーハードウェアの場合は、最大電力を変更できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

サーバーハードウェアをアプライアンスに取り込むための前提条件を参照してください。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択し、ラックサーバーを選択します。

2. アクション > 編集の順に選択します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. OKをクリックします。

5. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェア

ライセンスタイプ

サーバーハードウェアの編集 747



サーバーハードウェアのRemote Supportの有効化サーバーハードウェアのRemote Supportの有効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

アプライアンスでRemote Supportが有効になっていること

手順手順

1. メインメニューからサーバーハードウェアを選択します。

2. サーバーハードウェアを選択します。

3. アクション > Remote Support設定の編集の順に選択します。

4. Remote Support設定の編集画面でRemote Supportの有効化を選択します。

5. 連絡先、チャネルパートナー、および保証と契約のプロパティを設定します。

6. OKをクリックします。

7. 詳細ウィンドウのビューセレクターからRemote Supportを選択して、Remote Support設定を確認します。

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化

サーバーハードウェアのRemote Supportの有効化 748



HPE ProLiantHPE ProLiant G6および G6およびHPE ProLiantHPE ProLiant G7サーバーのヘルス監視の有効化 G7サーバーのヘルス監視の有効化

ネットワーク管理システムは、SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用して、ネットワークに接続されて
いるデバイスを監視します。アプライアンスは、SNMPを使用して管理対象デバイスから情報を取得します。デバイス
は、SNMPを使用して非同期通知（トラップと呼ばれます）をアプライアンスに送信します。

管理対象デバイスのSNMPデータへのアクセスを確認するときに認証情報として機能する読み込みコミュニティ名を指定
します。アプライアンスは、読み込みコミュニティ名をエンクロージャー（HPE BladeSystem Onboard
Administrator経由）およびサーバー（サーバーのiLO管理プロセッサー経由）に送信します。一部の古いデバイスで
は、手動のホストOS構成が必要です。

アプライアンスでHPE ProLiant G6およびHPE ProLiant G7サーバーブレードのヘルスを監視するには、サーバーおよ
びiLO 3のSNMP設定を構成する必要があります。

手順手順

1. ホストのオペレーティングシステムをサーバーにインストールします。

2. SNMPサブシステムをサーバーにインストールします。

3. アプライアンスのコミュニティ名およびトラップ送信先を使用するようにホストのSNMPを構成します。

4. 最新のSPPを使用して、Hewlett Packard Enterpriseマネジメントエージェントセットおよび関連ドライバーをイン

ストールします。SNMPコミュニティ名およびトラップ宛先を求められます。

5. Hewlett Packard Enterpriseマネジメントエージェントセットおよび関連ドライバーをインストールして実行した

後で、HPE ProLiant G6およびHPE ProLiant G7サーバーブレードをアプライアンスに追加します。

HPE ProLiant G7サーバーブレードの追加後にエージェントおよびドライバーをインストールした場合は、サーバー

ハードウェア画面からHPE ProLiant G7サーバーブレードを更新する必要があることがあります。

注記:注記:

アプライアンスの読み込みコミュニティ名を変更した場合は、新しい読み込みコミュニティ名を使用す
るようにHPE ProLiant G6およびHPE ProLiant G7サーバーブレードのすべてのSNMP OSホストエージェン
トを構成し直す必要があります。アプライアンスは、このアップデートをホストOSにプロパゲートする
ことはできません。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェア

HPE ProLiant G6およびHPE ProLiant G7サーバーのヘルス監視の有効化 749



別の管理システムによって現在監視されているサーバーの強制的な追加別の管理システムによって現在監視されているサーバーの強制的な追加

ラックサーバーがすでに別の管理システムによって監視されている場合、監視対象のサーバーをHPE OneViewに強制的
に追加できます。

サーバーブレードを強制的に追加するには、エンクロージャーを強制的に追加する必要があります。

重要:重要:

強制的に監視対象のラックサーバーを追加すると、そのサーバーは他の管理システムからはアクセス

できなくなります。

強制的にサーバーを追加すると、現在の構成設定はすべて削除されます。

他の管理システムがHPE OneViewアプライアンスである場合は、サーバーを最初に管理対象から削除

しないと、サーバーの制御を回復することができません。

ラックマウント型サーバーを削除するには、ラックマウント型サーバーの管理からの削除を参照して

ください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択し、次のいずれかを実行します。

a. マスターウィンドウで+サーバーの追加をクリックします。

b. アクション > 追加の順に選択します。

2. 監視対象をサーバーハードウェアを追加に対して選択します。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. 追加をクリックして、操作を完了します。

5. 監視されているためにサーバーを追加できない、または別の管理システムによって要求されているというメッセー

ジが通知される場合は、強制的にサーバーハードウェアを追加を選択します。

6. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のサーバーを追加します。

7. サーバーが追加されたことをマスターウィンドウに表示されているかどうかで確認します。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェアの監視と管理

サーバーハードウェア

別の管理システムによって現在監視されているサーバーの強制的な追加 750



削除操作に失敗した場合のサーバーの強制的削除削除操作に失敗した場合のサーバーの強制的削除

ラックサーバーにアプライアンスとの接続の問題が発生していて、そのサーバーを削除しようとすると、削除操作が失
敗することがあります。この状況では、接続の問題を回避することで、サーバーを強制的に削除できます。

重要:重要:

サーバーを削除すると、それに割り当てられているネットワーク接続もすべて削除されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するサーバーを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. アプライアンスがサーバーハードウェアと通信できないことを示すメッセージが表示されたら、更新をクリックし

ます。

5. サーバーハードウェアが別の管理システムによって管理されていることを示すメッセージが表示されたら、削除を

クリックするか、サーバーハードウェアを強制的に削除を選択します。

6. 確認メッセージの内容を確認し、はい、削除しますをクリックしてサーバーを削除します。

7. マスターウィンドウでラックサーバーが削除されていることを確認します。

関連項目関連項目

サーバーハードウェア

削除操作に失敗した場合のサーバーの強制的削除 751



サーバーをリモートで管理するサーバーをリモートで管理するiLOiLOコンソールの起動コンソールの起動

iLOリモートコンソールを使用すると、リモートでサーバーに接続し、次のことを行うことができます。

物理サーバーのグラフィックコンソールを表示し、ローカルのキーボードとマウスを使用して、まるで物理サー

バーに直接接続されているかのように操作する。

サーバーの電源をオン、オフ、またはリセットする。

ローカルシステムのCD/DVDメディアを、ローカルに接続されているかのようにサーバーにマウントする。

リモートコンソールオプションリモートコンソールオプション

HPE OneViewは、3つの異なるタイプのiLOリモートコンソールへのアクセスを提供します。環境、コンソールのニー
ズ、および一般的な優先設定に基づいて選択できます。

1. HTML5リモートコンソールHTML5リモートコンソール：このユニバーサルコンソールは、HTML5プロトコルを使用する最新のブラウザーで実行

されます。アプリケーションをインストールする必要はなく、WindowsおよびLinuxシステムで実行できます。HTML5

コンソールには、統合リモートコンソールのほとんどの機能が搭載されています。このコンソールは、ローカル

フォルダーからの仮想メディアのマウントやiLOビデオの録画など、一部の高度な機能はサポートしていません。

2. Windows統合リモートコンソールWindows統合リモートコンソール：iLOコンソールは、コンソールが初めて起動されたときに各クライアントコン

ピューターにインストールされるWindowsバイナリアプリケーションです。ユーザーがコンソールへのアクセスを要

求したときに、HPE OneViewによってアプリケーションを自動的に呼び出すことができます。このコンソールは、利

用可能な3つのコンソールの中で最もフル機能のコンソールです。

3. JavaプラグインコンソールJavaプラグインコンソール：このコンソールは、クライアントシステムでJavaを使用します。これは、HTML5コン

ソールが利用可能になるまでは、Linuxクライアント向けの唯一のコンソールでした。このコンソールには基本的な

機能しかないため、ブラウザーでJavaが無効になっているシステムでは実行できない場合があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、サーバーファームウェアオペレーター、サーバープロファ

イル設計者、サーバープロファイル管理者、またはサーバープロファイルオペレーター

リモートコンソールを使用するには、iLO Advancedのライセンスが必要な場合があります。詳細情報について

は、HPE iLOライセンスガイドHPE iLOライセンスガイドを参照してください。

HTML5コンソールは、次のiLOバージョンでサポートされています。

HPE iLO 4バージョン2.70以降

HPE iLO 5バージョン2.14以降

JavaプラグインコンソールJavaプラグインコンソールによってポップアップウィンドウが表示されます。Hewlett Packard Enterpriseでは、

ブラウザーのポップアップブロッカーは無効にすることをお勧めします。

手順手順

コンソールを起動しますコンソールを起動します

1. 次のうちいずれかのオプションを使用して、iLOリモートコンソールを起動します。

サーバー > サーバーハードウェアの順に選択し、サーバーを選択します。

サーバー > サーバープロファイルの順に選択し、サーバープロファイルを選択します。

2. 次の3つのうちいずれかのコンソールを起動します。

HTML5リモートコンソールHTML5リモートコンソールを起動するには、アクション > HTML5コンソールの起動の順に選択します。

HTML5コンソールの起動オプションは、Gen8以降のサーバーハードウェアのアクションメニューで利用できま

す。

Windows統合リモートコンソールWindows統合リモートコンソールを起動するには、アクション > コンソールの起動の順に選択します。

最初のインストールが完了したら、インストール完了 — コンソールの起動ボタンをクリックし、リモートコン

ソールを起動します。コンソールのインストール後は、アクションメニューから直接コンソールを起動できま

す。

注記:注記:

アプリケーションのインストールにより、HPE OneViewから最高のユーザーエクスペリエンスが得

られます。

サーバーをリモートで管理するiLOコンソールの起動 752
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最初の コンソールの起動操作によって、インストールを促すメッセージが表示され、インストーラーの起動が

試みられます。インストール時に表示されるダイアログボックスの数は、ブラウザーによって異なります。

Internet Explorerで、プロンプトが表示されたら実行をクリックします。

Chromeでは、ソフトウェアのインストールをクリックすると、ブラウザーの左下隅に、ダウンロードされ

たiLO統合リモートコンソールのインストーラーファイルが表示されます。このファイル名をクリックし、イ

ンストールを開始します。

Firefoxでは、Firefoxが最初にインストーラーを開こうとしたときにファイルを保存ボタンをクリックし、

次に、ダウンロードダイアログが表示されたらインストーラーファイルをダブルクリックして、インストー

ルを開始します。

注記:注記:

コンソールの起動操作を試みて、インストール中にエラーが発生しなかったにもかかわらず、コン

ソールが表示されない場合は、 iLOが適切に動作するようにリモートコンソールを再インストール

するの説明どおりに、 Shiftキーを押したまま アクション > コンソールの起動を選択して、リ

モートコンソールを再インストールします。

JavaプラグインコンソールJavaプラグインコンソールを起動するには、アクション > コンソールの起動の順に選択します。

Windows以外のクライアントから接続している場合、JavaプラグインコンソールJavaプラグインコンソールが自動的に起動します。Windows

クライアントから接続している場合、JavaプラグインコンソールJavaプラグインコンソールは、ソフトウェアのインストールダイアログに

ある起動リンクからアクティブ化されます。ソフトウェアのインストールダイアログが表示されない場合は、

Shiftキーを押したまま、コンソールの起動を選択します。

サーバーをリモートで管理するiLOコンソールの起動 753



サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードの管理サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードの管理

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者。

サーバーハードウェアデバイスのすべてのメンテナンス作業を完了していること。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. メンテナンスモードを管理するサーバーハードウェアデバイスを選択します。

3. 以下のいずれかの操作を実行してください。

a. サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードを有効にするには、アクション > メンテナンスモードの

有効化の順に選択します。メンテナンスモードの有効化ダイアログボックスで、はい、有効にしますをクリック

します。

サーバーハードウェア画面のハードウェアパネルで、状態フィールドにメンテナンスモードというテキストが表

示されます。

b. サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードを無効にするには、アクション > メンテナンスモードの

無効化の順に選択します。メンテナンスモードの無効化ダイアログボックスで、はい、無効にしますをクリック

します。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェアのメンテナンスモード

サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードの管理 754



サーバーの電源オンサーバーの電源オン

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター

エンクロージャーまたはラックマネージャーと、ハードウェアが正常に追加され、HPE OneViewアプライアンスに

よって管理されていること。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、電源をオンにするサーバーを選択します。

注記:注記:

HPE Superdome FlexサーバーまたはHPE Integrity Superdome Xサーバーでは、検出されたシャーシ

またはブレードがパーティションの一部である場合にのみ、それらの電源をオンにできます。

3. アクション > 電源オンの順に選択します。

4. アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

サーバーの電源オン 755



サーバーの電源オフサーバーの電源オフ

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター

エンクロージャーまたはラックマネージャーと、ハードウェアが正常に追加され、HPE OneViewアプライアンスに

よって管理されていること。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、電源をオフにするサーバーを選択します。

注記:注記:

1つ以上のオブジェクトに対してこの操作を実行するには、ShiftキーまたはCtrlキーを使用し

て、マスターウィンドウで複数のオブジェクトを選択します。詳しくは、複数のリソースに対す

る操作の実行を参照してください。

HPE Superdome FlexサーバーまたはHPE Integrity Superdome Xサーバーでは、検出されたシャー

シまたはブレードがパーティションの一部である場合にのみ、それらの電源をオフにできます。

3. アクション > 電源オフの順に選択します。

4. 電源オフダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。

瞬間的に押すをクリックし、通常の（ソフト）電源オフを実行します。デバイスは順序正しくシャットダウンさ

れます。

サーバーの適切なシャットダウンを要求する信号が送信されます。各オペレーティングシステムは、この信号に

応答するように構成されている場合と構成されていない場合があります。Hewlett Packard Enterpriseは、オペ

レーティングシステムコマンドを使用して適切なシャットダウンを行うことをお勧めします。

オペレーティングシステムを適切にシャットダウンするのではなく、即時（ハード）シャットダウンを行うに

は、押し続けるをクリックします。

Superdome Flexのみ、オプションは次のように表示されます。

適切なシャットダウン

即時シャットダウン

注記:注記:

押し続けるまたは即時シャットダウンオプションを使用して電源をオフにすると、環境変数、シ

リアル番号、製品番号などのサーバー情報が破損するおそれがあります。

サーバーの電源をオフにしたときにサーバープロファイルテンプレートからアップデートするよ

うにサーバープロファイルを構成できます。また、電源オフ後にテンプレートからアップデー

トのオプションをオフにすることで、アップデートを遅らせることもできます。ただし、ラック

マネージャーサーバーでは、サーバープロファイル構成はサポートされません。

5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

注記:注記:

サーバーの電源が切れるまで数分かかることがあります。サーバーの電源がオフになると、確認メッ
セージが表示されます。

サーバーの電源オフ 756



ラックサーバーの管理からの削除ラックサーバーの管理からの削除

この手順に従って、HPE ProLiantラックサーバーを管理から削除します。

注記:注記:

サーバーブレードを管理から削除するには、サーバーブレードまたはエンクロージャー全体を物理的に
取り外す必要があります。既存のエンクロージャーからのサーバーおよびその他のコンポーネントの取
り外しを参照してください。

サーバーを管理から削除すると、アラート、アクティビティ、および関連付けが削除されます。

アクティブなサーバープロファイルをホストしているサーバーは削除できません。サーバーからサーバープロファイル
を削除してから、管理からサーバーを削除する必要があります。

削除操作中にアプライアンスがサーバーに接続できないと、手動でのクリーンアップ作業について警告するメッセージ
が表示されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するラックサーバーを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージが表示された場合は内容を確認し、はい、削除しますをクリックしてラックサーバーを削除しま

す。

5. マスターウィンドウでラックサーバーが削除されていることを確認します。

関連項目関連項目

サーバーハードウェア

ラックサーバーの管理からの削除 757



サーバーのリセットサーバーのリセット

サーバーのオペレーティングシステムが応答しなくなった場合は、サーバーをリセットします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター

エンクロージャーまたはラックマネージャーと、ハードウェアが正常に追加され、HPE OneViewアプライアンスに

よって管理されていること。

リセットするサーバーの電源がオンになっていること。

手順手順

1. メインメニューから、次のいずれかの操作を行います。

a. サーバー > サーバーハードウェアの順に選択し、サーバーを選択します。

注記:注記:

HPE Superdome FlexサーバーまたはHPE Integrity Superdome Xサーバーでは、検出されたシャー

シまたはブレードがパーティションの一部である場合にのみ、それらの電源をリセットできます。

b. サーバープロファイルを選択し、サーバープロファイルを選択します。

注記:注記:

サーバープロファイル構成は、HPE Integrity Superdome Xサーバーではサポートされていませ

ん。

2. アクション > リセットの順に選択します。

3. 実行するリセットのタイプを選択します。

電源をオフにせず、オペレーティングシステムを適切にシャットダウンしないで、サーバーをただちにリセット

するウォームリセットを実行するには、リセットをクリックします。

すぐにサーバーハードウェアの電源を切断し、約6秒後にサーバーを再起動するハードリセットを実行するに

は、コールドブートをクリックします。

Superdome Flexのみ、オプションは次のように表示されます。

リセット

電源再投入

注記:注記:

リセットしてコールドブートまたは電源再投入を行うと、オペレーティングシステムが通常備えてい

る、適切なシャットダウンを行う機能を回避することになる可能性があります。

4. アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

サーバーのリセット 758



アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の問題の解決アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の問題の解決

アクションメニューの更新オプションを使用して、アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続を手動で更新でき
ます。接続が失われた場合や、アプライアンスと同期されていない場合は、サーバーハードウェアの表示を更新してく
ださい。接続の消失は、通常のアプライアンス動作中に発生します。アプライアンスの外部でデバイスを変更すると、
そのデバイスがアプライアンスと同期しなくなる可能性があります。

IPアドレスを変更したために接続が失われた場合は、HPE OneViewに正しいアドレスがないため、最初の更新は失敗し
ます。もう一度更新すると、HPE OneViewでは新しいIPアドレスを入力するプロンプトが表示されます。新しいアドレ
スを入力して通信を再び確立します。

注記:注記:

Hewlett Packard Enterpriseでは、iLOまたはHPE BladeSystem Onboard Administratorを使用してデバ
イスを修正することはお勧めしませんお勧めしません。これを行うと、デバイスがHPE OneViewと非同期の状態になる可
能性があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、表示を更新するサーバーハードウェアを選択し、アクション > 更新の順に選択します。

3. アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

注記:注記:

更新操作はすぐに開始されます。確認は必要ありません。

詳しくは詳しくは

管理対象サーバーハードウェア

アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の問題の解決 759



ワンタイムブートオプションの設定ワンタイムブートオプションの設定

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター

次のいずれかの前提条件を満たす必要があります。

サーバーにオペレーティングシステムがインストールされている必要があります。

CDまたはUSBドライブが装着されている必要があります。

PXEブートが設定されている必要があります。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ワンタイムブートオプションを設定するサーバーハードウェアを選択します。

Ctrlキーを押したままにすると、複数のサーバーを選択できます。

3. アクション > 電源オフの順に選択します。

注記:注記:

サーバーハードウェアの電源をオンにしたままワンタイムブートを設定できますが、サーバーが

Power-On-Self-Testの状態になっている場合、ワンタイムブートの設定は失敗します。サーバーで

POSTが完了していることに確信がある場合は、電源をオンにしたままにすることができます。

4. アクション > ワンタイムブートを選択します。

5. 設定の変更ドロップダウンから、サーバーのワンタイムブートのオプションを1つ選択します。

6. サーバーの電源オンチェックボックスを選択します（オプション）。

注記:注記:

ワンタイムブートページでサーバーの電源オンオプションを選択するか、後でアクションメニューか

らサーバーの電源をオンにするように選択できます。

7. OKをクリックします。

サーバーの電源オンオプションをワンタイムブートオプションとともに選択した場合、HPE OneViewはサーバーハー

ドウェアの電源をオンにして、選択されたブートデバイスオプションを使用してサーバーを起動しようとしま

す。HPE OneViewは、選択されたブートオプションを使用してサーバーハードウェアを起動できない場合、サーバー

プロファイルで定義されているブート順序に従って他のブートオプションを使用してサーバーを起動しようとしま

す。

サーバーが正常に起動したかどうかを確認するには、サーバーコンソールを物理的にチェックします。

詳しくは詳しくは

ワンタイムブートオプション
サーバープロファイルのブート設定
ワンタイムブートオプションを設定している間、サーバーがPOST中である

ワンタイムブートオプションの設定 760



UIDライトのオンとオフの切り替えUIDライトのオンとオフの切り替え

許可されたユーザーは、サーバー上のユニット識別子（UID）ライトをUIを介して制御できます。デバイスの前面のUID
ライトを点灯させると、オンサイトの技術者がデータセンター内のハードウェアを見つけるのに役立ちます。UIDアイ

コンはライト状態を示し（オン（ ）またはオフ（ ））、制御します。

UIDアイコンは、エンクロージャー、サーバーハードウェア画面に表示されます。エンクロージャー画面のエンクロー
ジャー概要には、そのサーバー上のUIDアイコンが表示されます。

注意:注意:

UIDライトは自動的に点滅して、サーバーハードウェアのリモートコンソールのアクセスやファームウェ
アのアップデートのような重大な操作が進行中であることを示します。UIDライトの点滅中は、絶対にデ
バイスの電源を切らないでください。

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

UIDインジケーターは、Gen9以降のサーバーでサポートされています。

手順手順

1. メインメニューから、サーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウから、デバイスを選択します。

3. UIDライトをオンにするには、 をクリックします。

4. UIDライトをオフにするには、 をクリックします。

UIDライトのオンとオフの切り替え 761



サーバーハードウェアタイプサーバーハードウェアタイプ

HPE OneViewに追加されたそれぞれのサーバーは分析され、サーバーハードウェアタイプを割り当てられます。

ブレードサーバーの場合、サーバーハードウェアタイプは、サーバーのモデルとそのサーバーにインストールされてい
るすべてのアダプターの順序付きリストによって決まります。例えば、モデルとアダプターのリストが同じである2つ
のサーバーには、同じサーバーハードウェアタイプが割り当てられます。ラックサーバーの場合、アダプターのリスト
は含まれていないため、サーバーハードウェアタイプはサーバーのモデルに基づいています。

サーバーハードウェアタイプは、サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレートと連動しています。
特定のサーバーに割り当てられているプロファイルまたはテンプレートは、モデルとアダプターが同じであるために同
じサーバーハードウェアタイプを持つ別のサーバーにコピーしたり移動したりすることができます。また、これら2つ
のサーバーは、同じエンクロージャーグループに属している必要があります。

サーバーハードウェアタイプには、ブレードサーバーとそのアダプター、またはラックサーバーによって提供されるす
べての機能のリストも含まれています。サーバープロファイルまたはプロファイルテンプレートを作成する場合、プロ
ファイルで制御できる設定は、これらの機能によって決まります。

知りたい情報知りたい情報

サーバープロファイルのサーバーハードウェアタイ

プまたはエンクロージャーグループの変更

サーバーハードウェアタイプの削除

サーバーハードウェアタイプのプロパティの編集

その他の操作

詳細情報詳細情報

アダプター

サーバーハードウェアタイプ 762



アダプターアダプター

HPE OneViewは、サーバーブレードについて次のアダプター機能をサポートしています。

イーサーネット

ファイバーチャネル（FC）

iSCSI

RDMA over Converged Ethernet（RoCE）

インターネット広域RDMAプロトコル（iWARP）

シリアル接続SCSI (SAS)

次のサーバーモデルのアダプターは適用されません。

HPE Superdome Flexサーバー

HPE Superdome Flex280サーバー

HPE ProLiant DLラックマウント型サーバー

HPE ProLiant MLサーバー

HPE ProLiant XLサーバー

サポートされているアダプターの完全なリストについては、Hewlett Packard Enterprise Information LibraryHewlett Packard Enterprise Information LibraryのHPEHPE

OneViewサポートマトリックスOneViewサポートマトリックスを参照してください。
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サーバーハードウェアタイプの削除サーバーハードウェアタイプの削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

サーバー管理者

削除するサーバーハードウェアタイプがどのサーバーハードウェアまたはサーバープロファイルでも使用されてい

ないこと

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアタイプの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するサーバーハードウェアタイプを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージが表示された場合はそれを確認し、はい、削除しますをクリックしてサーバーハードウェアタイプ

を削除します。

5. マスターウィンドウでサーバーハードウェアタイプが削除されていることを確認します。

サーバーハードウェアタイプの削除 764



サーバーハードウェアタイプのプロパティの編集サーバーハードウェアタイプのプロパティの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアタイプの順に選択し、次の操作を行います。

a. マスターウィンドウで、編集するサーバーハードウェアタイプを選択し、アクション > 編集の順に選択しま

す。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

サーバーハードウェアタイプのプロパティの編集 765



サーバープロファイルのサーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーサーバープロファイルのサーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャー

グループの変更グループの変更

両方のサーバーのサーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループが同じであれば、サーバープロファイルを
サーバー間で簡単に移動できます。サーバープロファイルを別のサーバーハードウェアタイプまたは別のエンクロー
ジャーグループのサーバーに移動する必要がある場合があります。このような操作を実行すると、サーバープロファイ
ルが破壊され、データやBIOS設定の損失など、重大なエラーが発生する可能性があります。

プロファイルのサーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループを変更する場合は、その他にどのような
変更が必要となるかを評価する必要があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. サーバープロファイルに移動して編集を選択します。

2. サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループの横にある変更リンクをクリックします。

3. サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループの変更ダイアログボックスが表示されます。

4. 必要なサーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループを選択します。

5. プレビューをクリックします。

ユーザーが要求した変更の結果として、このプロファイルに対して行われるその他の変更のリストが表示されま

す。

6. その他の変更が許容できるものである場合、OKをクリックしてプロファイルをさらに編集します。

7. 選択したサーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループに基づいて、新しいサーバーハードウェアを選

択します。

サーバープロファイルのサーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループの変更 766



サーバープロファイルサーバープロファイル

サーバープロファイルは、サーバーを展開し、データセンター内の多数のサーバーを簡単に管理するための一貫した方
法を提供します。

知りたい情報知りたい情報

サーバープロファイルへのSANボリュームの追加

サーバープロファイルを別のサーバーに割り当て

管理対象SANボリュームからの起動

サーバープロファイルの作成

サーバープロファイルからのサーバープロファイル

テンプレートの作成

サーバープロファイルのコピー

サーバープロファイルの削除または強制削除

サーバープロファイルの編集

既存のサーバープロファイルの移行

クイックスタート：サーバーハードウェアの MACア

ドレスバインディングをFCoEサーバープロファイル

用に構成します

削除されたサーバープロファイルの再構築

サーバープロファイルの更新

サーバープロファイルのアドバンスト設定

サーバープロファイルのBIOS設定

サーバープロファイルのブート設定

サーバープロファイルの接続設定

サーバープロファイルのローカルストレージ設定

サーバープロファイルのSANストレージ設定

サーバープロファイルによるファームウェアのアッ

プデート

サービスマネージャーフィールドの表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

サーバープロファイルへのSANボリュームの接続

サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理

の自動化

メリットと制限事項

ベストプラクティス構成の取得

サーバープロファイルでのiLO設定の構成

サーバープロファイルの作成または使用に役立つリンク

サーバープロファイルの移行

サーバープロファイルの接続設定

サーバープロファイルの整合性の検証

サーバープロファイルのローカルストレージ設定

サーバープロファイルのステータスアイコンの定義

どのようなときにサーバープロファイルを使用するか

Hewlett Packard Enterprise InformationHewlett Packard Enterprise Information

Library（iLOドキュメント）Library（iLOドキュメント）
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サーバープロファイルの作成または使用に役立つリンクサーバープロファイルの作成または使用に役立つリンク

空のデバイスベイへのサーバープロファイルの割り当て

サーバープロファイルへのSANボリュームの接続

ベストプラクティス構成の取得

サーバープロファイルでのiLO設定の構成

サーバープロファイルの編集

サーバープロファイルの移行

サーバープロファイルの移動

サーバープロファイルのハードウェアからの削除（割り当て解除）

サーバープロファイルのアドバンスト設定

サーバープロファイルのBIOS設定

サーバープロファイルのブート設定

サーバープロファイル接続とサーバーハードウェアタイプの変更

サーバープロファイルの接続設定

サーバープロファイルの整合性の検証

サーバープロファイルのファームウェア設定

サーバープロファイルのローカルストレージ設定

サーバープロファイルのSANストレージ設定

取り外し/交換動作を制御するためのサーバープロファイルの操作

プロファイルに関連付けられたサーバーをベイに挿入するとどうなりますか

Hewlett Packard Enterprise Information Library（iLOドキュメント）Hewlett Packard Enterprise Information Library（iLOドキュメント）
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空のデバイスベイへのサーバープロファイルの割り当て空のデバイスベイへのサーバープロファイルの割り当て

空のベイにもサーバープロファイルを割り当てることができます。サーバーをベイに挿入すると、次の条件を満たして
いる場合、サーバープロファイルがサーバーハードウェアに自動的に適用されます。

エンクロージャーのベイが別のサーバープロファイルによって割り当てられたものでないこと（例えば、フルハイ

トサーバーハードウェアタイプのプロファイルがベイ1に割り当てられている場合、ベイ9にプロファイルを割り当

てることはできません）。これは、プロファイルが割り当てられたときにチェックされます。

ハードウェアのサーバーハードウェアのタイプは、サーバープロファイルで指定されたサーバーハードウェアタイ

プに一致します。

サーバープロファイルを作成するとき、アフィニティ値としてデバイスベイまたはデバイスベイ+サーバーハードウェ
アを選択します。空のベイに対してアフィニティ値デバイスベイ+サーバーハードウェアを選択した場合、一致する
サーバーハードウェアタイプがベイに挿入されると、UUIDが設定されます。
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サーバープロファイルへのSANボリュームの接続サーバープロファイルへのSANボリュームの接続

ボリュームは、ボリュームアタッチメントからサーバープロファイルに関連付けられます。ボリュームをサーバープロ
ファイルに接続すると、そのサーバープロファイルに割り当てられているサーバーハードウェアに、ストレージシステ
ム上のストレージスペースへのアクセス権が付与されます。

サーバープロファイルを作成または編集すると、既存のボリュームを接続したり、接続する新しいボリュームを動的に
作成したりできます。

注記:注記:

ストレージシステムは、サーバープロファイルがサーバーに割り当てられるまで、ボリュームにアクセ
スできません。

恒久的ボリューム恒久的ボリューム

新しく作成したボリュームには、プロファイルから削除されたり、プロファイルが削除されたりしても存在するよう
に、恒久的としてマークすることができます。恒久的としてマークしない場合、サーバープロファイルを削除すると恒
久的でないボリュームは削除されます。

SANボリュームアタッチメントSANボリュームアタッチメント

サーバープロファイルによって、SANボリュームアタッチメントを作成して、編集することができます。例えば、サー
バーからSANストレージまでのストレージパスを有効および無効にすることができます。

注記:注記:

サーバープロファイルに関連付けられているサーバープロファイルテンプレートを修正すると、アプラ
イアンスが、関連付けられているサーバープロファイルテンプレートボリュームに既存のSANストレージ
ボリュームをマッピングしようとします。共有ボリュームは、一致するURIに基づいてマッピングされま
す。明示的なLUN値で構成されているプライベートボリュームが一般にマッピングされますが、 AUTO L
UNで構成されているプライベートボリュームは、サーバープロファイルテンプレートの同じボリューム
アタッチメントへの手動のマッピングが必要です。

ストレージターゲットポートストレージターゲットポート

サーバープロファイル内で、ボリュームアタッチメントのストレージターゲットポートを自動的に割り当てたり、使用
可能なポートを手動で割り当てたりすることができます。自動的に割り当てられるターゲットポートは、同じポートグ
ループに属します。手動で割り当てるターゲットポートは、同じポートグループにも、異なるグループにも所属できま
す。ポートグループは、HPE OneViewにストレージシステムを追加するときに作成されます。

ターゲットポートをサーバープロファイルに手動で割り当てる際に、ポートを自動割り当てに戻した場合は、まず選択
されていないすべてのターゲットポートを手動で選択する必要があります。

LUN指定LUN指定

サーバープロファイルを作成するか（自動設定）または手動で指定すると、SANストレージボリュームのLUNが、自動
的に生成されます。

LUNを手動で指定する場合、オペレーティングシステムは、254（Linuxの場合255）より大きい値を使用するボリューム
を受け入れることも、そのボリュームから起動することもできないことに注意してください。同様に、一部のストレー
ジネットワークメザニンアダプターにも同様の制限があり、254より大きい値を使用すると、サーバープロファイルへ
の適用操作に失敗する可能性があります。

サポート対象アダプターについては、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照し、LUNに関する既知の制限を確認して

ください。

既存のHPE 3PARボリューム既存のHPE 3PARボリューム

注記:注記:

これは、ファイバーチャネル（直接接続、ファブリック接続、およびFCoE）にのみ適用されます。

3PAR StoreServストレージシステムでは、ホスト表示ホスト表示VLUNは特定のホストのみでボリュームの表示を許可し、一致セッ一致セッ
トトVLUNは特定のポート上の特定のホストのみでボリュームの表示を許可します。

既存の3PARボリュームをプロファイルに追加するときに、HPE OneViewのhost seeshost sees構成を再利用するには、3PARアレイ
上に構成されているとおりに、正確なLUN値を入力する必要があります。

HPE OneViewでは、手動手動LUNオプションを使用して、ボリュームの追加ボリュームの追加ダイアログで正確なLUN値を追加します。ボ
リューム用にエンドツーエンド接続を再利用するには、手動で次のように指定します。

LUN値（3PARストレージシステム上のLUNに一致する）

ターゲットポート

HPE StoreVirtualボリューム（iSCSIのみ）HPE StoreVirtualボリューム（iSCSIのみ）

StoreVirtualストレージシステムには、2つのボリュームタイプがあります。
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ターゲットごとに1つのLUN（SLPT）ターゲットごとに1つのLUN（SLPT）

SLPTボリュームではサーバープロファイルにLUN 0が割り当てられており、アタッチメントパスのターゲットはスト

レージシステム上の明示的なボリュームを指定します。

ターゲットごとに複数のLUN（MLPT）ターゲットごとに複数のLUN（MLPT）

それぞれのMLPTボリュームでは、サーバープロファイルに一意のLUN値が割り当てられています。

HPE NimbleHPE Nimble（ファイバーチャネルとiSCSI）

NimbleOS 5.1.x以降では、HPE Nimble Storage iSCSIアレイ上のiSCSI Group Scoped Targe（GST）をサポートしてい
ます。GSTによって、構成と管理に必要な個々のホスト接続の数が減り、時間の節約になります。例えば、Volume
Scoped Target（VST）では、4つのiSCSIボリュームをホストに接続する必要がある場合、各ターゲットを個別にホスト
に接続しなければなりません。GSTでは、同じ4つのボリュームを接続するとき、1つのターゲットに接続できます。

HPE OneViewは、両方のタイプのボリュームアタッチメントをサポートしています。すべてのVSTボリュームアタッチメ
ントでLUN=0ですが、すべてのGSTボリュームアタッチメントには、サーバープロファイルで自動または手動で指定され
た一意のLUN値が割り当てられています。
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サーバープロファイルの編集サーバープロファイルの編集

サーバープロファイルを編集すると、次のようなことができます。

サーバーハードウェアの構成を、実際のサーバーハードウェアと切り離して管理できます。サーバー構成の大部分

を1カ所に取り込んで、サーバー構成を簡素化できます。

サーバーハードウェアを修理または交換した場合、サーバーハードウェアに構成を再適用できます。

サーバーの構成を、サーバーハードウェアの設置の前に定義できます。

サーバープロファイルを編集して、プロファイルに関連付けられた設定を変更することができます。サーバープロファ
イルは、作成後いつでも編集できます。エラー条件が発生しているサーバープロファイルを編集して、修正すること
もできます。

サーバープロファイルを編集すると、サーバーの状態が変化します。アプライアンスは変更を分析し、サーバーをアッ
プデートするための操作を決定します。例えば、ファームウェアベースラインはそのままでBIOSだけを変更した場合、
ファームウェアはアップデートされません。要求された変更だけが適用されます。

注記:注記:

アプライアンス以外のツールを使用してサーバーの設定やステータスを変更した場合、変更は検出され
ず、管理されない可能性があります。これらの変更は、次回プロファイルが編集されるときに上書きさ
れます。

サーバープロファイルの編集に関する留意事項サーバープロファイルの編集に関する留意事項

完了までの時間。完了までの時間。プロファイルの編集は、非同期操作です。名前と説明の変更は有効にすぐに反映されますが、そ

の他の変更は反映されるのに時間がかかる場合があります。プロファイルがサーバープロファイルテンプレートに

関連付けられている場合、変更によってプロファイルがそのテンプレートに適合しなくなる可能性があります。詳

しくは、サーバープロファイルの整合性の検証を参照してください。

プロファイル名プロファイル名は一意である必要があります。

論理ドライブの内容。論理ドライブの内容。ローカルストレージが構成されているサーバープロファイルの割り当てを解除すると、論理

ドライブのコンテンツが失われる可能性があります。論理ドライブを保存するには、ディスクドライブを物理的に

削除するか、論理ドライブのコンテンツのコピーを作成して、プロファイルを後で再割り当てできるようにしま

す。

BIOSBIOS設定はサーバープロファイルを使用して管理され、サーバーの設定はサーバープロファイルが適用されると上

書きされます。

識別子。識別子。プロファイル接続を削除して再作成しない限り、以下の仮想識別子と物理識別子を切り替えることはでき

ません。

シリアル番号/UUID（サーバープロファイル）

MACアドレス

WWN

iSCSIイニシエーター名。iSCSIイニシエーター名。HPE OneViewは、このフィールドに1～233個（英字、数字、および句読点）の文字を受け

入れます。ただし、一部のサポート対象ネットワークアダプターでは、名前の長さが128文字に制限されています。

iSCSIイニシエーター名は、管理対象ボリュームでチャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）名としても使

用されます。一部のストレージシステムでは、CHAP名が64文字に制限されます。このようなアダプターとストレー

ジシステムで名前の長さが制限を超えると、サーバーとストレージ間の接続が妨げられる可能性があります。

オンラインアップデートオンラインアップデート

サーバープロファイル設定によっては、編集する際に、サーバーハードウェアの電源をオフ電源をオフにする必要があります。そ
の他のサーバープロファイル設定では、サーバーハードウェアの電源はオン電源はオンのままでかまいません。

注記:注記:

Gen8、Gen9以降のサーバーのiLO設定は管理できます。iLO設定はサーバーハードウェアから独立してお
り、サーバーの電源がオンかどうかにかかわらず変更できます。

サーバーハードウェアの電源がオフサーバーハードウェアの電源がオフ

サーバーハードウェアの 電源がオフ電源がオフであるときに、サーバープロファイルの次の設定を編集できます。

あるサーバーハードウェアから別のサーバーハードウェアにサーバープロファイルを再割り当てする。
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iSCSIのイニシエーター名を編集する。

OS展開設定を変更する。

接続を作成または削除する。

ローカルストレージを再構成する。

ブート設定を編集する。

Superdome Flexファームウェアバージョン3.0.512以降のHPE Superdome FlexサーバーでBIOS設定を管理する。

HPE Superdome Flex280サーバーでBIOS設定を管理する。

サーバーハードウェアの電源がオンサーバーハードウェアの電源がオン

サーバーハードウェアの 電源がオン電源がオンであるときに、サーバープロファイルの次の設定を編集できます。

プロファイル名

プロファイルの説明

プロファイルアフィニティ

サーバーハードウェア

注記:注記:

一部の条件下でのみ、サーバーハードウェアの電源がオン電源がオンのときに、サーバーの割り当てまたは割り

当て解除、サーバープロファイルの作成、サーバープロファイルの削除を行うことができます。

プロファイルによって管理される接続はありません。

OS展開は構成されません。

「ファームウェアのみ」の設定は使用されませんされません。

プロファイルによって構成されたローカルストレージはありません。

ブート設定を管理できません。

BIOS設定は、HPE Superdome Flexサーバー、HPE Superdome Flex280サーバー、およびGen8以前のサーバーでは

管理できませんが、Gen9以降のサーバーでは管理できます。

サーバーのシリアル番号は物理でなければなりません。

"ファームウェアのみ"の設定が使用されていない使用されていない限り、サーバーハードウェアの電源がオン電源がオンの間にファームウェア

を変更できます。

SANストレージ（すでに作成された接続のみを使用）。

サーバープロファイルテンプレートの選択。

Gen9以降のサーバーのBIOS設定。BIOS設定は、次のサーバーのPOST（Power On Self-Test）で有効になります。

既存の接続のために要求される帯域幅。

既存の接続の名前。

既存の接続のネットワークとネットワークセット。

ラックサーバーのイーサーネット接続の作成または削除。

同じLAGを使用するか、LAGを使用しないように、ラックサーバーのイーサーネット接続のペアを変更する。

ストレージボリュームの作成、接続、および編集。

SAS論理JBODの作成および削除。

サーバーハードウェアの電源がオンのときのサーバープロファイル設定ルールの例外サーバーハードウェアの電源がオンのときのサーバープロファイル設定ルールの例外

次に、サーバーハードウェアの 電源がオン電源がオンになっているときのサーバープロファイル設定の編集に対する例外を示し
ます。

ネットワークまたはネットワーク接続は、次のいずれかです。

ブート可能なファイバーチャネル

ブート可能なiSCSI
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iSCSIブート用に構成されたイーサーネット

サーバーがストレージパスを使用して起動するように構成されている場合は、そのパスを無効にすることはできま

せん。サーバーハードウェアの電源がオン電源がオンの間はストレージボリュームを作成、接続、または編集することはでき

ません。

次の条件が当てはまる場合を除き、サーバーハードウェアの 電源がオン電源がオンの状態でSAS論理JBODを削除することはで

きません。

コントローラーには、JBODと共に構成された論理ドライブがあります。

コントローラーは手動で管理されます。

変更が正しく適用される限り、サーバーハードウェアの電源がオンの間、HPE OneViewはプロファイルへの変更を保存
します。

唯一の障害がSANストレージへの変更である場合、その他の変更はプロファイル構成に保存されます。

詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。
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サーバープロファイルの移行サーバープロファイルの移行

既存のサーバープロファイルは、ハードウェアをアップグレードまたは環境に追加する際に、新しいハードウェアに割
り当てることができます。例えば、サーバーハードウェアをアップグレードするとサーバーハードウェアタイプを変更
でき、結果として、割り当てられたサーバープロファイルは新しいハードウェアの構成と一致しなくなる可能性があり
ます。このような場合は、既存のサーバープロファイルを編集してサーバーハードウェアタイプをアップデートできる
ため、複雑になることがあるサーバープロファイルを最初から再作成する必要はありません。

既存のサーバープロファイルを編集し、サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーのグループを変更する機能に
より、次のようなタスクを実行できます。

メザニンカードをサーバーに追加、またはサーバーから削除します。

1つのエンクロージャーから、異なる構成を持つ別のエンクロージャーにサーバーハードウェアを移動します。

サーバープロファイルを別のアダプター、異なる世代のハードウェア、および異なるハードウェアモデルを持つ

サーバーに移動します。

別のサーバーやエンクロージャーの構成にワークロードを移動します。

注記:注記:

iSCSIをサポートしているサーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループから、iSCSIをサ
ポートしていないものにサーバープロファイルを移動する場合、既存のiSCSI接続を削除し、イーサー
ネット接続を追加して、それらと置き換える必要があります。サーバープロファイルでSANストレージを
構成している場合は、SANストレージアタッチメント内のストレージパスに新しい接続も追加する必要が
あります。

既存のサーバープロファイルで、サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループの設定の隣の変更リン
クをクリックして、これらの値を変更します。

サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループを変更すると、サーバープロファイル内のその他の設定
が影響を受けることがあります。以下の属性のほとんどについては、選択されたサーバーハードウェアのタイプやエン
クロージャーグループが既存の設定をサポートしている限り、設定は変更されないままです。選択されたサーバーハー
ドウェアのタイプまたはエンクロージャーグループをサポートしない設定は削除されます。例外を以下に示します。

アフィニティ

サポートされている場合は変更されないままです。サポートされていない場合は削除されます（新しい構成が
ラック型サーバーである場合）。

ファームウェア

サポートされている場合は変更されないままです。サポートされていない場合は削除されます。

接続

サポートされている場合はほとんどの設定が変更されないままですが、ポートは自動に設定されます。サポート
されていない設定は削除されます。

ローカルストレージ

サポートされている場合は変更されないままです。サポートされていない場合は削除されます。

SANストレージ

サポートされている場合、設定は変更されないままです。サポートされていない場合はストレージパスが削除さ
れるか、すべてのSAN構成が削除されます（新しい構成がラック型サーバーである場合）。

ブート設定

設定は常に新しい構成をサポートするように調整されます。

BIOS

サポートされている場合は変更されないままです。プロファイルが別のサーバーモデルに移行される場合は削除
されます。

iLO

新しいハードウェアがiLOの設定をサポートしている場合は変更されないままです。
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サーバープロファイルの移動サーバープロファイルの移動

サーバープロファイルを別のサーバーハードウェアに移動し、サーバープロファイル設定を新しいサーバーハードウェ
アに適用できます。新しいサーバーハードウェアに直接サーバープロファイルを移動できない場合は、未割当てに変
更できます。こうすることで、サーバーに割り当てられていないサーバープロファイルを保持することができます。

サーバープロファイルを直近で割り当てたサーバーハードウェアに再び割り当てる場合、ファームウェアやBIOS設定な
ど、一部のサーバープロファイル設定の再適用が必要ない場合があります。次のシナリオでは、一部のプロファイル設
定が再適用されない場合があります。

サーバープロファイルがサーバーハードウェアから割り当て解除された後、同じサーバーハードウェアに割り当て

る場合。

サーバーハードウェアが別のエンクロージャーベイに移動された後、サーバープロファイルを新しい場所の同じ

サーバーハードウェアに割り当てる場合。

サーバープロファイルがサーバーハードウェアから割り当て解除され、サーバーハードウェアが別のエンクロー

ジャーベイに移動された後、サーバープロファイルを新しい場所の同じサーバーハードウェアに割り当てる場合。

サーバープロファイルが空のエンクロージャーベイに移動された後、サーバーハードウェアが元の場所からそのベ

イに移動された場合。

必要に応じて、再適用アクションを使用して、サーバープロファイル設定を再適用できます。

注記:注記:

SANに接続されたボリュームは、プロファイルの移動元のサーバーにボリュームを提示しないように構成
されています。ボリュームへのアクセスは、プロファイルに割り当てられたサーバーハードウェアに
よってのみ許可されます。

重要:重要:

サーバーブレードプロファイルを別のエンクロージャーに移動し、このプロファイルが直接接続スト
レージデバイスから起動するように構成されている場合、プロファイルのブート接続を手動でアップ
デートし、ターゲットのエンクロージャーに直接接続されたストレージデバイスで使用するWWPNを指定
する必要があります。

各エンクロージャーは直接接続ストレージデバイスの異なるポートに接続するため、そのストレージデ
バイスのWWPNはエンクロージャーごとに異なります。デバイスの正しいWWPNおよびLUNを指定しないと、
サーバーはブートターゲットから正常にブートしません。

重要:重要:

サーバープロファイルを別のサーバーに移動するにあたって、プロファイルが内部ローカルストレージ
を管理している場合、データを保存するには、元のサーバーの物理ディスクを、手動で新しいサーバー
に移動する必要があります。

重要:重要:

あるサーバーから別のサーバーにサーバープロファイルを移動する前に、両方のサーバーの電源をオ

フにする必要があります。
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サーバープロファイルのハードウェアからの削除（割り当て解除）サーバープロファイルのハードウェアからの削除（割り当て解除）

サーバープロファイルを削除または割り当て解除すると、HPE OneViewは関連するサーバーから以下のものを削除しま
す。

ネットワーク構成

仮想シリアル番号とID

ゾーン設定済みのドライブ

共有ストレージ（一時的なドライブとボリューム）。ストレージシステムでは、プロファイルに接続されているボ

リュームはサーバーハードウェアにアクセスできません。

HPE OneViewは、次の内容を削除またはリセットしません。

BIOS設定

ブート順序

ファームウェアのバージョン

iLO設定

プロファイルがハードウェアから割り当て解除されても、プライベートストレージボリュームは依然としてサー

バープロファイルに割り当てられ、所有されます。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルを別のサーバーに割り当て

サーバープロファイルのハードウェアからの削除（割り当て解除） 777



サーバープロファイルのローカルストレージ設定サーバープロファイルのローカルストレージ設定

Smartアレイコントローラーを使用すると、サーバープロファイルを使用するサーバーハードウェアに直接接続されて
いるストレージを管理できます。

サーバープロファイル内で論理ドライブを作成して、内蔵ストレージコントローラーへの接続を定義します。

注記:注記:

DL580 Gen10などのAROCスロット（スロット0）をサポートしていないラックマウント型サーバー上で統
合されたローカルのストレージコントローラーを管理する場合、HPE OneViewは検出した最初のアレイコ
ントローラー（最も若い番号のスロットのコントローラー）にローカルストレージを構成します。その
他のサーバーでは、サーバーのスロット0（推奨）または0b（代替）にコントローラーがある場合の
み、HPE OneViewはストレージを構成します。

警告:警告:

HPE OneViewでは、ドライブを指定するサーバープロファイルが削除または割り当て
解除されるときに物理ドライブからデータが消去されません。データにアクセスで
きる可能性があるため、データにアクセスできないようにしたい場合はサーバープ
ロファイルまたはローカルストレージ構成を削除する前に、すべての機密データを
消去してください。

外部ストレージの場合、SAS論理JBODまたは論理ドライブを作成するときに削除時に
消去オプションを選択できます。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成

詳しくは詳しくは

統合ストレージの論理ドライブを追加する
メザニンストレージの論理ドライブを追加する

サーバープロファイルのローカルストレージ設定 778



論理ドライブと一意の識別子論理ドライブと一意の識別子

サーバープロファイルに新しい論理ドライブを構成する、またはサーバーハードウェアから既存の論理ドライブをイン
ポートすると、サーバープロファイルの適用時に各論理ドライブの一意の識別子がサーバープロファイル構成に格納さ
れます。

後続のサーバープロファイル適用操作で、割り当て済みのサーバーハードウェアの物理ドライブ上に、識別子があるか
どうかがチェックされます。識別子がない場合、適用操作は失敗します。これは、サーバープロファイルが新しいサー
バーハードウェアに再び割り当てられたこと、および物理ドライブが正しく挿入されていることを確認するためです。

注記:注記:
HPE OneViewは一意の識別子として論理ドライブ名（ラベル）も使用します。

HPE OneViewによって管理される論理ドライブのラベルを変更しないでください。

一意でないラベルを持つ論理ドライブを作成しないでください。

HPE OneViewは、次のいずれかの条件が存在する場合、サーバープロファイル適用操作で現在の識別子を消去します。

次回プロファイル適用時にコントローラーを再初期化が選択されている。

論理ドライブがサーバープロファイルから削除されている。

ストレージコントローラーが手動で管理に設定されている。
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RAIDレベルとコントローラーRAIDレベルとコントローラー

Gen9サーバーの場合、RAIDを使用して論理ドライブまたはHBAを定義して、ドライブを直接オペレーティングシステム
に提示することができます。

注記:注記:

Gen10サーバーは混合モード混合モードを使用します。論理ドライブの一部として構成されていないすべての物理ド
ライブは、オペレーティングシステムに直接提示されます。混合モード混合モードでは、サーバープロファイルの
セットアップ時に、RAIDとHBAのどちらかを選択する必要はありません。

コントローラーがサポートできるRAIDレベルは、各コントローラーの仕様で定義されます。各コントローラーの仕様を
チェックして、コントローラーでサポートされるRAIDレベルを確認する必要があります。サポートされるRAIDレベル
は、サーバーハードウェアのタイプと物理サーバーの構成によって異なります。選択したRAIDレベルに十分な物理ドラ
イブがあることを確認してください。

注記:注記:

一部のコントローラーではRAID 50とRAID 60がサポートされますが、それらはHPE OneViewでサポートさ
れていません。Gen9以前のサーバーでRAID 50またはRAID 60を使用するには、HPE OneViewでコントロー
ラーを手動で管理に設定します。
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RAIDレベルと物理ドライブの数RAIDレベルと物理ドライブの数

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスには、特定のサーバーハードウェアによってサポートされるドライブ数の情報が記

されています。

RAID 0

最低1ドライブ、1ドライブずつ増。

RAID 1

2ドライブが必要。

RAID 1 ADM

3ドライブが必要。

RAID 10

4ドライブが必要。2ドライブずつ増。

RAID 10 ADM

最低6ドライブ。3ドライブずつ増。

RAID 5

最低3ドライブ。1ドライブずつ増。

RAID 6

最低4ドライブ。1ドライブずつ増。

RAIDレベルと物理ドライブの数 781
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ローカルストレージおよび統合ストレージコントローラーローカルストレージおよび統合ストレージコントローラー

サーバーハードウェアにサーバープロファイルを適用する際にローカルストレージをインポートしない限り、HPE

OneViewは統合ストレージコントローラー内の既存のローカルストレージ構成を認識しません。

NVMe対応バックプレーンを使用している場合、SASメザニンコントローラーを使用して、内部ドライブベイを管理す

る必要があります。内蔵ストレージコントローラーを使用することはできません。

インポートオプションでは、データ損失がないことは保証されません。例えば、サーバーが現在HBAモードにある場

合、サーバーをインポートするにはRAIDモードに変更する必要があり、コントローラーモードでの変更によって

データ損失が生じることがあります。

論理ドライブを作成し、サーバーハードウェアに適用すると、その論理ドライブは変更できなくなります。

注記:注記:

混合モード混合モードをサポートするコントローラーの場合（Gen10サーバー）、論理ドライブの作成には、オペ

レーティングシステムに現在表示されている物理ドライブを使用します。データを保持するには、

サーバードライブをバックアップしてから論理ドライブを作成してください。

サーバープロファイルの削除または割り当て解除では、サーバーハードウェアからローカルストレージデータは直接削
除されませんが、ローカルストレージ構成への変更を含むサーバープロファイルが将来サーバーハードウェアに適用さ
れた場合、データが失われる可能性があります。次の表では、プロファイルまたはハードウェアの変更を加える際に、
データを保持する方法を説明します。

サーバーハードウェア/サーバープロファイルへの変更と統合ローカルストレージデータの保持サーバーハードウェア/サーバープロファイルへの変更と統合ローカルストレージデータの保持

サーバーハードウェアでの変更サーバーハードウェアでの変更 手順手順 結果結果

サーバープロファイルを1つのサー
バーハードウェアから別のサーバー
ハードウェアに移動

物理ドライブを新しいサーバーハード
ウェアに移動

1. 現在のサーバーハードウェアから

サーバープロファイルを割り当て

解除します。

2. サーバーハードウェアからローカ

ルストレージドライブを物理的に

取り外します。

3. 新しいサーバーハードウェアに

ローカルドライブを挿入します。

4. 新しいサーバーハードウェアに

サーバープロファイルを適用する

場合に内部ストレージを再初期

化を選択しないでください。

アプライアンスは、保存された一

意の識別子を検証することによ

り、物理ドライブが正常に挿入さ

れていることを確認します。

ローカルストレージが構成されている
サーバーハードウェアにサーバープロ
ファイルを割り当てる

A.既存のドライブとデータをインポー
トする

1. 現在のサーバープロファイルを削

除または割り当て解除します。

2. 新しいサーバープロファイルを適

用する場合は、既存の論理ドライ

ブのインポートを選択します。

一意の識別子が保持されます。

既存の論理ドライブとデータがイ

ンポートされます。

ローカルストレージおよび統合ストレージコントローラー 782



B.データのバックアップを作成してコ
ピーする

1. データのバックアップを作成しま

す。

2. サーバープロファイルを削除また

は割り当て解除します。

3. 新しいサーバープロファイルを適

用する場合は、内部ストレージを

再初期化を選択します。

4. サーバーハードウェアの新しい論

理ドライブにバックアップデータ

をコピーします。

新しい論理ドライブが新しい一意

の識別子で作成されます。

バックアップデータが新しい論理

ドライブにコピーされます。

サーバーハードウェアでの変更サーバーハードウェアでの変更 手順手順 結果結果

注記:注記:

Gen9およびそれ以前のサーバーは混合モード混合モードを使用しないため、Gen10サーバーと互換性がありません。
したがって、サーバープロファイルをGen10サーバーからGen9サーバーに移動する場合、Gen9統合およ
び/またはメザニンストレージコントローラーのオプションに基づいてローカルストレージ構成を再構成
する必要があります。
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サーバープロファイルの論理ドライブ設定サーバープロファイルの論理ドライブ設定

RAIDレベル

論理ドライブのRAIDレベル。

サポートされるRAIDレベルは、サーバーハードウェアのタイプと物理サーバーの構成によって異なります。選択した
RAIDレベルに十分な物理ドライブがあることを確認してください。選択したRAIDレベルをサポートできるだけのドライ
ブ数がない場合、サーバープロファイルの作成または編集操作は失敗します。

物理ドライブの数

RAIDレベルの制約を満たす値のみが使用可能です。

ドライブテクノロジードライブテクノロジー

選択したRAIDレベルをサポートするために、ターゲットサーバーハードウェアには選択したドライブテクノロジーの物
理ドライブが十分にあることを確認してください。そうしないと、サーバープロファイルの作成または編集操作は失敗
します。

アクセラレータ

Gen10サーバーでのみ使用できます。この設定は、Smartアレイコントローラーで高速化の方法を使用して物理ディスク
操作のパフォーマンスを向上するかどうかを示します。

有効に設定すると、Smartアレイコントローラーは高速化の方法として書き込みキャッシュを使用します。

デフォルト：手動で管理。

削除時に消去

はい

論理ドライブがサーバープロファイルから削除されたときに、物理ドライブからデータを消去します。物理ドラ
イブは、すでに割り当てられている（保留状態ではない）SAS論理ドライブから解放され、その後消去されま
す。

いいえ

論理ドライブがサーバープロファイルから削除されたときに、物理ドライブからデータを消去しません。

注記:注記:

消去プロセス中はドライブにアクセスできなくなります。

サーバープロファイルがサーバーハードウェアに適用されると、新しい論理ドライブには番号が割り当てられます

（論理ドライブID）。この番号を使用して、サーバープロファイルにリストされている論理ドライブとHPE Smart

Storage Administratorツールを相関させることができます。

サーバープロファイルによって作成された論理ドライブは、使用可能な最大ディスクスペースを使用します。

論理ドライブは、ターゲットサーバーハードウェア上に、サーバープロファイルで指定された順序で作成されま

す。

統合ストレージコントローラーの場合、各論理ドライブは、指定されたドライブテクノロジーに一致する物理ドラ

イブを割り当てます。物理ドライブは容量の大きいものから小さいものの順で割り当てられます。

混合モード混合モードをサポートするコントローラーの場合（Gen10サーバー）、論理ドライブの作成には、オペレーティング

システムに現在表示されている物理サーバードライブを使用します。データを保持するには、サーバードライブを

バックアップしてから論理ドライブを作成してください。

サーバープロファイルの論理ドライブ設定 784



サーバープロファイル接続とサーバーハードウェアタイプの変更サーバープロファイル接続とサーバーハードウェアタイプの変更

展開された接続でサーバープロファイルのサーバーハードウェアタイプを変更する場合、新しいサーバーハードウェア
タイプでは、現在展開されたすべての接続の自動ポート割り当てが可能になるようにするための十分なポートが定義さ
れる必要があります。新しいサーバーハードウェアタイプに十分なポート容量がない場合、自動ポート割り当てはサー
バーに適用されたときに失敗し、結果としてプロファイル編集操作が失敗します。この状態を回避するには、以下のい
ずれか1つを実行します。

残りの数を自動的に割り当てることができるように、接続を削除します。

接続を編集し、ポートの割り当てをなしに設定して、これらの接続が展開されないようにします。
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サーバープロファイルの整合性の検証サーバープロファイルの整合性の検証

整合性確認では、サーバープロファイルに保存されている構成とサーバーハードウェアの実際の構成が検証されます。
割り当てられていないサーバープロファイルの整合性確認は無効になります。また、整合性確認により、サーバープロ
ファイルがその親のサーバープロファイルテンプレート（存在する場合）の構成と一致していることが確認されます。
サーバープロファイルを更新すると、整合性の状態がアップデートされます。サーバープロファイルの更新は、UIから
実行することも、あるいはサーバープロファイル、サーバーハードウェア、サーバープロファイルテンプレートのアッ
プデート、またはサーバーハードウェアの更新の一環として自動的に実行することもできます。アプライアンスは、
サーバープロファイルとサーバープロファイルテンプレートの両方を監視し、両者を比較して、以下の項目の整合が取
れているかどうかを確認します。

プロファイルセクションプロファイルセクション 整合性確認整合性確認

全般 サーバーハードウェアタイプ

エンクロージャーグループ

アフィニティ

注記:注記:

サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグ
ループの不整合は、手動で修正する必要がありま
す。プロファイルを編集して、テンプレートと一致
するようにハードウェアタイプとエンクロージャー
グループを変更する必要があります。

OSの展開 OS展開がサーバープロファイルテンプレートによって管理さ
れている場合、サーバープロファイルで選択されたOS展開プ
ランは、整合性を保つためにサーバープロファイルテンプ
レートで検証されます。ただし、OS展開プランに対応する展
開設定では、検証は実行されません。

OS展開がサーバープロファイルテンプレートによって管理さ
れていない場合、サーバープロファイルのOS展開の構成につ
いて整合性の検証は行われません。

ファームウェア Gen10以降のサーバーでは、サーバープロファイルで指定され
たファームウェアベースラインが、割り当てられたサーバー
にインストールされているファームウェアと比較されます。
サーバー上のファームウェアがファームウェアベースライン
と不整合である場合は、サーバープロファイルで整合性ア
ラートが生成されます。サーバープロファイルの[ファーム
ウェア]セクションに、不整合のファームウェアパッケージに
関する詳細が表示されます。

これらのアラートをクリアするには、サーバー上のファーム
ウェアと一致するようにファームウェアベースラインを変更
するか、サーバープロファイルを再適用します。

ファームウェアがサーバープロファイルテンプレートによっ
て管理されている場合、以下のサーバープロファイル構成
は、整合性を保つためにサーバープロファイルテンプレート
構成で検証されます。

ファームウェアベースライン

インストール方法

注記:注記:

強制的にインストールされたファームウェアは、
ファームウェアベースラインが不整合である場合に
のみ比較されます。不整合でない場合、強制的にイ
ンストールされたファームウェアの整合性はチェッ
クされません。

強制オプションは、プロファイルが適用された場合
にのみ考慮されます。強制オプションに関係なく、
後で、インストールされたファームウェアがファー
ムウェアのベースラインと比較されます。インス
トールされているファームウェアバージョンがベー
スラインバージョンよりも低い場合にのみ、不整合
が報告されます。
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接続 接続がサーバープロファイルテンプレートによって管理され
ている場合、サーバープロファイル接続構成の次の属性が
サーバープロファイルテンプレートで検証されます。また、
接続が検証され、余分な接続または欠落している接続を特定
します。

ネットワーク

LAG

ポート

リクエストされた帯域幅

接続ブート設定

注記:注記:

ポートIDが Noneのサーバープロファイル内の余分
な接続は、不整合とは見なされません。

ローカルストレージ ローカルストレージがサーバープロファイルテンプレートに
よって管理されている場合、次のサーバープロファイル構成
は、整合性を保つためにサーバープロファイルテンプレート
構成で検証されます。

コントローラーモード

論理ドライブ

注記:注記:

ローカルストレージでの不整合は、テンプレートかテンプレートか
らのアップデートらのアップデートによって自動的に修正されること
はありません。これらは、手動で修正する必要があ
ります。

プロファイルセクションプロファイルセクション 整合性確認整合性確認
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SANストレージ SANストレージがサーバープロファイルテンプレートによって
管理されている場合、サーバープロファイル構成は、整合性
を保つためにサーバープロファイルテンプレートで検証され
ます。SANストレージの整合性確認で次の構成が検証され、不
整合が見つかった場合はフラグが付けられます。

プロファイルで指定されたホストOSタイプは、適合性を維

持するために、サーバープロファイルテンプレートに一致

している必要があります。

プールによって接続されているボリュームの数。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレートの整合性確認

のタイプが最小一致最小一致である場合、サーバープロ

ファイルには、テンプレートで定義されていない

追加のボリュームアタッチメントを含めることが

できます。完全一致完全一致に設定されている場合、プロ

ファイル上の追加のボリュームアタッチメント

は、テンプレートと不整合なものとしてフラグが

付けられます。

アタッチメントLUNのタイプ。LUNのタイプが手動の場合、

LUN値も検証されます。

同じ接続を使用しているアタッチメントパスと、そのパス

が有効かどうか。

ターゲットパスのポート割り当て（自動/手動）。手動の

場合は特定のターゲットポートの割り当て。

指定されたブートボリュームが検証されます。

iSCSIiSCSIボリュームのCHAPCHAPレベル。

プライベートボリューム用ボリュームテンプレート。

サーバープロファイルとサーバープロファイルテンプレー

ト間のプライベートボリュームのマッピングについて詳し

くは、ストレージのプロビジョニングと管理トピック

の"サーバープロファイルを介したストレージの統合"セク

ションを参照してください。

シンかフルのいずれかを取り得るプロビジョニングタイ

プ。

一時的か恒久的のいずれかを取り得るボリューム恒久性設

定。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレートから削除された
ボリュームアタッチメントは、関連付けられている
サーバープロファイルから自動的に削除されませ
ん。

関連付けられているサーバープロファイルテンプ
レートにまだ存在するサーバープロファイルから削
除されたボリュームは、不整合としてフラグが付け
られます。

ブート設定 ブート設定がサーバープロファイルテンプレートによって管
理されている場合、サーバープロファイル構成は、整合性を
保つためにサーバープロファイルテンプレートで検証されま
す。すべてのブート設定はサーバープロファイルテンプレー
トと一致する必要があります。

プロファイルセクションプロファイルセクション 整合性確認整合性確認
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BIOS設定 サーバープロファイルで[BIOS設定の管理]オプションが有効
になっている場合、サーバープロファイルの構成が、割り当
てられたサーバーの構成と比較されます。プロファイルと
サーバー間の整合性は、ProLiant Gen9以降のサーバーでのみ
チェックされます。

サーバープロファイルで指定されたBIOS設定とサーバーの
BIOS設定の間に不整合がある場合は、サーバープロファイル
の[BIOS設定]ページに整合性アラートが表示されます。すべ
てのBIOS設定も、サーバープロファイルテンプレート（存在
する場合）と一致する必要があります。

アラートをクリアするには、サーバープロファイルを再適用
するか、サーバーハードウェアのBIOS設定と一致するように
サーバープロファイルの設定を編集します。

注記:注記:

HPE Superdome Flexサーバーでは、サーバープロ
ファイルの構成と割り当てられたサーバーの構成の
整合性はチェックされません。

iLO設定 iLO設定がサーバープロファイルテンプレートによって管理さ
れている場合、サーバープロファイルは、管理対象の設定の
整合性を保つためにサーバープロファイルテンプレートで検
証されます。サーバープロファイル内のiLO設定は、サーバー
プロファイルテンプレートから取得した設定と一致する必要
があります。サーバープロファイルテンプレートを使用した
検証により、iLO全体で一貫した構成が保証されます。

注記:注記:

サーバープロファイル内で管理対象のiLO設定が追加
されても、その設定がサーバープロファイルテンプ
レートで指定されていない場合、不整合の原因には
なりません。

アドバンスト "未使用のFlexNICを非表示にする"設定は、サーバープロファ
イルテンプレートに一致している必要があります。

プロファイルセクションプロファイルセクション 整合性確認整合性確認

構成が一致する場合は、サーバープロファイルの整合性状態整合性状態フィールドが整合性ありに設定され、適合していると見
なされます。

不整合が見られる場合、サーバープロファイルのアラートが発行され、整合性状態整合性状態フィールドがテンプレートと一致し
ませんに設定されます。アラートのプロファイルの編集オプションまたはサーバープロファイルサーバープロファイル画面のテンプレートか
らアップデートオプションを使用すると、テンプレートからのすべての変更を確定できます。テンプレートからアップ
デートオプションは、制約違反と空白の属性値に基づいて使用できます。不整合の例として、サーバープロファイルテ
ンプレートのブートモードがレガシーBIOSに設定されていて、サーバープロファイルのブートモードが UEFIに設定
されている場合があります。

アクションアクションメニューの更新更新オプションを使用して、サーバープロファイルサーバープロファイルを手動で更新し、解決されたコンプライアン
スの問題をクリアして、リソースの状態を正確に反映させることができます。HPE OneViewの解決されたコンプライア
ンスの問題をクリアすると、運用停止につながる可能性のある以前に生成されたアラートへの対応を回避することがで
きます。さらに、サーバープロファイルのリソース情報が不正確か、不整合に見える場合も、更新更新オプションを使用で
きます。
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サーバープロファイルをサーバーまたはエンクロージャーベイに割り当てる権サーバープロファイルをサーバーまたはエンクロージャーベイに割り当てる権

限限

ユーザーがサーバープロファイルを作成または編集するときに、権限が検査されます。サーバープロファイルの設定に
よっては、HPE OneViewはネットワーク環境の変化に対応して、この時点では新しい権限チェックを適用しません。詳
しくは、サーバープロファイルを参照してください。

サーバープロファイルに対する権利を持つユーザーは、サーバーまたは空のサーバーベイからサーバープロファイルの
割り当てを解除することができます。サーバーでもそのサーバーベイでも、権限のチェックは実行されません。

サーバープロファイルをサーバーに割り当てる場合サーバープロファイルをサーバーに割り当てる場合

サーバーハードウェアのインスタンスにサーバープロファイルを割り当てるには、少なくとも1つのユーザーパーミッ
ションが次の条件を満たす必要があります。

パーミッションの役割に、サーバープロファイルへの作成権限またはアップデート権限が与えられていること

パーミッションの役割に、サーバーハードウェアへの使用権限が与えられていること

サーバーハードウェアおよびサーバープロファイルインスタンスは、パーミッションスコープ内であること。これ

は、プロファイルのスコープに、サーバーハードウェアを含む1つ以上のスコープが含まれていることを意味しま

す。

例1
Maryは、Productionスコープ内のサーバー管理者です。サーバーハードウェアBlade1とサーバープロファイルSP1は、
Productionスコープ内にあります。MaryはサーバープロファイルSP1をサーバーハードウェアBlade1に割り当てること
ができます。

注記:注記:

エンクロージャーのスコープは検証されません。

検出時に、以前に検出されたブレードのスコープが復元されます。以前に検出されなかったブレード

はスコープに割り当てられません。

例2
Tomは、スコープによって制限されていないサーバー管理者権限が割り当てられています。Tomの役割はスコープによっ
て制限されていないため、SBACチェックは実行されません。Tomはすべてのサーバーハードウェアに割り当てられたど
のサーバープロファイルも割り当てることができます。

詳しくは、HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリングを参照してください。

空のベイにサーバープロファイルを割り当てる場合空のベイにサーバープロファイルを割り当てる場合

空のサーバーベイにサーバープロファイルを割り当てるには、少なくとも1つのユーザーパーミッションが次の条件を
満たす必要があります。

パーミッションの役割に、サーバープロファイルへの作成権限またはアップデート権限が与えられていること

パーミッションの役割には、エンクロージャーへの使用権限が与えられていること

エンクロージャーおよびサーバープロファイルインスタンスは、パーミッションスコープ内であること。これは、

プロファイルのスコープに、エンクロージャーを含む1つ以上のスコープが含まれていることを意味します。

注記:注記:

プロファイルの割り当て後にブレードがベイに追加された場合、追加の権限チェックは実行されず、

プロファイルは挿入されたサーバーに自動的に適用されます。

例1
Maryは、Productionスコープ内のサーバー管理者です。サーバープロファイルSP4とエンクロージャーEnclosure4は、
Productionスコープ内にあります。Maryは、エンクロージャーEnclosure4内の空のベイBay4にサーバープロファイル
SP4を割り当てることができます。

例2
Tomは、スコープによって制限されていないサーバー管理者権限が割り当てられています。Tomの役割はスコープによっ
て制限されていないため、SBACチェックは実行されません。Tomはすべての空のベイにどのサーバープロファイルも割
り当てることができます。

詳しくは、HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリングを参照してください。
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サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理の自動化サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理の自動化

HPE OneViewでは、REST APIを使用してスクリプトを記述し、データセンターの管理を自動化できます。サービスマ

ネージャーは、 HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを使用してデータセンターの一部を管理できます。サービスマネー

ジャーは、HPE OneViewを使用してサーバー、ネットワーク、およびストレージを構成し、サービスのサポートに必要
なインフラストラクチャを構築するソフトウェアです。例えば、HPE SimpliVityは、HPE OneViewと連携してプライ
ベートクラウドを構築するサービスマネージャーです。HPE SimpliVityをHPE OneViewと統合することにより、ハイ
パーコンバージドプライベートクラウドの構築が容易になります。

サービスマネージャーがHPE OneViewのサーバープロファイルを使用している場合、HPE OneViewでは、そのサーバープ
ロファイルはサービスマネージャーによって使用されていると示されます。その結果、HPE OneView UIでは、サーバー
プロファイル画面にサービスマネージャーフィールドが表示されます。

サービスマネージャー

このフィールドには、サーバープロファイルを自動的に作成および管理するサービスマネージャーの名前が表示されま
す。サーバープロファイルがサービスマネージャーに登録されている場合、そのサービスマネージャーの名前がサー
バープロファイルの概要に表示されます。サーバープロファイルにサービスマネージャーがない場合、サービスマネー
ジャーフィールドは表示されません。

サーバープロファイル画面のビューセレクターで概要を選択すると、サービスマネージャーフィールドが表示されま
す。または、サーバープロファイル画面の編集ページでサービスマネージャーフィールドを表示することもできます。

注記:注記:

管理対象サーバープロファイルの場合は、HPE OneView UIのサーバープロファイル画面にあるアク

ションメニューで編集機能と削除機能を使用できます。ただし、このようなサーバープロファイルを

編集または削除しようとすると、そのサーバープロファイルはサービスマネージャーによって管理さ

れていることを示す警告がHPE OneViewに表示されます。
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メリットと制限事項メリットと制限事項

メリットメリット

サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理の自動化により、サービスの構築と管理が簡素化され、総所有
コストが削減されます。

制限事項制限事項

サービスマネージャーフィールドはHPE OneView UIを使用して設定できません。

サービスマネージャーを持つサーバープロファイルは、個別にのみ削除できます。

サーバープロファイルがサービスマネージャーによって管理されている場合、次の機能はHPE OneView UIのサー

バープロファイル画面のアクションメニューで無効になっています。

コピー

プロファイルからテンプレートを作成

電源オン

電源オフ

注記:注記:

サーバープロファイルページから管理対象プロファイルに割り当てられているサーバーの電源をオン

またはオフにすることはできません。サーバーハードウェアページとiLOの電源オン機能と電源オフ機

能を使用できます。

詳細情報詳細情報

サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理の自動化

HPE OneViewでプロファイルの操作が成功していない

複数のサーバープロファイルを削除しようとした場合に、選択したプロファイルの一部が削除されない

サーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできない

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルテンプレートからのプロファイル構成のアップデート
HPE OneViewでプロファイルの操作が成功していない
複数のサーバープロファイルを削除しようとした場合に、選択したプロファイルの一部が削除されない
サーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできない
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ベストプラクティス構成の取得ベストプラクティス構成の取得

データセンターの設定後、サーバープロファイルを作成することにより、数百台のサーバーを1台のサーバーと同じく
らい簡単にプロビジョニングすることができます。サーバープロファイルは、サーバーインスタンスの構成です。サー
バープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレートは、サーバー構成全体を1つの場所に集めたものです。こ
れにより、新しいサーバープロファイルを複製したり、サーバープロファイルを変更してデータセンターに変更を反映
したりできます。

サーバープロファイルには、以下の情報が含まれます。

基本的なサーバー識別情報

イーサーネットネットワーク、ネットワークセット、ファイバーチャネル、およびFCoEネットワークの接続設定

ファームウェアバージョン

ローカルストレージ設定

SANストレージ設定

ブート設定

BIOS設定

iLO設定

サーバープロファイルを作成するとき、プロファイルを適用するサーバーハードウェアを指定できます。サーバーハー
ドウェアがまだ取り付けられていない場合、サーバーハードウェアを未割り当てのままにします。サーバープロファイ
ルテンプレートにはベストプラクティスの構成をキャプチャーします。その後、個々のサーバープロファイルを作成し
ます。サーバープロファイルにより、エンクロージャー内のサーバーハードウェアタイプのプロビジョニングベースラ
インを作成することができます。サーバーハードウェアタイプは、サーバープロファイルで選択できるブートオプショ
ンを指定します。

UEFIについて詳しくは、Unified Extensible Firmware Interface ForumUnified Extensible Firmware Interface Forumで「UEFI FAQsUEFI FAQs」を参照してください。

アプライアンスを通じてBIOS設定を管理するために、すべての設定、変更したものだけ、またはデフォルト値と異なる
ものだけ、のいずれかの表示オプションを選択できます。表示されるBIOS設定は、サポートされているサーバーのハー
ドウェアに依存します。

サーバープロファイルのセクションをサーバーハードウェアに適用する処理は、逐次プロセスです。画面には、現在適
用中のセクションに続いて、正常に適用されたセクションが表示されます。エラーが発生し、サーバープロファイルを
再適用する必要がある場合は、未構成のセクションと未適用のセクションだけが再適用されます。例えば、ファーム
ウェアのアップデートは正常に完了したが、その後のBIOSの適用操作に失敗した場合、プロファイルの再適用時に
ファームウェアは適用されません。これにより、時間のかかる不要なアップデートを防ぐことができます。

ベストプラクティス：一度に1つのエンクロージャーでサーバープロファイル管理タスクを実行します。ベストプラクティス：一度に1つのエンクロージャーでサーバープロファイル管理タスクを実行します。

パフォーマンスを最適にするには、1つのエンクロージャーでサーバーハードウェアのサーバープロファイルを作成、
削除、編集、コピー、または移動した後に、別のエンクロージャーでサーバープロファイルを管理します。
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サーバープロファイルのアドバンスト設定サーバープロファイルのアドバンスト設定

ProLiant DLラックマウント型サーバーモデルは、物理シリアル番号、MACアドレス、およびWWNアドレスのみをサポー
トします。

シリアル番号/UUID

仮想または物理シリアル番号またはUUIDをサーバーに関連付けることができます。

仮想シリアル番号とUUIDは、アプライアンスによって割り当てられる柔軟な識別子です。

サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレート内で仮想シリアル番号を使用して、プロファイル

またはテンプレートをサーバーベイに割り当てると、そのサーバーベイ内にどのサーバーが挿入されている場合で

も、同じシリアル番号を使用できるという利点があります。

物理シリアル番号は、サーバーBIOSによって報告され、サーバーにシリアル番号を関連付けます。

未割り当てのプロファイルを作成し、このプロファイルで物理シリアル番号またはUUIDを使用するように設定する

と、プロファイル内にサーバーを設定するまで、割当て保留中という値が表示されます。

仮想シリアル番号のグローバル設定が有効になっている場合、シリアル番号またはUUIDのサーバープロファイルオ

プションはデフォルトでvirtualになります。仮想シリアル番号のグローバル設定が無効になっている場合、仮想シ

リアル番号またはUUIDのサーバープロファイルオプションは無効になります。詳しくは、設定：アドレスおよび識

別子を参照してください。

MACアドレス

サーバーが物理/仮想MACアドレスを使用するかどうかを指定することができます。

仮想MACアドレスは、アプライアンスによって生成され、サーバーによって使用されます。

サーバープロファイル内に仮想MACアドレスを指定して、プロファイルをサーバーに割り当てると、そのサーバーベ

イ内にどのサーバーが挿入されている場合でも、同じMACアドレスを使用できるという利点があります。

したがって、サーバーを交換しても、MACアドレスの変更が検出されないため、データセンターのインターコネクト

に影響はありません。

物理MACアドレスは、サーバーBIOSによって報告され、サーバーにMACアドレスを関連付けます。

物理MACアドレスは、サーバーNICに組み込まれています。サーバーを交換すると、物理MACアドレスが変更されるた

め、データセンターのインターコネクトをアップデートする必要があります。

未割り当てのプロファイルを作成し、このプロファイルで物理アドレスを使用するように設定すると、プロファイ

ル内にサーバーを設定するまで、割当て保留中という値が表示されます。

仮想MACアドレスのグローバル設定が有効になっている場合、MACアドレスのサーバープロファイルオプションはデ

フォルトでvirtualになります。仮想MACアドレスのグローバル設定が無効になっている場合、仮想MACアドレスの

サーバープロファイルオプションは無効になります。詳しくは、設定：アドレスおよび識別子を参照してくださ

い。

WWNアドレス

サーバーで物理/仮想World Wide Name（WWN）アドレスを（ファイバーチャネル接続で）使用するかどうかを指定する
ことができます。

WWNアドレスは、アプライアンスによって生成され、サーバーによって使用されます。

サーバープロファイル内に仮想WWNアドレスを指定して、プロファイルをサーバーに割り当てると、そのサーバーベ

イ内にどのサーバーが挿入されている場合でも、同じWWNアドレスを使用できるという利点があります。

したがって、サーバーを交換しても、WWNアドレスの変更が検出されないため、データセンターのインターコネクト

に影響はありません。

物理WWNアドレスは、サーバーBIOSによって報告され、サーバーにWWNアドレスを関連付けます。

物理WWNアドレスは、サーバーNICに組み込まれています。サーバーを交換すると、物理WWNアドレスが変更されるた

め、データセンターのインターコネクトをアップデートする必要があります。

仮想シリアル番号、MACまたはWWNアドレスが含まれるサーバープロファイルを作成する場合、それらを物理アドレ

スに後で変更することはできません。

設定 > アドレスおよび識別子で、仮想シリアル番号、MAC、またはWWNアドレスを有効にするオプションを無効にし
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た場合、サーバープロファイルを作成するときはそれらの物理アドレスのみを設定できます。

未割り当てのプロファイルを作成し、このプロファイルで物理アドレスを使用するように設定すると、プロファイ

ル内にサーバーを設定するまで、割当て保留中という値が表示されます。

仮想WWNアドレスのグローバル設定が有効になっている場合、WWNアドレスのサーバープロファイルオプションはデ

フォルトでvirtualになります。仮想WWNアドレスのグローバル設定が無効になっている場合、仮想WWNアドレスの

サーバープロファイルオプションは無効になります。詳しくは、設定：アドレスおよび識別子を参照してくださ

い。

未使用のFlexNICを隠す

この設定は、オペレーティングシステムから未使用のFlexNICを隠すことができます。

未使用のFlexNICを隠すを選択（有効に）すると、サーバープロファイル接続にマップされないFlexNICは、オペレー
ティングシステムに表示されません。例えば、サーバーハードウェアは8つのFlexNICをサポートしているものの、4つ
の接続のみがサーバープロファイルで定義されている場合、オペレーティングシステムは4つのネットワークインター
フェイスのみを表示します。

未使用のFlexNICを隠すを選択（有効に）しないと、FlexNICが、オペレーティングシステムで各Flex-10または
FlexFabricアダプター用のネットワークインターフェイスとして列挙されます。

FlexFabricアダプターでファイバーチャネル接続を構成すると、ネットワークインターフェイスの数を6つに減らし
て、2つのストレージインターフェイスを列挙することができます。

FlexNICはペアで隠され、4番目のペアから始まります。例えば、どちらかの物理ポート上の4番目のFlexNICがプロファ
イル接続に対応している場合、8つのすべての物理機能が列挙されます。プロファイル接続がいずれかの物理ポート上
の2番目のFlexNICに対応するが、どちらかの物理ポート上の3番または4番目のFlexNICに対応する接続がない場合、1番
目と2番目の物理機能のみがオペレーティングシステムで列挙されます。

デフォルトでは、未使用のFlexNICを隠すは有効です。この設定は、サーバーが電源オフの場合にのみ変更できます。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成
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サーバープロファイルのBIOS設定サーバープロファイルのBIOS設定

BIOS設定はサーバープロファイルから管理します。BIOSの管理オプションを有効にすると、すべてのデフォルト設定
と、明示的に指定したオーバーライドが適用されます。サーバーハードウェアが電源オフの場合にのみ、BIOSの設定を
編集できます。

BIOS設定の管理を選択すると、次のタスクを実行できます。

すべての設定を表示する。

変更した設定のみを表示する。

デフォルト値とは異なる設定のみを表示する。

表示されるBIOS設定は、サポートされているサーバーのハードウェアに依存します。

注記:注記:

ターゲットサーバーのハードウェア構成とシステムROMのバージョンによっては、一部のBIOS設定を使用
できない場合があります。ハードウェア固有の設定の詳細については、Enterprise Information

Library（http://www.hpe.com/info/UEFI/docshttp://www.hpe.com/info/UEFI/docs）にあるHPE ProLiant Gen9およびGen10サーバーとHPE

Synergy用の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。

デフォルトでは、BIOS設定はサーバープロファイルで管理されません。ただし、BIOSの管理を選択すると、これら

のオプションをサポートしているサーバーハードウェア上で管理できるようになります。

デフォルトの設定のままで、BIOSの管理チェックボックスをオンにしない場合、サーバープロファイルにBIOS設定

は含まれません。この場合、これらの設定の管理はサーバーコンソールインターフェイスで行います。

BIOSの管理チェックボックスをオンにすると、すべてのBIOS設定にアプライアンスのデフォルト値が設定されま

す。その後、プロファイルに関連付けられているサーバーハードウェアタイプに基づいて、サーバープロファイル

からこれらのデフォルト設定を編集または上書きできます。

プロファイルを作成して適用すると、サーバーハードウェアにサーバープロファイル内の設定が適用されます。

BIOSの管理を選択しない場合、サーバープロファイルが削除された場合、またはサーバープロファイルがサーバー

ハードウェアから削除された場合でも、サーバープロファイルによってサーバーハードウェアに適用された設定は

クリアされません。

注記: 注記: プロファイルを作成または編集するとき、ターゲットサーバーハードウェアのこれらの設定をア
プライアンスで管理できない場合（ターゲットサーバーハードウェアが古いハードウェアモデルである
場合など）は、 BIOSの管理チェックボックスが無効になります。サポートされるサーバーの完全なリス

トについては、 HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

HPE OneViewには、サーバーハードウェアタイプに対応したデフォルトのBIOS設定のセットがあります。BIOS設定の完
全なセットを、カテゴリ別に表示するには、設定の編集をクリックします。設定をクリックすると、ヘルプテキストが
表示され、その設定に必要な値を選択できます。デフォルト設定への変更は、BIOS設定パネルに表示されます。

サーバーのコンソールなど、別の方法で設定を変更する場合、その設定はサーバープロファイルで指定した設定によっ
て上書きされます。サーバーハードウェアでサポートされているが、設定の編集画面に表示されないBIOS設定は上書き
されません。

HPE ProLiant Gen9以降のサーバーでは、実際の構成と予想される構成の両方の値が表示されます。実際の設定は、
サーバーが使用している現在の値です。予想される設定は、サーバープロファイルで定義されている現在の値です。

注記:注記:

設定を変更したプロファイルをGen9以降のサーバーに適用すると、プロファイル画面に予想される値

と実際の値が表示されますが、これらの値は、次回のサーバーのブートとPOST（電源投入時セルフテ

スト）が完了するまで一致しません。

アプライアンスのService Pack for ProLiant（SPP）のバージョンが2016.06以上の場合は、ローカ

ルストレージ設定のアップデートがIntelligent ProvisioningではなくSPPブート環境で行われま

す。

Gen9以降のサーバーのBIOS設定は、iLO RISまたはRedfishインターフェイスを通じてアップデートさ

れます。

Gen9以降のサーバーでは、サーバーの電源がオンになっていてもBIOS設定を編集できます。この変更

は、次のPOST（Power On Self-Test）の後でのみ有効になります。
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詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成
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サーバープロファイルのブート設定サーバープロファイルのブート設定

デフォルトでは、サーバーのブート動作はサーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートによって制
御されます。サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレート内の使用可能なオプションは、サーバー
ハードウェアタイプによって決まります。

HPE ProLiant Gen9以降のサーバーでは、ブートプロセスを構成する際にレガシーBIOSと UEFIの両方がサポートされ
ています。HPE ProLiant Gen8はレガシーBIOSモードサーバーです。HPE Superdome FlexサーバーおよびHPE
Superdome Flex280サーバーでは、 UEFIブートモードのみをサポートしています。サポートされるサーバーの完全な

リストについては、Hewlett Packard Enterprise Information LibraryHewlett Packard Enterprise Information Libraryで該当するサポートまたは互換性マトリックス

を参照してください。

ブート設定の管理（Gen9以降のサーバー、およびHPE Superdome FlexサーバーおよびHPE Superdome Flex280サー
バー）

該当する場合、ブートモードとPXEブートポリシーを管理するために、このオプションを有効にします。ブート設定の
管理が無効になっている場合、PXEブートモードまたはPXEブートポリシーがHPE OneViewによって変更されることはあ
りません。

注記:注記:

サーバープロファイルが関連付けられているサーバープロファイルテンプレートでブート設定の管理が
無効になっていると、HPE OneViewはサーバープロファイルのブート関連設定に対して適合チェックと修
復を行いません。

例えば、サーバープロファイルテンプレートでブートボリュームとして設定されていないSANアタッチメ
ントを、関連付けられたサーバープロファイルでブート可能となるように変更した場合、HPE OneViewは
そのサーバープロファイルに、サーバープロファイルテンプレートに非準拠というフラグを付けませ
ん。

ブートモード ブートモードは以下のいずれかに設定します。

UEFI
UEFI最適化
レガシーBIOS

注記:注記:

HPE Superdome FlexサーバーおよびHPE Superdome Flex280サー
バーは、 UEFIブートモードのみをサポートしています。

UEFIまたは UEFI最適化が選択されている場合は、PXEブートポリシーも指定することが
できます。さらに、選択したサーバーハードウェアがHPE ProLiant Gen9以降のBLサー
バーである場合は、ブート順序を管理するオプションも使用できます。ブート順序の管理
は、HPE ProLiant Gen9以降のDLラックサーバーでは使用できません。

UEFIまたは UEFI最適化ブートモードオプションについては、予想されるOSと、サー
バーハードウェアに必要なブート機能に基づいてブートモードが選択されます。 UEFI最
適化ブートモードはシステムがPOSTに費やす時間を短縮します。適切なブートモードを選
択するために、以下の点を考慮します。

安全な起動が必要な場合、ブートモードは UEFIまたは UEFI最適化に設定する必要が

あります。

UEFI（DOS、旧バージョンのWindows、Linuxなど）をサポートしていないオペレーティ

ングシステムでは、レガシーBIOSにブートモードを設定する必要があります。

UEFIを使用してWindows 7、Server 2008、または2008 R2を起動する場合は、 UEFI最
適化を選択しないでください。

セキュアブート（Gen10以
降のサーバー、およびHPE
Superdome Flexサー
バーおよびHPE Superdome
Flex280サーバー）

有効、無効、または手動で管理。

手動で管理は、HPE OneView以外でサーバーハードウェアに適用される既存または将来の
セキュアブート構成をHPE OneViewが変更しないことを意味します。

クラス3のUEFIサーバーハードウェアで使用できます。

UEFI最適化ブートモードのクラス2 UEFIサーバーハードウェアで使用できます。
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PXEブートポリシー Flexible LOM（FLB）に使用可能なネットワークモードの順序を制御します。

ポリシーを自動に設定すると、BIOS定義のPXEブートポリシーを使用するようにサーバー
ハードウェアが構成されます。

注記:注記:

Superdome Flexでは使用できません。

ブート順序の管理

デバイスがブートターゲットとして提供される順序を指定する場合にこのオプションを有効にします。ブート順序の管ブート順序の管
理理を無効にした場合は、選択したサーバーハードウェアのサーバーのブート順序はBIOSによって決定されます。

注記:注記:

Gen9以降のBLサーバーでは、ブート設定の管理オプションが有効になっている場合のみ、ブート順序の
管理オプションを使用できます。

注記:注記:

Superdome Flexでは使用できません。

サーバーハードウェアの起動時に、指定されている最初のデバイスが使用できない場合、サーバーは2番
目のデバイスから起動を試みます。冗長パスを指定するために、イーサーネット接続またはSAN接続経由
で起動する際のプライマリおよびセカンダリソースを定義できます。

PXEおよびハードディスクの選択によって、ブート順序でのSD配置は制御されません。

ブートターゲットは、サーバーハードウェアに基づいて変更できます。

レガシーBIOSブートモードのGen8以前のサーバーまたはGen9以降のサーバーの場合：レガシーBIOSブートモードのGen8以前のサーバーまたはGen9以降のサーバーの場合：

ターゲットをドラッグしてドロップするか、ターゲットを編集して、ブート順序を変更できます。

CD

フロッピー（G7およびGen8のみ）

USB

ハードディスク

PXE

注記:注記:

G7およびGen8サーバーのブート順序の管理ブート順序の管理オプションがオンになっているサーバープロファイルでは、
再起動時にブートコントローラーの順序がデフォルトの順序にリセットされます。ブートコントロー
ラーの順序をデフォルトの順序と異なるように構成する場合は、HPE ROMベースセットアップユーティリ
ティ（RBSU）で順序を変更します。例えば、RBSUの詳細オプションを使用して、FC HBAポートを最初の
位置に構成します。再起動すると、ブートコントローラーの順序がリセットされ、HPE Smartアレイコン
トローラーが最初の位置になります。

UEFIまたはUEFI最適化ブートモードのGen9以降のBLサーバーの場合：UEFIまたはUEFI最適化ブートモードのGen9以降のBLサーバーの場合：

プライマリブートデバイ
ス

この設定は、ブート順序の管理が有効になっている場合に使用できます。

次のいずれかの設定を選択します。
ハードディスク

PXE

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成
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サーバープロファイルの接続設定サーバープロファイルの接続設定

プロファイルでサポートされる接続の最大数は、サーバーのすべてのHPE FlexFabricアダプターで利用可能な仮想ポー
トと2つの未割り当ての接続の合計数と、50のいずれか小さい方に等しくなります。

ネットワーク割り当てについてネットワーク割り当てについて

サーバープロファイルでは、ネットワークまたはネットワークセットを選択して、ポートのトラフィックを構成できま
す。

未割当てを選択して、ネットワークまたはネットワークセットを割り当てることなく、サーバープロファイルに接続
を追加できます。ネットワークドロップダウンから未割当てを選択して、後でネットワークを割り当てるために、関
連するサーバーポートを予約します。

サーバーの電源が入っている間は、サーバーを再起動することなく、アクティブな接続に対して有効なネットワークま
たはネットワークセットを選択できます。イーサーネット、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）、iSCSI、ファイ
バーチャネル（FC）を含むすべての接続タイプを、ネットワークドロップダウンの未割当てを使用して作成できま
す。ネットワークを割り当てる必要はありません。

また、未割当てをブレードサーバーと組み合わせて使用すると、仮想ポートに対して仮想MACアドレスとWWNアドレス
が予約されます。

ラックマウント型サーバーでは、FC接続をサポートしています。ラックマウント型サーバーは物理ポートごとに1つの
接続を持つことができます。

iSCSI接続のブレードサーバーの場合、 静的値またはDHCPを使用して、IPアドレス、ネットマスク、およびゲートウェ
イを取得できます。

ネットワーク

接続には、関連付けられたポートを予約する未割り当てのネットワークか、有効なイーサーネットネットワーク、ネッ
トワークセット、ファイバーチャネル、またはFCoEネットワークのどちらかが含まれます。

ラックおよびブレードサーバーはFC接続をサポートします。FC接続は、未割り当ての接続にすることができます。

イーサーネットネットワークまたはネットワークセットには、イーサーネットデバイスからアクセスできます。ファイ
バーチャネルまたはFCoEネットワークには、ファイバーチャネルデバイスからアクセスできます。iSCSIブートデバイ
スにイーサーネット接続を構成するには、ブート設定ウィンドウでブートモードに UEFIまたは UEFI最適化を選択す
る必要があります。ネットワークは、タイプがファイバーチャネルに設定されていると、ファイバーチャネルとFCoEの
両方にフィルタリングされます。

サーバープロファイルテンプレート内の各接続を単一のネットワークに割り当てることができます。ネットワークセッ
トを使用すると、サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートで定義された単一の接続に対して、
複数のネットワークを選択できます。ネットワークセットは、サーバープロファイルテンプレートで複数のネットワー
クを定義する必要がある場合に、ハイパーバイザーと合わせて使用します。

ブレードサーバーの場合、重複したネットワークは、同じポート上では許可されません。この制限は、ネットワーク
セットに含まれるネットワークにも適用されます。例えば、 Network_Aが NetworkSet_Aに含まれる場合、個々の
ネットワークとその各ネットワークを含むネットワークセットをFlexibleLOM 1に割り当てることはできません。

分離されたトランク

このオプションは、プライベートVLANに参加しているネットワークセットにネットワークが存在する場合に表示されま
す。

分離されたトランクが選択されると、PVLANドメインごとに、ダウンリンクポートに送信されるトラフィックに対し、
プライマリVLAN IDタグが分離されたVLAN IDタグに変換されます。分離されたトランク構成は、PVLAN非対応のオペ
レーティングシステムにのみ推奨されます。

ブート

プライマリまたはセカンダリブートデバイスとして接続を選択できます。テンプレートにはブート可能なイーサーネッ
ト、ファイバーチャネル、およびiSCSI接続を含めることができます。

イーサーネット：ブート不可、 PXEプライマリ、 PXEセカンダリ、 iSCSIプライマリ、または iSCSIセカンダ
リ

注記:注記:

機能タイプがイーサーネットの iSCSIプライマリまたは iSCSIセカンダリを選択した場合、さら

にブート設定ウィンドウで UEFIまたは UEFI最適化をブートモードとして選択する必要がありま

す。

ファイバーチャネル：ブート不可、 FCプライマリ、または FCセカンダリ

iSCSI：ブート不可、 iSCSIプライマリ、または iSCSIセカンダリ
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リクエストされた帯域幅（Gb/s）

FlexNICの各接続には、次の3種類の帯域幅があります。

リクエストされた帯域幅：リクエストされた帯域幅で、接続が動作できる最小値です。

割当てられた帯域幅：リクエストされた帯域幅から自動的に算出された、接続が動作することが保証されている最

小値です。

最大帯域幅：接続が動作できる最大速度であり、物理ポート速度とネットワークまたはネットワークセットの速度

の低い方から算出されます。

追加の帯域幅を利用可能な場合、割り当てられた帯域幅よりも高い帯域で接続が動作できます。追加の帯域幅を利用で
きない場合、ネットワーク接続速度は割り当てられた帯域幅を下回りません。
イーサーネットでは、リクエストされた帯域幅がアウトバウンド（送信）トラフィックにのみ適用されます。インバウ
ンドトラフィックは、インターコネクトによって先着順に処理されます。FCoEでは、リクエストされた帯域幅によっ
て、インバウンドとアウトバウンドの両方のトラフィックが制御されます。

ネットワークを選択すると、アプライアンスによって優先帯域幅にネットワーク定義の値が自動的に入力されますが、
接続を定義するときにその値を上書きできます。

帯域幅は、可能な全帯域幅の整数パーセントとしてアダプターにプログラムされます。プロファイルの接続に優先帯域
幅を指定する場合、可能な全帯域幅の1％単位で指定できます。例えば、可能な全帯域幅が10Gbの場合は、優先帯域幅
設定値は100Mb単位（10Gbの1％）ですが、可能な全帯域幅が25Gbの場合は、指定された優先帯域幅は250Mb単位になり
ます。全帯域幅の整数パーセントでない値を指定すると、最も近い整数パーセントに切り捨てられます。例えば、最大
帯域幅が10Gbで、リクエストされた帯域幅が1.1Gbの場合、これは全帯域幅の11％です。一方、最大帯域幅が25Gbで、
リクエストされた帯域幅が1.1Gbの場合、これは4.4％に相当するので4％に丸められ、優先帯域幅は1Gbに設定されま
す。丸めたことで値が0％になる場合、値は1％に丸められます。

可能な全帯域幅とは、アダプターとインターコネクトの両方が通信できる最大速度です。

アダプターの両方のポートの最大速度は、常に同じである必要があります。一方のポートのネゴシエートされた速度が
他のポートよりも遅い場合、両方のポートが可能な全帯域幅としてより低い値を使用します。

論理インターコネクトがHPE Synergy用HPE Virtual Connect SE 100Gb F32モジュールのペアで形成されている場合、
速度を25Gbから50Gbと、50Gbから25Gbに変更できます。

論理インターコネクトでダウンリンク速度が50Gbから25Gbに低下すると、サーバーが論理インターコネクトに関連付け
られている各プロファイルが検査されます。プロファイルのリクエストされた帯域幅の合計が25Gbを超えると、論理イ
ンターコネクトの速度を変更するリクエストは却下され、エラーメッセージが表示されます。速度が25Gbに変わり、元
の速度が25Gbを超えていた場合、プロファイル接続の最大帯域幅が調整されます。

Virtual Connectファイバーチャネル接続の場合、使用可能な個々の値は、アダプターとファイバーチャネルインター
コネクトモジュールに基づいています。HPE FlexFabricアダプターのファイバーチャネル接続では、全速度範囲から選
択できます。ただし、BIOS設定でHBAアダプター速度を変更した後、サーバープロファイル接続のリクエストされた帯
域幅設定を互換性のない値に設定した場合、リンクは確立されません。

注記:注記:

サーバーOSは、リクエストされた帯域幅または現在使用されている帯域幅にかかわらず、最大帯域幅の
みを検出します。サーバープロファイル画面にはリクエストされ割り当てられている最大帯域幅が表示
されます。

管理対象接続

このオプションは、ファイバーチャネルファブリック接続ネットワークの非Virtual Connectモジュールに対してのみ
使用できます。

このオプションでは、アプライアンスで管理されていないモジュール経由でトラフィックを渡すことができます。

管理対象接続を選択解除すると、ファイバーチャネルファブリック接続ネットワークを使用して、メザニンポート経由
で管理対象外のモジュールへの接続を作成できます。

管理対象ストレージボリュームでのiSCSIの使用管理対象ストレージボリュームでのiSCSIの使用

プロファイル内のストレージボリュームに接続を構成するには、iSCSI機能タイプ（HWオフロード）、イーサーネット
機能タイプ（OSのSWイニシエーター）、またはその両方を使用できます。サーバーでの1つまたは両方の機能タイプの
使用がOSでサポートされていることを確認するため、機能タイプを選択する前に、OSサポートマトリックスを確認して
ください。

接続に単一のネットワークを選択することも、ネットワークセットを選択することもできます。HPE OneViewによって
管理されているストレージシステムでは、そのプロファイルがストレージプールを使用できるように、これらのネット
ワークのうち1つ以上をストレージシステムのポートに割り当てる必要があります。デフォルトでは、サーバープロ
ファイルUIにより、接続で使用されるネットワークからボリュームごとに2つのストレージアタッチメントパスが作成
されます。これらのパスは、ストレージシステムポートに割り当てられます。ボリュームアタッチメントパスは、必要
に応じて追加または削除できます。

詳しくは詳しくは
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詳しくは詳しくは

ユーザー指定のIDを持つサーバープロファイルの構成

サーバープロファイルの作成
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サーバープロファイルのiSCSI認証サーバープロファイルのiSCSI認証

iSCSIイニシエーターおよびターゲットは、CHAP（チャレンジハンドシェイク認証プロトコル）を使用して互いに身元
を証明します。CHAPプロトコルは、許可されていないシステムがデータボリュームにアクセスするのを防ぐように設計
されています。HPE OneViewは2つのCHAPオプションをサポートしています。

CHAPレベル

iSCSI認証オプションを選択します。

なし

認証なし

CHAP
このセキュリティレベルでは、ターゲット（ストレージシステム）のみがイニシエーター（サーバー）を認証し
ます。

相互CHAP
このセキュリティレベルでは、ターゲットとイニシエーターが互いを認証します。SAN内の各イニシエーターと各
ターゲットで別々のシークレットが設定されます。

CHAP名（ターゲット名）

ターゲット（ストレージシステム）がイニシエーター（サーバー）を認証するときに使用するiSCSIターゲット名で
す。

有効な名前に使用できる表示文字（文字、数字、句読点）の数は通常1～223文字です。一部のサーバーBIOSおよびスト
レージシステムでは、文字数が1～64文字などに制限されます。

CHAPシークレット（ターゲットシークレット）

ターゲット（ストレージシステム）がイニシエーター（サーバー）を認証するときに使用するiSCSIターゲットシーク
レット（パスワード）です。有効なシークレットは、 0xプレフィックスなしの12～16文字の印字可能な（文字、数
字、句読点、およびスペース）文字列、または 0xに続く24～32桁の16進（ 0～9 、 a～f 、および A～F ）文字列で
す。16進シークレットは、iSCSI機能タイプでのみ有効です。

相互CHAP名（イニシエーター名）

イニシエーター（サーバー）がターゲット（ストレージシステム）を認証するときに使用するiSCSIイニシエーター名
です。

有効な名前に使用できる表示文字（文字、数字、句読点）の数は通常1～223文字です。一部のサーバーBIOSおよびスト
レージシステムでは、文字数が1～64文字などに制限されます。

相互CHAPシークレット（イニシエーターシークレット）

イニシエーター（サーバー）がターゲット（ストレージシステム）を認証するときに使用するiSCSIイニシエーター
シークレット（パスワード）です。このシークレットは、CHAPシークレットとは異なる必要があります。有効なシーク
レットは、 0xプレフィックスなしの12～16文字の印字可能な（文字、数字、句読点、およびスペース）文字列、また
は 0xに続く24～32桁の16進（ 0～9 、 a～f 、および A～F ）文字列です。16進シークレットは、iSCSI機能タイプで
のみ有効です。
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サーバープロファイルのファームウェア設定サーバープロファイルのファームウェア設定

ファームウェアバンドルファームウェアバンドル

HPE Service Pack for ProLiant（SPP）のようなファームウェアバンドルを使用すると、エンクロージャー、エンク
ロージャーグループ、およびインターコネクトのファームウェア、ドライバー、ユーティリティ、およびハードウェア
構成をアップデートできます。

SPPアップデートには、単一のPXE起動可能イメージとして配布される、ファームウェア、ドライバー、およびユーティ
リティが含まれます。レポジトリ内に、これらのファームウェアバンドルのアップデートをアップロードし、インス
トールして、デバイスのベースライン構成のメンテナンスを簡素化することができます。

開始点として選択した SPPは、後続のすべての SPPのアプリケーションと比較できるため、ファームウェアベースライ
ンとなります。サーバープロファイルを使用してファームウェアレベルを管理対象デバイスに割り当てたり、 手動で
管理オプションを選択してファームウェアを手動で管理することができます。 SPPをインストールするための選択肢は
次のとおりです。

ファームウェアとオペレーティングシステム（OS）ドライバー（Smart Update Toolsを使用） - サーバーハード

ウェアを電源オフせずにファームウェアとOSドライバーをアップデートします。

ファームウェアのみ（Smart Update Toolsを使用） - サーバーハードウェアを電源オフせずにファームウェアを

アップデートします。

ファームウェアのみ - ファームウェアをHPE OneViewによって管理します。このオプションを選択すると、電源オ

フが必要になります。

注記:注記:

ファームウェアのみオプションが選択されているときにService Pack for ProLiant（SPP）のバー

ジョン2016.10以上がファームウェアベースラインとして選択された場合、Intelligent Provisioning

ではなくSPPブート環境を通じてファームウェアのアップデートが発生します。

「ファームウェアのみ」の設定が使用されていないされていない限り、サーバーハードウェアの電源がオン電源がオンの間にファームウェ

アを変更できます。

詳しくは、 Smart Update Tools（ SUT）を参照してください。

注記:注記:

HPE ProLiant Gen8またはそれより新しいモデルのサーバーを選択し、アプライアンスにファームウェア
ベースラインがインストールされていない場合、新しいファームウェアベースラインを追加するリンク
付きのメッセージが表示されます。

SPPに含まれるバージョンより古いファームウェアをインストールする場合は、強制インストールオプションを選択し
て、ファームウェアをダウングレードする必要があります。ご使用の環境で最新のファームウェアが問題を引き起こす
ことがわかっている場合（リリースノートに記載されています）、古いバージョンのファームウェアをインストールす
る必要がある場合があります。

注意:注意:

ファームウェアを強制的にダウングレードすると、サーバーが不安定になる場合があります。

ファームウェアは、作成または編集をクリックしてサーバープロファイルを適用するとアップデートされます。

サーバープロファイルに関連付けられているファームウェアベースラインをファームウェアレポジトリから削除する
と、ファームウェアベースライン属性の横に、サーバープロファイルが縮退状態にあることを示すインジケーターが表
示されます。この問題を解決するには、サーバープロファイルを編集し、ファームウェアベースラインを正しいものに
アップデートするか、手動で管理オプションを選択します。

アプライアンス上のファームウェアバンドルの追加および管理については、ファームウェアバンドルのヘルプを参照し
てください。

デフォルト値デフォルト値：

手動で管理。HPE OneViewによって管理されません。

注記:注記:
次の場合、影響を受けるコンポーネントが表示されません。

ファームウェアベースラインが手動で管理の場合。

未割り当てサーバープロファイルの場合。

サーバープロファイルテンプレートの場合。
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ファームウェアインストール状態ファームウェアインストール状態

最新のファームウェアインストール状態を表示します。

操作が必要な状態にはすべてアラートまたはエラーメッセージが表示されます。例えば状態が の場合

は、アラートまたはエラーメッセージがHPE OneViewに表示されて、エラーに対する解決策が指示されています。

以下に、可能な状態を示します。

保留中 - アクションの実行が順番待ちです。

ステージ - サーバーハードウェアで適用が必要なコンポーネントを決定して、これらのコンポーネントをステージ

ディレクトリにコピーします。

ステージング中 - ファームウェアおよびドライバーコンポーネントをステージディレクトリに現在コピーして

います。

ステージングされました - ファームウェアおよびドライバーコンポーネントがステージディレクトリに正常に

コピーされました。

ステージングに失敗しました - ファームウェアおよびドライバーコンポーネントをステージディレクトリに正

しくコピーできませんでした。

スケジュール - ファームウェアおよびドライバーコンポーネントのスケジュールを特定の日付と時刻に設定しま

す。

スケジュール済み - ファームウェアおよびドライバーコンポーネントは、正常にステージングされ、インス

トールのスケジュールが設定されています。

スケジュールが失敗しました - ファームウェアとドライバーのベースラインのスケジュールを正常に設定でき

ませんでした。アラートには、障害の考えられる理由が表示されます。

スケジュールが延期されました - 同時に10を超えるVMware ESXiデバイスのスケジュールを設定する場合にの

み、サーバーハードウェアでのファームウェアおよびドライバーコンポーネントのスケジュールが延期されま

す。10を超えるVMware ESXiデバイスのスケジュールを設定することにした場合、これらのデバイスはスケ

ジュールが延期されました状態になり、利用できる次のスロットにスケジュールが設定しなおされます。同様

に、128以下のWindowsデバイスまたはLinuxデバイスのスケジュールを同時に設定できます。別のスケジュール

を編集して指定することも、新しいスケジュール案で続けることもできます。

インストール - ステージングされたコンポーネントを展開します。

インストール中 - ファームウェアおよびドライバーコンポーネントをサーバーハードウェア上で展開している

ところです

インストール済み - ファームウェアおよびドライバーコンポーネントが正常にサーバーハードウェア上で展開

されました

インストールは失敗しました - サーバーハードウェア上でのファームウェアとドライバーの展開が成功しませ

んでした

インストール済み。再起動保留中 - サーバーハードウェア上でのファームウェアとドライバーの展開が成功し

ましたが、このアクションを完了するには再起動が必要です

アクティブ化 - インストールしたコンポーネントを使用可能にするために再起動が必要な場合、サーバーハード

ウェアを再起動します。

アクティブ化中 - サーバーの再起動が進行中です

アクティブ化されました - サーバーハードウェアが正常に再起動して、コンポーネントのインストールが正常

に完了しました

アクティブ化が失敗しました - サーバーハードウェアを再起動してもファームウェアとドライバーのインス

トールを完了できませんでした

不明 - HPE OneViewはiLOと通信できないか、SUT設定を読み取れません。

このフィールドは、ファームウェアを手動で管理する場合は表示されません。

ファームウェアのアクティブ化ファームウェアのアクティブ化

サーバープロファイルのファームウェアのアクティブ化方法を選択できます。

StagedFailed
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このフィールドは、インストール方法インストール方法フィールドで

または を選択した場合に表示されます。

すぐに

ファームウェアのアクティブ化は、ファームウェアのアップデートを構成し終えると開始します。

スケジュールした日時で

ファームウェアのアップデートは特定の日付と時刻にスケジュールされます。このオプションを選択すると、カ
レンダーと時間ウィジェットが表示されます。ローカルタイムゾーンに従って時間を入力します。ファームウェ
アのアップデートのスケジュール時間は将来の時間にする必要があります。

10以下のVMware ESXiデバイスのスケジュールを同時に設定できます。10を超えるVMware ESXiデバイスのスケ
ジュールを設定することにした場合、これらのデバイスはスケジュールが延期されました状態になり、利用でき
る次のスロットにスケジュールが設定しなおされます。同様に、128以下のWindowsデバイスまたはLinuxデバイス
のスケジュールを同時に設定できます。別のスケジュールを編集して指定することも、新しいスケジュール案で
続けることもできます。

論理エンクロージャーからファームウェアとドライバーをアップデートすることにした場合、論理エンクロー
ジャーファームウェアアップデートプロセスが、設定済みのすべてのスケジュールに優先し、その結果、ファー
ムウェアはすぐにアクティブ化されます。

注記:注記:

ブラウザーには、ローカルタイムゾーンに従った時刻が表示されます。アプライアンスコンソール
には、UTC（Universal Time Coordinate）に従った時刻が表示されます。

SUTは、Linux、Windows、およびVMware ESXiシステムでこの機能をサポートします。ファームウェアのアップ
デートのスケジュールを設定するには、サーバープロファイルからのファームウェアアップデートのスケジュー
ルを参照してください。

スケジュールなし

このオプションを選択する場合、スケジュールが設定されているファームウェアアップデートはキャンセルされ
ます。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成

ファームウェアとオペレーティングシステム（OS）ドライバー（Smart
Update Toolsを使用） ファームウェアのみ（Smart Update Toolsを使用）
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サーバープロファイルのSANストレージ設定サーバープロファイルのSANストレージ設定

サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートからのSANストレージの設定は、HPE ProLiantサー
バーブレードではサポートされていますが、HPE ProLiantラックマウント型サーバーではサポートされていません。

サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートとボリュームを関連付けると、サーバープロファイル
またはサーバープロファイルテンプレートの割り当て先のサーバーハードウェアから、SANストレージシステム上の記
憶スペースにアクセスできるようになります。

を編集する場合アイコンをクリックして、 サーバープロファイル > 編集画面でボリュームアタッチメントを編集し
ます。

注記:注記:

一部のサーバープロファイル設定は、サーバーハードウェアの電源がオン電源がオンの間に編集できますが、そ

れ以外の設定は、サーバーハードウェアの電源がオフ電源がオフのときにのみ設定できます。

一部のストレージシステムは、iSCSIとファイバーチャネルの両方のプロトコルをサポートしていま

す。特定のボリュームは、iSCSIまたはFCのいずれか一方のプロトコルのみを使用して1つまたは複数

のサーバープロファイルに接続できますが、両方を使用することはできません。プロトコルの選択

は、サーバープロファイルにボリュームアタッチメントするときに決定されます。

SANボリュームアタッチメントSANボリュームアタッチメント

関連付けられたテンプレートアタッチメント関連付けられたテンプレートアタッチメント

プロファイルがプロファイルテンプレートに関連付けられている場合、サーバープロファイルテンプレートで指定され
たボリュームアタッチメントに関連付けられているプロファイル内の各ボリュームアタッチメントは、コンプライアン
ス確認用に関連付けられているプロファイルテンプレートボリュームを指定します。特定の場合には、関連付けられた
テンプレートアタッチメントを手動で指定する必要があります。

ブートブート

ストレージボリュームがプライマリまたはセカンダリブートボリュームとして設定されているかどうかを示します。
ストレージボリュームがブート用に構成されていない場合は、空白の値が表示されます。

共有ボリュームをブート可能にすることはできません。ストレージボリュームは、プライベートとして設定する必要
があります。

以下のフィールドは、 HPE StoreVirtualストレージボリュームにのみ適用されます。
データ保護レベル

ストレージボリュームのネットワークRAIDレベル。

CHAP名

ターゲット（ストレージシステム）がイニシエーター（サーバー）を認証するときに使用するiSCSIターゲット
ユーザー名です。

CHAPシークレット

ターゲット（ストレージシステム）がイニシエーター（サーバー）を認証するときに使用するiSCSIターゲット
シークレット（パスワード）です。

相互CHAP名

ストレージシステムが相互CHAPをサポートしている場合、イニシエーター（サーバー）がターゲット（ストレー
ジシステム）を認証するときに使用するiSCSIイニシエーターユーザー名です。

相互CHAPシークレット

ストレージシステムが相互CHAPをサポートしている場合、イニシエーター（サーバー）がターゲット（ストレー
ジシステム）を認証するときに使用するiSCSIイニシエーターシークレット（パスワード）です。

注記:注記:

CHAP値は、HPE OneViewによって自動的に生成され、変更することはできません。

SANストレージパスSANストレージパス

サーバープロファイルによるストレージパスの追加は、HPE ProLiantサーバーブレードではサポートされています
が、HPE ProLiantラックマウント型サーバーではサポートされていません。

SANストレージターゲットSANストレージターゲット

手動でのターゲット選択は、ファイバーチャネルファブリック接続およびFCoEパスでサポートされますが、ファイバー
チャネル直接接続およびStoreVirtualパスではサポートされません。
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別のポートのグループに属する可能性のある1つまたは複数のターゲットポートを選択することができます。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成
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サーバープロファイルのステータスアイコンの定義サーバープロファイルのステータスアイコンの定義

アイコンアイコン ヘルスステータヘルスステータ
スス

説明説明

不明 サーバープロファイルの作成中や、サーバーハードウェアへの適用中のステータスは
不明になります。

OK サーバープロファイルが作成され、サーバーハードウェアに適用されると、サーバー
プロファイルステータスは OKになります。

警告 重要ではないが注意の必要な、次のような問題が検出された場合、サーバープロファ
イルステータスは警告になります。

ネットワークの最大帯域幅がサーバープロファイルで要求された帯域幅以下に減少

した。

エラー 次のような場合、サーバープロファイルステータスはエラーになります。

サーバープロファイルをサーバーハードウェアに正常に適用できない。

サーバープロファイルで使用されているネットワークが削除され、要求されたネッ

トワーク接続を作成または展開できない。

変更の適用 リソース上でタスクが実行されている場合、不明、 OK、または警告のステータス
アイコンに重なって変更の適用アイコンが表示される場合があります。

例えば、既存のサーバープロファイルに変更を適用しているとき、次のように OKア
イコンに変更の適用アイコンが重なった状態になります。

変更の適用アイコンが表示されている間は、サーバーハードウェアを再起動しないで
ください。
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プロファイルに関連付けられたサーバーをベイに挿入するとどうなりますか？プロファイルに関連付けられたサーバーをベイに挿入するとどうなりますか？

プロファイルがベイ内のサーバーに割り当てられている場合に、そのサーバーを取り外すと、HPE OneViewはそのベイ
の電源を保留します。これにより、サーバーをベイに戻したときに、サーバーが検証されずにサーバーの電源を投入す
ることはできません。HPE OneViewは、サーバーのユニバーサルユニーク識別子（UUID）を調べて、取り外されたサー
バーと同じかどうかを確認します。HPE OneViewは、サーバーハードウェアタイプを調べて、プロファイルに指定され
ているタイプと一致するかどうかを確認します。新しく挿入されたサーバーが、プロファイルアフィニティに基づくプ
ロファイルの要件を満たす場合、HPE OneViewは電源の保留を解除し、必要に応じてプロファイルをサーバーに再適用
します。これで、サーバーを起動して使用することができます。新しく挿入されたサーバーがプロファイルアフィニ
ティに基づくプロファイルの要件を満たさない場合、HPE OneViewはプロファイルをエラー状態に設定します。この場
合、問題を修正するには、ユーザーの介入が必要です。

サーバーが取り外される可能性がある理由の1つにシステムボードの交換があります。システムボード交換のために修
復されているサーバーに関連するプロファイルがある場合、交換されたシステムボードと同じシリアル番号および製品
IDを使用して新しいボードを構成する必要があります。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルが割り当てられているサーバーのシステムボードの交換
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サーバープロファイルでのiLO設定の構成サーバープロファイルでのiLO設定の構成

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

iLO設定を使用すると、iLOにログインして必要な設定を適用せずに、HPE OneViewで設定を構成および管理できます。
これらの設定は、プロファイルをサーバーハードウェアの別のインスタンスに移動するときに含まれています。特定
のiLO設定に対して複数のiLO間で一貫した管理を続ける場合は、サーバープロファイルテンプレートを使用します。

管理者アカウントの管理

定義済みのiLO管理者アカウントのパスワードを構成したり、アカウントを削除したりします。

ローカルアカウントの管理

ローカルアカウントを構成および管理します。HPE OneViewから管理する場合、サーバープロファイルで指定され
たアカウントを構成するときに、iLO上のすべてのローカルアカウントが置き換わります。

iLOホスト名の管理

iLOのサブシステム名（ホスト名）を構成します。iLOネットワーキングがDHCPを使用するように構成されている
場合、iLOのサブシステム名はiLOのDNS名として使用されます。

サーバープロファイルに対してiLOホスト名の管理設定が有効になっている場合、iLOに適用されるホスト名は、
存在するすべてのserverProfileNameトークンをサーバープロファイルの名前に置き換えることで決まります。置
き換えられたホスト名は、ホスト名の制限（A-Z、a-z、0-9、ダッシュ）を満たす必要があります。サーバーハー
ドウェアに適用されると、iLOはリセットされて新しいネットワーク構成が適用されます。サーバープロファイル
が割り当て解除されているか、iLOホスト名の管理が無効になっている場合、iLOホスト名は工場出荷時のデフォ
ルト設定（「iLO+サーバーの物理シリアル番号」）に戻ります。

ディレクトリ構成の管理

iLOディレクトリ（Active Directory、LDAP、またはKerberos）を構成して、シングルサインオンを有効にしま
す。

ディレクトリグループの管理

プロファイルに関連付けられているサーバーハードウェア上のiLOに、特定のディレクトリグループへのアクセス
を許可します。HPE OneViewから管理する場合、サーバープロファイルで指定されたディレクトリグループを構成
するときに、iLO上のすべてのディレクトリグループが置き換わります。

注記: 注記: HPE iLO 5で使用可能な次のディレクトリグループ権限は、 HPE OneViewを使用して構成する
ことはできません。

ホストBIOS

ホストNIC

ホストストレージ

キーマネージャーの管理

セキュア暗号化のためにiLOキーマネージャーを構成します。

iLOiLOディレクトリ構成とキー管理の計画ディレクトリ構成とキー管理の計画

Hewlett Packard Enterpriseでは、事前にiLOディレクトリ構成とキー管理を計画し、iLOインターフェイス内のiLOで
テストすることをお勧めします。テスト済みの設定を使用してHPE OneViewでiLOディレクトリとキー管理を構成する前
に、構成が正しいことを確認してください。

詳細情報については、HPE iLOユーザーガイドHPE iLOユーザーガイドを参照してください。
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取り外し/交換動作を制御するためのサーバープロファイルの操作取り外し/交換動作を制御するためのサーバープロファイルの操作

サーバープロファイルのアフィニティ制御でサーバーブレードの取り外し/交換動作を設定します。サーバーブレー
ドにサーバープロファイルを適用し、デバイスベイからサーバーを取り外す場合は、空のベイにサーバーブレードを挿
入するときにサーバープロファイルを再び適用するかどうかをアフィニティ設定で制御します。ラックマウント型サー
バーのサーバープロファイルには、アフィニティはありません。

アフィニティ値アフィニティ値 説明説明

デバイスベイ （空の）デバイスベイに割り当てるサーバープロ
ファイルは、挿入されたサーバーブレードのサー
バーハードウェアタイプがサーバープロファイル
で指定されたサーバーハードウェアタイプと一致
する場合、ベイに挿入するサーバーブレードに適
用されます。

デフォルトのアフィニティ値はデバイスベイで
す。

デバイスベイ+サーバーハードウェア 別のサーバーをベイに挿入すると、（空の）デバ
イスベイに割り当てられているサーバープロファ
イルは適用されません。挿入された サーバーブ
レードのシリアル番号とサーバーハードウェアタ
イプはサーバープロファイルの値と一致する必要
があります。以下の条件のいずれかが満たされて
いれば、サーバープロファイルとサーバーハード
ウェアとの間でアフィニティを確立できます。

サーバープロファイルがデバイスベイのサー

バーハードウェアに割り当てられている。

サーバープロファイルが空のデバイスベイに割

り当てられている。その後、一致するサーバー

ハードウェアタイプのサーバーブレードをベイ

に挿入する。

サーバープロファイルの編集によって、そのサー
バーのハードウェアのアフィニティがリセットさ
れます。取り付け済みのデバイスベイにサーバー
プロファイルを割り当てる場合、ベイのサーバー
ハードウェアがプロファイルに関連付けられま
す。サーバープロファイルが割り当てられていな
い、または空のデバイスベイに割り当てられてい
る場合、現在の関連付けはすべてクリアされま
す。
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サーバープロファイル構成をカスタマイズするための前提条件サーバープロファイル構成をカスタマイズするための前提条件

このセクションでは、サーバープロファイルの作成と構成に必要な各構成の前提条件について説明します。カスタマイ
ズしたサーバープロファイルを正常に作成するための前提条件を満たしていることを確認してください。

一般

サーバーハードウェアが管理対象としてHPE OneViewに追加されるか、1つ以上のエンクロージャーがHPE
OneViewに正しくインポートされます。サーバーハードウェアが監視対象として追加された場合、それにサーバー
プロファイルを割り当てることはできません。

ファームウェア

インポートされたファームウェアバンドルが、ファームウェアベースラインリストに含まれている。ファーム
ウェアバンドルをインポートするには、ファームウェアバンドルファームウェアバンドル画面を使用します。

接続

1つ以上のネットワークが定義されている。イーサーネット、ファイバーチャネル、およびFCoEネットワーク

がサポートされています。

必要に応じて、1つ以上のネットワークセットが定義されている。

モジュールの前提条件を以下に示します。

HPE Virtual Connectモジュール

論理エンクロージャーグループが作成されている。

論理エンクロージャーグループに、Virtual Connectモジュールの構成を記述する論理インターコネクト

グループが含まれている。

論理エンクロージャーグループが物理エンクロージャーに適用され、論理エンクロージャーが作成され

ている。

HPE BladeSystem c-Classまたはラックサーバー用のファイバーチャネル接続用のBrocade SANスイッチ

"ファブリック接続"ファブリックタイプを使用するファイバーチャネルネットワークが存在している。

SANストレージ

HPE OneViewにストレージシステムが追加されている。

利用可能な場合は、SANマネージャーが最適なサポートを提供するように構成されている。

ローカルストレージ/起動設定/BIOS設定/iLO設定/アドバンスト

これらの設定に関する前提条件はありません。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成または使用に役立つリンク

サーバープロファイル構成をカスタマイズするための前提条件 813



サーバープロファイルテンプレートからアップデートするときのサーバープロサーバープロファイルテンプレートからアップデートするときのサーバープロ

ファイルの変更のステージングファイルの変更のステージング

ステージングオプションを使用すると、サーバープロファイルをサーバープロファイルテンプレートからアップデート
するときに行った変更をステージングできます。この変更は、関連するサーバーハードウェアの電源が、次にHPE
OneViewを介してオフになるまでステージングされます。このオプションを有効にするには、サーバープロファイルテ
ンプレート画面のテンプレートからアップデートテンプレートからアップデートダイアログボックスでチェックボックスをオンにします。

ステージングオプションは、次のすべてが当てはまる場合にのみ使用できます。

サーバープロファイルがサーバープロファイルテンプレートと関連付けられている

サーバープロファイルがサーバープロファイルテンプレートに適合していない

自動修復が1回以上発生する

サーバープロファイルがサーバーハードウェアに割り当てられている

サーバーハードウェアの電源がオンになっている

インフラストラクチャ管理者がサーバープロファイルの変更をアップデートしてステージングした場合、サーバー管理
者はメンテナンスウィンドウ中に自動的にアップデートを適用できます。HPE OneView経由でサーバーハードウェアの
電源がオフになると、ステージングされたアップデートが自動的に適用されます。

制限事項制限事項

保留中のアップデートがあるサーバープロファイルを編集すると、そのアップデートがキャンセルされます。

少なくとも1回の自動修復が必要です。

サーバーハードウェアの電源が、iLOまたはサーバーハードウェアの前面パネルを介してオフになっている場合、ス

テージングされたアップデートは自動的には適用されません。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルテンプレートの整合性確認
サーバープロファイルテンプレートからのプロファイル構成のアップデート

サーバープロファイルテンプレートからアップデートするときのサーバープロファイルの変更のステージン
グ
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どのようなときにサーバープロファイルを使用するかどのようなときにサーバープロファイルを使用するか

サーバープロファイルでは、次のようなことができます。

サーバーハードウェアの構成を、実際のサーバーハードウェアと切り離して管理できます。サーバー構成の大部分

を1カ所に取り込んで、サーバー構成を簡素化できます。

サーバーハードウェアを修理または交換した場合、サーバーハードウェアに構成を再適用できます。

サーバーハードウェアを取り付ける前にサーバー構成を定義できます。

ハードウェアの環境に応じて、以下の設定を構成できます。

ファームウェアファームウェア（オプション）：

サーバーの電源が入っているときにファームウェアとドライバーをインストールするためのService Pack for

ProLiant（SPP）のバージョンとインストール方法を指定します（アップデートは管理ネットワークを介して適

用されます）。

サーバーの電源がオンかオフかに関わらず、ドライバーなしでファームウェアをインストールするよう指定しま

す（ファームウェアをインストールするためにサーバーハードウェアの電源がオンになります）。

SUTベースのインストール方法のアクティブ化操作スケジュールを指定します。

注記:注記:

Gen8以降のサーバー、およびDLサーバーをサポートします。

BIOS設定BIOS設定（オプション）：

選択したサーバーハードウェアで適用するBIOS設定を指定します。

注記:注記:

以下のサーバーのサポート

Gen8以降のサーバー、およびDLサーバー。

HPE Superdome Flexサーバー

HPE Superdome Flex280サーバー

注記:注記:

Superdome Flexファームウェアバージョンが3.0.512以降のHPE Superdome Flexサー

バーのサーバープロファイルを作成する場合は、BIOSとブート設定を編集できます。HPE

OneViewのSuperdome Flexでは、他の設定はサポートされていません。

iLO設定iLO設定（オプション）：

選択したサーバーハードウェアで適用するiLO設定を指定します。

注記:注記:

Gen8以降の世代のサーバーをサポートします。

ブート順序ブート順序（オプション）：

選択したサーバーハードウェアで適用するBIOSブート順序またはUEFIブート順序を指定します。

注記:注記:

G7以降のサーバーおよびDLサーバーをサポートします。

Superdome Flexのセキュアブートの有効化および無効化をサポートします。

ローカルストレージ構成ローカルストレージ構成（オプション）：

論理ボリュームを作成するために特定のRAIDレベルで内蔵Smartアレイコントローラーに直接接続されるディス

クドライブを構成します。

サーバーハードウェアによってサポートされるディスクドライブの数に応じて、複数の論理ボリュームを構成し

ます。

Gen8以降のサーバーとDLサーバーのローカルストレージ構成を指定します。

-

-
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接続接続（Virtual Connectで必要）：

どのイーサーネットネットワークおよびファイバーチャネルSANにサーバーハードウェアがアクセス可能かを記

述します。

ブート構成オプションを記述します。

Virtual Connectテクノロジーで接続をどのように仮想化するかと、MACアドレスとWWNをサーバーベイに設定す

る機能をどのように提供するかを記述します。ネットワークに提示される仮想化されたMACとWWNは、基礎となる

ハードウェアコンポーネントが変わっても、一定のままです。

ストレージアタッチメント：ストレージアタッチメント：

サーバーハードウェアがアクセスできるストレージボリュームをリストします。また、ファイバーチャネル、

FCoE、イーサーネット、またはiSCSIプロトコルを使用してアクセスできるStoreServ、StoreVirtual、および

Nimble Storageボリュームの新規作成をサポートします。

ファイバーチャネルファブリック接続またはFCoEを使用したボリュームアタッチメントは、各パスに定義された

ターゲットポートに基づいて、自動的にゾーニングされます。

iSCSIボリュームアタッチメントの場合、チャレンジハンドシェイク認証プロトコル（CHAP）を使用し、相互

CHAP名（MCHAP）とパスワードを使用してストレージシステムを認証できます。StoreVirtualの場合、ストレー

ジシステムは、MCHAPとシークレットを使用してサーバーを同様に認証できます。すべてのStoreVirtualスト

レージボリュームは、デフォルトでCHAP認証とMCHAP認証の両方を使用するように自動的に構成されます。

NimbleはMCHAPをサポートしていないため、NimbleボリュームはデフォルトでCHAP認証を使用するように構成さ

れています。CHAPおよびMCHAP認証情報（名前およびシークレット）は、サーバーによって自動的に生成されま

す。

サポートされているファームウェアバージョンについて詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックス（HPE SynergyHPE OneViewサポートマトリックス（HPE Synergy

用）用）を参照してください。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの整合性
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クイックスタート：サーバーハードウェアの MACアドレスバインディングをクイックスタート：サーバーハードウェアの MACアドレスバインディングを

FCoEサーバープロファイル用に構成しますFCoEサーバープロファイル用に構成します

サーバープロファイルのボリュームアタッチメントをサーバーハードウェアで表示できるようにSANを構成するには、
各サーバーハードウェアのバインディングを構成します。

前提条件前提条件

FCoEを使用してサーバーハードウェアにボリュームを接続するとします。

サーバープロファイルに1つ以上のFCoE接続を構成しました。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、サーバーハードウェアをFCoE接続に指定しているサーバープロファイルを選択します。

3. ビューセレクターで、接続を選択します。

4. VFCインターフェイスにバインドする接続ごとに、エキスパンダーをクリックして接続の詳細を表示してください。

接続のMACアドレスをメモします。

5. SSHを使用して、vSANのVFCインターフェイスにサーバーハードウェアのMACアドレスをバインドします。vSANのVFC

インターフェイスへのサーバーハードウェアのMACアドレスのバインドについて詳しくは、「FCOE Cookbook forFCOE Cookbook for

Virtual ConnectVirtual Connect」の"Adding a FCoE volume in a multi-hop FCoE environment"を参照してください。

クイックスタート：サーバーハードウェアの MACアドレスバインディングをFCoEサーバープロファイル用に
構成します
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統合ストレージの論理ドライブを追加する統合ストレージの論理ドライブを追加する

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

サーバーの内部ドライブケージにドライブがある

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. プロファイルの作成を選択します。

3. ローカルストレージで、統合ストレージコントローラーの編集を選択します。

4. 統合ストレージコントローラーの管理チェックボックスをオンにします。

さらにオプションが表示されます。

5. このページに必要な情報を入力します。

6. 論理ドライブの追加をクリックします。

7. 追加をクリックして論理ドライブを追加するか、追加+をクリックしてさらに論理ドライブを追加します。

8. マスターウィンドウで論理ドライブが追加されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルのローカルストレージ設定

統合ストレージの論理ドライブを追加する 818



メザニンストレージの論理ドライブを追加するメザニンストレージの論理ドライブを追加する

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

少なくとも1つのドライブエンクロージャーが存在する

少なくとも1つのSASインターコネクトが存在する

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. プロファイルの作成を選択します。

3. ローカルストレージで、Mezzストレージコントローラーの編集を選択します。

4. Mezzストレージコントローラーの管理チェックボックスをオンにします。

さらにオプションが表示されます。

5. 論理ドライブの追加をクリックします。

6. このページに必要な情報を入力します。

7. 追加をクリックして論理ドライブを追加するか、追加+をクリックしてさらに論理ドライブを追加します。

8. マスターウィンドウで論理ドライブが追加されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルのローカルストレージ設定

メザニンストレージの論理ドライブを追加する 819



サーバープロファイルへのSANボリュームの追加サーバープロファイルへのSANボリュームの追加

ボリュームをサーバープロファイルに接続すると、そのサーバープロファイルに割り当てられているサーバーハード
ウェアに、ストレージシステム上のストレージスペースへのアクセス権が付与されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > サーバープロファイルの順に選択し、新規作成または既存のサーバープロファイル

の編集を開始します。

2. SANストレージパネルで、SANストレージの管理チェックボックスを選択します。

3. ホストOSタイプを選択します。

4. ボリュームの追加をクリックします。

5. ストレージパスおよびターゲットポートを含む、ボリュームのプロパティを入力します。

6. 追加をクリックするか、追加+をクリックして別のボリュームを追加します。

7. サーバープロファイル設定の入力が完了したら、OKをクリックします。

8. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。

詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス を参照してください。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルへのSANボリュームの接続

サーバープロファイルへのSANボリュームの追加 820
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サーバープロファイルを別のサーバーに割り当てサーバープロファイルを別のサーバーに割り当て

サーバープロファイルを別のサーバータイプに変更できますが、新しいサーバーハードウェアタイプで利用可能な設定
が元のタイプで利用可能な設定と一致しない場合があり、変更内容がサーバープロファイルに破壊的な影響を与える可
能性があります。詳細については、サーバープロファイルのサーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグ
ループの変更を参照してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者

元のサーバーハードウェアと新しいサーバーハードウェアが同じタイプであること（互換性のあるサーバーハード

ウェアのみを選択可能）。

注記:注記:

サーバーハードウェアの電源が入っている電源が入っている間に、サーバーからサーバープロファイルを構成して「未割
当て」にするか、「未割当て」サーバープロファイルをサーバーに構成することができます。あるサー
バーから別のサーバーにサーバープロファイルを割り当てる場合、両方のサーバーハードウェアの電源電源
をオフをオフにする必要があります。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、サーバープロファイルを選択して、割り当てまたは割り当て解除します。

3. アクション > 編集の順に選択します。

4. サーバーハードウェアボックスを使用して、同じエンクロージャーの別のベイ内または別のエンクロージャー内の

別のベイ内にあるサーバーを選択します。同じエンクロージャーグループおよび同じサーバーハードウェアタイプ

にのみ移動することができます。サーバーハードウェアが割り当てに使用できないか、後で割り当てたい場合

は、未割当てを選択できます。

両方のサーバーハードウェアの 電源がオン電源がオンの状態で、あるサーバーから別のサーバーにサーバープロファイルを再

割り当てするには、次の操作を行います。

a. サーバープロファイルを「割当て解除」に構成して保存します。

b. 「割当て解除」のサーバープロファイルを別のサーバーに再割り当てして保存します。

5. 新しいサーバーハードウェアにサーバープロファイルを適用するには、OKをクリックします。

6. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。

重要:重要:

サーバープロファイルを別のサーバーに割り当てるときに、プロファイルが内部ローカルストレージ

を管理している場合、元のサーバーの物理ディスクを手動で新しいサーバーに移動してデータを保存

する必要があります。

サーバープロファイルを別のサーバーに割り当てた場合、OSは新しいサーバーハードウェアに展開さ

れません。OSを新しいサーバーハードウェアに展開する必要がある場合は、サーバープロファイルの

OS展開設定の構成で現在のOS展開設定を使用してサーバーを再展開するオプションを選択します。

サーバープロファイルを別のサーバーに割り当て 821



管理対象SANボリュームからの起動管理対象SANボリュームからの起動

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

HPE OneViewにストレージシステムを追加し、ネットワークと論理インターコネクトを構成した。

ブートボリュームとして指定されたボリュームアタッチメントに、ブート用にも指定された接続に対応した正しい

パスがある。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. サーバープロファイルの作成を選択します。

3. 必要なデータを入力し、接続の追加を選択します。

a. ファイバーチャネル、iSCSI、またはイーサーネット接続を追加するときは、プライマリまたはセカンダリの

ブート値（ブート可能な接続を2つ追加する場合）を選択します。

b. ブート元には、管理対象ボリュームを選択します。

c. 接続の追加を完了します。なるべく、プライマリとセカンダリの両方のブート接続を持つ接続を追加します。

4. サーバープロファイルの作成画面で、SANストレージの管理を選択します。

5. ボリュームの追加を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

a. ストレージシステムで新しいボリュームを作成するには、新しいボリュームを選択します。

b. ボリュームを作成済みまたはHPE OneViewにインポート済みの場合、既存のボリュームを選択します。HPE 3PAR

StoreServストレージ Peer Persistentボリュームの使用を予定している場合は、ストレージシステムで事前に

それらのボリュームを構成する必要があります。次に、ボリュームページのボリュームの追加ボタンを使用し

て、両方のボリュームをHPE OneViewにインポートします。

6. ストレージプールを追加します。ブートセレクターが表示されます。プライマリを選択すると、ボリュームをブー

ト可能にします。セカンダリボリュームをサポートしているサーバーでは、このボリュームを選択できます。セカ

ンダリボリュームは、通常、HPE 3PAR StoreServストレージ Peer Persistenceボリュームに使用されます。

7. ストレージパスセクションで、有効なパスがブート可能な接続に対応していることを確認します。必要に応じて有

効なパスを変更します。

8. OKをクリックしプロファイルを保存します。

9. ブートボリュームのターゲット情報が接続の詳細に割り当てられていることを確認します。

管理対象SANボリュームからの起動 822



ユーザー指定のIDを持つサーバープロファイルの構成ユーザー指定のIDを持つサーバープロファイルの構成

イーサーネット接続用のユーザー指定のIDが含まれるサーバープロファイルの作成

ファイバーチャネル接続用のユーザー指定のIDを使用したサーバープロファイルの作成

ユーザー指定のシリアル番号を使用したサーバープロファイルの作成

サーバープロファイルおよびサーバーの接続を作成するときは、識別子とアドレスを指定できます。これにより、誤っ
て削除したサーバープロファイルを再作成することができます。

サーバープロファイルおよびサーバーブレードの接続を作成するときは、識別子とアドレスを指定できます。これによ
り、誤って削除したサーバープロファイルを再作成することができます。

重要:重要:

アプライアンスでは、ユーザー定義の値が一意であるかどうかは検証されません。既存の物理IDやアド
レスと競合しない一意の値を指定してください。

ユーザー指定のIDを持つサーバープロファイルの構成 823



イーサーネット接続用のユーザー指定のIDが含まれるサーバープロファイルのイーサーネット接続用のユーザー指定のIDが含まれるサーバープロファイルの

作成作成

イーサーネット接続の作成時、サーバープロファイルを作成または編集するときにMACアドレスを指定できます。接続
の作成後にMACアドレスを変更することはできませんが、必要に応じて接続を削除し、新しい接続と置き換えることが
できます。

手順手順

1. 通常の手順でサーバープロファイルを作成します。

2. 接続の追加画面で、デバイスタイプとしてイーサーネットを選択し、ユーザー指定IDオプションを選択します。

3. 使用中でない仮想MACアドレスを入力します。

4. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。

イーサーネット接続用のユーザー指定のIDが含まれるサーバープロファイルの作成 824



ファイバーチャネル接続用のユーザー指定のIDを使用したサーバープロファイファイバーチャネル接続用のユーザー指定のIDを使用したサーバープロファイ

ルの作成ルの作成

ファイバーチャネル接続の作成時、サーバープロファイルを作成または編集するときに、WWPNアドレス、WWNNアドレ
ス、MACアドレスを指定できます。この3つの値を指定する必要があります。接続を作成した後で、値を変更することは
できません。

手順手順

1. 通常の手順でサーバープロファイルを作成します。

2. 接続の追加画面で、デバイスタイプとしてファイバーチャネルを選択し、ユーザー指定IDオプションを選択しま

す。

3. 各ボックスに次の値を入力します。

WWPNWWPN：使用中でない仮想WWN。

WWNNWWNN：使用中でないWWN（WWPnの値±1など）。

MACアドレスMACアドレス：使用中でない仮想MACアドレス。

4. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。

ファイバーチャネル接続用のユーザー指定のIDを使用したサーバープロファイルの作成 825



ユーザー指定のシリアル番号を使用したサーバープロファイルの作成ユーザー指定のシリアル番号を使用したサーバープロファイルの作成

サーバープロファイルを作成または編集するときに、サーバーのシリアル番号とUUIDを指定できます。両方の値を入力
する必要があります。

手順手順

1. 通常の手順でサーバープロファイルを作成します。

2. アドバンストパネルで、シリアル番号/UUIDにユーザー指定オプションを選択します。

3. 各ボックスに次の値を入力します。

シリアル番号

使用中でない仮想シリアル番号

UUID

使用中でないUUID

4. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイル

ユーザー指定のシリアル番号を使用したサーバープロファイルの作成 826



サーバープロファイルのコピーサーバープロファイルのコピー

サーバーブレードでは、サーバーハードウェアタイプが同じで、同じエンクロージャーグループ内にあるサーバーハー
ドウェアに、サーバープロファイルをコピーできます。同じエンクロージャーに同じタイプの複数のサーバーを展開し
ている場合は、サーバープロファイルテンプレートを作成して、サーバーのプロビジョニングを合理化できます。詳し
くは、サーバープロファイルテンプレートを参照してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、コピーしたいサーバープロファイルを選択します。

3. アクション > コピーの順に選択します。

4. 名前に一意のエントリーを指定します。

5. 未割当てのサーバーハードウェアまたは特定のサーバーハードウェアのいずれかを選択します。電源がオフ電源がオフまた

は電源がオン電源がオンのサーバーを選択できます。

6. サーバープロファイルに、実行したいその他のアップデートを指定します。

注記:注記:

サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループは変更できません。

7. 作成をクリックします。

注記:注記:

サーバーハードウェアの電源がオン電源がオンのときに設定できない値を設定しようとすると、作成操作が失敗

することがあります。一部の条件下でのみ、サーバーハードウェアの電源がオン電源がオンの間にサーバープロ

ファイルを作成またはコピーできます。

8. マスターウィンドウで新しいプロファイルが作成されていることを確認します。

サーバープロファイルのコピー 827



サーバープロファイルの作成サーバープロファイルの作成

サーバープロファイルをサーバーハードウェアに割り当てると、必要な構成を備えたサーバーを展開できるようになり
ます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

アプライアンスのリソースが構成されていること

サーバープロファイルハードウェアをカスタマイズするための各構成の前提条件を満たしていることを確認しま

す。

手順手順

1. サーバープロファイルを作成するには、次のいずれかを実行します。

a. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。サーバープロファイル画面のマス

ターウィンドウで、+プロファイルの作成をクリックします。

b. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。サーバープロファイル画面で、アク

ション > 作成の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、作成されたサーバープロファイルが少なくとも1つある場合にのみ表示さ

れます。

c. サーバーハードウェア画面から、サーバーのプロパティが表示されている使用可能なサーバーのリストからサー

バーハードウェアを選択します。次に、サーバーハードウェア名の横のプロファイルの作成リンクをクリックし

ます。

注記:注記:

サーバーハードウェアがサポートされていない場合や管理されていない場合、プロファイルの作

成リンクは表示されません。

2. 使用する既存のサーバープロファイルテンプレートを選択します。

注記:注記:

テンプレートを使用しない場合は、 を選択します。

3. サーバーハードウェアリストからターゲットサーバーハードウェアを選択します。

使用可能なプロファイル設定は、選択したサーバーハードウェアタイプまたはテンプレートによって決まります。

使用可能なサーバープロファイル設定をターゲットサーバーに対して変更できる 条件は、サーバーハードウェアの

電源がオンかオフかによって異なります。

注記:注記:

サーバーハードウェア画面から移動した場合、ハードウェアは事前に入力されています。

4. リクエストされたデータを提供して、他のセクションをカスタマイズします。

注記:注記:

サーバープロファイルをカスタマイズするための各構成の前提条件を満たしていることを確認してく

ださい。

5. 作成または作成 +をクリックしてプロファイルを作成し、選択したサーバーハードウェアに適用します。

作成+をクリックした後、別のプロファイルを作成し始めることができます。

注記:注記:

プロファイルを使用してサーバーハードウェアのBIOSを管理している場合、プロファイルの作成中に

進捗インジケーターが表示されます。

サーバーハードウェアにファームウェアを適用している場合、プロファイルの作成には最大で1時間

なしなし

サーバープロファイルの作成 828



程度かかることがあります。

プロファイルを作成し、サーバーハードウェアに適用すると、サーバープロファイル画面のマスターウィンドウに

これらのプロファイルが表示されます。

6. 作成するすべてのサーバープロファイルについて、この手順を繰り返します。1台のサーバーに、プロファイルが1

つずつ適用されます。したがって、エンクロージャー内のサーバーごとにプロファイルを1つずつ作成する必要があ

ります。

7. マスターウィンドウでプロファイルが作成されていることを確認します。

注記:注記:

サーバープロファイルが、メンテナンスモードでサーバーハードウェアに適用されている場合、サー

バープロファイルもメンテナンスモードになります。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルでのiLO設定の構成
サーバープロファイルのアドバンスト設定
サーバープロファイルの接続設定
サーバープロファイルのブート設定
サーバープロファイルのBIOS設定
サーバープロファイルのファームウェア設定
サーバープロファイルのSANストレージ設定
アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加
サーバープロファイルのローカルストレージ設定
HPE OneViewでファームウェアのステージング操作が成功しない
ファームウェアをアップデートできない

サーバープロファイルの作成 829



サーバープロファイルからのサーバープロファイルテンプレートの作成サーバープロファイルからのサーバープロファイルテンプレートの作成

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

サーバープロファイルがすでに作成されている

アプライアンスのリソースが構成されていること

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、サーバープロファイルテンプレートを作成するサーバープロファイルを選択します。

3. アクション > プロファイルからテンプレートを作成の順に選択します。

4. 画面で要求されるデータを入力します。

5. 作成をクリックして操作を完了するか、作成+をクリックして別のサーバープロファイルテンプレートを作成しま

す。

6. サーバープロファイルテンプレート画面で、サーバープロファイルテンプレートまたはテンプレートが作成された

ことを確認します。

サーバープロファイルからのサーバープロファイルテンプレートの作成 830



サーバープロファイルの削除または強制削除サーバープロファイルの削除または強制削除

電源がオン電源がオンのサーバーハードウェアに関連付けられている状態で、不要になったサーバープロファイルを削除できま
す。サーバープロファイルを削除すると、その他のサーバープロファイルでサーバーハードウェアを使用できるように
なります。プロファイルにネットワーク構成がある場合、ネットワーク接続はサーバー上で消失します。

サーバープロファイルに接続の問題がある場合や、サーバープロファイルの削除に失敗する場合は、アプライアンスか
らサーバープロファイルを強制的に削除することができます。

重要:重要:

ローカルストレージの設定を含むプロファイルを削除する前に、重要なデータをバックアップしてくだ
さい。

重要:重要:

非恒久的ボリュームを定義しているサーバープロファイルを削除すると、これらのボリュームがスト
レージシステムから削除されます。プロファイルを削除する前に、恒久的ボリュームのデータのバック
アップをとることを検討してください。

注記:注記:

ストレージシステムとの通信の問題が発生している場合、SANボリュームが接続されているサーバープロ
ファイルの削除に失敗することがあります。その場合は、ストレージシステムのデバイスマネージャー
からプロファイルの削除を再試行するか、ボリュームおよび関連オブジェクトをクリーンアップして、
強制的にプロファイルを削除します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するサーバープロファイルを選択します。

注記:注記:

1つ以上のオブジェクトに対してこの操作を実行するには、ShiftキーまたはCtrlキーを使用して、マ

スターウィンドウで複数のオブジェクトを選択します。複数のリソースに対する操作の実行を参照し

てください。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. オプション：サーバープロファイルを強制的に削除を選択します。

重要:重要:

サーバープロファイルを強制的に削除すると、エラーが発生しても無視されます。その結果、サー

バーハードウェアとインターコネクトの状態が変化し、エンクロージャーベイを将来使用できなくな

ることがあります。他のプロファイルがこのプロファイルと同じMACアドレスやWWNを使用する場合、

ネットワークの問題が発生します。

サーバープロファイルを強制的に削除した後、割り当てられているサーバーハードウェアは未割当
てとして表示されます。

5. 確認メッセージを確認して、はい、削除しますをクリックします。

6. マスターウィンドウで、プロファイルが削除されたことを確認します。

サーバープロファイルの削除または強制削除 831



サーバープロファイルの編集サーバープロファイルの編集

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者、 サーバー管理者、または サーバーファームウェアオペレーター

注記:注記:

サーバーファームウェアオペレーターは、サーバーハードウェア、ファームウェアベースライン、イン
ストール方法、およびファームウェアのアクティブ化の値だけを変更できます。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、編集するサーバープロファイルを選択します。

3. アクション > 編集の順に選択します。

4. プロファイル設定を変更します。

5. OKをクリックして、サーバーハードウェアにアップデート済みのサーバープロファイルを適用します。

変更された属性または未構成の属性のみが適用されます。ファームウェアの適用に初回で成功した場合、2回目では

適用されません。

6. 詳細ウィンドウで、プロファイルに変更が行われたことを確認します。

注記:注記:

プロファイルの変更内容によっては、サーバーハードウェアの電源が自動的に再投入されます。プロ

ファイルの適用中は、サーバーハードウェアの電源を手動で再投入しないでください。

注記:注記:

サーバープロファイルが、メンテナンスモードでサーバーハードウェアに適用されている場合、サー

バープロファイルもメンテナンスモードになります。

詳しくは詳しくは

HPE OneViewでファームウェアのステージング操作が成功しない
ファームウェアをアップデートできない

サーバープロファイルの編集 832



サーバープロファイルの更新サーバープロファイルの更新

更新更新アクションは、プロファイルおよびその他の管理対象リソースをクエリし、プロファイルの最新情報を取得
し、HPE OneViewを変更と同期させます。

注記: 注記: プロファイルで別の操作が実行されている場合、サーバープロファイルを更新できません。操作
が完了したら、更新します。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または サーバー管理者。
手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、更新するサーバープロファイルを選択します。

3. アクション > 更新の順に選択します。

4. OKOKをクリックします。

更新操作はすぐに実行され、エンクロージャーへの接続が失われたのでない限り、他の操作は必要ありません。接続が
失われた場合は、UIに通知が表示されます。アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アクティ
ビティのステータスが緑色になっているかどうかをチェックします。アクティビティが成功しない場合は、提案された
解決策に示された指示に従ってください。

サーバープロファイルの更新 833



既存のサーバープロファイルの移行既存のサーバープロファイルの移行

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、移行する既存のサーバープロファイルを選択します。

3. 以下のいずれかを実行します。

アクション > 編集の順に選択します。

全般パネルで 編集アイコンをクリックします。

4. サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループの隣の変更をクリックします。

5. サーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループのプロファイル設定を変更します。

6. OKをクリックしてサーバーハードウェアタイプまたはエンクロージャーグループの設定をアップデートします。

7. OKをクリックして、サーバーハードウェアにアップデート済みのサーバープロファイルを適用します。

変更された属性または未構成の属性のみが適用されます。ファームウェアの適用に初回で成功した場合、2回目では

適用されません。

8. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。

既存のサーバープロファイルの移行 834



サーバープロファイルの再適用サーバープロファイルの再適用

サーバープロファイルを再適用して、エラーを解決したり、サーバーハードウェア構成をサーバープロファイルと一致
させたりできます。プロファイルの再適用に要する時間を短縮するには、選択リストから個々のコンポーネントをクリ
アして、再適用操作からそのコンポーネントを除外することができます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター。

再適用するコンポーネントによっては、必要に応じてサーバーハードウェアの電源をオフにします。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、再適用するサーバープロファイルを選択します。

3. アクション > 再適用の順に選択します。

4. すべての管理対象プロファイルコンポーネントがあらかじめ選択された状態で再適用ダイアログが表示されます。

必要に応じてコンポーネントをクリアし、プロファイルの再適用時間を短縮します。プロファイルによっては、1つ

以上のコンポーネントの選択がデフォルトでクリアされて無効になっています。これは、それぞれのコンポーネン

トがプロファイルによって管理されていないためです。

注記:注記:

ハードウェアコンポーネントを交換した場合、またはコンポーネントのファームウェアがファー

ムウェアベースラインと一致しない場合は、ファームウェアオプションを使用してファームウェ

アを再適用してください。

5. OKをクリックして、プロファイルを再適用します。

詳しくは詳しくは

ファームウェアをアップデートできない

サーバープロファイルの再適用 835



削除されたサーバープロファイルの再構築削除されたサーバープロファイルの再構築

サーバープロファイルの仮想イニシエーターのWWPNに対してプロビジョニングされたSANストレージが含まれるサー
バープロファイルを誤って削除した場合、イニシエーターのWWPNはストレージアレイボリュームエクスポートに残って
います。正しいイニシエーターWWPNを指定して、削除したプロファイルを再構築できます。

誤って削除したサーバープロファイルを再作成する場合、WWPNなどのIDはあっても、ファイバーチャネル接続の仮想
MACアドレスなど、他のIDがないことがあります。なくなったIDについては、イーサーネット接続を持つ未割り当ての
一時プロファイルを作成し、仮想MACアドレスをコピーして、一時プロファイルを削除することにより、IDプールに仮
想MACアドレスを戻すことができます。この仮想MACアドレスを使用して、WWPNは元のままだがMACアドレスは異なる
ファイバーチャネル接続を再構築することができます。

手順手順

1. 通常の手順でサーバープロファイルを作成します。

2. 接続の追加画面で、デバイスタイプとしてファイバーチャネルを選択し、ユーザー指定IDオプションを選択しま

す。

3. 2つのファイバーチャネル接続のIDを指定します。

WWPNWWPN：ボリュームエクスポートの値 ‐ ストレージのプロビジョニングを保持するために指定する必要がある重

要なID。

WWNNWWNN：使用中でないWWN（WWPNの値±1など）。

MACアドレスMACアドレス：使用中でない仮想MACアドレス（理想的にはアプライアンス内の定義された範囲から1つ）。

4. 変更内容が詳細ウィンドウに表示されることを確認します。

削除されたサーバープロファイルの再構築 836



サーバープロファイルが割り当てられているサーバーのシステムボードの交換サーバープロファイルが割り当てられているサーバーのシステムボードの交換

サーバーの修復でシステムボードの交換が必要であり、そのサーバーにサーバープロファイルが割り当てられている場
合、交換されたサーバーと同じシリアル番号と製品IDを使用して新しいボードを構成し、HPE OneViewでのスムーズな
運用の移行を促進する必要があります。通常、このような変更は認定サービス担当者が行いますが、この状況でお客様
がシステムボードを交換する場合は、次の手順を実行してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはサーバーファームウェアオペレーター

始める前に手順全体をお読みください。

手順手順

1. 交換用ボードが必要なサーバーの電源をオフにします。

2. ベイからサーバーを取り外す前に、ベイからサーバープロファイルの割り当てを解除します。

これにより、電力保持がリリースされ、修復後にサーバーをベイに戻したときにサーバーの電源をオンにすること

ができます。

注記:注記:

DLサーバーの場合、プロファイルの割当を解除する必要はありませんが、シリアル番号と製品IDを変

更する必要があります。また、サーバーでPOSTの実行を許可する必要があります。IPアドレスをDL

サーバーに割り当てる前に、このプロセスを実行することをお勧めします。

3. ベイからサーバーを取り外し、システムボードを交換して、サーバーをベイに戻します。

4. サーバーのコンソールに接続し、サーバーの電源をオンにします。

5. F9F9キーを押してUEFIシステムユーティリティに入ります。

6. シリアル番号と製品IDの設定を探し、交換されたボードに設定されていたものと同じ値に設定します。

シリアル番号と製品IDは、そのサーバーの「toeタグ」に印刷されています。

7. UEFIシステムユーティリティを終了し、POST（Power-On-Self-Test）を経てサーバーの電源が投入されるまで待ち

ます。

8. サーバーの電源をオフにします。

9. エンクロージャーまたはフレームを更新します。

10. サーバーまたはベイにサーバープロファイルを再割当てします。

HPE OneViewは、削除されたサーバーと同じものとしてサーバーを認識します。

11. これで、サーバーを起動してサーバーの使用を再開できます。

サーバープロファイルが割り当てられているサーバーのシステムボードの交換 837



サーバーハードウェアからのサーバープロファイルの割り当て解除サーバーハードウェアからのサーバープロファイルの割り当て解除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

アプライアンスのリソースが構成されていること

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、割り当て解除するプロファイルを選択します。

3. アクション > 編集の順に選択します。

4. サーバーハードウェアボックスで、サーバーハードウェアからサーバープロファイルの割り当てを解除するため

に、リストから未割り当てを選択します。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルのハードウェアからの削除（割り当て解除）

サーバーハードウェアからのサーバープロファイルの割り当て解除 838



サーバープロファイルによるファームウェアのアップデートサーバープロファイルによるファームウェアのアップデート

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

Gen10サーバーの場合、 ファームウェアとオペレーティングシステム（OS）ドライバー（Smart Update Toolsを使ファームウェアとオペレーティングシステム（OS）ドライバー（Smart Update Toolsを使

用）用）または ファームウェアのみ（Smart Update Toolsを使用）ファームウェアのみ（Smart Update Toolsを使用）のインストール方法を選択する場合は、 iLO認証情

報を使用して次の最小バージョンの Integrated Smart Update Toolsがインストールされ、構成されていることを

確認します。

高セキュリティモード高セキュリティモード：SUT 2.1.0.0以降

FIPSモードFIPSモード：SUT 2.2.0.0以降

CNSAモードCNSAモード：SUT 2.4.0.0以降

iLO資格情報を使用した SUTの構成に関する追加情報については、 Smart Update Tools Information LibrarySmart Update Tools Information Libraryにあ

る Integrated Smart Update Tools for Windows and Linux User GuideIntegrated Smart Update Tools for Windows and Linux User Guideおよび Smart Update Tools for VMwareSmart Update Tools for VMware

ESXi User GuideESXi User Guideを参照してください。

iLO 5ファームウェアをバージョン2.10以降にアップデートするには、まずiLOファームウェアをバージョン1.40に

アップデートする必要があります。ファームウェアアップデート中に、バージョン2.10以降を含むファームウェア

ベースラインがサーバーに適用されると、HPE OneViewではiLO 5ファームウェアをバージョン1.40に自動的にアッ

プデートしてから、ファームウェアバンドル内の選択されたバージョン（例えば、iLO 5ファームウェアバージョン

2.10以降）にアップデートします。そのため、iLOは自動的に2回アップデートされます。

手順手順

1. 既存のサーバープロファイルを編集するか、サーバープロファイルを作成および適用します。

a. SPPのバージョンを指定します。

b. サーバープロファイルのファームウェア設定の設定をアップデートまたは入力します。

c. オプション：サーバープロファイルからのファームウェアアップデートのスケジュール。

2. アップデートを完了するには、次のいずれかを実行します。

a. これが新しいプロファイルである場合は、作成をクリックしてサーバープロファイルを作成します。

b. 既存のプロファイルを編集している場合は、OKをクリックしてサーバープロファイルをアップデートします。

3. サーバーの電源を入れて、ファームウェアをアクティブ化します。

a. メインメニューからサーバーハードウェアを選択します。

b. サーバーを選択してから、アクション > 電源オンを選択します。

4. サーバープロファイル画面の詳細ウィンドウに新しいファームウェアベースラインのリストがあることを確認しま

す。

注記:注記:

サーバーハードウェアリソースのファームウェアのアップデート中に、HPE OneViewはユーザーアク

ションが期待されない特定のアラートを無効にします。一般に、このようなアラートは、ファーム

ウェアのアップデート中に自動的にクリアされます。例えば、サーバーハードウェアに関連する電源

移行、iLOリセット、および接続ステータスのアラートなど、ライフサイクルアラートは自動的に無

効になります。ファームウェアアップデートによって発生したアラートは、自動クリアアクションが

ない場合、サーバーハードウェア画面のアクティビティパネルに表示されます。

詳しくは詳しくは

応答しないファームウェアアップデートタスクのキャンセル
ファームウェアのアップデート

サーバープロファイルによるファームウェアのアップデート 839
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サーバープロファイルテンプレートからのプロファイル構成のアップデートサーバープロファイルテンプレートからのプロファイル構成のアップデート

テンプレートからアップデートを使用して、サーバープロファイルの構成を、その親サーバープロファイルテンプレー
トと 一致するようにアップデートできます。
不整合（ テンプレートと一致しません）のサーバープロファイル構成をサーバープロファイルテンプレートと整合性
がある（ 整合性あり）状態に戻すには、サーバープロファイルテンプレートの設定を手動または自動で再適用する必
要があります。一部の サーバープロファイルアップデートはサーバーハードウェアの電源がオンのときに自動的にで
き、一部のアップデートはサーバーハードウェアの電源がオフのときにのみ実行できます。次のハードウェアメンテナ
ンスウィンドウまで自動アップデートを遅延したり、自動アップデートを続行しない場合は自動アップデートをキャン
セルしたりできるようになりました。

重要: 重要: 後になるまで自動アップデートを遅延するオプションは、フロントパネルまたは iLO Webイン
ターフェイスからではなく HPE OneViewによってサーバーハードウェアの電源がオフにされた場合にの
み適用できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

少なくとも1つの自動サーバープロファイルコンプライアンスアップデートが必要です。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

2. サーバーハードウェアの電源がオフまたはオンの間、テンプレートからアップデートアクションを実行できます。

サーバーハードウェアの電源がオフの場合：サーバーハードウェアの電源がオフの場合：

a. アクション > テンプレートからアップデートを選択します。

b. はい、アップデートしますをクリックします。

テンプレートからアップデートのステータスがバナーに表示されます。アップデートが進行している間は

サーバーハードウェアの電源はオンであり、アップデートが完了すると電源はオフになります。

サーバーハードウェアの電源がオンの場合：サーバーハードウェアの電源がオンの場合：

a. アクション > テンプレートからアップデートを選択します。

b. 一部のアップデートでは、サーバーの電源をオフにする必要があります。アップデートを遅延するに

は、OneView経由で <server hardware_name> の電源がオフにされた場合、テンプレートからステージ自動

アップデートが行われますを選択し、OKをクリックします。

アップデートを遅延した場合、サーバープロファイルテンプレートフィールドのステータスが不整合からス

テージングされたアップデートが電源オフを保留中に変わり、電源オフダイアログにステータスアップデー

トが表示されます。詳しくは、サーバーの電源オフを参照してください。

3. アクション > 電源オンの順に選択します。

4. 変更内容が詳細ウィンドウに反映されたことを確認します。

5. テンプレートからアップデートアクションをキャンセルするには、アクション > テンプレートからステージングさ

れたアップデートをキャンセルしますの順にクリックします。

6. はい、キャンセルしますをクリックします。

詳しくは詳しくは

メリットと制限事項
サービスマネージャーフィールドの表示

サーバープロファイルテンプレートからのプロファイル構成のアップデート 840



サービスマネージャーフィールドの表示サービスマネージャーフィールドの表示

HPE OneViewのサーバープロファイルを管理するソフトウェアサービスの名前を確認するには、サービスマネー
ジャーフィールドを表示します。

前提条件前提条件

サーバープロファイルを自動的に作成して管理するため、サービスマネージャーインスタンスがHPE OneViewと統合

されました。

手順手順

サービスマネージャーフィールドを表示するには、次のいずれかを行います。

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。マスターウィンドウで、目的のサーバー

プロファイルを選択します。サーバープロファイル画面のビューセレクターから概要を選択します。

サービスマネージャーがある場合、サービスマネージャーによって管理されるサーバープロファイルの詳細ウィン

ドウの全般セクションにサービスマネージャーフィールドが表示されます。

2. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。マスターウィンドウで、目的のサーバー

プロファイルを選択します。アクション > 編集の順に選択します。

サービスマネージャーフィールドが設定されている場合、サービスマネージャーによって管理されるサーバープロ

ファイルの編集ページの全般セクションに表示されます。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルテンプレートからのプロファイル構成のアップデート
HPE OneViewでプロファイルの操作が成功していない

サービスマネージャーフィールドの表示 841



プロキシ設定の構成プロキシ設定の構成

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

プロキシパネルで、 をクリックします。

プロキシ > アクション > 編集を選択します。

2. プロキシサーバーのIPアドレスと使用されるポートを入力します。

プロキシ設定の編集時に、プロキシサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。例えば、 192.0.2.1  p
roxy.example.com などです。

3. オプション。認証を選択します。

4. ユーザー名とパスワードを入力します。

5. OKをクリックします。

6. 設定画面のプロキシパネルで設定を確認します。

プロキシ設定の構成 842



サーバープロファイルテンプレートサーバープロファイルテンプレート

サーバープロファイルテンプレートは、サーバープロファイルを作成するときに、構造的なリファレンスとして機能し
ます。サーバープロファイルの構成要素すべてがサーバープロファイルテンプレート内に存在します。

サーバープロファイルテンプレートは、HPE OneView内のサーバープロファイルの監視、フラグ、およびアップデート
に役立ちます。このテンプレートタイプは、ファームウェア、接続、ローカルストレージ、SANストレージ、ブート、
BIOS、プロファイルアフィニティの構成に関する集中型のソースを定義し、未使用のFlexNICを非表示にします。

サーバープロファイルテンプレートは、サーバープロファイルの構成を保存するメカニズムを提供します。通常、サー
バープロファイルテンプレートにはベストプラクティスの構成をキャプチャーします。その後、サーバープロファイル
を作成して展開します。

サーバープロファイルは、サーバープロファイルテンプレートから作成された後、そのサーバープロファイルテンプ
レートへの関連付けを維持し続けます。サーバープロファイルテンプレートとサーバープロファイルとの間での構成の
整合性でずれが監視され、サーバープロファイルテンプレートと関連付けられているサーバープロファイルの両方で表
示されます。

知りたい情報知りたい情報

サーバープロファイルテンプレートの作成

サーバープロファイルテンプレートによる接続の構

成

ボリュームアタッチメントの構成とサーバープロ

ファイルテンプレートへのボリュームの追加

サーバープロファイルテンプレートによるブート順

序の構成

サーバープロファイルテンプレートによるローカル

ストレージの構成

サーバープロファイルテンプレートによるSANスト

レージの構成

サーバープロファイルテンプレートのコピー

サーバープロファイルテンプレートの削除

サーバープロファイルテンプレートの編集

サーバープロファイルテンプレートによるBIOS設定

の編集

テンプレートからのサーバープロファイルの作成

サーバープロファイルテンプレートの更新

サーバープロファイルテンプレートによるファーム

ウェアのアップデート

その他の操作

詳細情報詳細情報

サーバープロファイルテンプレートの整合性確認

サーバープロファイルテンプレートでのiLO設定の構成

サーバープロファイルテンプレートのアドバンスト設定

サーバープロファイルテンプレートのローカルストレー

ジ設定

サーバープロファイルテンプレートのSANストレージ設

定

サーバープロファイルテンプレートのBIOS設定

サーバープロファイルテンプレートのブート設定

サーバープロファイルテンプレートの接続設定

サーバープロファイルテンプレートのiSCSI認証

サーバープロファイルテンプレートのファームウェア設

定

Hewlett Packard Enterprise InformationHewlett Packard Enterprise Information

Library（iLOドキュメント）Library（iLOドキュメント）

どのようなときにサーバープロファイルテンプレートを

使用するか
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サーバープロファイルテンプレートサーバープロファイルテンプレート

サーバープロファイルテンプレートは、サーバープロファイルを作成するときに、構造的なリファレンスとして機能し
ます。サーバープロファイルの構成要素すべてがサーバープロファイルテンプレート内に存在します。

サーバープロファイルテンプレートは、HPE OneView内のサーバープロファイルの監視、フラグ、およびアップデート
に役立ちます。このテンプレートタイプは、ファームウェア、接続、ローカルストレージ、SANストレージ、ブート、
BIOS、プロファイルアフィニティの構成に関する集中型のソースを定義し、未使用のFlexNICを非表示にします。

アフィニティアフィニティ

サーバーの取り外し/交換動作を制御します。サーバーにサーバープロファイルを適用し、デバイスベイからサーバー
を取り外す場合は、空のベイにサーバーを挿入するときにサーバープロファイルを再び適用するかどうかを アフィニ
ティ設定で制御します。ラックマウント型サーバーにはアフィニティがありません。
デバイスベイ

ベイに挿入するサーバーのサーバーハードウェアタイプが、指定されたサーバーハードウェアタイプと一致する
場合、デバイスベイに割り当てられているサーバープロファイルがサーバーに適用されます。

デバイスベイ+サーバーハードウェア

サーバーをベイに挿入し、それがサーバープロファイルにリストされたシリアル番号およびサーバーハードウェ
アタイプに一致しない場合は、デバイスベイに割り当てられているサーバープロファイルは適用されません。
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サーバープロファイルテンプレートの作成サーバープロファイルテンプレートの作成

サーバープロファイルのすべての設定の構成を格納する1つ以上のテンプレートを作成することができます。サーバー
プロファイルテンプレートを作成するときに、サーバーハードウェアタイプを指定でき、ブレードサーバーハードウェ
アタイプでは、エンクロージャーグループも指定できます。サーバープロファイルテンプレートからサーバープロファ
イルを作成すると、サーバーハードウェアタイプおよびエンクロージャーグループ（テンプレート内に存在する場合）
に一致するサーバーハードウェアのみがリストされます。

サーバープロファイルテンプレートのアフィニティ設定では、サーバーの取り外し/交換動作を制御します。サーバー
にサーバープロファイルを適用し、デバイスベイからサーバーを取り外す場合は、空のベイにサーバーを挿入するとき
にサーバープロファイルを再び適用するかどうかを アフィニティ設定で制御します。ラックマウント型サーバーには
アフィニティがありません。
デバイスベイ

ベイに挿入するサーバーのサーバーハードウェアタイプが、指定されたサーバーハードウェアタイプと一致する
場合、デバイスベイに割り当てられているサーバープロファイルがサーバーに適用されます。

デバイスベイ+サーバーハードウェア

サーバーをベイに挿入し、それがサーバープロファイルにリストされたシリアル番号およびサーバーハードウェ
アタイプに一致しない場合は、デバイスベイに割り当てられているサーバープロファイルは適用されません。

既存のサーバープロファイルからサーバープロファイルテンプレートを作成することもできます。既存のサーバープロ
ファイルから、新しいサーバープロファイルテンプレートを作成する場合は、新しいサーバープロファイルテンプレー
トの名前と説明のみを指定します。テンプレートには、サーバープロファイルのすべての構成が保持されます。

割り当てられた接続はポートにマッピングされます。つまり、保存されたサーバープロファイルテンプレートには、 P
ort=Autoである接続はありません。ネットワークまたはネットワークセットを割り当てることなく、サーバープロ
ファイルテンプレートに接続を追加できます。未割り当てのネットワークを追加することによって、関連付けられた
サーバーポートを予約し、後でネットワークを割り当てることができます。サーバーを再起動する必要なく、ネット
ワークを追加したり、アクティブな接続から削除したりすることができます。

既存のプライベートボリュームを追加することはできません。
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関連付けられたテンプレートアタッチメント関連付けられたテンプレートアタッチメント

サーバープロファイルの関連付けを別のサーバープロファイルテンプレートに変更します。

既存の関連付けられたテンプレートアタッチメントが新しいサーバープロファイルテンプレートに対して検証

され、一致しないボリュームテンプレートの関連付けられたテンプレートアタッチメントの値が消去されま

す。

共有ボリュームはボリュームURIに基づいて関連付けられます。

同じストレージプール内のプライベートボリュームが、一致するLUN値に基づいて関連付けられます。

ボリュームアタッチメントをサーバープロファイルテンプレートに追加します。

サーバープロファイルに同じプール内の関連付けられていない余分なアタッチメントがなければ、テンプレー

トからアップデートアクションを選択すると、サーバープロファイルテンプレートに追加されたボリュームア

タッチメントが、関連付けられたサーバープロファイルに自動的に追加されます。この場合、サーバープロ

ファイル画面を選択して、SANストレージセクションまで下にスクロールし、ボリュームテンプレートアタッ

チメントの関連付けを手動で設定する必要があります。

サーバープロファイルテンプレートからボリュームアタッチメントを削除し、テンプレートからアップデートします。

テンプレートのSANストレージ部分の整合性確認にテンプレートが完全一致する必要がある場合は、サーバー

プロファイルテンプレートに関連付けられているすべてのサーバープロファイルで適合アラートが発生しま

す。

不一致のボリュームアタッチメントは自動的に削除されません。余分なボリュームアタッチメントをサーバー

プロファイルから手動で削除する必要があります。

注記:注記:

プライベート非恒久的ボリュームは、サーバープロファイルにアタッチされなくなると、スト

レージシステムから削除されます。プライベート恒久的ボリュームまたは共有ボリュームを削除

しても、そのボリュームがストレージシステムから削除されることはありません。

サーバープロファイルからボリュームアタッチメントを削除し、テンプレートからアップデートします。

サーバープロファイルテンプレートでボリュームが定義され、かつプロファイルテンプレートの整合性確認

が完全一致または最小一致に設定されている場合、サーバープロファイルで適合アラートが発生します。この

状況では、テンプレートからのアップデートによって、削除されたボリュームがリストアされます。

テンプレートの整合性確認がチェックなしに設定されている場合、ボリュームアタッチメントは自動的にサー

バープロファイルにリストアされません。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレートに定義されているプライベートボリュームは、サーバープロファイ
ルテンプレートに存在する実際のボリュームではなく、サーバープロファイルに作成されるボリューム
を表します。

詳細情報詳細情報

ボリュームテンプレートの整合性
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サーバープロファイルテンプレートでのiLO設定の構成サーバープロファイルテンプレートでのiLO設定の構成

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

iLO設定を使用すると、iLOにログインして必要な設定を適用せずに、HPE OneViewで設定を構成および管理できます。
これらの設定は、プロファイルをサーバーハードウェアの別のインスタンスに移動するときに含まれています。特定
のiLO設定に対して複数のiLO間で一貫した管理を続ける場合は、サーバープロファイルテンプレートを使用します。

管理者アカウントの管理

定義済みのiLO管理者アカウントのパスワードを構成したり、アカウントを削除したりします。

ローカルアカウントの管理

ローカルアカウントを構成および管理します。HPE OneViewから管理する場合、サーバープロファイルで指定され
たアカウントを構成するときに、iLO上のすべてのローカルアカウントが置き換わります。

iLOホスト名の管理

iLOのサブシステム名（ホスト名）を構成します。iLOネットワーキングがDHCPを使用するように構成されている
場合、iLOのサブシステム名（ホスト名）はiLOのDNS名として使用されます。

サーバープロファイルテンプレートでiLOホスト名の管理が有効になっている場合は、各iLOに一意のホスト名が
設定されることが保証されるように、ホスト名にserverProfileNameトークンを含める必要があります。このサー
バープロファイルテンプレートを参照するサーバープロファイルがサーバーハードウェアに割り当てられている
場合、サーバープロファイルの実際の名前はserverProfileNameトークンを置き換えます。置き換えられたホスト
名は、ホスト名の制限（A-Z、a-z、0-9、ダッシュ）を満たす必要があります。

ディレクトリ構成の管理

iLOディレクトリ（Active Directory、LDAP、またはKerberos）を構成して、シングルサインオンを有効にしま
す。

ディレクトリグループの管理

プロファイルに関連付けられているサーバーハードウェア上のiLOに、特定のディレクトリグループへのアクセス
を許可します。HPE OneViewから管理する場合、サーバープロファイルで指定されたディレクトリグループを構成
するときに、iLO上のすべてのディレクトリグループが置き換わります。

注記: 注記: HPE iLO 5で使用可能な次のディレクトリグループ権限は、 HPE OneViewを使用して構成する
ことはできません。

ホストBIOS

ホストNIC

ホストストレージ

キーマネージャーの管理

セキュア暗号化のためにiLOキーマネージャーを構成します。

iLOiLOディレクトリ構成とキー管理の計画ディレクトリ構成とキー管理の計画

Hewlett Packard Enterpriseでは、事前にiLOディレクトリ構成とキー管理を計画し、iLOインターフェイス内のiLOで
テストすることをお勧めします。テスト済みの設定を使用してHPE OneViewでiLOディレクトリとキー管理を構成する前
に、構成が正しいことを確認してください。

詳細情報詳細情報

HPE iLOユーザーガイドHPE iLOユーザーガイド
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サーバープロファイルテンプレートの編集サーバープロファイルテンプレートの編集

サーバープロファイルテンプレートを編集して、そのテンプレートに関連付けられた設定を変更します。サーバープロ
ファイルテンプレートは、作成後いつでも編集できます。エラー状態が発生しているサーバープロファイルテンプ
レートを編集して、修正することもできます。

サーバープロファイルテンプレートを編集する際、アプライアンスは変更を分析し、テンプレートの構成をアップデー
トします。次に、テンプレートに関連付けられたすべてのサーバープロファイルの適合性が評価され、変更の影響を受
けるプロファイルの数を示した通知が送信されます。プロファイルは、非適合としてマークされます。

サーバープロファイル画面のテンプレートからアップデートテンプレートからアップデートしてテンプレートからの変更を受け入れるか、またはサー
バープロファイルを編集して手動で編集することができます。コンプライアンスの修復について詳しくは、サーバープ
ロファイルの整合性の検証を参照してください。

注記:注記:

オンラインで変更ができる場合を除き、サーバーハードウェアはテンプレートからアップデートするた
めに電源を切る必要があります。これには、ネットワークやネットワーク帯域幅などの変更が含まれま
す。

サーバープロファイルテンプレートを編集するときは、次の点を考慮します。

サーバープロファイルテンプレート名は一意でなければなりません。

次のものの仮想IDと物理IDの切り替えはできません。

シリアル番号/UUID

MACアドレス

WWN
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サーバープロファイルテンプレートの更新サーバープロファイルテンプレートの更新

更新更新アクションは、サーバープロファイルテンプレートとその他の論理リソースをクエリし、最新の情報を取得し
て、HPE OneViewを変更と同期させます。

注記: 注記: サーバープロファイルテンプレートで別の操作が実行されている場合は、サーバープロファイル
テンプレートを更新できません。操作が完了したら、更新します。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または サーバー管理者。
手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルテンプレートの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、更新するサーバープロファイルテンプレートを選択します。

3. アクション > 更新の順に選択します。

4. OKOKをクリックします。

更新はすぐに開始され、途中の操作は不要です。アクティビティが成功したことを確認するには、通知通知エリアで、アク
ティビティのステータスが緑色になっているかどうかをチェックします。アクティビティが成功しない場合は、提案さ
れた解決策に示された指示に従ってください。
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サーバープロファイルテンプレートの整合性確認サーバープロファイルテンプレートの整合性確認

整合性確認とは、サーバープロファイルを検証して、サーバープロファイルが、関連付けられたサーバープロファイル
テンプレートの構成と一致することを確認することです。HPE OneViewは、サーバープロファイルとサーバープロファ
イルテンプレートの両方を監視し、選択した整合性確認に基づいて両者を比較します。サーバープロファイルテンプ
レートの作成操作または編集操作中に整合性確認を選択できます。

HPE OneViewは、サーバープロファイルテンプレートで次の3種類の整合性確認をサポートしています。

完全一致完全一致：サーバープロファイルテンプレートは構成を定義し、かつサーバープロファイルは一貫性を保つために

テンプレートと完全に一致する必要があります。

最小一致最小一致：サーバープロファイル構成は、サーバープロファイルテンプレートで定義された最小構成に一致する必

要があります。サーバープロファイルは、追加の構成を定義してもテンプレートとの一貫性を保つことができま

す。

例えば、サーバープロファイルテンプレートが、整合性確認を最小一致最小一致にしてボリュームアタッチメントセットを

構成する場合、追加のボリュームと、テンプレートで指定されたボリュームがあったとしても、このテンプレート

に基づいたサーバープロファイルは整合性を維持します。

サーバープロファイルテンプレートで整合性確認として完全一致完全一致を指定している場合、サーバープロファイルが整

合性を保つのは、テンプレートに指定されている数と同じ数のボリュームがある場合に限ります。

チェックなしチェックなし：サーバープロファイルテンプレートの構成は、サーバープロファイルの作成時にデフォルトとして

使用されます。これらの構成は整合性がチェックされず、修復の対象にされません。

注記:注記:

アプライアンスがHPE OneView 4.2以降にアップグレードされると、ストレージボリュームの整合性確認
は最小一致最小一致に設定され、管理対象の手動セクションはチェックなしチェックなしに設定され、他のすべてのフィール
ドは完全一致完全一致に設定されます。
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サーバープロファイルテンプレートの整合性確認サーバープロファイルテンプレートの整合性確認

整合性確認では、サーバープロファイルが、関連付けられたサーバープロファイルテンプレートの構成と一致している
ことを確認するためにサーバープロファイルを検証します。両方の構成が一致する場合は、サーバープロファイルの整
合性状態フィールドが整合性ありに設定され、適合していると見なされます。

HPE OneViewアプライアンスは、サーバープロファイルとサーバープロファイルテンプレートの両方を監視し、両者を
比較して、以下のリソースの整合が取れているかどうかを確認します。

リソースリソース 整合性確認パラメーター整合性確認パラメーター

  

ファームウェア 完全一致 - サーバープロファイルは、テンプレートのファームウェアの設定

と正確に一致していなければなりません。修復時、サーバープロファイルが

正確に一致するように変更されます。

チェックなし - テンプレートのファームウェアの設定はサーバープロファイ

ルの作成時にデフォルト値として使われますが、整合性がチェックされず、

修復の対象になりません。

接続 完全一致 - サーバープロファイルは、テンプレートの接続の構成と正確に一

致していなければなりません。

最小一致 - サーバープロファイルはテンプレートの接続と一致していなけれ

ばなりませんが、追加の接続は許可されます。

チェックなし - テンプレートの接続の構成設定はサーバープロファイルの作

成時にデフォルト値として使われますが、整合性がチェックされず、修復の

対象になりません。

ローカルストレージ 完全一致 - サーバープロファイルは、テンプレートのローカルストレージの

構成と正確に一致していなければなりません。

最小一致 - サーバープロファイルはテンプレートのローカルストレージの構

成と一致していなければなりませんが、追加の論理ドライブまたは論理JBOD

は許可されます。

チェックなし - テンプレートのローカルストレージの設定はサーバープロ

ファイルの作成時にデフォルト値として使われますが、整合性がチェックさ

れず、修復の対象になりません。

SANストレージ 完全一致 - サーバープロファイルは、テンプレートと正確に一致していなけ

ればなりません（アタッチメント、パス、ポートが一致し、追加がない）。

最小一致 - テンプレートで定義されているアタッチメント構成がサーバープ

ロファイルに含まれている必要がありますが、プロファイルにアタッチメン

トとパスを追加できます。ストレージターゲットポートの整合性はチェック

されません。

チェックなし - サーバープロファイルの作成時にテンプレート構成が使用さ

れますが、後で整合性確認は実行されません。

注記:注記:

ボリュームプロパティの整合性は、プロファイルテンプレートではな
く、ボリュームテンプレートによって管理されます。

ブート設定 完全一致 - サーバープロファイルは、テンプレートのブート設定と正確に一

致していなければなりません。

チェックなし - テンプレートのブート設定はサーバープロファイルの作成時

にデフォルト値として使われますが、整合性がチェックされず、修復の対象

になりません。
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BIOS設定 完全一致 - サーバープロファイルは、テンプレートのBIOS設定と正確に一致

していなければなりません。

チェックなし - テンプレートのBIOS設定はサーバープロファイルの作成時に

デフォルト値として使われますが、整合性がチェックされず、修復の対象に

なりません。

iLO設定 完全一致 - サーバープロファイルは、テンプレート内の管理下にある各iLO

設定と完全に一致していなければなりません。

チェックなし - テンプレートのiLO設定はサーバープロファイルの作成時に

デフォルト値として使われますが、整合性がチェックされず、修復の対象に

なりません。

リソースリソース 整合性確認パラメーター整合性確認パラメーター
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サーバープロファイルテンプレートのアドバンスト設定サーバープロファイルテンプレートのアドバンスト設定

ProLiant DLラックマウント型サーバーモデルは、物理シリアル番号、MACアドレス、およびWWNアドレスのみをサポー
トします。

シリアル番号/UUID

サーバープロファイルテンプレートから作成されたサーバープロファイルは、仮想または物理シリアル番号とUUIDを使
用するかどうかを決定します。

仮想シリアル番号とUUIDは、アプライアンスによって生成される柔軟な識別子です。

サーバープロファイルテンプレート内で仮想シリアル番号を使用して、テンプレートをサーバーベイに割り当てる

と、そのサーバーベイ内にどのサーバーが挿入されている場合でも、同じシリアル番号を使用できるという利点が

あります。

物理シリアル番号は、サーバーBIOSによって報告され、サーバーにシリアル番号を関連付けます。

MACアドレス

サーバープロファイルテンプレートから作成されたサーバープロファイルは、仮想または物理MACアドレスを使用する
かどうかを決定します。

仮想MACアドレスは、アプライアンスによって生成され、サーバーによって使用されます。

サーバープロファイルテンプレート内に仮想MACアドレスを指定して、テンプレートをサーバーに割り当てると、そ

のサーバーベイ内にどのサーバーが挿入されている場合でも、同じMACアドレスを使用できるという利点がありま

す。

したがって、サーバーを交換しても、MACアドレスの変更が検出されないため、データセンターのインターコネクト

に影響はありません。

物理MACアドレスは、サーバーBIOSによって報告され、サーバーにMACアドレスを関連付けます。

物理MACアドレスは、サーバーNICに組み込まれています。サーバーを交換すると、物理MACアドレスが変更されるた

め、データセンターのインターコネクトをアップデートする必要があります。

WWNアドレス

サーバープロファイルテンプレートから作成されたサーバープロファイルが仮想または物理World Wide Name（WWN）ア
ドレスのどちらを使用するかを指定します（ファイバーチャネルネットワークの場合）。

WWNアドレスは、アプライアンスによって生成され、サーバーによって使用されます。

サーバープロファイル内に仮想WWNアドレスを指定して、テンプレートをサーバーに割り当てると、そのサーバーベ

イ内にどのサーバーが挿入されている場合でも、同じWWNアドレスを使用できるという利点があります。

したがって、サーバーを交換しても、WWNアドレスの変更が検出されないため、データセンターのインターコネクト

に影響はありません。

物理WWNアドレスは、サーバーBIOSによって報告され、サーバーにWWNアドレスを関連付けます。

物理WWNアドレスは、サーバーNICに組み込まれています。サーバーを交換すると、物理WWNアドレスが変更されるた

め、データセンターのインターコネクトをアップデートする必要があります。

iSCSIイニシエーター名

仮想

イニシエーター名は自動生成されます。

ユーザー指定

イニシエーター名は手動で指定します。

未使用のFlexNICを隠す

この設定は、オペレーティングシステムから未使用のFlexNICを隠すことができます。

未使用のFlexNICを隠すを選択（有効に）すると、サーバープロファイル接続にマップされないFlexNICは、オペレー
ティングシステムに表示されません。例えば、ご使用のサーバープロファイルで総定数の8つのFlexNICが定義されてい
るが4つしかマップされていない場合、オペレーティングシステムには8つでなくマップされている4つのFlexNICだけが
認識されます。

未使用のFlexNICを隠すを選択（有効に）しないと、8つのFlexNICが、オペレーティングシステムで各Flex-10または
FlexFabricアダプター用のネットワークインターフェイスとして列挙されます。
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FlexFabricアダプターでファイバーチャネル接続を構成すると、ネットワークインターフェイスの数を6つに減らし
て、2つのストレージインターフェイスを列挙することができます。

FlexNICはペアで隠され、4番目のペアから始まります。例えば、どちらかの物理ポート上の4番目のFlexNICがプロファ
イル接続に対応している場合、8つのすべての物理機能が列挙されます。プロファイル接続がいずれかの物理ポート上
の2番目のFlexNICに対応するが、どちらかの物理ポート上の3番または4番目のFlexNICに対応する接続がない場合、1番
目と2番目の物理機能のみがオペレーティングシステムで列挙されます。

デフォルトでは、未使用のFlexNICを隠すは有効です。
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サーバープロファイルテンプレートのローカルストレージ設定サーバープロファイルテンプレートのローカルストレージ設定

統合ストレージコントローラーモード統合ストレージコントローラーモード

統合ストレージコントローラーのモード。

手動で管理、 RAID、または HBAを選択できます。ローカルストレージの編集には、これらのコントローラーモード
の詳細が記載されています。

注記:注記:

Gen10サーバーの場合、統合ストレージコントローラーは混合モード混合モードで管理されます。コントローラー
モードオプションはGen10サーバーには用意されていません。

コントローラーは次回プロファイル適用時に再初期化されます

これは統合ストレージコントローラーがサーバープロファイルに適用されるときに統合ストレージコントロー
ラーが再初期化されるように選択したかどうかを表示します。ローカルストレージの編集には、内部ストレージ
用のサーバープロファイルの構成に関する詳細が記されています。

論理ドライブ詳細論理ドライブ詳細

名前

論理ドライブの名前。コントローラーモードによります。

論理ドライブ

論理ドライブに割り当てられた数。論理ドライブ番号は、論理ドライブがターゲットサーバーハードウェア上に
作成されると、自動的に割り当てられます。まだ作成されていない論理ドライブには保留中が表示されます。

RAIDレベル

論理ドライブのRAIDレベル。

例： RAID 0 、 RAID 1 、 RAID 10、 RAID 1 ADM 、 RAID 6
ドライブ数

論理ドライブ内の物理ドライブの数。

論理ドライブを構成する場合、RAIDレベルの制約を満たす値のみが使用可能です。

ドライブテクノロジー

ドライブテクノロジーのタイプ。

SAS HDD 、 SATA HDD、 SAS SSD 、 SATA SSD、または指定なし（統合コントローラーのみ）。

ブート

論理ドライブが起動するよう設定されているかいないか（はいまたはいいえ）です。

サーバープロファイルテンプレートのローカルストレージ設定 855



サーバープロファイルテンプレートのSANストレージ設定サーバープロファイルテンプレートのSANストレージ設定

サーバープロファイルテンプレートによるSANストレージの構成は、ProLiantサーバーブレードでサポートされていま
すが、ProLiantラックマウント型サーバーではサポートされていません。

サーバープロファイルテンプレートのボリュームへの関連付けによって、サーバープロファイルテンプレートから作成
されたすべてのサーバープロファイルにそのボリュームを接続します。

データ保護レベル

ストレージボリュームのネットワークRAIDレベル。

CHAP名

ターゲット（ストレージシステム）がイニシエーター（サーバー）を認証するときに使用するiSCSIターゲット
ユーザー名です。プロファイルテンプレートの場合、値は常に割当て保留中になります。

CHAPシークレット

ターゲット（ストレージシステム）がイニシエーター（サーバー）を認証するときに使用するiSCSIターゲット
シークレット（パスワード）です。

相互CHAP名

ストレージシステムが相互CHAPをサポートしている場合、イニシエーター（サーバー）がターゲット（ストレー
ジシステム）を認証するときに使用するiSCSIイニシエーターユーザー名です。プロファイルテンプレートの場
合、値は常に割当て保留中になります。

相互CHAPシークレット

ストレージシステムが相互CHAPをサポートしている場合、イニシエーター（サーバー）がターゲット（ストレー
ジシステム）を認証するときに使用するiSCSIイニシエーターシークレット（パスワード）です。プロファイルテ
ンプレートの場合、値は常に割当て保留中になります。

注記:注記:

CHAP値は、HPE OneViewによって自動的に生成され、変更することはできません。

CHAP値は、サーバープロファイルテンプレートでは割当て保留中と表示され、サーバープロファイルで
は実際の値が表示されます。
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サーバープロファイルテンプレートのBIOS設定サーバープロファイルテンプレートのBIOS設定

アプライアンスからBIOS設定を管理します。BIOSの管理オプションを有効にすると、アプライアンスのすべてのデフォ
ルト設定と、明示的に指定したオーバーライドが適用されます。

BIOS設定の管理を選択することによって、すべての設定、変更した設定のみ、またはデフォルト値と異なる設定のみを
表示できます。表示されるBIOS設定は、サポートされているサーバーのハードウェアに依存します。

BIOSの管理

デフォルトでは、BIOS設定はサーバープロファイルでは管理されていません。ただし、このチェックボックスをオンに
すると、これらのオプションをサポートしているサーバーハードウェア上でも管理できるようになります。

注記: 注記: サーバープロファイルテンプレートを作成または編集するとき、ターゲットサーバーモデルのこ
れらの設定をアプライアンスで管理できない場合 （サーバーハードウェアタイプがProLiant G7サー
バーモデルを定義する場合など）は、 BIOSの管理チェックボックスが無効になります。サポートされる

サーバーの完全なリストについては、 HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

デフォルト設定のままで、BIOSの管理チェックボックスをオンにしない場合、サーバープロファイルテンプレート

は、BIOS設定を含みません。

BIOSの管理チェックボックスをオンにすると、すべてのBIOS設定にアプライアンスのデフォルト値が設定されま

す。その後、プロファイルに関連付けられているサーバーハードウェアタイプに基づいて、サーバープロファイル

からこれらのデフォルト設定を編集または上書きできます。

HPE OneViewには、サーバーハードウェアタイプに対応したデフォルトのBIOS設定のセットがあります。BIOS設定の完
全なセットを、カテゴリ別に表示するには、設定の編集をクリックします。設定をクリックすると、ヘルプテキストが
表示され、その設定に必要な値を選択できます。デフォルト設定への変更は、BIOS設定パネルに表示されます。

注記:注記:

Superdome Flexファームウェアバージョンが3.0.512以降のHPE Superdome Flexサーバーのサーバープロ
ファイルを作成する場合は、BIOS設定およびブート設定のみ編集できます。HPE OneViewのHPE
Superdome Flexサーバーでは、他の設定はサポートされていません。

サポートされているファームウェアバージョンについては、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照し

てください。

変更

編集して、サーバーのハードウェアタイプのデフォルト値から変更した設定が表示されます。サーバーの電源を入れる
と、変更後の設定が適用されます。

すべて

サーバーのハードウェアタイプのすべての設定値が表示されます。

BIOS設定の編集ボタン

すべてのBIOS設定を編集することができます。

サーバープロファイルテンプレートのBIOS設定 857

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


サーバープロファイルテンプレートのブート設定サーバープロファイルテンプレートのブート設定

デフォルトでは、サーバーのブート動作はサーバープロファイルテンプレートによって制御されます。使用可能なオプ
ションは、サーバープロファイルテンプレートで選択したサーバーハードウェアタイプによって決まります。

サポートされるサーバーの完全なリストについては、Hewlett Packard Enterprise Information LibraryHewlett Packard Enterprise Information Libraryで該当するサ

ポートマトリックスを参照してください。

ブート設定の管理（Gen9以降のサーバー）

（HPE Superdome FlexサーバーおよびHPE Superdome Flex280サーバー）

該当する場合、ブートモードとPXEブートポリシーを管理するために、このオプションを有効にします。

注記:注記:
サーバープロファイルテンプレートで ブート設定の管理が無効になっている場合：

HPE OneViewでPXEブートモードまたはPXEブートポリシーが変更されません。

HPE OneViewは、関連付けられているサーバープロファイルのブート関連設定に対して、適合チェッ

クと修復を行いません。

例えば、サーバープロファイルテンプレートでブートボリュームとして設定されていないSANアタッ

チメントを、関連付けられたサーバープロファイルでブート可能となるように変更した場合、HPE

OneViewはそのサーバープロファイルに、サーバープロファイルテンプレートに非準拠というフラグ

を付けません。

ブートモード ブートモードは以下のいずれかに設定します。

UEFIまたは UEFI最適化が選択されている場合は、PXEブートポリシーも指定することが
できます。さらに、選択したサーバーハードウェアがHPE ProLiant Gen9 BLサーバーブ
レードである場合は、ブート順序を管理するオプションも使用できます。

UEFI
UEFI最適化
レガシーBIOS

注記:注記:

HPE Superdome FlexサーバーおよびHPE Superdome Flex280サー
バーは、 UEFIブートモードのみをサポートしています。

ブート順序の管理は、HPE ProLiant Gen9 DLラックサーバーでは使用できません。

UEFIまたは UEFI最適化ブートモードオプションについては、予想されるOSと、サー
バーハードウェアに必要なブート機能に基づいてブートモードを選択する必要がありま
す。 UEFI最適化ブートモードはシステムがPOSTに費やす時間を短縮します。適切なブー
トモードを選択するために、以下の点を考慮します。

安全な起動が必要な場合、ブートモードは UEFIまたは UEFI最適化いずれかに設定す

る必要があります。

UEFI（DOS、旧バージョンのWindows、Linuxなど）をサポートしていないオペレーティ

ングシステムでは、レガシーBIOSにブートモードを設定する必要があります。

UEFIを使用してWindows 7、Server 2008、または2008 R2を起動する場合は、 UEFI最
適化を選択しないでください。

セキュアブート（Gen10
サーバーハードウェアの
み）

（HPE Superdome Flex
サーバーおよびHPE
Superdome Flex280サー
バー）

有効、無効、または非管理。

非管理は、HPE OneView以外でサーバーハードウェアに適用される既存または将来のセ
キュアブート構成をHPE OneViewが変更しないことを意味します。

クラス3のUEFIサーバーハードウェアで使用できます。

UEFI最適化ブートモードのクラス2 UEFIサーバーハードウェアで使用できます。

サーバープロファイルテンプレートのブート設定 858

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


PXEブートポリシー Flexible LOM（FLB）に使用可能なネットワークモードの順序を制御します。

以下のポリシーから選択します。
自動
IPv4のみ
IPv6のみ
IPv4次にIPv6
IPv6次にIPv4

注記:注記:

Gen10以降のサーバーで使用できるオプションは、自動、 IPv4のみ、 IPv6の
みです。

ポリシーを自動に設定すると、BIOS定義のPXEブートポリシーを使用するようにサーバー
ハードウェアが構成されます。

Superdome Flexでは使用できません。

ブート順序の管理ブート順序の管理

ブート順序の管理オプションが有効になると、ブートターゲットとしてデバイスが提示される順序を指定できま
す。ブート順序の管理を無効にした場合は、選択したサーバーハードウェアのサーバーのブート順序はBIOSによって決
定されます。ブート順序の管理オプションを使用できるのは、ブート設定の管理がサーバープロファイルおよびサー
バープロファイルテンプレート構成で有効になっている場合のみです。

使用可能なブートターゲットをプライマリブートデバイスとして選択し、サーバープロファイルを適用すると、その
ブートデバイスがブートシーケンスの最初に表示されます。プライマリブートデバイスを変更する場合は、ブートプラ
イオリティを再定義し、サーバープロファイルを適用してサーバーをプロビジョニングする必要があります。サーバー
ハードウェアの起動時に、指定されている最初のデバイスが使用できない場合、サーバーは2番目のデバイスから起動
を試みます。冗長パスを指定するために、イーサーネット接続またはSAN接続経由で起動する際のプライマリおよびセ
カンダリソースを定義できます。

ブートターゲットはサーバーの種類によって異なります。ハードディスク、PXE、およびSDのブートが、最も一般的に
使用できるブートデバイスです。HPE OneViewでは、ブート順序を設定することで、プライマリとセカンダリのブート
デバイスを設定できます。

SDカードオプションは、ラックサーバーおよびGen8以前のサーバーでは使用できません。SDカードがサーバーで使用で
きず、ブートターゲットにSDカードを選択した場合、サーバープロファイルは構成の適用に失敗します。エラーが返さ
れ、問題を解決するための指示が表示されます。

HPE Superdome FlexサーバーおよびHPE Superdome Flex280サーバーでは使用できません。

UEFIまたはUEFI最適化ブートモードの Gen9 BLサーバーブレードサーバーの場合：

プライマリブートデバイ
ス

この設定は、ブート順序の管理が有効になっている場合に使用できます。

次のいずれかの設定を選択します。
ハードディスク

PXE
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サーバープロファイルテンプレートの接続設定サーバープロファイルテンプレートの接続設定

サーバープロファイルテンプレートでは、接続を構成できます。サーバープロファイルテンプレートによるネットワー
ク接続の設定は、でサポートされています。

未割当てを選択して、ネットワークまたはネットワークセットを割り当てることなく、サーバープロファイルに接続
を追加できます。ネットワークドロップダウンから未割当てを選択して、後でネットワークを割り当てるために、関
連するサーバーポートを予約します。

サーバーの電源が入っている間は、サーバーを再起動することなく、アクティブな接続に対して有効なネットワークま
たはネットワークセットを選択できます。イーサーネット、ファイバーチャネル（FC）などの接続タイプは、ネット
ワークドロップダウンの未割当てを使用して作成できます。ネットワークを割り当てる必要はありません。

ラックマウント型サーバーでは、HBAアダプターのFC接続をサポートしています。FC接続は、FCホストバスアダプター
を含んでいる管理対象DLサーバーのサーバープロファイルで構成することができます。

接続の管理

デフォルトで、接続の管理チェックボックスが選択されており、これによりサーバープロファイルテンプレートに接続
を追加できます。

接続の管理の選択を解除し、接続なしでサーバープロファイルテンプレートを作成します。接続の管理の選択を解除す
ると、サーバープロファイルテンプレートでコンプライアンスの問題を引き起こさずに、サーバープロファイルに接続
を追加できます。

ネットワーク

ネットワークは、この接続のイーサーネットネットワーク、ネットワークセット、ファイバーチャネル、FCoE、または
iSCSIネットワークのことです。イーサーネットネットワークまたはネットワークセットに、イーサーネットデバイス
がアクセスできます。ファイバーチャネルネットワークまたはFCoEネットワークには、ファイバーチャネルデバイスが
アクセスできます。iSCSIデバイスにイーサーネット接続でアクセスするには、ブート設定ウィンドウでブートモード
として UEFIを選択する必要があります。ネットワークは、タイプがファイバーチャネルに設定されていると、ファイ
バーチャネルとFCoEの両方にフィルタリングされます。

通常、サーバープロファイルテンプレート内の各接続を単一のネットワークに割り当てます。ネットワークセットを使
用すると、サーバープロファイルテンプレートで定義された単一の接続に対して、複数のネットワークを選択できま
す。ネットワークセットは、サーバープロファイルテンプレートで複数のネットワークを定義する必要がある場合に、
ハイパーバイザーと合わせて使用します。

ブレードサーバーの場合、重複したネットワークは、同じポート上では許可されません。この制限は、ネットワーク
セットに含まれるネットワークにも適用されます。例えば、 Network_Aが NetworkSet_Aに含まれる場合、個々の
ネットワークとその各ネットワークを含むネットワークセットをFlexibleLOM 1に割り当てることはできません。

ポート

次のFlexNICを使用して接続を確立できます。

特定のFlexNIC

注記:注記:

アクティブ/アクティブ構成では、アップリンクポートが接続内のネットワークに対応しているイン

ターコネクト上のFlexNICを指定する必要があります。インターコネクトに接続されていないポートに

接続が割り当てられている場合もトラフィックは渡されますが、これは真のアクティブ/アクティブ構

成ではないため、必要な機能が提供されません。

特定のアダプターポートの任意のFlexNIC

自動的に選択されたFlexNIC

注記:注記:

アクティブ/アクティブ構成では、このオプションの使用はお勧めしません。

FlexNICは、アダプター識別子、物理ポート番号、FlexNIC識別子で指定します。アダプター識別子には、 LOM、 Flex
ibleLOM 1、 FlexibleLOM 2 、 メザニン1 、メザニン2 、およびメザニン3 があります。FlexNIC識別子には、
a 、 b 、 c 、および d があります。例えば、メザニン1:2-cを選択した場合、メザニンスロット1のアダプターの2番
目の物理ポート上で、3番目のFlexNIC（c）の接続が構成されます。

一部の物理ポートは、アダプター、物理ポート番号、およびサフィックス（自動）によって識別されます。例えば、
FlexibleLOM 1:1（自動） を選択した場合、最初のFlexibleLOMの最初の物理ポート上で、使用可能な最初の
FlexNICによって接続が確立されます。これらの接続は、接続IDの順序で割り当てられます。接続5と接続8の両方に Fl
exibleLOM 2:1 (自動) が指定され、 FlexibleLOM 2 に割り当てられている接続が他にない場合、接続5は最初の
FlexNICに、接続8は2番目のFlexNICに割り当てられます。

自動を選択すると、事前に定義された順序でFlexNICに接続が割り当てられます。 自動が指定された接続は、特定の
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FlexNICまたはポートとの接続が割り当てられた後、接続IDの順番でFlexNICに割り当てられます。すべてのファイバー
チャネル接続は、イーサーネット接続が割り当てられる前にFlexNICに割り当てられます。 自動接続は、機能タイプ
に応じて次の順序で割り当てられます。

1. ファイバーチャネル

2. iSCSI

3. イーサーネット（PXEあり）

4. イーサーネット（PXEなし）

一般に、任意のポートの2番目、3番目、4番目のFlexNICに自動的に接続が割り当てられる前に、すべての物理ポート上
の最初のFlexNICに接続を割り当てる必要があります。物理ポートはHPE ProLiant Gen8サーバーブレードでは、 Flexi
bleLOM 1:1、 FlexibleLOM 1:2 、 FlexibleLOM 2:1 、 FlexibleLOM 2:2 、メザニン1:1、メザニン
1:2の順です。HPE ProLiant G7サーバーブレードの場合、FlexibleLOMエントリーは LOM:1、 LOM:2、 LOM:3、お
よび LOM:4で置き換えられます。次の例外があります。

定義済みの順序では、同じネットワークに接続する別の接続と同じ物理ポートに接続が構成される場合、FlexNICは

スキップされます。

FlexFabricコンバージドネットワークアダプター（CNA）がVirtual Connect FlexFabricモジュールに接続している

場合、ポート上の他のすべてのFlexNICが使用中でない限り、イーサーネット接続はFCoE対応のFlexNICに割り当て

られません。

FlexNICに接続を割り当てる前に、次の条件が満たされていることを確認してください。

単一の物理ポート上の複数のFlexNICに同じネットワークを構成することはできません。これには、ネットワーク

セット内のネットワークも含まれます。

単一の物理ポート上に、162個より多くのネットワークを構成することはできません。

要求された帯域幅の値の合計が、ポートの容量（アダプターによって決定される）を超えないようにします。

通常、FlexNIC設定が自動の接続は、定義済みの順序でFlexNICに割り当てられます。ただし、この場合、必要な条件
が満たされない可能性があります。このような場合は、特定のFlexNICまたはアダプターポートを選択すると、有効な
構成を指定できます。特定のポートを選択するときは、最後に選択したFlexNICの前に未使用のポートがないことを確
認してください。例えば、FlexNIC 1a、1b、および1dを選択すると、ポート1cは未使用のままになり、サーバー上のオ
ペレーティングシステムはポートをインスタンス化しますが、使用できなくなります。これにより、構成が無効になる
可能性があります。
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サーバープロファイルテンプレートのiSCSI認証サーバープロファイルテンプレートのiSCSI認証

iSCSIイニシエーターおよびターゲットは、CHAP（チャレンジハンドシェイク認証プロトコル）を使用して互いに身元
を証明することで、不正なシステムがデータボリュームにアクセスするのを防ぎます。

CHAPレベル

iSCSI認証オプション：

なし

認証なし

CHAP
このセキュリティレベルでは、ターゲットのみがイニシエーターを認証します。

相互CHAP
このセキュリティレベルでは、ターゲットとイニシエーターが互いを認証します。SAN（ストレージエリアネット
ワーク）の各イニシエーターと各ターゲットに別々のシークレットが設定されます。
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サーバープロファイルテンプレートのファームウェア設定サーバープロファイルテンプレートのファームウェア設定

ファームウェアベースライン

Service Pack for ProLiant（SPP）のようなファームウェアバンドルを使用すると、エンクロージャー、エンクロー
ジャーグループ、およびインターコネクトのファームウェア、ドライバー、ユーティリティ、およびハードウェア構成
を系統的にアップデートできます。

SPPには、単一のPXE起動可能イメージとして配布される、ファームウェア、ドライバー、およびユーティリティが含ま
れます。レポジトリ内に、これらのファームウェアバンドルのアップデートをアップロードし、インストールして、デ
バイスのベースライン構成のメンテナンスを簡素化することができます。

SPPをインストールするための選択肢は次のとおりです。

ファームウェアとオペレーティングシステム（OS）ドライバー（Smart Update Toolsを使用） - サーバーハード

ウェアを電源オフせずにファームウェアとOSドライバーをアップデートします。

ファームウェアのみ（Smart Update Toolsを使用） - サーバーハードウェアを電源オフせずにファームウェアを

アップデートします。

ファームウェアのみ - ファームウェアをHPE OneViewによって管理します。このオプションを選択すると、電源オ

フが必要になります。

詳しくは、Smart Update Toolsを参照してください。

デフォルト値デフォルト値：

手動で管理。HPE OneViewでは管理されません。

注記:注記:

HPE ProLiant Gen8またはそれより新しいモデルのサーバーを選択し、アプライアンスにファームウェア
ベースラインがインストールされていない場合、新しいファームウェアベースラインを追加するリンク
付きのメッセージが表示されます。

SPPに含まれるバージョンより古いファームウェアをインストールする場合は、強制インストールオプションを選択し
て、ファームウェアをダウングレードする必要があります。ご使用の環境で最新のファームウェアが問題を引き起こす
ことがわかっている場合（リリースノートに記載されています）、古いバージョンのファームウェアをインストールす
る必要がある場合があります。

注意:注意:

ファームウェアを強制的にダウングレードすると、サーバーが不安定になる場合があります。

ファームウェアは、作成または編集をクリックしてサーバープロファイルテンプレートを適用するとアップデートされ
ます。

サーバープロファイルテンプレートに関連付けられているファームウェアベースラインをファームウェアレポジトリか
ら削除すると、ファームウェアベースライン属性の横に、サーバープロファイルテンプレートが縮退状態にあることを
示すインジケーターが表示されます。この問題を解決するには、サーバープロファイルテンプレートを編集し、ファー
ムウェアベースラインを正しいものにアップデートするか、手動で管理オプションを選択します。

アプライアンス上のファームウェアバンドルの追加および管理について詳しくは、ファームウェアバンドルを参照して
ください。

インストール方法

Smart Update Toolsが使用した最新のインストール方法を表示します。ファームウェアを手動で管理することを選択し
た場合、このフィールドは表示されません。

ファームウェアのアクティブ化

サーバープロファイルのファームウェアアクティブ化方法のタイプ。

このフィールドは、インストール方法インストール方法フィールドで

または を選択した場合に表示されます。

すぐに

ファームウェアのアクティブ化は、ファームウェアのアップデートを構成し終えると開始します。

スケジュールした日時で

ファームウェアのアップデートは特定の日付と時刻にスケジュールされます。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレートからスケジュールの日付と時刻を指定することはできませ

ファームウェアとオペレーティングシステム（OS）ドライバー（Smart
Update Toolsを使用） ファームウェアのみ（Smart Update Toolsを使用）
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ん。スケジュールした日時でスケジュールした日時でオプションを選択してサーバープロファイルテンプレートを作成また
は編集した後、そのサーバープロファイルテンプレートからサーバープロファイルを作成するスケ
ジュールの日付と時刻を指定します。

SUTは、Linux、Windows、およびVMware ESXiシステムでこの機能をサポートします。ファームウェアのアップ
デートのスケジュールを設定するには、サーバープロファイルからのファームウェアアップデートのスケジュー
ルを参照してください。

スケジュールなし

このオプションを選択する場合、スケジュールが設定されているファームウェアアップデートはキャンセルされ
ます。
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サーバープロファイルテンプレート構成をカスタマイズするための前提条件サーバープロファイルテンプレート構成をカスタマイズするための前提条件

このセクションでは、サーバープロファイルテンプレートの作成と構成に必要な各構成の前提条件について説明しま
す。カスタマイズしたサーバープロファイルテンプレートを正常に作成するための前提条件を満たしていることを確認
してください。

全般

管理を行うために、HPE OneViewにサーバーハードウェアが追加されているか、1つ以上のエンクロージャーがHPE
OneViewに正しくインポートされている。サーバーハードウェアが監視用に追加された場合、サーバープロファイ
ルを割り当てることはできません。

ファームウェア

インポートされたファームウェアバンドルが、ファームウェアベースラインリストに含まれている。ファーム
ウェアバンドルをインポートするには、ファームウェアバンドルファームウェアバンドル画面を使用します。

接続

1つ以上のネットワークが定義されている。イーサーネット、ファイバーチャネル、およびFCoEネットワーク

がサポートされています。

必要に応じて、1つ以上のネットワークセットが定義されている。

モジュールの前提条件を以下に示します。

HPE Virtual Connectモジュール

論理エンクロージャーグループが作成されている。

論理エンクロージャーグループに、Virtual Connectモジュールの構成を記述する論理インターコネクト

グループが含まれている。

論理エンクロージャーグループが物理エンクロージャーに適用され、論理エンクロージャーが作成され

ている。

HPE BladeSystem c-Classまたはラックサーバー用のファイバーチャネル接続用のBrocade SANスイッチ

"ファブリック接続"ファブリックタイプを使用するファイバーチャネルネットワークが存在している。

SANストレージ

HPE OneViewにストレージシステムが追加されている。

利用可能な場合は、SANマネージャーが最適なサポートを提供するように構成されている。

ローカルストレージ/起動設定/BIOS設定/iLO設定/アドバンスト

これらの設定に関する前提条件はありません。

詳細情報詳細情報

サーバープロファイル
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どのようなときにサーバープロファイルテンプレートを使用するかどのようなときにサーバープロファイルテンプレートを使用するか

サーバープロファイルテンプレートでは、次のようなことができます。

同じ構成を持つ複数のサーバープロファイルをアップデートできます。

新しいサーバープロファイルを1つのテンプレートから簡単に生成できます。

複数のサーバーの構成変更を一度に制御できます。HPE OneViewは、テンプレートが参照されているすべてのサー

バープロファイルでコンプライアンスを調べます

テンプレートからアップデートアクションを使用してコンプライアンスの問題を自動的に解決します。サーバープ

ロファイル構成は、ほとんどの変更についてサーバープロファイルテンプレートに一致するように調整されま

す。テンプレートからアップデートアクションでは、ボリュームおよびボリュームアタッチメントは自動的には

アップデートされないに変わります。サーバープロファイルでボリュームアタッチメントを手動で構成する必要が

あります。

注記:注記:

テンプレートからアップデート画面の一部の値は、サーバーの電源がオンの場合でも編集できます。テ
ンプレートからアップデートは、ユーザーが値を変更するときにサーバーの電源を切る必要があるかど
うかを判断して示すことができます。

サーバーハードウェアの電源がオンまたはオフの間のサーバープロファイル設定の編集に適用される条
件は、テンプレートからアップデート画面で値を編集する場合にも適用されます。
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ボリュームアタッチメントの構成とサーバープロファイルテンプレートへのボボリュームアタッチメントの構成とサーバープロファイルテンプレートへのボ

リュームの追加リュームの追加

この作業の説明では、物理ネットワークはすでにターゲットストレージシステムに接続されており、HPE OneViewが
ネットワークとストレージシステムを検出できるものとしています。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > サーバープロファイルテンプレートを選択し、新規のサーバープロファイルテンプ

レートを作成したり、既存のサーバープロファイルテンプレートを編集したりします。

2. サーバープロファイルテンプレートの接続パネルで、ネットワーク接続がHPE OneViewで管理されているSANスト

レージシステムに関連付けられていることを確認します。

3. プロファイルの整合性確認を設定するには、接続の管理を選択します。

ドロップダウンメニューから整合性確認オプションを選択します。

4. SANストレージパネルで、SANストレージの管理チェックボックスを選択します。

5. SANボリュームアタッチメントが完全に利用されるように、ホストOSタイプを選択します。

6. ボリュームの追加をクリックします。

7. ボリュームアタッチメント構成（認証パスとストレージパス）やターゲットポートなど、ボリュームのプロパティ

を入力します。

8. 追加をクリックするか、追加+をクリックして別のボリュームを構成します。

注記: 注記: サーバープロファイルテンプレートを使用して新しいボリュームを定義すると、サーバープロ

ファイルのテンプレート構成を使用してサーバープロファイルを作成した時点で、ボリュームはスト

レージシステム上でインスタンス化されます。

9. サーバープロファイルテンプレート設定の入力が完了したら、OKをクリックします。

10. 詳細ウィンドウで、変更内容が表示されることを確認します。

詳細情報詳細情報

サーバープロファイルのSANストレージ設定

サーバープロファイルへのSANボリュームの接続

関連付けられたテンプレートアタッチメント

ボリュームアタッチメントの構成とサーバープロファイルテンプレートへのボリュームの追加 867



サーバープロファイルテンプレートのコピーサーバープロファイルテンプレートのコピー

サーバーブレードの場合、サーバーハードウェアタイプが同じで、同じエンクロージャーグループ内にある新しいテン
プレートに、サーバープロファイルテンプレートをコピーできます。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレートをコピーすると、ボリュームアタッチメントがそれらに関連付けら
れているテンプレートアタッチメントの値を保持します。元のテンプレートからサーバープロファイル
をコピー先に移動する場合、ボリュームアタッチメントは同じマッピングを保持します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルテンプレートの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、コピーするサーバープロファイルテンプレートを選択します。

3. アクション > コピーの順に選択します。

4. 名前に一意のエントリーを指定します。

5. サーバープロファイルテンプレートに、実行したいその他のアップデートを指定します。

注記:注記:

サーバーハードウェアタイプとエンクロージャーグループは変更できません。

6. 作成をクリックします。

7. マスターウィンドウで新しいテンプレートが作成されていることを確認します。

サーバープロファイルテンプレートのコピー 868



テンプレートからのサーバープロファイルの作成テンプレートからのサーバープロファイルの作成

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

サーバープロファイルテンプレートが利用可能であること

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルテンプレートの順に選択します。

2. アクション > サーバープロファイルの作成の順に選択します。

3. 要求されたデータを入力します。

4. 作成または作成+をクリックして、1つ以上のプロファイルを作成します。プロファイルを選択したサーバーハード

ウェアに適用するか、未割り当てのままにすることができます。

作成+をクリックした後、別のプロファイルを作成し始めることができます。

注記:注記:

一部の条件下でのみ、電源がオンのサーバーハードウェアに対して新しいサーバープロファイルを作

成できます。

5. 作成されてサーバーハードウェアに適用されたプロファイルが、サーバープロファイル画面のマスターウィンドウ

にこれらのプロファイルが表示されることを確認します。

6. サーバープロファイルテンプレートのいずれかの設定を上書きしたい場合は、サーバープロファイルテンプレート

のオーバーライドを選択します。

テンプレートからのサーバープロファイルの作成 869



サーバープロファイルテンプレートの作成サーバープロファイルテンプレートの作成

サーバープロファイルテンプレートを使用して、整合性のある構成でサーバーを展開できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

アプライアンスのリソースが構成されていること

サーバープロファイルテンプレートをカスタマイズするための各構成の前提条件を満たしていることを確認しま

す。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > サーバープロファイルテンプレートの順に選択し、次のいずれかを実行します。

a. マスターウィンドウで+サーバープロファイルテンプレートの作成をクリックします。

b. アクション > 作成の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、作成されたサーバープロファイルテンプレートが少なくとも1つある場合

にのみ表示されます。

2. リクエストされたデータを提供して、他のセクションをカスタマイズします。

注記:注記:

サーバープロファイルテンプレートをカスタマイズするための各構成の前提条件を満たしていること

を確認します。

3. 作成作成または作成+作成+をクリックして、サーバープロファイルテンプレートを作成します。

作成+作成+をクリックした場合、別のサーバープロファイルテンプレートを作成できます。

4. 作成するすべてのサーバープロファイルテンプレートについて、この手順を繰り返します。

5. マスターウィンドウで、各サーバープロファイルテンプレートが作成されたことを確認します。

詳細情報詳細情報

サーバープロファイルのファームウェア設定

アプライアンスのファームウェアレポジトリへのファームウェアバンドルの追加

サーバープロファイルのローカルストレージ設定

サーバープロファイルのSANストレージ設定

サーバープロファイルのブート設定

サーバープロファイルのBIOS設定

サーバープロファイルのアドバンスト設定

サーバープロファイルテンプレートでのiLO設定の構成

サーバープロファイルテンプレートの作成 870
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サーバープロファイルテンプレートの削除サーバープロファイルテンプレートの削除

必要なくなったサーバープロファイルテンプレートを削除することができます。サーバープロファイルテンプレート
は、それらに関連付けられているサーバープロファイルがある場合は削除できません。サーバープロファイルを編集し
てサーバープロファイルテンプレートとの関連付けを削除できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルテンプレートの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するサーバープロファイルテンプレートを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージを確認して、はい、削除しますをクリックします。

5. マスターウィンドウで、テンプレートが削除されたことを確認します。

サーバープロファイルテンプレートの削除 871



サーバープロファイルテンプレートの編集サーバープロファイルテンプレートの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルテンプレートの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、編集するサーバープロファイルテンプレートを選択します。

3. アクション > 編集の順に選択します。

4. テンプレート設定を変更します。

5. OKをクリックして、新しいテンプレート設定を保存します。

6. 詳細ウィンドウで、テンプレートが変更されたことを確認します。

サーバープロファイルテンプレートの編集 872



サーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデートサーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデート

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューでサーバー > サーバープロファイルテンプレートの順に選択し、次のいずれかを実行します。

マスターウィンドウでサーバープロファイルテンプレートの作成をクリックします。

マスターウィンドウでサーバープロファイルテンプレートを選択し、アクション > 編集を選択します。

2. ファームウェアベースラインに対応するファームウェアバンドルを選択します。

SPPに含まれるバージョンより古いファームウェアをインストールする場合は、強制インストールオプションを選択

して、ファームウェアをダウングレードする必要があります。サーバーにインストールされている最新のファーム

ウェアがご利用の環境で問題を引き起こすことがわかっている場合（リリースノートに記載されている場合があり

ます）、古いバージョンのファームウェアのインストールが必要である場合があります。

注意:注意:

ファームウェアをダウングレードすると、アプライアンスが使用不能になり、インストール速度が低

下する場合があることに注意してください。例えば、iLOファームウェアが、リッチインフラストラ

クチャ仕様（RIS）を採用していない以前のバージョンにダウングレードされると、Smart Update

ToolsとHPE OneViewとの間の通信が失われます。

3. アップデートを完了するには、次のいずれかを実行します。

これが新しいテンプレートである場合は、作成をクリックしてサーバープロファイルテンプレートを作成しま

す。

既存のテンプレートを編集している場合は、OKをクリックしてサーバープロファイルテンプレートをアップデー

トします。

4. サーバープロファイルテンプレート画面の詳細ウィンドウに新しいファームウェアベースラインのリストがあるこ

とを確認します。

詳細情報詳細情報

ハングしたファームウェアアップデートタスクのキャンセル

サーバープロファイルテンプレートによるファームウェアのアップデート 873



設定設定

設定画面で、アプライアンスのさまざまな側面を構成および管理できます。アプライアンスの管理機能は、パネルに配
置されています。

アプライアンス

バックアップ

ネットワーク

時刻とロケール

プロキシ

ライセンス

セキュリティ

通知

スコープ

診断

アクティビティ

SNMP

アドレスおよび識別子

Remote Support

ストレージ

レポジトリ

サーバープロファイル

メインメニューから、 設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

管理機能パネルにマウスポインターを重ねて、 編集アイコンをクリックします。

管理機能をクリックして、アクション > 編集を選択します。

設定 874



設定：アクティビティ設定：アクティビティ

知りたい情報知りたい情報

アクティビティの絞り込み

アクティビティの表示

詳細情報詳細情報

アクティビティパネル

アクティビティ表示

アクティビティのタイプ：アラートおよびタス

ク

アクティビティの状態

アクティビティのステータス

ヘルスの監視

設定：アクティビティ 875



アクティビティパネルアクティビティパネル

設定：アクティビティ設定：アクティビティパネルには、アプライアンスに関するアラートおよびその他の通知が表示されます。画面の各領
域を絞り込んだり、ソートしたり、展開表示したりして、情報の表示方法を調整できます。このパネルは、機能の点
でアクティビティ画面と似ています。

詳しくは詳しくは

アクティビティ
スコープによるUI読み取りアクセスの制限

アクティビティパネル 876



設定：アドレスおよび識別子設定：アドレスおよび識別子

アドレスおよび識別子パネルには、現在使用可能なIPv4アドレス、MACアドレス、WWN、およびシリアル番号の数が表示
されます。アドレスおよび識別子パネルを使用して、IPv4またはIPv6サブネットとアドレス範囲を追加することもでき
ます。

知りたい情報知りたい情報

MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタム

IDプール範囲の追加

MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成

IDプールの追加

IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加

IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加

IPv4サブネットとアドレス範囲の編集

IPv6サブネットとアドレス範囲の編集

仮想MACアドレスの有効化

論理エンクロージャーへの手動でのIPアドレスの割

り当て

アクティブなIDプールとそのプロパティのリストの

表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

IDプール

IPサブネットとアドレス範囲

MACアドレス

予約済みVLANプール

シリアル番号

World Wide Name

設定：アドレスおよび識別子 877



IDプールIDプール

アプライアンスの起動時に、MAC アドレス、WWN（World Wide Name）、およびシリアル番号の仮想識別（ID）プールの
デフォルトセットが提供されます。追加のアドレスまたは識別子が必要な場合は、自動生成されるIDプールまたはカス
タムIDプールの範囲を追加できます。

IDプールとは、ランダムに生成することも、指定することもできる1つ以上の範囲の集まりで、大きなアドレス空間を
もたらします。プールはアドレスおよびIDの範囲で構成されています。範囲を個別に有効または無効にしたり、アドレ
スの未使用の範囲を削除して使用不可にすることができます。作成する仮想範囲から物理ID範囲が除外される場合、ID
プール範囲は物理IDと競合しません。

さまざまなアプリケーションでIPv4またはIPv6アドレスのプールを使用します。

1つまたは複数のIPv4またはIPv6アドレスの範囲を定義するには、IPv4またはIPv6サブネットを作成します。デバイ

スベイに静的IPアドレスを割り当てるには、これらのIP範囲をエンクロージャーグループに関連付けます。その場

合、IPアドレスはこれらのベイに情報を入力するサーバーハードウェアのiLOに割り当てられます。IP範囲はイン

ターコネクトベイにも関連付けられます。その場合、IPアドレスはインターコネクトモジュールに割り当てられま

す。インターコネクトとiLOは同じIPアドレスプールを共有します。

IPv4またはIPv6サブネットをイーサーネットネットワークに関連付けます。これが展開ネットワークとして使用さ

れるiSCSIネットワークの場合は、HPE Synergyイメージストリーマーアプライアンスは、アプライアンスの管理の

範囲のいずれかからのIPアドレスを使用できます。

注記:注記:

172.30.254.0から172.30.254.255の指定範囲のIPv4アドレスを使用できません。HPE OneViewは、エ

ンクロージャードメイン内の内部プライベートVLAN上で、この範囲を使用します。

イメージストリーマーの場合、サーバーに展開アドレス（iSCSIイニシエーター）としてIPv4アドレ

スを割り当てて、イメージストリーマーアプライアンス上でホストされたOSボリュームから起動しま

す。

IPv6は、ループバック、マルチキャスト、およびリンクローカルアドレスをサポートしません。

アドレス割り当てに関する問題と通信障害を回避するために、管理者

はhttps://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addresseshttps://en.wikipedia.org/wiki/Reserved_IP_addressesで説明されているように予約済みアドレ

スを考慮する必要があります。

HPE OneViewは、単一ラベルドメイン（SLD）名をサポートしていません。

サポートされるIDプールサポートされるIDプール

IDプールIDプール 説明説明

IPv4アドレスIPv4アドレス 4つのオクテット（10進数で0～255）がドットで区切られたドット区切り10進表ドット区切り10進表
記記。例えば、 192.168.1.1

IPv6アドレスIPv6アドレス IPv6アドレスは、4つの16進数の8つのグループとして表され、各グループは16
ビットを表します（2オクテット、グループは16進数とも呼ばれます）。グルー
プはコロン（:）で区切ります。

仮想MACアドレス（vMAC）仮想MACアドレス（vMAC） バイトごとにコロン（ : ）で区切られた、16文字の12進数として表される6バ

イトの数

ユニキャストアドレス範囲のみ。マルチキャストビットは設定できない

仮想World Wide Name（vWWN）仮想World Wide Name（vWWN） バイトごとにコロン（ : ）で区切られた、16文字の16進数として表される8バ

イトの数

仮想シリアル番号（vSN）仮想シリアル番号（vSN） 10文字の英数字（大文字）

詳しくは詳しくは

IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加
IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加
IPv4サブネットとアドレス範囲の編集
IPv6サブネットとアドレス範囲の編集

IDプール 878
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予約済みVLANプール予約済みVLANプール

予約済みVLANプールとは、タグなしネットワークの割り当てに使用するVLANの範囲です。

トンネル

タグ無し

タグ付きネットワークおよびFCoEネットワークは、予約済みプール以外のVLANを使用します。タグ付きネットワークま
たはFCoEネットワークに対して予約済みVLANを使用することはできません。

VLANプールを使用すると、利用可能なVLANの数をタグ付きネットワークとタグ無しネットワーク間で分配することがで
きます。タグ無しネットワークでは、内部変換リソース用のVLANが使用されます。そのため、予約済みVLANプールは、
その内部VLANの割り当てに使用できる十分な数のVLANを提供できます。また、予約済みプールの範囲を使用すると、タ
グ付きネットワークで変換リソースを使用する必要がなくなります。

ネットワークの最大値については、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

予約済みVLANプールの作成および管理予約済みVLANプールの作成および管理

予約済みVLANプールはファブリック内で一意です。ただし、各論理インターコネクト内で個別に割り当てられていま
す。予約済み範囲はファブリック内のすべての論理インターコネクトで同一です。残りのVLAN（プールの範囲外）は、
ファブリック内のすべての論理インターコネクト間で共有されます。

仮想アプライアンスで実行するHPE OneViewでは、デフォルトの範囲は4094から始まり、サイズは0です。

プールのサイズは128個のVLANを超えることはできません。REST APIを使用して、ファブリックの予約されたVLAN ID範

囲をアップデートします。詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

予約済みVLANプール 879
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IPサブネットとアドレス範囲IPサブネットとアドレス範囲

このセクションでは、追加および編集操作に該当するIPサブネットとアドレス範囲について説明します。

サブネットIDサブネットID：サブネットID（またはネットワークID）は、ネットワークまたはサブネットセグメントを識別する

ために使用されるTCP/IPアドレスの一部です。例えば、192.168.0.0はIPv4のサブネットID、

2001:db8:abcd:0012::0はIPv6のサブネットIDです。

サブネットマスクサブネットマスク: ホストとそのネットワークを識別します。

プレフィックス長プレフィックス長：プレフィックス長により、サブネットのサイズが決まります。IPv6のプレフィックス長は、

IPv4のサブネットマスクに相当します。サポートされるプレフィックス長は0〜127の間です。128のプレフィックス

長は、単一のIPアドレスを持つサブネットにつながるため、サポートされていません。

ゲートウェイゲートウェイ：トラフィックを他のネットワークに送信するネットワークIPデバイス。

ドメインドメイン: インターネット上の1つ以上のIPアドレスまたはコンピューターを識別します。例えば、ドメイン名 hpe
.comは、約12個のIPアドレスを表します。

注記:注記:

HPE OneViewは、単一ラベルドメイン（SLD）名をサポートしていません。

DNS：DNS：最大3つのDNSサーバーをサポートします。

注記: 注記: HPE Synergyイメージストリーマー展開ネットワークを構築する場合は、DNSフィールドを使用

しないでください。

名前：名前：<subnet-id>範囲<next number>に基づく一意の作成済みの名前。名前を編集することができ、制限は255文字

です。推奨されるイメージストリーマー構成。

IPアドレスIPアドレス：複数の連続または不連続のコンマ区切りフラグメントを含む単一のIPアドレス範囲。フラグメント

は、プール内の連続IDのサブセットです。各フラグメントは、プール内の他のアドレス範囲に関して相互に排他的

です。範囲内に追加できるフラグメントの最大数は100フラグメントです。

注記:注記:

デフォルトでは、IPv4アドレス範囲は有効です。

範囲またはサブネットのうち、他のリソースに関連付けられているものまたは使用中のアドレス

を持つものを削除することはできません。

詳しくは詳しくは

IDプール
設定：アドレスおよび識別子
IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加
IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加
IPv4サブネットとアドレス範囲の編集
IPv6サブネットとアドレス範囲の編集

IPサブネットとアドレス範囲 880



MACアドレスMACアドレス

メディアアクセス制御（MAC）アドレスは、ネットワークデバイスに割り当てられる一意の識別子で、多くの場合、
ハードウェアアドレスまたは物理アドレスと呼ばれます。アプライアンスは、128 ～ 1,048,576個の要素から構成され
るプールにMACアドレスを生成します。デフォルトでは、アプライアンスには1,000,000個のMACアドレスがあります。

編集画面で、デフォルトでは、仮想アドレスと識別子が有効になっているため、仮想アドレスと識別子を使用してサー
バープロファイルが構成されます。

次のタイプのアドレスを割り当てることができます。

生成済み：アプライアンスのセットアップ時に割り当てられます。

カスタム：開始アドレスと終了アドレスを定義します。

各タイプのプールは、複数の自動生成プールとカスタムプールのように、複数存在していてもかまいません。

注記:注記:

仮想のアドレスまたは識別子を1つ以上有効にすると、新しく作成するサーバープロファイルでそれ

らを使用可能になります。仮想アドレスを無効にすると、サーバープロファイルは物理アドレスおよ

び識別子のみを使用できます。

有効にされたプールの範囲が少なくとも1つ存在しなければなりません。

プール内の開始アドレスの場合、仮想アドレスまたは識別子を有効にすると、定義済みの範囲が選択

されます。定義済みの範囲は広く、異なる領域内で作成されるプロファイル間の競合を防止するた

め、ランダムに生成されます。

サポートされているMACアドレスは、ローカル管理されているユニキャストタイプアドレスです。そ

のため、2番目の16進数を偶数（2、6、A、またはE）に設定してローカルで引き続き一意にする必要

があります。

例：

5E:1B:6C:80:00:00 - 5E:1B:6C:80:0F:FF で4096 MACアドレスを作成

5E:1B:6C:80:00:00 - 5E:1B:6C:80:FF:FF で65K MACアドレスを作成

プール内の終了アドレスの場合、MACアドレスのカスタム範囲の2番目の16進数は、ローカルで引き続

き一意にするため2、6、A、またはEである必要があります。

アドレスのプールを削除し、使用できないようにすることができます。カウントが残りに等しくなると、削除削除オプショ
ン（X）が表示されます。

自動生成の追加ボタンでは100万個の識別子のプールが生成されます。このボタンは編集時にのみ使用できます。カス
タム範囲の追加ボタンではユーザーが指定した識別子のプールが生成されます。このボタンは編集時にのみ使用できま
す。

詳しくは詳しくは

IDプール
設定：アドレスおよび識別子
MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加
MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加
論理エンクロージャーの作成

MACアドレス 881



シリアル番号シリアル番号

シリアル番号は、128～46,656個の要素から構成されるプールで生成されます。デフォルトでは、アプライアンスには
46,000個のシリアル番号があります。

編集画面で、デフォルトでは、仮想アドレスと識別子が有効になっているため、仮想アドレスと識別子を使用してサー
バープロファイルが構成されます。

次のタイプのアドレスを割り当てることができます。

生成済み：アプライアンスのセットアップ時に割り当てられます。シリアル番号の先頭には VCGが付きます。

カスタム：開始アドレスと終了アドレスを定義します。シリアル番号の先頭には VCUが付きます。

各タイプのプールは、複数の自動生成プールとカスタムプールのように、複数存在していてもかまいません。

注記:注記:

仮想のアドレスまたは識別子を1つ以上有効にすると、新しく作成するサーバープロファイルでそれ

らを使用可能になります。仮想アドレスを無効にすると、サーバープロファイルは物理アドレスおよ

び識別子のみを使用できます。

有効にされたプールの範囲が少なくとも1つ存在しなければなりません。

プール内の開始アドレスの場合、仮想アドレスまたは識別子を有効にすると、定義済みの範囲が選択

されます。定義済みの範囲は広く、異なる領域内で作成されるプロファイル間の競合を防止するた

め、ランダムに生成されます。

VCM定義範囲とVCEM定義範囲の衝突を防ぐには、 VCUが先頭にあるシリアル番号のみを割り当てま

す。

例：

VCU97JK000 – VCU97JK35R は、4096のシリアル番号の範囲です。

識別子のプールを削除し、使用できないようにすることができます。

自動生成の追加ボタンでは46656個の識別子のプールが生成されます。このボタンは編集時にのみ使用できます。カス
タム範囲の追加ボタンではユーザーが指定した識別子のプールが生成されます。このボタンは編集時にのみ使用できま
す。

詳しくは詳しくは

IDプール
設定：アドレスおよび識別子
MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加
MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加
ボタンの機能

シリアル番号 882



World Wide NameWorld Wide Name

World Wide Name（WWN）は、ネットワークに接続されたストレージデバイスに割り当てられる一意の識別子です。WWN
は、128～1,048,576個の要素から構成されるプールで生成されます。デフォルトでは、アプライアンスには1,000,000
個のWWNがあります。

編集画面で、デフォルトでは、仮想アドレスと識別子が有効になっているため、仮想アドレスと識別子を使用してサー
バープロファイルが構成されます。

次のタイプのアドレスを割り当てることができます。

生成済み：アプライアンスのセットアップ時に割り当てられます。

カスタム：開始アドレスと終了アドレスを定義します。

各タイプのプールは、複数の自動生成プールとカスタムプールのように、複数存在していてもかまいません。

注記:注記:

仮想のアドレスまたは識別子を1つ以上有効にすると、新しく作成するサーバープロファイルでそれ

らを使用可能になります。仮想アドレスを無効にすると、サーバープロファイルは物理アドレスおよ

び識別子のみを使用できます。

有効にされたプールの範囲が少なくとも1つ存在しなければなりません。

仮想のアドレスまたは識別子を有効にすると、定義済みの範囲が選択されます。定義済みの範囲は広

く、異なる領域内で作成されるプロファイル間の競合を防止するため、ランダムに生成されます。

プール内の開始アドレスの場合、仮想アドレスまたは識別子を有効にすると、定義済みの範囲が選択

されます。定義済みの範囲は広く、異なる領域内で作成されるプロファイル間の競合を防止するた

め、ランダムに生成されます。

IEEE標準WWNがWWNプールに使用されます。 10:00がローカル管理されるユニキャストMACアドレスの

先頭に付いており、WWNの最初の4つの16進数は 1000、6番目の16進数は2、6、A、またはEです。

例：

10:00:5E:1B:6C:80:00:00 – 10:00:5E:1B:6C:80:0F:FF は、有効な4096のWWNの範囲で

す。

10:00:55:1B:6C:80:00:00 – 10:00:55:1B:6C:80:0F:FF は、無効な4096のWWNの範囲で

す。

プール内の終了アドレスの場合、WWNアドレスのカスタム範囲の2番目の16進数は、ローカルで引き続

き一意にするために2、6、A、またはEである必要があります。

アドレスのプールを削除し、使用できないようにすることができます。カウントが残りに等しくなると、削除削除オプショ
ン（X）が表示されます。

自動生成の追加ボタンでは100万個の識別子のプールが生成されます。このボタンは編集時にのみ使用できます。カス
タム範囲の追加ボタンではユーザーが指定した識別子のプールが生成されます。このボタンは編集時にのみ使用できま
す。

詳しくは詳しくは

IDプール
設定：アドレスおよび識別子
MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加
MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加
ボタンの機能

World Wide Name 883



MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成またはカスタムIDプールのMACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成またはカスタムIDプールの

追加追加

追加のIDプールが必要な場合、次のオプションを利用できます。

MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加

MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加

MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成またはカスタムIDプールの追加 884



MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加

追加のIDプールが必要な場合、アプライアンスは自動的に、MACアドレス、WWN、およびシリアル番号のIDプールを生成
できます。アプライアンスは、それらがランダムに生成され、アプライアンス全体で一意になるように、これらのID
プールを管理します。

前提条件前提条件

必要な最小権限：ネットワーク管理者（仮想MACアドレスと仮想WWN）、インフラストラクチャ管理者（すべてのIDタイ
プ）

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. アドレスおよび識別子パネルの 編集をクリックします。

3. 変更するアドレスまたは識別子のタイプに関連する自動生成の追加ボタンをクリックします。

4. 生成されたアドレスの範囲を受け入れる場合はOKをクリックします。受け入れない場合は、再生成をクリックして

新しいアドレスの範囲を作成してから、OKをクリックします。

詳しくは詳しくは

IDプール
設定：アドレスおよび識別子
MACアドレス
シリアル番号
World Wide Name

MACアドレス、WWN、またはシリアル番号の自動生成IDプールの追加 885



MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加

特定の範囲内のMACアドレス、WWN、またはシリアル番号のIDプールが必要な場合（例えば、使用可能なサブネットを利
用する場合）は、開始アドレスと終了アドレスを指定してカスタムの範囲を作成できます。

前提条件前提条件

必要な最小権限：ネットワーク管理者（仮想MACアドレスと仮想WWN）、インフラストラクチャ管理者（すべてのIDタイ
プ）

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. アドレスおよび識別子パネルの 編集をクリックします。

3. 変更するアドレスまたは識別子のタイプに関連するカスタム範囲の追加ボタンをクリックします。

4. 以下のいずれかを実行します。

開始アドレスと終了アドレスを入力します。（数は自動計算されます。）生成されるアドレスの数を表示するに

は、カウントボックスをクリックします。

開始アドレスと数を入力します。（終了アドレスは自動計算されます。）生成される範囲の終了アドレスを表示

すには、終了（終了アドレス）ボックス内をクリックします。

5. OKをクリックします。

詳しくは詳しくは

IDプール
設定：アドレスおよび識別子
MACアドレス
シリアル番号
World Wide Name

MACアドレス、WWN、またはシリアル番号のカスタムIDプール範囲の追加 886



IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加

前提条件前提条件

必要な最小権限：ネットワーク管理者、インフラストラクチャ管理者

iLOとインターコネクトへの管理ネットワーク接続のためのIPv4アドレス要件

手順手順

1. メインメニューで設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

a. アドレスおよび識別子をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

b. アドレスおよび識別子パネルにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加をクリックし、要求されたサブネット情報を入力します。

3. アドレス範囲を追加をクリックし、要求されたアドレス情報を入力します。

4. 追加または追加+をクリックして、アドレス範囲を追加します。

5. 追加または追加+をクリックして、サブネットおよびアドレス範囲を追加します。

6. OKをクリックして、変更を送信します。

7. IPv4サブネットおよびアドレス範囲パネルに、新しいアドレスの範囲が表示されることを確認します。

詳しくは詳しくは

IPv4サブネットとアドレス範囲の編集

IPv4サブネットおよびアドレス範囲の追加 887



IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、インフラストラクチャ管理者

iLOとインターコネクトへの管理ネットワーク接続のためのIPv6アドレス要件

手順手順

1. メインメニューで設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

アドレスおよび識別子をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

アドレスおよび識別子パネルにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加をクリックし、要求されたサブネット情報を入力します。

3. アドレス範囲を追加をクリックし、要求されたアドレス情報を入力します。

4. 追加または追加+をクリックして、アドレス範囲を追加します。

5. 追加または追加+をクリックして、サブネットおよびアドレス範囲を追加します。

6. OKをクリックして、変更を送信します。

7. IPv6サブネットおよびアドレス範囲パネルに、新しいアドレスの範囲が表示されることを確認します。

詳しくは詳しくは

IPv6サブネットとアドレス範囲の編集

IPv6サブネットおよびアドレス範囲の追加 888



IPv4サブネットとアドレス範囲の編集IPv4サブネットとアドレス範囲の編集

前提条件前提条件

必要な最小権限：

ネットワーク管理者

インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューで設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

アドレスおよび識別子をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

アドレスおよび識別子パネルにポインターを合わせ、  編集アイコンをクリックします。

2. サブネットまたはアドレス範囲情報の横にある  アイコンをクリックします。

注記: 注記: IPアドレスが、アドレス範囲から割り当てられている場合は、そのアドレス範囲を編集できませ
ん。エンクロージャーグループの容量を増量するには、追加の範囲を作成し、それをエンクロージャー
グループに追加します。

3. 変更内容を入力して、アップデートをクリックします。

4. OKをクリックします。

5. 変更内容がIPv4サブネットおよびアドレス範囲パネルに表示されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

設定：アドレスおよび識別子

IPv4サブネットとアドレス範囲の編集 889



IPv6サブネットとアドレス範囲の編集IPv6サブネットとアドレス範囲の編集

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューで設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

アドレスおよび識別子をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

アドレスおよび識別子パネルにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. サブネットまたはアドレス範囲情報の横にある  アイコンをクリックします。

3. 変更内容を入力して、アップデートをクリックします。

4. OKをクリックします。

5. 変更内容がIPv6サブネットおよびアドレス範囲パネルに表示されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

設定：アドレスおよび識別子

IPv6サブネットとアドレス範囲の編集 890



仮想MACアドレスの有効化仮想MACアドレスの有効化

仮想MACアドレスを有効にするには、以下の手順を実行します。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、インフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

アドレスおよび識別子パネルにマウスポインターを重ねて、 をクリックします。

アドレスおよび識別子をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

2. MACアドレスパネルで、仮想を有効化チェックボックスを選択します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックします。

4. 詳細ウィンドウでMACアドレス構成を確認します。

詳しくは詳しくは

設定：アドレスおよび識別子
MACアドレス

仮想MACアドレスの有効化 891



論理エンクロージャーへの手動でのIPアドレスの割り当て論理エンクロージャーへの手動でのIPアドレスの割り当て

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、インフラストラクチャ管理者。

アドレスプールが作成されていて、割り当てに使用できること。

手順手順

1. メインメニューから、サーバー > 論理エンクロージャーを選択し、編集する論理エンクロージャーを選択します。

2. アクション > 編集を選択し、以下のいずれかを実行します。

a. IPv4アドレスセクションで、デバイスのIPv4アドレスの自動挿入を選択します。

b. プールから開始IPアドレスを指定し、OKを選択します。

または

a. IPv4アドレスセクションで、小さな灰色の矢印をクリックして各フレームを展開し、プールから手動でIPを割り

当てます。

3. メインメニューから、設定 > アドレスおよび識別子 > アクション > 編集を選択し、古いIPアドレスプールを削除

します。

論理エンクロージャーへの手動でのIPアドレスの割り当て 892



アクティブなIDプールとそのプロパティのリストの表示アクティブなIDプールとそのプロパティのリストの表示

前提条件前提条件

必要な最小権限：ネットワーク管理者（仮想MACアドレスと仮想WWN）、インフラストラクチャ管理者（すべてのIDタイ
プ）

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. アドレスおよび識別子パネルにポインターを合わせ、 編集をクリックします。

詳しくは詳しくは

IDプール

アクティブなIDプールとそのプロパティのリストの表示 893



設定：アプライアンス設定：アプライアンス

アプライアンスのタスクを実行するには、アクションメニューを選択します。

ログインの役割と、その役割に付与されたパーミッションに基づいて、アプライアンス設定を表示または編集できま
す。

知りたい情報知りたい情報 詳細情報詳細情報

アプライアンスのアップデート

工場出荷時設定へのリセット操作

HPE OneView Update Readiness Checker

アプライアンスがサポートされていないハードウェアを

処理する方法

スコープによるUI読み取りアクセスの制限

サポートダンプファイル

アプライアンスの問題のトラブルシューティング

設定：アプライアンス 894



アプライアンスのアップデートアプライアンスのアップデート

アプライアンスでは、ソフトウェアとファームウェアを組み合わせたものが実行されます。アプライアンスのソフト
ウェアおよびファームウェアを最新の状態に維持すると、問題が修正され、パフォーマンスが向上し、アプライアンス
に新しい機能が追加されます。アップデートが利用可能になっても、アプライアンスから自動的には通知されません。
アプライアンスのアップデートファイルがリリースされていないか確認する必要があります。

インストールされているアプライアンスファームウェアのバージョンを表示するには、設定 > アプライアンスを選択
します。

アプライアンスのアップデートファイルの新しいバージョンをwww.hpe.com/info/hpeoneview/updateswww.hpe.com/info/hpeoneview/updatesからダウンロー

ド可能かどうかを確認します。

アプライアンスをアップデートする前に、HPE OneViewリリースノートHPE OneViewリリースノートを調べて、サポートされているアップグレード

パス、アップデートで提供される新機能、制限、トラブルシューティングのヒント、およびアップデート後の再起動が
必要かどうかを確認してください。

注記:注記:

アプライアンスのアップデートファイルをダウンロードすると、HPE OneViewリリースノートHPE OneViewリリースノートへのリンク

がダウンロードダイアログボックスに表示されます。そのリンクをクリックして、後で参照できるよう
に情報を読み込んで保存および印刷することをお勧めします。ダウンロードが開始されると、再度その
リンクにアクセスすることはできません。

アプライアンスのアップデートは、設定 > アプライアンス > アクション > アプライアンスのアップデートメニュー
から、またはREST APIを使用して管理します。ダウンロードしたアップデートイメージファイルをアプライアンスに転
送してインストールできます。

アプライアンスのアップデートをインストールすると、アプライアンスが再起動してオフラインになります。アプライ
アンスがオフラインになっても、管理対象リソースは影響を受けません。管理対象リソースは、アプライアンスがオフ
ラインの間も動作し続けます。

重要:重要:

アプライアンスがアップデートされたら、新しいバージョンのHPE OneViewについて互換性のあるバック
アップを確保するため、新しいバックアップを作成します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスがサポートされていないハードウェアを処理する方法

アプライアンスのアップデート

アプライアンスのアップデート 895

http://www.hpe.com/info/hpeoneview/updates
http://www.hpe.com/info/oneview/docs
https://www.hpe.com/support/OneView-RN
http://www.hpe.com/info/oneview/docs
https://www.hpe.com/support/OneView-RN


工場出荷時設定へのリセット操作工場出荷時設定へのリセット操作

工場出荷時設定へのリセットでは、アプライアンスを元の工場出荷時設定にリストアしますが、インストールされてい
るファームウェアのバージョンは変更されません。

注意:注意:

デフォルトでは、工場出荷時設定へのリセット操作により、HPE OneView内のログ、ネットワーク設定、
および管理対象デバイス設定などのアプライアンスデータが消去されます。ネットワーク設定とログを
明示的に保存するオプションがあります。ネットワーク設定を維持するオプションは、暗号化モードも
維持します。

アプライアンスをエラーから復旧しようとするときは、アプライアンスがネットワークからアクセスで
きる状態を維持するためにネットワーク設定を保存するのが最も安全なオプションです。

この操作を行う前に、最近のバックアップファイルがあることを確認してください。

工場出荷時設定へのリセット操作はUIから、またはアプライアンスのMaintenance Consoleから実行できます。

次の理由のいずれかの場合、工場出荷時設定へのリセットを使用します。

ハードウェアに移行することができるようにアプライアンスを撤去する。

アプライアンスを再利用するために既知の状態に戻す（例えば、バックアップファイルからアプライアンスをリス

トアする場合）。

工場出荷時設定へのリセット操作 896



VMアプライアンスを管理するためのベストプラクティスVMアプライアンスを管理するためのベストプラクティス

仮想コンソールからVMアプライアンスを管理するため、次のガイドラインをお勧めします。

VMware vSphere仮想マシンを管理するためのベストプラクティスVMware vSphere仮想マシンを管理するためのベストプラクティス

行うこと行うこと

シックプロビジョニングを使用する。（必須）

共有および予約を使用して適切なCPUパフォーマンスを確保する。

行わないこと行わないこと

Thin Provisionを使用する。

VMware Toolsをアップデートする。VMware ToolsにOut of DateまたはUnManagedと表示されている場合、ツールは

正しく動作しています。ツールは使用可能で動作しているので、これらのステータスメッセージは問題ではありま

せん。VMware Toolsは、HPE OneViewソフトウェアのアップデートごとにアップデートされます。

VMスナップショットに戻る（サポート担当者から指示された場合など、特別な状況を除く）。

HPE OneViewアプライアンスがNTPを使用するように構成されているときに、vSphereクライアントのSynchronize

guest time with hostオプションを設定する。HPE OneViewは、ネットワークの構成時に適切なSynchronize guest

time with host設定を自動的に設定します。HPE OneViewがNTPサーバーを使用するように構成されている

と、Synchronize guest time with hostオプションは無効になります。HPE OneViewがNTPサーバーを使用するよう

に構成されていない場合は、ホストVMクロックに同期してSynchronize guest time with hostオプションが有効に

なります。その場合は、NTPを使用するようにVMホストを構成します。

VMに割り当てられているメモリ容量を削減する。

Microsoft Hyper-V仮想マシンを管理するためのベストプラクティスMicrosoft Hyper-V仮想マシンを管理するためのベストプラクティス

行うこと行うこと

固定サイズを使用する。

行わないこと行わないこと

統合サービスをアップデートする。

VMチェックポイントに戻る（サポート担当者から指示された場合など、特別な状況を除く）。

VMに割り当てられているメモリ容量を削減する。

動的メモリを有効にします。https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831766(v=ws.11).aspxhttps://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831766(v=ws.11).aspxを参照して

ください。

詳細情報詳細情報

アプライアンスの管理

VMアプライアンスを管理するためのベストプラクティス 897

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831766(v=ws.11).aspx


HPE OneView Update Readiness CheckerHPE OneView Update Readiness Checker

HPE OneView Update Readiness Checkerは、HPE OneViewユーザーが、アプライアンスのアップデートに進む前に、一
連の既知の条件についてHPE OneViewアプライアンスの健全性を評価するために提供されています。現在のところ、こ
のチェッカーはアプライアンスの状態のみを評価し、管理対象環境は評価しません。

チェッカーはHPE OneViewアプライアンス外のクライアントシステムで実行され、WindowsおよびLinuxプラットフォー
ムでサポートされています。チェッカーは、HPE OneView 4.2以降のバージョンのVMアプライアンスでサポートされて
います。チェッカーは、HPE Image Streamerアプライアンスではサポートされていません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

チェックを実行するターゲットHPE OneViewアプライアンスのIPアドレスまたはFQDNを取得している。

クライアントシステムへのHPE OneViewアプライアンスの証明書のインポートを含む、クライアントシステムとアプ

ライアンス間のセキュアな通信が有効になっている。

https://www.hpe.com/support/ov-urchttps://www.hpe.com/support/ov-urcから最新のバージョンをダウンロードしている。

証明書の有効化とチェッカーの使用について詳しくは、ダウンロードに含まれるREADMEを参照してください。

HPE OneView Update Readiness Checker 898

https://www.hpe.com/support/ov-urc


アプライアンスがサポートされていないハードウェアを処理する方法アプライアンスがサポートされていないハードウェアを処理する方法

サポートされていないハードウェアは、アプライアンスが管理できないデバイスです。サポートされていないデバイス
は、非管理デバイスと同様に、アプライアンスによって管理されません。違いは、管理されていないデバイスは、適切
な操作を実行するか正しく構成すれば、アプライアンスの管理下に置くことができるという点です。サポートされてい
ないハードウェアは、アプライアンスで管理することはできません。

アプライアンスは、サポートされていないハードウェアを検出し、インベントリ目的でデバイスから取得したモデル名
その他の基本的な情報を表示します。アプライアンスは、サポートされていないデバイスがエンクロージャーおよび
ラックの中で占める物理的な空間も示します。

アプライアンスは、デバイスが占める空間を示すために、非管理デバイスを表すのと同じ方法でサポートされていない
ハードウェアを表します。

サポートされていないハードウェアで使用可能な操作は、削除です。

詳細情報詳細情報

エンクロージャー

ラック

非管理デバイス

アプライアンスがサポートされていないハードウェアを処理する方法 899



スコープによるUI読み取りアクセスの制限スコープによるUI読み取りアクセスの制限

スコープが設定されていないインフラストラクチャ管理者スコープが設定されていないインフラストラクチャ管理者は、スコープが設定されたユーザーのUI画面に表示されるリ
ソースを制限できます。スコープによって読み取りアクセスを制限するには、 設定 > グローバル設定 > > ユーザー
インターフェイスの編集の順に選択します。 グローバル設定の編集ダイアログボックスで、 スコープによるユーザー
インターフェイス読み取りアクセスを制限オプションを選択します。このオプションを有効にすると、スコープで制限
されたユーザーのUI画面にはスコープ内のリソースだけが表示されます。

注記:注記:

スコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限スコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限オプションは、セキュリティ機能で
はありません。UI画面に自分のスコープ外のリソースが表示される場合もあります。この設定によっ
て、REST APIの動作は変更されません。

このオプションを有効にすると、スコープで制限されたユーザーに対して表示される内容は、次のように変わります。

スコープフィルターには、ユーザーのアクティブなパーミッション内のスコープのみが含まれます。すべてのリ

ソースオプションは含まれません。

スコープ外のリソースにアクセスするリンクは使用できません。制限されているユーザーがスコープ外のリソース

へのリンクをクリックすると、 というエラーメッセージが表示されます。

ダッシュボード、アクティビティ、およびリソース画面のリソース数には、スコープ内のリソースの数のみが表示

されます。

レポートにはスコープ外のリソースに関する情報が含まれている可能性があるため、レポートにはアクセスできま

せん。

データセンターやラックなど、いくつかのリソースタイプは、スコープに割り当てることができません。それらの

リソースはスコープ外にあっても、制限されているユーザーの画面に表示されます。

ユーザーのアクティブなパーミッションにすべてのリソースが含まれている場合、そのユーザーはスコープによっ

て制限されません。スコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限オプションが有効になって

いる場合でも、制限のないユーザーのUI画面にはすべてのリソースが表示されます。

リクエストしたアイテムを配置できません

スコープによるUI読み取りアクセスの制限 900



サポートダンプファイルサポートダンプファイル

サポートダンプには、ホスト名、IPアドレス、およびアプライアンスの監査ログのような、カスタマーの個人データが
含まれています。その他の指定をしない限り、サポートダンプファイル内のすべてのデータは、認定テクニカルサポー
ト担当者だけがアクセスできるように暗号化されます。

サポートダンプファイルを暗号化しないよう選択できるのは、インフラストラクチャ管理者のみです。このオプション
は、社内に認定テクニカルサポート担当者がいる場合や、ご使用の環境で外部接続が禁止されている場合に便利です。
また、サポートダンプファイルの内容を検証して、環境で極秘と考えられるデータが含まれていないことを確認するこ
ともできます。

アドバンストオプションを使用して、サポートダンプの作成中にサポートダンプログの選択をカスタマイズします。サ
ポートダンプログの選択をカスタマイズすると、コレクションのサイズが小さくなり、その結果、コレクションの作成
とダウンロードにかかる時間を短縮できます。

注記:注記:

Hewlett Packard Enterpriseでは、認定テクニカルサポート担当者のサポートを利用して、サポートダ
ンプログの選択をカスタマイズすることをお勧めします。

アプライアンスのサポートダンプを作成して、分析のために認定テクニカルサポートに送信することを勧めるメッセー
ジが表示される場合があります。サポートダンププロセスでは、以下の機能が実行されます。

以前のサポートダンプファイルを削除する

デバッグに必要なログやその他の情報を収集する

次の形式の名前が付いた圧縮ファイルを作成する

hostname-identifier—timestamp.sdmp
ここで、UIから作成されたサポートダンプファイルの場合、identifierは CI（アプライアンスサポートダンプを示

す）と LE（論理エンクロージャーサポートダンプを示す）のいずれかです。

重要:重要:

アプライアンスがエラー状態のときは、アプライアンスエラー画面が表示されます。だれもが暗号化サ
ポートダンプファイルをその画面から、ログインや他の認証を必要とせずに作成できます。

サポートダンプファイルには次の内容が含まれます。

オペレーティングシステムログ

製品ログ

特定のオペレーティングシステムと製品関連のコマンドの結果

サポートダンプファイルに記録される項目は、UTC時刻に従って記録されます。

詳細情報詳細情報

復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっている

サポートダンプファイルの作成

論理エンクロージャーのサポートダンプ

サポートダンプファイル 901



論理エンクロージャーのサポートダンプ論理エンクロージャーのサポートダンプ

論理エンクロージャーサポートダンプを作成できます。デフォルトでは、中にアプライアンスサポートダンプが含まれ
ています。論理エンクロージャーサポートダンプファイルには、関連付けられている個々の論理インターコネクト内の
各メンバーの内容が含まれます。論理エンクロージャーサポートダンプは、作成後、アプライアンスのサポートダンプ
内に組み込まれ、さまざまなファイルのすべてが1つのzipファイルに圧縮され、ダウンロード用に暗号化されます。

アプライアンスサポートダンプを除外するには、サーバー > 論理エンクロージャー > アクション > 論理エンクロー
ジャーのサポートダンプの作成ダイアログのアプライアンスサポートダンプを含むオプションをクリアします。

詳細情報詳細情報

復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっている

論理エンクロージャーのサポートダンプファイルの作成

論理エンクロージャーのサポートダンプ 902



サポートダンププレビューファイルサポートダンププレビューファイル

プレビューダンプは、サイズが25 MB未満のサポートダンプのサブセットであり、最新のログデータを含んでいます。
プレビューダンプはフルサポートダンプの前にダウンロードされます。プレビューダンプをメールで共有することによ
り、認定テクニカルサポートから最初の回答を得るのにかかる時間を短縮できます。サポートダンプの作成時にプレ
ビューダンプファイルを要求できます。プレビューダンプにはサポートダンプと同じプロパティがあります。サポート
ダンプが暗号化されている場合は、プレビューダンプも暗号化されます。プレビューダンプはサポートダンプに置き換
わるものではありません。

サポートダンププレビューファイル 903



サポートダンプファイルの作成サポートダンプファイルの作成

アプライアンスのみ、または論理エンクロージャーとアプライアンスのサポートダンプファイルを作成するには、この
手順を使用します。サポートダンプデータをダウンロード可能なファイルに収集します。

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、インフラストラクチャ管理者、バックアップ管理者、読み取り専用

注記:注記:

インフラストラクチャ管理者だけが、サポートダンプファイルを暗号化しないことを選択できます。

別の役割を持つユーザーが作成する場合、サポートダンプファイルは自動的に暗号化されます。

手順手順

1. アプライアンスのサポートダンプファイルでは、次のいずれかを実行します。

a. メインメニューで設定をクリックして、アプライアンスパネルでサポートダンプの作成をクリックします。

b. メインメニューで設定をクリックし、アプライアンスをクリックして、アクション > サポートダンプの作成の

順に選択します。

2. 論理エンクロージャーのサポートダンプファイルを作成するには、以下の操作を実行します。

a. メインメニューで論理エンクロージャーをクリックし、アクション > 論理エンクロージャーのサポートダンプ

の作成を選択します。

3. インフラストラクチャ管理者の場合は、サポートダンプファイルを暗号化するかどうかを選択します。

a. サポートダンプファイルを暗号化するには、サポートダンプの暗号化を有効チェックボックスが選択されている

ことを確認します。

b. 暗号化を無効にするには、サポートダンプの暗号化を有効チェックボックスをクリアします。

4. プレビューダンプファイルを作成するには、サポートダンププレビューを有効チェックボックスをオンにします。

サポートダンプのプレビューは、サポートダンプの前に別のファイルとしてダウンロードされます。

5. サポートダンプログの選択をカスタマイズするには、認定テクニカルサポート担当者に相談し、アドバンス

トチェックボックスを選択してダウンロードするログのタイプを選択します。

6. はい、作成しますをクリックします。

サポートダンプファイルの作成中は、他のタスクの実行を続行できます。

7. このタスクが完了すると、サポートダンプファイルがダウンロードされます。ブラウザーの設定でデフォルトのダ

ウンロードフォルダーが指定されている場合、サポートダンプファイルはそのフォルダーに配置されます。指定さ

れていない場合は、ファイルのダウンロード先を指定するように求められます。

8. サポートダンプファイル（および有効な場合、プレビューダンプファイル）が正しいフォルダーに保存されたこと

を確認します。

サポートダンプファイルは、ファイル名を<hostname-identifier-timestamp.sdmp>としてダウンロードします。プ

レビューダンプファイルは、ダンプファイル名の末尾に「_preview」を付加して（<hostname-identifier—

timestamp_preview.sdmp>）ダウンロードします。

9. サポートダンプファイルをHewlett Packard Enterpriseに送信する手順については、認定テクニカルサポートにお

問い合わせください。

重要:重要:

特に指定しない限り、サポートダンプファイルは、認定テクニカルサポートだけがその内容を表示でき
るように暗号化されます。

Hewlett Packard Enterpriseデータ保管ポリシーでは、送信されたすべてのサポートダンプファイルを
使用後に削除することが義務付けられています。

詳しくは詳しくは

サポートダンプファイル

HPE OneViewのサポートダンプが作成されなかった

サポートダンプファイルの作成 904



Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

サポートダンプファイルの作成 905



アプライアンスの新しいアップデートファイルが利用可能かどうかの確認アプライアンスの新しいアップデートファイルが利用可能かどうかの確認

アプライアンスのアップデートファイルの新しいバージョンが利用可能かどうかは手動で確認します。アプライアンス
のアップデートは、アップデートプロセスの間に1つのファイルからインストールされます。

前提条件前提条件

権限：読み取り専用またはネットワーク管理者（アプライアンスのアップデートバージョンを表示する場合）、また
はインフラストラクチャ管理者（アプライアンスのアップデートバージョンを表示およびインストールする場合）

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. アプライアンスウィンドウで、現在のファームウェアバージョンを書き留めます。

3. アクション > アプライアンスのアップデートの順に選択し、アップデートをクリックします。

4. バージョンを比較して、より最近のアップデートファイルが利用可能かどうか確認します。利用可能な場合は、イ

メージファイルをローカルコンピューターにダウンロードします。

注記:注記:

アプライアンスのアップデートは、http://www.hpe.com/info/hpeoneview/updateshttp://www.hpe.com/info/hpeoneview/updatesからアプライアン

ス以外のシステムにダウンロードできます。アプライアンスはインターネットに接続されている必要

はありません。

5. アプライアンスをアップデートし、インストールプロセスを完了します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのアップデート

アプライアンスの新しいアップデートファイルが利用可能かどうかの確認 906
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元の工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット元の工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット

工場出荷時設定へのリセットにより、アプライアンスは元の工場出荷時設定にリストアされます。インストールされて
いるファームウェアのバージョンは変更されません。

アプライアンスのネットワーク設定を保持するか消去するかを選べます。回復不能なエラー状態からアプライアンスを
リカバリするために、ネットワーク設定が維持された工場出荷時設定へのリセットが必要です。このオプションでは、
アプライアンスバックアップファイルからアプライアンスをリストアできるように、ほとんどの障害が消去されます。
リセットオプションは、暗号化モードを変更しません。

アプライアンスをリセットして、そのアプライアンスを廃棄する（ハードウェアを移行できるようにする）か、または
アプライアンスを既知の状態に戻して再利用（例：バックアップファイルからアプライアンスをリストアするため）す
ることが必要になる場合があります。

注意:注意:

この操作は、HPE OneView内のログと管理対象デバイスの設定を含むアプライアンスデータを消去し

ます。

このアクションは、管理対象デバイスの構成には何ら影響しません。このため、HPE OneViewがそれ

らを管理しなくなった場合、デバイスの手動クリーンアップが必要になる場合があります。

リセット操作中は、REST API呼び出しおよびGUI操作は禁じられています。

ネットワーク設定を保持するオプションは、暗号化モードを変更しません。設定 > セキュリティを

選択して、暗号化モードが目的のモードに設定されていることを確認し、暗号化設定をレビューしま

す。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

すべてのタスクが完了または停止していることと、他のすべてのユーザーがログオフしていることを確認します。

手順手順

1. アプライアンスとその管理対象の環境を廃棄する場合、HPE OneView管理からすべてのハードウェアを取り外しま

す。例えば次を実行します。

a. すべてのサーバープロファイルを削除または割り当て解除します。

b. すべての論理エンクロージャーを削除します。

c. HPE OneView内で割り当てられているすべてのストレージボリュームを削除します。

d. （IPアドレスプールを通じて構成されている）管理対象デバイスをデフォルトのIPアドレスにリセットします。

2. メインメニューで、設定を選択してアプライアンスをクリックします。

3. アクション > 工場出荷時設定へのリセットを選択します。

4. オプションで、アプライアンスのネットワーク設定を保存しますを選択します。

5. OKを選択します。

6. アプライアンスを廃棄する場合は、HPE OneViewによって管理されるすべてのハードウェアが管理対象から外れてい

ることを確認します。

この操作では、進行状況バーが実行中に表示されます。ログインは自動的に無効となります。アプライアンスのリセッ
トが数分後に完了したら、ログインして、アプライアンスを最初のときのようにセットアップできます。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのバックアップ

クイックスタート：HPE OneViewの初期構成

元の工場出荷時設定へのアプライアンスのリセット 907



アプライアンスのUIからの再起動アプライアンスのUIからの再起動

この手順は、アプライアンスの安全なシャットダウンおよび再起動をUIから実行する場合に使用します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

すべてのタスクが完了または停止していることと、他のすべてのユーザーがログオフしていることを確認します。

そうしないと、アプライアンスを再起動したときにユーザーが切断されて、実行中のタスクが中断してしまいま

す。

手順手順

1. メインメニューから、設定 > アプライアンスの順に選択します。

2. アクション > 再起動を選択します。

ユーザーがログアウトされて実行中のタスクが中断されることを知らせるダイアログボックスが開きます。

3. ダイアログボックスで再起動しますを選択します。

4. ログイン画面が再度表示されたら、ログインして確認します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのMaintenance Console

アプライアンスのUIからの再起動 908



アプライアンスのUIからのシャットダウンアプライアンスのUIからのシャットダウン

この手順は、アプライアンスの安全なシャットダウンをUIから実行する場合に使用します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

すべてのタスクが完了または停止していることと、他のすべてのユーザーがログオフしていることを確認します。

手順手順

1. メインメニューから、設定 > アプライアンスの順に選択します。

2. アクション > シャットダウンの順に選択します。

すべてのユーザーがログアウトされ、進行中のタスクはキャンセルされることを知らせるダイアログボックスが開

きます。

3. ダイアログボックスでシャットダウンしますを選択します。

4. シャットダウンしたことを確認します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのMaintenance Console

アプライアンスのUIからのシャットダウン 909



アプライアンスのアップデートアプライアンスのアップデート

アプライアンスのアップデート用のイメージファイルはhttp://www.hpe.com/info/hpeoneview/updateshttp://www.hpe.com/info/hpeoneview/updatesから入手できま

す。

イメージファイルのダウンロードに必要な時間は、イメージファイルの内容とネットワーク接続速度によって異なりま
す。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

アプライアンスをアップデートする前に、バックアップファイルを作成してダウンロードします。

HPE OneView 5.2以前からアップデートする場合は、他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確

認し、アップデート中に誰もログインしないようにすること。

HPE OneView 5.3以降からアップデートする場合は、アプライアンスにログインしているユーザーの管理操作を、監

視、読み取り専用操作、およびHPE OneViewの処理が1分未満で完了するハードウェア管理操作に制限すること。

HPE OneView Update Readiness Checkerを使用してHPE Synergyコンポーザーのヘルスが評価済みであること。

HPE OneViewリリースノートを読み、アップデートの詳細を確認してください。HPE OneViewファームウェアおよび

ドライバーのアップデートガイドを参照して、バージョン固有の要件を確認してください。HPE OneViewサポートマ

トリックスを参照して、選択したバージョンがアプライアンスへのインストールに適切かどうかを確認してくださ

い。

他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確認し、アップデート中に誰もログインしないように

します。

手順手順

1. お好みのチェックサムユーティリティと .md5ファイルをダウンロードして、ダウンロードしたアップデートイ

メージファイルの整合性を確認します。

2. イメージファイルをローカルコンピューターにダウンロードします。アプライアンスのアップデートのイメージ

ファイルは、http://www.hpe.com/info/hpeoneview/updateshttp://www.hpe.com/info/hpeoneview/updatesで入手できます。

重要:重要:

アプライアンスのプラットフォームと互換性のあるイメージファイルを選択します。どのオペレー

ティングシステムにどのイメージファイルをダウンロードするかについては、HPE OneViewインスHPE OneViewインス

トールガイドトールガイドを参照してください。

注記:注記:

アプライアンスのアップデートファイルをダウンロードすると、最新のHPE OneViewリリースノーHPE OneViewリリースノー

トトのリンクがダウンロードダイアログボックスに表示されます。リンクをクリックして読み、後で参

照できるように情報を保存して印刷することをお勧めします。ダウンロードが開始されると、再度そ

のリンクにアクセスすることはできません。

3. HPE OneViewリリースノートHPE OneViewリリースノート

を読み、アップデートの詳細を確認します。HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイドを参照して、バージョン固有の要件を

確認してください。HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照して、選択したバージョンがアプライアンスへのイン

ストールに適切かどうかを確認してください。

4. アプライアンスにログインし、設定設定を選択して次のいずれかを実行します。

アプライアンスパネルでアプライアンスのアップデートをクリックします。

アプライアンスをクリックします。アクション > アプライアンスのアップデートを選択します。

5. アップデートイメージの選択オプションを使用し、次のいずれかを実行します。

ローカルコンピューター上のフォルダーからイメージファイルをドラッグして、アプライアンスのアップデー

ト画面のボックスにドロップします。この方法は、Microsoft Internet Explorerの旧バージョンではサポート

されていません。

参照をクリックし、ダウンロードしたイメージファイルを参照して選択します。

アプライアンスのアップデート 910
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6. アップロード方法アップロード方法を選択して、アップロード（HPE OneView 5.2以降のリリースからアップデートする場合）また

はアップロードおよびインストール（HPE OneView 5.0以前のリリースからアップデートする場合）をクリックしま

す。

アップロードの完了後、すぐにアップデートをインストールするには、イメージファイルをアップロードし、プ

ロンプトを待ってインストールしますオプションを使用します。

後でインストールできるように準備するには、後でインストールする場合はイメージファイルをバックグラウン

ドでアップロードしますオプションを使用します。アップデートを実行する準備ができたら、アプライアンスの

アップデート画面に戻り、アップロードされたイメージからのアップデートオプションを使用します。

このイメージファイルはアップロードの一部として検証されます。アプライアンスと互換性がない場合や、インス

トールできない場合は、アプライアンスから削除されます。

7. エンドユーザー使用許諾契約書、書面による申込みをクリックして表示します。条項を確認し、アップデートを続

行するにはこれに同意して、アップデートをクリックします。

8. アップデートアップデートをクリックして、アップデートプロセスを開始します。

9. 

アップデートのステータスと進行状況を進行状況バーで確認します。アップデートが完了するまでアプライアンス

にアクセスできません。

注記:注記:

アップデートが完了するまでアプライアンスにアクセスできません。

10. 設定 > アプライアンス画面でファームウェアのバージョンと日付を確認して、アップデート操作を検証します。

11. アップデート後、アプライアンスをバックアップします。

注記:注記:

アプライアンスをアップグレードした後、バックアップを作成してください。アプライアンスをリス

トアする必要がある場合は、同じバージョンのアプライアンスで作成されたバックアップからのみリ

ストアできます。

アップデートに成功すると、アプライアンスが再起動します。アプライアンスは、再起動後にログイン画面に戻りま
す。

インストールが失敗すると、アプライアンスは前の状態に戻り、再起動します。

再起動によって、管理下にあるシステムの操作は中断しませんが、管理コンソールは閉じられます。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのアップデート

アプライアンスの手動バックアップ
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設定：アプライアンスネットワーク設定：アプライアンスネットワーク

最初に administratorでアプライアンスにログインするときには、基本的なネットワーク構成情報を設定する必要が
あります。

知りたい情報知りたい情報

アプライアンスのネットワーク設定の変更

DNSサーバーの変更

デュアルスタックプロトコルへの変更

初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構

成

ホスト名またはIPアドレスのPing

その他の操作

さらに詳しくさらに詳しく

アプライアンスネットワーク設定
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アプライアンスネットワーク設定アプライアンスネットワーク設定

仮想アプライアンスイメージを仮想マシンホストにインストールすると、次の操作を実行できます。

最初はインフラストラクチャ管理者としてログインする

アプライアンスのデフォルト管理者パスワードを変更する

アプライアンスのネットワーク接続を構成する

初期セットアップの場合、ハードウェアの検出プロセスが開始する前に、アプライアンスのネットワークを構成するこ
とをお勧めします。アプライアンスのネットワークを設定する権限がない場合は、アプライアンスのネットワーク構成
をキャンセルして、ハードウェアの検出を続けることができます。ただし、Webブラウザーからリモートで構成を続け
るには、その前にアプライアンス管理ネットワークのIPアドレスがHPE OneView用に設定されている必要があります。

ハードウェアの検出プロセスが完了したら、アプライアンスとリソースの構成を続けます。

アプライアンスのネットワーク接続が構成されると、アプライアンスダッシュボードが表示されます。

検出の完了後はいつでも、アプライアンスのネットワーク設定を変更できます。

仮想アプライアンスを使用している場合、仮想ホストは自動的にフェイルオーバーを処理してスタンドアロン構成を使
用します。

重要: 重要: アプライアンスのIPアドレスまたはホスト名が変更されるたびに、アプライアンスに関連付けら
れたCA署名アプライアンス証明書はすべて消去され、新しい自己署名アプライアンス証明書が生成され
ます。この場合、 新しい証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、それをCAが署名してアプライアンス
にインポートする必要があります。

IPアドレスIPアドレス

IPアドレスは、次のどちらかの方法でアプライアンスに割り当てられます。

静的IPアドレスを使用して手動で割り当てる。

DHCPサーバーが割り当てたDHCPアドレスを使用して自動的に割り当てる。

注意:注意:

最適な結果を得るために静的IPアドレスの使用をお勧めします。

DHCPはランダムにアドレスを割り当てます。アプライアンスに割り当てられているアドレスをDHCPサー
バーが変更した場合、接続の障害などの問題が生じる可能性があります。

メンテナンスIPアドレスメンテナンスIPアドレス

メンテナンスIPアドレスは、アプライアンスに問題が発生したとき、アプライアンスにアクセスする権限のあるサポー
ト担当者が使用します。アクティブアプライアンスのメンテナンスIPアドレスが先にリストされ、その後にスタンバイ
アプライアンスのメンテナンスIPアドレスが続きます。

注記:注記:

IPv4メンテナンスIPアドレスの指定は必須ですが、IPv6メンテナンスIPアドレスの指定はオプションで
す。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのネットワーク設定の変更

初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構成
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アプライアンスのネットワーク設定の変更アプライアンスのネットワーク設定の変更

次の手順に従って、以下のアプライアンスのネットワーク設定を変更します。

ホスト名

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

ネットワークネットワークパネルで、 をクリックします。

ネットワークをクリックして、アクション > 編集を選択します

3. アプライアンスネットワークの特性のいずれかを編集します。

注意:注意:

最適な結果を得るために静的IPアドレスの使用をお勧めします。

DHCPはランダムにアドレスを割り当てます。アプライアンスに割り当てられているアドレスをDHCP

サーバーが変更した場合、接続の障害などの問題が生じる可能性があります。

4. OKをクリックしてアプライアンスネットワークを再構成します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスネットワーク設定

初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構成

DNSサーバーの変更

デュアルスタックプロトコルへの変更
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DNSサーバーの変更DNSサーバーの変更

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

新しいDNSサーバーのIPアドレスが必要です。

DNSを使用する場合、完全修飾ドメイン名でアプライアンスのホスト名を指定する必要があります。

手順手順

1. メインメニューから設定設定画面に移動します。

2. アプライアンスパネルの 編集をクリックします。

3. 優先DNSサーバー優先DNSサーバーフィールドに新しいDNSサーバーのIPアドレスを入力します。

4. オプションで、代替DNSサーバー代替DNSサーバーフィールドに代替DNSサーバーのIPアドレスを入力します。

5. アドレス割当て（IPv4またはIPv6のいずれか）がご使用の優先設定に設定されていることを確認します。

6. OKOKをクリックしてアプライアンスネットワークを再構成します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスネットワーク設定

アプライアンスのネットワーク設定の変更

初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構成
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デュアルスタックプロトコルへの変更デュアルスタックプロトコルへの変更

アプライアンスをIPv4プロトコルからデュアルスタック（IPv4およびIPv6プロトコルの両方を実行する）に変更するに
は、アプライアンスのネットワーク設定をアップデートします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

Onboard AdministratorでIPv6アドレスが有効であることを確認します。

手順手順

1. メインメニューから設定画面に移動します。

2. ネットワークパネルで 編集をクリックします。

3. IPv6ビューで、IPv6アドレスの割り当てを選択します。

4. OKをクリックしてアプライアンスネットワークを再構成します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスネットワーク設定

アプライアンスのネットワーク設定の変更

初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構成
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初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構成初回ログイン時のアプライアンスネットワークの構成

初期セットアップでは、ハードウェアの検出前にアプライアンスのネットワーク構成を入力するか（推奨）、ハード
ウェアの検出が完了した後でアプライアンスのネットワーク構成を入力するかを選択できます。

前提条件前提条件

仮想アプライアンスは仮想ホストにインストールされます。

アプライアンスネットワークの構成に必要な情報を収集済みであること。

エンクロージャーが正常に追加されたことを確認します。

高可用性クラスターの準備ができていることを確認します。

手順手順

1. アプライアンスホスト名を入力します。

ホスト名としてDNS（Domain Name Service）を指定する場合、完全修飾ホスト名を指定する必要があります。例：

my-host-name.example.com（DNSを使用する場合）

my-host-name（DNSを使用しない場合）

2. IPv4アドレスを割り当てます。

手動でアドレスを割り当てる場合は、アプライアンスのIPアドレスを入力します。DHCPのアドレス割り当ての場合

は、DHCPがIPアドレスを提供します。

注意:注意:

最適な結果を得るために静的IPアドレスの使用をお勧めします。

アプライアンスに割り当てられているアドレスをDHCPサーバーが変更した場合、接続の障害などの問

題が生じる可能性があります。

3. デュアルスタック（IPv4プロトコルとIPv6プロトコルの両方を実行するため）のIPv6アドレスを割り当てます。

4. OKをクリックしてネットワークを構成します。

セキュリティの警告が表示されます。

ブラウザーのネットワーク設定を適用中ですダイアログボックスを閉じないでください。ネットワーク設定プロセ

スが完了するまで、接続したままにしてください。

5. 続行をクリックします。

関連項目関連項目

クイックスタート：HPE OneViewの初期構成

設定：アプライアンスネットワーク

アプライアンスネットワーク設定

アプライアンスのネットワーク設定の変更

DNSサーバーの変更

デュアルスタックプロトコルへの変更
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ホスト名またはIPアドレスのPingホスト名またはIPアドレスのPing

この手順は、ホスト名またはIPアドレスで識別されるターゲットに到達できるかどうかを調べるために使用します。

前提条件前提条件

完全修飾ドメイン名またはIPアドレス。

手順手順

1. メインメニューから設定画面に移動します。

2. ネットワークパネルでネットワークをクリックします。

3. アクション > Pingの順に選択します。

Ping画面が開きます。

4. ターゲットのホスト名またはIPアドレスを入力して、Pingをクリックします。

5. 結果フィールドの出力結果を読み取ってください。

6. 閉じる閉じるをクリックしてPing送信を停止して、画面を閉じます。
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設定：バックアップ設定：バックアップ

知りたい情報知りたい情報

アプライアンスの手動バックアップ

自動リモートバックアップの構成

自動リモートバックアップの無効化

リストア後の作業

HPE OneView GUIを使用してバックアップファイル

からアプライアンスをリストア

バックアップファイルの詳細の表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

アプライアンスのバックアップ

HPE OneViewのバックアップファイルの作成やダウンロー

ドができない

スクリプト言語を使用したHPE OneViewのバックアップ

スクリプト言語を使用したHPE OneViewバックアップのリ

ストア

アプライアンスのリストア
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アプライアンスのバックアップアプライアンスのバックアップ

HPE OneViewには、構成設定および管理データをバックアップファイルに保存する機能が用意されており、そのバック
アップを使用して、致命的な障害が発生した場合に壊れたアプライアンスをリストアすることができます。

バックアッププロセスには、バックアップファイルを作成してから、将来の使用に備えてアプライアンスとは別のセ
キュリティで保護されたセキュアな場所に保存できるように、そのファイルをダウンロードすることが含まれます。自
動バックアップ操作のスケジュールを設定し、バックアップファイルのリモートの場所を指定できます。

重要:重要:

万一アプライアンスをリストアする必要がある場合に備えて、定期的に（できれば毎日）、また、特に
次の場合には、アプライアンス構成をバックアップすることをお勧めします。

ハードウェアの追加後

アプライアンス構成の変更後

アプライアンスファームウェアのアップデートの前後

バックアップファイルは、単純な対称鍵暗号方式で暗号化されており、キーがアプライアンスごとに一意です。この形
式の暗号化を使用すると、思いがけないバックアップファイルの読み取りまたは改ざんが起こらないようにすることが
できます。Hewlett Packard Enterpriseは、バックアップファイルの機密性と完全性を保証するために、生成した暗号
鍵でバックアップサーバー上のバックアップファイルを暗号化することを強くお勧めします。リモートバックアップの
場所に関する情報は、リモートバックアップが設定されている場合にのみ、画面に表示されます。同様に、スケジュー
ル情報は、スケジュールが設定されている場合にのみ、画面に表示されます。

バックアップファイルが上書きまたは削除されないようにするため、バックアップファイルをダウンロードしてアプラ
イアンスとは別の場所に保存してから、次のバックアッププロセスを実行します。アプライアンスは、一度に1つの
バックアップファイルまたは1つのサポートダンプファイルをアプライアンス上に保存します。バックアップファイル
を作成すると、現在のバックアップファイルまたはサポートダンプファイルに置き換えられます。同様に、サポートダ
ンプファイルを作成すると、以前のサポートダンプまたはバックアップファイルに置き換えられます。

バックアップを開始したときにサポートダンプが進行中の場合、バックアップ操作はサポートダンプの操作が完了する
まで進行しません。インフラストラクチャ管理者は、バックアップ操作が進行中のときにサポートダンプを開始するこ
とができ、その場合はバックアップを取り消してサポートダンプを続行することもできます。

HPE OneViewには、アプライアンスをバックアップするための専用のバックアップ管理者ユーザーの役割が用意されて
います。このユーザーの役割では、他のリソースビューにアクセスできますが、そのリソースに対して操作（つまり、
他のタスク）を実行することはできません。UIまたはREST APIのどちらかでバックアップファイルを作成できるのは、
インフラストラクチャ管理者かバックアップ管理者だけです。

バックアッププロセスでバックアップされる内バックアッププロセスでバックアップされる内
容容

バックアッププロセスでバックアップされない内容バックアッププロセスでバックアップされない内容

HPE OneViewデータベース

システムファイル：

データベース以外のデータ

監査ログ

ライセンスファイル

データ以外のファイル：実行環境の一部としてインストールさ

れ、アプライアンスまたは管理対象環境の構成に固有でない静的

ファイル。

ログファイル（監査ログファイルを除く）

アプライアンスのネットワーク構成

最初のセットアップの構成ファイル

ファームウェアバンドル

HPE OneViewで設定されていない、以下のようなすべてのサー

バー設定

ブートおよびBIOS構成の設定

SANおよびローカルストレージの構成

ネットワーク構成

これらのような設定は、HPE OneViewによって検証されることも

保存されることもありません。

バックアップファイルを使用して、以下の操作を行います。

バックアップファイルの作成元となったアプライアンスをリストアします。
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別のアプライアンスに設定をリストアします。例えば、アプライアンスに障害が発生し修復できない場合、同じ

バージョンの仮想マシンイメージから作成したバックアップファイルを使用して、交換用アプライアンスに管理構

成設定および管理データを復元できます。

REST APIでは、以下を実行できます。

アプライアンスの外からバックアッププロセスをスケジュール設定できます。

サイトポリシーに従ってバックアップファイルを収集できます。

エンタープライズ用のバックアップおよびリストア製品と統合できます。

詳しくは詳しくは

アプライアンスの手動バックアップ
自動リモートバックアップの構成
HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルからアプライアンスをリストア
アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス
設定：バックアップ
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アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティスアプライアンスをバックアップするためのベストプラクティス

方法方法 説明説明

作成作成 アプライアンスのバックアップには、常にHPE OneViewのバックアップ機能を使用します。

注意:注意:

ハイパーバイザーで提供される機能またはスナップショットを使用してHPE OneViewアプ
ライアンスをバックアップしないでください。そのようにすると、同期エラーが発生し
て、予期しない、また望ましくない動作が発生することがあります。

頻度頻度 Hewlett Packard Enterpriseは、定期的に、できれば毎日自動リモートバックアップ機能を使用し
たアプライアンス構成のバックアップを推奨しています。

また、アプライアンスを手動でバックアップすることもお勧めします。
ハードウェアの追加後

アプライアンス構成の変更後

アプライアンスファームウェアのアップデートの前後

アプライアンスと同じバージョンのファームウェアでのバックアップファイルが常に必要で

す。それ以外の場合、リストア操作は失敗します。

アプライアンスのバックアップは、アプライアンスが使用中で通常のアクティビティが行われてい
るときに作成できます。バックアップファイルを作成する前に、タスクが停止するのを待つ必要は
ありません。

アーカイブアーカイブ バックアップファイルの形式は、専用です。

次のことをお勧めします。

1. バックアップファイルを作成してダウンロードします。

2. バックアップファイルを暗号化し、アプライアンス以外の安全な場所に保存して、機密データ

を保護します。

Hewlett Packard Enterpriseは、エンタープライズバックアップ製品との統合のために、REST API
を提供しています。

SSHホストキーのSSHホストキーの
構成構成

リモートバックアップSSHサーバー上のSSHサーバーデーモンが、インバウンド接続の処理に使用す
る公開キー。

SSHサーバー構成は、このキーを格納する方法を決定します。例えば、RSAキーを使用していて、リ
モートホストがLinuxを実行している場合は、OpenSSH はホストキーを /etc/ssh/ssh_host_rs
a_key.pubに格納します。

注記:注記:

ssh、 scp、 sftpなどのクライアントプログラムとのアウトバウンド接続を有効にす
るために、リモートSSHサーバーに構成されているユーザーキーを使用しないでくださ
い。

詳しくは詳しくは

自動リモートバックアップの構成
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HPE OneViewのリモートバックアップHPE OneViewのリモートバックアップ

HPE OneViewアプライアンスからのリモートバックアップは、バックアップをSCPまたはSFTPサーバーのいずれかに自動
的にダウンロードします。

VMアプライアンスのストレージやHPE Synergyコンポーザーの物理ドライブに関係なく、アプライアンスのディスクド
ライブ障害などの致命的な障害が発生した場合にアプライアンスを回復するには、最新のバックアップを保持しておく
しかありません。

データをバックアップする場所を指定する必要があります。場所を指定した後、手動でバックアップを実行できます。
ブラウザーを介してリモートサーバーまたはローカルコンピューターにデータをバックアップすることができます。

リモートバックアップは、リモートサーバーへのセキュアシェル（SSH）接続を介してSCPまたはSFTPプロトコルを使用
します。リモートバックアップは、認証情報ベースの認証のみをサポートしています。

SCPおよびSFTPのセキュリティ機能により、構成されたリモートバックアップサーバーがホストキーでアプライアンス
に接続されていることを検証する必要があります。

4.2より前のHPE OneViewリリースでは、サーバーのSSHホストキーを取得して、リモートバックアップの構成時に使用
する必要があります。

HPE OneView 4.2以降では、構成済みのリモートバックアップサーバーのSSHホストキーが自動的に取得され、SSHホス
トキーの指紋が構成済みのリモートバックアップサーバーと一致していることを確認するよう求めるプロンプトが表示
されます。

HPE OneViewでリモートバックアップをセットアップするには、リモートバックアップサーバーのホスト名またはIPア
ドレス、ユーザー名、パスワード、およびSSHホストキーを構成して接続を確立する必要があります。HPE OneViewの設
定 > バックアップパネルの編集またはHPE OneViewの設定 > バックアップ > アクション > バックアップ設定の編
集ページを使用して、接続を構成して確立できます。

詳しくは詳しくは

リモートサーバーでのフォルダーサポートの制限事項リモートサーバーでのフォルダーサポートの制限事項
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リモートサーバーでのフォルダーサポートの制限事項リモートサーバーでのフォルダーサポートの制限事項

オプションのフォルダーフィールドで、リモートサーバーのホームディレクトリ内のフォルダーを指定できます。フォ
ルダーが指定されていない場合、バックアップは SCPまたは SFTPユーザーのホームディレクトリに配置されます。
フォルダーの使用に関する制限事項は、次のとおりです。

ホームディレクトリ内の単一のサブディレクトリまたはフォルダーのみがサポートされています。サブフォルダー

はサポートされていません。

バックアップを配置する特定のパスを指定することはできません。構成済みのユーザーのホームディレクトリまた

はホームディレクトリ内の単一のフォルダーのみを指定できます。

フォルダーを指定する場合、パス文字は使用できません。例えば、 \ または / をフォルダー名の前または末尾に使

用しないでください。
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リモートバックアップサーバーのSSHホストキーリモートバックアップサーバーのSSHホストキー

次のいずれかの方法を使用して、HPE OneView 4.1以前のホストキーを手動で入力できます。

ssh-keyscan は、複数のホストの公開SSHホストキーを収集するために使用されるユーティリティです。

1. ssh-keyscanが見つかるターミナルウィンドウで ssh-keyscan -p <port> <host> コマンドを実行しま

す。SSHのデフォルトポートは22です。

2. 出力ファイルでキーのタイプとキー値を見つけてコピーし、それらをSSHホストキーフィールドに貼り付けま

す。

Linuxおよびその他のオペレーティングシステムの ssh/known_hostsファイル：known_hostsファイルにより、ク

ライアントはサーバーを認証できます。

1. サーバーへのSSHログインが構成されているクライアントシステムの ssh/known_hostsファイルを見つけま

す。

2. 出力ファイルでキーのタイプとキー値を見つけてコピーし、それらをSSHホストキーフィールドに貼り付けま

す。

Microsoft Windowsの ssh/known_hostsファイル

1. Windowsエクスプローラーのアドレスバーに と入力して、Microsoft Windowsマシン上の ssh/k
nown_hostsファイルを見つけます。

2. .sshフォルダーをダブルクリックして、 known_hosts ファイルを見つけます。

3. 出力ファイルでキーのタイプとキー値を見つけてコピーし、それらをSSHホストキーフィールドに貼り付けま

す。

注記:注記:

SSHホストキーは、ターゲットサーバーの属性です。任意のクライアントシステムからキーを取得しま
す。このキーはアプライアンスで動作します。

%USERPROFILE%

リモートバックアップサーバーのSSHホストキー 925



HPE OneViewとバックアップサーバー間のセキュアな接続のための暗号HPE OneViewとバックアップサーバー間のセキュアな接続のための暗号

HPE OneViewアプライアンスとバックアップサーバー間のセキュアな接続を確立します。

アプライアンスとバックアップサーバー間のセキュアな接続を確立するには、クライアントとサーバーの間でネゴシ
エーションを行い、両方がサポートするキーやアルゴリズムなどの中で、最も強力な暗号化コンポーネントを決定する
必要があります。

暗号化に使用される暗号は次のとおりです。

暗号名暗号名 説明説明 例例 追加情報追加情報

SYMETRICKEY（暗号） クライアントとサー
バー間の接続全体を
暗号化するために使
用される対称暗号ア
ルゴリズム。

Aes256-ctr、aes192-
ctr、およびaes128-ctr

これらの暗号につい
て、クライアントは
最も強力なものから
順に優先順位を付け
た候補のリストを提
供します。サーバー
は、サポートする最
初のオプションで応
答します。

MAC（MAC） 各メッセージのハッ
シュをメッセージ認
証コードに変換する
ために使用されるア
ルゴリズム。メッ
セージ認証コード
は、各メッセージが
指定された送信者か
ら送られてきたもの
で、送信中に変更さ
れていないことを確
認するために使用さ
れます。

Hmac-sha2-512、hmac-
sha2-256、およびhmac-
sha1

KEYEXCHANGE（KexAlgorithms） 公開/秘密キーペアに
基づいてセッション
ごとの共通対称暗号
鍵のネゴシエーショ
ンに使用されるキー
交換アルゴリズム。
これらのキーペア
は、安全でないチャ
ネルを介したセキュ
アなネゴシエーショ
ンを許可する交換ア
ルゴリズム内で生成
されます。

Ecdh-sha2-nistp384、
diffie-hellman-group-
exchange-sha256、
ecdh-sha2-nistp256、
ecdh-sha2-nistp521、
diffie-hellman-
group14-sha1

ASYMETRICKEYGENERATOR（HostKeyAlgorithms） アプライアンス内の
構成に従ってリモー
トバックアップサー
バーの認証に使用さ
れる公開/秘密キーペ
ア。このキーペアは
認証にのみ使用さ
れ、キー交換アルゴ
リズムで使用される
キーペアとは関係あ
りません。

Dsa、rsa、およびecdsa

注記:注記:

キーは、アル
ゴリズムと長
さによって指
定されます。

この暗号のネゴシ
エーションでは、ア
プライアンスによっ
て指定された公開
キーがすでに受け入
れられている場合、
サーバーはその公開
キーを受け入れて応
答します。それ以外
の場合、バージョン
4.2以降では、サー
バーは指紋と現在の
セキュリティレベル
で最も強力なキーを
受け入れます。
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HPE OneViewのリモートバックアップサーバーでサポートされるアルゴリズムHPE OneViewのリモートバックアップサーバーでサポートされるアルゴリズム

HPE OneViewのリモートバックアップサーバーでサポートされるアルゴリズムは次のとおりです。

HPE OneView 4.1

アルゴリズムアルゴリズム LEGACYLEGACY FIPSFIPS CNSACNSA

SYMETRICKEY aes256-ctr aes256-cbc
aes192-ctr aes128-ctr

aes256-ctr aes256-cbc
aes192-ctr aes128-ctr

aes256-ctr aes256-cbc

MAC hmac-sha2-512 hmac-sha2-
256 hmac-sha1

hmac-sha2-512 hmac-sha2-
256 hmac-sha1

hmac-sha2-512

KEYEXCHANGE ecdh-sha2-nistp384
diffie-hellman-group-
exchange-sha256 ecdh-
sha2-nistp256 ecdh-sha2-
nistp521 diffie-hellman-
group14-sha1

ecdh-sha2-nistp384
diffie-hellman-group-
exchange-sha256 ecdh-
sha2-nistp256 ecdh-sha2-
nistp521 diffie-hellman-
group14-sha1

ecdh-sha2-nistp384 ecdh-
sha2-nistp521

ASYMETRICKEYGENERATOR rsa dsa rsa ecdsa rsa ecdsa

HPE OneView 4.2

アルゴリズムアルゴリズム LEGACYLEGACY FIPSFIPS CNSACNSA

SYMETRICKEY aes256-ctr aes192-ctr
aes128-ctr

aes256-ctr aes192-ctr
aes128-ctr

aes256-ctr

MAC hmac-sha2-512 hmac-sha2-
256 hmac-sha1

hmac-sha2-512 hmac-sha2-
256 hmac-sha1

hmac-sha2-512

KEYEXCHANGE ecdh-sha2-nistp384
diffie-hellman-group-
exchange-sha256 ecdh-
sha2-nistp256 ecdh-sha2-
nistp521 diffie-hellman-
group14-sha1

ecdh-sha2-nistp384
diffie-hellman-group-
exchange-sha256 ecdh-
sha2-nistp256 ecdh-sha2-
nistp521 diffie-hellman-
group14-sha1

ecdh-sha2-nistp384 ecdh-
sha2-nistp521

ASYMETRICKEYGENERATOR rsa dsa rsa ecdsa rsa ecdsa

HPE OneView 5.0以降

アルゴリズムアルゴリズム LEGACYLEGACY FIPSFIPS CNSACNSA

SYMETRICKEY aes256-ctr aes192-ctr
aes128-ctr

aes256-ctr aes192-ctr
aes128-ctr

aes256-ctr

MAC hmac-sha2-512 hmac-sha2-
256 hmac-sha1

hmac-sha2-512 hmac-sha2-
256 hmac-sha1

hmac-sha2-512

KEYEXCHANGE ecdh-sha2-nistp384
diffie-hellman-group-
exchange-sha256 ecdh-
sha2-nistp256 ecdh-sha2-
nistp521 diffie-hellman-
group14-sha1

ecdh-sha2-nistp384
diffie-hellman-group-
exchange-sha256 ecdh-
sha2-nistp256 ecdh-sha2-
nistp521 diffie-hellman-
group14-sha1

ecdh-sha2-nistp384 ecdh-
sha2-nistp521

ASYMETRICKEYGENERATOR rsa ecdsa ed25519 rsa ecdsa ed25519 rsa ecdsa

HPE OneViewのリモートバックアップサーバーでサポートされるアルゴリズム 927



スクリプト言語を使用したHPE OneViewのバックアップスクリプト言語を使用したHPE OneViewのバックアップ

PowerShellスクリプトを使用してアプライアンスバックアップファイルを自動的に作成してダウンロードし、REST API
コールで処理できます。

Hewlett Packard Enterpriseは毎日バックアップすることをお勧めしています。

定期的に対話モードまたはバッチモードで自動的に実行されるようにバックアップスクリプトをスケジュールできま
す。スクリプトを対話モードで実行するには、バックアップ管理者バックアップ管理者またはインフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者の権限が必要で
す。

対話モードでは、アプライアンスのホスト名、ユーザー名とパスワード、およびバッチモード実行用にこれらのパラ
メーターを保存するファイルの名前を入力するように求められます。ユーザー名とパスワードは、暗号化されてから保
存されます。

最初は対話モードでスクリプトを実行することをお勧めします。それ以降は、最初の実行で作成したパラメーターファ
イルを使用して、バックグラウンドで自動的に実行されるようにスクリプトをスケジュールできます。

スクリプト言語を使用したHPE OneViewのバックアップ 928



アプライアンスのリストアアプライアンスのリストア

アプライアンスをバックアップファイルからリストアすると、ユーザー名とパスワード、監査ログ、暗号化モードな
ど、すべての管理データとほとんどの構成設定が、バックアップファイルに保存されているデータおよび設定に置き換
えられます。ただし、これにはアプライアンスのネットワーク設定（アプライアンスのIPアドレス、ホスト名、および
DNSサーバー）は含まれません。

リストア操作中にはアプライアンスは動作せず、実行には数時間かかる場合があります。HPE OneViewで管理している
構成が多くなるほど、リストアにかかる時間も長くなります。リストア操作を開始した後は、取り消したり、元に戻し
たりすることができません。リストア操作の進行中、アプライアンスはログイン要求をブロックします。

リストア操作は致命的なエラーから復旧する場合に使う必要があり、他の方法で解決できるマイナーな問題を修復する
場合には必要ありません。

重要: 重要: バックアップファイルには、リストアするアプライアンスと同じバージョンのHPE OneViewが必要
です。同じアプライアンスまたはアプライアンスの新規インストールにリストアできます。

注記: 注記: アプライアンスをリストアすると、以前にメンテナンスモードだったサーバーまたはリソースの
メンテナンスモードが無効になります。

リストア操作の実行中のアクリストア操作の実行中のアク
ションション

説明説明

リソースインベントリを検証リソースインベントリを検証
するする

リストア操作の実行中、アプライアンスのファームウェアはリソースインベントリ（エ
ンクロージャー、サーバー、インターコネクト）を検証し、バックアップファイル内の
データと管理対象環境の現在の状態を照合します。管理対象環境の状態は、バックアッ
プファイルを作成した時点の環境の状態とは異なる可能性があります。リストア操作の
終了後、アプライアンスは、自動的に解決できない不整合についてアラートで報告しま
す。

エンクロージャーを再検出しエンクロージャーを再検出し
て内容を検証するて内容を検証する

リストア操作中に、アプライアンスは各エンクロージャーまたはファブリックを再検出
して内容を検証します。これは特に、アプライアンスが引き続きエンクロージャーや
ファブリックの内容を獲得できること、そしてHPE OneViewの特定のインスタンスがエ
ンクロージャーのマネージャーであることを確認するために実行されます。

次にアプライアンスは、各サーバーを再検出し、すべてのラックサーバーを更新しま
す。

仮想IDをクリアする仮想IDをクリアする ネットワーク上の重複する識別子を避けるために、関連付けられたサーバープロファイ
ルがバックアップ内にない場合は、アプライアンスによってサーバーハードウェア構成
がクリアされます。これらのサーバーには、たいていの場合、最後のバックアップが行
われた後に割り当てられたプロファイルがあります。

重要:重要:

リストア操作の実行中、アプライアンスは、バックアップファイル内のデータ
と管理対象環境の現在の状態を照合します。一部の不整合は、リストア操作で
は自動的に解決できません。アラートとして表示されます。リストア操作後、
アプライアンス管理者は手動で残りの不整合を解決する必要があります。

また、UIを使用してバックアップファイルをアップロードし、そのファイルからアプライアンスをリストアすることが
できます。この目的でREST APIを使用することもできます。

詳しくは詳しくは

リストア後の作業
HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルからアプライアンスをリストア
アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス
設定：バックアップ
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アプライアンスをリストアするためのベストプラクティスアプライアンスをリストアするためのベストプラクティス

項目項目 ベストプラクティスベストプラクティス

はじめる前にはじめる前に 1. 使用しているパスワードをメモします。

アプライアンス上の現在のユーザーアカウントのリストを維持します。

ユーザー名とパスワードは、リストア操作によって、バックアップファイルの作成時に有効で

あったものにリセットされます。

2. リリースノートを参照して、バックアップがリストアされるHPE OneViewバージョンと互換性が

あることを確認します。

3. バックアップを実施した同じアプライアンスにリストアする場合は、リストア操作の前にサ

ポートダンプを取得します。サポートダンプを取得すると、リストア操作を行う前に存在して

いた可能性がある問題をサポート担当者がトラブルシューティングする際に役立ちます。

注記:注記:

サポートダンプ操作時にバックアップは削除されるため、サポートダンプを作成する

前に、取得したバックアップをダウンロードしてください。サポートダンプを作成す

ると、アップロードされたバックアップファイルも削除されます。

4. 既存の監査ログをダウンロードし、保管します。

リストア操作により、バックアップファイルから監査ログがリストアされて、既存のログが上

書きされます。

5. 自動的にスケジュールされたすべてのバックアップを停止します。

HPE OneViewで自動バックアップが構成されている場合、アプライアンスのリストア後にバック

アップを再開します。

6. リストアするアプライアンスからバックアップファイルにアクセスできるようにします。バッ

クアップファイルを保管するためにエンタープライズバックアップ製品を使用している場合

は、バックアップ製品によって要求される手順に従ってリストア操作の準備をしてください。

警告:警告:

リストアプロセス中に、アプライアンスに保存されている現在の
バックアップファイルは削除されます。将来のリストアのため、
バックアップファイルをダウンロードして、アプライアンス以外の
安全な場所に保管してください。

7. バックアップファイルを作成した後でハードウェアをアプライアンスに追加した場合、その

ハードウェアはリストアプロセスの完了時にアプライアンスデータベースに含まれません。そ

してバックアップファイルからリストアすると、そのハードウェアをアプライアンスに追加し

てから、バックアップファイルの作成時とリストアプロセスの完了時の間に加えられたほかの

構成変更（サーバープロファイルの割り当てなど）を繰り返す必要があります。

ユーザーへの通ユーザーへの通
知知

アプライアンスにログインしたすべてのユーザーがログアウトしていることを確認します。リ

ストア操作の開始時にログインしていたユーザーは自動的にログアウトされて、進行中だった

作業はすべて失われます。リストア操作中、すべてのユーザーはログインできなくなります。
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正しいバック正しいバック
アップファイルアップファイル
の使用の使用

アプライアンスをリストアするには、最新のバックアップファイルを使用してください。バッ

クアップファイルには、バックアップファイルが作成された後に行われた変更は含まれませ

ん。

HPE OneViewアプライアンスにバックアップをアップロードします。メインメニューから、設定

> バックアップ > アクション > バックアップからのリストアを選択します。バックアップ

ファイルをアップロードすると、アプライアンスにバックアップのバージョンが表示されま

す。

アプライアンスのIPアドレスが、リストア操作後にアプライアンスで使用したいIPアドレスで

あることを確認します。アプライアンスIPアドレスは、バックアップファイルからはリストア

されません。

リストアされるアプライアンスと、バックアップファイルを作成したアプライアンスでアプラ

イアンスファームウェアバージョンが同じであることを確認してください。同じでないとリス

トア操作は失敗します。

バックアップをリストアするには、プラットフォームタイプ、ハードウェアモデル、アプライ

アンスのファームウェアのメジャーおよびマイナー番号が一致している必要があります。リビ

ジョン番号とビルド番号は一致しなくても構いません。アプライアンスのファームウェアバー

ジョンの形式は次のとおりです。

majornumber.minornumber.revisionnumber-buildnumber
バックアップファイルがアプライアンス上のファームウェアと互換性がない場合は、アップ

ロードの実行中にエラーが返り、リストア操作は停止します。ファームウェアをアップデート

するか、別のバックアップファイルを選択します。

新しいアプライアンスにバックアップをリストアする必要があり、かつ古いアプライアンスが

まだ機能している（ハードウェアが故障していない）場合、古いアプライアンスを削除しま

す。アプライアンスを取り除くことで、バックアップファイルが作成されたときに管理してい

たデバイスは確実に管理されなくなります。複数のアプライアンスが同じデバイスを管理しよ

うと試みると、重大なエラーが発生する場合があります。

ファームウェアファームウェア
バンドルのアッバンドルのアッ
プロードプロード

サーバープロファイル、エンクロージャー、および論理インターコネクトで使用されるファー

ムウェアバンドルをアップロードします。これらのリソースはバックアップファイルの一部と

しては保存されていません。各プロファイルのファームウェアベースライン設定を参照して、

必要なベースラインのファイル名を確認してください。

項目項目 ベストプラクティスベストプラクティス

詳しくは詳しくは

アプライアンスのリストア
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スクリプト言語を使用したHPE OneViewバックアップのリストアスクリプト言語を使用したHPE OneViewバックアップのリストア

PowerShellスクリプトを使用して、バックアップファイルからアプライアンスを自動的にリストアしたり、進行中のリ
ストアプロセスの進行状況を監視することができます。

アプライアンスをリストアするには、インフラストラクチャ管理者権限が必要です。
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アプライアンスの手動バックアップアプライアンスの手動バックアップ

バックアップファイルには、アプライアンスの構成設定および管理データが保存されます。アプライアンスをバック
アップファイルからリストアすることで、壊滅的な障害から復旧できます。

注記:注記:

バックアップファイルのサイズおよび作成に要する時間を削減するため、アプライアンスにアップロー
ドしたファームウェアバンドルはバックアップファイルに含まれません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはバックアップ管理者。

アプライアンスをバックアップするためのベストプラクティスをすべて完了していること。

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

a. バックアップパネルでバックアップの作成をクリックします。

b. 設定画面でバックアップをクリックして、アクション > バックアップの作成を選択します。

バックアップファイルの作成中は、進行状況バーが概要パネルに表示されます。

バックアップファイルの作成が完了するのを待ちます。

2. オプション。バックアップの作成通知バナーをクリックして詳細とバックアップファイルの名前を確認します。形

式は次のようになっています。

appliance-host-name_backup_yyyy-mm-dd_hhmmss.bkp

3. バックアップファイルが正しく作成されたことを確認します。バックアップファイルの名前は、現在の日付と時刻

を反映するはずです。

4. バックアップファイルが作成されたら、以下のいずれかの方法でアプライアンスからバックアップファイルをダウ

ンロードします。

a. バックアップパネルでバックアップのダウンロードをクリックします。

b. アクション > バックアップのダウンロードの順に選択します。

5. ダイアログボックスで該当するオプションを選択して、安全な保管のためにバックアップファイルを保存します。

a. 指定したリモートバックアップの場所にバックアップファイルを格納するには、バックアップをリモートバック

アップの場所に転送を選択します。

b. ローカルコンピューター上にバックアップファイルを格納するには、バックアップをマイコンピューターにダウ

ンロードを選択します。

バックアップファイルをアプライアンス上に格納しないでください。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのバックアップ
自動リモートバックアップの構成

アプライアンスの手動バックアップ 933



自動リモートバックアップの構成自動リモートバックアップの構成

フォルダー名

ホスト上にあるフォルダーの名前を指定する際に、テキストフィールドが空白の場合、デフォルトのSCP/SFTPフォル
ダー（ホームホルダーまたはディレクトリ）がバックアップファイルの格納に使用されます。フォルダーの名前には、
英数字、アンダースコア（_）、ハイフン（-）などのデータタイプのみを使用します。フォルダー名にスラッシュ
（/）またはスペースを使用しないでください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、バックアップ管理者

リモートコンピューターのユーザーアカウントとそのアカウントの認証情報

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

a. バックアップパネルで、 をクリックします。

b. バックアップをクリックして、アクション > バックアップ設定の編集の順に選択します。

2. バックアップ設定の編集画面で必要なデータを入力します。

注記:注記:

選択した内容に従って、一部のフィールドが非表示になるか、表示されます。

自動リモートバックアップをスケジュールする場合は、コロンで区切られた2つの数値で時刻を入力

します。

3. OKをクリックします。

4. 生成および送信されるテストバックアップファイルの進行状況を監視することによって、構成が成功したことを確

認します。

自動リモートバックアップの構成 934



自動リモートバックアップの無効化自動リモートバックアップの無効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

a. バックアップパネルで、 をクリックします。

b. バックアップをクリックして、アクション > バックアップ設定の編集の順に選択します。

2. バックアップ設定の編集ダイアログボックスで、リモートバックアップの場所の有効化オプションを選択して

チェックボックスをクリアします。

3. OKをクリックします。

自動リモートバックアップを再度有効にするときのために、スケジュールデータは保持されます。

自動リモートバックアップの無効化 935



リストア後の作業リストア後の作業

リストア操作の実行中、アプライアンスは、バックアップファイル内のデータと管理対象環境の現在の状態を照合しま
す。バックアップファイルの作成後にサーバーを追加した場合など、リストア操作が自動的に解決できない不整合があ
る場合があります。このようなサーバーのネットワーク構成は、リストア後のアプライアンスには分からないことであ
り、結果としてMACアドレスとWorld Wide Name（WWN）が重複する可能性があります。

リストア操作の完了後に、残りのアラートを手動で解決し、これらのサーバーを再度アプライアンスに追加して、IDが
重複するリスクをなくす必要があります。また、サーバープロファイルが強制的に割り当て解除されている場合や、最
初に構成を解除せずにハードウェアを強制的に取り外した場合は、ハードウェア（サーバー、インターコネクト、およ
びエンクロージャー）の手動クリーンアップも実行する必要があります。

手順手順

1. リストア操作の完了後に、選択したバックアップ以降に追加されたエンクロージャーまたはサーバーハードウェア

を再追加します。

注記:注記:

最後のバックアップ以降に追加されたエンクロージャーのうち、リストア後に再追加しないしないエンク

ロージャーの場合は、これらのエンクロージャーでOnboard Administrator SSHコマンドの clear v
cmodeを実行することによって、重複IDを回避します。このコマンドを実行することで、エンクロー

ジャー内のサーバーブレードの仮想MACとWWNがクリアされていることを確認します。

2. プロファイルがサーバーハードウェアと一致しないというアラートを表示するサーバープロファイルの場合は、次

のようにします。

a. タイプが一致しないというエラーメッセージを表示するすべてのサーバープロファイルを特定します。これらの

サーバープロファイルと、割り当てられているサーバーハードウェアのリストを作成します。

b. サーバーの電源をオフにしてから、すべてのサーバープロファイルの割り当てを個別に解除します。サーバープ

ロファイル画面から、アクション > 編集を選択し、次に、サーバーハードウェアのドロップダウンセレクター

から未割当てを選択します。OKOKをクリックします。

c. アクション > 編集をもう一度選択してから、文書化されたすべてのプロファイルを、文書化されたサーバー

ハードウェアに再割り当てします。

3. IDの範囲に関するアラートの場合、ネットワーク管理者は、アドレスと識別子の範囲を調べ、必要に応じてそれら

を編集する必要があります。

4. 手順1で追加したエンクロージャー内のサーバー用のプロファイルを再作成します。

リストア後の作業 936



HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルからアプライアンスをリストHPE OneView GUIを使用してバックアップファイルからアプライアンスをリスト

アア

前提条件前提条件

バックアップファイルからアプライアンスをリストアすると、アプライアンス上のすべての管理データとほとんどの構
成設定が置き換えられます。該当する場合は、解決していないデータを再入力するよう指示されます。

注意:注意:

新しいアプライアンスにバックアップをリストアする場合は、最初に古いアプライアンスをシャットダ
ウンして、両方のアプライアンスで環境が管理されないようにします。競合が発生し、リストアしよう
と試みたアプライアンスはリストアされません。

権限：インフラストラクチャ管理者。

アプライアンスをリストアするためのベストプラクティスがすべて完了している。

入力に使用できる元のネットワーク構成情報があること。

手順手順

1. 新規または交換用のアプライアンスに、HPE OneViewをインストールします。

2. バックアップファイルが作成されたアプライアンスと同じネットワーク設定で新しいアプライアンスを構成し、そ

のネットワークを使用して新しいアプライアンスにバックアップファイルをアップロードします。

3. 新しいアプライアンスネットワークが構成されている場合は、以下のシナリオのいずれかに基づいてリストア操作

を続行します。

シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始.

シナリオ：バックアップファイルを選択し、後でリストアを開始.

詳細情報詳細情報

アプライアンスのネットワーク設定の変更

HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイド

詳しくは詳しくは

アプライアンスのリストア

HPE OneView GUIを使用してバックアップファイルからアプライアンスをリストア 937
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シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

HPE OneViewは、新規または交換用のアプライアンスにインストールされます。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してからバックアップを選択します。

2. アクション > バックアップからのリストアを選択します。

ダイアログボックスが表示されます。

3. 画面に表示される通知を読んでから、バックアップを選択を選択します。

4. 以下のいずれかを実行します。

バックアップファイルを、表示されるテキストボックスにドラッグアンドドロップします。

一覧をクリックしてから、アップロードするバックアップファイルを選択します。

注記:注記:

すべてのブラウザーまたはブラウザーバージョンに、アプリケーションにファイルをドラッグアン

ドドロップする機能が備わっているわけではありません。

5. アップロードおよびリストアをクリックします。

リストアプロセスが完了するまで待ちます。ステータスページに進行状況が表示されます。

リストアプロセスが完了すると、リストアされたアプライアンスにログインできるログインページに戻ります。

6. サーバープロファイル、エンクロージャー、および論理インターコネクトで使用されるファームウェアバンドルを

アップロードします。これらはバックアップファイルの一部としては保存されていません。各プロファイルのファ
ームウェアベースライン設定を参照して、必要なベースラインのファイル名を確認してください。

7. HPE OneViewを使用してカスタムSPPを作成した場合は、次のいずれかの方法を使用して、ベースのSPPとホット

フィックスがレポジトリにアップロードされた後にカスタムSPPを再作成します。

CMDLET Restore-HPOVCustomBaseline を使用します。詳しくは、https://hpe-docs.gitbook.io/posh-https://hpe-docs.gitbook.io/posh-

hpeoneview/cmdlets/v5.60/appliance/restore-ovcustombaselinehpeoneview/cmdlets/v5.60/appliance/restore-ovcustombaselineを参照してください。

UIを使用してカスタムSPPを再作成します。

8. アプライアンスにログインして、リストア操作で自動的に解決できない不整合を解決することにより、リストア操

作が成功したことを確認します。

次の手順：次の手順：

リストア後の作業

詳細情報詳細情報

カスタムSPPの作成

シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始 938
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シナリオ：バックアップファイルを選択し、後でリストアを開始シナリオ：バックアップファイルを選択し、後でリストアを開始

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

HPE OneViewは、新規または交換用のアプライアンスにインストールされます。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してからバックアップを選択します。

2. アクション > バックアップからのリストアを選択します。

ダイアログボックスが表示されます。

3. 画面に表示される通知を読んでから、バックアップを選択を選択します。

4. 以下のいずれかを実行します。

バックアップファイルを、表示されるテキストボックスにドラッグします。

一覧をクリックしてから、アップロードするバックアップファイルを選択します。

注記:注記:

すべてのブラウザーまたはブラウザーバージョンに、アプリケーションにファイルをドラッグアン

ドドロップする機能が備わっているわけではありません。

5. アップロードをクリックします。

アップロードプロセスが完了するまで待機します。進行状況バーが表示されます。ファイルのアップロードが完了

すると、ファイル名、作成日、およびバージョンが表示されます。

6. バックアップファイルからアプライアンスをリストアする準備ができたら、ダイアログボックスに戻り、バック

アップファイルが正しく、アップロードされていることを確認します。

7. バックアップからのリストアを選択します。

8. リストアをクリックします。

注記:注記:

リストアプロセス中にアプライアンスが再起動し、Maintenance Consoleにアクセスできなくなるこ

とがあります。リストアプロセスの進行状況を監視するには、5分後にMaintenance Consoleに再接続

します。

リストアプロセスが完了するまで待ちます。ステータスページに進行状況が表示されます。

リストアプロセスが完了すると、リストアされたアプライアンスにログインできるログインページに戻ります。

9. SPPダウンロードページ（http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dlhttp://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl）から最新のService Pack for ProLiant（SPP）

をダウンロードします。

10. HPE OneViewを使用してカスタムSPPを作成した場合は、次のいずれかの方法を使用して、ベースのSPPとホット

フィックスがレポジトリにアップロードされた後にカスタムSPPを再作成します。

CMDLET Restore-HPOVCustomBaseline を使用します。詳しくは、https://hpe-docs.gitbook.io/posh-https://hpe-docs.gitbook.io/posh-

hpeoneview/cmdlets/v6.0/appliance/restore-ovcustombaselinehpeoneview/cmdlets/v6.0/appliance/restore-ovcustombaselineを参照してください。

UIを使用してカスタムSPPを再作成します。

11. アプライアンスにログインして、リストア操作で自動的に解決できない不整合を解決することにより、リストア操

作が成功したことを確認します。

次の手順：次の手順：

リストア後の作業

詳細情報詳細情報

カスタムSPPの作成

シナリオ：バックアップファイルを選択し、後でリストアを開始 939
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バックアップファイルの詳細の表示バックアップファイルの詳細の表示

作成の日時、バックアップファイルの名前を表示するには、この手順を使用します。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. バックアップファイルの名前、作成の日時を、バックアップパネルで表示します。

詳しくは詳しくは

アプライアンスのバックアップ
アプライアンスの手動バックアップ
設定：バックアップ

バックアップファイルの詳細の表示 940



設定：診断設定：診断

知りたい情報知りたい情報

HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセス

サービスの構成

ciDebugログのダウンロード

ciDebugログの表示

さらに詳しくさらに詳しく

ciDebugログ

HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効

にするためにお客様が開始したサービスセッションを保

護

設定：診断 941



ciDebugログciDebugログ

迅速なトラブルシューティングを可能にするため、アプライアンスのデバッグモードに入らずに、診断パネルから
ciDebugログを表示したりダウンロードしたりできます。

ciDebugログ 942



ciDebugログのダウンロードciDebugログのダウンロード

ciDebugログをダウンロードすると、HPE OneViewの問題のトラブルシューティングに役立ちます。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者
手順手順

1. メインメニューで設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

診断パネルで、診断ツールページの表示を選択します。

診断パネルを選択し、アクション > 診断ツールページの表示の順に選択します。

2. アクション > ログのダウンロードをクリックします。

ciDebugログのダウンロードが開始されます。

ciDebugログのダウンロード 943



HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスサービスの構成HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスサービスの構成

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

インターネット接続。

HPEリモートデバイスアクセス（RDA）がインターネットに直接接続されている。

HPE RDAが、認証ありまたは認証なしのHTTPプロキシ経由でインターネットに接続されている。

DNSサーバーが構成されている。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 診断 > 編集をクリックします。

3. Remote Technicianを無効または有効にします。

4. リストからアクセスレベルを構成します。

5. アクセス制御を構成します。

6. OKOKをクリックします。

タスクが起動され、ステータスが定期的にアップデートされます。詳細はタスクの一部として表示されます。

7. 詳細ウィンドウで、リモートアクセスサービスが構成されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様が開始したサービスセッションを保護
HPE OneView Remote Technician
設定：プロキシ

HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスサービスの構成 944



HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様がHPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様が

開始したサービスセッションを保護開始したサービスセッションを保護

HPE OneView Remote Technicianを有効にすると、認定サポート技術者がお客様のアプライアンスにリモートからアク
セスして、HPE OneViewに関連する問題を解決できます。デフォルトでは、Hewlett Packard EnterpriseによるRemote
Serviceセッションは無効になっています。

認定サポート技術者はお客様のアプライアンスにリモートからアクセスして、HPE OneViewに関連する問題を解決でき
ます。HPE OneViewアプライアンスへのアクセスをリクエストする認定サポート技術者は、HPEによって認証されている
安全な従業員グループに制限されます。セキュリティをさらに強化するため、最終承認はアプライアンスのアクセスレ
ベルポリシーを介して構成されます。さらに、リモートアクセスサービスセッションはアプライアンスのみ
（127.0.0.1として表示）に制限され、他のすべてのIPアドレスへのアクセスはブロックされたままです。

認定サポート技術者によるアクセスのためのリモートアクセスサービスセッションを構成するには、診断 > 編集リン
クを使用します。診断診断画面には、保留中のアクセスリクエスト数など、接続の詳細が表示されます。

アプライアンスでサービスセッション設定を構成すると、お客様はHewlett Packard Enterpriseへのトンネル接続を開
始できます。

インフラストラクチャ管理者は次のアクセスポリシーを設定できます。

フルアクセスフルアクセス：認定サポート技術者はお客様のHPE OneViewアプライアンスに接続できます。

制限付きアクセス制限付きアクセス：アクセスは、アクセス制御レベル（ACL）のルールに従って構成された認定サポート技術者に制

限されます。構成されていない認定サポート技術者からの接続リクエストを受信すると、診断診断画面のアクセスリクアクセスリク

エストエストセクションにアクセスリクエストが表示されます。アクセスリクエストが受け入れられると、ACLルールが自

動的に作成されます。サービスセッションを開始するには、HPE OneViewアプライアンスを一意に識別するステー

ションIDを認定サポート技術者と共有する必要があります。

アクセスなしアクセスなし：このモードでは、認定サポート技術者によるアプライアンスへのアクセスは拒否されます。

注記:注記:

アクセスレベルを制限付き制限付きに設定することをお勧めします。

すべてのTLSサービスセッションは、HPE OneViewアプライアンスとHPEサーバー間の安全なTLSトンネ

ルを介して確立されます。安全なTLSトンネルが切断されると、現在確立されているすべてのサービ

スセッションが破棄され、新しいセッションを確立できなくなります。進行中のすべてのサービス

セッションを停止するには、アクション > すべてのHPEサービスセッションの停止を使用します。

アプライアンスの再起動時に、確立されていたすべてのサービスセッションは破棄されます。それま

での破棄されたサービスセッションの代わりに、新しいサービスセッションを確立してください。

FIPSモードでのHPE OneViewFIPSモードでのHPE OneView

HPE OneViewがFIPS-120モードの場合、Remote Supportは引き続き動作できます。VeriSign Class 3 Public Primary
Certification Authority - G5証明書に対する、HPE OneViewで表示される非互換の警告は無視しても問題ありませ
ん。Remote Supportのバックエンドサービスは、HPE OneViewにバンドルされているVerisign/Symantec証明書チェーン
を使用してTLS接続を検証します。2018年11月以降、Remote SupportのバックエンドサービスはFIPS-120準拠の
DigiCertルートおよび中間証明書に移行します。DigiCertルートおよび中間証明書は、HPE OneView 4.1にバンドルさ
れています。

詳しくは詳しくは

暗号化モード設定
HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスサービスの構成

HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様が開始したサービスセッション
を保護
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ciDebugログの表示ciDebugログの表示

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者
手順手順

1. メインメニューで設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

診断パネルで、診断ツールページの表示を選択します。

診断パネルを選択し、アクション > 診断ツールページの表示の順に選択します。

2. オプション：ciDebugログフィルターフィールドを使用して、ログに表示される結果を制限します。

フィルターフィールドでは大文字と小文字が区別されます。

フィルターの例：ERROR、INFO、WARN、warn.error

3. ciDebugログを表示をクリックします。

このダイアログには、ページあたり100個のメッセージが表示されます。次へボタンと前へボタンを使用してページ

を切り替えます。

4. オプション：現在のログ結果を制限するには、既存のログビューをフィルタリングフィールドにフィルターパラ

メーターを入力し、フィルターを適用をクリックします。

5. オプション：ログフィルターをクリアするには：

a. ciDebugログを表示ダイアログを閉じます。

b. ciDebugログフィルターフィールドをクリアします。

c. ciDebugログを表示をクリックします。

ciDebugログの表示 946



設定：グローバル設定設定：グローバル設定

知りたい情報知りたい情報

サーバーハードウェアのNTPサーバーの構成

スコープによるUI読み取りアクセスの制限

詳細情報詳細情報

ストレージ設定

サーバーハードウェアのNTPサーバー構成

設定：グローバル設定 947



サーバーハードウェアのNTPサーバー構成サーバーハードウェアのNTPサーバー構成

管理対象および監視対象のサーバーハードウェアをアプライアンスクロックまたはNTPサーバーと同期できます。

次のグローバル設定を使用して、サーバーハードウェアとインターコネクトのNTP構成を制御できます。

グローバル設定グローバル設定 設定値設定値 設定の動作設定の動作

ServerManagementProcessorNtpSource ApplianceAppliance HPE OneViewアプライアンスをNTPサー
バーとして使用するように、管理対象
および監視対象のサーバーハードウェ
アデバイスを構成します。

 ExternalNtpServersExternalNtpServers HPE OneViewアプライアンスと同じNTP
サーバーを使用するように、管理対象
および監視対象のサーバーハードウェ
アデバイスを構成します。

 その他の値その他の値 HPE OneViewアプライアンスをNTPサー
バーとして使用するように、管理対象
および監視対象のサーバーハードウェ
アデバイスを構成します。

NTPサーバー設定とグローバル設定のREST APIコールについて詳しくは、REST APIリファレンスガイドを参照してくだ
さい。

サーバーハードウェアのNTPサーバー構成 948



サーバーハードウェアのNTPサーバーの構成サーバーハードウェアのNTPサーバーの構成

管理対象および監視対象のサーバーハードウェアをアプライアンスクロックまたはNTPサーバーと同期できます。

前提条件前提条件

NTPサーバーのIPアドレスがあること。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択し、グローバル設定をクリックします。

2. サーバーハードウェアの編集サーバーハードウェアの編集をクリックしてサーバーハードウェア設定の編集サーバーハードウェア設定の編集ダイアログボックスを表示します。

3. 次のNTPサーバー構成のいずれかを選択し、OKをクリックします。

OneViewに同期- このオプションは、サーバーハードウェアをHPE OneViewと同期します。

タイムサーバーに同期- このオプションは、サーバーハードウェアを構成済みのNTPサーバーと同期します。

4. グローバル設定グローバル設定画面でNTPサーバー構成がアップデートされていることを確認します。

サーバーハードウェアのNTPサーバーの構成 949



サーバープロファイルの整合性サーバープロファイルの整合性

サーバープロファイルの整合性により、HPE OneViewのBIOS設定の整合性確認オプションを有効または無効にできま
す。デフォルトでは無効になっており、新規インストールでは有効になります。アプライアンスをアップデートする
と、以前の動作は維持されます。BIOS設定の整合性オプションを有効または無効にしても、すぐに変更を確認すること
はできません。以下の操作のいずれかを実行して、結果を表示します。

プロファイルを編集します。

サーバープロファイルを更新します。

サーバーハードウェアを更新します。

サーバーからBIOS設定を編集します。

整合性に関するアラートがあるサーバープロファイルは警告状態になります。アラートを手動でクリアして、サーバー
プロファイルのヘルスステータスに影響を与えないようにします。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルのBIOS設定
アプライアンスのアップデート

サーバープロファイルの整合性 950



スコープによるUI読み取りアクセスの制限スコープによるUI読み取りアクセスの制限

スコープが設定されていないインフラストラクチャ管理者スコープが設定されていないインフラストラクチャ管理者は、スコープが設定されたユーザーのUI画面に表示されるリ
ソースを制限できます。スコープによって読み取りアクセスを制限するには、 設定 > グローバル設定 > > ユーザー
インターフェイスの編集の順に選択します。 グローバル設定の編集ダイアログボックスで、 スコープによるユーザー
インターフェイス読み取りアクセスを制限オプションを選択します。このオプションを有効にすると、スコープで制限
されたユーザーのUI画面にはスコープ内のリソースだけが表示されます。

注記:注記:

スコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限スコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限オプションは、セキュリティ機能で
はありません。UI画面に自分のスコープ外のリソースが表示される場合もあります。この設定によっ
て、REST APIの動作は変更されません。

このオプションを有効にすると、スコープで制限されたユーザーに対して表示される内容は、次のように変わります。

スコープフィルターには、ユーザーのアクティブなパーミッション内のスコープのみが含まれます。すべてのリ

ソースオプションは含まれません。

スコープ外のリソースにアクセスするリンクは使用できません。制限されているユーザーがスコープ外のリソース

へのリンクをクリックすると、 というエラーメッセージが表示されます。

ダッシュボード、アクティビティ、およびリソース画面のリソース数には、スコープ内のリソースの数のみが表示

されます。

レポートにはスコープ外のリソースに関する情報が含まれている可能性があるため、レポートにはアクセスできま

せん。

データセンターやラックなど、いくつかのリソースタイプは、スコープに割り当てることができません。それらの

リソースはスコープ外にあっても、制限されているユーザーの画面に表示されます。

ユーザーのアクティブなパーミッションにすべてのリソースが含まれている場合、そのユーザーはスコープによっ

て制限されません。スコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限オプションが有効になって

いる場合でも、制限のないユーザーのUI画面にはすべてのリソースが表示されます。

リクエストしたアイテムを配置できません

スコープによるUI読み取りアクセスの制限 951



ストレージ設定ストレージ設定

ボリューム作成にテンプレートが必要

ボリュームテンプレートを使用せずにボリュームがHPE OneView内で作成されないようにするには、このオプショ
ンを選択します。

注記: 注記: このオプションが はいまたは いいえに設定されているかどうかに関係なく、ストレージシ
ステムに外部ボリュームを追加できます。

エクストラボリュームプレゼンテーションのチェック

このオプションを無効にすると、現在のHPE OneViewインスタンスでは構成されていないがストレージシステム上
には構成されているプレゼンテーションに対するアラートの生成が無効になります。具体的には、非管理サー
バーにプレゼントされる管理対象ボリューム、および管理対象サーバーにプレゼントされる非管理ボリュームの
アラートが無効になります。

詳しくは詳しくは

エクストラプレゼンテーションチェックのアラートの無効化

ストレージ設定 952



ボリュームの作成にボリュームテンプレートを要求するための構成ボリュームの作成にボリュームテンプレートを要求するための構成

ボリュームの作成時にボリュームテンプレートの使用を要求するようにアプライアンスを構成できます。これは、ボ
リュームテンプレートを使用しないボリューム作成を防止するグローバル設定です。

注記:注記:

設定を有効にした後、サーバー管理者はボリュームを作成するときに、ボリュームテンプレートを必ず
使用する必要があります。この制限は、インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者には適用
されません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択し、グローバル設定をクリックします。

2. ストレージ設定の編集をクリックしてストレージ設定の編集ダイアログボックスを表示します。

3. ボリューム作成にテンプレートが必要をはいに切り替えます。

4. OKをクリックします。

詳しくは詳しくは

ストレージ設定
ボリュームテンプレートの作成
ストレージボリュームテンプレート

ボリュームの作成にボリュームテンプレートを要求するための構成 953



エクストラプレゼンテーションチェックのアラートの無効化エクストラプレゼンテーションチェックのアラートの無効化

複数のHPE OneViewアプライアンスが同じストレージボリュームを管理している場合は、各アプライアンスのエクスト
ラボリュームプレゼンテーションのチェックアラートを無効にします。

前提条件前提条件

HPE PrimeraまたはHPE 3PAR StoreServストレージストレージシステムのどちらかを使用しています。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. グローバル設定をクリックします。

3. ストレージパネルで、 編集アイコンをクリックします。

4. ストレージ設定の編集ダイアログボックスで、エクストラボリュームプレゼンテーションのチェックオプション

を無効に設定します。

5. OKをクリックします。

詳しくは詳しくは

2つのHPE OneViewアプライアンスを使用したストレージボリュームの管理
ストレージ設定
複数のHPE OneViewアプライアンスを使用した共有ストレージボリュームを管理する際の留意事項

エクストラプレゼンテーションチェックのアラートの無効化 954



設定：ライセンス設定：ライセンス

設定画面のライセンスビューを使用して、ライセンスについてのデータを表示できます。設定画面では、HPE OneView
にライセンスキーを追加することもできます。

知りたい情報知りたい情報

アプライアンスへのライセンスキーの追加

HPE OneViewへのライセンスキーの追加

ライセンスステータスの表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

設定：ライセンス 955



アプライアンスへのライセンスキーの追加アプライアンスへのライセンスキーの追加

スタンドアロンライセンスを購入してアプライアンスに追加すると、ライセンス済みのインスタンス（例えばサー
バー）に適用することができます。既存ライセンスをアプライアンスに追加することもできます。

HPE OneViewでは、管理対象のインスタンスごとに1つずつライセンスが必要です。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者

少なくとも1つのライセンスキーを持っている。

以下のHewlett Packard Enterpriseライセンスポータルで、新しいスタンドアロンライセンスがアクティブ化され

て登録されている。

https://myenterpriselicense.hpe.comhttps://myenterpriselicense.hpe.com

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

a. ライセンスライセンスパネルの追加をクリックします。

b. 設定画面でライセンスをクリックして、アクション > 追加の順に選択します。

ライセンスの追加ダイアログボックスが表示されます。

2. ライセンスキーボックスにライセンスキーを入力するか貼り付けた後、追加をクリックしてアクションを完了する

か追加+をクリックして別のキーを追加します。

3. キーが有効な場合は、アプライアンスに追加されます。キーが有効でない場合は、有効なキーを追加するプロンプ

トが表示されます。

注記:注記:

ライセンスはアプライアンスに追加すると、ライセンスがないすべての管理対象インターコネクトに自
動的に割り当てられます。

ライセンスはアプライアンスに追加すると、ライセンスがないサーバーハードウェアに自動的に割り当
てられます。

詳しくは詳しくは

設定：ライセンス
ライセンス

アプライアンスへのライセンスキーの追加 956
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設定：通知設定：通知

項目を選択項目を選択

アラートのメール通知を実行するアプライアンスの

構成

メール受信者とフィルターの追加

メール受信者とフィルターのエントリーの編集

メール受信者とフィルターの有効化または無効化

メール受信者とフィルターのエントリーの削除

メール通知用のテストメッセージの送信

その他の操作

さらに詳しくさらに詳しく

アラートメッセージのメール通知

設定：通知 957



アラートメッセージのメール通知アラートメッセージのメール通知

この機能は、特定の警告が発生したときに指定された受信者に通知します。

この機能を構成して有効にすると、アプライアンスは、以下の手順を実行し、アラートを送信します。

アプライアンスは、アラートを設定済みの検索条件と比較します。

アラートが一致する場合は、アラートのテキストを含むメールメッセージを作成します。

アプライアンスは、指定した受信者にメールメッセージをテキスト形式とHTML MIMEの種類の両方で送信します。両

方の種類で送信することにより、受信者のメールアプリケーションで表示方法を決定できます。

このメール通知機能は有効または無効にすることができ、必要に応じて、個々のフィルターの通知を有効または無効に
することもできます。

設定 > Remote SupportでHPE Remote Supportを有効にすると、Remote Supportメールフィルターを追加ボタンが使用
可能になります。

アプライアンスでは100件までの受信者とフィルターの組み合わせを使用でき、1通のメールメッセージに50名までの受
信者を指定できます。この柔軟性により、警告メッセージの内容と送信先を細かく調整できます。例えば、ある受信者
には警告アラートを、別の受信者にはクリティカルなアラートを送信するようにアプライアンスを構成できます。

テストメッセージを送信することで、構成を確認することができます。

アラートメッセージのメール通知 958



メール受信者とフィルターの追加メール受信者とフィルターの追加

次の手順に従って、特定の警告が生成された場合のメール通知をセットアップします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

メール通知を構成する必要があります。

キャプチャーする指定されたアラート。

そのアラートが生成された場合の潜在的な受信者のリスト。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. 通知パネルで、 をクリックします。

b. 通知をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. 通知を編集画面で、必要なデータを入力します。

4. アラートメールフィルターを追加をクリックします。

5. アラートメールフィルターを追加画面で要求されるデータを入力します。

a. フィルター名を入力します。

b. このフィルターを有効にするには、有効メニュー項目を選択します。

c. 以下のいずれかを実行します。

スコープを含まない単純なフィルタークエリの場合単純なフィルタークエリの場合、事前定義を選択して、以下に説明するオプションのい

ずれかを選択します。

すべてのアラート

すべてのクリティカルアラートまたは警告アラート

すべてのクリティカルアラート

スコープを含まない複雑なフィルタークエリの場合複雑なフィルタークエリの場合（1つ以上のアラートのステータス、アラートの状態、関

連付けられているリソースカテゴリ、またはそれらの組み合わせを指定するフィルタークエリ）、ガイド付

きを選択して、使用可能な1つ以上のオプションを選択します。

関連付けられている各リソースカテゴリは、ネットワークやサーバーハードウェアなどのリソースのカテゴ

リを指定します。

スコープを含むフィルタークエリの場合：スコープを含むフィルタークエリの場合：

i. アドバンストを選択します。

通知するアラートをキャプチャーするフィルターを入力します。

例えば、ステータスがクリティカルまたは警告であるアラートです。

フィルターには、検索用語を含めることができます。例えば、次は failed テキストが含まれるアクティ
ブな状態のアラートに適用されます。

事前定義された、関連付けられているリソースカテゴリを1つ以上指定できます。

ii. スコープに割り当てられているリソースカテゴリごとに、対応する associatedresourcecategoryを

入力します。

重要:重要:

status:critical status:warning

state:active failed

associatedresourcecategory:appliance

メール受信者とフィルターの追加 959



スコープに関連付けられているリソースカテゴリを指定しない場合、非スコープリソース

（スコープに追加できないリソース）のアラートはフィルターで除外されません。これらの

アラートをキャプチャーするために、この動作には依存しないでください。

ヒント:ヒント:

入力を減らすには、ガイド付きを選択して、スコープのリソースタイプに対応する関連付け

られたリソースカテゴリを選択してから、アドバンストを選択してフィルターの構成を続行

します。

iii. 必要に応じて、フィルタークエリを編集します。必要に応じて、 AND、 OR、および NOTの各演算子を使

用します。

iv. リソーススコープフィールドで1つ以上のスコープ名を選択します。選択したスコープは、送信されるア

ラートを、スコープで定義したリソースからのアラートに制限するように設計されています。ただし、ス

コープ機能をサポートしないリソースからのアラートも含まれています。

v. 必要に応じて、いずれかに一致またはすべてに一致を選択します。

d. 送信メールアドレスオプションを選択し、フィルター固有のメール送信者アドレスを設定します。

e. 送信メールアドレスオプションを選択すると、アドレスフィールドにメールアドレスを入力できます。

f. オプションオプション：パスワードフィールドにパスワードを入力します。

g. アラートが生成されたときに通知する必要があるユーザーまたはグループのメールアドレスを入力します。

アラートが生成されたとき、そのアラート用に作成されたフィルターがある場合は、'メール宛先'アドレスで指

定されたユーザーまたはグループにメールが送信されます。

フィルターにカスタムの送信メールアドレスが指定されている場合、メールはそのカスタムメールアドレスから

送信されます。

注記: 注記: フィルターにカスタムの 送信メールアドレスを指定することはオプションです。選択されて

いない場合は、デフォルトのメールアドレスがメールの送信に使用されます。

6. 追加をクリックして通知を編集画面に戻るか、追加+をクリックしてエントリーをさらに追加します。

7. 通知を編集画面に戻ると、フィルターリストにエントリーが表示されます。

8. エントリーを確認し、OKをクリックして変更を適用します。

詳しくは詳しくは

スコープ
アクティビティのステータス
アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成
アクティビティの状態
リソースの検索
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メールの受信者とフィルターの追加のベストプラクティスメールの受信者とフィルターの追加のベストプラクティス

Hewlett Packard Enterpriseは、メールの受信者とフィルターの追加について次のガイドラインを推奨しています。

空のフィルターのエントリーは、特に大規模な環境では避けてください。フィルターのエントリーを空にするとア

ラートが返されます。

通知の数を抑えるため、できるだけ正確にフィルターを定義してください。

アドバンストのエントリーでは、 ORまたは AND演算子を使用せずにアラートフィルターの複数のインスタンスを

指定してフィルターを絞り込むことができます。

重要: 重要: 次のすべての条件に一致する場合、受信者は同じアラートについて複数のメールを受信します。

1. 生成される1つのアラートについて複数のフィルターが条件を満たしてます

2. 一致しているフィルターに異なるカスタム送信アドレスが指定されています。

3. すべての一致しているフィルターに同じ受信者アドレスが存在します

複数のメールを受信しないようにするには、次のいずれかのオプションを実行します。

1つのアラートに複数のフィルターが一致しないように、アラートフィルター構成を最適化します

または

一致するフィルターに対して送信者アドレスを異ならせる必要があるかどうかを確認します

詳しくは詳しくは

メール受信者とフィルターの追加
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アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成

構成後に、受信者またはフィルターのエントリーを追加、編集、または削除することができます。

メール通知のフィルターは、アラートメッセージに対してのみ構成できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. 通知パネルで、 をクリックします。

b. 通知をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. 通知を編集画面のメールパネルで要求されたデータを入力します。

注記:注記:

アプライアンスは、アプライアンスのメールアドレスのドメイン名からSMTPサーバーを自動的に

決定します。SMTP設定の指定が必要な場合は、SMTPオプションをクリックして指定します。

SMTPサーバーホスト名とIPアドレスの詳細は、

DNSサーバーの mxレコードから検出されます。ポート番号は、標準的なSMTPポート、25とみなさ

れます。

set q=mxに nslookupユーティリティのドメイン名を続けたコマンドを実行して、mxレコード

がDNSで構成されているかどうかを確認することができます。

ただし、いくつかのDNSサーバーはラウンドロビンのスケジュールを使用する場合があるため、ク

エリを実行するたびに、取得したリストが変更される可能性があります。DNSサーバーの mxレ

コードが不足している場合またはDNSに到達できない場合は、SMTPを手動で構成します。

SMTPサーバーが非標準ポートを使用している場合は、手動で構成します。

SMTPサーバーで認証が必要な場合は、パスワードを入力する必要があります。アプライアンス

は、 SMTP LOGIN認証メカニズムを使用して認証情報を確認します。

重要:重要:

この機能はSMTPセッションでのTLS/SSLをサポートしていないために、パスワードはク

リアテキストで送信されます。

4. オプション：テストメールメッセージを送信し、構成をテストします。

5. 続行して、アラートのフィルターとメールの受信者のエントリーを1つ以上、追加します。

詳しくは詳しくは

メール受信者とフィルターの追加
メール通知用のテストメッセージの送信
HPE OneViewのSMTPおよびメール通知
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メール受信者とフィルターのエントリーの削除メール受信者とフィルターのエントリーの削除

次の手順に従って、特定のアラートフィルターに基づいて特定の受信者に通知するエントリーを完全に削除します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

メール通知を構成する必要があります。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. 通知パネルで、 をクリックします。

b. 通知をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. 削除するエントリーをフィルターリストで見つけ、対応する アイコンをクリックします。

4. 削除を確認します。

詳しくは詳しくは

アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成
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メール受信者とフィルターのエントリーの編集メール受信者とフィルターのエントリーの編集

受信者を変更したり、フィルターをアップデートしてアラートをキャプチャーしたりすることが必要な場合は、次の手
順に従ってください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

メール通知を構成する必要があります。

キャプチャーする特定のアラート。

関連のスコープと、そのスコープに割り当てられたリソースカテゴリ。

そのアラートが生成された場合の潜在的な受信者のリスト。

100件までのエントリーを追加して通知を調整できます。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. 通知パネルで、 をクリックします。

b. 通知をクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. 編集するエントリーをフィルターリストで見つけ、対応する アイコンをクリックします。

4. アラートメールフィルターを編集画面で適切なデータを変更します。

a. フィルター名を入力します。

b. このフィルターを有効にするには、有効メニュー項目を選択します。

c. 以下のいずれかを実行します。

スコープを含まない単純なフィルタークエリの場合、事前定義を選択して、使用可能なオプションのいずれ

かを選択します。

スコープを含まない複雑なフィルタークエリ（1つ以上のアラートのステータス、アラートの状態、関連付け

られているリソースカテゴリ、またはそれらの組み合わせを指定するフィルタークエリ）の場合、ガイド付

きを選択して、使用可能な1つ以上のオプションを選択します。

スコープを含むフィルタークエリの場合：

i. アドバンストを選択します。

ii. スコープに割り当てられているリソースカテゴリごとに、対応する associatedresourcecategoryを

入力します。

重要:重要:

スコープの関連付けられているリソースカテゴリを指定しない場合、スコープの割当てを許

可しないカテゴリのリソースのアラートはフィルターで除外されません。これらのアラート

をキャプチャーするために、この動作には依存しないでください。

ヒント:ヒント:

ガイド付きアラート条件を一瞬選択して、必要な関連付けられたリソース条件のエントリー

を選択し、アドバンストアラート条件に戻ります。

iii. 必要に応じて、フィルタークエリを編集します。

iv. リソーススコープフィールドで1つ以上のスコープ名を選択します。

v. 必要に応じて、いずれかに一致またはすべてに一致を選択します。

d. アラートが生成されたときに通知するユーザーまたはグループのメールアドレスを入力します。
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5. OKをクリックします。

フィルターリストには、編集したエントリーが表示されます。

6. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

詳しくは詳しくは

メール受信者とフィルターの追加
アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成
スコープが有効なリソースのカテゴリ
リソースの検索
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メール受信者とフィルターの有効化または無効化メール受信者とフィルターの有効化または無効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

メール通知を構成する必要があります。

手順手順

1. メインメニューから設定画面に移動します。

以下のいずれかを実行して 通知画面にアクセスします。

a. 通知パネルを見つけ、通知をクリックします。

b. 概要メニューから通知を選択します。

2. フィルターリストからメールフィルターを選択します。

3. メールフィルターの追加/編集画面で有効または無効オプションを選択し、OKをクリックします。

4. 変更内容を確認し、OKをクリックして変更を適用します。

詳しくは詳しくは

アラートメッセージのメール通知
メール受信者とフィルターの追加
アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成

メール受信者とフィルターの有効化または無効化 966



メール通知用のテストメッセージの送信メール通知用のテストメッセージの送信

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

メール通知を構成する必要があります。

受信者のリスト

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 通知をクリックし、アクション > テストメールの送信の順に選択します。

a. テストメールの送信ダイアログボックスに次の情報を入力します。

i. 宛先テキストフィールドに1つ以上のアドレスを入力します。

ii. デフォルトの件名のテキストを編集するか、新しい件名を入力します。

iii. オプション：デフォルトのメッセージのテキストを編集するか、新しいメッセージを入力します。

b. アラートメールフィルターからのテストメールの送信ハイパーリンクをクリックします。

送信者および宛先フィールドは、アラートメールフィルターから入力されます。

件名フィールドは次のように自動入力されます。

メッセージフィールドに次のメッセージが表示されます。

3. 送信をクリックします。

4. テストメッセージを受信したことを確認することで成功を確認します。

詳しくは詳しくは

アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成

アラート: アプライアンスからのテストメール

これは、カスタム送信メールアドレスを使用した、HPE OneViewのアラートメール通知システムで定義された"すべての"アラートメールフィルターのテストです。
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HPE OneViewのSMTPおよびメール通知HPE OneViewのSMTPおよびメール通知

アプライアンスは、アプライアンスのメールアドレスのドメイン名からSMTPサーバーを自動的に決定します。SMTP設定
を指定するには、HPE OneView UIにあるSMTPオプションを使用します。

アプライアンスにより、DNSサーバーの mxレコードからサーバーホスト名とIPアドレスの詳細情報が検出されます。標
準SMPTポートは25です。 nslookupユーティリティで set q=mxの後にドメイン名を続けたコマンドを実行すると、
mxレコードがDNSで構成されているかどうかを確認できます。ただし、いくつかのDNSサーバーはラウンドロビンのス
ケジュールを使用する場合があるため、クエリを実行するたびに、取得したリストが変更される可能性があります。

次の場合は、SMTPを手動で構成できます。

DNSサーバーに mxレコードがない

DNSに到達できない

SMTPサーバーが非標準ポートを使用している

SMTPサーバーで認証が必要な場合は、パスワードを入力します。アプライアンスは、 SMTP LOGIN認証メカニズムを
使用して認証情報を確認します。

重要:重要:

この機能はSMTPセッションでのTLS/SSLをサポートしていないために、パスワードはクリアテキストで送
信されます。

詳しくは詳しくは

アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成
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設定：プロキシ設定：プロキシ

プロキシパネルでは、HTTPSプロキシ、クライアント接続のポート番号、および認証でユーザー名とパスワードが必要
かどうかを設定できます。

知りたい情報知りたい情報

プロキシ設定の構成

詳細情報詳細情報
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プロキシ設定の構成プロキシ設定の構成

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

プロキシパネルで、 をクリックします。

プロキシ > アクション > 編集を選択します。

2. プロキシサーバーのIPアドレスと使用されるポートを入力します。

プロキシ設定の編集時に、プロキシサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。例えば、 192.0.2.1  p
roxy.example.com などです。

3. オプション。認証を選択します。

4. ユーザー名とパスワードを入力します。

5. OKをクリックします。

6. 設定画面のプロキシパネルで設定を確認します。

プロキシ設定の構成 970



設定：Remote Support設定：Remote Support

Remote SupportはHPE OneViewに統合されています。設定画面でRemote Supportを有効にすることで、ハードウェア障
害、サポートケース、サービスイベント、保証と契約情報、および期限切れのアラートについてデバイスを安全に監視
できます。HPE OneViewに追加された新しい機器は、自動的に接続され、監視されます。

知りたい情報知りたい情報

リセラー/ディストリビューターの追加

サービスパートナーの追加

Remote Supportの編集

Remote Supportの有効化

Remote Supportの登録準備

その他の操作

詳細情報詳細情報

チャネルパートナー

リモートサポートの構成とファイアウォールルール

データ収集

Remote Supportの有効化

HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効

にするためにお客様が開始したサービスセッションを保

護

保証と契約

リモートサポート（HPE通報サービス）

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

プロアクティブケアプロアクティブケア
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チャネルパートナーチャネルパートナー

パートナーIDは、パートナーをHPE認定パートナーとして一意に識別します。他のチャネルパートナーが割り当てられ
ていない場合は、Hewlett Packard Enterpriseがデフォルトのチャネルパートナーになります。

HPEHPE製品販売店製品販売店

Remote Supportを有効にすると、HPEサポートセンターのInsight Onlineにある構成レポートおよび契約保証レポート
のほか、構成詳細、一部の契約および保証の詳細へのアクセスを製品販売店に許可できます。

HPEHPE認定サービスパートナー認定サービスパートナー

サービスパートナーは、HPE製品販売店に提供されるすべての情報のほかに、HPEチャネルサービスネットワークポータ
ルのリンクを含む、サービスイベントステータスおよびレポートにアクセスできます。

連絡することに同意する連絡することに同意する

「はい、HPEまたはHPE正規販売店がIT環境の最適化についてお客様に連絡することに同意します」というチェックボッ
クスをオンにすることで、Hewlett Packard EnterpriseまたはHPE正規販売店は収集した構成情報にアクセスしたり、
追加のハードウェアおよびソフトウェア製品を購入してIT環境を最適化するようにお勧めする連絡をしたりできること
に同意したことになります。これらのプロバイダーは、ご使用のHPE ITハードウェアがある場所とは異なる国/地域に
拠点を置いている場合があります。HPEの販売店は、HPEから受け取った秘密情報を守る義務があり、Hewlett Packard
Enterpriseに代わって助言や推奨を提供する目的以外に使用することはできません。

同意を取り消すには、「はい、HPEまたはHPE正規販売店がIT環境の最適化についてお客様に連絡することに同意しま
す」というボックスをクリアします。

注記:注記:

HPE OneView Remote Supportのセットアップ中にHPE正規販売店またはサポートプロバイダーを指定でき
ます。HPE正規販売店とお客様が使用しているデバイスを保守しているサポートプロバイダー以外が、IT
環境最適化に関するアドバイス、ソリューションの販売や配信の目的で、お客様の構成情報を受け取っ
て、お客様に個別に連絡することはありません。

Hewlett Packard Enterpriseは、お客様と連絡を取り合い、保証またはサポート契約対象のデバイスを対象に、交換用
部品の出荷やエンジニアの派遣を行います。

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化
リセラー/ディストリビューターの追加
サービスパートナーの追加
Remote Supportの編集
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リモートサポートの構成とファイアウォールルールリモートサポートの構成とファイアウォールルール

ファイアウォールに次のポートとエイリアスを構成すると、リモートサポートのデータセンターと通信できます。

ポート443（HTTPS）

インシデントをHewlett Packard Enterpriseに提出したり、保証および契約の情報をHewlett Packard

Enterpriseから取得したりする通信は、HTTPS/443を介して行われます。HTTPSは、HPE OneViewから収集され

るソフトウェア構成データ、およびHewlett Packard Enterpriseに転送されるソフトウェア構成データの機密

性を高めるための暗号化機能を提供します。HPE OneViewからのリモートサポートを有効にする前に、ファイ

アウォールを構成します。

api.support.hpe.com

エイリアス api.support.hpe.comを使用してHewlett Packard Enterpriseにアクセスできるように、ファ

イアウォールルールを設定します。Hewlett Packard Enterpriseに送信されるすべてのデータは、HTTPS接続

を介して宛先 api.support.hpe.comに送信されます。この宛先は、HPEデータセンターのいずれかにある

アクティブなサーバーに自動的にルーティングされる仮想IPアドレスです。

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化
Remote Supportの登録準備

リモートサポートの構成とファイアウォールルール 973



保証と契約保証と契約

HPE OneViewは、Hewlett Packard Enterpriseサポートの有効な資格がご使用のハードウェアにあるかどうかを自動的
にチェックします。有効な資格とは、Hewlett Packard Enterpriseの保証または有効な契約です。有効なサポート資格
が見つかると、HPE OneView Remote Supportはハードウェア障害のサポートケースを開きます。

場合によっては、契約アップデートの遅延により、資格情報が最新ではない場合があります。その場合、情報を編集ま
たは上書きすることができます。その後、資格はHewlett Packard Enterpriseのサポートスタッフによって検証されま
す。

また、HPE OneView Remote Supportが有効になっている各デバイスで使用可能な場合、資格情報を参照することもでき
ます。

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化
Remote Supportの編集
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データ収集データ収集

HPE OneView Remote Supportは、ハードウェア診断情報およびシステム構成情報を収集します。また、管理者の連絡先
情報も格納します。この情報は、 Hewlett Packard Enterpriseまたはその関連会社が次の分野または活動で推奨事項
を提供するために使用されます。

システムの問題のトラブルシューティングと解決

環境の最適化

ダウンタイムの最小化

基本収集は、構成情報をHewlett Packard Enterpriseに送信して、お客様の保証およびサービス契約に準拠した分析お
よびプロアクティブサービスで使用できるようにします。データは、30日周期で送信されます。

エンクロージャーとラックマネージャーは、基本収集のみをサポートします。

アクティブヘルスは、サーバーのヘルス、詳細な構成、およびランタイムテレメトリーに関する情報をHewlett
Packard Enterpriseに送信します。この情報は問題のトラブルシューティングと内部閉ループ品質分析に使用されま
す。データは、7日周期で送信されます。

定期的に、およびイベント駆動で、基本的なデバイスの監視、構成、および診断の収集を実行し、Remote Supportソ
リューションの健全性を維持するため、Remote Supportは特定の情報をHewlett Packard Enterpriseに送信します。こ

の情報は、ソフトウェアライセンス文書ソフトウェアライセンス文書およびHPEオンラインプライバシーステートメントHPEオンラインプライバシーステートメントに従って使用されます。

Hewlett Packard Enterpriseが必要な修理に効果的に対応したり、サービスと推奨事項を提供してダウンタイムを短縮
したりするため、Remote Supportでは、名前、電話番号、電子メールアドレスなどのデバイス管理者の連絡先情報や、
郵便番号などのサイトの場所情報を含むサービスデリバリ情報を収集します。

監視対象のデバイスを適切に識別したり、ローカルRemote SupportソフトウェアをHewlett Packard Enterpriseサポー
ト自動サービスと同期をとるため、Remote Supportは、Hewlett Packard Enterpriseに定期的なデータを送信します。
このデータには、サービスデリバリ情報の他、IPアドレス、MACアドレス、ホスト名、FQDNなどの基本的なデバイス識
別情報が含まれます。

監視対象デバイスで障害が検出されたときにサービスデリバリを自動化するため、Remote Supportは、障害イベントに
関する情報を送信します。この情報には、診断センスデータ、ファームウェア情報、モデル番号、シリアル番号、障害
の詳細に加えて、サービスデリバリ情報や前述の基本的なデバイス識別情報が含まれます。

追加のサービスを提供するには、構成の収集が必要です。Hewlett Packard Enterpriseに送信される情報は、デバイス
の種類によって異なりますが、コンポーネントの構成、ファームウェアバージョン、OSの種類とバージョン、DNS構
成、Windowsドメイン、および診断情報も含まれる場合があります。ご使用のIT環境を最適化する目的でHewlett
Packard EnterpriseまたはHewlett Packard Enterprise認定販売パートナーから連絡を受け取るには、Remote Support
でオプトインを選択することでこの情報の使用を許可します。Hewlett Packard Enterpriseまたはその認定販売パート
ナーは、収集した構成データを使用して、ご使用のIT環境を最適化する目的で推奨事項を提供する場合があります。こ
れらのプロバイダーは、ご使用のHewlett Packard Enterprise ITハードウェアがある場所とは異なる国/地域に拠点を
置いている場合があります。

重要:重要:

Hewlett Packard Enterpriseのプロバイダーには、Hewlett Packard Enterpriseから受け取った情報の
機密性を確保することが義務付けられ、Hewlett Packard Enterpriseに代わってアドバイスや推奨事項
を提供するためにのみ情報を使用することができます。

Remote Supportソフトウェアのセットアップ中に、Hewlett Packard Enterprise認定販売パートナーまたはサポートプ
ロバイダーを指定することができます。Hewlett Packard Enterprise認定販売パートナーとお客様が使用しているデバ
イスを保守しているサポートプロバイダー以外が、IT環境最適化に関するアドバイス、ソリューションの販売や配信の
目的で、お客様の構成情報を受け取って、お客様に個別に連絡することはありません。

収集された情報の一部は、Insight Onlineのオプション表示にも使用されます。この情報は、HPE Passportの資格情報
と関連付けて、Insight Onlineで表示することができます。

送信されるデータ項目について詳しくは、HPE Remote Support Security White PaperHPE Remote Support Security White Paperを参照してください。

詳しくは詳しくは

Remote Supportの有効化
インターコネクトのRemote Supportデータの収集
サーバーのRemote Supportデータの収集
ラックマネージャーのRemote Supportデータの収集
リモートサポートの構成とファイアウォールルール
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Remote Supportの有効化Remote Supportの有効化

サーバーおよびエンクロージャー上でハードウェア障害が発生した場合に自動的にケースを作成し、プロアクティブケ
アを有効にするために、 Hewlett Packard Enterpriseに登録します。いったん有効にすると、将来追加されるすべて
の対象デバイスについてのRemote Supportが自動的に有効になります。

注記:注記:

Remote Support対象の製品については、HPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

リモートサポートを有効にするには、iLO 2.1ファームウェアレベル以上のサーバーとする必要があ

ります。

デフォルトでは、Remote Supportは無効になっています。選択したデバイスに対してアプライアンスレベルでRemote
Supportが有効になっていない場合は、Remote Supportを有効にします。HPE OneViewは、デバイスのシリアル番号と製
品番号に基づいて値を表示します。リモートサポートデバイスの詳細を変更または更新することができます。

Remote Supportにより、以前に収集された構成データに基づく推奨事項を含む、プロアクティブスキャンレポート、
ファームウェア/ソフトウェア分析レポートなどのプロアクティブケアサービスが有効になります。

Remote Supportは安全です。ビジネスデータの収集は行いません。収集されるのは、デバイス固有の構成および障害
データだけです。通信はすべて外向けです。また、業界標準のTLS暗号化を使用して情報の機密性と整合性を確保しま
す。収集した情報はプライバシーを尊重して扱われ、管理されます。

Hewlett Packard Enterpriseは、HPE OneView Remote Supportが提供するすべての機能を有効にすることをお勧めしま
す。これにより、Hewlett Packard Enterpriseとの契約に基づいて、すばやく正確な自動通報サポートを受けることが
できます。HPE OneView Remote Supportは、リモートサポートおよびサービスを提供するため、認定サポートサービス
に対象デバイスを登録し、HPE ITハードウェアサービス、診断、構成、テレメトリ情報をサポートの連絡先情報ととも
に安全に収集します。またお客様のプライバシーを保護するため、データはHewlett Packard Enterpriseデータプライ

バシーポリシーに従って処理および管理されます。詳しくは、https://privacy.hpe.comhttps://privacy.hpe.comに記載されたHewlett Packard

Enterpriseのプライバシーに関する声明を参照してください。

注記:注記:

メンテナンスモードのデバイスのリモートサポートデータは収集できません。サーバーハードウェア

デバイスのメンテナンスモードは、サーバー > サーバーハードウェア > アクションから有効または

無効にできます。

メンテナンスモードがオンの場合、サービスイベントは生成されません。

登録の記録登録の記録

デバイスを登録すると、登録解除できません。Hewlett Packard Enterpriseは、お客様が後でRemote Supportを再度有
効にする場合のために登録の記録を保存します。ただし、Remote Supportの編集画面を使用して、アプライアンスとす
べての登録済みデバイスのRemote Supportを無効にすることができます。

登録すると、次のセクションが表示されます。

Insight Onlineの統合Insight Onlineの統合

Insight Onlineの登録はオプションです。

HPE OneViewがInsight Onlineに統合されているときは有効、そうでない場合は無効。

連絡先連絡先

連絡先を追加するまで、このセクションには連絡先がありませんと表示されます。Hewlett Packard

Enterpriseは、サポートケースを作成するときに連絡先情報を使用します。

Remote Supportの編集 > 連絡先画面から、連絡先の追加、連絡先の削除、およびプライマリ連絡先とセカンダ

リ連絡先の指定を行うことができます。プライマリ連絡先とセカンダリ連絡先は、デフォルトでそのデバイスに

適用されます。

チャネルパートナーチャネルパートナー

デフォルトのデータ収集スケジュールデフォルトのデータ収集スケジュール

アプライアンスは、すべての適格なデバイスのデータを収集します。

保証と契約保証と契約

注記:注記:

表示されるセクションは、Remote Supportを有効にするデバイスによって異なる場合があります。
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詳しくは詳しくは

リセラー/ディストリビューターの追加
サービスパートナーの追加
Remote Supportの有効化
インターコネクトのRemote Supportの有効化
エンクロージャーでのRemote Supportの有効化
ラックマネージャーのリモートサポートの有効化
サーバーハードウェアのRemote Supportの有効化
サーバーハードウェアデバイスのメンテナンスモードの管理
Remote Supportの登録準備
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HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様がHPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様が

開始したサービスセッションを保護開始したサービスセッションを保護

HPE OneView Remote Technicianを有効にすると、認定サポート技術者がお客様のアプライアンスにリモートからアク
セスして、HPE OneViewに関連する問題を解決できます。デフォルトでは、Hewlett Packard EnterpriseによるRemote
Serviceセッションは無効になっています。

認定サポート技術者はお客様のアプライアンスにリモートからアクセスして、HPE OneViewに関連する問題を解決でき
ます。HPE OneViewアプライアンスへのアクセスをリクエストする認定サポート技術者は、HPEによって認証されている
安全な従業員グループに制限されます。セキュリティをさらに強化するため、最終承認はアプライアンスのアクセスレ
ベルポリシーを介して構成されます。さらに、リモートアクセスサービスセッションはアプライアンスのみ
（127.0.0.1として表示）に制限され、他のすべてのIPアドレスへのアクセスはブロックされたままです。

認定サポート技術者によるアクセスのためのリモートアクセスサービスセッションを構成するには、診断 > 編集リン
クを使用します。診断診断画面には、保留中のアクセスリクエスト数など、接続の詳細が表示されます。

アプライアンスでサービスセッション設定を構成すると、お客様はHewlett Packard Enterpriseへのトンネル接続を開
始できます。

インフラストラクチャ管理者は次のアクセスポリシーを設定できます。

フルアクセスフルアクセス：認定サポート技術者はお客様のHPE OneViewアプライアンスに接続できます。

制限付きアクセス制限付きアクセス：アクセスは、アクセス制御レベル（ACL）のルールに従って構成された認定サポート技術者に制

限されます。構成されていない認定サポート技術者からの接続リクエストを受信すると、診断診断画面のアクセスリクアクセスリク

エストエストセクションにアクセスリクエストが表示されます。アクセスリクエストが受け入れられると、ACLルールが自

動的に作成されます。サービスセッションを開始するには、HPE OneViewアプライアンスを一意に識別するステー

ションIDを認定サポート技術者と共有する必要があります。

アクセスなしアクセスなし：このモードでは、認定サポート技術者によるアプライアンスへのアクセスは拒否されます。

注記:注記:

アクセスレベルを制限付き制限付きに設定することをお勧めします。

すべてのTLSサービスセッションは、HPE OneViewアプライアンスとHPEサーバー間の安全なTLSトンネ

ルを介して確立されます。安全なTLSトンネルが切断されると、現在確立されているすべてのサービ

スセッションが破棄され、新しいセッションを確立できなくなります。進行中のすべてのサービス

セッションを停止するには、アクション > すべてのHPEサービスセッションの停止を使用します。

アプライアンスの再起動時に、確立されていたすべてのサービスセッションは破棄されます。それま

での破棄されたサービスセッションの代わりに、新しいサービスセッションを確立してください。

FIPSモードでのHPE OneViewFIPSモードでのHPE OneView

HPE OneViewがFIPS-120モードの場合、Remote Supportは引き続き動作できます。VeriSign Class 3 Public Primary
Certification Authority - G5証明書に対する、HPE OneViewで表示される非互換の警告は無視しても問題ありませ
ん。Remote Supportのバックエンドサービスは、HPE OneViewにバンドルされているVerisign/Symantec証明書チェーン
を使用してTLS接続を検証します。2018年11月以降、Remote SupportのバックエンドサービスはFIPS-120準拠の
DigiCertルートおよび中間証明書に移行します。DigiCertルートおよび中間証明書は、HPE OneView 4.1にバンドルさ
れています。

詳しくは詳しくは

暗号化モード設定
HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスサービスの構成

HPE OneViewへのリモートTLSサービスセッションを有効にするためにお客様が開始したサービスセッション
を保護
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リセラー/ディストリビューターの追加リセラー/ディストリビューターの追加

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または サーバー管理者。
手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. Remote Supportパネルで をクリックします。

b. Remote Supportをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. Remote Supportの編集画面のメニューからチャネルパートナーを選択し、リセラー/ディストリビューターの追加を

クリックします。

4. パートナーIDを入力します。

5. オプション：デフォルトに設定を選択します。

6. リセラーまたはディストリビューターを追加するには、追加をクリックするか、追加+をクリックして、別のリセ

ラーまたはディストリビューターを追加します。

7. OKをクリックします。

8. マスターウィンドウでチャネルパートナーが追加されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

チャネルパートナー
Remote Supportの有効化
Remote Supportの編集
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サービスパートナーの追加サービスパートナーの追加

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. Remote Supportパネルで をクリックします。

b. Remote Supportをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. Remote Supportの編集画面のメニューからチャネルパートナーを選択し、サービスパートナーの追加をクリックし

ます。

4. パートナーIDを入力します。

5. オプション：デフォルトに設定を選択します。

6. パートナーを追加するには、追加をクリックするか、追加+をクリックして別のパートナーを追加します。

7. OKをクリックします。

8. マスターウィンドウでチャネルパートナーが追加されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

チャネルパートナー
Remote Supportの有効化
Remote Supportの編集
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Remote Supportの有効化Remote Supportの有効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. Remote Supportパネルで をクリックします。

b. Remote Supportをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. Remote Supportの有効化を選択します。

注記:注記:

デフォルトは無効です。

登録情報が表示されます。

4. オプション：既存の自動設定デバイスを監視およびサービスイベントで検出されるように構成を選択します。

5. オプション：IT環境の最適化について、HPEまたはHPE認定のリセラーから連絡を受けることに同意しますを選択し

ます。

6. デフォルトのデータセンターアドレスおよび連絡先のアドレスの詳細を指定します。

7. オプション：Insight Onlineの統合の有効化を選択します。

8. チャネルパートナーおよびデフォルトのデータ収集スケジュールのプロパティを設定します。

9. Hewlett Packard Enterpriseへの登録を選択します。

10. はい、登録しますをクリックします。

11. OKをクリックします。

12. 詳細ウィンドウで、情報を確認します。

詳しくは詳しくは

チャネルパートナー
データ収集
Remote Supportの有効化
保証と契約
Remote Supportの編集
Remote Supportの登録準備
リモートサポートの構成とファイアウォールルール

Remote Supportの有効化 981



Remote Supportの編集Remote Supportの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 次のいずれかを実行します。

a. Remote Supportパネルで をクリックします。

b. Remote Supportをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. Remote Supportの編集画面で、変更するデータを入力します。

4. OKをクリックします。

5. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

チャネルパートナー
データ収集
Remote Supportの有効化
保証と契約
Remote Supportの有効化
リモートサポートの構成とファイアウォールルール
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Remote Supportの登録準備Remote Supportの登録準備

手順手順

1. Insight Onlineを有効にするため、HPE パスポートアカウントパスポートアカウントを持っていない場合は作成します。

パスポートとパスワードを入力し、HPEサポートセンターのInsight Onlineを必要に応じて有効にします。HPE

Insight Onlineはクラウドベースのインフラストラクチャ管理を提供します。時間と場所に関係なくIT情報にアク

セスできます。HPE OneView Remote SupportまたはHPE Insight Remote Supportのどちらによって接続されている

かに関係なく、すべてのRemote Supportデバイスのサービスイベントとサポートケースおよび契約と保証状況を追

跡できます。

2. Webプロキシを設定します。

3. 以下の情報を収集します。

連絡先情報

住所、タイムゾーン、およびサイト名を含むサイト情報。

サポートスペシャリスト、リセラー/ディストリビューター、およびインストーラーのチャネルパートナー

ID（これらにデバイス情報の表示を許可する場合）。

詳しくは詳しくは

チャネルパートナー
Remote Supportの有効化
リモートサポートの構成とファイアウォールルール

Remote Supportの登録準備 983
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設定：レポジトリ設定：レポジトリ

知りたい情報知りたい情報

外部レポジトリの追加

外部レポジトリの編集

外部レポジトリの削除

その他の操作

詳細情報詳細情報

ファームウェアレポジトリ

設定：レポジトリ 984



ファームウェアレポジトリファームウェアレポジトリ

ファームウェアバンドルをファームウェアレポジトリに追加することにより、それらを環境全体に展開できます。レポ
ジトリからファームウェアバンドルを選択すると、リリースの日付、サポートされる言語とオペレーティングシステ
ム、およびファイルコンポーネントが表示されます。設定 > レポジトリパネルには、アプライアンスにファームウェ
アバンドルを追加するために使用できるストレージ容量も表示されます。レポジトリにファームウェアバンドルを追加
する場合、十分な容量があることを確認してください。

2つのタイプのレポジトリがサポートされます。

内部レポジトリ内部レポジトリ — 内部の内蔵ファームウェアレポジトリには、HPE OneViewによって管理されるコンポーネントで

使用するファームウェアファイルを格納しアップロードするための最大サイズが100 GBという制限があります。

注記:注記:

割り当てられた容量を追加または変更したり、内部レポジトリを削除したりすることはできません。

外部レポジトリ外部レポジトリ — 外部で管理され、ユーザーによって維持される追加のWebサーバーを、レポジトリとしてアプラ

イアンスに追加できます。特定のディレクトリにファームウェアバンドルをアップロードし、サーバーをHPE

OneViewに登録できます。

WebサーバーをHPE OneViewに外部レポジトリとして追加すると、ファームウェアバンドルをWebサーバーにアップ

ロードできるようになり、ファイルは自動的に検出されます。

外部レポジトリをHPE OneViewに追加した後に、Webサーバーのアドレスを編集することはできません。

外部レポジトリのセットアップ中に、証明書を確認するよう求められます。受け入れられた証明書は、証明書レ

ポジトリに追加されます。

注記:注記:

HTTPSの場合、HPE OneViewは自己署名証明書のみをサポートし、サードパーティ証明書および認証

局（CA）が署名した証明書はサポートしません。

外部レポジトリは、{ } @ # ~ /などの文字を含むパスワードをサポートしません。

HPE OneViewは匿名および基本認証のみをサポートします。

レポジトリで使用する外部Webサーバーの推奨されるタイプを次に示します。

Apache

Internet Information Services（IIS）

IPv4アドレスとIPv6アドレスの両方を使用して構成されたWebサーバーをHPE OneViewに追加できます。

IPv6アドレスの場合は、静的アドレスタイプまたはDHCPアドレスタイプのいずれかを使用して構成できます。

例例：

IPv4アドレス：192.168.12.0

IPv6アドレス：[2001:db8::]

注記:注記:

アプライアンスに追加できる外部レポジトリは1つだけです。

HPE OneViewと管理対象サーバー上のiLOが、HTTP/HTTPSプロトコルを使用して外部レポジトリの

IPアドレスと通信できる場合にのみ、HPE OneViewと外部ファームウェアレポジトリをさまざまな

サブネットの一部にすることができます。

ファームウェアアップデート中に、外部レポジトリのService Pack for ProLiant（SPP） の名前

を変更しないでください。SPPの名前を変更すると、アップデートが失敗します。

HPE OneViewは、外部レポジトリに追加されたファームウェアバンドルまたはホットフィックスを

自動的に検出します。HPE OneViewは5分に1回、外部レポジトリをポーリングします。過去の変更

内容を表示するには、ファイルを外部レポジトリWebサーバーに追加した後、アクションメニュー

から外部レポジトリの表示を手動で更新します。

外部レポジトリに存在するGen10ホットフィックスの署名ファイルを追加します。署名ファイルが

ファームウェアレポジトリ 985



追加されていない場合は、HPE OneViewのファームウェアバンドル画面に警告メッセージが表示さ

れます。

ベストプラクティスは、ホットフィックスと署名ファイルの両方を、1対で外部レポジトリのWeb

サーバーに追加することです。

修正プログラム修正プログラム

ホットフィックスファイルの場合、次のファイル形式をサポートしています。

.exe（Windows用）

.scexe および .rpm（Linux用）

.fwpkg または .zip（VMware ESXi用）。

注記:注記:

外部レポジトリで検出可能な .fwpkg ホットフィックスを作成するには、 .fwpkg 形式向けの多目的

インターネットメール拡張（MIME）タイプを追加します。

Hewlett Packard EnterpriseのWebサイトからダウンロードした後でホットフィックスファイル名を

変更しないでください。

管理ファームウェアコンポーネントが含まれていないファームウェアバンドルのアップ管理ファームウェアコンポーネントが含まれていないファームウェアバンドルのアップ
ロードロード

必要なファームウェアのバージョンとコンポーネントが含まれていないファームウェアバンドルを追加しようとする
と、アプライアンスのファームウェアレポジトリに警告メッセージと共にファームウェアバンドルがアップロードされ
ます。警告メッセージは、ファームウェアバンドルで見つからないコンポーネントを表示します。すべての共有インフ
ラストラクチャコンポーネントとiLOは、管理ファームウェアコンポーネントと見なされます。

詳細情報詳細情報

Microsoft WindowsでのWebベースの外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成

LinuxでのWebベース外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成

設定：レポジトリ
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外部レポジトリの追加外部レポジトリの追加

前提条件前提条件

権限：ネットワーク管理者、サーバー管理者、またはインフラストラクチャ管理者：

注記:注記:

ネットワーク管理者またはサーバー管理者のみがHTTPで外部のレポジトリを追加できます。HTTPSで外

部レポジトリを追加するには、インフラストラクチャ管理者が外部レポジトリを追加する前に、HPE

Oneviewに証明書をインポートする必要があります。

外部サーバーがセットアップされ、ファームウェアファイルを受信する準備ができている。

到達するドメイン名またはIPアドレスが修飾されている。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してレポジトリをクリックします。

2. レポジトリのマスターウィンドウで+ レポジトリの追加をクリックするか、アクション→追加を選択します。

3. レポジトリの追加または編集画面で必要なデータを入力します。

4. OKOKをクリックします。

5. マスターウィンドウでレポジトリが追加されていることを確認します。

詳細情報詳細情報

LinuxでのWebベース外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成

Microsoft WindowsでのWebベースの外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成

外部レポジトリの追加 987



外部レポジトリの編集外部レポジトリの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者、またはサーバー管理者

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してレポジトリをクリックします。

2. レポジトリのマスターウィンドウで、編集するレポジトリを選択します。

3. レポジトリパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション→編集の順に選択します。

4. レポジトリの追加または編集画面で必要なデータを入力します。

5. OKをクリックします。

6. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。
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外部レポジトリの削除外部レポジトリの削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

外部レポジトリ内に存在するファームウェアファイルを使用するように構成されたサーバープロファイルは、"ス

テージング"状態にはできません。

手順手順

1. メインメニューで、設定設定を選択してレポジトリレポジトリをクリックします。

2. マスターウィンドウで、削除するレポジトリを選択します。

3. アクション→削除アクション→削除の順に選択します。

外部レポジトリに異なるリソースに関連付けられているファームウェアファイルがある場合、ファームウェアファ

イル関連情報を削除するとそれに関連付けられたリソースのファームウェアアップデートが無効になることを示す

メッセージが表示され、さらにリソースの名前も表示されます。リストを展開して個々のリソースを表示できま

す。

a. 外部レポジトリを削除するには、はい、削除しますはい、削除しますをクリックします。

b. 外部レポジトリを削除せずに削除削除画面を終了するには、キャンセルキャンセルをクリックします。

4. 外部レポジトリがマスターウィンドウから削除されたことを確認します。

外部レポジトリの削除 989



設定：スコープ設定：スコープ

知りたい情報知りたい情報

リソースページからのスコープへのリソースの割り

当て

スコープページからのスコープへのリソースの割当

ユーザーパーミッションの変更

スコープの作成

スコープの削除

スコープの編集

スコープによるリソースのフィルタリング

スコープからのリソースの削除

スコープに割り当てられたリソースの表示

その他の操作

さらに詳しくさらに詳しく

パーミッション

スコープ

スコープが有効なリソースのカテゴリ
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パーミッションパーミッション

パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーのアクセスを制御する
ために使用されます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。パーミッションの役割は、リ
ソースカテゴリにユーザーアクセスを付与します。例えば、サーバー管理者の役割は、読み取り、作成、削除、アップ
デート、および使用の権限をサーバーハードウェアカテゴリに付与します。パーミッションのスコープを指定するとさ
らに、その役割によって付与される権限が、リソースカテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限されます。例え
ば、スコープを使用すると、サーバー管理者の役割が付与するサーバーハードウェア権限をテストスコープ内のサー
バーのみに制限できます。

ユーザーまたはグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。ユーザーまたはグループに割り当
てられたパーミッションの管理の詳細については、ユーザーおよびグループ画面を使用します。

ブラウザーからアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。ログイン時に、セッション
は、インフラストラクチャ管理者によって割り当てられたすべてのパーミッションをユーザーに付与します。

複数のパーミッションを付与されたユーザーは、特定のパーミッションを無効にできます。低いパーミッションを使用
して操作しているユーザーは、選択したパーミッションについて承認されたアクションのみを実行できます。

セキュリティに関するベストプラクティスは、最小特権モードでの操作をユーザーに許可することです。これによっ
て、ユーザーは意図しない変更を行うリスクを軽減できます。

セッションのパーミッションを有効または無効にするには、パーミッションの変更ダイアログを使用します。

詳しくは詳しくは

ユーザーおよびグループ
スコープによるUI読み取りアクセスの制限
ユーザーパーミッションの変更
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スコープスコープ

スコープは、操作またはアクションの範囲の制限に使用できるリソースのグループを意味します。例えば、以下に基づ
いてスコープを作成できます。

組織または部門（マーケティング、研究開発、財務）

使用環境（本番環境、開発、テスト）

技術（Linux、Windows）

例えば、Linuxを実行しているすべてのサーバーがあるスコープを使用して監視され、MS Windowsを実行しているす

べてのサーバーが別のスコープを使用して監視されるように、データセンターを構成できます。Windows技術者は

Windowsを実行しているサーバー上の問題の通知を受信し、Linux技術者はLinuxを実行しているサーバー上の問題の

通知を受信するように、メール通知を構成できます。

スコープが定義され、リソースがスコープに割り当てられると、次の操作が可能になります。

ユーザーインターフェイス（UI）で表示されるリソースをスコープに割り当てられているものに制限します。

スコープ内のリソースにのみアクセスを許可するようにユーザーパーミッションを制限します。

以前に定義されたスコープに基づいて、フィルター処理されたメール通知をアラート用に構成します。

詳しくは詳しくは

アラートメッセージのメール通知
HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリング
スコープによるUI読み取りアクセスの制限
スコープページからのスコープへのリソースの割当
スコープの作成
スコープの削除
スコープの編集
スコープからのリソースの削除
スコープが有効なリソースのカテゴリ
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スコープが有効なリソースのカテゴリスコープが有効なリソースのカテゴリ

次のリソースタイプのみスコープに追加または削除できます。

エンクロージャー

サーバーハードウェア

ネットワーク（イーサーネット、FC、およびFCoE）

ネットワークセット

インターコネクト（SASリソースを除く）

論理インターコネクト（SASリソースを除く）

論理インターコネクトグループ（SASリソースを除く）

OS展開プラン

ラックマネージャー

ストレージプール

ボリューム

ボリュームテンプレート

ボリュームセット

重要:重要:

アラートのメール通知では、ここで分類されていないリソースは任意のスコープに含まれています。1つ
以上のスコープを指定するメール通知フィルターは、ここで現在分類されていないリソースによって生
成されるアラートを排除しません。

非スコープリソースからのアラートを抑制するには、メール受信者およびフィルターのエントリーの編
集で説明されている、関連付けられたリソースカテゴリの使用が必要です。

詳しくは詳しくは

HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリング
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リソースページからのスコープへのリソースの割り当てリソースページからのスコープへのリソースの割り当て

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

スコープが存在する必要があります。

手順手順

1. リソースページでスコープビューを選択します。

2. スコープ見出しの横にある編集アイコン（ ）をクリックします。

3. スコープ割当ての編集画面で割当てをクリックし、スコープへの割当て画面を表示します。

4. オプション：スコープ名を入力するか、検索アイコン（ )を使用してスコープのメニューから選択します。

5. 名前リストでスコープをクリックして選択します。

6. 追加をクリックしてリソースをこのスコープに割り当ててスコープ割当ての編集画面に戻るか、追加+をクリックし

てスコープへのリソースの割り当てを続行します。

7. スコープ割当ての編集画面でOKをクリックします。

詳しくは詳しくは

スコープが有効なリソースのカテゴリ
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Settings:
Scopes

Scope-based access control implementation process
Click on the icon for the procedure

Assign a resource to a scope from the Scopes page
Prerequisites

Minimum required privileges: Infrastructure administrator

The scope must exist.

Procedure
1. From the main menu, click Settings, and then in the Scopes panel, click Scopes.
2. Select the scope to edit from the list of scopes in the master pane of the Scopes screen.
3. Select Actions > Edit.

The Edit Scope screen opens.

4. Click Add Resources to open the Add Resources to Scope screen.
5. Enter a Resource category or select from a menu of categories by using the search icon ( ).
6. Click a resource displayed in the Name field to select it.

To select multiple resources, hold down the Ctrl key while you select the resources.

7. Click Add to add the resource and to return to the Edit Scope screen or click Add+ to continue adding resources from
the same category or to select a different category.

NOTE:

Selected resources are added only after clicking Add or Add+. Your selected resources will not be added if you
choose another category before clicking Add or Add+.

8. Click OK in the Edit Scope screen.
9. Verify this operation by observing the number of resources for the scope on the Scopes page.

You can also verify the operation by looking at the Update Resource Assignments task, which contains a subtask for
each resource assigned or unassigned from the scope. The subtask status indicates if the change was successfully
applied for that resource.

Assign a resource to a scope from the Scopes page 995

javascript:window.print();
https://support.hpe.com/hpesc/docDisplay?docId=a00111822ja_jp&page=s_scope-page-screen-details-atlas.html
https://support.hpe.com/hpesc/docDisplay?docId=a00111822ja_jp&page=s_scope-create-screen-details-atlas.html
https://support.hpe.com/hpesc/docDisplay?docId=a00111822ja_jp&page=s_scope-add-resources-to-scope-screen-details-atlas.html


ユーザーパーミッションの変更ユーザーパーミッションの変更

より少ない特権モードで動作するように、目的のアクションを実行するために必要とされるパーミッションのみを有効
にしてください。パーミッションはいつでもセッション内で再有効化できます。すべてのパーミッションがログイン時
に有効になります。

前提条件前提条件

1つ以上のパーミッションが有効にされます。

手順手順

1. バナーのセッションアイコン（ ）をクリックします。

2. パーミッションの変更をクリックします。

3. パーミッションを有効にするか無効にするチェックボックスを選択します。

パーミッションが変更されると、メッセージが表示されます。このメッセージからパーミッションを変更したり、すべ
てのパーミッションをリストアしたりできます。

詳しくは詳しくは

パーミッション
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スコープの削除スコープの削除

スコープを完全に削除すると、そのスコープとリソースの割り当てが削除されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはスコープ管理者。スコープ管理者は、ユーザーまたはグループのパー

ミッション、またはアラートメール通知のフィルターで使用されていないスコープのみ削除できます。

削除するスコープは、ユーザーまたはグループのパーミッション、またはアラートメール通知のフィルターで使用

されていない必要があります。これらの条件は、スコープ画面の使用状況フィールドで示されます。スコープの使

用を削除するには、ユーザーとグループ画面と通知画面への使用状況ハイパーリンクをたどります。影響を受ける

それぞれのユーザー、グループ、および通知フィルターを編集して、スコープの使用を削除します。

手順手順

1. メインメニューで設定をクリックして、スコープパネルでスコープをクリックして、スコープ画面にアクセスしま

す。

2. スコープ画面のマスターウィンドウで、スコープのリストから削除するスコープを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

すべてのリソース割り当てが自動的に割り当て解除されることを示すメッセージが表示されます。

注記:注記:

ユーザーまたはグループのパーミッション、またはアラートメール通知のフィルターによって使

用されるスコープを削除しようとした場合、はい、削除しますボタンは使用できません。

4. はい、削除しますをクリックします。

5. スコープが削除され、マスターウィンドウに表示されなくなり、スコープ数が1つ減ったことを確認します。

詳しくは詳しくは

メール受信者とフィルターのエントリーの編集
ユーザーアカウントの編集

スコープの削除 997



スコープの編集スコープの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから、設定 > スコープの順に選択します。

2. スコープ画面のマスターウィンドウで、スコープのリストから編集するスコープを選択します。

3. アクション > 編集の順に選択します。

4. スコープの編集画面でデータを適宜変更します。

5. オプション。リソースの追加をクリックし、リソースをスコープに追加画面でデータを入力してスコープにリソー

スを追加します。

追加をクリックしてスコープの作成画面に戻ります。

6. オプション。スコープからリソースを削除します。

7. OKを選択します。

8. リソース割当てのアップデートタスクを参照して操作を確認します。このタスクには、スコープから割り当てられ

たか割り当て解除された各リソースのサブタスクが含まれています。サブタスクのステータスは、そのリソースに

対して変更が正常に適用されたかどうかを示します。

詳しくは詳しくは

スコープからのリソースの削除
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スコープによるリソースのフィルタリングスコープによるリソースのフィルタリング

スコープを作成したら、そのスコープに割り当てられているリソースのみを表示するためにスコープを使用できます。

ログインしているユーザーのパーミッションがスコープによってすべて制限される場合、このフィルターのデフォルト
設定は、スコープ内のすべてのリソースです。この設定を使用すると、マスターウィンドウの表示は、これらのスコー
プ内のリソースに制限されます。

ログインしているユーザーのパーミッションがスコープによって制限されない場合、デフォルトのフィルター設定はす
べてのリソースです。

例えば、ユーザーに2つのアクティブなパーミッション（サーバー管理者、本番環境）と（ネットワーク管理者、テス
ト）がある場合、スコープフィルターはデフォルトでスコープ内のすべてのリソースに設定され、本番環境スコープと
テストスコープの両方のリソースが表示されます。（ネットワーク管理者、テスト）ユーザーパーミッションが無効の
場合、スコープフィルターはそのままデフォルトでスコープ内のすべてのリソースに設定されますが、本番環境スコー
プのリソースのみが表示されます。

ユーザーにアクティブなパーミッション（サーバー管理者、すべてのリソース）がある場合、スコープフィルターはデ
フォルトですべてのリソースに設定されます。

スコープ制限のないインフラストラクチャ管理者は、スコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制
限オプションを有効にして、スコープで制限されたユーザーがスコープ外のリソースを表示するのを防ぐことができま
す。スコープで制限されたユーザーは、役割で定義され、スコープによって制限されます。

手順手順

1. フィルターサイドバーで、スコープフィルターを確認します。

注記:注記:

一部のリソースカテゴリではスコープに割り当てることができません。これらのカテゴリでは、リ

ソース画面にスコープフィルターが表示されません。スコープに割り当てることができるリソースの

リストと、スコープに割り当てることができないカテゴリの処理の詳細については、「スコープ」を

参照してください。

2. スコープフィルターからアイテムを選択するには、次の手順を実行します。

スコープフィルターからスコープタイプを選択します。リソース画面では、そのスコープに割り当てられている

リソースだけが表示されます。

リソースが割り当てられているスコープとは関係なく、すべてのリソースを表示するには、すべてのリソースを

選択します。

ユーザーのパーミッションがすべてスコープによって制限されている場合、スコープ内のすべてのリソースを選

択します。

注記:注記:

2つ以上のスコープを選択した場合、スコープフィルターのすべてまたは任意の設定を使用して

フィルタリングを制御することができます。選択したすべてのスコープ内のリソースのみを表示

するには、すべて設定を選択します。選択したいずれかのスコープ内のリソースを表示するに

は、任意設定を選択します。

スコープフィルターから複数のスコープを選択できます。各フィルターはリソース表示を累積的

に制限します。

すべてのリソース設定は、スコープによるフィルタリングを無効にします。

詳しくは詳しくは

バナーとメインメニュー

スコープによるUI読み取りアクセスの制限

スコープ

詳しくは詳しくは

スコープによるUI読み取りアクセスの制限
スコープ
バナーとメインメニュー
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スコープからのリソースの削除スコープからのリソースの削除

リソースをスコープから削除画面では、フィールドのエントリーが、すでにスコープに含まれているリソースと比較さ
れます。結果の名前には、入力したテキスト（空白文字を含む）が含まれています。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューで設定をクリックして、スコープパネルでスコープをクリックします。

2. スコープ画面のマスターウィンドウでスコープを選択します。

3. アクション > 編集の順に選択します。

スコープの編集画面が開きます。

4. 以下のいずれかを実行します。

a. 1つのリソースを削除するには、リソースを見つけて、対応する アイコンをクリックします。

b. 1つ以上のリソースを削除するには、次の手順に従います。

i. リソースの削除をクリックしてリソースをスコープから削除画面を開きます。

ii. リソースカテゴリを入力するか、検索アイコン（ ）を使用してカテゴリのメニューから選択します。

iii. 名前フィールドに表示されているリソースをクリックして選択します。

iv. 削除をクリックしてリソースを削除してスコープの編集画面に戻るか、削除+をクリックして同じカテゴリか

らリソースの削除を続行するか別のカテゴリを選択します。

注記:注記:

選択されたリソースは、削除または削除+をクリックした後にのみ削除されます。削除または削

除+をクリックする前に別のカテゴリを選択した場合、選択されたリソースは削除されません。

5. リソースのリストを調べることで、リソースが削除されたことを確認します。

6. OKをクリックして変更を適用します。

スコープからのリソースの削除 1000



スコープに割り当てられたリソースの表示スコープに割り当てられたリソースの表示

前提条件前提条件

すべてのユーザーが、スコープに割り当てられたリソースを表示できます。
手順手順

1. メインメニューで設定設定をクリックして、スコープスコープパネルでスコープスコープをクリックします。

2. スコープスコープ画面のマスターウィンドウにあるスコープのリストから、どのスコープのリソースを表示するかを選択し

ます。

3. アクションアクション > 表示表示の順に選択します。

4. 割り当て済みリソースを表示割り当て済みリソースを表示画面のデータを確認します。

5. 閉じる閉じるを選択します。

スコープに割り当てられたリソースの表示 1001



設定：セキュリティ設定：セキュリティ

知りたい情報知りたい情報

証明書の追加

認証ディレクトリサービスの追加

ローカルログインの許可

SCMB用のCA署名済みクライアント証明書の作成

アプライアンス証明書署名リクエストの作成

アプライアンス自己署名証明書の作成

FIPSまたはCNSA互換性レポートの作成

互換性レポートの削除

複雑なパスワードの無効化

緊急ローカルログインの無効化

証明書チェックのグローバル設定の無効化

ローカルログインの無効化

ブラウザーからの自己署名証明書のダウンロード

監査ログのダウンロード

証明書の編集

暗号化モードの編集

認証ディレクトリサービス設定の編集

負荷分散されたエンタープライズディレクトリ環境

の認証を有効にする

複雑なパスワードの有効化

グローバルカタログを使用してクロスドメイン認証

を有効にする

緊急ローカルログインの有効化

認定サービスアクセスの有効化または無効化

製品の改善の有効化または無効化

サービスアクセスの有効化または無効化

スマートカード専用ログインの有効化または無効化

SSHアクセスの有効化または無効化

Active Directoryサーバー証明書のルートCA証明書

の抽出

ブラウザーへの自己署名証明書のインポート

アプライアンス証明書のインポート

CRL配布ポイントを見つける

監査ログの転送

公開キーの入手およびインストール

証明書の削除

認証ディレクトリサービスの削除

認証ディレクトリサービスのデフォルトディレクト

リとしての設定

証明書を信頼

証明書の設定の表示

公開キーの表示

その他の操作

詳細情報詳細情報

証明書検証

複雑なパスワード

暗号化モード設定

アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号ス

イート、およびプロトコル

ディレクトリサービス認証

緊急ローカルログイン

FIPSまたはCNSA互換性レポート

アプライアンスアクセスの認証

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラ

クティス

証明書の管理

許可されたユーザーのアクセスの制御

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

ログインセッションの作成

アプライアンスからダウンロードできるファイル

Onboard Administratorの証明書

HPE OneViewアプライアンスの追加のネットワークイン

ターフェイスの構成

ブラウザーからの証明書の管理

HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデ

リング

TLS経由のアプライアンスアクセス

ブラウザー以外のクライアント

HPE OneViewに必要なファイアウォールポート

認証情報の保護

セキュリティが強化されたアプライアンス

セキュアシェルアクセス

Two-Factor認証

監査ログ
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セキュリティ設定セキュリティ設定

セキュリティの設定を使用すると、次のことが可能です。

HPE OneViewには、管理アプライアンスを連邦情報処理標準FIPS-140-2（FIPS 140-2）およびCommercial National

Security Algorithm（CNSA）標準に準拠するように構成するか、レガシー暗号化モードを引き続き使用するオプ

ションがあります。FIPS 140-2およびCNSAモードでは、アプライアンスがプロトコルバージョン、暗号スイート、

およびデジタル証明書強度をそれぞれ、FIPS 140-2およびCNSAに準拠したものに制限します。

Transport Layer Security（TLS）による認証での証明書の使用。

カスタマイズ可能なTLSバージョン - TLS1.0/TLS1.1を選択的に無効にするREST API。

データと管理対象環境の分離。これは、Denial of Service攻撃を回避するために不可欠です。

Two-Factor認証。スマートカードを使用した認証機能を提供します。

証明書管理。証明書ベースの信頼を管理するためのポリシーと手順を改善します。

ユーザーが作成したiLOまたはOnboard Administratorの認証情報を保存しない、iLOおよびOnboard Administrator

へのシングルサインオン。

証明機関による認証が必要とされていないか、利用できない場合は、自己署名証明書を生成します。

バックアップが実行される曜日と時刻、および自動的にバックアップファイルを格納するリモートのSSHまたはSFTP

サーバーを指定する機能を設定することができる、自動化されたリモートバックアップ機能です。

公開キーの信頼性を確立し、認証機関を通してそれらを検証する証明書の証明書署名リクエスト（CSR）を生成しま

す。

証明書の設定を表示します。

Microsoft Active Directoryなどのオプションのディレクトリサービスを使用した認証と承認のサポート。

Hewlett Packard Enterprise公開キーをインストールし、HPE OneViewアップデートプロセスの一部として配布され

たファイルの信頼性と整合性を検証します。キーが期限切れになっているか取り消されている場合

は、https://www.hpe.comhttps://www.hpe.comから最新のキーをダウンロードし、それをアプライアンスにアップロードできます。

詳しくは詳しくは

CA署名アプライアンス証明書

アプライアンス証明書署名リクエストの作成

暗号化モード設定

設定：セキュリティ
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監査ログ監査ログ

監査ログには、アプライアンスで実行された操作のレコードが格納されます。そのレコードは、個人のアカウンタビリ
ティに使用できます。ログは、大きくなりすぎるのを防ぐために定期的にロールオーバーされるため、実行中の操作を
監視する場合は監査ログをダウンロードすることをお勧めします。長期の監査履歴を維持するために、監査ログを定期
的にダウンロードすることもできます。

各ユーザーには、セッションごとに一意のログIDがあるため、監査ログでユーザーの操作を追跡できます。一部の操作
はアプライアンスによって実行されるため、ログIDがない場合があります。

監査ログのダウンロードには、インフラストラクチャ管理者権限が必要です。

UIからの監査ログのダウンロードについては、監査ログのダウンロードを参照してください。

以下に、監査エントリーの詳細を示します。

トークントークン 説明説明

日付/時刻 イベントの日時

内部コンポーネント
ID

内部コンポーネントの一意の識別子

予約済み 組織ID。内部使用のために予約済み

ユーザードメイン ユーザーのログインドメイン名

ユーザー名/ID ユーザー名

セッションID メッセージに関連付けられたユーザーセッションID

タスクID メッセージに関連付けられたタスクリソースのURI

クライアントホス
ト/IP

クライアント（ブラウザー）のIPアドレスによって、要求を開始したクライアントマシンを特
定します。

結果 操作の結果。以下のいずれかの値になります。

SUCCESS

FAILURE

SOME_FAILURES

CANCELED

KILLED

操作 操作の説明。以下のいずれかの値になります。

ADD

MODIFY

DELETE

ACCESS

RUN

LIST

ENABLE

DISABLE

SAVE

SETUP

UNSETUP

DEPLOY

START

DONE

KILLED

CANCELED

LOGIN

LOGOUT

DOWNLOAD_START
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深刻度 イベントの深刻度の説明。以下のいずれかの値になります。深刻度の降順に並んでいます。

INFO

NOTICE

WARNING

ERROR

ALERT

CRITICAL

リソースカテゴリ REST APIカテゴリの情報については、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

リソースのURI/名前 タスクに関連付けられたリソースのURI/名前

メッセージ 監査ログに現れる出力メッセージ

トークントークン 説明説明

Maintenance ConsoleエントリーMaintenance Consoleエントリー

監査ログには、表示を除くすべてのMaintenance Consoleイベントのエントリーが含まれます。

監査ログ 1005
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監査ログの転送監査ログの転送

監査ログの転送により、インフラストラクチャ管理者は監査ログをリモートのセキュリティ情報およびイベント管理
（SIEM）システムに転送できます。このようなシステムを使用すると、監査コンプライアンス、監視、ログ分析、およ
び制御された保持ポリシーを集中管理できます。

使用される転送プロトコルは、RFC5424およびRFC5426で説明されている標準のUDPベースのsyslogプロトコルです。こ
のsyslogプロトコルは、rsyslog、syslog-ng、SIEM製品など、すべての一般的なsyslogサーバーでサポートされます。

注記:注記:

インフラストラクチャ管理者とリモートSyslogサーバー間のファイアウォールでUDPトラフィックが許可
されていることを確認します。使用されるデフォルトのUDPポートは514です。

監査ログエントリーはUDP経由で転送されるため、エントリーは暗号化されず、配信は保証されませ
ん。インフラストラクチャ管理者とすべての管理対象デバイスが専用の独立した管理LAN上にある場合で
も、監査ログエントリーを外部システムに転送するとセキュリティリスクが発生する可能性がありま
す。暗号化が必要な環境では、REST API /rest/audit-logsを使用して、アプライアンスの監査ログ

をダウンロードするジョブをスケジュールします。詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照して

ください。

詳細情報詳細情報

監査ログの転送
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監査ログのポリシーの選択監査ログのポリシーの選択

監査ログをダウンロードおよび確認するポリシーを選択します。

監査ログには、アプライアンスで実行された操作のレコードが格納されます。そのレコードは、個人のアカウンタビリ
ティに使用できます。監査ログが大きくなると、古い情報から削除されます。長期の監査履歴を保持するには、監査ロ
グを定期的にダウンロードして保存する必要があります。

監査ログについて詳しくは、監査ログを参照してください。

監査ログのポリシーの選択 1007



証明書の管理証明書の管理

HPE OneViewでは、HTTPSを使用して、管理対象デバイスおよびリモートサーバーと通信します。HTTPSは、トランス
ポート層セキュリティ（TLS）に基づいています。HTTPSとTLSには以下の利点があります。

機密保持：データは、対称キー暗号方式を使用して回線上で暗号化されます。

メッセージの完全性：セキュアハッシュ関数により完全性が確保されます。

認証：HPE OneViewは、HTTPS接続のリモートエンドポイントを認証します。公開キー暗号方式は、HTTPSおよびTLS

の認証に使用されます。

デフォルトでは、新たに取り付けられたアプライアンス上に生成される証明書は、RSA証明書です。現在、アプライア
ンス証明書はRSA証明書のみサポートされます。

公開キー暗号方式では、公開キーと秘密キーのペアを使用してデータを暗号化および解読します。公開キーシステムで
は、デジタル証明書が公開キーの所有権を保証します。デジタル証明書は、許容されるそのキー使用法（デジタルシグ
ネチャー、証明書の署名、暗号化など）も保証します。

HPE OneViewは、正式な公開キーインフラストラクチャ（PKI）において、自己署名証明書と認証機関（CA）発行証明書
の両方の使用をサポートしています。

ビデオを見る：自己署名証明書をCA署名証明書に置き換える自己署名証明書をCA署名証明書に置き換える

それぞれのセキュリティモデルは異なり、以下の各セクションで説明されています。

WebブラウザーとHPE OneView間の信頼の確立

HPE OneViewとリモートデバイス間の信頼の確立

証明書失効リスト

デバイス固有の証明書の処理

証明書の検証の有効化と無効化

Two-Factor認証用に構成されているiLOを搭載したサーバーの管理

証明書の更新
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HPE OneViewアプライアンス証明書HPE OneViewアプライアンス証明書

VMアプライアンスのデフォルトのHPE OneViewアプライアンス証明書は、FIPS準拠SHA-256証明書（2048ビットのキー
長）です。
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アプライアンス自己署名証明書アプライアンス自己署名証明書

アプライアンスによって生成されるデフォルトの証明書は自己署名されたもので、信頼された認証機関が発行したもの
ではありません。

デフォルトで、ブラウザーは、自己署名証明書に関する事前の知識を持っていないため、自己署名証明書を信頼しませ
ん。ブラウザーに警告ダイアログボックスが表示されるため、自己署名証明書を受け入れる前にその内容を確認できま
す。ご使用のブラウザーに受け入れるには、必ず検証してから自己署名証明書を使用してください。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成することをお勧めします。
ただし、自己署名証明書を使用する場合は、アプライアンスにアクセスするために使用するすべてのブラウザーに証明
書を受け入れます。PowerShellスクリプトでHPE OneView REST APIを使用する場合は、自己署名証明書を使用する攻撃
者に対してスクリプトが公開されたままになるため、追加のコードが必要です。

詳細情報詳細情報

ブラウザーからの自己署名証明書のダウンロード
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アプライアンス自己署名証明書の作成アプライアンス自己署名証明書の作成

アプライアンスは、TLS経由の認証に証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンスは、公開
キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを保持します。

自己署名証明書は、ホストが自ら保証することを示します。場合によっては、これで十分なこともあります。デフォル
トでは、ブラウザーは自己署名証明書を信頼せず、警告を表示します。

これに代わるよりセキュアな方法が、第三者の認証機関によって発行された証明書です。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. アクション > アプライアンス自己署名証明書の作成を選択します。

4. アプライアンス自己署名証明書の作成画面で必要なデータを指定します。

5. 必要に応じてオプションの情報を入力します。

6. OKをクリックします。

7. 証明書が作成されたことを確認します。証明書情報が画面に表示されます。

注記:注記:

自己署名アプライアンス証明書の有効期限が近づき、有効期限の60日前になると、アラートを受信し

ます。セキュリティで保護されていないアプライアンスへのログインを防ぐため、有効期限が切れる

前に証明書を置き換える必要があります。

詳細情報詳細情報

アプライアンス証明書署名リクエストの作成

HPE OneViewでアプライアンス自己署名証明書を更新する
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CA署名アプライアンス証明書CA署名アプライアンス証明書

信頼関係を認証して確立するには、信頼済みCA（認証機関）を使用します。ブラウザーがCAを信頼するように構成され
ている場合は、そのCAによって署名された証明書も信頼されます。CAには次の2つのタイプがあります。

内部-お客様の組織が運用と管理を行います。

外部-サードパーティが運用と管理を行います。

CAによって署名された証明書をインポートし、自己署名証明書の代わりに使用できます。

ビデオを見る：自己署名証明書をCA署名証明書に置き換える自己署名証明書をCA署名証明書に置き換える。
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アプライアンス証明書署名リクエストの作成アプライアンス証明書署名リクエストの作成

アプライアンスは、TLS経由の認証に証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンスは、公開
キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを保持します。

認証機関（CA）とは、そのCAを信頼している他のユーザーがホストも信頼できるようにする証明書を発行する、信頼で
きる機関です。基本的に、CAはホストを保証します。

自己署名証明書の作成については、アプライアンス自己署名証明書の作成を参照してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

CAが必要としている、要求のための情報を収集します。

CAチャレンジパスワードを取得します。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. アクション > アプライアンス証明書署名リクエストの作成を選択します。

VM、HPE Synergyコンポーザー、またはHPE Synergyコンポーザー2のデフォルトのHPE OneViewアプライアンス証明

書は、FIPS準拠SHA-256証明書（2048ビットのキー長）です。

CNSA強度のデジタル署名が必要な場合は、CNSA互換の署名リクエストを生成チェックボックスを選択します。CNSA

強度の証明書署名リクエスト（CSR）を処理するには、CAインフラストラクチャ全体が3072ビットの最小キー長と

SHA-384以上の署名アルゴリズムをサポートする必要があります。

4. アプライアンス証明書署名リクエストを作成画面で必要なデータを指定します。

5. OKをクリックします。

6. ダイアログボックスから証明書リクエストデータをコピーし、CAに送信します。証明書リクエストデータの送信方

法と送信先はCAによって指定されます。

7. OKをクリックします。

次のステップ：次のステップ：CAから証明書を受信したら、アプライアンス証明書をインポートします。

詳細情報詳細情報

アプライアンス自己署名証明書の作成

アプライアンス証明書のインポート
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アプライアンス証明書のインポートアプライアンス証明書のインポート

アプライアンス証明書署名リクエストをCAに送信し、証明書を受信した後、これをインポートする必要があります。

CA署名付きアプライアンス証明書のインポート方法は2つあります。次のいずれかを選択できます。

アプライアンス証明書をインポートアプライアンス証明書をインポート画面でCA署名付きアプライアンス証明書の完全証明書チェーンをインポートし

ます。

証明書の追加証明書の追加画面で、ルートCA証明書と中間CA証明書、またはそのどちらかの証明書をアプライアンスに追加しま

す。その後、アプライアンス証明書をインポートアプライアンス証明書をインポート画面でリーフレベルのCA署名付きアプライアンス証明書をイン

ポートします。

注記:注記:

証明書チェーンに存在できるCA証明書の最大数は9です。証明書チェーンの最大深さを設定することで、
アプライアンスは証明書チェーンの深さがこの最大限度を超えた場合に証明書のインポートを拒否でき
ます。証明書チェーンの最大深さは、アプライアンスでデフォルトで設定されており、ユーザーがカス
タマイズすることはできません。

また、各CA証明書の基本制約拡張の下でPath Length Constraint属性を設定することもできます。Path
Length Constraint属性は、有効な証明書パス内でCA証明書に従うことができる、自己署名以外の中間証
明書の最大数を定義します。

チェーンの最大深さとパス長の制約は、アプライアンスのWebサーバー証明書だけでなく外部デバイスお
よびサーバーの証明書に適用されます。アプライアンスは、証明書チェーンの深さが最大限度を超える
と、デバイスまたはサーバーに接続できません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確認します。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. アクション > アプライアンス証明書をインポートを選択します。

4. 証明書のテキスト全体をコピーし、次の順序でボックスに貼り付けます。

a. リーフレベルのCA署名付きアプライアンス証明書

b. 中間CA証明書

c. 最上位のルートCA証明書

5. OKをクリックします。

6. アプライアンスWebサーバーが再起動し、再接続した後、アプライアンスにログインします。

この証明書は、SCMBサーバー証明書としても使用されます。

注記:注記:

証明書チェーン内のいずれかの証明書の有効期限が近づき、有効期限の60日前になると、アラートを

受信します。セキュリティで保護されていないアプライアンスへのログインを防ぐため、有効期限が

切れる前に証明書を置き換える必要があります。

詳しくは詳しくは

証明書の追加

HPE OneViewでルート証明書または中間証明書を更新する
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SCMB用のCA署名済みクライアント証明書の作成SCMB用のCA署名済みクライアント証明書の作成

以下の手順では、State Change Message Bus（SCMB）への接続に使用できるCA署名済みクライアント証明書を生成する
方法について説明します。

前提条件前提条件

OpenSSLがインストールされている環境、または同等の環境。

署名リクエストのための商用またはカスタム認証機関（CA）へのアクセス。

手順手順

1. クライアント証明書の新しいキーペアを作成します。

このコマンドは、3072ビット暗号化で cert.keyのファイル名の新しい秘密キーを生成します。

2048ビット暗号化もキーペアの生成で機能しますが、HPE OneViewがCNSAモードの場合、生成されたクライアント証

明書は機能しません。

2. 新しいキーペアを使用して、クライアント証明書の証明書署名リクエスト（CSR）を作成します。

このコマンドは、対話型プロンプトからのデータ入力を使用して、CSRを作成します。

SCMBサーバーはこのユーザーからの接続を受け入れるように構成されているため、このコマンドの共通名は rabbi
tmq_readonlyに設定する必要があります。これ以外のプロンプトに対しては、ユーザーの組織に適切な入力を指

定します。

3. CAとの関係に対応する署名方法を使用して、SCMBサーバーへの接続に使用されるクライアント証明書を作成しま

す。

a. 商用エンティティまたはその他の組織によってCAが提供される場合は、CAによって提供される指示に従って、ク

ライアント証明書に署名します。

b. CAルート証明書とキーへの直接アクセスが可能な場合、機能するクライアント証明書に必要なオプションを使用

して構成ファイル（ openssl.cnf ）を作成します。

以下に例を示します。

クライアント証明書を指定するには、 basicConstraints 、 extendedKeyUsage:clientAuth、および ns
CertTypeフィールドのすべてが必要です。OpenSSLの担当者は、組織の要件と影響の理解に従って、その他の

設定を適用できます。詳しくは、OpenSSLのドキュメントを参照してください。

c. 作成した構成ファイルを使用して、CSRに署名し、クライアント証明書を生成します。

以下に例を示します。

4. CAルート証明書に加えて、SCMBクライアント証明書の署名に使用されるすべての中間CAは、アプライアンスによっ

て信頼されていることを確認してください。アプライアンス上のSCMBサーバーは、証明書に署名したCAを信頼して

いる場合にのみ、クライアント証明書を受け入れます。この信頼関係がまだ確立されていない場合、すぐに確立し

てください。

openssl genrsa -out cert.key 3072

openssl req -new -key cert.key -out cert.csr

[ client ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = clientAuth, msSmartcardLogin
nsCertType = client
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
email = .

openssl x509 -req -CA ca.pem -CAkey ca.key -in 
cert.csr -out cert.pem -days 365 -set_serial 1 
-extfile openssl.cnf -extensions client
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注記:注記:

クライアントに署名した中間CA証明書は、アプライアンスではなく、クライアントプログラムに追加

する必要があります。

a. セキュリティ設定セキュリティ設定 > 認証機関証明書を管理認証機関証明書を管理に移動し、アプライアンスにCAを追加します。

SCMBサーバーへのすべてのアクティブな接続が中断されるため、再確立する必要があります。

5. 任意のクライアントプログラムを使用して、アプライアンス上のSCMBサーバーに接続します。接続を成功させるに

は、手順1で作成したキーペア、手順3で作成したクライアント証明書、およびSCMBサーバー証明書と、クライアン

ト証明書の署名で使用した中間CA証明書に署名したCAのルート証明書を含むCA証明書ファイルが必要です。

6. SCMBサーバーに依然として接続できない場合は、以下のトラブルシューティング手順に従ってください。
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ブラウザーからの証明書の管理ブラウザーからの証明書の管理

証明書を使用して、TLS経由でアプライアンスを認証します。証明書には公開キーが含まれ、アプライアンスは、公開
キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。

この項では、ブラウザーの観点からの証明書の管理について説明します。ブラウザー以外のクライアント（cURLなど）
で証明書を使用する方法については、そのクライアントのドキュメントを参照してください。

注記:注記:

ほとんどの場合、デフォルトの自己署名証明書を使用してアプライアンスにアクセスすると、ブラウ
ザーによってセキュリティ警告が表示され、アプライアンスにアクセスするにはそれを回避する必要が
あります。一部のブラウザーでは、自己署名証明書を無期限に保存することができますが、Google
Chromeブラウザーでは自己署名証明書を永久に保存することはできず、証明書は数日後に期限切れにな
ります。簡単にアクセスできるように、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成するこ
とをお勧めします。

証明書には、アプライアンスの名前も含まれます。TLSクライアントはこの名前を使用してアプライアンスを識別しま
す。

証明書には次のボックスがあります。

共通名(CN)

この名前は必須です。デフォルトでは、アプライアンスの完全修飾ホスト名が入力されています。

代替名

この名前はオプションですが、ブラウザーによる名前不一致警告を最小限に抑えるために複数の名前（IPアドレス

を含む）がサポートされているため、入力することをお勧めします。

デフォルトでは、完全修飾ホスト名（DNSを使用している場合）、短いホスト名、およびアプライアンスのIPアドレ

スが入力されています。

注記:注記:

代替名に入力する場合は、そのうちの1つの名前を共通名 (CN)の名前と同じにする必要があります。

これらの名前は、手動で証明書署名リクエストを作成または自己署名証明書を作成するときに変更できます。
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WebブラウザーとHPE OneView間の信頼の確立WebブラウザーとHPE OneView間の信頼の確立

HPE OneViewアプライアンスにログインすると、アプライアンス証明書がブラウザーのトラストストアに存在しないと
いうセキュリティ警告が表示されることがあります。アプライアンスで自己署名証明書と認証機関（CA）証明書のどち
らを使用しているかに応じて、次の手順に従って証明書を検証します。

自己署名証明書自己署名証明書

アプライアンスによって生成されるデフォルトの証明書は自己署名されたもので、信頼された認証機関が発行したもの
ではありません。

デフォルトで、ブラウザーは、自己署名証明書に関する事前の知識を持っていないため、自己署名証明書を信頼しませ
ん。ブラウザーに警告ダイアログボックスが表示されるため、自己署名証明書を受け入れる前にその内容を確認できま
す。ご使用のブラウザーに受け入れるには、必ず検証してから自己署名証明書を使用してください。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成することをお勧めします。
ただし、自己署名証明書を使用する場合は、アプライアンスにアクセスするために使用するすべてのブラウザーに証明
書を受け入れます。PowerShellスクリプトでHPE OneView REST APIを使用する場合は、自己署名証明書を使用する攻撃
者に対してスクリプトが公開されたままになるため、追加のコードが必要です。

アプライアンスコンソールからHPE OneView設定 > セキュリティ > 証明書画面を使用してアプライアンス証明書の指
紋を表示し、その指紋がHPE OneViewに接続するときにブラウザーによって表示される指紋と一致することを検証する
ことが重要です。指紋が一致する場合は、ブラウザーのトラストストアにHPE OneView証明書を保存します。

注記:注記:

HTTPSを使用せずにアプライアンスの自己署名証明書を表示するには、ハイパーバイザーのユーザーイン
ターフェイスを使用してコンソールインターフェイスに接続します。

CA署名証明書CA署名証明書

CAルート、およびHPE OneView証明書に署名した適切な中間証明書をブラウザーのトラストストアに追加します。

注記:注記:

HPE OneViewでは、CA署名アプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際に、アプライアン
スのCA署名証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書もHPE OneViewにインポートする
必要があります。

WebブラウザーとHPE OneView間の信頼の確立 1018



ブラウザーからの自己署名証明書のダウンロードブラウザーからの自己署名証明書のダウンロード

自己署名証明書をダウンロードしてインポートすることの利点は、ブラウザーの警告が回避される点です。

セキュアな環境では、自己署名証明書のダウンロードとインポートは適切ではありません。ただし、その証明書を検証
済みで、特定のアプライアンスを確認済みで信頼している場合を除きます。

それよりもセキュリティが低い環境では、アプライアンスの証明書の発行元を確認して信頼している場合に証明書をダ
ウンロードおよびインポートできる場合があります。ただし、これはお勧めできません。

Microsoft Internet ExplorerおよびGoogle Chromeでは、共通の証明書ストアを共有しています。Internet Explorer
でダウンロードした証明書は、Google ChromeとInternet Explorerを使用してインポートできます。同様に、Google
Chromeでダウンロードした証明書は両方のブラウザーを使用してインポートできます。Mozilla Firefoxでは独自の証
明書ストアを使用しているため、そのブラウザーのみでダウンロードおよびインポートする必要があります。

自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする手順はブラウザーによって異なります。以下の手順は、
Microsoft Internet Explorerを例として使用します。

手順手順

1. ご使用のブラウザーウィンドウで証明書のエラー をクリックします。

2. 証明書の表示をクリックします。

3. 詳細タブをクリックします。

4. 証明書を確認します。

5. ファイルにコピー...ファイルにコピー...を選択します。

6. 証明書のエクスポートウィザードを使用して、証明書を保存します。

a. Base-64でエンコードされたx.509を選択します。

b. ファイルの名前と保存場所を指定します。

7. 自己署名証明書をインポートします。

ブラウザーからの自己署名証明書のダウンロード 1019



ブラウザーへの自己署名証明書のインポートブラウザーへの自己署名証明書のインポート

自己署名証明書をダウンロードしたら、ご使用の環境にインポートしてください。以下の手順ではInternet Explorer
を使用しています。

手順手順

1. ブラウザーのメニューからツール > インターネットオプションの順に選択します。

2. コンテンツタブをクリックします。

3. 証明書をクリックします。

4. インポートをクリックします。

5. 証明書のインポートウィザードを使用します。

a. ダウンロードしたファイルを選択します。

b. 証明書ストアの入力を求められたら、証明書をすべて次のストアに配置するを選択し、信頼済みのルート認証機

関ストアを選択します。

c. セキュリティの警告が表示されたら、OKをクリックします。

アプライアンスに次回ログインすると、証明書のエラーが表示されなくなります。

ブラウザーへの自己署名証明書のインポート 1020



証明書の確認証明書の確認

ブラウザーを使用して証明書を表示することで、証明書の信頼性を確認できます。

アプライアンスにログインし、設定 > セキュリティの順に選択して、証明書を表示します。比較のために以下の属性
をメモします。

指紋（特に重要）

名前

シリアル番号

有効期限

アプライアンスの外からブラウザーで表示したときに、ブラウザーによって表示される証明書とこの情報を比較しま
す。

証明書の確認 1021



証明書の追加証明書の追加

前提条件前提条件

権限：

認証機関証明書とサーバー証明書を追加するインフラストラクチャ管理者。

サーバー証明書を追加する、ネットワーク管理者、サーバー管理者、ソフトウェア管理者、またはストレージ管

理者。

1つ以上のTLS証明書（base64でエンコードされたPEM形式）がアップロードに使用可能。

TLS証明書を取得するための、管理対象デバイスまたはリモートサーバーのIPアドレスとポート。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。セキュリティパネルで、証明書の管理を選択します。

2. 証明書の管理画面で、証明書の追加を選択します。

3. 証明書を貼り付けまたはIPアドレスまたはホスト名から証明書を追加のラジオボタンを選択します。

証明書を貼り付けオプションは、Base64コード化証明書または証明書チェーンを貼り付けることによりCA（ルート

または中間）証明書または自己署名証明書をHPE OneViewトラストストアに追加します。

GUIのIPアドレスまたはホスト名から証明書を追加オプションを使用して、IPアドレスまたはポートに接続すること

で証明書または証明書チェーンを取得します。このオプションは、証明書を取得するために管理対象デバイスを

ネットワークで利用できる場合に推奨されます。ホスト名、IPv4またはIPv6アドレス、およびオプションのポート

番号を入力することができます。ポート番号を指定しないと、443がデフォルトで使用されます。

4. 検証をクリックして、証明書を検証します。

証明書をトラストストアに追加する前に、証明書を検証し、証明書を簡単に特定するためのエイリアス名を必要に

応じて指定します。

注記:注記:

証明書を保存するためのエイリアス名では、マルチバイト文字はサポートされていません。エイリア

ス名は英数字で始まり、スペース、ピリオド（.）、コロン（:）、ハイフン（-）、またはアンダー

スコア（_）を使用できます。

5. 追加をクリックして証明書を追加するか、追加+をクリックして複数の証明書を追加します。

ルートCA証明書と中間CA証明書、あるいはこれらのどちらかをアプライアンスに追加できます。

6. 証明書の管理画面で証明書がアップロードされていることを確認します。

7. アクション > アプライアンス証明書をインポートを選択して、リーフレベルのCA署名アプライアンス証明書をイン

ポートします。

詳細情報詳細情報

アプライアンス証明書のインポート
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証明書の編集証明書の編集

前提条件前提条件

権限：

認証機関証明書とサーバー証明書を編集するインフラストラクチャ管理者。

サーバー証明書を編集する、ネットワーク管理者、サーバー管理者、ソフトウェア管理者、またはストレージ管理

者。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。セキュリティパネルで、証明書の管理を選択します。

2. 証明書の管理画面で証明書にカーソルを置き、 編集アイコンをクリックします。

3. CRL（証明書失効リスト）をアップロードします。

アップロードされたCRLはCAに関連付けられており、CAによって発行された証明書の失効チェックに使用されます。

4. OKをクリックします。

5. 変更が証明書の管理画面で行われたことを確認します。
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証明書の削除証明書の削除

デバイスまたはサーバーの証明書が削除されると、その証明書を使用してHPE OneView内で以前信頼されていたデバイ
スは信頼されなくなります。アプライアンスがこのデバイスまたは外部サーバーに接続しようとすると、通信に失敗し
ます。証明書を削除する前に、HPE OneViewがこのデバイスを管理していないこと、またはこの外部サーバーと通信す
るように構成されていないことを確認してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。セキュリティパネルで、証明書の管理をクリックします。

2. 証明書の管理画面で、削除する証明書を選択してxをクリックします。

3. はい、削除しますを選択します。

4. 削除した証明書が証明書の管理画面に表示されなくなったことを確認します。
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証明書を信頼証明書を信頼

iLOやリモートサーバーなどの管理対象デバイスを追加する場合に、その管理対象デバイスまたはリモートサーバーに
SSL証明書が関連付けられていると、そのSSL証明書が取得されてダイアログボックスに表示されます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、自己署名証明書を商用の署名済みCA証明書に置き換えることをお勧めします。

前提条件前提条件

CAルートまたは中間証明書を信頼するには：インフラストラクチャ管理者権限。

管理対象デバイスの追加。

手順手順

取得された証明書の詳細を確認し、はい、信頼しますをクリックします。

次のいずれかの条件を満たす場合、証明書を信頼します。

自己署名証明書。アプライアンスに以前インポートしています。

CA署名証明書と証明書に署名したCAは、アプライアンスに以前インポートしています。

証明書がアプライアンスのトラストストアに追加されます。これ以降、管理対象デバイス/リモートサーバーへのHPE
OneViewからの通信のすべてでこの信頼済みの証明書が使用されます。スクリプティングユーザーは、REST APIから同
じ機能を利用できます。

証明書を信頼 1025



HPE OneViewとリモートデバイス間の信頼の確立HPE OneViewとリモートデバイス間の信頼の確立

HTTPSクライアントまたはTLSクライアントとHTTPSサーバー間のセッションは、クライアントおよびサーバーが適切な
証明書を交換できる場合にのみ、安全と見なされます。例えば、HPE OneViewサーバーがサーバーiLOと通信する場合、
HPE OneViewはクライアントに、iLOはサーバーになります。セキュアな接続を確保するには、HPE OneViewは、ローカ
ルトラストストアに適切なiLO証明書（iLO自己署名証明書、またはPKI環境でiLO証明書の署名に使用されたCAルート証
明書と中間証明書）を持っている必要があります。

注記:注記:

HPE OneViewでは、CA署名アプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際に、アプライアン
スのCA署名証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書もHPE OneViewにインポートする
必要があります。

詳細情報詳細情報

認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼

スクリプトを使用したPKIまたはCAベースの信頼の有効化

ユーザー確認済みの初期信頼

自動初期信頼

HPE OneViewとリモートデバイス間の信頼の確立 1026



認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼

認証機関（CA）または公開キーインフラストラクチャベースの信頼アプローチでは、組織で公開キーインフラストラク
チャ（PKI）が確立されていることを前提としています。PKIは、デジタル証明書の作成、管理、配布、使用、保存、失
効、および公開キー暗号化の管理に必要な一連の役割、ポリシー、手順です。

共通の信頼ルートに基づくHPE OneViewとデバイス間のセキュアな通信のためには、HPE OneViewがデバイスと通信する
前に、管理者は次のことを行う必要があります。

組織のPKIで必要とされるCA発行のルート証明書および中間証明書をHPE OneViewにアップロードします。これらの

証明書はCAによって発行されたすべての証明書の信頼ルートを形成します。管理者は、CAルート証明書および中間

証明書とともに、該当する証明書失効リスト（CRL）もアップロードする必要があります。

各リモートデバイスに安全に接続します。これは通常は、管理LANに接続する前に、デバイスに接続することによっ

て行います（デバイスがプライベートネットワークセグメント上で孤立している場合など）。

各デバイスの証明書署名リクエスト（CSR）を取得します。

各種デバイスのサポートについて詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

認証機関によるCSRへの署名を取得します。

各デバイスに取得した証明書をアップロードします。

HPE OneViewとデバイス間のすべての通信は、共通の信頼ルートのために安全になりました。通常、デバイスのCA署名
リーフ証明書をHPE OneViewトラストストアに追加する必要はありません。デバイスのすべてのデバイスの信頼を検証
するために必要なのは、ルート証明書および中間証明書（存在する場合）のみです。ただし、検出されたデバイスでCA
署名証明書が使用されていて、ユーザーがCAルート証明書および該当する中間証明書をHPE OneViewトラストストアに
追加する前に、デバイスとの通信が発生した場合は、そのデバイスのCA署名リーフ証明書が自動的にトラストストアに
追加され、自己署名証明書として扱われます。

認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼 1027
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ユーザー確認済みの初期信頼ユーザー確認済みの初期信頼

ユーザー確認済みの初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用するデバイスに適用されます。HPE OneViewは、証
明書の指紋を含むデバイスの証明書を表示します。この指紋は、安全なアウトオブバンドの方法でデバイスから取得し
たものと比較できます。HPE OneViewで表示されるデバイスの指紋が、アウトオブバンドのアプローチで取得した指紋
と一致する場合は、そのデバイスが信頼済みであり、自己署名証明書をHPE OneViewトラストストアに追加しても安全
であることが保証されています。

このセキュリティモデルの鍵となるのは、デバイスの証明書の指紋を安全に取得することです。自動初期信頼で、この
手順について説明します。

ユーザー確認済みの初期信頼 1028



自動初期信頼自動初期信頼

自動初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用し、検出プロセスを使用してHPE OneViewに追加される、サーバー
ハードウェアやOnboard Administrator（OA）などのデバイスに適用されます。

デバイスでの初回検出時に、HPE OneViewによって、そのデバイスの自己署名証明書がHPE OneViewトラストストアに自
動的に追加されます。このアプローチを中間者攻撃から保護するために、分離されたネットワークセグメントで初期検
出を行う必要があります。これ以外の方法を取った場合は、後からアウトオブバンドでデバイスの証明書の真正性を検
証する必要があります。真正性を簡単に検証できるかどうかは、デバイスによって異なります。このアプローチは、デ
バイスの証明書の指紋を安全に表示できるデバイスでのみ機能します。

注記:注記:

自動初期信頼アプローチは、HPE OneViewがデバイスと初めて通信する場合に使用されます。デバイスが
検出または管理された後に、自己署名証明書が変更されると、HPE OneViewはそのデバイスと通信できな
くなります。HPE OneViewトラストストアにそのデバイスの新しい証明書を追加するよう管理者に指示す
るアラートが生成されます。

証明書の指紋を安全に検証し、主要なHPE OneViewデバイスの自己署名証明書をインポートするには、以下の手順に従
います。

以下のセクションに記載されているいずれかの方法を使用して、デバイスの証明書の指紋を安全に取得します。

HPE OneViewでデバイスが検出または追加されたら、取得した指紋を、HPE OneViewトラストストアに保存されてい

るそのデバイスの証明書の指紋と比較します。設定 > セキュリティ > 証明書の管理画面を使用して、HPE OneView

トラストストアにある証明書を表示します。

指紋が一致した場合、HPE OneViewとそのデバイスは安全に通信できます。

指紋が一致しない場合は、HPE OneViewとの初期通信セッションの後にデバイスの証明書が変更されたか、中間者攻

撃を受けた可能性があります。

いくつかの例を以下に示します。

サーバーのiLOサーバーのiLO

Gen10ラックマウント型サーバーの場合Gen10ラックマウント型サーバーの場合

シリアルケーブルとサーバーのターミナルを接続します。iLOで次のコマンドを使用して、iLOの自己署名証明書の

指紋を識別します。

シリアル接続できず、SSHホストの指紋がこれまでに検証されていない場合は、管理ネットワークとiLOの接続を切

断し、分離されて保護されたネットワーク上にある別の信頼済みのデバイスから直接接続します。分離されたネッ

トワーク上でSSH接続を安全に確立できます。iLOを管理ネットワークに戻すときは、他の管理者が後で使用できる

ように、iLOのSSHホストの指紋を控えておいてください。

Gen9以前のラックマウント型サーバーの場合Gen9以前のラックマウント型サーバーの場合

Gen9以前のラックマウント型サーバーでは、iLOコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用できません。代わ

りに、管理ネットワークとiLOの接続を切断し、Webブラウザーが動作している他のクライアントデバイスを使用し

て、分離されたネットワーク上にiLOを一時的にセットアップします。Webブラウザーを使用してiLOに接続し、証明

書の指紋を控えておきます。

BladeSystemブレードサーバーの場合BladeSystemブレードサーバーの場合

Onboard Administrator（OA）との信頼を確立します。OAユーザーインターフェイスを使用して各iLOに安全に接続

し、Webブラウザーを使用して証明書の指紋を表示します。

BladeSystem Onboard AdministratorBladeSystem Onboard Administrator

Onboard Administrator（OA）では、シリアル接続と コマンドがサポートされています。ま

た、ノートパソコン接続専用の安全なネットワークサービスポートもあります。ノートパソコンからブラウザーを

使用して、OAのユーザーインターフェイスおよび関連証明書の指紋を表示できます。これで、管理ネットワーク上

のブラウザーとOA間で信頼を確立できるようになります。OAから各iLOに安全に接続し、ブラウザーを使用して証明

書の指紋を確認できます。

cd /map1/sslcert1/hpiLO
show

show oa certificate

自動初期信頼 1029



ルートCA証明書の信頼 -ルートCA証明書の信頼 -"iLO/iLO 3/iLO 4/iLO 5デフォルト発行元（信頼しな"iLO/iLO 3/iLO 4/iLO 5デフォルト発行元（信頼しな

い）"い）"証明書証明書

設定 > セキュリティ > 証明書の管理 > 証明書の追加画面を使用して、iLOの自己署名の証明書を信頼し、IPアドレス
またはホスト名からフェッチを選択する場合は必ず、強制的にリーフ証明書を信頼する強制的にリーフ証明書を信頼するオプションを有効にします。こ
れにより、iLOのリーフ証明書のみがトラストストアに追加されるようになります。このオプションの使用を忘れた場
合、iLOのデフォルト発行元（信頼しない）デフォルト発行元（信頼しない）証明書がトラストストアに追加されることがあります。この場合、デフォデフォ
ルト発行元（信頼しない）ルト発行元（信頼しない）証明書を削除してください。これらの証明書はトラストストアに配置しないでください。配
置された場合、エラーの原因となる可能性があります。
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スクリプトを使用したPKIまたはCAベースの信頼の有効化スクリプトを使用したPKIまたはCAベースの信頼の有効化

自己署名証明書を使用する環境で作業する場合は、HPE OneView REST APIを使用して、CA署名証明書へのスクリプト
ベースの移行を容易にします。

例えば、エンクロージャーおよびアプライアンスのすべてでは、CSRを生成して、結果として得られるCA署名証明書と
CRLをアップロードするためのREST APIを提供しています。
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HPE OneViewの証明書HPE OneViewの証明書

設定 > セキュリティ画面の 証明書の管理オプションは、以下のタイプの証明書を表示します。

信頼済みの証明書信頼済みの証明書：証明書の管理画面に表示されるすべての証明書は、HPE OneViewによって信頼済みです。HPE

OneViewによって信頼済みの証明書はすべて、HPE OneViewによって信頼済みの証明書や、HPE OneViewによって信頼

済みのCA署名証明書（ルートまたは中間CA証明書）に関連付けられたデバイスおよびサーバーと安全に通信できま

す。

信頼済みとして表示される証明書には以下が含まれます。

ルートCA証明書：これらの証明書は、HPE OneViewに事前にバンドルされているか、ユーザーによってインポー

トされます。ルートCAによって署名された証明書の失効チェックを行うには、ルートCA証明書のCRLをアップ

ロードする必要があります。

中間CA証明書：これらの証明書は、HPE OneViewに事前にバンドルされているか、ユーザーによってインポート

されます。中間CAによって署名された証明書の失効チェックを行うには、中間CA証明書のCRLをアップロードす

る必要があります。

リーフレベルの証明書

自己署名証明書：自動ブラインドトラスト中に、アプライアンスのトラストストアに追加されるデバイス証

明書です。これらの証明書は、ユーザーが直接インポートすることも、デバイス構成時に追加することもで

きます。CA署名証明書とは異なり、自己署名証明書はホスト名検証や失効チェックの対象とはなりません。

CA署名証明書：通常、管理対象デバイスまたは外部サーバーのCA署名リーフ証明書は、アプライアンスのト

ラストストアに保存されません。ただし、自動ブラインドトラスト中、またはユーザーが信頼強制オプショ

ンを使用して、リーフ証明書をトラストストアに強制的に追加した場合に保存されることがあります。その

証明書に署名したCAがアプライアンスに存在しない場合、アプライアンスのトラストストア内のこのような

CA署名リーフ証明書は固定証明書として扱われます。自己署名証明書とは異なり、これらの固定CA署名証明

書はホスト名検証や失効チェックの対象とはなりません。ただし、固定CA署名証明書に署名したルート証明

書または中間証明書がアプライアンスにインポートされると、この固定証明書は真のCA署名リーフ証明書と

して扱われ、ホスト名の検証と失効チェックの対象となります。

これらの証明書は、事前にHPE OneViewにバンドルされている場合がありますが、ハードウェアがHPE OneViewに

よって検出および管理されるときにHPE OneView（システム）で行われる初期の自動信頼の一部としてインポートさ

れる場合も、ユーザーによってインポートされる場合もあります。

事前にバンドルされた証明書事前にバンドルされた証明書：HPE OneViewには、次のタイプの証明書があらかじめバンドルされています。

内部ルートCA - インフラストラクチャ管理認証機関：ルートCAは、すぐに使える状態でHPE OneView 4.0以降の

バージョンにバンドルされています。HPE OneView内のRabbitMQメッセージバスサーバーが内部で機能するため

に必要です。このルートCAは、RabbitMQサーバーとRabbitMQクライアント証明書への署名のために内部で使用さ

れます。内部のルートCAとRabbitMQクライアント証明書は、AMQPを使用してHPE OneViewと通信する外部クライ

アントにインポートする必要があります。内部のルートCAまたはRabbitMQ証明書は、証明書の管理画面には表示

されませんが、REST APIを使用して利用できます。

注記:注記:

HPE OneView 4.0以降では、ユーザーは、外部のCA署名証明書をRabbitMQサーバー証明書および

RabbitMQクライアント証明書用に使用できます。

HPE OneViewのRemote Supportで必要なCA証明書：HPE OneView内でRemote Support機能を使用する場合、HPE

OneViewと、 Hewlett Packard Enterprise（ https://api.support.hpe.comhttps://api.support.hpe.com）によってホストされている1つ以

上のサーバー間の通信が確立されます。 Hewlett Packard Enterpriseによってホストされているサーバーは、

DigiCert中間CAおよびDigiCertルートCAによって署名されたサーバー証明書に関連付けられます。HPE OneView

には、Remote Supportサーバーとの通信のセキュリティと信頼性を確保するために必要な次のルート証明書およ

び中間CA証明書があらかじめバンドルされています。

DigiCertルートCA - DigiCertグローバルルートG2

DigiCert中間CA - DigiCertグローバルCA G2

x509 v1証明書x509 v1証明書：HPE OneViewは古いx509 v1証明書もサポートしています。これらのv1証明書には、CA証明書かどう

かを判断するのに十分な情報が含まれていません。このようなV1証明書をアプライアンスにインポートすると、CA

証明書として扱われます。

ただし、アプライアンスをアップグレードする前に、v1証明書がアプライアンスに存在する場合は、そのv1証明書

はリーフ証明書と見なされます。このようなアップグレード前のv1証明書をルート証明書にする場合は、ルート証

-

-

-

-
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明書として見なすために、その証明書をいったん削除してから再度追加する必要があります。

Hewlett Packard Enterpriseは、そのようなx509 v1リーフレベル証明書をx509 v3リーフレベル証明書に置き換え

ることをお勧めします。

詳細については、証明書の検証基準を参照してください。
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証明書失効リスト証明書失効リスト

認証機関の署名済み（CA）証明書は、以下の場合に失効することがあります。

CAが不正な証明書を発行した場合。

サーバー証明書の秘密キーの整合性が損なわれた場合。

失効した証明書に関する情報は、証明書失効リスト（CRL）としてCAによって発行されます。CRLの場所は、証明書の
CRL配布ポイント（CRL DP）フィールドで指定されます。証明書には1つ以上のCRL DPを含めることができ、各CRL DPは
HTTP、HTTPS、LDAP、およびLDAPSプロトコルで構成できます。CRLは発行元のCAによってデジタル署名されています。
HPE OneViewを使用すると、ユーザーはCA証明書のCRLをインポートすることができます。その後、このCRLに対してCA
によって署名されたすべての証明書がHPE OneViewで検証されます。CRLの有効期限が切れると、CRLの新しいコピーを
アプライアンスにアップロードできます。

証明書失効チェックは、デフォルトで有効です。失効した証明書はアプライアンスにインポートできません。HPE
OneViewでは、失効した証明書を持つデバイスまたは外部サーバーとのTLS通信はできません。

ただし、CA発行の証明書のCRLがHPE OneViewにインポートされていない場合、またはインポートされたCRLの期限が切
れている場合、証明書失効確認はデフォルトでスキップされます。設定 > セキュリティ > アクション > 編集 > 証明
書画面で、これらのデフォルトの動作を無効にして、厳密な失効チェックを有効にすることができます。セキュリティ
のベストプラクティスは、厳密な失効チェックを有効にすることです。

HPE OneViewは、CRLが期限切れに近づくか、期限切れになった場合にアラートを発行します。デフォルトでは、これら
の通知は無効になっています。Hewlett Packard Enterpriseでは、最新のCRLがアプリケーションに時間どおりにアッ
プロードされ、厳密な失効チェックが行われるように、CRL期限切れ通知を有効にすることをお勧めしています。

Two-Factor認証が有効になっている場合、ユーザーのHPE OneViewアプライアンス証明書およびクライアント証明書の
CRLは最新のものである必要があります。

www.hpe.comに属する証明書のCRLの失効チェックには、以下のCRLをアップロードする必要があります。

DigiCertルートCA - DigiCertグローバルルートG2

DigiCert中間CA - DigiCertグローバルCA G2

CRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロード

HPE OneViewは、アプライアンスにCRLをインポートするための自動化機能をサポートしています。この機能により、
CRLを常に最新な状態に保つことができます。このオプションはデフォルトで無効です。この機能は、設定 > セキュリ
ティ画面で有効にすることができます。

詳細情報詳細情報

Two-Factor認証.

自動CRL処理
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自動CRL処理自動CRL処理

CA証明書に関連付けられている証明書失効リスト（CRL）は、通常、週単位または月単位の間隔で期限切れになりま
す。CRLの期限切れアラートを受け取った場合は、新しいCRLをHPE OneViewに手動でアップロードします。HPE OneView
5.2以降のバージョンを構成して、CRLを自動的にダウンロードすることができます。CRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロード設定が有
効になっている場合、アプライアンスでスケジュール設定された自動CRLダウンローダーは、アプライアンスで利用可
能なすべてのCRLの有効性を確認し、期限が切れている、またはもうすぐ期限切れになるCRLをアップデートします。
CRLが以前にダウンロードされていなかった場合、ダウンローダーはこのプロセスで新しいCRLもダウンロードします。
ジョブの実行予定時刻は、午前12時（UTC）に設定されています。アプライアンスは、もうすぐ期限切れになるCRLがな
いか毎日確認します。CRLのいずれかが3日後に期限切れになる場合、アプライアンスは利用可能な最新のCRLをダウン
ロードします。これにより、アプライアンスのCRLが期限切れになるのを防ぎます。利用可能な最新のCRLをダウンロー
ドするためのスケジュールを構成するには、REST API /rest/certificates/validator-configurationのグ
ローバル設定変数 global.daysBeforeToTriggerCRLDownloadを使用します。CRLのダウンロード中にエラーが発
生した場合、アプライアンスは操作を3回再試行してからアラートを生成します。

注記:注記:

ダウンロードがトリガーされるまでの日数に関係なく、CRLインフラストラクチャには遅延が発生する場
合があります。CAが新しいCRLをアップロードするとき、CAにはアップデートについて通知する機能があ
りません。CRLインフラストラクチャでこの遅延が発生すると、新しく失効した証明書は次回の更新時ま
で選択されません。これはHPE OneView固有の問題ではなく、CRLエコシステムの制限事項です。

アプライアンスがスケジュールされた日にダウンしているなどの理由により、特定の日にスケジュールされた実行が行
われなかった場合、HPE OneViewは再起動後にCRLダウンローダーを開始します。

CA証明書のCRL DP情報は、そのCAによって署名された証明書でのみ利用できます。このCRL DP情報は、CA署名証明書が
アプライアンスによって読み取られるたびに、アプライアンスによってCA署名証明書から抽出されます。このタイミン
グは、CA署名証明書がアプライアンスにインポートされたときか、管理対象デバイスまたは外部サーバーとのTLS通信
中にCA署名証明書が検出されたときのいずれかです。CA証明書のCRL DP情報がアプライアンスで利用可能になると、
CRLはCRL DP URLから非同期でダウンロードされ、アプライアンスのCA証明書に関連付けられます。

CA署名証明書の厳密な失効チェックは、証明書に署名したCA（中間またはルート）のCRLがアプライアンスにダウン
ロードされた後にのみ実行できます。

証明書のCRLを自動的にダウンロードするようにHPE OneViewを構成するには、設定 > セキュリティ > アクション >設定 > セキュリティ > アクション >
編集 > 証明書編集 > 証明書ページのCRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロードオプションを有効にします。

注記:注記:

証明書チェーンのすべてのCRLをダウンロードするには、完全なCA証明書チェーン（ルートCAおよびすべ
ての中間CA）をアプライアンスにアップロードする必要があります。

HPE OneViewは、次のイベント中にCRLをダウンロードします。

証明書のインポート証明書のインポート

証明書チェーンがインポートされると、CA証明書チェーンをアプライアンスに保存中にCRLがダウンロードされ

ます。

ルートCAがアプライアンスにあるときに不完全な証明書チェーンをインポートしようとすると、CA証明書チェー

ンをアプライアンスに保存中にCRLがダウンロードされます。CRLは、アプライアンスでのルートCAの可用性に応

じてダウンロードされます。

最初の通信最初の通信

HPE OneViewから、CA署名証明書を持つ管理対象デバイスまたは外部サーバーへの接続が初めて確立されたとき、通

信中にHPE OneViewに提示される証明書チェーンは、アプライアンス内のCRL DP情報とCRLの可用性についてチェッ

クされます。検証中に、CRLがアプライアンスで見つからない場合は、対応するCRLのダウンロードがスケジュール

されます。

注記:注記:

管理対象デバイスとの最初の通信中にCRLが利用できない場合、証明書失効チェックは実行されま

せん。CRLは最初の通信後に非同期でダウンロードされ、失効チェックはその後の通信中に実行さ

れます。

アプライアンスでの証明書の失効チェックは、その証明書の発行者CAに対応するCRLの可用性と、

ユーザーが構成した失効チェック設定に基づいています。

外部CA署名証明書を保持するRabbitMQクライアントがアプライアンスと通信するときは、クライ

アント証明書の発行者CAチェーンに関連付けられているCRLをHPE OneViewに手動で追加するよう

にしてください。HPE OneViewは、RabbitMQクライアントとのこの通信中にCRLを自動的にダウン
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ロードしません。

アプライアンスの再起動アプライアンスの再起動

アプライアンスが1日以上ダウンして再起動された場合、一部のCRLはこの期間中に期限切れになっている可能性が

あります。CRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロード設定が有効になっている場合は、アプライアンスの再起動から90分後に期限切れ

のCRLがアップデートされます。証明書失効チェックオプションを有効にし、アプライアンスがこの90分間に管理対

象デバイスまたは外部サーバーと通信する場合、証明書失効チェックは一時的に無効になります。失効チェックの

一時的な無効化は、アプライアンスでCRLの有効期限が切れたCA証明書に対して行われます。CRLが有効なCAについ

ては、失効チェックが実行されます。

バックアップとリストアバックアップとリストア

アプライアンスをバックアップしてリストアすると、CRLの一部がこの期間中に期限切れになっている場合があ

ります。CRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロードオプションが有効になっている場合は、期限切れのCRLはアプライアンスがリス

トアされてから90分後にアップデートされます。証明書失効チェックオプションを有効にし、アプライアンスが

この90分間に管理対象デバイスまたは外部サーバーと通信する場合、証明書失効チェックは一時的に無効になり

ます。失効チェックの一時的な無効化は、アプライアンスでCRLの有効期限が切れたCA証明書に対して行われま

す。

注記: 注記: アプライアンスで定義された厳密な失効ポリシーを保持するには、REST API /rest/glob
al-settings のグローバル設定変数 retain-expired-crl-revocation-policy =
trueを使用します。 retain-expired-crl-revocation-policy がアプライアンスの再起

動前にtrueに設定されているときに、厳密な失効ポリシーがユーザーによって以前に有効になって

いる場合は、このポリシーが保持され失効チェックが90分間実行されます。

アプライアンスのアップグレードアプライアンスのアップグレード

アプライアンスがHPE OneView 5.2以降のバージョンにアップグレードされた場合、再起動後にCRLの自動ダウン

ロードオプションが有効にされると、以前のリリースで手動でアップロードされたCRLが検証されます。CRLの有効

期限が切れているか、もうすぐ期限切れになる場合は、利用可能な最新のCRLがダウンロードされアプライアンスで

アップデートされます。

注記:注記:

CAのCRLをHPE OneViewに手動でアップロードするには、そのCAが署名した任意の証明書のCRL DP情報

を探すこともできます。CRL DPの検索およびCRLのアップロードの詳細については、CRL配布ポイント

を見つけるを参照してください。CRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロード設定が有効になっていない場合は、アプラ

イアンスの外部で実行されているアプライアンス以外のソリューションを使用して、スクリプトを使

用してCRLをダウンロードすることもできます。詳しく

は、https://github.com/HewlettPackard/oneview-python-samples/tree/master/crl_helperhttps://github.com/HewlettPackard/oneview-python-samples/tree/master/crl_helperを参照

してください。CRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロード設定が有効になっている場合は、アプライアンス以外のスク

リプトを使用しないでください。

外部のCA（DigiCertなど）が発行した証明書を使用する場合も、プロキシ設定が必要です。CRLはCA

によってホストされており、CRLに到達するにはプロキシ設定が必要な場合があります。

プロキシサーバーを介したCRLのダウンロードプロキシサーバーを介したCRLのダウンロード

HTTP/HTTPSプロトコルを使用するCRL DPの場合、HPE OneViewはプロキシ設定を使用してCRLを最初にダウンロードしよ
うとします。接続が失敗した場合、CRL DPへの直接接続が試行されます。HTTP/HTTPSプロキシ設定は、HPE OneViewア
プライアンスの設定 > プロキシ設定 > プロキシ画面で構成できます。

LDAP/LDAPSプロトコルを使用するCRL DPの場合、CRL DPに接続する最初の試みは、直接接続を介して行われます。失敗
した場合は、socksプロキシ設定を介して試行されます。socksプロキシサーバーの場合、デフォルトで 設定 > プロキ設定 > プロキ
シシ画面で構成されている同じHTTP/HTTPSプロキシ設定が使用され、ポート属性は1080に設定されます。接続に失敗した
場合は、socksプロキシサーバーをHPE OneViewアプライアンスの外部に設定する必要があります。socksプロキシサー
バーを構成したら、REST API /rest/global-settings を使用して次のグローバル変数を設定します。

socks-proxy-server （IPアドレスまたはホスト名）

socks-proxy-port

use-http-proxy-credentials
socks-proxy-server および socks-proxy-port は、socksプロキシサーバーを作成中に使用した変数です。同
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じ認証情報（ユーザー名とパスワード）をHTTP/HTTPSプロキシサーバーとして使用するには、属性 use-http-proxy
-credentialsを truetrueに設定する必要があります。socksプロキシサーバー（socks V4プロキシなど）で認証情報が
必要ない場合は、グローバル変数 use-http-proxy-credentials を falsefalseに設定します。

注記:注記:

REST API PATCH /rest/certificates/caを使用して特定のCRL DPからCRLをダウンロードし、CRL
DPを含む証明書を指定できます。このAPIを使用する前に、この証明書の発行者CAがアプライアンスで利
用可能であることを確認してください。
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CRL配布ポイントを見つけるCRL配布ポイントを見つける

証明書失効リスト配布ポイント（CRL DP）は、認証機関（CA）によって失効された証明書のリストを含むダウンロード
可能なCRLファイルをホストするURLです。CRLはCAによって公開され、定期的に更新され、CAによって最新の状態に保
たれます。次の種類の証明書で署名CAのCRL DP情報が保持されます。

中間CA証明書

CA署名のリーフレベルの証明書

注記:注記:

証明書に含まれるCRL DP情報は、CA署名証明書用にCRLをダウンロードするためのものです。

ルートCA証明書に失効情報は含まれません。

CAのCRLをHPE OneViewにアップロードするには、CRL DP URLからそのCAが署名した任意の証明書のDP情報を探します。
CRLをダウンロードし、CA証明書を編集してから、CAのCRLをアップロードします。CRLの自動ダウンロードオプション
を有効にしていない場合は、この手順に従ってください。以下に例を示します。

例例

1. 事前にバンドルされたDigiCertグローバルルートG2 CA証明書のCRL DPを見つけるには、このCAが発行した証明書

のCRL配布ポイント属性を探します。この場合、DigiCertグローバルルートG2 CA証明書によって発行され

たDigiCertグローバルCA G2証明書を確認します。CRL DP

はhttps://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crlに設定されています。

2. CRLをhttps://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crlからダウンロードします。

3. 設定 > セキュリティ > 証明書の管理画面の編集オプションを使用して、DigiCertグローバルルートG2 CAのルート

CAにCRLファイルをアップロードします。

HPE OneView 5.2以降のバージョンでは、定期的にアプライアンスによりCRL DPからCRLを自動的にダウンロードして
アップデートできます。このオプションは、デフォルトで無効になっています。CRLの自動ダウンロードを有効にする
には、設定 > セキュリティ> アクション > 編集 > 証明書設定 > セキュリティ> アクション > 編集 > 証明書画面のCRLの自動ダウンロードチェックボックスを選択しま
す。CAのCRLをHPE OneViewにアップロードするには、設定 > セキュリティ > 証明書の管理画面でCAを見つけて、CAの
CRL DP情報を確認します。CRLをダウンロードし、CA証明書を編集してから、CAのCRLをアップロードします。以下に例
を示します。

例例

1. 事前にバンドルされたDigiCertグローバルルートG2 CA証明書のCRL DPを見つけるには、設定 > セキュリティ > 証

明書の管理画面でDigiCertグローバルルートG2 CA証明書を探します。

2. 証明書の詳細を表示して、CRL配布ポイントを確認します。

3. CRLをhttps://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crlからダウンロードします。

4. 編集オプションを使用して、DigiCertグローバルルートG2 CAにCRLファイルをアップロードします。

詳細情報詳細情報

証明書の編集
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証明書の設定の表示証明書の設定の表示

前提条件前提条件

必要な最小権限：すべてのユーザー

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティパネルで、証明書の管理をクリックします。

関連項目関連項目

設定：セキュリティ
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証明書のステータスチェック証明書のステータスチェック

HPE OneViewは、証明書のステータスを定期的にチェックします。HPE OneViewは1時間ごとに、期限切れ、期限切れ間
近、失効、または信頼できない証明書について、証明書トラストストアをスキャンします。

スキャンによって作成されたアラートは、設定 > セキュリティ画面に表示されます。
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デバイスの自己署名証明書の有効期限チェックデバイスの自己署名証明書の有効期限チェック

HPE OneViewでは、管理対象デバイスとの通信中の自己署名証明書の有効期限チェックはデフォルトで無効になってい
ます。デバイス証明書を修正するために適切な措置をとると、設定 > セキュリティ画面で自己署名証明書の有効期限
チェックを有効にすることができます。

詳細情報詳細情報

デバイス固有の証明書の処理
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証明書検証証明書検証

HPE OneViewは、アプライアンスと外部サーバーやデバイスの間のすべてのトランスポート層セキュリティ（TLS）通信
で証明書の検証を実行します。このチェックによって、リモートエンドポイントで機密性、完全性、および認証が保証
されます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、本番環境において、証明書の検証を有効にすることを強くお勧めします。テスト環
境など、セキュリティを問題にする必要のない環境では、必要に応じて証明書の検証を無効にすることができます。

証明書の検証を無効にすると、認証情報などの機密データが安全に送信されません。証明書の検証を無効にした場合
は、エンタープライズログイン証明書がネットワーク経由で送信されないように、エンタープライズディレクトリベー
スのアカウントではなく、ローカル ユーザー アカウントだけを使用してください。

無効にすると、アプライアンスはHTTPS通信の信頼チェックを実行しません。

有効にすると、証明書の信頼チェックが実行されます。自己署名証明書がトラストストアに存在する必要があり、CA署
名証明書はトラストストア内に存在するCAルートとすべての中間証明書が必要です。

証明書画面の リーフ証明書の期限切れをチェックするチェックボックスをオンにして、期限切れのリーフ証明書の
チェックを有効にできます。このオプションを有効にすると、アプライアンスが通信中にデバイスリーフ証明書と自己
署名証明書の有効期限チェックを実行できます。デフォルトでは、 リーフ証明書の期限切れをチェックするオプショ
ンは無効になっています。

注記:注記:

リーフ証明書の期限切れをチェックするオプションは、デバイスリーフ証明書のみを検証し、通信中に
デバイスがHPE OneViewに提示するCA証明書は対象ではありません。

注記:注記:

以前のリリースからアップグレードした場合は、現在の監視対象または管理対象デバイスで使用されて
いる証明書がHPE OneViewトラストストアにインポートされ、証明書の有効期限切れなどの問題に関する
アラートが生成されます。自動的に追加されたこれらの証明書は、デバイスの自己署名証明書、または
認証機関（CA）署名証明書のリーフ証明書のいずれかです。CA署名証明書を使用すると、デバイス信頼
プロセスが簡素化されます。

証明書チェックはデフォルトで有効になっていますが、証明書に問題があるデバイスを含むすべてのデバイスとの通信
を維持するために、厳密な有効性チェックの一部は緩和されます。チェックが緩和されることにより、管理者は、有効
期限切れの証明書への対処、信頼済みのCAルート証明書と中間証明書のアップロード、および適切なCRLのアップロー
ドを行う時間が得られます。CAルート証明書をトラストストアに追加すると、より厳密な証明書検証が有効になりま
す。CAによって署名されたすべてのデバイス証明書の共通名がデバイスのホスト名と一致していることを確認してくだ
さい。一致していないと、CAによって署名され、以前に追加された管理対象デバイスとの信頼済みの通信が失われる可
能性があります。

注記:注記:

アプライアンスから管理対象デバイスまたは外部サーバーへの通信中に証明書が提示されると、有効期
限の確認は次の種類のリーフ証明書では実行されません。

自己署名証明書：自己署名証明書の詳細については証明書管理を参照してください。

固定CA署名証明書：固定証明書とは、アプライアンスのトラストストアに保存された管理対象デバイ

スまたは外部サーバーに属するCA署名リーフ証明書のコピーを指します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、必要に応じたエンタープライズセキュリティポリシーのアップデートが完了してか
ら、証明書の管理画面から厳密な証明書の有効性チェックを有効にすることを強くお勧めします。この画面から、ス
テータスに基づいた証明書のフィルター処理、証明書の編集、証明書の削除、証明書の追加、および証明書の検索を行
うことができます。名前、状態、または有効期限を使用して証明書を検索できます。検索結果には、最初の100の証明
書のみが表示されます。

HPE OneViewでは、自己署名証明書を使用するデバイスと、正式なCA署名証明書を使用するデバイスをサポートしてい
ます。CA署名証明書には、失効チェックや総合的な管理の簡素化などの利点があります。

HPE OneViewでは、CAのCRLファイルをインポートして、トラストストア内の既存の証明書に対して、および管理対象デ
バイスや外部サーバーとの通信中に受信した証明書に対して適切な失効チェックを実行できます。

証明書失効リスト（CRL）証明書失効リスト（CRL）

証明書失効リスト（略してCRL）は、認証機関により設定された有効期限よりも前に失効した証明書のリストです。CRL
は、デジタル証明書が無効にならないようにするために使用されます。

証明書失効チェックは、デフォルトで有効です。ただし、CA発行の証明書に一致するCRLがインポートされていない場
合、またはCRLが期限切れになっている場合、HTTPS接続を確立する際に関連付けられた証明書の取り消しチェックをバ
イパスするようにアプライアンスを構成できます。

証明書画面で失効した証明書の検証を有効または無効にして、すでにアップロードされているCRLに対して証明書を
チェックできます。
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HPE OneViewは、CRLの処理方法を制御します。 証明書画面で次のオプションを使用できます。

CRLを使用できない場合、失効チェックをスキップするCRLを使用できない場合、失効チェックをスキップする

このオプションは、証明書の検証中にHPE OneViewが、欠落したCRLをエラーとして処理するかどうかを制御しま

す。デフォルトでは、このオプションは有効になっており、HPE OneViewは失効チェックを除いて全般的な証明書検

証を実行します。

期限切れのCRLを許可期限切れのCRLを許可

この設定は、HPE OneViewが期限切れのCRLをどのように処理するかを制御します。有効にすると、HPE OneViewでは

期限切れのCRLが許可され、引き続き、そのCRLの失効チェックが実行されます。管理者に期限切れのCRLのアップ

デートを通知するアラートを送信するには、欠落、または期限切れのCRLを通知欠落、または期限切れのCRLを通知を参照してください。

CRLステータス通知を送信CRLステータス通知を送信

有効にすると、CAにアップロードされたCRLがない場合、CRLの有効期限が近づいている場合、またはCRLが期限切れ

になっている場合にアラートが表示されます。

CRLの自動ダウンロードCRLの自動ダウンロード

有効にすると、HPE OneViewは、アプライアンスに存在するすべてのCAのCRLを自動的にダウンロードします。この

オプションは、デフォルトでは無効になっています。

詳細情報詳細情報

証明書を信頼

証明書検証 1043



証明書の検証基準証明書の検証基準

証明書は、以下のタイプに分類できます。

デバイス証明書またはサーバー証明書（アプライアンスの外部）

CA証明書（ルートCAまたは中間CA）

アプライアンス証明書

Two-Factor認証で使用されるクライアント証明書

デバイス証明書またはサーバー証明書（アプライアンスの外部）デバイス証明書またはサーバー証明書（アプライアンスの外部）

デバイスの証明書が有効と見なされるのは、以下の場合です。

証明書の形式がX509 v1またはX509 v3である。X509 v3は、デバイスのリーフレベル証明書によく利用される推奨形

式です。

証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールドで指示されま

す。

有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような証明書をイン

ポートすることはできません。

証明書にオプションのKey Usage拡張機能がある。

証明書にKey UsageKey Usage拡張機能が含まれている場合は、値の1つに「 Digital signature」が設定されている必要が

あります。「 Certificate signing 」が設定されていてはなりません。

自己署名証明書の場合、このフィールドは検証されません。

CA署名証明書の場合、このフィールドは検証されます。

証明書にオプションのExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能がある。

証明書にExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能が含まれている場合は、値の1つに「 Server Authentication 」が設定さ

れている必要があります。

証明書にオプションのBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能が含まれている。

証明書にBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能が含まれている場合、Subject Typeが「 End Entity 」に設定され、Path

Length Constraintが「 None」に設定されている必要があります。

証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがアプライアンス

で指定されている。例えば、MD5証明書は無効と見なされます。

証明書に公開キー長が含まれ、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがアプライアンスで指定されてい

る。例えば、512ビット公開キーは無効です。

外部レポジトリサーバーの場合：

それには、レポジトリサーバーのキーである IPアドレスを格納したサブジェクト代替名（SAN）フィールドと、

必要な値があります。例： IP Address= 。

IPv6レポジトリアドレスの場合、レポジトリサーバーのキーである DNS名と IPアドレスを格納したSANフィー

ルドと、必要な値があります。例： DNS Name= および IP Address= 。

CA証明書（ルートCAまたは中間CA）CA証明書（ルートCAまたは中間CA）

CA証明書（ルートまたは中間）が有効と見なされるのは、以下の場合です。

証明書の形式がX509 v1またはX509 v3である。

証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールドで指示されま

す。

有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような証明書をイン

ポートすることはできません。

証明書にオプションのKey UsageKey Usage拡張機能がある。証明書にKey UsageKey Usage拡張機能が含まれている場合、値の1つに「 C
ertificate signing 」が設定されている必要があります。

証明書にオプションのExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能がある。証明書にExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能が含まれている
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場合、このフィールドは無視されます。

証明書にオプションのBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能がある。証明書にBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能が含まれている場

合、Subject Typeは「 」に設定する必要があります。

オプションで、証明書にはPath Length Constraintを含めることができます。

証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、CA証明書に使用できることがアプライアンスで指定されている。

例えば、MD5証明書またはSHA-1 CA証明書は無効です。

証明書に公開キー長が含まれ、CA証明書に使用できることがアプライアンスで指定されている。

アプライアンス証明書アプライアンス証明書

アプライアンス証明書が有効と見なされるのは、以下の場合です。

証明書の形式がX509 v1またはX509 v3である。

証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールドで指示されま

す。

有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような証明書をイン

ポートすることはできません。

証明書にオプションのKey UsageKey Usage拡張機能がある。

証明書にKey UsageKey Usage拡張機能が含まれている場合、値の1つに「 Digital signature」が設定されている必要があ

ります。

証明書にオプションのExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能がある。

証明書にExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能が含まれている場合、値として「 Server Authentication 」と「 Clien
t Authentication 」が設定されている必要があります。

証明書にオプションのBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能がある。証明書にBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能が含まれている場

合、Subject TypeおよびPath Length Constraintの値が「 」と「 」にそれぞれ設定されている必

要があります。

証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、アプライアンス証明書に使用できることがアプライアンスで指定

されている。例えば、MD5証明書またはSHA-1証明書は無効です。

証明書に公開キー長が含まれ、アプライアンス証明書に使用できることがアプライアンスで指定されている。

Two-Factor認証で使用されるクライアント証明書Two-Factor認証で使用されるクライアント証明書

Two-Factor認証クライアント証明書が有効と見なされるのは、以下の場合です。

証明書の形式がX509 v3である。

証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールドで指示されま

す。

有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような証明書をイン

ポートすることはできません。

証明書にオプションのKey Usage拡張機能がある。

証明書にKey Usage拡張機能が含まれている場合、値の1つに「 Digital signature」が設定されている必要があ

ります。

証明書にオプションのExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能がある。

証明書にExtended Key UsageExtended Key Usage拡張機能が含まれている場合、値として「 Client Authentication 」と「 Smart
Card Logon」が設定されている必要があります。

証明書にオプションのBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能がある。証明書にBasic ConstraintsBasic Constraints拡張機能が含まれている場

合、Subject TypeおよびPath Length Constraintの値が「 」と「 」にそれぞれ設定されている必

要があります。

証明書にサブジェクト代替名（SAN）サブジェクト代替名（SAN）フィールドがあり、このフィールドの Other name: Principal Name が、

Two-Factor認証を使用してログインするユーザーのユーザープリンシパル名（UPN）に設定されている。

「 」などがUPNの例です。

または、証明書にSANフィールドがあり、ログインするユーザーのメールアドレスか、共通名がこのフィールドに設

CA

End Entity None

End Entity None

firstname.lastname@example.com
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定されている。

ドメインコンポーネント（ディレクトリのベースDN）は、[発行者]フィールドまたは[件名]フィールドいずれかの

一部として構成します（例：dc=example、dc=com）。

証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがアプライアンス

で指定されている。例えば、SHA-1証明書は無効と見なされます。

証明書に公開キー長が含まれ、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがアプライアンスで指定されてい

る。

詳細情報詳細情報：

アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコル

Two-Factor認証
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証明書の検証の有効化と無効化証明書の検証の有効化と無効化

セキュリティ > 設定画面から証明書の検証を有効または無効にすることができます。

Hewlett Packard Enterpriseは、証明書確認を無効にするのは、証明書確認が必要ないテスト環境の場合だけにするこ
とを推奨します。証明書確認を無効にしている場合は、ローカルユーザーアカウントだけを使用し、エンタープライズ
ディレクトリアカウントは使用しないでください。ディレクトリサーバーへの接続時に確認が実行されないため、ユー
ザーディレクトリの認証情報が危険にさらされる可能性があります。証明書の検証を無効にすると、アプライアンスは
MITM（中間者）セキュリティ攻撃を受けやすくなります。そのため、証明書の検証オプションを使用する場合は細心の
注意を払ってください。
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デバイス固有の証明書の処理デバイス固有の証明書の処理

HPE OneViewが安全に通信する必要があるデバイスの中には、デバイス固有の証明書管理手順が必要なものがありま
す。

Integrated Lights-Outの証明書

Two-Factor認証用に構成されているiLOを搭載したサーバーの管理

Onboard Administratorの証明書

注記:注記:

証明書チェーンに存在できる証明書の最大数は9です。アプライアンスは、証明書チェーンの深さが最大
限度を超えると、デバイスまたはサーバーに接続できません。証明書チェーンの最大深さは、アプライ
アンスでデフォルトで設定されており、ユーザーがカスタマイズすることはできません。
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iLO証明書iLO証明書

HPE OneViewでは、HPE Integrated Lights-Out（iLO）のデフォルトの証明書を自己署名証明書として扱います。この
証明書は、HPE OneViewトラストストアに追加され、リーフ証明書として扱われます。iLO証明書は、Hewlett Packard
Enterprise内部の認証機関、つまり「iLOデフォルト発行元（信頼しない）」によって署名されます。これにより、
ユーザーは自己署名証明書を信頼する危険性についての警告を受け、PKIベースの証明書に移行するよう促されます。

iLOでは、証明書を格納するためのスペースが制限されています。CA署名証明書を使用する場合、iLOは、TLSハンド
シェイク時に中間証明書チェーンをHPE OneViewに対して示しません。適切なHTTPS接続を確立するには、中間証明書が
CAルート証明書とともに、HPE OneViewトラストストア内に存在する必要があります。

iLO 4には、デフォルトの自己署名証明書がデフォルトで期限切れとなる問題についてのカスタマーアドバイザリがあ
ります。この場合、証明書の発効日の日付は、有効期限の日付よりも後になっています。このアドバイザリでは、
iLOファームウェアをアップグレードし、証明書を修正するために必要な手順について説明しています。

セキュリティ > 証明書画面では、管理者は自己署名証明書の有効期限チェックをスキップするかどうか制御できま
す。このオプションにより、管理者は、有効期限の問題に対処しながら安全にiLOを管理することができます。

この問題は、このアドバイザリアドバイザリに記載されているiLOバージョンで発生する可能性があります。

注記:注記:

初回のシステムブート時に、iLOはデフォルトの自己署名証明書を作成します。iLOホスト名を変更する
か、CA署名証明書をロードする場合を除き、証明書は変更されません。
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Two-Factor認証用に構成されているiLOを搭載したサーバーの管理Two-Factor認証用に構成されているiLOを搭載したサーバーの管理

iLO 5ではTwo-Factor認証がサポートされているため、iLO 5でTwo-Factor認証が構成されている場合、HPE OneViewで
サーバーをインポートしたり管理したりすることができます。CAC/スマートカード認証を有効にした状態でiLO 5を構
成する場合、HPE OneViewでは特にサーバーを管理するための構成は必要ありません。HPE OneViewは、サーバーを管理
するための独自の認証情報を使用してiLOの認証を受けます。

ただし、 CAC/スマートカード認証と CAC厳密モードCAC厳密モードの両方を有効にした状態でiLO 5を構成する場合、HPE OneView
は、それ自体のデジタル証明書を使用してiLOの認証を受けます。iLOが厳密モードの場合にサーバーを正常にインポー
トして管理するには、アプライアンスのiLOとHPE OneViewの両方に次の構成が行われていることを確認します。

HPE OneViewおよびiLOにCA署名証明書がセットアップされている。

HPE OneView証明書で、'Server Authentication'に加え、'Client Authentication'にExtended Key Usage（EKU）

が設定されている。

CAルート証明書と適切な証明書のチェーンがiLOトラストストアとHPE OneViewトラストストア内に設定されてい

る。

iLOでローカルユーザーアカウントが有効にされている場合は、以下の要件が満たされていることを確認します。

HPE OneViewのアカウントは、完全な管理者権限を含め、iLOで作成されている。

HPE OneView証明書はiLOにインポートされ、このiLOユーザーおよびアカウントにインポートされていること。

注記:注記:

CA署名証明書の代わりにHPE OneViewの自己署名済み証明書を使用できること。

iLOで ローカルユーザーアカウントが無効にされており、ディレクトリ認証がiLOで構成されている場合は、以下を

確認します。

ディレクトリサーバーでHPE OneViewのユーザーアカウントが作成されている。

アカウント名が、証明書のSubject Alternative Name (SAN) DNS Name=フィールドか、またはSubject

CN=フィールドで指定されている名前と一致している。通常、このフィールドは、値としてHPE OneViewアプライ

アンスのホスト名を取ります。

ディレクトリで作成されたユーザーアカウントが、iLOで'管理者'特権を持っているディレクトリグループに関

連付けられている。

注記:注記:

以上の構成は、CAC厳密モードが有効になっているiLOごとに手動で行う必要があります。

Two-Factor認証用に構成されているiLOを搭載したサーバーの管理 1050



証明書チェックのグローバル設定の無効化証明書チェックのグローバル設定の無効化

デフォルトでは、HPE OneViewはデジタル証明書を検証することによってHTTPS通信のセキュリティを検証します。この
手順を使用すると、アプライアンス全体でこれらの証明書チェックを無効にできます。

重要:重要:

証明書のチェックが無効の場合は、決してHPE OneViewのエンタープライズディレクトリ統合機能を使用
しないでください。ローカルユーザーアカウントのみを使用します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、セキュリティが重要でない環境（特定のテスト環境など）でのみ証
明書を無効にすることをお勧めします。証明書チェックがオフ（無効）になると、HPE OneViewは証明書
の信頼性を確認できず、すべてのデバイスとユーザーのログイン認証情報がネットワーク経由で安全に
送信されないため、ご使用の環境が攻撃を受けることになります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。セキュリティパネルで、 をクリックして証明書を選択します。

2. 証明書の検証を無効にするには、無効を選択します。

3. OKをクリックして次に進みます。

注記:注記:

この設定を有効にするには、アプライアンスを再起動する必要があります。

4. 証明書の検証が無効であることを確認します。
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証明書の更新証明書の更新

証明書が期限切れ、期限切れ間近であるか、失効した場合、アラートが設定 > アクティビティ画面に表示されます。

アプライアンス証明書を更新する手順については、次のセクションで説明します。

HPE OneViewでアプライアンス自己署名証明書を更新する

HPE OneViewでルート証明書または中間証明書を更新する

デバイス証明書を更新する手順については、次のセクションで説明します。

デバイス証明書の更新
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証明書の更新証明書の更新

証明書が期限切れ、期限切れ間近であるか、失効した場合、アラートが設定 > アクティビティ画面に表示されます。

アプライアンス証明書を更新する手順については、次のセクションで説明します。

HPE OneViewでアプライアンス自己署名証明書を更新する

HPE OneViewでルート証明書または中間証明書を更新する

デバイス証明書を更新する手順については、次のセクションで説明します。

デバイス証明書の更新
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HPE OneViewでルート証明書または中間証明書を更新するHPE OneViewでルート証明書または中間証明書を更新する

手順に従って、有効期限が切れる前にルート証明書または中間証明書を更新します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. ルート証明書または中間証明書を更新するには、アプライアンス自己署名証明書を更新するの手順に従います。

2. CA署名アプライアンス証明書を再インポートします。

アプライアンスコンソールを使用してアプライアンス証明書を表示するには、ハイパーバイザーユーザーインター

フェイスを使用します。

HPE OneViewでルート証明書または中間証明書を更新する 1054
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デバイス証明書の更新デバイス証明書の更新

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. 期限切れ、期限切れ間近、または失効したデバイス証明書のエイリアス名をメモしておきます。

2. デバイス証明書を削除します。

3. 新しいデバイス証明書を追加します。

注記:注記:

メモしておいたエイリアス名を入力します。

デバイスにCA署名証明書がある場合、デバイス証明書をHPE OneViewに追加する必要はありませ

ん。署名CAルートまたは中間証明書のみを追加します。

詳細情報詳細情報

証明書の追加

証明書の削除
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複雑なパスワード複雑なパスワード

管理者は、すべてのユーザーに複雑なパスワードの使用を求める複雑なパスワードの強制オプションを使用できます。
緊急ローカルログインが有効な場合、管理者には複雑なパスワードが必要です。

複雑なパスワード要件は、ユーザーが自分のパスワードを変更したりユーザーアカウントを作成したりするときに適用
されます。

複雑なパスワードのルールは、HPE OneViewで構成されているローカルユーザーにのみ適用されます。認証ディレクト
リサービスユーザーの場合、認証ディレクトリ構成によってパスワードの複雑性ルールが決定されます。

複雑なパスワードには、以下が含まれている必要があります。

最小14文字

1つ以上の大文字

1つ以上の小文字

1つ以上の数字

1つ以上の特殊文字。例：!@#$^*_-=+,.?

空白文字なし

詳細情報詳細情報

複雑なパスワードの有効化
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組織ユニット組織ユニット

HPE OneViewは組織ユニット（OU）を使用して、ユーザーとグループを検索する場所を指定します。ユーザーがディレ
クトリで認証されると、そのユーザーに適したHPE OneView権限を割り当てるため、HPE OneViewでは、ユーザーのディ
レクトリグループメンバーシップを特定するためにOUが必要です。

例例：

OU=Engineering

OpenLDAPでは、複数ユーザーと複数グループOUの構成が可能です。

ユーザーアカウントが存在するすべてのOUを明示的に構成する必要がありますが、グループはサブツリーで検索されま
す。

例えば、ユーザーアカウントが次に示すような構成を考えてみます。

ou=peopleおよび

ou=admins、ou=people
および、グループは次の場所に存在します。

ou=groupsおよび

ou=IT-groups、ou=groups
異なるユーザーとグループのOUを明示的に構成するには異なるユーザーとグループのOUを明示的に構成するには、ディレクトリの追加/編集の構成詳細画面のOUエントリーは
以下の形式で指定する必要があります。

OU 1: ou=people

OU 2: ou=admins、ou=people

OU 3: ou=groups

OU 4: ou=IT-groups、ou=groups
ou=groupsの下にあるすべてのグループに対してサブツリー検索を実行する場合はの下にあるすべてのグループに対してサブツリー検索を実行する場合は、ディレクトリの追加/編集の構
成詳細画面のOUエントリーは以下の形式で指定する必要があります。

OU 1: ou=people

OU 2: ou=admins、ou=people

OU 3: ou=groups
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暗号化モード設定暗号化モード設定

暗号化の設定暗号化の設定オプションを使用して、アプライアンスの暗号化モードを設定できます。使用可能な暗号化モードは、次
のとおりです。

レガシーレガシー：これはデフォルトの暗号化モードです。レガシーモードでは、すべてのTLSプロトコルバージョン

（1.1、1.2）とそれらのバージョンに関連付けられている暗号スイートがサポートされています。TLS証明書には、

FIPSまたはCNSA最小キー長も強力なデジタル署名も必要ありません。

FIPSFIPS：Federal Information Processing Standard（連邦情報処理標準）（FIPS）Publication 140-2は、暗号化を

実行する製品用の米国政府のコンピューターセキュリティ規格です。FIPS 140-2 Cryptographic Module

Validation Programによって HPE OneViewの暗号化ライブラリが検証されています。FIPSモードの場合：

アプライアンスの暗号モジュールは、FIPS 140-2レベル1仕様に従って動作するように構成されます。この設定

により、これらの暗号モジュールのロード中に必要なFIPSセルフテストが実行されます。

アプライアンスによって暗号化操作に使用される暗号およびアルゴリズムは、FIPSで承認されるもののみに制限

されます。

アプライアンスは、すべてのTLS通信で、TLS 1.1およびTLS 1.2プロトコルのみ許可されます。

すべてのSSHおよびSNMPv3通信では、FIPSで承認された暗号スイートとアルゴリズムのみを使用します。

詳しくは、FIPS-140FIPS-140のサイトを参照してください。

CNSACNSA：Commercial National Security Algorithm（CNSA）暗号化モードでは、HPE OneViewでCNSAスイートに含まれ

ているアルゴリズムのみを使用するように制限されます。CNSAスイートは、FIPSの全般的なサポートのサブセット

であり、"トップシークレット"として分類される情報を含む国家的セキュリティシステムを保護するために使用さ

れる一連のアルゴリズムを含んでいます。CNSAモードでは、アプライアンスは、TLS 1.2プロトコルとCNSA強度の

TLS 1.2暗号のサブセットのみを使用します。同様に、SSHおよびSNMP通信ではCNSA準拠の暗号およびアルゴリズム

を使用します。

詳しくは、CNSA standardsCNSA standardsのサイトを参照してください。このWebサイトでは、ほとんどのブラウザーのトラストス

トアにデフォルトで存在しない米国政府認証機関によって署名された証明書を使用しています。このWebサイトとの

信頼の確立について詳しくは、サイトの信頼関係の確立サイトの信頼関係の確立を参照してください。

注記:注記:

HPE OneViewのバージョン4.0より前のリリースでは、ローカルユーザーパスワードがSHA-256を使用

してハッシュされます。リリースバージョン4.0以降では、アプライアンスの暗号化モードに関係な

く、ユーザーが初めてログインすると、パスワードがSHA-384を使用して再ハッシュされます。

管理対象サーバーのiLOがCNSAモードの場合、iLOユーザーインターフェイスまたはコンソールにHPE

OneViewコンソールのユーザーインターフェイスからアクセスできません。

アプライアンスがCNSAモードの場合、サポート技術者はHPE RDAサポートアプリを使用してSSHセッ

ションを確立できません。

レガシー、FIPS、およびCNSAモードでサポートされるすべての暗号とアルゴリズムの一覧については、アプライアンス
を保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコルを参照してください。

インストールシナリオとモード切り替え時のデフォルトの動作は次のとおりです。
新規インストール

アプライアンスのデフォルトはレガシーモードです。HPE OneView 5.2以降、TLSプロトコルバージョン1.0は新規
インストールではデフォルトで無効になっています。

アップグレード

アップグレード前のアプライアンスの暗号化モードは、アップグレード後も保持されます。アプライアンスの以
前のバージョンからHPE OneView 5.2以降のバージョンにアップグレードする場合、アップグレード前のアプライ
アンスのTLS 1.0構成が、アップグレード後のアプライアンスで保持されます。

工場出荷時設定へのリセット

工場出荷時リセットまたはネットワーク設定の保存オプションでは、暗号化モードは変更されません。リセット
の前のアプライアンスの暗号化モードが保持されます。セキュリティ設定パネルで、暗号化設定が必要なモード
に設定されていることを確認します。新しくインストールしたアプライアンスで工場出荷時設定に完全にリセッ
トすると、TLS 1.0バージョンが無効になります。5.2以降のバージョンにアップグレードされたアプライアンス
を工場出荷時設定にリセットすると、以前の工場出荷時設定が保持され、TLS 1.0構成が有効になります。ネット
ワーク設定を使用した工場出荷時設定へのリセットでは、リセットする前のTLS 1.0構成が保持されます。

バックアップとリストア
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リストア操作は、アプライアンスを、バックアップされたアプライアンスと同じ暗号化モードにリストアしま
す。

FIPSまたはCNSAモードで動作するHPE OneViewでは、HPE OneViewによって管理または監視されるすべてのシステムまた
はデバイス（ブレードiLOなど）またはHPE OneViewと通信する外部サーバー（Microsoft Active Directory Serverな
ど）もFIPSまたはCNSAで承認されたモードでのみ動作する必要はありません。ただし、HPE OneViewが、これらの管理
対象または監視対象デバイスや外部サーバーと、選択したモードでサポートされているプロトコルと暗号スイートを使
用して通信できる必要があります。例えば、デバイスがFIPS準拠のTLSプロトコル、暗号、および証明書をサポートす
る限り、FIPSまたはCNSAモードのHPE OneViewはそのデバイスを管理できます。

リストア操作は、バックアップされたアプライアンスと同じTLS 1.0構成（有効または無効）にアプライアンスをリス
トアします。

各種デバイスのサポートとサポートされる暗号化モードについては、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してく

ださい。

さらに、高度な暗号化モードを使用するには、すべてのTLS通信に強力な証明書を使用する必要があります。例えば、
CNSAモードでは、RSA証明書を使用する管理対象デバイスで、3,072ビットの最小キー長とSHA 384以上を使用するデジ
タル署名が必要です。

HPE OneViewによって管理または監視されるすべてのデバイスで、これらの強力な暗号化モードをサポートしていると
は限りません。次のような場合が考えられます。

ProLiant G6システムのiLOバージョンはTLS 1.0のみをサポートしているため、TLS 1.0が無効になっている場合、

これらは機能しません。アプライアンスがFIPSまたはCNSAモードの場合、これらのサーバーはサポートされませ

ん。レガシーモードでも、TLS 1.0はデフォルトで無効になっているため、これらのサーバーはHPE OneViewの新し

いインストールでもサポートされていません。HPE OneView 5.2以降のバージョンからサーバーを管理するには、

TLS 1.0をレガシーモードで明示的に有効にする必要があります。

ProLiant G7システムのiLOバージョンは、TLS 1.0および1.1のみをサポートします。アプライアンスがCNSAモード

の場合、これらのサーバーはサポートされません。

ProLiant Gen8システムのiLOバージョンは、TLS 1.1および1.2をサポートしているため、FIPSモードとCNSAモード

の両方と互換性があります。

HPE iPDU電源デバイスはTLS 1.0のみをサポートしているため、TLS 1.0が無効になっている場合、これらは機能し

ません。アプライアンスがFIPSまたはCNSAモードの場合、IPDUはサポートされません。

TLS 1.0のみをサポートする外部サーバー、他社製デバイス、またはデバイスマネージャーは、新しくインストール

されたHPE OneViewでは機能しません。これは、HPE OneView 5.2以降のバージョンではTLS 1.0がデフォルトで無効

になっているためです。

次のREST APIを使用して、TLS 1.0バージョンを有効または無効にすることができます。

注記:注記:

TLS 1.0は安全なプロトコルとは見なされないため、Hewlett Packard EnterpriseはTLS 1.0を有効にし
ないことをお勧めします。TLSプロトコルの有効化/無効化を行うと、アプライアンスが自動的に再起動
します。

高度なセキュリティモードを選択する場合は、互換性レポート互換性レポートオプションを使用して、ターゲットモードと互換性がな
い現在のすべての管理対象または監視対象デバイスについての完全なレポートを取得します。

注記:注記:

暗号化モードを変更すると、WebサーバーまたはRabbitMQ証明書が再生成される場合があります。新しく
生成されたRabbitMQクライアント証明書をCAおよびキーペアと共に、RabbitMQクライアントに適用する
必要があります。CA署名付き証明書を使用する場合、新しい証明書署名リクエスト（CSR）を発行し、よ
り強力な証明書を取得して、アプライアンスに証明書を再インポートしなければなりません。互換性レ
ポートで詳細を確認してください。アプライアンスは、アプライアンスの構成の一環として、別の暗号
化モードで自動的に再起動します。

暗号化モードの編集から既存の互換性レポートを表示および編集できます。指定の暗号化モードについての新しい互換
性レポートを生成することで、アプライアンスへのモード変更の影響を確認できます。

暗号化モードの編集画面では、既存の互換性レポートを表示し、アクティブな暗号化モードを変更することができま
す。指定の暗号化モードについての新しい互換性レポートを生成することで、アプライアンスへのモード変更の影響を
確認できます。

PUT/rest/security-standards/protocols
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アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトアプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロト

コルコル

注記:注記:

FIPS 140-2およびCNSAは、c7000以外のハードウェアを管理するVMアプライアンスにのみ適用されます。

HPE OneViewには、管理アプライアンスを連邦情報処理標準FIPS-140-2（FIPS 140-2）およびCommercial National
Security Algorithm（CNSA）標準に準拠するように構成するか、レガシー暗号化モードを引き続き使用するオプション
があります。FIPS 140-2およびCNSAモードでは、アプライアンスがプロトコルバージョン、暗号スイート、およびデジ
タル証明書強度をそれぞれ、FIPS 140-2およびCNSAに準拠したものに制限します。

暗号化モード設定についてに、詳細を示します。

注記:注記:

FIPSをオンにすると、高セキュリティモードと互換性のない古いAPIが無効になることがあります。

CNSA準拠の暗号スイートは、CNSA仕様に関するより厳格なセキュリティ要件を満たすFIPS準拠の暗号ス
イートのサブセットです。

HPE OneViewは、暗号化操作のために、以下のFIPS 140-2検証済みモジュールを使用します。

Hewlett Packard Enterprise SSL Cryptographic Module（証明書番号3018）

Hewlett Packard Enterprise NSS Cryptographic Module（証明書番号2908）

Hewlett Packard Enterprise Libgcrypt Cryptographic Module（証明書番号2915）

Hewlett Packard Enterprise Java Cryptographic Module（証明書番号3138）

HPE OneViewは、FIPS検証済み暗号モジュールに依存する以下の通信プロトコルとサービスを使用します。

Transport Layer Security（TLS）通信

OpenSSL、Apache、およびcURL：基盤となるFIPS 140-2検証済みOpenSSL Cryptographic Moduleを使用します。

Java：基盤となるFIPS 140-2検証済みJava Cryptographic Moduleを使用します。

RabbitMQ：基盤となるFIPS 140-2検証済みOpenSSL Cryptographic Moduleを使用します。

Firefox：基盤となるFIPS 140-2検証済みNSS Cryptographic Moduleを使用します。

デジタル署名アルゴリズム：基盤となるFIPS 140-2検証済みOpenSSLおよびJava Cryptographic Moduleを使用し

ます。

公開キーアルゴリズム：基盤となるFIPS 140-2検証済みOpenSSLおよびJava Cryptographic Moduleを使用しま

す。

SNMP通信：

サーバー管理：SNMP通信用にSNMP4Jライブラリを使用します。SNMP4Jは、FIPS 140-2検証済みJava

Cryptography Extension（JCE）が提供する標準のJCEハッシュと暗号化アルゴリズムを使用します。

インターコネクト管理：基盤となるFIPS 140-2検証済みOpenSSL Cryptographic Moduleを使用します。

SSH通信

OpenSSH：基盤となるFIPS 140-2検証済みOpenSSL Cryptographic Moduleを使用します。

RPM署名の検証：基盤となるFIPS 140-2検証済みLibgcrypt Cryptographic Moduleを使用します。

暗号スイートは、通信にTLSを使用するネットワーク接続のセキュリティを保護する一連のアルゴリズムです。暗号ス
イートに通常含まれている一連のアルゴリズムには、キー交換アルゴリズム、バルク暗号化アルゴリズム、およびメッ
セージ認証コード（MAC）アルゴリズムがあります。

このユニットでは、以下について説明します。

アプライアンスがサポートしているプロトコル

レガシーモードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート

FIPS 140-2モードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート

CNSAモードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート

注記:注記:

FIPS 140-2モードで使用されている暗号スイートとは、FIPS 140-2モードのセキュリティ強化要件に適
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合しているレガシーモードで使用されている暗号スイートのサブセットを指します。また、CNSAモード
で使用されている暗号スイートとは、CNSAモードに関するより厳格なセキュリティ要件に適合している
FIPS 140-2モードの暗号スイートのサブセットを指します。HPE OneViewは、レガシーモードであって
も、強力なプロトコルと暗号スイートを優先します。ただし、デバイス、サーバー、またはブラウザー
がサポートしているプロトコルと暗号スイートに応じて、アプライアンスは、レガシーモードで強度が
弱いプロトコルや暗号スイートと通信できます。

ここでは、一般的な暗号アルゴリズムとそのアルゴリズムが実施する機能の一部を紹介しています。

アルゴリズムアルゴリズム 機能機能

Advanced Encryption Standard（AES） 情報を保護する対称ブロック暗号

Elliptic Curve Diffie Hellman（ECDH）Key Exchange キーを確立する非対称アルゴリズム

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm（ECDSA） デジタル署名を検証する非対称アルゴリズム

Diffie-Hellman（DH）Key Exchange キーを確立する非対称アルゴリズム

RSA キーとデジタル署名を確立する非対称アルゴリズム

Secure Hash Algorithm（SHA） 情報の表現を要約したものを計算するアルゴリズム
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アプライアンスがサポートしているプロトコルアプライアンスがサポートしているプロトコル

各暗号化モードでサポートされているTransport Layer Security（TLS）プロトコルは次のとおりです。

レガシーモードレガシーモード：TLS 1.0、TLS 1.1、およびTLS 1.2

FIPS 140-2モードFIPS 140-2モード：TLS 1.1およびTLS 1.2

CNSAモードCNSAモード：TLS 1.2

注記:注記:

アプライアンス上の特定のプロトコルを有効または無効にするには、REST APIのPUT/ rest/ security-

standards/protocolを使用します。詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。
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レガシーモードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイートレガシーモードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート

このユニットでは、以下について説明します。

TLSのレガシーモードの暗号スイート

SSHのレガシーモードの暗号スイート

SNMPのレガシーモードの暗号スイート
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TLSのレガシーモードの暗号スイートTLSのレガシーモードの暗号スイート

表21936: OpenSSL、Apache、およびCurl暗号スイート表21936: OpenSSL、Apache、およびCurl暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc024] ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02c] ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc014] ECDHE-RSA-AES256-SHA

[0xc028] ECDHE-RSA-AES256-SHA384

[0xc030] ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc026] ECDH-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02e] ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc02a] ECDH-RSA-AES256-SHA384

[0xc032] ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0x6b] DHE-RSA-AES256-SHA256

[0x9f] DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0x3d] AES256-SHA256

[0x9d] AES256-GCM-SHA384

[0xc023] ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

[0xc02b] ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc027] ECDHE-RSA-AES128-SHA256

[0xc02f] ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0x67] DHE-RSA-AES128-SHA256

[0xc013] ECDHE-RSA-AES128-SHA

[0xc025] ECDH-ECDSA-AES128-SHA256

[0x9e] DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc02d] ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc029] ECDH-RSA-AES128-SHA256

[0xc031] ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0x3c] AES128-SHA256

[0x9c] AES128-GCM-SHA256

[0xa3] DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384

[0xa2] DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256

[0x39] DHE-RSA-AES256-SHA

[0x33] DHE-RSA-AES128-SHA

[0x35] AES256-SHA

[0x2f] AES128-SHA

[0xc00e] ECDH-RSA-AES128-SHA

[0xc00a] ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

[0xc005] ECDH-ECDSA-AES256-SHA

[0xc009] ECDHE-ECDSA-AES128-SHA

[0xc004] ECDH-ECDSA-AES128-SHA

[0xc003] ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA

[0xc008] ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA

[0xc012] ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA

[0xc00d] ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
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表32037: Java暗号スイート表32037: Java暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc024] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc02c] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc014] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc028] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc030] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc026] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc02e] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc02a] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc032] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x6b] TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0x9f] TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x3d] TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0x9d] TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc023] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02b] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc027] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02f] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x67] TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc013] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc025] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0x9e] TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc02d] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc029] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc031] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x3c] TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0x9c] TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xa2] TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xa3] TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x33] TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0x35] TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x2f] TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0x39] TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc00e] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc009] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc004] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0x40] TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc005] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x32] TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc00f] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x6a] TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0xc00a] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x38] TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA

該当なし SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

該当なし SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

該当なし SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
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表42138: RabbitMQ暗号スイート表42138: RabbitMQ暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc024] ecdhe_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc014] ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha

[0xc028] ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc026] ecdh_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc02a] ecdh_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc02c] ecdhe_ecdsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc030] ecdhe_rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc02e] ecdh_ecdsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc032] ecdh_rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0x6b] dhe_rsa,aes_256_cbc,sha256

[0x9f] dhe_rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0x3d] rsa,aes_256_cbc,sha256

[0x9d] rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc023] ecdhe_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc02b] ecdhe_ecdsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xc027] ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc02f] ecdhe_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0x67] dhe_rsa,aes_128_cbc,sha256

[0xc013] ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc025] ecdh_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0x9e] dhe_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xc02d] ecdh_ecdsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xc029] ecdh_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc031] ecdh_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0x3c] rsa,aes_128_cbc,sha256

[0x9c] rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xa3] dhe_dss,aes_256_gcm,null,sha384

[0xa2] dhe_dss,aes_128_gcm,null,sha256

[0x39] dhe_rsa,aes_256_cbc,sha

[0x33] dhe_rsa,aes_128_cbc,sha

[0x35] rsa,aes_256_cbc,sha

[0x2f] rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc00e] ecdh_rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc00a] ecdhe_ecdsa,aes_256_cbc,sha

[0xc005] ecdh_ecdsa,aes_256_cbc,sha

[0xc00f] ecdh_rsa,aes_256_cbc,sha

[0xc009] ecdhe_ecdsa,aes_128_cbc,sha

[0xc004] ecdh_ecdsa,aes_128_cbc,sha

[0xc003] ecdh_ecdsa,'3des_ede_cbc',sha

[0xc008] ecdhe_ecdsa,'3des_ede_cbc',sha

[0xc012] ecdhe_rsa,'3des_ede_cbc',sha

[0xc00d] ecdh_rsa,'3des_ede_cbc',sha
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表522: Firefox暗号スイート表522: Firefox暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc02c] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc014] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_sha

[0xc030] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc02b] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc02f] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc013] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_sha

[0x39] security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha

[0x33] security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha

[0x35] security.ssl3.rsa_aes_256_sha

[0x2f] security.ssl3.rsa_aes_128_sha

[0xcc14] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_chacha20_poly1305_sha256

[0xcc13] security.ssl3.ecdhe_rsa_chacha20_poly1305_sha256

[0xc023] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_sha

[0xc00a] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_sha

表62339: デジ表62339: デジ
タル署名アルタル署名アル
ゴリズムゴリズム

アルゴリズムアルゴリズム

SHA256WITHRSA

SHA384WITHRSA

SHA512WITHRSA

SHA256WITHECDSA

SHA384WITHECDSA

SHA512WITHECDSA

NONEWITHDSA

SHA384WITHDSA

SHA256WITHDSA

SHA224WITHECDSA

SHA512WITHDSA

NONEWITHECDSA

MD5WITHRSA

SHA224WITHRSA

SHA1WITHDSA

SHA224WITHDSA

SHA1WITHECDSA

SHA1WITHRSA

* アプライアンス証明書には、SHA-256またはSHA-384デジタル署名アルゴリズムが必要です。SHA1デジタル署名を持つ
外部サーバーまたは管理対象デバイスの証明書がサポートされています。Hewlett Packard Enterpriseでは、SHA-256
以上などのより強力なデジタル署名を使用して、外部サーバーまたは管理対象デバイスの証明書を再生成することをお
勧めします。
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表72440: 公表72440: 公
開キーアル開キーアル

ゴリズムゴリズム

アルゴリズムアルゴリズム

RSA:2048

RSA:3072

RSA:4096

RSA:1024

ECDSA:256

ECDSA:384

ECDSA:521

DSA:1024

ECDH:384

ECDH:256

ECDH:521

DH:2048

DH:3072

ECCDH:256

ECCDH:384

ECCDH:521

ECMQV:256

ECMQV:384

ECMQV:521

EC:224

EC:256

EC:384

EC:521

ECC:256

ECC:384

ECC:521

ECC:160

EC:192

EC:160
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SSHのレガシーモードの暗号スイートSSHのレガシーモードの暗号スイート

表82541:表82541:
暗号暗号

aes128-ctr

aes192-ctr

aes256-ctr

表92642:表92642:
メッセージメッセージ
認証コード認証コード
（MAC）（MAC）

hmac-sha1

hmac-sha2-256

hmac-sha2-512

表102743: キー交換表102743: キー交換

ecdh-sha2-nistp256

ecdh-sha2-nistp384

ecdh-sha2-nistp521

diffie-hellman-group- exchange-sha256

diffie-hellman-group14-sha1

表112844: ホスト表112844: ホスト
キーのアルゴリズキーのアルゴリズ
ム（クライアントム（クライアント
用）用）

ecdsa-sha2-nistp384

ecdsa-sha2-nistp256

ecdsa-sha2-nistp521

ssh-rsa:2048

ssh-dss:1024

ssh-rsa:3072

ssh-rsa:4096

表表
122945:122945:
ホストホスト
キーのキーの
アルゴアルゴ
リズムリズム
（サー（サー
バーバー
用）用）

rsa:2048
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rsa:3072

rsa:4096

rsa:1024

dsa:1024
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SNMPのレガシーモードの暗号スイートSNMPのレガシーモードの暗号スイート

SNMPサーバー管理SNMPサーバー管理

表表
133046:133046:
インイン
ターコターコ
ネクトネクト
のSNMPのSNMP
認証プ認証プ
ロトコロトコ
ルル

SHA1

SHA-256

SHA-384

SHA-512

表表
143147:143147:
インイン
ターコターコ
ネクトネクト
のSNMPのSNMP
プライプライ
バシーバシー
プロトプロト
コルコル

3DES

AES-128

AES-192

AES-256

DES

表表
153450:153450:
SNMPダSNMPダ
イジェイジェ
ストスト

SHA_512

SHA_384

SHA_256

SHA1

MD5

表163551: SNMP表163551: SNMP
対称キー対称キー

AES:AESCTR256:256

AES:AES_256:256
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AES:AESCTR192:192

AES:AES_192:192

AES:AESCTR128:128

AES:AES_128:128

表表
173248:173248:
トラットラッ
プ転送プ転送
のSNMPのSNMP
認証プ認証プ
ロトコロトコ
ルル

MD5

SHA1

SHA256

SHA384

SHA512

表表
183349:183349:
トラットラッ
プ転送プ転送
のSNMPのSNMP
プライプライ
バシーバシー
プロトプロト
コルコル

3DES

AES-128

AES-192

AES-256

DES

SNMPサーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3が使用されます。使用する認証プロトコルおよ
びプライバシープロトコルは、デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルによって異なります。
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FIPS 140-2モードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイートFIPS 140-2モードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート

このユニットでは、以下について説明します。

TLSのFIPS 140-2モードの暗号スイート

SSHのFIPS 140-2モードの暗号スイート

SNMPのFIPS 140-2暗号スイート

注記:注記:

FIPS 140-2は、c7000以外のハードウェアを管理するVMアプライアンスにのみ適用されます。
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TLSのFIPS 140-2モード暗号スイートTLSのFIPS 140-2モード暗号スイート

表21936: OpenSSL、Apache、およびCurl暗号スイート表21936: OpenSSL、Apache、およびCurl暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc024] ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02c] ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc014] ECDHE-RSA-AES256-SHA

[0xc028] ECDHE-RSA-AES256-SHA384

[0xc030] ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc026] ECDH-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02e] ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc02a] ECDH-RSA-AES256-SHA384

[0xc032] ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0x3d] AES256-SHA256

[0x9d] AES256-GCM-SHA384

[0xc023] ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

[0xc02b] ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc027] ECDHE-RSA-AES128-SHA256

[0xc02f] ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc013] ECDHE-RSA-AES128-SHA

[0xc025] ECDH-ECDSA-AES128-SHA256

[0xc02d] ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc029] ECDH-RSA-AES128-SHA256

[0xc031] ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0x3c] AES128-SHA256

[0x9c] AES128-GCM-SHA256

[0x35] AES256-SHA

[0x2f] AES128-SHA

表32037: Java暗号スイート表32037: Java暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc024] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc02c] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc014] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc028] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc030] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc026] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc02e] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc02a] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc032] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x3d] TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0x9d] TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc023] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02b] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc027] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02f] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
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[0xc013] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc025] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02d] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc029] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc031] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x3c] TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0x9c] TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x35] TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x2f] TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc00e] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc009] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc004] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc005] TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc00f] TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc00a] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

表42138: RabbitMQ暗号スイート表42138: RabbitMQ暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc024] ecdhe_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc014] ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha

[0xc028] ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc026] ecdh_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc02a] ecdh_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0x3d] rsa,aes_256_cbc,sha256

[0xc023] ecdhe_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc027] ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc02f] ecdhe_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xc013] ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc025] ecdh_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc029] ecdh_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0x3c] rsa,aes_128_cbc,sha256

[0x35] rsa,aes_256_cbc,sha

[0x2f] rsa,aes_128_cbc,sha

表522: Firefox暗号スイート表522: Firefox暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc02c] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc014] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_sha

[0xc030] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc02b] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc02f] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc013] security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_sha

[0x35] security.ssl3.rsa_aes_256_sha

[0x2f] security.ssl3.rsa_aes_128_sha

[0xcc14] security.ssl3.ecdhe_ecdsa_chacha20_poly1305_sha256
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[0xcc13] security.ssl3.ecdhe_rsa_chacha20_poly1305_sha256

表62339: デジ表62339: デジ
タル署名アルタル署名アル
ゴリズムゴリズム

アルゴリズムアルゴリズム

SHA256WITHRSA

SHA384WITHRSA

SHA512WITHRSA

SHA256WITHECDSA

SHA384WITHECDSA

SHA512WITHECDSA

SHA1WITHDSA*

SHA1WITHECDSA*

SHA1WITHRSA*

* アプライアンス証明書には、SHA-256またはSHA-384デジタル署名アルゴリズムが必要です。SHA1デジタル署名を持つ
外部サーバーまたは管理対象デバイスの証明書がサポートされています。Hewlett Packard Enterpriseでは、SHA-256
以上などのより強力なデジタル署名を使用して、外部サーバーまたは管理対象デバイスの証明書を再生成することをお
勧めします。

表72440: 公表72440: 公
開キーアル開キーアル
ゴリズムゴリズム

アルゴリズムアルゴリズム

RSA:2048

RSA:3072

RSA:4096

RSA:1024 *

ECDSA:256

ECDSA:384

ECDSA:521

DSA:1024 *

ECDH:384

ECDH:256

ECDH:521

DH:2048

DH:3072

ECCDH:256

ECCDH:384

ECCDH:521

ECMQV:256

ECMQV:384

ECMQV:521

EC:256

EC:384

EC:521
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ECC:256

ECC:384

ECC:521

EC:192 *

*これらのアルゴリズムは、FIPS 140-2仕様のレガシー使用の条項で外部サーバーまたは管理対象デバイスの証明書に
ついて許可されていますが、アプライアンス証明書には使用されません。
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SSHのFIPS 140-2モード暗号スイートSSHのFIPS 140-2モード暗号スイート

表82541:表82541:
暗号暗号

aes128-ctr

aes192-ctr

aes256-ctr

表92642:表92642:
メッセージメッセージ
認証コード認証コード
（MAC）（MAC）

hmac-sha1

hmac-sha2-256

hmac-sha2-512

表102743: キー交換表102743: キー交換

ecdh-sha2-nistp256

ecdh-sha2-nistp384

ecdh-sha2-nistp521

diffie-hellman-group- exchange-sha256

diffie-hellman-group14-sha1

表112844: ホスト表112844: ホスト
キーのアルゴリズキーのアルゴリズ
ム（クライアントム（クライアント
用）用）

ecdsa-sha2-nistp384

ecdsa-sha2-nistp256

ecdsa-sha2-nistp521

ssh-rsa:2048

ssh-rsa:3072

ssh-rsa:4096

表表
122945:122945:
ホストホスト
キーのアキーのア
ルゴリズルゴリズ
ム（サーム（サー
バー用）バー用）

rsa:2048

rsa:3072

rsa:4096
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ecdsa:256

ecdsa:384

ecdsa:521
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SNMPのFIPS 140-2暗号スイートSNMPのFIPS 140-2暗号スイート

SNMPサーバー管理SNMPサーバー管理

表表
133046:133046:
インイン
ターコターコ
ネクトネクト
のSNMPのSNMP
認証プ認証プ
ロトコロトコ
ルル

SHA1

SHA-256

SHA-384

SHA-512

表表
143147:143147:
インイン
ターコターコ
ネクトネクト
のSNMPのSNMP
プライプライ
バシーバシー
プロトプロト
コルコル

AES-128

AES-192

AES-256

表表
173248:173248:
トラットラッ
プ転送プ転送
のSNMPのSNMP
認証プ認証プ
ロトコロトコ
ルル

MD5

SHA1

SHA256

SHA384

SHA512
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表表
183349:183349:
トラットラッ
プ転送プ転送
のSNMPのSNMP

プライプライ
バシーバシー
プロトプロト
コルコル

3DES

AES-128

AES-192

AES-256

DES

表表
153450:153450:
SNMPダSNMPダ
イジェイジェ
ストスト

SHA_512

SHA_384

SHA_256

SHA1

表163551: SNMP表163551: SNMP
対称キー対称キー

AES:AESCTR256:256

AES:AES_256:256

AES:AESCTR192:192

AES:AES_192:192

AES:AESCTR128:128

AES:AES_128:128

SNMPサーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3が使用されます。HPE OneViewは、サーバー管
理のために、ILOのSNMPインターフェイスを使用します。ただし、このインターフェイスはFIPSに準拠していません。
使用する認証プロトコルおよびプライバシープロトコルは、デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルによっ
て異なります。
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CNSAモードでサポートされているアルゴリズムと暗号CNSAモードでサポートされているアルゴリズムと暗号

このユニットでは、以下について説明します。

TLSのCNSAモードの暗号スイート

SSHのCNSAモードの暗号スイート

SNMPのCNSAモードの暗号スイート

注記:注記:

管理対象サーバーのiLOがCNSAモードまたはSuite Bモードの場合、HPE OneViewコンソールからiLO

ユーザーインターフェイスまたはコンソールにアクセスすることはできません。

CNSAモードでは、p-384とp-521の両方の曲線がサポートされています。

注記:注記:

CNSAは、c7000以外のハードウェアを管理するVMアプライアンスにのみ適用されます。
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TLSのCNSAモードの暗号スイートTLSのCNSAモードの暗号スイート

表21936: OpenSSL、Apache、およびCurl暗号スイート表21936: OpenSSL、Apache、およびCurl暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc02c] ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc028] ECDHE-RSA-AES256-SHA384

[0xc030] ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

表32037: Java暗号スイート表32037: Java暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc02c] TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc028] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc030] TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

表42138: RabbitMQ暗号スイート表42138: RabbitMQ暗号スイート

暗号スイートの16進コード暗号スイートの16進コード 暗号スイート名暗号スイート名

[0xc028] ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

表62339: デジ表62339: デジ
タル署名アルタル署名アル
ゴリズムゴリズム

アルゴリズムアルゴリズム

SHA384WITHRSA

SHA512WITHRSA

SHA384WITHECDSA

SHA512WITHECDSA

表72440: 公表72440: 公
開キーアル開キーアル
ゴリズムゴリズム

アルゴリズムアルゴリズム

RSA:3072

RSA:4096

ECDSA:384

ECDSA:521

EC:384

EC:521

ECC:384

ECC:521
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SSHのCNSAモードの暗号スイートSSHのCNSAモードの暗号スイート

表82541:表82541:
暗号暗号

aes256-ctr

表92642:表92642:
メッセージメッセージ
認証コード認証コード
（MAC）（MAC）

hmac-sha2-512

表102743: キー交表102743: キー交
換換

ecdh-sha2-nistp384

ecdh-sha2-nistp521

表112844: ホスト表112844: ホスト
キーのアルゴリズキーのアルゴリズ
ム（クライアントム（クライアント
用）用）

ecdsa-sha2-nistp384

ecdsa-sha2-nistp521

ssh-rsa:3072

ssh-rsa:4096

表表
122945:122945:
ホストホスト
キーのアキーのア
ルゴリズルゴリズ
ム（サーム（サー
バー用）バー用）

rsa:3072

rsa:4096

ecdsa:384

ecdsa:521
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SNMPのCNSAモードの暗号スイートSNMPのCNSAモードの暗号スイート

SNMPサーバー管理SNMPサーバー管理

表表
133046:133046:
インイン
ターコターコ
ネクトネクト
のSNMPのSNMP
認証プ認証プ
ロトコロトコ
ルル

SHA-384

SHA-512

表表
143147:143147:
インイン
ターコターコ
ネクトネクト
のSNMPのSNMP
プライプライ
バシーバシー
プロトプロト
コルコル

AES-256

表表
173248:173248:
トラットラッ
プ転送プ転送
のSNMPのSNMP
認証プ認証プ
ロトコロトコ
ルル

MD5

SHA1

SHA256

SHA384

SHA512

表表
183349:183349:
トラットラッ
プ転送プ転送
のSNMPのSNMP
プライプライ
バシーバシー
プロトプロト
コルコル

3DES
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AES-128

AES-192

AES-256

DES

表表
153450:153450:
SNMPダSNMPダ
イジェイジェ
ストスト

SHA_512

SHA_384

表163551: SNMP表163551: SNMP
対称キー対称キー

AES:AESCTR256:256

AES:AES_256:256

SNMPサーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3が使用されます。HPE OneViewは、サーバー管
理のために、ILOのSNMPインターフェイスを使用します。ただし、このインターフェイスはFIPSに準拠していません。
使用する認証プロトコルおよびプライバシープロトコルは、デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルによっ
て異なります。
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ディレクトリサービス認証ディレクトリサービス認証

ユーザー認証に外部エンタープライズディレクトリサービスを使用するようにHPE OneViewを構成できます。HPE
OneViewでは、次のエンタープライズディレクトリサービスをサポートしています。

Active Directory

OpenLDAP

HPE OneViewログインページで使用されるディレクトリサービスの表示名は、ディレクトリの追加/編集の構成詳細ペー
ジに表示されます。この名前は、関連付けられているエンタープライズディレクトリを示します。

注記:注記:

ユーザーがメールアドレスではなくディレクトリアカウント名（例えば、Active Directoryでは

sAMAccountNameフィールドの値）を使用して認証する場合、Hewlett Packard Enterpriseは、表示名

とディレクトリのドメインコンポーネントが一致することをお勧めします。

HPE OneViewはユーザー名の前にディレクトリの表示名を付加します。

例例：

ディレクトリドメインが corp.example.com の場合、表示名に corpを使用すると、ユー

ザーはディレクトリのアカウント名のみを使用してログインできます。 adminというログイン

名を指定したユーザーは、ディレクトリに corp\adminとして認証されます。

Active DirectoryがWindows 2000より前のドメイン名を使用するように設定されている場合、HPE

OneViewでディレクトリを設定する場合、管理者はディレクトリ名がWindows 2000以前のドメイン名

と一致するようにする必要があります。その後必要に応じて、管理者は、ユーザーがHPE OneViewに

ログインする場合にWindows 2000以前のディレクトリドメインをデフォルトとして設定するように選

択することも選択できます。

例

Active DirectoryドメインがActive Directoryの example.com で、Windows 2000以前のドメ

イン名が myDomainの場合、表示名を myDomainにすると、ユーザーは自分のディレクトリア

カウント名のみを使用してログインできます。 adminというログイン名を指定したユーザー

は、 myDomain\adminというディレクトリに認証されます。

ディレクトリサービスを使用すると、ディレクトリユーザーには、ディレクトリのグループメンバーシップを使用した
HPE OneView権限が付与されます。ディレクトリサービスを定義した後、ユーザーとグループ画面でディレクトリグ
ループの権限を定義します。

ディレクトリグループには、1つ以上のHPE OneView権限が割り当てられます。ディレクトリユーザーには、そのユー
ザーが所属するすべてのディレクトリグループの権限の集合を表すHPE OneView権限が割り当てられます。ディレクト
リグループの権限を定義してからでないと、ディレクトリユーザーは、認証を受けてアプライアンスにログインするこ
とはできません。

グループ内のすべてのユーザーは、次の手順に従ってアプライアンスにログインできます。

1. ログインページでエンタープライズディレクトリサービスを選択します。

2. ユーザー名を入力します。ユーザー名の形式は、ディレクトリの種類によって異なります。正しいユーザー名形式

については、HPE OneView管理者およびディレクトリ管理者に問い合わせてください。有効な形式には、以下が含ま

れます。

メールアドレス。（例： jane.larry@example.com）

ダウンレベルログオン名またはドメイン名¥ユーザーログオン名。 example\janeなど。ここで、 example.c
omはディレクトリドメインです。

ユーザーの共通名（ディレクトリでのCN属性）。例えば、 janel。

注記:注記:

ディレクトリサービスのHPE OneView表示名は、完全修飾ドメイン名の先頭と一致するように設定

することをお勧めします（example.comディレクトリが存在する場合は、example）。ユーザー名の

形式は、ディレクトリの種類によって異なります。

重要:重要:

ユーザー名が次のいずれかの形式の場合のみ、REST API /rest/login-sessionsを使用して、

エンタープライズディレクトリユーザーはドメイン情報を個別に渡さなくてもログインできます。
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domain\user
例： example\janel

user@domain
例： jane.larry@example.com

3. パスワードを入力します。

アプライアンスのエンタープライズディレクトリユーザーアプライアンスのエンタープライズディレクトリユーザー

ディレクトリユーザーに対応する明示的なユーザーはアプライアンスで作成されていません。ただし、ディレクトリ
ユーザーがアプライアンスにログインすると、そのユーザーは、エンタープライズディレクトリ名の先頭にあるユー
ザー名によって識別されます。

セッションコントロールで、（ ）前にエンタープライズディレクトリサービスが付いた名前でユーザーを識別しま
す。以下に例を示します。

重要:重要:

ローカルユーザーとは違い、ユーザーが認証ディレクトリから削除された場合、そのユーザーのアク
ティブセッションはユーザーがログアウトするまでアクティブのままです。同様に、認証ディレクトリ
内でユーザーグループに何らかの変更が加えられている場合、そのユーザーの現時点におけるアクティ
ブセッションは反映されません。

ある認証ディレクトリグループのグループ役割割り当て（削除を含む）に変更があったときにそのグ
ループのユーザーがログインしていると、現在のアクティブセッションはそのユーザーがログアウトす
るまで影響を受けません。ローカルユーザーのセッションは、このような変更が行われたときに終了し
ます。

ディレクトリサーバーディレクトリサーバー

アプライアンスでディレクトリが構成されている場合は、ディレクトリサービスからアクセス可能な 認証ディレクト
リサービスをホストするサーバーの名前（またはIPアドレス）とポートを使用してディレクトリサーバーを1つまたは
複数指定できます。1つのディレクトリに複数のディレクトリサーバーを追加する場合は、高可用性または耐障害性の
ための複製サーバーとして追加することが前提です。あるディレクトリサーバーにアクセスできない場合は、もう1つ
の構成済みのサーバーにアクセスしてユーザー認証が行われます。

注記:注記:

ディレクトリサーバー構成にクラスターを使用する場合、そのクラスターのホスト名をディレクトリ

サーバーとして指定できます。Hewlett Packard Enterpriseでは、ディレクトリサーバーの構成に、

ディレクトリサーバーを複製してアプライアンス内で構成するのではなく、クラスターを使用するこ

とをお勧めします。

ディレクトリ構成およびログイン時間に影響するネットワーク遅延にもよりますが、ディレクトリ検

索操作は長時間を要します。ドメインが多数含まれるActive Directoryを使用する場合、ログインパ

フォーマンスを最適化するため、ディレクトリサーバー用のグローバルカタログを設定してくださ

い。

高可用性を確保するため、通常、ディレクトリドメインには複数のディレクトリサーバーが含まれて

います。HPE OneViewでは、複数のディレクトリサーバーを構成できます。複数のディレクトリサー

バーを構成すると、HPE OneViewは、ユーザーを認証できるまで、指定された順序で各ディレクトリ

サーバーにアクセスしようとします。例えば、Microsoft Active Directory環境には、通常、複数の

ドメインコントローラーが存在します。

最高の可用性を得るには、Active Directory管理者と協力して、HPE OneViewに追加する必要がある

ドメインコントローラーを決定します。

ディレクトリサーバーとのバインドディレクトリサーバーとのバインド

検索および認証操作を行うため、アプライアンスをディレクトリサーバーにバインドする必要があります。次のいずれ
かのオプションを使用してバインドを行うことができます。

サービスアカウント：ディレクトリサーバーに対する読み取りアクセス権を持ったディレクトリサービスアカウン

トをアプライアンスで構成できます。サービスアカウントは、ユーザー名とパスワードを入力として受け取りま

す。HPE OneViewは、認証情報を保管して今後の使用に備えます。HPE OneViewでTwo-Factor認証が有効になってい

る場合、サービスアカウントオプションは必須です。

構成によっては、一部のディレクトリ環境で、ディレクトリツリーの特定の部分をクエリできないため、ディレク

CorpDir\pat
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トリユーザーにサービスアカウントが必要です。詳しくは、ディレクトリ管理者にお問い合わせください。

注記:注記:

HPE OneViewでTwo-Factor認証が有効になっている場合、サービスアカウントオプションを使用し

ます。

HPE OneViewユーザーの代わりにディレクトリ全体の検索を実行するときに、HPE OneViewがこの

アカウントを使用できるように、サービスアカウントにディレクトリツリーに対する読み取りア

クセス権があることを確認します。例えば、ログイン中にHPE OneViewがディレクトリをクエリし

てユーザーが所属するグループを特定する場合、このクエリを実行するためにサービスアカウン

トが使用されます。

ユーザーアカウント：ユーザーアカウントは、HPE OneViewをディレクトリサービスに接続するときに、ユーザーが

提供する認証情報を使用します。ユーザーアカウントは、認証の処理中にディレクトリを照会するのに役立ちま

す。ユーザーアカウントは、ディレクトリバインドのデフォルトオプションです。ディレクトリサービス用のユー

ザー認証情報はHPE OneViewには保存されていません。

認証に使用するユーザーログイン形式認証に使用するユーザーログイン形式

ユーザー名のみを指定したユーザーログインをサポートするには、次の形式を使用してディレクトリサービスの認証を
受けます。

user nameがメールアドレス（ @ 文字で示される）でない場合、または、 \ 文字（domain \ user name形式を示す）で
ない場合、ログインは次の順で試行されます。

1. user nameはログオン名として処理され、directory-nameが「directory-name¥user-name」のようにその前に付加さ

れます（例：example¥jane）。

2. user nameはUIDとして扱われます。

3. user nameはCommon Name（CN）として扱われます。

注記: 注記: HPE OneViewで構成されたActive Directoryサーバーサービスに、ユーザーロックアウトポリシー
（例えば、 n 回連続して失敗したログイン試行で定義される）がある場合、 Hewlett Packard
Enterpriseでは、メール形式またはdomain¥user name形式を使用してHPE OneViewにログインするように
お勧めします。メール形式または domain \  user name形式を使用しない場合（代わりに、ユーザー名
のみ使用する場合）、HPE OneViewは前述のように別のログイン形式を内部的に使用します。すると、ロ
グインに1回失敗した（パスワードを間違えた）だけでユーザーがGUIからロックアウトされる可能性が
あります。ログインの試行回数を最小限に抑えるため、ディレクトリ表示名は、ディレクトリの完全修
飾ドメイン名の最初のコンポーネントと同じにしてください。例えば、ディレクトリ「 example.com」
にHPE OneView名「 example」を割り当てるなどです。 Hewlett Packard Enterpriseは、ユーザーがUPN
または下位レベルのログオン名を使用してHPE OneViewにログインすることをお勧めします。最も一般的
に使用されるUPNは username@domain.comであり、下位レベルのログオン名は domain \  user
nameです。UPNまたは下位レベルのログオンが使用されていない場合（代わりに user nameのみが使用さ
れている場合）、HPE OneViewは異なるログオン形式を内部的に試行します。

ディレクトリサーバーの信頼ディレクトリサーバーの信頼

Hewlett Packard Enterpriseでは、ディレクトリサーバー上でCA署名証明書を使用するようにお勧めします。ディレク
トリ証明書の証明書チェーン全体（CAルート証明書および中間証明書を含む）は、ディレクトリサービスを構成する前
にHPE OneViewトラストストア内に配置しておく必要があります。このアクションによって、ディレクトリサーバーが
アプライアンス上で構成される際にアプライアンスによってそのサーバーが自動的に信頼されます。

エンタープライズディレクトリサービスとサーバーの追加後エンタープライズディレクトリサービスとサーバーの追加後

次のことを行うことができます。

ログイン時に使用するデフォルトのディレクトリサービスとして指定する。

オプション。ローカルログインを無効にする。これにより、ディレクトリサービスによって認証されたアカウント

を持つユーザーのみがログインできるようになります。ローカルアカウントはログインできません。

HPE OneViewでのエンタープライズディレクトリサーバーの構成HPE OneViewでのエンタープライズディレクトリサーバーの構成

HPE OneViewでエンタープライズディレクトリサーバーを構成するときは、次の点を考慮してください。

HPE OneViewがディレクトリサーバーに接続しようとすると、アプライアンスによって信頼されている証明書を使用

して、信頼検証が実行されます。したがって、ディレクトリサーバーを追加する前に、ディレクトリサーバー証明

書チェーンのルート証明書をアプライアンスにインポートしてください。

そうしないと、発行元証明書を追加するか、ディレクトリサーバーの自己署名証明書を信頼するように求められま

す。

ディレクトリサーバーが、サーバー証明書、1つ以上の発行元、およびオプションでルート証明書を含む証明書
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チェーンを提示する可能性があります。

サーバーが証明書チェーンのルート証明書を提示しない場合、ディレクトリを追加する前に、ディレクトリサー

バー管理者からルート証明書を取得し、アプライアンスにインポートしてください。

同じディレクトリサービス下で複数のディレクトリサーバーが構成されている場合は、ディレクトリを追加する前

に、すべての発行者証明書（各ディレクトリサーバーのルートおよび中間CA証明書）をアプライアンスにインポー

トしてください。

HPE OneViewのディレクトリサービスが、ドメイン名を使用して構成されており、かつラウンドロビン方式で負荷分

散されるドメイン内に複数のドメインコントローラーがある場合、ディレクトリを追加する前に、すべての発行者

証明書（各ドメインコントローラーのルートおよび中間CA証明書）をアプライアンスにインポートします。

エンタープライズディレクトリサーバーを構成して通信するときのホスト名検証エンタープライズディレクトリサーバーを構成して通信するときのホスト名検証

ディレクトリサーバーが、CA署名証明書を使用してセットアップされている場合、HPE OneViewは接続の確立中にホス
ト名検証を実行します。このホスト名検証に合格するのは、次のうちいずれか1つが、ディレクトリサーバー証明書の
[サブジェクトCN]または[SAN]フィールドで指定されている場合に限られます。

ワイルドカードドメイン名。例： *.example.com。

ディレクトリサーバーの完全修飾ドメイン名（FQDN）。例： ad01.americas.example.com。

注記: 注記: [サブジェクトCN]または[SAN]フィールドでFQDNが使用されている場合、DNS名前解決を設定し

て、FQDNをディレクトリサーバーのIPアドレスに解決します。

ディレクトリサーバーのIPアドレス。

これらの詳細が正しく言及されていない場合は、エラーとその解決策が表示されます。
これらの詳細のいずれかに言及された場合、HPE OneViewは、接続が確立されているディレクトリサーバーの詳細が、
サーバーに関連付けられて提示される証明書のサブジェクト通称（サブジェクトCN）フィールドまたはサブジェクト代
替名（SAN）フィールドで指定された詳細と同じかどうかを検証します。

次のいずれかを使用してディレクトリサーバーがHPE OneViewで信頼されている場合、HPE OneViewは接続の確立中にホ
スト名検証を実行しません。

自己署名証明書

強制的にリーフ証明書を信頼するオプション。このオプションには、設定 > セキュリティ > 証明書の管理 > 証明

書の追加を使用してアクセスできます。

証明書の追加画面の強制的にリーフ証明書を信頼するオプションを使用すると、アプライアンスのトラストストア

に対してCA署名リーフ証明書を信頼することを有効または無効にすることができます。有効な場合、アプライアン

スは指定された証明書チェーンでルートおよび中間証明書を無視します。この証明書は、サイニングCA証明書がア

プライアンスにない場合、自己署名証明書と同様に扱われます。

注記:注記:

[強制的にリーフ証明書を信頼する]オプションはお勧めできません。強制的にリーフ証明書を信頼す

るオプションを使用する場合、アプライアンスでリーフレベルの証明書のみが信頼されます。リーフ

証明書は、失効チェックおよびホスト名検証の対象になりません。また、ディレクトリサーバー証明

書が再生成されるたびに、ディレクトリサーバーとの正常な通信のために、新しい証明書をアプライ

アンスにインポートする必要があります。

複数のドメインコントローラーがラウンドロビン方式で負荷分散される環境では、さまざまなドメイ

ンコントローラーの証明書が、さまざまな中間CA証明書によって署名されていた可能性があります。

この場合、設定 > セキュリティ > 証明書の管理 > 証明書の追加オプションを使用して、すべてのド

メインコントローラーのリーフ証明書を強制的に信頼するか、または、アプライアンスのすべての

ルート証明書および中間CA証明書を信頼します。

詳細情報詳細情報

Microsoft Active Directoryサービスの構成

OpenLDAPディレクトリサービスの構成

組織ユニット

設定：セキュリティ

Two-Factor認証
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Microsoft Active Directoryサービスの構成Microsoft Active Directoryサービスの構成

セキュリティを最大限強化するため、Hewlett Packard Enterpriseでは、TLS 1.2プロトコルを使用してディレクト

リサーバーを構成することをお勧めします。

以下は、Active Directory属性とこれに対応するLDAPプロパティのマッピングです。

LDAPプロパティLDAPプロパティ Active Directory属性Active Directory属性

cn Common-Name

uid UID

userPrincipalName User-Principal-Name

sAMAccountName SAM-Account-Name

ユーザーオブジェクトがActive DirectoryユーザーとコンピューターMicrosoft管理コンソールで作成される場合、

名前はデフォルトで次のように設定されます。

対応する属性とともにここに表示されている、ユーザーの名前の次のコンポーネントを指定します。

ユーザー名コンポーネントユーザー名コンポーネント 属性属性

名 givenName

イニシャル initial

姓 sn

Full Nameラベルが付いたフィールドのデフォルトは、この形式です。この文字列は、 cn属性（共通名共通名）に割り

当てられます。

新しいオブジェクト - ユーザーダイアログボックスでは、ユーザーログオン名も指定する必要があります。ユー

ザーログオン名は、DNSドメイン名と組み合わさって userPrincipalNameになりま

す。 userPrincipalNameは、ユーザーがログインに使用できる代替の名前です。次の形式で指定します。

例：

最後に、ユーザーログオン名を入力するとき、最初の20文字はユーザーログオン名（Windows 2000より前）フィー

ルドに自動的に入力され、 sAMAccountName属性になります。

組み込みActive DirectoryユーザーアカウントのCNログイン（ Administratorなど）は受け付けられません。他

のログイン形式は、それぞれの属性（sAMAccountName、userPrincipalName、UID）が正しく設定されている場合

は、許容可能です。

Active Directoryドメイン名とWindowsの以前のログオン名が異なる場合は、HPE OneViewのディレクトリ名として

Windowsの以前のログオン名を使用します。HPE OneViewでは、プレーンなユーザー名を使用したログインは成功し

ます。

例：

ドメインがActive Directorで example.com で、Windows 2000以前のドメイン名が winNTexampleの場

合、ディレクトリ名を winNTexampleにすると、ユーザーは自分のユーザー名のみを使用してログインでき

givenName.initials.givenName.initial.sn
        

LogonName@DNSDomain
        

joeuser@example.com
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ます。 usernameというログイン名を指定したユーザーは、 winNTexample\usernameとしてディレク

トリに対する認証を受けます。ディレクトリ名を変更できない場合は、ログイン名を winNTexample\user
nameと明示的に指定するか、 userPrincipalName属性を使用してログインすることができます（ user
name@example.com など）。

詳細情報詳細情報

ディレクトリサービス認証
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OpenLDAPディレクトリサービスの構成OpenLDAPディレクトリサービスの構成

OpenLDAPの場合、ユーザーとグループが存在するすべての組織ユニット（OU）を個別に構成する必要があります。ユー
ザーとグループは、OUに属している必要があります。グループOUの場合、最上位グループOUのみを構成できます。ユー
ザーOUの場合、完全なネストされたユーザーOUを単一のパラメーターとして構成する必要があります。アプライアンス
にログインするためのパーミッションが付与されているユーザーのすべてのOUを、個別のフィールドに入力します。入
力したOUには、ユーザーとグループが存在する必要があります。

注記:注記:

HPE OneViewは、objectClassを含むグループ（ groupOfNamesまたは groupOfUniqueNames のいず
れか）をサポートします。

例1：例1：

ユーザーはOU=usersに存在し、グループはOU=groupsに存在します。

可能な構成：可能な構成：

最初のOU： OU=users

2番目のOU： OU=groups

例2：例2：

ユーザーはネストされたOU（例：OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users）に存在し、グループはネストされた

OU（例：OU=EngineeringGroups,OU=AmericasGroups,OU=groups）に存在します。

可能な構成1：可能な構成1：

最初のOU： OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users

2番目のOU： OU=groups

可能な構成2：可能な構成2：

最初のOU： OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users

2番目のOU： OU=AmericasGroups,OU=groups

可能な構成3：可能な構成3：

最初のOU： OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users

2番目のOU： OU=EngineeringGroups,OU=AmericasGroups,OU=groups

詳しくは詳しくは

設定：セキュリティ
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緊急ローカルログイン緊急ローカルログイン

ディレクトリサービスを使用するように構成する場合、管理者はセキュリティを強化するためにローカルログインを無
効にすることを選択できます。ローカルログインが無効にされており、かつディレクトリサービスが使用できない場
合、ユーザーはアプライアンスにログインできません。こうした状況において、ご使用のセキュリティポリシーおよび
HPE OneView構成で許可されている場合、緊急ローカルログインオプションによって管理者はアプライアンスにログイ
ンできます。

緊急ローカルログインを有効にするには、緊急ローカルログインの有効化を参照してください。

注記:注記:

HPE OneViewにアップグレードするときにローカルログインが無効な場合、緊急ローカルログインは自動
的に有効になります。

デフォルトでは、緊急ローカルログインはアプライアンスコンソールに制限されますが、Webベースのログインを許可
するように構成することができます。

セキュリティ目的で緊急ローカルログインを有効にする場合、管理者アカウントに複雑なパスワードが必要です。複雑
なパスワードの強制を有効にすることで、管理者アカウントを含むすべてのローカルアカウントが強力なパスワードを
持つようにすることができます。パスワードの複雑性は、アカウントパスワードを次回変更するときに適用されます。

Hewlett Packard Enterpriseは、緊急ローカルログインを有効にした直後に管理者パスワードを変更することをお勧め
します。複雑なパスワードを参照してください。
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FIPSまたはCNSA互換性レポートFIPSまたはCNSA互換性レポート

アプライアンスの暗号化モードの切り替えを検討する場合、Hewlett Packard Enterpriseは、選択した暗号化モードの
互換性の問題をチェックするために互換性レポートを実行することをお勧めします。互換性レポートには、HPE
OneViewによって管理または構成されたデバイスと外部サーバーの動作に関する情報が含まれています。このレポート
には、選択した暗号化モードと互換性がない、HPE OneViewによって管理されるさまざまなリソース（ストレージデバ
イス、ネットワークデバイス、サーバー、エンクロージャー）が示されます。

互換性レポートは設定 > セキュリティ画面から生成できます。

注記:注記:

HPE OneView 5.5以降のリリースで互換性レポートを生成する前に、HPE OneView 5.4以前のリリースを
使用して生成された既存の互換性レポートをすべて削除します。以前のリリースのレポートを削除した
後、互換性レポートを生成して、正しいデータが表示されていることを確認します。

暗号化モードを変更した場合の影響を理解するため、次の暗号化モードに関する情報が記載された互換性レポートを使
用してください。

FIPSFIPS：暗号モードをFIPSに変更したときの影響を理解する場合。

CNSACNSA：暗号モードをCNSAに暗号したときの影響を理解する場合。

互換性レポートを使用すると、次のことが可能です。

暗号化モードの変更の影響を評価する。

選択した暗号化モードでサポートされているプロトコルおよび暗号スイートを表示する。

選択した暗号化モードと互換性がないアプライアンス証明書を表示する。

選択した暗号化モードと互換性がない外部サーバーの詳細を表示する。

選択した暗号化モードと互換性がない管理対象デバイスのリストを表示する。

選択したモードでアプライアンスを動作させるために、アプライアンスで必要なアクションがあればこれを表示す

る。

選択したモードで管理対象デバイスまたは外部サーバーを管理または通信し続けるために必要なアクションがあれ

ばこれらを表示する。

選択したモードに管理対象デバイスまたは外部サーバーを準拠させることができない場合、これらの予期された動

作を表示する。

選択したモードでは使用できないサービスまたは機能を表示する。

アプライアンス証明書、外部サーバー、管理対象デバイスなどのさまざまなリソースに対するモード切り替えの影

響を判別します。

アプライアンスの暗号化モードを切り替える前に実行すべき推奨アクションを把握します。例：

ご使用の認証機関（CA）によって署名された高い強度の証明書を再インポートします。

HPE OneViewの暗号化モードに準拠する管理対象デバイスまたは外部サーバーを構成します。

HPE OneViewがターゲットモードで管理できないデバイスまたはデバイスクラスを判別します。例えば、HPE

OneViewがFIPSまたはCNSAモードの場合、c7000エンクロージャーの管理はサポートされていません。

詳しくは詳しくは

FIPSまたはCNSA互換性レポートの作成

互換性レポートの削除
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アプライアンスアクセスの認証アプライアンスアクセスの認証

以下のいずれかの方法を使って、HPE OneViewにアクセスするユーザーを認証できます。

ユーザー名とパスワードによるログオン：ユーザー名とパスワードを使用して認証を実行するようにアプライアン

スを構成できます。

注記:注記:

ファクトリーエクスプレスプロセスを使用した顧客提供のパスワードを選択した場合、デフォルト

のadministrator / adminログインパスワードは失敗します。この場合、ファクトリーエクスプレスプ

ロセスのフォームで指定したユーザー名とパスワードを使用してください。

Two-Factorログイン：Two-Factorログインを使用して、スマート証明書認証を実行するようにアプライアンスを構

成できます。セキュリティ設定画面でTwo-Factor認証が有効な場合は、スマートカードと有効な個人識別番号

（PIN）を使用してHPE OneViewへのアクセスを認証する必要があります。

重要:重要:

セキュリティ設定画面でスマートカード専用ログインが有効になっている場合は、HPE OneViewのログ

イン画面には、Two-Factorログインオプションのみが表示されます。最高レベルのセキュリティを必

要とするお客様は、スマートカード専用ログインを使用する必要があります。

注記:注記:

Two-Factor認証を使用してアプライアンスにログインできない場合は、セキュリティの編集 > クライ

アントログイン証明書構成のディレクトリドメイン構成を確認してください。証明書にディレクトリ

ドメイン情報がない場合は、手動で指定手動で指定オプションを使用してドメインの詳細を手動で入力します。

スマートカードを使用して、HPE OneViewアプライアンスにログインするための前提条件を以下に示します。

ブラウザーから求められたら、ユーザーは有効なPINを入力する必要があります。

注記:注記:

有効なPINを入力すると、ブラウザーが証明書の内容にアクセスして、HPE OneViewに渡すことができ

ます。

証明書は、有効（正しく署名され、期限が切れておらず、適切なX.509形式）でなければなりません。

証明書が失効していない必要があります。

証明書には、少なくとも1人のユーザー名を含める必要があります。このユーザー名は構成済みの証明書のフィール

ドから抽出できます。

証明書の少なくとも1人のユーザー名が、構成済みディレクトリのいずれかで有効なユーザーでなければなりませ

ん。

証明書にはディレクトリドメイン情報を含める必要があります。あるいは、管理者が手動で同じ情報を指定してい

る必要があります。

これらすべての要件を満たす場合、HPE OneViewは、エンタープライズディレクトリから、ユーザーが所属するグルー
プのリストを取得します。HPE OneViewは、所属するグループの情報を使用して、ユーザーに割り当てる役割を決定し
ます。役割により、ユーザーがアクセス権を持つ必要があるリソースや、それらのユーザーが実行できる操作について
の情報がHPE OneViewに通知されます。

ユーザーアカウントは、アプライアンスまたはエンタープライズディレクトリ（Two-Factor認証に必要）で構成しま
す。認証を含むすべてのアクセス（ブラウザーとREST API）は、トランスポート層セキュリティ（TLS）経由で行わ
れ、ネットワークへの転送時に認証情報が保護されます。

詳細情報詳細情報

Two-Factor認証

アプライアンスアクセスの認証 1097



セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティスセキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス

次のテーブルには、物理環境と仮想環境両方に対してHewlett Packard Enterpriseが推奨するセキュリティのベストプ
ラクティスの一部が記されています。セキュリティに関するベストプラクティスは、お客様やその特定または固有の要
件によって異なります。1つのベストプラクティスのセットがすべてのお客様に該当するわけではありません。

項目項目 ベストプラクティスベストプラクティス

アクセスアクセス アプライアンスへのアクセスを制御します

HPEサービスのアクセスを許可します

アカウントアカウント ローカルアカウントの数を制限または無効化します。Microsoft Active DirectoryやOpenLDAP

などのエンタープライズディレクトリソリューションとアプライアンスを統合します。パス

ワードの有効期限、複雑さ、履歴、およびローカルユーザーとグループを無効にするためのエ

ンタープライズディレクトリ機能を使用します。

ローカルアカウントを使用する場合は、組み込み管理者アカウントを強化パスワードで保護し

ます。

組み込み管理者アカウントは使用しないでください。すべてのユーザーは、監査を容易にする

ために、各自の認証情報を使用してログインする必要があります。

監査ログ監査ログ アプライアンス監査ログを定期的にダウンロードします。

証明書証明書 信頼できる認証機関（CA）によって署名された証明書を使用します。

HPE OneViewは証明書を使用して認証し、信頼関係を確立します。証明書を使用する最も一般的

な例が、WebブラウザーからWebサーバーへの接続を確立するときです。マシンレベルの認証

は、SSLを使用して、HTTPSプロトコルの一部として実行されます。証明書は、通信チャネルの

設定時にデバイスを認証する場合にも使用できます。

アプライアンスでは、自己署名証明書とCA署名済みの証明書をサポートしています。

アプライアンスは最初、Webサーバー、およびState Change Message Bus（SCMB）の自己署名証

明書で構成されています。

HPE OneViewへのアクセスを保護するために使用される同じCA署名済みアプライアンス証明書

は、SCMBサーバー証明書にも使用されます。クライアント証明書はデフォルトでSCMB用に使用

できませんが、内部のHPE OneView CAまたは別の信頼済みCAから生成できます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、セキュリティニーズを調べ（つまり、リスク評価を実行

し）、信頼できるCAが署名した証明書の使用を検討することをお勧めします。

企業の既存のCAを使用し、その信頼済みの証明書をインポートしてください。信頼済みの

ルートCA証明書は、HPE OneViewと、HPE OneViewが管理するハードウェアデバイスの両方に

展開される必要があります。HPE OneViewは、CAベースの証明書の検証を実行します。接続

しているすべてのデバイスには、そのルートCAによって信頼されている証明書が必要です。

企業独自の認証機関がない場合は、商用CAを使用することを検討してください。信頼済みの

証明書を提供するサードパーティ企業は多数あります。外部CAを使用して、特定のデバイス

およびシステム用に生成された証明書を取得し、これらの信頼済みの証明書を、使用するコ

ンポーネントにインポートする必要があります。

インフラストラクチャ管理者で証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信したらその証明書

をアプライアンスWebサーバーにアップロードできます。これにより、アプライアンスへの

HTTPS接続の完全性と信頼性を確保できます。証明書はSCMB用にもアップロードできます。

自己署名証明書を商用のCA署名証明書に置き換える場合は、以下の点を考慮してください。
環境内のすべてのデバイスに商用のCA証明書を使用するのか、アプライアンスWebサーバー証明

書のみを使用するのかを決定します。

公開キーインフラストラクチャ（PKI）を使用して独自のCA署名証明書を生成するのか、すべて

の管理対象デバイス用に商用のCA署名付き証明書を購入するのかを決定します。

アプライアンスWebサーバー証明書の場合は、CAに次の情報を含めるように要求する必要があり

ます。

キー使用法でデジタル署名（Digital Signature）。

鍵暗号値（Key Encipherment）。

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス 1098



拡張キー使用法でサーバー認証またはクライアント認証の値。

基本制約でEnd Entityを値とするSubject Type。

証明書の有効期限または有効性。頻繁に期限切れになる商用証明書は管理が困難です。その

ため、Hewlett Packard Enterpriseでは、1年から2年の最小有効期間をお勧めします。

サブジェクト代替名には、ホスト（完全修飾ドメイン名）または解決済みIPアドレスのいず

れかが含まれます。

注記:注記:

アプライアンスのWebサーバー証明書のサブジェクト代替名では、ワイルドカード

文字はサポートされていません。

アプライアンスのIPアドレスまたはホスト名が変更されると必ず、アプライアンスに関連付け

られたCA署名アプライアンス証明書はすべて消去され、新しい自己署名アプライアンス証明書

が生成されます。この場合、新しいCSRを生成し、それにCAが署名してアプライアンスにイン

ポートする必要があります。

ルートCAやその他の中間CAなど、商用のCAにチェーンがある場合、アプライアンスはそれらす

べての証明書が信頼できるものと想定しているため、チェーン内のすべての証明書をHPE

OneViewにロードする必要があります。

証明書チェーンに存在できる証明書の最大数は9です。アプライアンスは、証明書チェーンの深

さが最大限度を超えると、デバイスまたはサーバーに接続できません。証明書チェーンの最大

深さは、アプライアンスでデフォルトで設定されており、ユーザーがカスタマイズすることは

できません。

証明書失効チェックを実行する場合は、CAから証明書失効リスト（CRL）を設定し、それらを定

期的に更新する必要があります。

ネットワークネットワーク Hewlett Packard Enterpriseでは、プライベート管理LANを作成し、仮想LANまたはファイア

ウォール技術（またはその両方）を使用して本番環境LANとは別にしておくこと（air-gappedと

して知られる）を推奨します。

管理LAN管理LAN

管理LANを使用して、Onboard Administrator、iLO、およびiPDUを含むすべての管理プロ

セッサーデバイスをHPE OneViewアプライアンスに接続します。

認定された担当者にだけは、管理LANへのアクセスを許可します。例えば、インフラストラ

クチャ管理者、ネットワーク管理者、およびサーバー管理者です。

本番環境LAN本番環境LAN

管理対象デバイスのすべてのNICを本番環境LANに接続します。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アプライアンス、iLO、Onboard Administratorなどの管理

システムをインターネットに直接接続しないことをお勧めします。

インバウンドのインターネットアクセスが必要な場合は、ファイアウォールによる保護を提供

する、企業の仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してください。アウトバウンドのイ

ンターネットアクセス（例えば、Remote Support）には、セキュアなWebプロキシを使用してく

ださい。

パスワードパスワード Hewlett Packard Enterpriseでは、Microsoft Active DirectoryやOpenLDAPなどのエンタープ

ライズディレクトリとHPE OneViewを統合し、Maintenance Console以外のHPE OneViewのローカ

ルアカウントを無効にすることをお勧めします。その後、エンタープライズディレクトリはパ

スワードの有効期間、パスワードの複雑度、および最小パスワードの長さなど、共通のパス

ワード管理ポリシーを適用できます。

アプライアンスのMaintenance Consoleはローカル管理者アカウントを使用します。Hewlett

Packard Enterpriseでは、アプライアンスのMaintenance Consoleアクセス用のパスワードを設

定することをお勧めします。

項目項目 ベストプラクティスベストプラクティス
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パーミッションパーミッション パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーア
クセスを制御するために使用されます。インフラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当
てることによって、ユーザーおよびディレクトリグループに権限を付与します。パーミッション
は、役割とオプションのスコープで構成されます。役割は、リソースカテゴリにアクセスを付与し
ます。

役割役割：HPE OneViewは、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクションを記述する

一連の役割を定義します。ユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている役割

は、アプライアンスによって管理されるリソースのカテゴリで操作を実行する権利を付与しま

す。インフラストラクチャ管理者の役割は、最高レベルのアクセス用に予約しておく必要があ

ります。

スコープスコープ：スコープを定義し、1人以上のユーザーの管理ドメインを表すリソースのサブセット

を割り当てます。パーミッションのスコープを指定すると、その役割によって付与される権限

が、特定のリソースインスタンスにさらに制限されます。したがって、異なる役割を持つユー

ザーのパーミッションでは、一般的な範囲を使用するのが妥当です。

Two-Factor認証Two-Factor認証 HPE OneViewではTwo-Factor認証をサポートしています。セキュリティを強化するためにTwo-

Factor認証を展開します。

アップデートアップデート HPE OneView速報速報に登録します。

定期的に環境内のすべてのコンポーネントのアップデートをインストールします。

仮想環境仮想環境 認可ユーザーにアプライアンスコンソールへのアクセスを制限することで、認可された担当者

のみが、アプライアンスへの特権アクセスを付与することができるHPEサービスリクエストを開

始できます。

環境で侵入検知システム（IDS）ソリューションを使用している場合、そのソリューションが仮

想スイッチでネットワークトラフィックを認識できるようにする。

ハイパーバイザーソフトウェアのベストプラクティスに従ってください。

項目項目 ベストプラクティスベストプラクティス

詳細情報詳細情報

SCMB用のCA署名済みクライアント証明書の作成

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

プロキシ設定の構成

CA署名アプライアンス証明書

Remote Supportの登録準備

パーミッション

ユーザーの役割

Two-Factor認証

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス 1100
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許可されたユーザーのアクセスの制御許可されたユーザーのアクセスの制御

アプライアンスへのアクセスは、認証されたユーザーがアプライアンスで許可される操作を示す役割とスコープによっ
て制御されます。各ユーザーに1つ以上の役割を関連付ける必要があります。スコープは、ユーザー定義の一連のリ
ソースです。スコープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソースカテゴリ内のインスタンスのサブセッ
トに制限します。パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーアク
セスを制御するためにユーザーに付与されます。

詳細情報詳細情報

スコープ

パーミッション
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iLOおよびOAに対するSSOの役割のマッピングiLOおよびOAに対するSSOの役割のマッピング

アプライアンスでは、ユーザーが作成したiLOまたはOA（Onboard Administrator）の認証情報を保存していなくても、
iLOおよびOAへのSSO（シングルサインオン）が可能です。次のテーブルには、アプライアンス、iLO、およびOA間での
役割のマッピングが示されています。

アプライアンスの役割アプライアンスの役割 SSOが可能なiLOの役割SSOが可能なiLOの役割 SSOが可能なOAの役割SSOが可能なOAの役割

バックアップ管理者 ユーザー ユーザー

インフラストラクチャ管理者 管理者 管理者

ネットワーク管理者 ユーザー なし

インフラストラクチャ管理者 ユーザー ユーザー

スコープ管理者 ユーザー ユーザー

スコープオペレーター ユーザー ユーザー

サーバー管理者 管理者 管理者

サーバーファームウェアオペレーター オペレーター ユーザー

サーバープロファイル管理者 オペレーター ユーザー

サーバープロファイル設計者 オペレーター ユーザー

サーバープロファイルオペレーター オペレーター ユーザー

ストレージ管理者 ユーザー ユーザー

アプライアンスの役割アプライアンスの役割

ユーザーの役割には、使用可能な役割のリストが掲載されています。

iLOの役割iLOの役割

管理者権限では、リモートコンソール、電源制御、仮想メディア、iLOの構成、ユーザーの管理を含むすべての管理

権限が有効になります。

オペレーター権限では、ログイン、リモートコンソール、電源とリセット、仮想メディア操作を含む、iLOの管理権

限のサブセットが有効になります。

ユーザーの権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。

OAの役割OAの役割

管理者特権では、エンクロージャーとベイを管理する機能を含む完全な権限が付与されます。

ユーザーの権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。
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アプライアンスの操作とiLOアプライアンスの操作とiLO、OA、、OA、およびiPDUとのマッピングおよびiPDUとのマッピング

アプライアンスは、iLO、OA、およびインテリジェントPDU（iPDU）で構成を実行します。次のテーブルには、アプライ
アンスがこれらのデバイスとどのようにやり取りするかがまとめられています。

ファイアウォールについて詳しくは、HPE OneViewで必要なポートを参照してください。

プロトコルまたは操作プロトコルまたは操作 説明説明 iLOiLO OAOA iPDUiPDU

構成構成 構成構成 構成構成

NTP NTPを構成する ✓ ✓  

SNMP 情報を収集するようにSNMPを有
効にして構成する

✓ ✓ ✓

SNMPトラップ アプライアンスに送信される
SNMPトラップを有効にして構成
する

✓ ✓ ✓

HTTPS（RIBCL/SOAP/JSON） 情報を収集する（具体的なプロ
トコルは異なるが、すべてTLSを
使用）

✓   

リモートコンソール UIからiLOリモートコンソールへ
のリンク

✓   

SSH 使用されない    

Telnet 使用されない    

XML応答 一般的なシステム情報を収集す
る

✓   

SSO UIアクセス用のSSO証明書を有効
にして構成する。付与される権
限については、iLOおよびOAに対
するSSOの役割のマッピングを参
照してください。

✓ ✓  

アプライアンスのユーザー
アカウント
（_HPOneViewAdmin）

管理者レベルのユーザーアカウ
ント（およびランダムに生成さ
れた長いパスワード）を使用し
てシステムを構成および管理す
る

✓  ✓
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ユーザーアカウントと役割の指定ユーザーアカウントと役割の指定

アプライアンスでは、ユーザーのログインアカウントに役割を割り当てる必要があります。この役割によって、ユー
ザーが実行する権限のある操作が決まります。

インフラストラクチャ管理者は、ユーザーアカウントを追加、削除、および編集できます。どのユーザーも自分のアカ
ウントを編集できます。
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アプライアンスコンソールへのアクセスの制御アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

ハイパーバイザー管理ソフトウェアを使用して、アプライアンスへのアクセスを制限します。これにより、未認可の
ユーザーがパスワードリセットおよびサービスアクセス機能にアクセスできなくなります。コンソールアクセスの制
限を参照してください。

一般的に、コンソールにアクセスする場合の合理的な用途は、次のとおりです。

ネットワーク構成に関する問題のトラブルシューティング

アプライアンスの管理者パスワードのリセット

認定テクニカルサポート担当者によるサービスアクセスの有効化

仮想コンソールはグラフィカルコンソールに表示され、パスワードのリセットとHewlett Packard Enterpriseサービス
のアクセスでは非グラフィカルコンソールを使用します。

管理者パスワードのリセット
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あるコンソールから別のコンソール（VMware vSphereおよびMicrosoft HYPER-あるコンソールから別のコンソール（VMware vSphereおよびMicrosoft HYPER-

V）への切り替えV）への切り替え

仮想アプライアンスコンソールはグラフィカルコンソールに表示され、パスワードのリセットとHewlett Packard
Enterpriseサービスのアクセスでは非グラフィカルコンソールを使用します。

手順手順

1. 仮想アプライアンスコンソールを開きます。

2. Ctrl＋Altキーを押したままにします。

3. スペースキーを押して離します。

4. 非グラフィカルコンソールを選択するにはF1キーを押して離し、グラフィカルコンソールを選択するにはF2キーを

押して離します。

あるコンソールから別のコンソール（VMware vSphereおよびMicrosoft HYPER-V）への切り替え 1106



コンソール間の切り替え（KVM）コンソール間の切り替え（KVM）

仮想アプライアンスコンソールはグラフィカルコンソールに表示され、パスワードのリセットとHewlett Packard
Enterpriseサービスのアクセスでは非グラフィカルコンソールを使用します。

手順手順

1. Virtual Machine Managerを開きます。

2. メニューバーで、非グラフィカルコンソールの場合は、送信キー > Ctrl+Alt+F1を選択し、グラフィカルコンソー

ルの場合は送信キー > Ctrl+Alt+F2を選択します。
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コンソールアクセスの制限コンソールアクセスの制限

ハイパーバイザー自体の安全な管理方法によって、仮想アプライアンスへのコンソールアクセスを制限できます。

VMware vSphereの場合、この情報は、次のVMwareのWebサイトから入手できます。

https://www.vmware.comhttps://www.vmware.com

特に、vSphereのConsole Interaction権限と、VMwareの役割と権限を管理するためのベストプラクティスに関するト
ピックを検索して参照してください。

Microsoft Hyper-Vの場合は、役割ベースのアクセスを通じてコンソールへのアクセスを制限します。詳しくは、
MicrosoftのWebサイトを参照してください。

https://www.microsoft.comhttps://www.microsoft.com
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ログインセッションの作成ログインセッションの作成

ブラウザー経由でアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。アプライアンスにその他の
要求を行うときには、セッションIDを使用します。このIDは、認証済みユーザーであることを示すため、保護する必要
があります。セッションIDを保護するには、UIを使用する場合、サポートされているWebブラウザーを使用してくださ
い。HPE OneView RESTインターフェイスのクライアントを作成する場合、プログラマはセッションIDを表示しないでく
ださい。

セッションは、ログアウトするかセッションがタイムアウトする（例えば、セッションが、セッションアイドルタイム
アウト値よりも長い時間アイドル状態の場合）まで、有効なままです。

デフォルトタイムアウト値は24時間です。セッションごとの値を変更するには、 POST/rest/sessions/idle-time
outを使用します。24時間までの範囲で値を変更できます。

HPE OneViewでは、アクティブなユーザーセッションの数を制御するために次の制限が設定されています。

SESSION_CRITICAL_LIMIT

アクティブなユーザーセッションの最大数はデフォルトで2400です。アクティブなユーザーセッションの数がこの

制限に達すると、すべてのリモート（非キオスク）ログインはブロックされます。

SESSION_THRESHOLD_LIMIT

アクティブなユーザーセッションの数が SESSION_CRITICAL_LIMITのデフォルト値の80％に達すると、HPE

OneViewに警告アラートが表示されます。このアラートは、アプライアンス上のアクティブなユーザーセッションの

SESSION_CRITICAL_LIMITに近づいていることを警告します。

SESSION_CLIENT_LIMIT

特定のIPアドレスからのアクティブなユーザーセッションの最大数はデフォルトで960です。同じクライアントから

のそれ以上のログインはブロックされます。アプライアンス上のアクティブなユーザーセッションの合計数が SESS
ION_CRITICAL_LIMIT 以下である限り、他のIPアドレスからはログインできます。

注記:注記:

SESSION_CRITICAL_LIMITと SESSION_CLIENT_LIMITの値はインフラストラクチャ管理者によっ
てアップデートされます。アクティブなユーザーセッションに関するすべての制限のデフォルト値は、
アプライアンスで事前に構成されており、アプライアンスが起動すると有効になります。

次のAPIを使用して、 SESSION_CRITICAL_LIMITと SESSION_CLIENT_LIMITの値を変更できます。

PUT https://{appliance}/rest/session-settings
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アプライアンスからダウンロードできるファイルアプライアンスからダウンロードできるファイル

次のデータファイルをアプライアンスからダウンロードできます。

サポートダンプサポートダンプ

デフォルトでは、サポートダンプ内のデータはすべて暗号化され、認定テクニカルサポートだけがアクセスできま

す。暗号化により、サポートダンプに含まれる顧客の機密データ（IPアドレス、IPアドレスプール、ホスト名、お

よびWWNなど）がすべて保護されます。

バックアップファイルバックアップファイル

バックアップファイル内のすべてのデータはメーカー独自の形式になっています。Hewlett Packard Enterpriseで

は、組織のセキュリティポリシーに従ってファイルを暗号化することをお勧めしています。

監査ログ監査ログ

セッションIDはログに記録されません。対応するログIDだけがログに記録されます。パスワードや他の機密データ

は記録されません。

詳細情報詳細情報

監査ログ
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Onboard Administratorの証明書Onboard Administratorの証明書

デフォルトで、HPE Onboard Administrator（OA）は自己署名証明書を生成します。これらの証明書には以下の情報が
含まれていません。

完全修飾ドメイン名が含まれたサブジェクトフィールド、つまり共通名（CN）フィールド

サブジェクトの別名（SAN）フィールド

HPE OneViewの特定のデバイスの識別情報に対して証明書をバインドできないため、デフォルトの証明書では、十分な
セキュリティが提供されません。代わりに、PKI CA署名証明書を使用するか、自己署名を使用する必要がある場合は、
新しいOA自己署名証明書を作成して、以下の情報を手動で指定する必要があります。

証明書のCNフィールドの完全修飾ドメイン名（FQDN）。

サブジェクトの別名フィールドにOAのIPアドレスに加えて、同じFQDN。管理環境で使用されている有効なOA

IP（IPv4、IPv6、およびIPv6リンクローカル）がすべて含まれていることを確認してください。

SANフィールドの値を適切に指定する方法については、Onboard Administratorのオンラインヘルプを参照してくだ

さい。
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HPE OneViewアプライアンスの追加のネットワークインターフェイスの構成HPE OneViewアプライアンスの追加のネットワークインターフェイスの構成

HPE OneView VMアプライアンスは、アプライアンスへのネットワークインターフェイスの追加をサポートしています。
追加のネットワークインターフェイスを構成すると、クライアントは管理対象機器へのネットワーク接続の許可なしで
HPE OneViewにアクセスできます。デュアルNICアプライアンスにより、HPE OneViewを管理LANに接続したり、本番環境
LANに個別に接続できます。本番環境LANの許可ユーザーは、管理LANに直接アクセスできない場合でも、HPE OneViewを
使用して管理操作を実行できます。これにより、管理対象環境へのネットワークアクセスをHPE OneViewユーザーがで
きないようにすることで、セキュリティがさらに強化されます。NICでは、IPv4およびIPv6アドレスの両方がサポート
されます。2番目のNICの構成は、REST APIインターフェイスを介してのみサポートされます。

NICを追加するための前提条件NICを追加するための前提条件

1. 管理対象デバイスは、デフォルトのネットワークインターフェイスを介してアプライアンスに接続する必要があり

ます。

2. 2つ目のアダプターを追加する前に、アプライアンスの電源をオフにしておく必要があります。

3. 2つの異なるネットワークを使用できる必要があります。

新しくインストールされたHPE OneViewアプライアンスとアップグレードされたHPE新しくインストールされたHPE OneViewアプライアンスとアップグレードされたHPE
OneViewアプライアンスの両方で2番目のネットワークインターフェイスを構成するためのOneViewアプライアンスの両方で2番目のネットワークインターフェイスを構成するための
ガイドラインガイドライン

ハイパーバイザーの管理インターフェイスを使用して、既存のHPE OneViewアプライアンスにNICを追加できます。IPv4
およびIPv6アドレスの割り当てがサポートされます。この追加のNICは、すべてのハイパーバイザープラットフォーム
でサポートされています。

新しくインストールされた新しくインストールされたHPE OneViewアプライアンスで2番目のネットワークインターフェイスを追加する場合は、
HPE OneViewユーザーインターフェイスまたはREST APIからデフォルトのネットワークインターフェイスを構成しま

す。デフォルトのネットワークインターフェイスの追加について詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプを参照してください。

HPE OneView 5.2以降のバージョンでは、アップグレードされたアップグレードされたHPE OneViewアプライアンスで2番目のネットワークイ
ンターフェイスを構成できます。構成する前に、アップグレードされたHPE OneViewアプライアンスで必要なネット
ワーク設定が完了していることを確認してください。

1. 適切なネットワークを選択してHPE OneViewアプライアンスを展開し、アプライアンスの電源をオンにします。

注記:注記:

VMの単一のネットワークインターフェイス（デフォルトのネットワークインターフェイス）が管理対

象デバイスのネットワークに接続されている必要があります。

2. HPE OneViewユーザーインターフェイスまたはREST APIから、デフォルトのネットワークインターフェイスのネット

ワーク設定を構成します。

3. アプライアンスの電源をオフにします。

4. ハイパーバイザーを使用して、2番目のネットワークアダプターをHPE OneView仮想アプライアンスに追加します。2

番目のアダプターは、デフォルトのネットワークインターフェイスではなく、別のネットワークに接続する必要が

あります。2番目のネットワークアダプターの追加の詳細については、ハイパーバイザーのドキュメントを参照して

ください。

5. アプライアンスの電源をオンにします。

6. REST APIコールを使用して、2番目のネットワークインターフェイス構成のネットワーク設定を構成します。詳細

は、次のトピックを参照してください。

2番目のネットワークインターフェイスの構成2番目のネットワークインターフェイスの構成

2番目のネットワークインターフェイスを構成するには、以下の手順を実行します。

1. GET呼び出しを使用して、アプライアンスから既存のネットワーク設定を取得します。

2. 返されたデータを使用して、2番目のネットワークアダプターの設定を変更します。

3. POST呼び出しを使用して、新しいネットワーク設定をアプライアンスにプッシュします。

デフォルトのネットワークインターフェイスの名前はApplianceApplianceであり、この名前は変更されません。これは、HPE
OneView UIまたはREST APIを介してすでに構成されています。

次の部分的なコードはネットワーク設定を取得するための2番目のネットワークインターフェイスの構成の例です。
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Get https://{appl}/rest/appliance/network-interfaces
{
  "type": "ApplianceNetworkConfigurationV2",
  "uri": "/rest/appliance/network-interfaces",
  "eTag": null,
  "created": null,
  "modified": null,
  "applianceNetworks": [
    {
      "interfaceName": "",
      "device": "eth1",
      "macAddress": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
      "ipv4Type": "UNCONFIGURE",
      "ipv6Type": "UNCONFIGURE",
      "overrideIpv4DhcpDnsServers": false,
      "overrideIpv6DhcpDnsServers": false,
      "confOneNode": true,
      "activeNode": 1,
      "hostname": null,
      "app1Ipv4Addr": "",
      "app2Ipv4Addr": "",
      "virtIpv4Addr": null,
      "ipv4Subnet": "",
      "ipv4Gateway": "",
      "app1Ipv6Addr": "",
      "app2Ipv6Addr": "",
      "virtIpv6Addr": null,
      "ipv6Subnet": "",
      "ipv6Gateway": "",
      "app1Ipv4Alias": null,
      "app2Ipv4Alias": null,
      "app1Ipv6Alias": null,
      "app2Ipv6Alias": null,
      "domainName": null,
      "searchDomains": [],
      "ipv4NameServers": [],
      "ipv6NameServers": [],
      "bondedTo": null,
      "unconfigure": false,
      "aliasDisabled": false
    },
    {
      "interfaceName": "Appliance",
      "device": "eth0",
      "macAddress": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
      "ipv4Type": "DHCP",
      "ipv6Type": "UNCONFIGURE",
      "overrideIpv4DhcpDnsServers": true,
      "overrideIpv6DhcpDnsServers": false,
      "confOneNode": true,
      "activeNode": 1,
      "hostname": " host2.example.com",
      "app1Ipv4Addr": "xxx.xx.xxx.x",
      "app2Ipv4Addr": null,
      "virtIpv4Addr": "xxx.xx.xxx.x",
      "ipv4Subnet": "xxx.xxx.x.x",
      "ipv4Gateway": "xxx.xx.x.x",
      "app1Ipv6Addr": "",
      "app2Ipv6Addr": null,
      "virtIpv6Addr": "",
      "ipv6Subnet": "",
      "ipv6Gateway": "",
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2番目のネットワークインターフェイスの詳細のアップデート2番目のネットワークインターフェイスの詳細のアップデート

以下のネットワークインターフェイスのREST APIを使用して、2番目のNICを構成します。

POST https://{appl}/rest/appliance/network-interfaces
例例

      "app1Ipv4Alias": null,
      "app2Ipv4Alias": null,
      "app1Ipv6Alias": "",
      "app2Ipv6Alias": null,
      "domainName": null,
      "searchDomains": [
        "vse.rdlabs.hpecorp.net"
      ],
      "ipv4NameServers":["xxx.x.x.x","xxx.xx.xxx.x"],
      "ipv6NameServers": [],
      "bondedTo": null,
      "unconfigure": false,
      "aliasDisabled": false
    }
  ]
}

Auth: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345
 X-Api-Version: 1400
Content-Type: application/json
 {
    "applianceNetworks":[
    {
        "activeNode":1,
        "allowTransientValidationErrors":false,
        "bondedTo":null,
        "confOneNode":true,
        "domainName":"example.com",
        "hostname":"host1.example.com",
        "interfaceName":"Appliance",
        "networkLabel":"Managed devices network",
        "ipv4NameServers":["xxx.x.x.x","xxx.xx.xxx.x"],
        "ipv4Type":"DHCP",
        "ipv6Type":"UNCONFIGURE",
        "macAddress":"xx:xx:xx:xx:xx:xx",
        "overrideIpv4DhcpDnsServers":false,
        "searchDomains":[],
        "unconfigure":false
    },
    {
        "activeNode":1,
        "allowTransientValidationErrors":false,
        "app1Ipv4Addr":"xxx.xx.xxx.x",
        "bondedTo":null,
        "confOneNode":true,
        "domainName":"example.com",
        "hostname":"host2.example.com",
        "networkLabel":"Management",
        "interfaceName":"Management",
        "ipv4Gateway":"xxx.xx.xxx.x",
        "ipv4NameServers":["xxx.x.x.x","xxx.xx.xxx.x"],
        "ipv4Subnet":"xxx.xxx.x.x",
        "ipv4Type":"STATIC", 
        "ipv6Type":"UNCONFIGURE",
        "macAddress":"xx:xx:xx:xx:xx:xx",
        "overrideIpv4DhcpDnsServers":false,
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2番目のNICにはユーザーが構成可能な空のインターフェイス名があります。

2番目のNICのフィールドを、必要なネットワーク設定を使用してアップデートします。

注記:注記:

2番目のNICのネームサーバー情報を構成する必要はありません。デフォルトのNIC用に構成されたネー

ムサーバーは、2番目のNICにも適用されます。

ipv4typeipv4typeまたは ipv6typeipv6type属性が staticstaticに設定されている場合は、2番目のネットワークインターフェイスの以下の

必須パラメーターをアップデートします。

1. app1Ipv4Addrまたはapp1Ipv6Addr

2. ipv4Gatewayまたはipv6Gateway

3. ipv4Subnetまたはipv6Subnet

ipv4typeipv4typeまたはipv6typeipv6type属性がDHCPDHCPに設定されている場合は、上記のフィールドをすべて無視します。

アプライアンスのCA署名証明書が使用されている場合は、2番目のNICにのみホスト名を設定します。

DNS設定はアプライアンスレベルの構成であり、ネットワークインターフェイスレベルの構成ではありません。

アプライアンスの構成が保存され、タスクURIがロケーションレスポンスヘッダーで返されます。タスクはネットワー
ク構成操作のステータスと進行状況でアップデートされます。

NICの追加に関する制限NICの追加に関する制限

1. 追加のNICは、HPE OneView仮想アプライアンスでのみサポートされます。

2. REST APIを使用してのみ構成できます。

3. 構成した後、2番目のネットワークインターフェイスはHPE OneViewユーザーインターフェイスに表示されなくなり

ます。

4. HPE OneViewアプライアンスを初めて起動する前に、2番目のネットワークインターフェイスを構成することはでき

ません。

5. 最大2つのネットワークインターフェイスがサポートされます。

6. 管理LANと本番環境LANの間にルーターがない限り、iLOリモートコンソールセッションとiLOブラウザーセッション

はHPE OneViewアプライアンスから起動できません。ただし、管理LANと本番環境LANの間にルーターが存在するかど

うかに関係なく、HPE OneViewキオスクからiLOリモートコンソールセッションとiLOブラウザーセッションを起動で

きます。

静的経路構成静的経路構成

静的経路は、HPE OneView REST APIを使用してのみ定義できます。インフラストラクチャ管理者特権を持つユーザー
は、REST APIコールを使用してアプライアンスの静的経路構成を管理できるようになります。

以下のREST APIを使用して、静的経路を構成できます。詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してくださ

い。

例：

        "searchDomains":[],
        "unconfigure":false
    }
    ]
 }

https://{appl}/rest/appliance/static-routes

POST https://{appl}/rest/appliance/static-routes
Auth: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345
X-Api-Version: 1600
Content-Type: application/json
{
    "destination": "xxx.xx.x.x/xx",
    "gateway": "xxx.xx.xx.x",
    "interface": "Deployment",
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IPv4またはIPv6経路は定義できますが、組み合わせることはできません。

注記:注記:

アプライアンスのネットワーク設定を保存しますオプションを使用して工場出荷時設定へのリセットが
実行された場合は、ネットワークインターフェイスと静的経路構成の両方がアプライアンスに保持され
ます。アプライアンス設定はバックアップの一部ではないため、2番目のNICネットワーク構成と静的経
路構成もバックアップの一部ではありません。

    "metric": "100"
}
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HPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリングHPE OneViewでのスコープベースのアクセス制御のモデリング

知りたい情報知りたい情報

スコープベースのアクセス制御インプリメンテー

ションプロセス

認可の問題に関するトラブルシューティング

その他の操作

詳細情報詳細情報

スコープベースのアクセス制御

パーミッション

スコープ

ユーザーアカウント

ユーザーの役割
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スコープベースのアクセス制御スコープベースのアクセス制御

HPE OneViewでは、役割ベースのアクセス制御（RBAC）メカニズムを使用して特権を定義し、ユーザーアクセスを制御
します。RBACでは、役割によって定義されたアクセス権が、リソースカテゴリ内のすべてのリソースに適用されます。
スコープベースのアクセス制御（SBAC）はRBACメカニズムの拡張版で、役割によって付与されたアクセス権をリソース
のサブセットに制限できます。

スコープベースのアクセス制御を使用すると、ユーザーまたはディレクトリグループにパーミッションという形式で特
権を付与できます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役割によって、リソースカテゴ
リ内のすべてのリソースに対してアクション（作成、読み取り、アップデート、削除、または使用）を実行するアクセ
ス権が付与されます。リソースで実行できる操作を制限するために、スコープにリソースを割り当てないか、1つ以上
のスコープに割り当てることができます。パーミッションの一部としてスコープを指定すると、役割により付与される
アクセス権が、リソースのサブセットに制限されます。ユーザーまたはディレクトリグループには、複数のパーミッ
ションを割り当てることができます。

詳細情報詳細情報

スコープ

スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック

スコープベースのアクセス制御に関する情報

スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス

スコープによるUI読み取りアクセスの制限
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スコープベースのアクセス制御の認可セマンティックスコープベースのアクセス制御の認可セマンティック

1つのHPE OneView要求を認可するには、複数の認可チェックが必要な場合があります。例えば、 Update 認可チェック
は、アップデート要求を受信すると必ず実行されます。さらに、 Update 要求が新しい関連付けを形成する場合（サー
バーハードウェアへのサーバープロファイルの割当、ネットワークセットへのネットワークの割当、またはサーバープ
ロファイルテンプレートへのボリュームテンプレートの割当など）、新しい関連付けの作成を認可するには Useチェッ
クが必要になります。サーバープロファイルの名前を変更するには1つの認可チェック要求が必要ですが、サーバープ
ロファイルにネットワークとボリュームを追加するための要求では、1つの Update 認可チェックと2つの Use認可
チェックが必要です。1つの Create 要求または Update 要求では、これらの複数の Useチェックは異なるパーミッ
ションによって認可される可能性があります。

次のテーブルは、HPE OneViewで実行される5つのタイプの認可チェックを示しています。

操作操作 アクションセマンアクションセマン
ティックティック

認可チェックセマンティック認可チェックセマンティック 例例

Create リソースを作成する権
限を制御します。

パーミッションによってユーザーにリソー
スカテゴリに対する Create 権限を付与す
る必要があります。単一スコープで制限さ
れるパーミッションが、 Create 権限を付
与する場合、リソースはパーミッションス
コープに割り当てられます。複数のスコー
プのパーミッションが、 Create 権限を付
与する場合、希望するスコープを指定する
必要があります。

注記:注記:

リソースの作成が、1つまたは複数
のスコープのパーミッションに
よって許可された場合、ユーザー
がそのリソースで操作を行うに
は、スコープの1つにそのリソース
を割り当てる必要があります。

テストスコープでサーバー管理者権
限が付与されたユーザーの場合、
ユーザーがサーバープロファイルを
作成できるのは、テストスコープ内
のみです。テストスコープと本番環
境スコープでサーバー管理者権限が
付与されたユーザーの場合、ユー
ザーがサーバープロファイルを作成
できるのは、テストスコープと本番
環境スコープ内のみです。

Delete リソースを削除する権
限を制御します。

パーミッションによってユーザーにリソー
スカテゴリに対する Delete 権限を付与す
る必要があります。パーミッションがス
コープにより制限されている場合、ユー
ザーが削除できるのは、そのパーミッショ
ンスコープに割り当てられたリソースのみ
です。

注記:注記:

APIのドキュメントで例外として特
に明記されていない限り、削除要
求に対してそれ以上の認可チェッ
クは実行されません。これには、
データモデルを一貫した状態にす
るためにHPE OneViewで実行された
操作（エンクロージャーを削除す
る際のサーバーハードウェアとイ
ンターコネクトの削除など）が含
まれます。

テストスコープでサーバー管理者権
限が付与されたユーザーの場合、
ユーザーが削除できるのは、テスト
スコープに割り当てられたサーバー
プロファイルのみです。

Update リソースを変更する権
限を制御します。これ
には、リソースの状態
の変更が含まれます。

パーミッションによってユーザーにリソー
スカテゴリに対する Update 権限を付与す
る必要があります。パーミッションがス
コープにより制限されている場合、ユー
ザーがアップデートできるのは、そのパー
ミッションスコープに割り当てられたリ
ソースのみです。

テストスコープでサーバー管理者権
限が付与されたユーザーの場合、
ユーザーが電源をオン/オフにでき
るのは、テストスコープに割り当て
られたサーバーのみです。

Read リソースを表示する権
限を制御します。

パーミッションによってユーザーにリソー
スカテゴリに対する Read権限を付与する
必要があります。Read権限にはスコープに
よる制限がありません。
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Use 1つのリソースを別の
リソースに関連付ける
権限を制御します。 U
se権限
は、 Create 操作ま
たは Update 操作の
コンテキストで必ず
チェックされます。 U
se権限は、リソース
が割り当てられていな
い場合はチェックされ
ません。

例外：例外： associated 
resourceからテンプ
レート（サーバープロ
ファイルテンプレート
やボリュームテンプ
レートなど）を割当解
除するには、 Use権
限が必要です。

パーミッションによってユーザーに以下の
権限を付与する必要があります。

役割には、 request resource カテゴ

リに対する Create 権限または Updat
e 権限が必要です。

役割には、 associated resource カ

テゴリに対する Use権限が必要です。

パーミッションがスコープにより制限さ

れている場合は、 request
resourceと associated
resourceの両方をそのパーミッション

スコープに割り当てる必要があります。

注記:注記:

割当対象のリソースは associate
d resourceと呼ばれ、割当先の
リソースは request
resourceと呼ばれます。

テストスコープでサーバー管理者権
限が付与されたユーザーの場合、
ユーザーがサーバーハードウェアを
サーバープロファイルに割り当てる
か、ネットワークをネットワーク
セットに割り当てることができるの
は、テストスコープ内のみです。

ただし、サーバープロファイルで
サーバーハードウェアを unassign
edに設定した場合や、SANストレー
ジボリュームを削除した場合、 Us
e チェックは実行されません。

操作操作 アクションセマンアクションセマン
ティックティック

認可チェックセマンティック認可チェックセマンティック 例例

詳細情報詳細情報

スコープページからのスコープへのリソースの割当

HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンス

パーミッション
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スコープベースのアクセス制御に関する情報スコープベースのアクセス制御に関する情報

スコープによってユーザーの権限を制限せずに、引き続き役割ベースのアクセス制御を使用することができま

す。HPE OneViewでは、すべてのリソースという表記を使用して、パーミッションがスコープによって制限されて

いないことを示します。すべてのリソースはスコープではありません。

グローバル設定のスコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限オプションを使用すると、ス

コープ制限のないインフラストラクチャ管理者は、スコープで制限されたユーザーがスコープ外のリソースを表示

するのを防ぐことができます。スコープで制限されたユーザーは、役割で定義され、スコープによって制限されま

す。

認可チェックは、ユーザーが明示的に要求した変更に対してのみ実行されます。例えば、ユーザーがサーバーを

サーバープロファイルに割り当てた場合、HPE OneViewは、そのサーバープロファイルに対して Update チェックを

実行し、サーバーに対して Useチェックを実行します。それ以外の Useチェックは実行されません。SBAC認可セマ

ンティックに詳細が記載されています。

一部のリソースカテゴリはスコープをサポートしていません。スコープチェックは、スコープをサポートしていな

いリソースカテゴリでは実行されません。スコープが有効なリソースのカテゴリに、スコープをサポートするリ

ソースのカテゴリがリストされます。

スコープが有効なリソースのうち、スコープに割り当てられていないものは、スコープによってパーミッションが

制限されていないユーザーのみが管理できます。例えば、スコープによって権限が制限されていないインフラスト

ラクチャ管理者は、すべてのリソースを管理できます。ただし、テストスコープでサーバー管理者権限を付与され

たユーザーは、テストスコープに割り当てられたリソースしか管理できません。

スコープオペレーターおよび サーバー管理者は、スコープを管理する権限をユーザーに付与します。これらの役割

によって付与される権限は、スコープによって制限される場合があります。ユーザーは、パーミッションスコープ

に割り当てられたスコープのみを管理できます。例えば、 インフラストラクチャ管理者が本番環境リソースを財務

スコープまたはマーケティングスコープに割り当てる権限をユーザーに付与する場合、 インフラストラクチャ管理

者は以下を行う必要があります。

ユーザーにパーミッションを割り当てます（スコープオペレーター、本番環境）。

財務スコープとマーケティングスコープを本番環境スコープに割り当てます。

注記:注記:

財務スコープを本番環境スコープに割り当てても、財務リソースは本番環境リソースに割り当てられ

ません。財務スコープインスタンスが本番環境スコープに割り当てられるだけです。財務スコープは

本番環境スコープに割り当てられているため、ユーザーは財務スコープをアップデートできます。

ユーザーは本番環境スコープに割り当てられていないため、本番環境スコープをアップデートするこ

とはできません。パーミッションによって、パーミッションスコープに割り当てられているリソース

に権限を付与します。パーミッションスコープには権限は付与されません。

ユーザーが開始した Create 要求の結果として検出または作成されたリソースは、要求について、ユーザーが指定

したスコープに割り当てられます。例えば、「論理エンクロージャーの作成」要求時に作成された論理インターコ

ネクトは、論理エンクロージャーと同じスコープに割り当てられます。

HPE OneViewによって自動で検出されたリソースはスコープに割り当てられません。必要に応じて、リソースを明示

的にスコープに割り当てる必要があります。

注記:注記:

ハードウェアセットアップユーザーに割り当てられた権限は、スコープによって制限されません。そ

のため、ハードウェアセットアップユーザーに明示的に追加されたリソース（ラックマウントサー

バーなど）は、スコープに割り当てられません。
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Modeling scope-based access control in HPE
OneView

Scope-based access control implementation process
Click on the icon for the procedure
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認可モデルの設計認可モデルの設計

認可モデルを設計するには、次の手順に従います。

1. HPE OneViewへのアクセスが必要なユーザーとグループの識別

2. 必要な権限に最も合う役割の特定

3. 権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定

モデルを定義する際は、要件を絞り込みながらこれらの手順を反復しなければならない場合があります。
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Scope-based access control implementation processDesign the authorization
model

Scope-based access control implementation process
Click on the icon for the procedure

Describe users and groups who need HPE OneView access
1. Make a list of the users and groups who need access to HPE OneView.

2. Identify categories of users requiring the same rights, for example, IT managers who need read-only access to HPE
OneView, IT senior staff who need full access to HPE OneView, test engineers who need to upgrade the firmware on
the test servers.

3. Identify the scripts or client applications that use the HPE OneView API to retrieve data or perform operations. For
example, consider an inventory reporting application or a daily critical alert report application that requires read access
to HPE OneView.

More information

Scope-based access control example: Scenario overview

Example: Identify users and groups

Describe users and groups who need HPE OneView access 1124
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Scope-based access control implementation processDesign the authorization
model

Scope-based access control implementation process
Click on the icon for the procedure

Determine the role that best aligns with the desired rights
Once you have identified the users and groups, do the following:

1. For each class of users, determine the HPE OneView role that most closely matches the desired privileges. Your goal
should be to find the least privileged role that grants the required privileges. Action privileges for user roles provides
details on the rights granted by each role.

2. Determine if the rights granted by the role must be restricted by scope.

3. For each class of users, describe the actions the users can perform. Focus on actions that require create, delete or
update rights.

4. Identify the HPE OneView resource categories the user should be able to manage.

5. Consider the actions a user must not be allowed to perform.

Role definitions grant rights to a variety of secondary resource categories. Within a role definition, the rights assigned to the
secondary resource categories are defined to be consistent with the rights assigned to the main resource categories. Focus
on the categories listed in the HPE OneView main menu. The following table provides the mapping:
HPE OneView main menu Related role category names

Firmware Bundles
firmware-drivers

Interconnects
interconnects, sas-interconnects

Logical Interconnect Groups
logical-interconnect-groups, sas-logical-interconnect-
groups

Logical Interconnects
logical-interconnects, sas-logical-interconnects

Networks
ethernet-networks, fcoe-networks, fc-networks

Power Delivery Devices
power-devices

SAN Managers
fc-device-managers

SANs
fc-sans

Settings
appliance

Users and Groups
users, grouptorolemappings

Volume Templates
storage-volume-templates

Determine the role that best aligns with the desired rights 1125
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Volumes
storage-volumes

HPE OneView main menu Related role category names

A role might need to be excluded from consideration if it grants a user the right to perform an action you do not want to
allow. But, do not exclude the role from consideration yet. If the category supports scope, it might be possible to use scope
restrictions to prevent the user from performing the action (with the exception of Create).

More information

Scope-based access control example: Scenario overview

Example: Determine the best fit HPE OneView role
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Scope-based access control implementation processDesign the authorization
model

Scope-based access control implementation process
Click on the icon for the procedure

Determine resources to include in scopes to restrict rights
NOTE: You can skip this step for permissions that are not restricted by scope.

1. Define the set of resources that must be included in the permission scopes used to restrict rights.

2. Identify resource categories that support scope. Scope-enabled resource categories lists the resource categories that
support scope.

NOTE:
HPE OneView checks only role permissions on resources in resource categories that are not scope-enabled.

The need to assign resources to scopes is driven by the Scope-based access control authorization semantics.

More information

Scope-based access control example: Scenario overview

Example: Define permission scopes

Determine resources to include in scopes to restrict rights 1127
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認可モデルの構成認可モデルの構成

HPE OneViewで認可モデルを構成するには、以下の手順に従ってください。

1. スコープを作成します。

2. スコープページまたはリソースページから、スコープにリソースを割り当てます。

3. 特別なアクセス権を持つローカルユーザーを追加するか、ディレクトリベースの認証を使用するグループを追加し

ます。

4. ユーザーに定義された権限が予想どおりであることを確認します。
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認可の問題に関するトラブルシューティング認可の問題に関するトラブルシューティング

必要なパーミッションを持たない操作を実行しようとすると、認証が失敗します。ほとんどの場合、このような障害は
構成済みのセキュリティポリシーを反映しています。インフラストラクチャ管理者に連絡して、追加の権利を付与して
もらうようにしてください。

ただし、管理者に連絡する前に実行できるチェックがいくつかあります。

リクエストの発行に使用されたセッショントークンが有効でないため、障害が発生した可能性があります。これ

は、例えば、トークンの有効期限が切れている場合に発生します。この場合は、認証情報を再入力して新しいユー

ザーセッションを作成します。HPE OneViewはこの状態を自動的に検出し、ログイン画面を表示します。

HPE OneViewでは、複数のパーミッションを持つユーザーは低い特権モードで操作できます。このモードの場合、

ユーザーの権限は、承認されたパーミッションのサブセットに制限されます。低い特権モードで操作している場合

は、パーミッションを再度有効にすることでアクセス権が付与されるかどうかを確認してください。

スコープによって権限が制限されているユーザーは、承認されたパーミッションスコープ内でのみリソースを管理

できます。リソースが自分のパーミッションスコープに割り当てられていない場合は、管理者に連絡してくださ

い。リソース画面でスコープビューを選択すると、リソースがどのスコープに割り当てられているかが表示されま

す。

詳しくは詳しくは

ユーザーパーミッションの変更
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スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要

このセクションでは、シナリオの例を使って、スコープベースのアクセス制御を使用してアクセスを制限する方法につ
いて説明します。このシナリオでは、X社が仮想マシン（VM）およびベアメタルサーバーの両方でクラウドベースのパ
イロットプロジェクトを立ち上げます。

1つのHPE OneViewアプライアンスが、両方の環境をホストするように構成されています。社内ITは、ハードウェアのサ
ポートに加えて、共有インフラストラクチャコンポーネントの管理を担当します。VMクラウドITは、VMクラウド環境の
管理を担当します。サービス（SRV）クラウドITは、ベアメタルサーバーの予約プロセスの管理を担当します。財務と
人事（HR）のユーザーは、ベアメタルサーバーのコンシューマーです。これら5つのグループはすべて、HPE OneViewへ
のアクセスを必要とします。ソリューションは、割り当てられているリソースのみをユーザーが管理できるようにする
必要があります。

3つのエンクロージャーのあるラックは、VMクラウドパイロット専用に使用されます。2つのエンクロージャーのある
ラックは、SRVクラウドパイロット専用に使用されます。財務部門と人事部門には、SRVクラウドパイロットに割り当て
られているエンクロージャー内のサーバーが割り当てられます。

詳細情報詳細情報

例：ユーザーとグループの特定

例：最適なHPE OneView役割を決定する

例：パーミッションスコープの定義
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例：ユーザーとグループの特定例：ユーザーとグループの特定

社内ITは、VMクラウドIT、SRVクラウドIT、および企業セキュリティと連携して、HPE OneViewへのアクセスを必要とす
るグループを特定します。5つの部門（社内IT、財務、人事、SRVクラウドIT、およびVMクラウドIT）に所属するユー
ザーは、HPE OneViewアプライアンスにアクセスする必要があります。社内ITおよびVMクラウドITのユーザーは、職務
別に分類されます。職務ごとに異なる権限があります。

次のテーブルは、この演習の結論をまとめています。

部門部門 職務職務 責任責任

社内IT シニア技術者 HPE OneViewアプライアンスとすべての管理リソース

社内IT サーバー管理者 すべてのサーバーのリソース

社内IT ネットワーク管理者 すべてのネットワークリソース

社内IT ストレージ管理者 すべてのストレージリソース

財務 OSおよびアプリケーショ
ン管理者

財務部門に割り当てられたサーバー上で動作するOSとアプリケーショ
ン

人事 OSおよびアプリケーショ
ン管理者

人事部門に割り当てられたサーバー上で動作するOSとアプリケーショ
ン

SRVクラウドIT サーバークラウド管理者 SRVクラウドのプロビジョニングと割当プロセス

VMクラウドIT サーバー管理者 すべてのVMクラウドサーバーのリソース

VMクラウドIT ネットワーク管理者 すべてのVMクラウドネットワークリソース
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例：最適なHPE OneView役割を決定する例：最適なHPE OneView役割を決定する

企業のITサーバー管理者、ネットワーク管理者、およびストレージ管理者の職務は、似た名称のHPE OneView役割に
よって規定された権限と合致します。社内ITシニア技術者は、アプライアンスに対して完全なアクセス権を持っていま
す。社内IT管理者に割り当てられるアクセス権は、スコープによって制限されません。

社内ITユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。

部門部門 職務職務 パーミッションの役割パーミッションの役割 パーミッションスコープパーミッションスコープ

社内IT シニア技術者 インフラストラクチャ管理者 すべてのリソース

社内IT サーバー管理者 サーバー管理者 すべてのリソース

社内IT ネットワーク管理者 ネットワーク管理者 すべてのリソース

社内IT ストレージ管理者 ストレージ管理者 すべてのリソース

VMクラウドIT管理者には、HPE OneViewリソースの管理経験があります。社内ITと同様に、VMクラウドITサーバー管理
者およびネットワーク管理者の職務は、似た名称のHPE OneView役割で規定された権限と合致します。クラウドIT管理
者に割り当てられる権限は、VMクラウドに割り当てられたリソースに制限されます。

社内ITでは、このほかに次のような留意事項を特定しました。

データセンター、ラック、電力供給デバイス、および非管理デバイスはスコープによって制限されません。サー

バー管理者の役割は、上述の各リソースカテゴリに対して Create 、 Read、 Update 、および Delete 権限を付

与します。このパイロットでは、電力供給デバイスも非管理デバイスもHPE OneViewで管理されていません。データ

センターリソースとラックリソースへの変更は、インパクトが少ないものと見なされます。社内IT部門は、VMクラ

ウドIT管理部門と話し合った結果、ユーザーがデータセンターリソースまたはラックリソースを変更しないように

する責任を持つことに同意しました。

SANマネージャー、SAN、およびストレージシステムは共有リソースと見なされ、社内ITが専属で管理します。VMク

ラウドITユーザーに、ストレージ管理者の権限を付与してはなりません。

VMクラウドIT管理者は、社内ITが作成したボリュームテンプレートを使用した場合にのみ、ボリュームを作成でき

ます。この要件は、スコープを使用して強制できます。ボリュームを作成するときに、ユーザーは、ボリュームテ

ンプレートまたはストレージプールのいずれかを選択する必要があります。VMクラウドITのパーミッションはス

コープで制限され、 Useチェックでは、VMクラウドスコープでボリュームテンプレートとストレージプールのみを

選択できます。承認されたボリュームテンプレートのみがVMクラウドスコープ内に配置されます。VMクラウドス

コープには、ストレージプールは割り当てられません。

VMクラウドITユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。

部門部門 職務職務 パーミッションの役割パーミッションの役割 パーミッションスコープパーミッションスコープ

VMクラウドIT サーバー管理者 サーバー管理者 VMクラウド

VMクラウドIT ネットワーク管理者 ネットワーク管理者 VMクラウド

SRVクラウドIT管理者は、HPE OneViewでの経験が比較的少ないため、SRVクラウドエンクロージャーの管理責任は社内
ITが負います。ただし、SRVクラウドITは、SRVクラウドのプロビジョニングと予約プロセスを担当します。

ここでは、SRVクラウド予約プロセスに関する高レベルの概要を示します。
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この図は、以下のことを示しています。

1. 部門（例えば財務）ユーザーは、SRVクラウドITに新しいサーバーの要求を送信します。

2. SRV ITのメンバーは、HPE OneViewで、SRVクラウドスコープに割り当てられた使用可能なサーバーを使用してサー

バープロファイルを作成します。

3. SRV ITのメンバーは、サーバーを要求している部門にサーバープロファイルと物理サーバーを割り当てます。

4. これで部門ユーザーは、HPE OneViewを使用してサーバーを管理できるようになります。

フローで示したように、SRVクラウドITにはサーバープロファイルに対する Create 、 Delete および Update 権限が
必要です。サーバープロファイルテンプレートを作成、削除、およびアップデートする権限も要求しています。このパ
イロットでは、SRVクラウドサーバーはローカルストレージのみを使用します。このサーバーに対して、ボリュームの
作成は許可しないでください。

社内ITは HPE OneView役割定義を分析し、サーバープロファイルの設計者の役割が最適であることを特定しました。
サーバープロファイルの設計者の役割は、次の権限を付与します。

カテゴリカテゴリ 権限権限 分析分析

ラベル Create、Read、Update、Delete SRV ITユーザーは、役割ごとに Update 権限が
許可されたカテゴリ内の任意のリソースにラベ
ルを割り当てることができます。（任意のサー
バーハードウェアにラベルを割り当てるな
ど）。ラベルは、IT、VM ITクラウド、または
SRV ITクラウドオペレーションの制御には使用
されないため、この権限をユーザーに付与する
ことは問題と見なされません。

ネットワークセット Create、Read、Update、Delete SRV ITは、SRVクラウドスコープ内でネットワー
クセットを作成できます。

サーバーハードウェ
ア

Read、Update 希望の特権と合致します。

サーバープロファイ
ルテンプレート

Create、Read、Update、Delete 希望の特権と合致します。

サーバープロファイ
ル

Create、Read、Update、Delete 希望の特権と合致します。
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ボリューム Create、Read、Update、Delete スコープは、SRV ITがボリュームを管理するこ
とを防止するために使用できます。SRV ITがボ
リュームを作成するには、ボリュームテンプ
レートまたはストレージプールをSRVクラウドス
コープに割り当てる必要があります。ボリュー
ムをアップデートまたは削除するには、SRVクラ
ウドスコープにそのボリュームを割り当てる必
要があります。

カテゴリカテゴリ 権限権限 分析分析

さらにSRVクラウドITは、SRVクラウドリソースを人事スコープおよび財務スコープに割り当てる必要があります。ス
コープオペレーターの役割は、スコープにリソースを割り当てる権限をユーザーに付与します。この権限は、SRVクラ
ウドリソースに制限する必要があります。SRVクラウドITユーザーには、両方のパーミッションが付与されます。

部門部門 職務職務 パーミッションの役割パーミッションの役割 パーミッションスコープパーミッションスコープ

SRVクラウドIT サーバークラウド管理者 サーバープロファイル設計者 SRVクラウド

SRVクラウドIT サーバークラウド管理者 スコープオペレーター SRVクラウド

財務ユーザーおよび人事ユーザーは、所属部門に割り当てられたサーバーとサーバープロファイルのみをアップデート
できます。

サーバープロファイルオペレーターの権限は、希望の財務権限および人事権限と合致します。次のテーブルは、社内IT
が実行した分析の結果を示しています。

カテゴリカテゴリ 権限権限 分析分析

ラベル Create、Read、Update、Delete スコープでは、ラベルに対する操作は制限され
ません。ユーザーの承認されたスコープ外のリ
ソースに対するラベルの追加や削除の能力は、
リスクと見なされません。

サーバーハードウェア Read、Update 希望の特権と合致します。

サーバープロファイル Read、Update 希望の特権と合致します。

人事ユーザーおよび財務ユーザーには以下のパーミッションが付与されます。

部門部門 職務職務 パーミッションの役割パーミッションの役割 パーミッションスコープパーミッションスコープ

財務 OS/アプリケーション管理者 サーバープロファイルオペ
レーター

財務

人事 OS/アプリケーション管理者 サーバープロファイルオペ
レーター

人事
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例：パーミッションスコープの定義例：パーミッションスコープの定義

前の手順で、社内ITは10のパーミッションを特定しました。6つのパーミッションは、4つのスコープによって制限され
ます。社内ITは、VMクラウド、SRVクラウド、人事、および財務という4つのスコープを作成する必要があります。

部門部門 職務職務 パーミッションの役割パーミッションの役割 パーミッションスコープパーミッションスコープ

社内IT シニア技術者 インフラストラクチャ管理者 すべてのリソース

社内IT サーバー管理者 サーバー管理者 すべてのリソース

社内IT ネットワーク管理者 ネットワーク管理者 すべてのリソース

社内IT ストレージ管理者 ストレージ管理者 すべてのリソース

財務 OS/アプリケーション管理者 サーバープロファイルオペレー
ター

財務

人事 OS/アプリケーション管理者 サーバープロファイルオペレー
ター

人事

SRVクラウドIT サーバークラウド管理者 サーバープロファイル設計者 SRVクラウド

SRVクラウドIT サーバークラウド管理者 スコープオペレーター SRVクラウド

VMクラウドIT サーバー管理者 サーバー管理者 VMクラウド

VMクラウドIT ネットワーク管理者 ネットワーク管理者 VMクラウド

VMクラウドITは、エンクロージャーの管理を担当します。次のテーブルは、VMクラウドスコープに割り当てる必要があ
るリソースを特定するために、社内ITによって実施された分析の結果をまとめたものです。

操作操作 分析分析

ネットワークの作成 VMクラウドITによって作成され、VMクラウドスコープに自動的に追加されます。SAN
は共有リソースと見なされ、スコープによって制限されません。VMクラウドITは、
ファイバーチャネル（FC）およびFibre Channel over Ethernet（FCoE）ネットワー
クにSANを割り当てることができます。

ネットワークセットの作成 VMクラウドITによって作成され、VMクラウドスコープに自動的に追加されます。VMク
ラウドITができる唯一のことは、VMクラウドITが作成したネットワークをVMクラウド
ネットワークセットに割り当てることです。

論理インターコネクトグルー
プの作成

VMクラウドITによって作成され、VMクラウドスコープに自動的に追加されます。VMク
ラウドITができる唯一のことは、VMクラウドによって作成されたネットワークをアッ
プリンクセットに割り当てることです。

エンクロージャーグループの
作成

VMクラウドITによって作成され、VMクラウドスコープに自動的に追加されます。VMク
ラウドITができる唯一のことは、VMクラウドITが作成した論理インターコネクトグ
ループをエンクロージャークループに割り当てることです。

論理エンクロージャーの作成 VMクラウドITによって作成され、VMクラウドスコープに自動的に追加されます。この
操作中に作成された論理インターコネクトは、VMクラウドスコープに自動的に追加さ
れます。VMクラウドITは、VMクラウドパイロットに割り当てられているエンクロー
ジャーにアクセスする必要があります。社内ITは、VMクラウドスコープに3つのエン
クロージャーを割り当てる必要があります。ファームウェアバンドルはスコープに
よって制限されるため、VMクラウドITは承認されているファームウェアバンドルにア
クセスする必要があります。社内ITは、VMクラウドスコープに、認可されている
ファームウェアバンドルを割り当てる必要があります。

インターコネクトの電源オン/
オフ/更新

社内ITは、VMクラウドITがVMクラウドインターコネクトを管理できるように、VMクラ
ウドスコープにVMクラウドエンクロージャー内のインターコネクトを割り当てる必要
があります。

ドライブエンクロージャーの
電源オン/オフ/更新

社内ITは、VMクラウドITがVMクラウドエンクロージャー内のドライブエンクロー
ジャーを管理できるように、VMクラウドスコープにドライブエンクロージャーを割り
当てる必要があります。

コンソールの起動、サーバー
ハードウェアの電源オン/オ
フ/リセット/更新

社内ITは、VMクラウドスコープにVMクラウドエンクロージャー内のブレードを割り当
てる必要があります。

例：パーミッションスコープの定義 1135



サーバープロファイルテンプ
レートの作成

VMクラウドITによって作成され、VMクラウドスコープに自動的に追加されます。VMク
ラウドITは、サーバープロファイルテンプレートにリソースを割り当てるために、
ファームウェアバンドル、ネットワーク、ネットワークセット、およびボリュームテ
ンプレートにアクセスする必要があります。社内ITは、VMクラウドスコープに、認可
されているボリュームテンプレートを割り当てる必要があります。このパイロットで
は、イメージストリーマーを構成しません。そのため、OS展開プランにアクセスする
必要はありません。

サーバープロファイルの作成 VMクラウドITによって作成され、VMクラウドスコープに自動的に追加されます。VMク
ラウドITには、上記で付与された権限に加えて、サーバーハードウェアへのアクセス
権が必要です。

操作操作 分析分析

社内ITは、SRVクラウドスコープについても同様の分析を実施しました。SRVクラウドITユーザーは、サーバーに関連す
る操作だけを実行できます。次のテーブルは、その結果をまとめたものです。

操作操作 分析分析

コンソールの起動、サーバー
ハードウェアの電源オン/オ
フ/リセット/更新

社内ITは、SRVクラウドスコープにSRVクラウドエンクロージャー内のブレードを割り
当てる必要があります。

サーバープロファイルテンプ
レートの作成

SRVクラウドITによって作成され、SRVクラウドスコープに自動的に追加されます。
SRVクラウドITは、サーバープロファイルテンプレートにリソースを割り当てるため
に、ファームウェアバンドル、ネットワーク、およびネットワークセットにアクセス
する必要があります。社内ITは、SRVクラウドスコープにファームウェアバンドル、
ネットワーク、およびネットワークセットを割り当てる必要があります。

サーバープロファイルの作成 SRVクラウドITによって作成され、SRVクラウドスコープに自動的に追加されます。
SRVクラウドITには、上記で付与された権限に加えて、サーバーハードウェアへのア
クセス権が必要です。

人事スコープと財務スコープ
へのSRVクラウドリソースの割
り当て

リソースをスコープに割り当てるときに、 Update と Use両方の権限チェックが実
行されます。例えば、人事スコープにブレードを割り当てるには、SRVクラウドITは
人事スコープに関する Update 権限と、サーバーハードウェアに関する Use権限が
必要です。また、SRVクラウドスコープに人事スコープとブレードの両方を割り当て
る必要があります。SRVクラウドITができる唯一のことは、人事スコープと財務ス
コープをアップデートすることです。

スコープにリソースを割り当てる場合に、階層という概念はありません。スコープに
対してスコープを割り当てると、そのスコープで実行できる操作は制限されますが、
どちらのスコープに割り当てられているリソースへのアクセス権にも影響はありませ
ん。

社内ITは、SRVクラウドスコープに人事スコープと財務スコープのインスタンスを割
り当てる必要があります。

最後に、社内ITは、人事スコープと財務スコープの分析を実施します。

操作操作 分析分析

コンソールの起動、サーバー
ハードウェアの電源オン/オ
フ/リセット/更新

SRVクラウドITは、人事スコープと財務スコープに対するSRVクラウドサーバーハード
ウェアの割当を担当します。

サーバープロファイルのアッ
プデート

SRVクラウドITは、人事スコープと財務スコープに対するSRVクラウドサーバープロ
ファイルの割当を担当します。また、人事スコープと財務スコープにSRVクラウド
ファームウェアバンドルを割り当てることもできます。SRVクラウドITは、人事ユー
ザーと財務ユーザーがサーバーファームウェアをアップデートできようにするかどう
かについてまだ話し合っています。

要約すると、パイロットの認証モデルでは、4つのパーミッションスコープと、パーミッションが関連付けられた9つの
ディレクトリグループアカウントを定義します。
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パーミッションスコープパーミッションスコープ 社内ITによってスコープに明示的に割り当てられるリソース社内ITによってスコープに明示的に割り当てられるリソース

財務 なし

人事 なし

SRVクラウド SRVクラウドパイロット専用の2つのエンクロージャーに格納されたブレード。

SRVクラウドITでの使用が承認されたファームウェアバンドルとネットワーク。

財務スコープと人事スコープのリソースインスタンス。これは、SRVクラウドITが財
務スコープと人事スコープにSRVクラウドリソースを割り当てるうえで必要です。

VMクラウド VMクラウドパイロット専用の3つのエンクロージャー。

3つのエンクロージャーに格納されたブレード。

3つのエンクロージャーに格納されたインターコネクト。

3つのエンクロージャーに格納されたドライブエンクロージャー。

VMクラウドITでの使用が承認されたファームウェアバンドルとボリュームテンプレー
ト。

ディレクトリグループディレクトリグループ パーミッションパーミッション

CorpIT-FULL （インフラストラクチャ管理者、すべてのリソース）

CorpIT-NA （ネットワーク管理者、すべてのリソース）

CorpIT-SA （サーバー管理者、すべてのリソース）

CorpIT-StA （ストレージ管理者、すべてのリソース）

Finance-Admins （サーバープロファイルオペレーター、財務）

HR-Admins （サーバープロファイルオペレーター、人事）

SRVCloudIT-Admins （サーバープロファイル設計者、SRVクラウド）。（スコープオペレーター、SRVクラ
ウド）

VMCloudIT-SA （サーバー管理者、VMクラウド）

VMCloudIT-NA （ネットワーク管理者、VMクラウド）
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TLS経由のアプライアンスアクセスTLS経由のアプライアンスアクセス

アプライアンスへのすべてのアクセスは、HTTP over TLS（HTTPS）を経由し、ネットワーク上でデータが暗号化される
ため、データの完全性を確保できます。

詳細情報詳細情報

アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコル
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ブラウザー以外のクライアントブラウザー以外のクライアント

アプライアンスでは、多数のREST APIをサポートしています。ブラウザーだけでなく、どのクライアントでもREST API
に対して要求を発行できます。呼び出し元は、認証情報の機密性に関して、次のような適切なセキュリティ対策を実施
する必要があります。

データ要求に使用するセッショントークン

HTTPSを使用し、回線上で認証情報の暗号化を介して応答する
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パスワードパスワード

cURLのようなクライアントでは、パスワードが通常のテキストとして表示および保存される可能性があります。

許可されていないユーザーによって次の操作が行われないように注意する必要があります。

表示されたパスワードを見る

セッション識別子を表示する

保存されたデータにアクセスする
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TLS接続TLS接続

クライアントは、ネットワーク上でTLSを使用して機密データを保護することを保証するために、プロトコルとして
HTTPSを指定する必要があります。クライアントがHTTPを指定しても、TLSが確実に使用されるようにHTTPSにリダイレ
クトされます。

クライアントが要求するアプライアンス証明書によって、TLS接続を成功させることができます。証明書を取得する便
利な方法は、アプライアンスを指し示すブラウザーを使用することです。ブラウザーを使用した証明書の取得について
詳しくは、ブラウザーからの証明書の管理を参照してください。
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SSH接続SSH接続

アプライアンスへのSSH接続は、メンテナンスユーザーに対して許可されます（メンテナンスコンソールにアクセスす
るため）。SSH接続は、メンテナンスコンソールメニューに直接接続します。ログインプロンプトでユーザー名 maint
enance を入力します。
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HPE OneViewHPE OneViewに必要なファイアウォールポートに必要なファイアウォールポート

HPE OneViewでは、サーバー、エンクロージャー、およびインターコネクトを管理するために特定のポートをアプライ
アンスで利用できる必要があります。

ポート番号ポート番号 プロトコルプロトコル 使用使用 説明説明

22 TCP インバウンドとア
ウトバウンド

SSHとSFTPに使用します。SSHは、VC Ethernetおよび
FlexFabric HPE Virtual Connectインターコネクトモジュー
ルと通信するために必要です。SFTPは、ファームウェアの
アップグレードおよびサポートダンプなどのアクションに必
要です。

53 UDPおよびTCP アウトバウンド DNSクライアントのクエリに使用します。

80 TCP インバウンド HTTPインターフェイスに使用します。通常、このポートは
ポート443にリダイレクトされます。このポートは、iLOに必
要なアクセスを提供します。このポートは、VMware ESXi
がHPE OneView Webサーバーに接続できるようSmart Update
ToolsとIntegrated Smart Update Toolsによって使用されま
す。

123 UDP インバウンド HPE OneViewはNTPサーバーとして機能します。iLOとHPE
BladeSystem Onboard Administratorにアクセス権限が必要
です。

123 UDP アウトバウンド NTPクライアントとして使用され、アプライアンスの時刻を
同期します。
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161 UDP インバウンドとア
ウトバウンド

サーバーiLO、HPEインテリジェントパワーディストリビュー
ションユニット、SANマネージャーなどの監視対象デバイス
と管理対象デバイスへのSNMP GETコールをサポートします。

HPE iPDUロケーターLEDとコンセント電源制御の切り替えな
ど、管理対象デバイスではSNMPv3を使用し、HPE iPDUでは
SNMPv1を使用して、SETコールをサポートします。

162 UDP HPE OneViewから
のトラップ転送用
インバウンドとア
ウトバウンド

iLO、Onboard Administrator、およびHPE iPDUデバイスから
のSNMPトラップのサポートに使用します。このポートは、VC
インターコネクトの監視とトラップ転送にも使用します。

443 TCP インバウンド ユーザーインターフェイスとAPIへのHTTPSインターフェイス
に使用します。このポートは、VMware ESXiがHPE OneView
Webサーバーに接続するために、SUTによって使用されます。

443 TCP アウトバウンド iLO、Onboard Administrator、へのセキュアSSLアクセ
ス、Hewlett Packard Enterpriseへのリモートサポートアク
セス、およびその他のデバイスに使用します。

Redfish、RIBCL、SOAP、およびiPDU通信に使用します。

636 TCP アウトバウンド セキュアLDAP。エンタープライズディレクトリのインテグ
レーション（Microsoft Active Directory、OpenLDAP）に使
用します。

2162 UDP インバウンド 代替SNMPトラップポートとして使用します。

3269 TCP アウトバウンド Microsoft Active Directory LDAPグローバルカタログポー
トに使用します。

5671 TCP インバウンド 外部スクリプトまたはアプリケーションがState-Change
Message Bus（SCMB）に接続したり、SCMBからのメッセージ
を監視したりできるようにします。

17988 TCP iLOにiLO統合リ
モートコンソー
ル。

iLOへの接続を開始するiLO IRC。

17990 TCP iLOへのブラウ
ザー

iLO IRCへのブラウザーアクセスを提供します。

50443 TCP アウトバウンド SSL経由のRIBCLプロトコル通信に使用されます。このポート
は、HPE iPDUおよび関連する操作を管理します。ポート
は、HPE iPDUのステータスとヘルスを監視するために利用状
況データを収集します。

63001および63002 TCP ローカル（ホスト
OSの場合）

SUT（Smart Update Tools）がインストールされているホス
トOSで使用されます。通信は、SUTとSUM（Smart Update
Manager）プロセス間では localhostで行われます。

80 TCP アウトバウンド SAN管理のためのBrocade FOSへのHTTP通信に使用されます。

443 TCP アウトバウンド SAN管理のためのBrocade FOSへのHTTPS通信に使用されま
す。

HPE PrimeraへのHTTPS通信に使用されます。

5392 TCP アウトバウンド HPE Nimble StorageへのHTTPS通信に使用されます。

5989 TCP アウトバウンド SAN管理のためのBrocade BNAへのCIM/SMI通信に使用されま
す。

8080 TCP アウトバウンド HPE 3PAR StoreServストレージ WSAPIストレージシステムへ
のHTTP/HTTPS通信に使用されます。

ポート番号ポート番号 プロトコルプロトコル 使用使用 説明説明
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認証情報の保護認証情報の保護

ローカルユーザーアカウントのパスワードは、ソルト付きハッシュを使用して保存されます。つまり、ランダム文字列
と結合され、その結合された値がハッシュとして保存されます。ハッシュは、文字列を一意の値にマップする一方向ア
ルゴリズムであるため、元の文字列をハッシュから取得することはできません。

パスワードはブラウザーでマスクされます。ネットワーク上のアプライアンスとブラウザー間でパスワードを送信する
場合、パスワードはTLSによって保護されます。

ローカルユーザーアカウントのパスワードは、8文字以上で、1つ以上の大文字を含んでいる必要があります。HPE
OneViewでは、パスワードの複雑さに関する追加のルールは実施されません。サイトのセキュリティポリシーによっ
て、パスワードの強度と有効期限が決まります（セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティスを参
照）。HPE OneViewと外部の認証ディレクトリサービス（エンタープライズディレクトリとも呼ばれます）を統合する
ことをお勧めします。ディレクトリサービス（Two-Factor認証に必要）は、最小長や複雑さといったパスワード管理ポ
リシーを実施します。
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セキュリティが強化されたアプライアンスセキュリティが強化されたアプライアンス

HPE OneViewは、セキュリティが強化された仮想アプライアンスとして提供されます。次の要因により、アプライアン
スとそのオペレーティングシステムのセキュリティが確保（堅牢化）されています。

HPE OneViewは、FIPSおよびCNSA暗号化モードに切り替えることができ、そこで、FIPS-140-2のより厳格なセキュリ

ティ保護やより厳格なCNSA仕様を適用することができます。

HPE OneView仮想アプライアンス内で使用されるベストプラクティスのセキュリティ強化の例としては、以下が挙げ

られます。

アプライアンスは、不要なすべてのサービスを排除するためにカスタマイズされたオペレーティングシステムを

使用し、攻撃対象領域を減らします。

アプライアンスでは、機能を提供するために必要なサービスだけを実行することで、その脆弱性を最小限に抑え

ます。

アプライアンスOSでは、強制的にアクセス制御が実施されます。

アプライアンスは、Two-Factor認証をサポートしています。

オペレーティングシステムのブートローダーはパスワードで保護されています。アプライアンスは、単一ユー

ザーモードで起動しようとするユーザーによって侵害される可能性はありません。

IPファイアウォールは、HPE OneViewサービスで必要なポートのみへのアクセスを許可します。ネットワーク

ポートのリストについては、HPE OneViewで必要なポートを参照してください。

重要なサービスは、特権があるOSユーザーとして実行されません。

ユーザーはオペレーティングシステムのレベルでは許可されていません（OSの対話型ログインは許可されませ

ん）。ユーザーは、厳密に以下を通じて インフラストラクチャ管理者と対話します。

REST API（プログラム的にまたはGUIを通じて）

State Change Message Bus（AMPQインターフェイス）

SSHを使用したMaintenance Consoleまたはアプライアンス管理のためのアプライアンスコンソール

GUIおよびHPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプ用のhtmlページを提供するWebサーバー

HPE OneViewは、分離された管理LANで完全に動作するように設計されています。

役割ベースのアクセス制御（RBAC）により管理者は、特定のリソースに対するユーザーの任務に基づいて、ユー

ザーのアクセス制御と認可を設定できます。また、RBACを使用するとUIに表示される内容が簡素化されます。

ユーザーは、自分に許可されているリソースのタイプに対してのみ、操作を開始できます。例えば、ネットワー

ク管理者の役割を持つユーザーは、ネットワークリソースに対してのみ操作を開始でき、サーバー管理者の役割

を持つユーザーは、サーバーリソースに対してのみ操作を開始できます。

インフラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーは、すべての画面と操作に対するフルアクセス権を持ってい

ます。

SBAC（スコープベースのアクセス制御）により、管理者は、アプライアンスによって管理されるリソースのサブ

セットに役割を制限することにより、ユーザーのアクセス制御を確立することができます。インフラストラクチャ

管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディレクトリグループに権限を付与しま

す。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。スコープは、ユーザー定義の一連のリソー

スです。リソースは、複数のスコープに所属できます。役割は、リソースカテゴリにアクセスを付与します。ス

コープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソースカテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限し

ます。

HPE OneViewは、ユーザー認証のためにMicrosoft Active DirectoryまたはOpenLDAPとの統合をサポートしていま

す。エンタープライズディレクトリを使用している場合は、ローカルユーザーアカウントを無効にすることができ

ます。

管理者アカウントにはアプライアンスの初期インストール用のデフォルトパスワードが含まれています。アプライ

アンスは最初のログイン時のパスワードの変更を施行し、デフォルトパスワードを再び使用することはできませできませ

んん。

アプライアンスでは、自己署名証明書と認証機関発行の証明書をサポートしています。

アプライアンスは最初に、自己署名証明書を使用して構成されます。インフラストラクチャ管理者で企業および

サードパーティのCAを送信するために証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信したらその証明書をアップロー

-

-

-

-
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ドできます。この証明書により、アプライアンスへのHTTPS接続の完全性と信頼性を確保できます。

同様に、デフォルトでは、HPE OneViewと管理対象デバイス間の通信は、自己署名証明書によってセキュリティ保護

されます。RESTインターフェイスを使用して、管理対象デバイスごとにCSRを生成し、企業CAまたはサードパーティ

CAに送信します。受信すると、署名済み証明書を管理対象デバイスにアップロードすることができます。この証明

書により、アプライアンスと各管理対象デバイスの間の管理通信の完全性と信頼性を確保できます。

すべてのブラウザー操作とREST API呼び出しでは、HTTPS/TLSが使用されます。

アプライアンスでは、次のバージョンへのアップグレードまたはパッチをインストールする際のセキュアなアップ

デートプロシージャーをサポートします。アップデートにはHewlett Packard Enterpriseによってデジタル記号が

付けられており、デジタルシグネチャーはアップデートプロシージャーにより検証されます。署名および検証は、

ソフトウェアアップデートの信頼性と整合性を確保します。

インフラストラクチャ管理者でないユーザーによって作成されたサポートダンプは暗号化されます。インフラスト

ラクチャ管理者ユーザーはサポートダンプを暗号化しないことも可能です。デフォルトの暗号化により、サポート

ダンプに含まれる顧客の機密データ（IPアドレス、IPアドレスプール、ホスト名、およびWWNなど）がすべて保護さ

れます。管理者は、Hewlett Packard Enterpriseに送信されるデータのタイプを検証する場合に非暗号化ダンプを

利用できます。サポートダンプには認証情報データは含まれません。

Hewlett Packard Enterpriseでは、アプライアンスソフトウェアコンポーネントに対する脅威についてセキュリ

ティ速報を入念に確認し、必要に応じてソフトウェアアップデートを発行します。

詳細情報詳細情報

ディレクトリサービス認証
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セキュアシェルアクセスセキュアシェルアクセス

HPE OneViewは、メンテナンスおよびリカバリ操作を実行するためにリモートからアプライアンスにアクセスするとき
にセキュアシェル（SSH）をサポートしています。SSHアクセスを使用しない場合、仮想マシンシステムコンソールにア
クセスする必要があります。コンソールアクセスが必要にならないように、SSHアクセスはデフォルトで有効になって
います。ただし、一部のユーザーによるメンテナンスおよびリカバリ操作へのリモートアクセスはセキュリティリスク
と見なされます。このため、HPE OneViewには、SSH経由でのアプライアンスへのリモートアクセスを無効にするオプ
ションが用意されています。

詳細情報詳細情報

SSHアクセスの有効化または無効化
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Two-Factor認証Two-Factor認証

パスワードがどんなに複雑であっても、多くのアプリケーションのセキュリティは十分ではありません。セキュリティ強化のため、Two-Factor認証を使用します。Two-Factor認証では、HPE
OneViewの認証に2つのファクターが必要です。2つのファクターとは、ユーザーが所有するもの（スマートカード）およびユーザーが知っているもの（個人識別番号）です。

HPE OneViewのユーザーおよびパスワード認証HPE OneViewのユーザーおよびパスワード認証

HPE OneViewでは、ユーザーはローカルユーザーとして構成できるほか、エンタープライズディレクトリでリモートで構成できます。

従来のユーザー名とパスワードのログインシーケンスは以下のとおりです。

1. ユーザーが自分のユーザー名とパスワードを入力します。

2. HPE OneViewがユーザー名とパスワードを認証します。

ユーザー名がHPE OneViewで構成されるローカルユーザーの名前である場合、HPE OneViewは手動で指定したユーザー名とパスワードをHPE OneViewデータベースを使用して検証しま

す。

ご使用の環境がエンタープライズディレクトリを使用する構成の場合、HPE OneViewはユーザー名とパスワードを構成されているディレクトリサーバーにすぐに転送して、認証しま

す。

3. 認証が成功すると、HPE OneViewはユーザーの認証権限を判断します。

ローカルユーザーのログインの場合、認証権限がユーザーに関連付けられている役割に基づいて決定されます。

エンタープライズディレクトリのログインの場合、HPE OneViewは、ユーザーに関連付けられているグループ名を取得するため、ディレクトリサーバーに要求を送信します。グループ

名を使用して、HPE OneViewで構成されるユーザーの認証権限を判断します。

HPE OneViewのTwo-Factor認証HPE OneViewのTwo-Factor認証

Two-Factor認証を有効にすると、スマートカード（例えば、CAC（Common Access Card）カード、PIV（Personal Identity Verification）カード）を使用してHPE OneViewで認証できます。ブ
ラウザーのスマートカードリーダープラグインはスマートカードを読み取り、ユーザーが指定したPINを使用してカードの証明書にアクセスします。スマートカードに内蔵されているクライア
ント証明書は、ブラウザーでHPE OneViewに示されます。クライアント証明書は、以前にHPE OneViewにインポートされたルートまたは中間認証機関（CA）による署名が必要です。アプライア
ンスはクライアント証明書を認証し、証明書で指定されたユーザー名がHPE OneViewでのディレクトリサーバー構成で認識された有効なユーザーの名前であることを検証します。

Two-Factor認証が有効である場合、HPE OneViewは、最初のログイン時に受け取ったユーザー名に関連したアカウントを使用するのではなく、ユーザーがセットアップして所有するMicrosoft
Active Directoryサービスアカウントを使用して、ユーザーのActive Directoryエントリーにアクセスします。

注記:注記:

Active DirectoryはHPE OneViewアプライアンスに含まれていません。個々に、ご使用の環境にActive Directoryをインストールする必要があります。

HPE OneViewでは、サービスアカウントバインドタイプで構成されたActive DirectoryでTwo-Factor認証がサポートされています。

Active DirectoryやOpenLDAPなどのエンタープライズディレクトリを使用するようにHPE OneViewを構成すると、ディレクトリにはHPE OneViewユーザーインターフェイスで使用する名前が割
り当てられます。複数のディレクトリサーバーがこのディレクトリにサービスを提供し、高可用性を確保することができます。ディレクトリグループにはHPE OneViewの役割が割り当てられ、
そのグループのメンバーであるディレクトリユーザーにはそのHPE OneViewの役割が割り当てられます。対応するディレクトリサーバーを持つHPE OneViewディレクトリは一度だけ定義でき、1
つのセットを使用して役割マップをグループ化できます。同じディレクトリサーバーセットに対して追加の異なるHPE OneViewディレクトリ名を割り当てることはサポートされていません。

インフラストラクチャ管理者は、クライアント証明書の認証時にHPE OneViewが適用するルールを柔軟にカスタマイズすることもできます。インフラストラクチャ管理者は、HPE OneViewが
ユーザー名、ドメイン名、およびOIDを取得する証明書内の位置を構成して、証明書が有効であることを示す必要があります。

ユーザーがTwo-Factor認証を使用してアプライアンスにログインした場合、デフォルトでは、ユーザー証明書の失効チェックが行われるかどうかは、アプライアンスのCRLを使用できるかどう
かで決まります。ユーザー証明書のCRLを使用できない場合、初回のTwo-Factor認証ログインで失効チェックは行われません。CRLの自動ダウンロードのユーザー設定が有効になっている場
合、Two-Factor認証ログイン時にユーザー証明書のCRL DPが取得されて保存されます。証明書の発行元CAに対しては、対応するCRLがダウンロードされます。アプライアンスのトラストストア
にユーザー証明書の発行元CAが登録されている必要があります。CRLが使用可能になると、次回のTwo-Factor認証ログインでは失効チェックが実行されます。

CAC/PIVカードに保存されている証明書はX.509セキュリティ証明書です。証明書には、証明書の所有者、証明書の発行元、およびその他の証明書の識別要素を識別するための情報のフィール
ドが含まれます。Two-Factor認証を有効にすると、HPE OneView GUIのクライアントログイン証明書構成画面を使用して、HPE OneViewがユーザーの検証に使用する必要がある証明書フィール
ドを指定できます。

注記:注記:

REST APIを使用してスマートカードのログインを認証する場合、使用されるRESTクライアントはHPE OneViewが要求するクライアント証明書認証をサポートしている必
要があります。

コマンドラインを使用した、Two-Factor認証に基づくHPE OneViewへのログインコマンドラインを使用した、Two-Factor認証に基づくHPE OneViewへのログイン

REST API /rest/login-sessions/smartcardsを使用してリモートでアプライアンスにログインできます。これを行う方法には、curl-7.54.1-1バージョン以降を使用し、次にlibssh2を使用す
る方法が考えられます。以下に、コマンド例を示します。

注記:注記:

client-cert.pemファイルは、OpenSSLまたは他の同等な方法で生成できます。このファイルには、クライアント証明書とパスフレーズで保護された秘密キーの両方が含
まれます。 を実際のパスフレーズに置き換えます。rootsplsintermediate.cerファイルには、ルート証明書とHPE OneViewサーバー証明書の署名に

使用された中間証明書のチェーンが含まれます。また、rootsplsintermediate.cerには、HPE OneViewサーバーの自己署名証明書が含まれる場合もあります。

詳しくは、 HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

# curl -v -i -X POST -H "Accept-Language:en-US" -H "X-Api-Version:<version number>" --cert ./client-cert.pem:<PEM pass phrase> https://{appliance-IP}/rest/login-sessions/smartcards--cacert ./rootsplsintermediate.cer

<PEM passphrase>
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証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性

デフォルトでは、"証明書オーナー"エントリー内の"サブジェクト代替名"項目に関連付けられている属性エントリー
ボックスには が含まれています。これは、HPE OneViewがスマートカード上の証明書のサブジェ

クト代替名フィールドにある"OtherName.UPN"属性からユーザー名を抽出することを示しています。これは、HPE
OneViewがエンタープライズディレクトリを検索するために使用するユーザー名です。

HPE OneViewがサブジェクト代替名内の他の追加属性からユーザー名を検索できるように値を編集することができま
す。以下のオプションから選択できます。

Microsoftの証明書ビューアーは サブジェクト代替名下の "OtherName.UPN"を以下のように表示します。

Microsoftの証明書ビューアーは を以下のように表示します。

Microsoftの証明書ビューアーは を以下のように表示します。

Microsoftの証明書ビューアーは サブジェクト代替名下の "DirName"を以下のように表示します。

カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneViewは、有効なユーザー名に
対して複数のサブジェクト代替名属性を検索できます。

注記:注記:

スマートカード証明書の"サブジェクト"フィールド属性からユーザー名を検索するようにHPE OneViewに
指示できます（"サブジェクト代替名"属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。詳しく
は、"証明書オーナー"フィールドのサブジェクトエントリーを参照してください。

サブジェクト代替名の複数の属性エントリーの例サブジェクト代替名の複数の属性エントリーの例

OtherName.UPN=(.*)

OtherName.UPN=(.*)

          
Other Name:

Principal Name=John.Doe@test.com

OtherName.RFC822Name=(.*)
OtherName.RFC822Name

          
Other Name:

RFC822 Name=John.Doe@test.com

RFC822Name=(.*)
RFC822Name

RFC822 Name=John.Doe@test.com

DirName=(.*)

           
          
          
          
          
          

 Directory Address:
CN=John Doe
 OU=Test Group
 O=Test Org
 C=US
 DC=test
 DC=com

OtherName.UPN=(.*),OtherName.RFC822Name=(.*),RFC822Name=(.*),DirName=(.*)
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証明書オーナー - サブジェクト属性証明書オーナー - サブジェクト属性

デフォルトでは、"証明書オーナー"フィールド内の"サブジェクト"エントリーに関連付けられている属性エントリー
ボックスには が含まれています。この値を使用すると、HPE OneViewはスマートカードの証明書の"サブジェク

ト"フィールドにある"CN"属性から最初のユーザー名を抽出します。正規表現を使用して"CN"属性の正規表現を編集
し、許容される値のリストを絞り込むことができます。

HPE OneViewが証明書の"サブジェクト"フィールド内の他の追加属性からユーザー名を検索する必要がある場合、値を
編集することができます。選択肢は次のとおりです。

Microsoft Active Directoryユーザーは、DNがサブジェクト属性の集合として証明書から抽出される点に注意する必要
があります。Active Directory内のユーザーに対して構成されたDNの値と一致させてください。完全に一致しないと、
ログイン操作は失敗します。

カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneViewは、有効なユーザー名に
対して複数のサブジェクト属性を検索できます。

注記:注記:

スマートカード証明書の"サブジェクト"フィールド属性からユーザー名を検索するようにHPE OneViewに
指示できます（"サブジェクト代替名"属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。

サブジェクトの複数の属性エントリーの例サブジェクトの複数の属性エントリーの例

CN属性のバリエーション：例CN属性のバリエーション：例

"J_"で始まるユーザー名のみを一致させるには、 を使用します

"LastName, FirstName"形式で名前を一致させるには、CN=(^[a-zA-Z]*, [a-zA-Z]+$)を使用します

数字のみのユーザー名を一致させるには、 を使用します

注記:注記:

これが適用可能なのは、証明書に構成されているCN属性が複数あり、かつCN属性内の最初に使用可能な
属性ではなく、特定の属性を指定したい場合です。システムが完全に一致できるように、 で始ま

り で終わるパターンの使用をお勧めします。

CN=(.*)

CN=(.*)

E=(.*)

UID=(.*)

DN=(.*)

CN=(.*),E=(.*),UID=(.*),DN=(.*)

CN=(^J_.*$)

CN=(^[0-9]+$)

'^'
'$'
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ディレクトリドメインディレクトリドメイン

ディレクトリドメインコントロールを使用すると、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索に、どのドメインまた
はディレクトリを使用するか指定できます。ドメイン名は、HPE OneViewに追加された少なくとも1つのディレクトリのベース
DNに一致する必要があります。以下のオプションから選択できます。

サブジェクト

サブジェクトの別名

発行者

手動で指定

ベースDNは、認証ディレクトリの最上位の識別名です。Microsoft Active DirectoryとOpenLDAPの両方の場合、ベースDNは
ディレクトリドメインのDNS名に基づいています。
例例：

corp.example.com という名前のActive DirectoryドメインのベースDNは DC=corp、DC=example、DC=com です。
ここで、 DCはディレクトリのドメイン名の構成部分を表すために使用されるドメインコンポーネントです。

データタイプ：データタイプ：

大文字と小文字の英数字および特殊文字。

HPE OneViewがドメイン名の抽出に使用する必要のある証明書フィールドを選択すると、名前は、ここで指定されたDC属性か
ら抽出されます。 DC=(.*)構成では、最初のドメインコンポーネントをこのフィールドから抽出します。管理者は、ここで
のみDC=(.*)を指定できます。

手動で指定を選択した場合、ディレクトリの検索時に使用するドメイン情報を取得するために、ドット表記形式を使用する
か、または代替証明書から特定のドメインを入力できます。" "を使用して構成に複数のエントリーまたはドメインを指定で

きます。また、サブジェクト、サブジェクト代替名、および発行者DC属性を指定して複数のカード構成をサポートすることも
できます。

例：「手動で指定」コントロールの選択値例：「手動で指定」コントロールの選択値

証明書のフィールドでは、ドメインのコンポーネントは複数の"DC"エントリーで表現されるのが一般的です。
abc.example.comのようなドメインBaseDNは、"DC=abc"、"DC=example"、および"DC=com"の3つのエントリーで表現されます。

ドメインとして"example.com"を使用して、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索に使用します。

ドメイン情報について複数の証明書の場所を検索するようにHPE OneViewを構成します。HPE OneViewは、エンタープライ

ズディレクトリ内のユーザーエントリの検索が成功するまで、各項目を順番に検索します。

,

example.com

Subject.DC=(.*),Issuer.DC=(.*),SubjectAlternativeName.DirName.DC=(.*),groupA.example.com,groupB.example.com
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証明書を検証する要件証明書を検証する要件

証明書を検証する要件では、認証されるカードに関連付けられたユーザーのためにスマートカード証明書内に存在する
必要があるキー用途、拡張キー用途、およびポリシーIDオブジェクト識別子を指定することで、誰がHPE OneViewにア
クセスできるかを構成することができます。組織内の異なるユーザーグループに対応するために最大5つのOIDの組み合
わせを構成できます。

デフォルトでは、1つの組み合わせが構成され、OIDの組み合わせスマートカードログオン（1.3.6.1.4.1.311.20.2
.2）、クライアント認証（1.3.6.1.5.5.7.3.2）を含みます。この組み合わせでは、スマートカードの証明書がス
マートカードのログオンおよびクライアント認証に使用できるように構成されていなければなりません。ほとんどのイ
ンストールに役立つはずです。このフィールドを編集して、異なる組み合わせのOIDを選択したり、新しいOIDを追加し
たりできます。1つの組み合わせボックスに最大10個のOIDを構成できます。

OIDの追加の組み合わせを構成するには、必要な検証を追加必要な検証を追加を使用します。

注記:注記:

複数のOIDの組み合わせを指定し、かつ1つが別のスーパーセットである場合、最初により限定的な組み
合わせを構成します。

証明書を検証する要件 1153



認証ディレクトリサービスの追加認証ディレクトリサービスの追加

外部の認証ディレクトリサービス（エンタープライズディレクトリまたは認証ログインドメインとも呼ばれる）を使用
して、ローカルのログインアカウントを個別に管理する代わりに、アプライアンスにログインするユーザーを認証でき
ます。

Microsoft Active DirectoryとOpenLDAPの2種類のディレクトリサービスがサポートされています。

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

認証ディレクトリサービスは、セキュアなLDAP通信（LDAPS）をサポートするために証明書を使用して構成する必要

があります。

ディレクトリサーバー証明書への署名に使用されたルート認証機関（CA）または中間CA証明書をHPE OneViewトラス

トストアに追加する必要があります。

注記:注記:

セキュリティを強化するため、ほとんどのディレクトリサーバーは、自己署名証明書ではなくCA

署名証明書を使用します。

CAルート公開証明書を取得するには、Active DirectoryまたはOpenLDAP管理者または公開キーイ

ンフラストラクチャ（PKI）管理者に相談してください。Active Directoryサーバー証明書のCA

チェーン全体を抽出するには、これらの手順に従います。

設定 > セキュリティ > 証明書の管理を使用して、CAルート証明書をHPE OneViewトラストストア

にインポートします。ドメインを構成する個々のディレクトリサーバーが異なるCAルートの証明

書を持っている場合は、HPE OneViewトラストストアにそれぞれ固有のCAルートを入力します。

ディレクトリサーバーのDNS完全修飾ドメイン名を指定する前に、HPE OneViewアプライアンスでDNSを構成する必要

があります。

ディレクトリサーバーの名前とIPアドレスの正引き検索は、DNSで正しく機能している必要があります。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面のディレクトリで、ディレクトリの追加をクリックします。

4. ディレクトリの追加/編集画面で要求されているデータを入力します。

5. ディレクトリサーバーの追加をクリックします。

重要:重要:

グローバルカタログを検索するかドメインを検索するかの決定は、検索範囲がベースになります。

検索範囲がドメインか組織ユニットのときは、SSLポートを使用します。デフォルトは636です。

検索範囲がActive Directoryフォレストのときは、SSLグローバルカタログポートを使用します。

デフォルトは3269です。

大規模なActive Directory環境では、ユーザー認証の検索がActive Directoryフォレストにまた

がる必要がある場合、Hewlett Packard EnterpriseはActive Directory認証クエリにグローバル

カタログポート3269の使用をお勧めします。

6. ディレクトリサーバーの追加画面で要求されているデータを入力します。

注記:注記:

Open LDAPの場合：

追加ボタンを使用して 組織ユニットフィールドを必要に応じて追加します。

重要:重要:

アプライアンスと認証ディレクトリサービスは、相互に通信するときに、数値データ

タイプを持つLDAPS（LDAP over SSL）ポートを使用します。
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組織ユニットフィールドとそのエントリーを削除するには、対応する アイコンをクリックしま

す。

7. 追加をクリックしてサーバーを追加し、ディレクトリの追加画面に戻ります。

注記:注記:

アプライアンスはサーバー証明書チェーンを取得し、検証と信頼を可能にします。ディレクトリサー

バー証明書に署名した最上位のルートCAを含め、信頼できる証明書チェーン全体を追加する必要があ

ります。ルートCAがチェーン内に見つからない場合は、証明書の管理画面を使用してルートCA証明書

を信頼するように求められます。

追加+を使用してさらにサーバーを追加できますが、Hewlett Packard Enterpriseでは、ディレクトリサーバーの構

成に、ディレクトリサーバーを複製してアプライアンス内で構成するのではなく、クラスターを使用することをお

勧めします。ディレクトリサーバー構成にクラスターを使用する場合、そのクラスターのホスト名をディレクトリ

サーバーとして指定できます。

8. 追加をクリックして認証ディレクトリサービスを追加するか、追加+をクリックしてディレクトリサービスをさらに

追加します。

注記:注記:

ディレクトリ構成およびログイン時間に影響するネットワーク遅延にもよりますが、ディレクトリ検

索操作は長時間を要します。ドメインが多数含まれるActive Directoryを使用する場合、ログインパ

フォーマンスを最適化するため、ディレクトリサーバー用のグローバルカタログを設定してくださ

い。デフォルトでは、グローバルカタログはポート3269に設定されています。

9. 認証ディレクトリサービスを追加した後に、次の操作を行ってください。

a. セキュリティ画面のディレクトリの下で、構成を確認します。

b. ディレクトリサーバー構成を検証します。

10. ディレクトリベースの認証を使用してグループを追加する。
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ローカルログインの許可ローカルログインの許可

セキュリティ機能としてエンタープライズディレクトリとの統合を有効にした後、ローカルログインを無効にすること
ができます。この手順は、ローカルログインが以前に無効化されている場合に元に戻すために使用します。セキュリ
ティ/セキュリティの編集画面のローカルログインでは、アプライアンスにログインするために構成されたローカル
ユーザーを有効または無効にすることができます。ローカルユーザーを無効にした場合、ログインするには、ログイン
を認証するためのディレクトリサービスが必要です。

いくつかの特別なケースでディレクトリがアクセス可能でない場合、緊急ローカルログインを有効にできます。緊急
ローカルログインの有効化を参照してください。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してセキュリティをクリックします。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面の認証で、ローカルログインを有効にします。

4. OKをクリックします。

5. アプライアンスにローカルユーザーアカウントでログインして、設定を確認します。

詳細情報詳細情報

緊急ローカルログイン

設定：セキュリティ
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FIPSまたはCNSA互換性レポートの作成FIPSまたはCNSA互換性レポートの作成

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

HPE OneView 5.4以前のリリースを使用して生成したすべてのFIPSまたはCNSA互換性レポートを削除する。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックし、暗号化を選択します。

暗号化セクションが表示されます。

3. 次のいずれかを実行します。

a. 作成をクリックして、互換性レポートの作成画面を開きます。

b. 暗号化モードの変更をクリックして、暗号化モードの編集画面を開き、互換性レポートの作成をクリックしま

す。

c. アクション > 互換性レポートの作成を選択します。

4. レポートを生成する暗号化モードを生成します。

5. 作成をクリックします。

注記: 注記: レポート生成アクティビティの進捗状況とステータスを確認するには、 をクリックしま

す。

詳しくは詳しくは

FIPSまたはCNSA互換性レポート
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互換性レポートの削除互換性レポートの削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックし、暗号化を選択します。

暗号化セクションが表示されます。

3. 削除したい暗号化レポートに対して をクリックします。

暗号化レポートの削除ダイアログが表示されます。

4. はい、削除しますをクリックしてレポートを削除するか、キャンセルをクリックしてレポートを保持します。
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複雑なパスワードの無効化複雑なパスワードの無効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してセキュリティをクリックします。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面の認証で、複雑なパスワードの強制を無効にします。

4. OKをクリックします。

5. アカウントのパスワードを変更するか、ユーザーの作成時にパスワードを指定して、この設定を確認します。ユー

ザーおよびグループを参照してください。

詳細情報詳細情報

複雑なパスワードの有効化
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緊急ローカルログインの無効化緊急ローカルログインの無効化

警告:警告:

ローカルログインが無効なときに緊急ローカルログインも無効にすると、ディレク
トリサービスアクセスが失われた場合に誰もアプライアンスにログインできなくな
ります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してセキュリティをクリックします。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面の認証で、緊急ローカルログインを無効にします。

4. OKをクリックします。

5. 画面が更新された後、セキュリティの編集画面の認証セクションで、設定が無効になっていることを確認します。

詳細情報詳細情報

緊急ローカルログインの有効化
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ローカルログインの無効化ローカルログインの無効化

アプライアンスへのすべてのログインをディレクトリサービスで認証する場合、ローカルログインを無効にする必要が
あります。また、いくつかの特別なケースでディレクトリがアクセス可能でない場合、緊急ローカルログインを有効に
できます。緊急ローカルログインを有効にするには、ローカルログインを無効にする必要があります。

重要:重要:

インフラストラクチャ管理者として認証ディレクトリサービスを使用してログインするまで、ローカル
ログインを無効にすることはできません。続行する前に、認証ディレクトリサービスからインフラスト
ラクチャ管理者としてアプライアンスにログインできることを確認します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

ディレクトリサービスから、インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインする必要があります。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してセキュリティをクリックします。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面の認証で、ローカルログインを無効にします。

4. OKをクリックします。

5. 設定を確認するには、アプライアンスにローカルユーザーアカウントでログインしてみてください。

詳細情報詳細情報

ローカルログインの許可

設定：セキュリティ
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監査ログのダウンロード監査ログのダウンロード

監査ログにより、セキュリティ管理者は、どのようなセキュリティ関連操作が行われたかを知ることができます。

認定テクニカルサポートがアプライアンスの診断とトラブルシューティングに使用できるように、ログファイルその他
の情報をダウンロードできます。

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. アクション > 監査ログのダウンロードの順に選択します。

4. アプライアンスは監査ログの圧縮ファイルを生成し、ローカルコンピューターにダウンロードします。

圧縮ファイルの名前は次の形式になっています。

yyyy_mm_ddは日付を示し、hh_mm_ssはファイルが作成された時刻を示します。監査ログファイルの名前は画面上に

表示されます。

監査ログファイルは、デフォルトのダウンロードフォルダーにダウンロードされます。ご使用のブラウザーでデ

フォルトのダウンロードフォルダーが構成されていない場合は、対象のファイルを指定するように求められます。

5. ログが正しいフォルダーにダウンロードされたことを確認します。

audit-logs-yyyy_mm_dd-hh_mm_ss 
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暗号化モードの編集暗号化モードの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

暗号化モードを変更することの影響を確認した上で実行してください。アプライアンスの暗号化モードを切り替え

る前に、互換性レポートを調べて、選択したモードと、レポートで推奨されているアクションがあればそのアク

ションについて確認します。

目的の暗号化モードでHPE OneViewを動作させるために必要なプロトコル、暗号、および証明書をサポートしていな

いデバイスを、アプライアンスが現在管理または監視している場合、これらのデバイスまたは外部サーバーは到達

不能になるか、アプライアンスの再起動後に外部サーバーと通信するように構成されます。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックし、暗号化を選択します。

3. 暗号化モードの変更をクリックするかアクション > 暗号化モードの変更を選択します。

4. 必要な暗号化モードを選択します。

5. 次へをクリックします。

6. 私はすべての予想される結果を理解しましたチェックボックスを選択します。

7. はい、モードを変更して再起動しますをクリックします。

警告:警告:

アプライアンスは自動的に再起動して、選択した暗号化モードに関連した変更内
容を適用します。

8. セキュリティ設定パネルで、暗号化設定が必要なモードに設定されていることを確認します。
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認証ディレクトリサービス設定の編集認証ディレクトリサービス設定の編集

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 次のいずれかを実行します。

a. セキュリティパネルで、 をクリックします。

b. セキュリティをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. ディレクトリの追加/編集の構成詳細画面で情報を編集します。

4. ディレクトリサーバーの設定をアップデートするには：

a. 編集アイコンをクリックします。

b. ディレクトリの追加/編集の構成詳細画面で情報を編集します。

c. OKをクリックします。

5. OKをクリックします。

6. ディレクトリサーバー構成を検証します。

詳細情報詳細情報

設定：セキュリティ
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負荷分散されたエンタープライズディレクトリ環境の認証を有効にする負荷分散されたエンタープライズディレクトリ環境の認証を有効にする

デフォルトで、複数のドメインコントローラーを伴うエンタープライズディレクトリ環境をセットアップすると、クラ
イアントに応答するときにラウンドロビン方式を使用してサーバーアドレスが送信されます。その結果、負荷はサー
バーグループ全体に分散されます。このような環境では、サーバーのステータスをチェックしてアクセスできないサー
バーへの要求の転送を回避する負荷分散ソリューションを追加的に使用できます。

HPE OneViewのこのような環境で認証を有効にするには、次の手順を使用します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

ディレクトリのルートおよび中間CA証明書をHPE OneViewトラストストアに追加します。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面のディレクトリで、ディレクトリの追加をクリックします。

4. ディレクトリの追加/編集の構成詳細画面で要求されているデータを入力します。

ベース識別名（ベースDN）の値として親ドメインコンポーネントを指定してディレクトリ構成を定義します。例え

ば、example.comというドメインの場合、ベースDN値を 、 として指定します。

5. ディレクトリサーバーの追加をクリックし、次のいずれかのオプションを実行します。

ロードバランサーを使用してディレクトリ環境を負荷分散する場合、次の情報を入力します。

ドメイン名 をディレクトリサーバー名として入力します。

ディレクトリサーバーポートとして、グローバルカタログSSLポート（デフォルトは3269）またはSSLポート

（デフォルトは636）を入力します。

ディレクトリ環境でDNS負荷分散のみを使用する場合、次の情報を入力します。

ディレクトリサーバー名としてドメインコントローラーアドレスまたはサーバーアドレス（ホスト名）を入

力します。

ディレクトリサーバーポートとして、グローバルカタログSSLポート（デフォルトは3269）またはSSLポート

（デフォルトは636）を入力します。

前の手順を繰り返して、必要に応じて複数のディレクトリサーバーを追加します。

6. ユーザーおよびグループ画面でディレクトリグループを追加する場合、グループの追加画面でディレクトリ名

が のディレクトリグループを指定します。

7. 認証を確認するには、 または としてログインします。例え

ば、 などです。

詳細情報詳細情報

ユーザーおよびグループ

DC=example DC=com

example.com

example.com

user@domain domain\user
admin@example.com、、example\admin、、admin
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複雑なパスワードの有効化複雑なパスワードの有効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してセキュリティをクリックします。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面の認証で、複雑なパスワードの強制を有効にします。

4. OKをクリックします。

5. アカウントのパスワードを変更するか、ユーザーの作成時にパスワードを指定して、この設定を確認します。ユー

ザーおよびグループを参照してください。

詳細情報詳細情報

複雑なパスワード
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グローバルカタログを使用してクロスドメイン認証を有効にするグローバルカタログを使用してクロスドメイン認証を有効にする

エンタープライズディレクトリ環境に、ユーザーアカウントまたはディレクトリグループが異なるドメインで定義され
ている複数の信頼されるドメインがある場合、ローカルドメインに接続してもドメイン外のグループのユーザーのメン
バーシップは見つかりません。

HPE OneViewでマルチドメインディレクトリを構成する際は、Active Directoryグローバルカタログを使用して、HPE
OneViewがドメイン全体でグループメンバーシップの検索を実行できるようにします。

グローバルカタログを使用して HPE OneViewでクロスドメイン認証を有効にするには、次の手順を使用します。

注記:注記:

このシナリオでは、region1とregion2の2つの信頼されるドメインがあると仮定しています。region1の
ユーザーがregion2のグループに属する場合、Active Directoryは、この手順に説明されているように
ユーザー認証を有効にするように構成されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面のディレクトリで、ディレクトリの追加をクリックします。

4. ディレクトリの追加/編集の構成詳細画面で要求されているデータを入力します。

ベース識別名（ベースDN）の値として親ドメインコンポーネントを指定してディレクトリ構成を定義します。例え

ば、region1.example.comとregion2.example.comという信頼されるドメインの場合、ディレクトリ名を と

して指定し、ベースDN値を 、 として指定します。

5. ディレクトリサーバーの追加をクリックします。ディレクトリサーバーには、親ドメイン名（example.com）を入力

し、ディレクトリサーバーポートには、グローバルカタログSSLポートを入力します。デフォルトポートは3269で

す。

6. ユーザーおよびグループ画面でディレクトリグループを追加する場合、グループの追加画面

でregion1.example.comまたはregion2.example.comのいずれかからディレクトリグループを指定します。

7. クロスドメイン認証を確認するには、user@domainまたはdomain¥userとしてログインします。例え

ば、 、 または です。

example
DC=example DC=com

admin@example.com region1\admin admin
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緊急ローカルログインの有効化緊急ローカルログインの有効化

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. インフラストラクチャ管理者としてディレクトリアカウントを使用してHPE OneViewアプライアンスにログインしま

す。

2. ローカルログインを無効にします。ローカルログインの無効化を参照してください。

3. メインメニューで、設定を選択してセキュリティをクリックします。

4. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

5. セキュリティの編集画面の認証で、緊急ローカルログインを有効にします。

6. 緊急ローカルログインオプション使用して、緊急ローカルログインがコンソールに制限されているか、コンソール

とブラウザーの両方を通じて許可されるかを制御します。

7. OKをクリックします。

8. アプライアンスにローカルユーザーアカウントでログインして、設定を確認します。

9. 複雑なパスワードを有効にすることで、管理者アカウントを含むすべてのローカルアカウントが強力なパスワード

を持つようにすることができます。複雑なパスワードの有効化を参照してください。
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認定サービスアクセスの有効化または無効化認定サービスアクセスの有効化または無効化

アプライアンスを最初に起動したときに、認定テクニカルサポートによるアクセスを有効または無効にすることができ
ます。デフォルトでは、認定サポート担当者は、アプライアンスコンソールを介してシステムにアクセスし、報告を受
けた問題を診断できます。

注記:注記:
高度なトラブルシューティング操作のために認定サポート担当者がアプライアンスにアクセスできるよ
うにするには、いくつかの方法があります。

オンサイトの場合、認定サポート担当者は、アプライアンスコンソールまたはHPE OneView

Maintenance ConsoleへのSSHセッションを使用できます。

共有仮想デスクトップセッション。認定サポート担当者がお客様と協力してワンタイムパスワードを

取得し、お客様は仮想デスクトップを使用してアプライアンスコンソールまたはMaintenance

Consoleへのアクセスを許可します。

サービスコンソールアクセスとサービスセッション機能を有効にすると、認定されたサポート担当者

がセキュアなトンネルを介してHPE OneViewに直接アクセスできるようになります。

サポートアクセスは、認定サポート担当者がアプライアンスの問題をデバッグできるようにする特権です。サービスア
クセスアカウントへのアクセスには、技術者がパスワードのリセット用に類似したチャレンジレスポンスメカニズムを
使用してワンタイムパスワードを取得する必要があります。

インフラストラクチャ管理者は、アプライアンスの初期構成後はいつでも、ユーザーインターフェイスからサービスア
クセスを有効または無効にすることができます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックします。

セキュリティの編集ウィンドウが開きます。

3. サービスコンソールアクセスの適切な設定を選択します。

a. コンソールへのアクセスを禁止する場合は、無効を選択します。

b. コンソールへのアクセスを許可する場合は、有効を選択します。

4. OKをクリックします。

また、 /rest/appliance/settings/enableServiceAccess  REST APIを使用してサービスアクセスを有効また
は無効にできます。

注意:注意:

アクセスを有効にして、認定サポート担当者がアプライアンスにアクセスして問題のトラブルシュー
ティングを行えるようにすることをお勧めします。

詳細情報詳細情報

アプライアンスのMaintenance Console
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製品の改善の有効化または無効化製品の改善の有効化または無効化

製品の継続的な改善の一環として、匿名ユーザーインターフェイスの使用データがGoogleアナリティクス経由で送信さ
れます。このデータにより、Hewlett Packard Enterpriseは製品がどのように使用されているかを知ることができ、今
後の投資の決定に役立ちます。製品の改善に関する決定は、顧客、現場、カスタマーサポート担当者、および解析デー
タから直接収集する使用データの影響を受けます。お客様がこのプログラムに参加することで、データのバランスが確
保され、お客様の使用パターンが反映されます。Hewlett Packard Enterpriseでは、個人情報を収集しません。

このオプションは、デフォルトで有効になっています。

注記:注記:

ほとんどのブラウザーのアドブロッカーは、Googleアナリティクスをブロックするか、ブロックするよ
うに構成できます。また、Googleアナリティクスオプトアウトブラウザーアドオンをインストールする
と、解析データが収集されなくなります。これらのいずれかの方法が使用されている場合、製品の改善
設定に関係なく分析機能はブロックされます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. セキュリティドロップダウンリストから製品の改善を選択するか、アクション > 製品の改善の順にクリックしま

す。

4. 製品の改善オプションを有効または無効に設定します。
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サービスアクセスの有効化または無効化サービスアクセスの有効化または無効化

認定テクニカルサポートによるアクセスを許可または拒否するようにアプライアンスを構成できます。

重要:重要:

HPE OneViewには、ユーザーが報告した問題に対応するために、現場の認定テクニカルサポートが、シス
テムコンソールを通じて、ご使用のシステムにアクセスし、トラブルシューティングを行うために使用
できる技術機能が含まれています。このアクセスは、お客様によって生成され認定テクニカルサポート
に提供されるパスワードにより制御されます。システムが動作している間は、いつでもアクセスを無効
にすることができます。サービスコンソールアクセスを有効にして、システム障害の際に認定テクニカ
ルサポートがシステム診断をできるようにしておくことをお勧めします。

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. セキュリティパネルで、 をクリックします。

b. セキュリティをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面が表示されます。

4. 認証部分で、サービスコンソールアクセスを見つけて、該当するオプションを選択します。

a. 認定テクニカルサポートのアプライアンスへのアクセスを許可する場合は、有効有効を選択します。

b. 認定テクニカルサポートのアプライアンスへのアクセスを拒否する場合は、無効無効を選択します。

警告をよく読んでください。

5. OKをクリックします。

6. セキュリティ画面が開きます。

7. 入力した設定が画面に表示されていることを確認します。

詳細情報詳細情報

c_settings-security.html

サービスアクセスの有効化または無効化 1171



スマートカード専用ログインの有効化または無効化スマートカード専用ログインの有効化または無効化

注意:注意:

スマートカード専用ログインを有効にすると、ユーザー名とパスワードを使用した認証が無効になりま
す。ユーザー名とパスワードのフィールドはログイン画面に表示されないため、ブラウザーによる緊急
ローカルログインを無効にする必要があります。ユーザー名とパスワードのログインは、アプライアン
スコンソールから引き続き使用できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

ローカルユーザーのログインが無効になっていること。

ブラウザーによる緊急のローカルユーザーのログインが無効になっていること。

Two-Factor認証が有効になっていること。

手順手順

1. メインメニューで、設定を選択してセキュリティをクリックします。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面で、認証ビューに移動し、適切なオプションを選択します。

a. スマートカードのみのログインを有効にするには、スマートカード専用ログインを選択します。

b. スマートカードのみのログインを無効にするには、スマートカード専用ログインをクリアします。

4. OKをクリックします。

5. HPE OneViewアプライアンスにログインして設定を確認します。

詳細情報詳細情報

ローカルログインの無効化

緊急ローカルログインの無効化
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SSHアクセスの有効化または無効化SSHアクセスの有効化または無効化

SSHを使用したHPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスを許可または拒否するようにアプライアンスを構成で
きます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. セキュリティパネルで、 をクリックします。

b. セキュリティをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

セキュリティの編集画面が表示されます。

3. 認証セクションで、SSHアクセスを見つけて、該当するオプションを選択します。

a. アプライアンスへのSSHアクセスを許可する場合、有効有効を選択します。

b. アプライアンスへのSSHアクセスを拒否する場合、無効無効を選択します。

4. 警告をよく読んでください。

5. OKをクリックします。

セキュリティ画面が開きます。

6. 入力した設定が画面に表示されていることを確認します。

詳細情報詳細情報

Secure Shellアクセス
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Active Directoryサーバー証明書のルートCA証明書の抽出Active Directoryサーバー証明書のルートCA証明書の抽出

Active Directoryサーバー証明書が商用認証機関（CA）によって署名されている場合は、商用CAから証明書チェーンの
最上位のルートCAおよび中間CAの証明書を取得します。ユーザーの組織にActive Directoryサーバー証明書の発行に使
用する内部エンタープライズCAがある場合は、Active Directory管理者に、最上位のルートCA証明書（および証明書
チェーンの中間CA証明書）のコピーを提供するように依頼し、アプライアンスにアップロードします。

Active Directoryサーバー証明書を発行したエンタープライズCAサーバーにアクセスできる場合は、次の手順に従って
ルートCA証明書と中間CA証明書のコピーを入手してください。

注記:注記:

CAルート証明書を抽出する手順は、各CAサーバーによって異なります。以下の手順では、Microsoft CA
サーバーを例として使用します。

前提条件前提条件

権限：エンタープライズログインまたは管理者アカウント

手順手順

1. Webブラウザーを使ってhttp://<CAサーバー>/certsrvに移動します。

2. エンタープライズログインまたは管理者アカウントを使用してログインします。

3. CA証明書、証明書チェーン、またはCRLのダウンロードをクリックします。

4. CA証明書のダウンロードをクリックし、CA証明書をzipファイルとして保存します。

5. アプライアンスで使用するためにルートCA証明書と中間CA証明書を抽出します。
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監査ログの転送監査ログの転送

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

HPE OneViewとリモートSyslogサーバー間のファイアウォールでUDPトラフィックが許可されていることを確認しま

す。使用されるデフォルトのUDPポートは514です。

手順手順

1. メインメニューから、設定 > セキュリティの順に選択します。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。

3. セキュリティの編集画面の監査ログで、監査ログの転送を有効にします。

注記:注記:

監査ログの転送は、デフォルトでは無効になっています。

4. 宛先システムを追加するには、宛先の追加をクリックします。

5. 宛先の追加ページで次の詳細を入力します。

a. 宛先システムの完全修飾ドメイン名（FQDN）またはIPアドレス（IPv4またはIPv6）。

b. SIEMサーバーがリスンするポート。デフォルトポート：514。

6. 追加をクリックします。他の宛先システムを追加するには、追加+をクリックします。最大3つの転送先を構成でき

ます。

7. OKをクリックします。

構成した転送先がアクション > 監査ログウィンドウに表示されます。

8. テストログエントリーの送信をクリックします。

9. テストエントリーが宛先のSIEMサーバーログに正常に転送されたことを確認します。

詳細情報詳細情報

監査ログの転送
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公開キーの入手およびインストール公開キーの入手およびインストール

公開キーは、Hewlett Packard EnterpriseのRPMとアップデートパッケージがHewlett Packard Enterpriseによって作
成され、コードが署名された後も変更されていないことを確証します。

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者

インターネット接続

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. をセキュリティパネルでクリックします。

3. www.hpe.comリンクをクリックします。

4. 署名検証Webサイトで、 -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- で始まり、 -----END PGP PUBLIC KE
Y BLOCK-----で終わる公開キーのテキストをコピーします。

重要:重要:

キーは、改行や空白を追加せず、正確にコピーしてください。

5. キーボックスに公開キーを貼り付けます。

6. OKを選択します。

関連項目関連項目

設定：セキュリティ

関連項目関連項目

設定：セキュリティ
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認証ディレクトリサービスの削除認証ディレクトリサービスの削除

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

削除する認証ディレクトリサービスがデフォルトディレクトリになっていないこと。

デフォルトとして別の認証ディレクトリサービスを設定するか、ローカルログインを許可します。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. 以下のいずれかを実行します。

a. セキュリティパネルで、 をクリックします。

b. セキュリティをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

3. 削除したいディレクトリサービスを見つけて、対応する をクリックします。

4. 認証ディレクトリサービスが削除されていることを確認します。

関連項目関連項目

設定：セキュリティ
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認証ディレクトリサービスのデフォルトディレクトリとしての設定認証ディレクトリサービスのデフォルトディレクトリとしての設定

最初、デフォルトディレクトリは、ユーザーアカウントのローカルディレクトリです。この手順に従って、デフォルト
ディレクトリとして認証のディレクトリサービスを指定します。

1つ以上の認証ディレクトリサービスを追加した場合は、この手順を使用して異なるデフォルトディレクトリを選択す
ることもできます。

前提条件前提条件

必要な最小権限：インフラストラクチャ管理者。

少なくとも1つの認証ディレクトリサービスがアプライアンス上で使用できる必要があります。認証ディレクトリ

サービスの追加を参照してください。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックします。

3. セキュリティの編集画面のデフォルトディレクトリで認証ディレクトリサービスを選択します。

4. OKをクリックします。

関連項目関連項目

設定：セキュリティ

認証ディレクトリサービスのデフォルトディレクトリとしての設定 1178



公開キーの表示公開キーの表示

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. セキュリティをクリックします。

3. ドロップダウンから、公開キーを選択します。

4. キーウィンドウで、コンテンツを表示をクリックします。

HPE公開キーダイアログボックスにキーが表示されます。公開キーをインストールしていない場合、ダイアログボッ

クスには空白スペースが表示されます。

詳細情報詳細情報

公開キーの入手およびインストール

設定：セキュリティ
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設定：SNMP設定：SNMP

項目を選択項目を選択

SNMPv3ユーザーの追加または編集

SNMPトラップ宛先の追加または編集

SNMPユーザーまたはトラップ宛先の削除

SNMP読み込みコミュニティ文字列の設定

その他の操作

さらに詳しくさらに詳しく

サーバーiLOからトラップを転送するためのアプライア

ンスのSNMP設定

設定：SNMP 1180



サーバーiLOからトラップを転送するためのアプライアンスのSNMP設定サーバーiLOからトラップを転送するためのアプライアンスのSNMP設定

HPE OneViewをプロキシとして使用して、サーバーiLOおよびOnboard Administratorからのデバイストラップをネット
ワーク上の他のSNMP対応アプリケーションに転送できます。HPE OneViewは、SNMPv3トラップまたはSNMPv1トラップの
いずれかを構成済みの宛先に転送できます。

アプライアンスのSNMP設定では、トラップを転送する宛先を追加できます。トラップ形式に基づいて、各宛先をSNMPv1
宛先またはSNMPv3宛先のいずれかとして構成します。

SNMPv1を使用してトラップが転送されるときに使用されるSNMPコミュニティ文字列を設定します。コミュニティ文字列
はトラップの転送先のパスワードとして機能する、認証用の共有コミュニティ名です。読み取りコミュニティ文字列
は、宛先のコミュニティ文字列と一致する必要があります。SNMPv1トラップ形式のみをサポートしているHPE ProLiant
G6およびG7のサーバーを監視するには、読み込みコミュニティ文字列を設定します。Gen8以降の世代のサーバーの監視
に必要なSNMP設定はありません。

注記:注記:

サーバーがメンテナンスモードの場合、サーバーからのSNMPトラップは転送されません。

HPE OneViewアプライアンスは、インターコネクトモジュールから発生したSNMPトラップを転送しま

せん。リモート監視システムでトラップを受信するには、トラップを監視システムに直接送信するよ

うにインターコネクトを構成する必要があります。これらの設定は、ネットワーク > 論理インター

コネクトまたはネットワーク > 論理インターコネクトグループの順にアクセスして、SNMPパネルで

構成します。

一部のSNMP監視アプライアンスでは、トラップを受信するデバイスにホストSNMPエージェントが必要

です。HPE OneViewでは、SNMPエージェントに転送機能を提供しません。監視アプライアンスにホス

トSNMPエージェントが必要な場合は、設定に従ってHPE OneViewによって転送されずにSNMP監視アプ

ライアンスにトラップが直接転送されるように各iLOを手動で構成します。

次に、HPE OneViewによって転送されたデバイストラップを受信して解釈するためにインストールする必要のあるMIBの
リストを示します。

cpqfca.mib

cpqhlth.mib

cpqhost.mib

cpqida.mib

cpqide.mib

cpqiscsi.mib

cpqnic.mib

cpqoneview.mib

cpqpower.mib

cpqrack.mib

cpqscsi.mib

cpqinfo.mib

cpqsm2.mib

cpqstdeq.mib

cpqstsys.mib

rfc-1212.mib

rfc-1215.mib

rfc1155-smi.mib

rfc1213.mib

MIBは、HPE Systems Insight Manager - MIBキット（http://www.hpe.com/support/hpeschttp://www.hpe.com/support/hpesc）の一部としてリリースされ
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ています。

詳しくは詳しくは

SNMPの設定
SNMPv3ユーザーの追加または編集
SNMPトラップ宛先の追加または編集
SNMPユーザーまたはトラップ宛先の削除
SNMP読み込みコミュニティ文字列の設定
HPE ProLiant G6およびHPE ProLiant G7サーバーのヘルス監視の有効化
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SNMPv3ユーザーの追加または編集SNMPv3ユーザーの追加または編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. SNMPパネルで 編集をクリックします。

3. 次のいずれかを実行します。

新しいユーザーを追加するには、SNMPv3ユーザーの追加をクリックします。

既存のユーザーを編集するには、リストされているユーザーに隣接する をクリックします。

4. すべての詳細をSNMPv3ユーザーの追加ダイアログボックスに入力します。

セキュリティレベルが認証とプライバシーのオプションでは、SNMPv3ユーザーに関連付けるパスフレーズは8文字以

上であることに注意してください。

5. 別のSNMPv3ユーザーを追加するには、追加をクリックします。

6. OKをクリックして、アプライアンスのSNMP設定をアップデートします。

7. SNMPパネルで変更を確認します。

詳しくは詳しくは

サポートされているSNMP管理情報ベース（MIB）
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SNMPトラップ宛先の追加または編集SNMPトラップ宛先の追加または編集

トラップ宛先は、アプライアンスが管理対象デバイスから受信したトラップを転送するシステムのIPアドレスまたはホ
スト名です。トラップ宛先は、IPv4アドレスとIPv6アドレスの両方をサポートします。

宛先の1～65,535の範囲のポート番号は、SNMPトラップを受信するように構成されています。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. SNMPパネルで 編集をクリックします。

3. 以下のいずれかを実行します。

新しいトラップを追加するには、トラップ宛先の追加をクリックします。

既存のトラップを編集するには、一覧表示されるトラップの宛先の横にある をクリックします。

4. すべての詳細をトラップ宛先の追加ダイアログボックスに入力します。

トラップ形式の宛先に基づいて、SNMPv1トラップ形式ならコミュニティ文字列、SNMPv3トラップ形式ならSNMPv3

ユーザー名を指定します。

5. 追加をクリックして、別のトラップ宛先を追加します。

6. OKをクリックして、アプライアンスのSNMP設定をアップデートします。

7. SNMPパネルで変更内容を確認します。

詳しくは詳しくは

サポートされているSNMP管理情報ベース（MIB）
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SNMPユーザーまたはトラップ宛先の削除SNMPユーザーまたはトラップ宛先の削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. SNMPパネルで 編集をクリックします。

3. 削除するユーザーまたはトラップ宛先の行の削除アイコンをクリックします。

4. 確認を求められたら、削除操作を確認します。

5. SNMPパネルで変更を確認します。

詳しくは詳しくは

サポートされているSNMP管理情報ベース（MIB）
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SNMP読み込みコミュニティ文字列の設定SNMP読み込みコミュニティ文字列の設定

アプライアンスは、SNMP読み込みコミュニティ文字列を使用するようにエンクロージャーとサーバーを構成します。読
み込みコミュニティ文字列を使用するようにアプライアンスがデバイスを構成できない場合は、デバイスを手動で更新
する必要があります。

ここで入力した、読み込みコミュニティ文字列は、サーバーにインストールされているHPE Insightマネジメントエー
ジェントで構成されている読み込みコミュニティ文字列に一致しなければなりません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

Gen6およびGen7サーバーでのみ必須

手順手順

1. メインメニューから設定を選択します。

2. SNMPパネルで 編集をクリックします。

3. SNMP読み込みコミュニティ名を入力または編集します。

4. OKをクリックします。
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設定：時刻とロケール設定：時刻とロケール

アプライアンスの現在の日付と時刻を変更すると、ログインしたユーザーと現在のジョブに影響します。

知りたい情報知りたい情報

アプライアンスクロックの手動設定

アプライアンスクロックのNTPサーバーとの同期

さらに詳しくさらに詳しく

NTPサーバー

設定：時刻とロケール 1187



NTPサーバーNTPサーバー

ネットワークタイムプロトコル（NTP）サーバーは、1～3つのNTPサーバーのIPアドレスまたは完全修飾ドメイン名で構
成されています。HPE OneViewは、デフォルトでNTPサーバーとして機能します。アプライアンスをタイムサーバーの1
つに指定できます。最大4つのNTPサーバー構成を追加できます。NTPサーバー構成には、アクティブアプライアンスと
スタンバイアプライアンスの両方で同じ構成設定が含まれています。

VMアプライアンスでは、HPE OneViewはデフォルトで、VMゲストに関連付けられているVMホストと時刻を同期します。
NTPサーバーは、VMホストまたはHPE OneViewアプライアンスのどちらでも構成できます。

HPE OneViewアプライアンスで外部NTPサーバーを構成すると、そのNTPサーバーはVMホストとの同期を停止します。

詳細情報詳細情報

アプライアンスクロックのNTPサーバーとの同期
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アプライアンスクロックの手動設定アプライアンスクロックの手動設定

アプライアンスクロックをNTPサーバーと同期しない場合は、以下の手順を使用してクロックを手動で設定します。

重要:重要:

アプライアンスクロックの設定は、他のユーザーがログインしておらず実行中のジョブがないときに行
うことをお勧めします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

時刻とロケールパネルにマウスポインターを重ね、 をクリックします。

時刻とロケールをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

2. VMホストと同期を選択します。

注記:注記:

ブラウザーには、ローカルタイムゾーンに従った時刻が表示されます。アプライアンスコンソールに

は、UTC（Universal Coordinated Time）に従った時刻が表示されます。

3. オプション。デフォルトの言語/ロケールを設定します。

a. 現在の設定フィールドを削除するには、 をクリックします。

b. ドロップダウンリストで言語を選択します。

4. OKをクリックします。

5. 時刻とロケールパネルで日付と時刻を確認します。

詳しくは詳しくは

設定：時刻とロケール
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アプライアンスクロックのNTPサーバーとの同期アプライアンスクロックのNTPサーバーとの同期

注記:注記:

時刻と日付の設定は、アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの両方に個別に適用され
ます。このため、クラスター化されたアプライアンスでは、アクティブアプライアンスとスタンバイア
プライアンスの両方がサーバーからアップデートを受信します。

VMアプライアンスが時刻とロケールの設定を構成済みNTPサーバーと同期できない場合、HPE OneViewに
アラートメッセージが表示されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

NTPサーバーのIPアドレスがあること。

手順手順

1. メインメニューから、設定を選択して、次のいずれかの操作を実行します。

時刻とロケールパネルにマウスポインターを重ね、 をクリックします。

時刻とロケールをクリックして、アクション > 編集の順に選択します。

2. タイムサーバーに同期を選択します。

3. ネットワークタイムサーバーフィールドにNTPサーバーのIPアドレスを入力します。

4. この手順を、追加のNTPサーバーで繰り返します。

5. オプション。デフォルトの言語/ロケールを設定します。

a. 現在の設定フィールドを削除するには、 をクリックします。

b. ドロップダウンリストで言語を選択します。

6. OKをクリックします。

7. NTPサーバーの構成を時刻とロケールパネルで確認します。

詳しくは詳しくは

NTPサーバー
HPE OneViewでNTP同期が失敗する

アプライアンスクロックのNTPサーバーとの同期 1190



Smart Update ToolsSmart Update Tools

Smart Update Tools（SUT）は、HPE OneViewでiLO 4（Gen8およびGen9サーバー）およびiLO 5（Gen10サーバー）と併
用するオペレーティングシステムのユーティリティです。SUTは、サーバーハードウェア上のファームウェアおよびオ
ペレーティングシステムドライバーをアップデートするための、オンライン無停止メカニズムを提供します。

Smart Update Toolsは、すべての種類のSUTに使用される一般的な用語です。Integrated Smart Update Tools（iSUT）
は、Gen8、Gen9、およびGen10サーバーを使用したWindowsおよびLinuxで使用できます。ESXiシステムの場合、iSUTは
Gen10サーバーで使用できます。iSUTは、管理対象ホストのOS内にインストールする必要があります。Smart Update
Tools（SUT）は、Gen8およびGen9サーバーを使用したESXiで使用できます。SUTは、HPE OneViewの各インスタンスのス
タンドアロンインストールです。

詳細については、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

知りたい情報知りたい情報

Smart Updateツールのインストール

その他の操作

詳細情報詳細情報

Smart Update Toolsの機能

Smart Update Tools：制御モード

HPE Insight Controlサーバープロビジョニングと連動

したSmart Update Toolsのインストール
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Smart Update Toolsの機能Smart Update Toolsの機能

Smart Update Tool（SUT）は、iLO 4（Gen8およびGen9サーバー）およびiLO 5（Gen10以降のサーバー）と併用するオ
ペレーティングシステムのユーティリティです。SUTを使用すると、管理者はオンラインでファームウェアおよびドラ
イバーのアップデートを実行することができます。SUTは、HPE OneViewに新しい要求に対するポーリングを5分間隔で
行い、これらの要求を処理し、HPE OneViewステータスを提供します。HPE OneViewは、サーバープロファイルページ
のファームウェアセクションに進行状況を投稿します。SUTは、正しい順序でアップデートをインストールし、アップ
デートの開始前にすべての依存関係に適合していることを確認します。適合しない依存関係がある場合、SUTはインス
トールを防ぎ、依存関係が原因でインストールを続行できないことをHPE OneView管理者に通知します。

詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

主な機能：

ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアのアップデートの組み合わせ

SUTから受信したステータスに基づいた、HPE OneViewダッシュボードのコンプライアンスレポート

アクティベーションに必要な再起動回数を最小限に抑えることによる、アップタイムの最大化

メンテナンス期間中に1回の再起動でファームウェアとドライバーの両方のアップデートを有効化できるように、実

際のメンテナンス期間以外の時間にファームウェアのステージングと開発のタスクを実行する機能

複数のユーザーの役割：

サーバープロファイルでファームウェアオプションを使用して必須の状態を定義するHPE OneViewソフトウェア

管理者。

SUTを使用して、サーバー上のファームウェアおよびソフトウェアをアップデートするSUTの管理者。

手動による制御と、さまざまなレベルの自動化：

要求に応じたアップデートまたは手動によるアップデート

半自動（ステージングが自動、またはステージングとインストールが自動）

スケジュールに基づくアップデート

完全な自動アップデート

注記:注記:

SUTが正しく機能するには、iLO 4ファームウェアバージョン2.31以降、またはiLO 5ファームウェ

アバージョン1.10以降を使用してください。HPE OneViewは、サーバーファームウェアを管理しま

す。HPE OneViewがiLOファームウェアを自動的にアップデートします。ただし、SPP 2016.10.0以

降がHPE OneViewレポジトリで使用可能であり、SUTを実行できることが条件となります。
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Smart Update Tools：制御モードSmart Update Tools：制御モード

Smart Update Tools(SUT)を使用すると、ファームウェアとOSドライバーの両方をオンラインでアップデートできま
す。HPE OneViewで認証情報を用意する必要がなく、本番環境ネットワークの速度が低下することもありません。
ファームウェアとドライバーのアップデートを結合することにより、サーバーの再起動を必要とする変更を通常のメン
テナンス時間帯内で管理できるようになり、予定されたメンテナンス時間帯内のダウンタイムが減ります。

SUTには、さまざまなレベルの制御が含まれています。

完全自動

半自動

オンデマンドまたは手動アップデート

重要:重要:

Smart Update Toolsがアップデート操作を実行すると、この操作を中止することができなくなります。
理由は、中止することでシステムが矛盾した状態になり、サーバーが不安定になる可能性があるためで
す。SUTには、現在の操作を完了するかアップデート操作を開始しないという選択肢しかありません。
HPE OneViewは、現在実行中の操作を停止しません。

注記:注記:
HPE OneViewインフラストラクチャ管理者と Smart Update Tools OS管理者には、それぞれ別々の責任が
あります。

HPE OneViewインフラストラクチャ管理者は、サーバープロファイルでファームウェアオプションを

使用して望ましい状態を定義する必要があります。

Smart Update Tools OS管理者は、SUTを実行してハードウェアサーバーを望ましい状態にします。
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Smart Update Tools：自動モードSmart Update Tools：自動モード

自動モードでは、 SUTをホストサーバーのバックグラウンドで実行できます。 SUTはHPE OneViewを5分毎にポーリング
するので（ SUT CLIコマンドを使用して構成可能）、サーバープロファイルのファームウェアセクションに進行状況を
書き込むことにより、HPE OneViewが常に最新状態に維持されます。自動モードは、 SUT OS管理者が必要とする管理の
レベルに応じて、他の自動モードで実行するよう、CLIコマンドを使ってさらに構成可能です。

自動ステージング。リクエストがHPE OneViewによって行われると、SUTは自動的にホストサーバー上のコンポーネ

ントを一時的な場所（SUT CLIコマンドを使って構成可能）にステージングします。ここから先の操作では、Smart

Update Tools OS管理者がコマンドラインからコマンドを実行する必要があります。

自動展開。リクエストがHPE OneViewによって行われると、SUTは自動的にコンポーネントをステージングして展開

します。コンポーネントがアクティブ化するために再起動を必要とする場合、Smart Update Tools OS管理者はアク

ティベーションコマンドをコマンドラインから実行する必要があります。再起動を必要としないコンポーネント

は、ファームウェアの展開中にアクティブ化されます。

自動展開と再起動。リクエストがHPE OneViewによって行われると、SUTは自動的にコンポーネントをステージング

および展開し、1つ以上のコンポーネントが再起動を必要とする場合、サーバーを再起動して、アクティブ化しま

す。

SUTのモードはインストール時に選択されるものであり、HPE OneViewから構成することはできません。SUTに関するす
べての構成は、ホストサーバー上でコマンドラインから行われます。Smart Update Toolsの使用について詳しく

は、Smart Update Tools Information LibrarySmart Update Tools Information LibraryにあるIntegrated Smart Update Tools for Windows and Linux UserIntegrated Smart Update Tools for Windows and Linux User

GuideGuideおよびSmart Update Tools for VMware ESXi User GuideSmart Update Tools for VMware ESXi User Guideを参照してください。
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Smart Update Tools：オンデマンドモードSmart Update Tools：オンデマンドモード

オンデマンドモードはSUTのデフォルトモードです。オンデマンドモードでは、OS管理者は、サービスをバックグラウ
ンドで自動的に実行させる代わりに、リクエストをホストサーバー上でコマンドライン引数として書き込むことができ
ます。このモードを使用しているときは、ホストサーバーにログインしてSmart Update Toolsコマンドをコマンドライ
ンから実行するときのみ、アクティベーションプロセスが進行します。SUTがオンデマンドモードで実行中のとき、HPE
OneViewのサーバープロファイル画面のファームウェアセクションはファームウェアの現在の状態を反映するように
アップデートされます。

sut  -stage を実行して、ファームウェアおよびドライバーコンポーネントをステージングします。その後、 sut  
–deployを使用してファームウェアとドライバーを展開します。インストール後に sut  -status を実行して、
ファームウェアとドライバーをアクティブ化するのに再起動が必要かどうかをチェックします。必要な場合は、メンテ
ナンス中にサーバーを再起動します。

注記:注記:

Gen10サーバーの場合、HPE OneViewはiLOレポジトリ内のファームウェアアップデートを自動的にステー
ジングします。アップデートをステージングするためにSUTコマンドを実行する必要はありません。次
に、deployコマンドを実行して、ファームウェアとドライバーのアップデートをiLOレポジトリから展開
できます。

コマンドの完全なリストについては、SUTのコマンドラインのヘルプを参照してください。Smart Update Toolsの使用

について詳しくは、Smart Update Tools Information LibrarySmart Update Tools Information LibraryにあるIntegrated Smart Update Tools for WindowsIntegrated Smart Update Tools for Windows

and Linux User Guideand Linux User GuideおよびSmart Update Tools for VMware ESXi User GuideSmart Update Tools for VMware ESXi User Guideを参照してください。
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HPE Insight Controlサーバープロビジョニングと連動したSmart Update ToolsHPE Insight Controlサーバープロビジョニングと連動したSmart Update Tools

のインストールのインストール

Smart Update Tools（SUT）は、HPE ProLiantサーバー上のHPE Insight Controlサーバープロビジョニングと連動させ
てインストールできます。AutoStageモードで実行する場合、SUTはオペレーティングシステムに対してファームウェア
およびドライバーのステージングのみ行います。ファームウェアとドライバーのインストールは、ファームウェアをア
クティブ化する予定メンテナンス期間中に実行できます。

注記:注記:

HPE Insight Controlサーバープロビジョニングは、HPE ProLiant G7、Gen8、およびGen9サーバー上で
のプロビジョニングをサポートしています。ProLiant Gen10以降のサーバーの場合、Hewlett Packard
EnterpriseではVMware AutoDeployなどのツールを使用することをお勧めします。

詳細情報詳細情報

HPE Insight Controlサーバープロビジョニング管理者ガイドHPE Insight Controlサーバープロビジョニング管理者ガイド

iLO Amplifier Pack向けSmart Update ToolsユーザーガイドiLO Amplifier Pack向けSmart Update Toolsユーザーガイド
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Smart UpdateツールのインストールSmart Updateツールのインストール

Smart Update Toolsのインストールの前提条件については、Privileges needed by vCenter user provided to SmartPrivileges needed by vCenter user provided to Smart

Update Tools ESXi (SUT) or Smart Update Manager (SUM)Update Tools ESXi (SUT) or Smart Update Manager (SUM)を参照してください。

Smart Update Toolsネットワークポートについて詳しくは、Integrated Smart Update Tools for Windows and LinuxIntegrated Smart Update Tools for Windows and Linux

User GuideUser Guideを参照してください。

インストール手順については、Integrated Smart Update Tools for Windows and Linux User GuideIntegrated Smart Update Tools for Windows and Linux User GuideおよびSmartSmart

Update Tools for VMware ESXi User GuideUpdate Tools for VMware ESXi User Guideを参照してください。
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ストレージプールストレージプール

ストレージプールは、ストレージシステム内の物理ストレージリソース（ディスク）の集約です。ストレージシステム
には、ストレージポートに関する情報が含まれます。このストレージポートを経由してストレージシステムにアクセス
できます。ストレージプールからボリュームと呼ばれる論理ストレージスペースをプロビジョニングすることができま
す。

ストレージプールストレージプール画面には、アプライアンスによって検出されたストレージプールが表示されます。この画面を使用し
て、（検出された/管理対象の）ストレージプールの状態を管理したり、ストレージプールのプロパティを更新したり
します。

ストレージプールストレージプール画面でストレージプールを選択すると、詳細パネルに構成プロパティ（状態、ドライブタイプ、RAID
レベル、ストレージシステム、ドメイン、ボリューム、フォルダー、スコープ、ストレージプールを使用しているボ
リュームテンプレート、ストレージプールを使用しているボリュームなど）が表示されます。合計容量と割り当てられ
た容量を表示することもできます。

知りたい情報知りたい情報

ドメインからのストレージプールの選択

ストレージプールの更新

その他の操作

さらに詳しくさらに詳しく

ストレージプール管理
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ストレージプールの予約済み容量の値ストレージプールの予約済み容量の値

予約済み容量の値は、すべてのボリュームとスナップショットに対するサーバーにプロビジョニングされた容量の合計
です。プールが過剰に予約されると、この値がプールの合計容量を超える可能性があります。

容量の値と仮想ストレージプールが連動することでシンプロビジョニング、重複排除、圧縮を管理し、過剰に予約され
た場合を特定します。

この値に基づいて、ストレージ管理者はストレージプールの容量に応じて新しいボリュームを配置できます。

一部のストレージシステムファームウェアバージョンまたはライセンス値は、予約済み容量の計算をサポートしていな
いため、この値はオプションで表示されます。ストレージ管理者は、プールごとのサブスクリプション率
（SubscribedCapacity/TotalCapacityの値）を計算して報告することもできます。

注記:注記:

容量の値の計算は、特定のストレージシステムのファームウェアバージョンではオプションです。これ
らの値は、予約済み容量の計算をサポートしていません。

注記:注記:

HPE PrimeraまたはHPE 3PAR StoreServストレージシステムは、ストレージプールのサブスクライブ容量
値のアップデート中に、ボリュームプロビジョニングの変更で遅延が生じる可能性があります。

HPE OneViewでストレージシステムとストレージプールを手動で更新すると、サブスクライブ容量値のレ
ポート生成を高速化できます。
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ストレージプール管理ストレージプール管理

HPE OneViewで使用可能なストレージプールは、ストレージプール画面に表示されます。HPE OneViewに更新されたプー
ルは、最初は検出済みとして指定されるため、ストレージプール画面の編集アクションを使用してHPE OneViewでプー
ルを編集することによって、明示的に管理対象に設定する必要があります。

アプライアンスにストレージシステムを追加する場合は、管理用に1つまたは複数のストレージプールを選択できま
す。ストレージプールは、そのシステムの管理ソフトウェアを使用してストレージシステム上で作成されます。

注記: 注記: HPE Nimble Storageの場合、 HPE Nimble Storage管理ユーザーインターフェイスでプール内の
フォルダーを定義できます。

アプライアンスからストレージプールを作成または削除することはできません。ストレージプールは、ストレージシス
テムの追加または更新中に自動的に検出されます。ストレージプールの管理を選択した後、そのストレージプールでボ
リュームをプロビジョニングできます。

ストレージプールはスコープ指定されたリソースです。スコープをプールに関連付けて、プールを使用できるユーザー
を制限することができます。

詳しくは詳しくは

SANの管理
ストレージボリューム
ボリュームテンプレートの作成とプロビジョニング
ストレージプール
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ドメインからのストレージプールの選択ドメインからのストレージプールの選択

ストレージプールは、ストレージシステム上のストレージドメイン内に存在します。ストレージシステムを追加し
てHPE OneViewから接続すると、そのシステムで利用可能なストレージプールが自動的に表示されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

その中に少なくとも1つのストレージプールがあるドメインを含むストレージシステムを追加した。

手順手順

1. 管理対象ステータスのアプライアンスに取り込む1つまたは複数のストレージプールを選択します。

選択されていないストレージプールもリストされますが、検出済みステータスです。

2. ストレージシステムに関連付けられたプールを表示することで、ストレージプールのステータスを確認します。

詳しくは詳しくは

ストレージプール管理
ストレージシステムの追加
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ストレージプールの更新ストレージプールの更新

ストレージプールを更新して、ストレージシステムから変更をただちに取得します。定期的な更新はバックグラウンド
で自動的に実行されます。

更新を実行すると、特定のストレージシステムタイプに応じて容量メトリック、プール名、フォルダーがアップデート
されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ストレージプールの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、更新するストレージプールを選択し、アクション > 更新の順に選択します。

注記:注記:

更新操作を確認するメッセージは表示されません。更新はすぐに開始されます。

詳しくは詳しくは

ストレージプール管理
ストレージプール
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ストレージシステムストレージシステム

ストレージシステム画面には、アプライアンスに現在追加されているストレージシステムに関する詳細情報が表示され
ます。この画面を使用して、ストレージシステムを追加、編集、更新、および削除します。

知りたい情報知りたい情報

ストレージシステムの追加

ストレージシステムの編集

ストレージシステムの認証情報の編集

ストレージシステムの更新

ストレージシステムの削除

その他の操作

詳細情報詳細情報

HPE 3PAR StoreServストレージシステ

ム

HPE Primeraストレージシステム

HPE Nimble Storageシステム

サーバープロファイル

ボリューム

ストレージのトラブルシューティング
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HPE 3PAR StoreServストレージシステムHPE 3PAR StoreServストレージシステム

サポートされるHPE 3PAR StoreServストレージシステムをアプライアンスに接続できます。HPE 3PAR StoreServスト
レージソフトウェアを使用して、アプライアンスの管理対象になるようにHPE 3PAR StoreServストレージシステムを設
定する必要があります。

パートナーポートの状態パートナーポートの状態

ポート状態ポート状態 定義定義 同等の同等のHPE 3PAR StoreServストHPE 3PAR StoreServスト
レージレージ状態状態

なし 正常な状態。フェイルオーバーなし。 none

フェイルオーバー中 ポートはオフラインであり、パートナーポートへのフェイ
ルオーバーの最中です。

failover_pending

フェイルオーバーしま
した

ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイル
オーバーしました。

failed_over

失敗 ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイル
オーバーできません。

active_down

復旧中 ポートはオンラインであり、正常な状態に復帰している最
中です。

failback_pending

パートナーポートが
フェイルオーバーしま
した

パートナーポートはフェイルオーバーしました。ポートは
パートナーポートトラフィックです。

active

パートナーが失敗しま
した

パートナーポートに障害が発生し、フェイルオーバー操作
が成功しませんでした。

active_down
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HPE Nimble StorageシステムHPE Nimble Storageシステム

HPE Nimble Storageストレージシステムは、1〜4つのストレージアレイのグループで構成されています。ストレージ
プールはアレイごとに構成されます。各アレイには、コントローラーのペア（アクティブコントローラーとスタンバイ
コントローラー）があります。各コントローラーには通常4〜12個のポートがあり、ストレージボリュームはすべての
アクティブポートで使用可能です。フェイルオーバーは、個々のポートレベルではなく、コントローラーレベルで発生
します。

iSCSI検出およびデータアクセスIPアドレスは、特定のコントローラーまたはポートに関連付けられていません。ファ
イバーチャネルアクセスの場合、適切な冗長性を確保するため（コントローラーのフェイルオーバーが発生した場合）
と、プール（コントローラーペア）間を移動するボリュームをサポートするために、各アクティブコントローラーとス
タンバイコントローラーの少なくとも1つのポートにSANゾーンまたはネットワークを構成します。HPE Nimble
Storageストレージシステムでは、SANがFibre Channel over Ethernet（FCoE）を使用して構成されている場合、HPE
Nimble Storageポートはファイバーチャネルを使用して構成されます。

HPE OneViewは、サーバーを起動するためのターゲットポートのペアを1つだけプロビジョニングできます。したがっ
て、Hewlett Packard Enterpriseは、ファイバーチャネル接続を構成する際には、シングルアレイストレージシステム
グループのみを使用することをお勧めします。適切なフェイルオーバー冗長性のために4つのターゲットポートを必要
とするデュアルアレイストレージシステムグループは、ブートボリュームを正しくサポートできません。

データボリュームアタッチメントパスには多数のターゲットポートを設定できますが、通常、HPE Nimble Storageシス
テムは、パスネットワークを介してすべてのターゲットへのアクセスを可能にするのではなく、HPE OneViewでポート
グループをターゲットポートの最小セットに自動的に割り当てるように設定します（ストレージシステムグループの各
コントローラーに1ポート）。

NimbleOS 5.1.x以降では、 HPE Nimble Storage iSCSIアレイ上のiSCSI Group Scoped Target（GST）をサポートして
います。GSTによって、構成と管理に必要な個々のホスト接続の数が減り、時間の節約になります。例えば、Volume
Scoped Target（VST）では、4つのiSCSIボリュームをホストに接続する場合、各ターゲットを個別にホストに接続しま
す。GSTでは、同じ4つのボリュームを接続するときに、1つのターゲットに接続します。 HPE OneViewは、両方のタイ
プのボリュームアタッチメントをサポートしています。すべてのVSTボリュームアタッチメントでLUNは0ですが、すべ
てのGSTボリュームアタッチメントには、自動または手動で指定された一意のLUN値が割り当てられています。
HPE Nimble StorageHPE Nimble Storageシステムの追加パラメーターシステムの追加パラメーター

ボリューム画面は、関連するストレージシステムからアクセスするか、またはメインメニューのボリューム選択からア
クセスできます。

キャッシュ固定：キャッシュ固定：このパラメーターは、ハイブリッド（フラッシュとメカニカルストレージの混在）アレイに適用

でき、特定ボリューム（例えば、重要なアプリケーション専用のボリューム）のキャッシュプレス率が100%にな

り、全フラッシュストレージシステムの応答時間が提供されます。ボリュームは、アクティブボリューム全体が

キャッシュに配置されるときに固定されます。関連付けられたスナップショット（非アクティブ）ブロックは固定

されません。その時点以降に着信するデータはすべて固定されます。固定可能なボリュームの数は、ボリュームと

使用可能なキャッシュの容量によって制限されます。

パフォーマンスポリシー：パフォーマンスポリシー：パフォーマンスポリシーは、ストレージシステムアレイで定義されますが、ボリューム

を使用するアプリケーションの特性に基づいて、ボリュームのパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。この

ポリシーでは、重複排除、圧縮、およびキャッシングのオプションが有効かどうかによってブロックサイズを定義

し、さらに一定の制限を超えた場合の動作を定義します。選択したパフォーマンスポリシーに基づいて、アプリ

ケーションカテゴリとブロックサイズが表示されます。選択されたパフォーマンスポリシーを使用してボリューム

を作成した後は、同じブロックサイズまたは重複排除設定を持つ事前定義済みポリシーのリストの中から、将来の

パフォーマンスポリシーのみを変更できます。

ボリュームセットボリュームセット

フォルダー：フォルダー：フォルダーはボリュームを保持するコンテナーです。それらは多くの場合、編成、管理、追加のデリ

ゲーションのために使用されます。フォルダーは管理を容易にするための簡単なボリュームグループを提供しま

す。

IOPS制限とデータ転送制限：IOPS制限とデータ転送制限：ボリュームのサービス品質（QoS）を管理するために、ボリュームブロックサイズと組

み合わせてIOPS（1秒あたりの入出力要求）とデータ転送MiB/s（メガバイナリバイト/秒）の制限が使用されます。

入力/出力要求は、IOPSまたはデータ転送制限のいずれかが満たされた場合に調整されます。アレイでは、フォル

ダー内のすべてのボリュームに対する要求を等しく調整するため、IOPS制限とデータ転送制限がフォルダーにも適

用される場合があります。適用されるのは、そのフォルダーの下のすべてのボリュームの累積IOPSがフォルダーの

IOPS制限を超えた場合、またはそのフォルダーの下のすべてのボリュームの累積スループットが、フォルダーの

MiB/s制限を超えた場合です。

詳しくは詳しくは

ストレージボリュームセット
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HPE StoreVirtualストレージシステムHPE StoreVirtualストレージシステム

ボリュームタイプボリュームタイプ

HPE StoreVirtualストレージボリュームには、次の2種類があります。
ターゲットごとに1つのLUN（SLPT）

SLPTボリュームではサーバープロファイルにLUN 0が割り当てられており、アタッチメントパスのターゲットはス
トレージシステム上の明示的なボリュームを指定します。

ターゲットごとに複数のLUN（MLPT）

それぞれのMLPTボリュームでは、サーバープロファイルに一意のLUN値が割り当てられています。

ストレージプールストレージプール

HPE StoreVirtualストレージシステムには、ストレージシステムと同じ名前を持つ1つのストレージプールがありま
す。
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HPE PrimeraストレージシステムHPE Primeraストレージシステム

HPE Primeraは、アクティブ/アクティブのクラスター化システムを形成する複数のノードまたはコントローラーで構成
されるエンタープライズクラスのストレージシステムです。ストレージシステムは、サーバーにブロックストレージ
データを提供します。HPE Primeraは、最適なパフォーマンス、高い耐障害性、および高可用性を提供します。

HPE Primeraは、いくつかのストレージプロトコルとSANトランスポートを使用して、サーバーにデータを提供し、スト
レージプール内のボリュームにデータを整理します。 HPE Primeraは、以下のような多くの容量削減テクノロジーを使
用して、バックアップ物理ストレージ上のデータを仮想化します。

Thin provisioning

重複排除

圧縮

スナップショットまたはクローンコピーの使用

共通プロビジョニンググループ（CPG）などのストレージプールは、すべてのコントローラーノードにまたがってアレ
イ上に作成されます。任意のプール上に作成されたボリュームには、任意のノード上の任意のポートを介してアクセス
できます。

詳しくは、HPE PrimeraのドキュメントHPE Primeraのドキュメントを参照してください。
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ストレージシステムポートストレージシステムポート

各ストレージシステムの一意のストレージシステムポートの設定を次に示します。

HPE 3PAR StoreServストレージHPE 3PAR StoreServストレージシステムシステム

ラベルラベル

ポートのラベル（ある場合）。

プロトコルプロトコル

ポートのプロトコル。ファイバーチャネルは FC、Fibre Channel over Ethernetは FCoE。

予想されたSAN/ネットワーク予想されたSAN/ネットワーク

ストレージシステムポートを接続するSANまたはネットワーク。

ベストプラクティス：自動設定を使用します。ケーブル接続が完了したら、実際のSANが設定され、予想されたSAN

は実際のSANをベースにして設定されます。このようにしなければならない理由は、予想されたSAN/ネットワークメ

ニューに非管理対象の直接接続ネットワークが表示されないからです。

アプライアンスでポートを管理したくない場合は、予想されたネットワークをなしに設定します。

実際のSAN実際のSAN

ストレージシステムポートが接続されているSANまたはネットワーク。

注記:注記:

メニューのリストには、構成済みのアップリンクが表示されます。

ポートグループポートグループ

ストレージポートが属するポートグループ。デフォルトでは、名前は自動で、ポートグループが自動的に選択され

ます。

ポートグループを使用して、ボリュームをサーバープロファイルに接続するときに使用する一連のストレージポー

トを指定できます。ポートグループについて詳しくは、 HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの"ポートグループの自動割り当て"を

参照してください。

HPE 3PAR StoreServストレージHPE 3PAR StoreServストレージシステムの詳細（展開）システムの詳細（展開）

パートナーポートパートナーポート

HPE 3PAR StoreServストレージソフトウェアを使用して、ポートに対するパートナーとして設定されているポート

（持続型ポート）。

フェイルオーバーの状態フェイルオーバーの状態

ポートのフェイルオーバー状態。なし、フェイルオーバー中、フェイルオーバーしました、失敗、復旧中、パ
ートナーポートがフェイルオーバーしました、パートナーが失敗しましたのいずれかです。

HPE Nimble StorageHPE Nimble Storageシステムシステム

HPE Nimble StorageHPE Nimble Storageシステムの詳細（展開）システムの詳細（展開）

コントローラーの状態コントローラーの状態

アクティブまたはスタンバイに設定できます

アレイアレイ

オールフラッシュまたはハイブリッドに設定できます

速度速度

ファイバーチャネルポートの速度。使用中のコントローラーに固有のものです。

HPE StoreVirtualHPE StoreVirtualシステムシステム

VIPVIP
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ストレージシステムの仮想IPアドレス。

ネットワークネットワーク

各VIPに関連付けられているネットワーク。
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HPE OneViewのストレージシステムHPE OneViewのストレージシステム

ストレージシステムとは、ファイバーチャネルポートまたはiSCSI IPアドレスを介して論理ディスク（ボリューム）を
プロビジョニングしてサーバーに提供できるストレージデバイスです。SANストレージシステムをアプライアンスの管
理対象にすることで、ボリュームを追加および作成することができます。ボリュームアタッチメントからサーバープロ
ファイルにボリュームを接続できます。これにより、サーバープロファイルに割り当てられたサーバーハードウェアは
SANストレージシステムにアクセスできます。サポートされているストレージシステムのタイプは、 StoreServ、Sto
reVirtual、Primera、およびNimbleです。

アプライアンスとの接続および同期アプライアンスとの接続および同期

アプライアンスは、ストレージシステムのヘルスステータスを監視し、ストレージシステムのステータスに変化がある
とアラートを発行します。アプライアンスは、ストレージシステムの接続ステータスも監視します。アプライアンスが
ストレージシステムとの接続を失った場合は、接続がリストアされるまでアラートが表示されます。アプライアンス
は、接続の問題を解決してアラートを解除しようとします。それができない場合は、問題を解決し、ストレージシステ
ム画面を使用して、ストレージシステムを手動で更新し、アプライアンスとそれを同期する必要があります。

また、アプライアンスは、ストレージシステムを監視して、ストレージシステムがハードウェアおよび構成の設定に関
する変更を同期するようにします。ただし、（認証情報を変更するなど）アプライアンス外部で行われるストレージシ
ステムへの変更によって、ストレージシステムがアプライアンスとの同期を失う可能性があります。その場合、スト
レージシステムを手動で更新できます。
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ポートグループの自動割り当てポートグループの自動割り当て

ポートグループは、通常はペアでサーバープロファイルのSANアタッチメントパスに割り当てられる一連のファイバー
チャネルSANストレージアクセスポートを表します。FCストレージシステムがHPE OneViewアプライアンスにインポート
されている場合は、ストレージコントローラーポートをユーザー定義の論理グループに手動で配置できます。これらの
ポートグループは、ボリュームがサーバープロファイルに接続されている場合に使用されます。このグループ化によ
り、ボリュームにアクセスできるパスに自動的に割り当てられるポートのサブセットが決まります。HPE OneViewバー
ジョン5.2以前では、割り当てられたプロファイルの数が最も少ないポートグループが、ボリュームアタッチメント用
に作成された新しいパスごとに使用されました。HPE OneViewバージョン5.2以降、そのプロファイル上の同じボリュー
ムのすべての追加パスに、最初のボリュームパス用に識別されたポートグループが優先されます。

ポートグループの自動割り当てを行うと、次のことが可能になり、ポートグループ使用時の予測可能性と整合性が向上
します。

すべてのファブリック接続にわたるボリュームパスの使用状況を把握する

管理者がすべてのストレージコントローラーを1つのアレイに含めるようにポートを手動で定義できる

冗長SANからボリュームへの代替パスを同じポートグループに配置する

新しいストレージシステムを追加するためにポートグループを手動で作成することを要求する

次の図は、各ボリュームで使用頻度の最も低いグループを使用して、プロファイル接続によってパスが割り当てられる
方法を示しています。ここで、別のポートグループは赤で示され、このグループを使用して2番目のファブリックから
同じストレージアレイに接続しています。

次の図は、ポートグループの割り当てが、ファブリックSANごとの割り当てからボリュームアタッチメントごとの割り
当てに変更される方法を示しています。SAN Aファブリックに使用されるポートグループは、SAN Bファブリックと同じ
です。
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注記:注記:

SAN Bファブリックに同じ名前のポートグループがない場合、HPE OneViewは割り当てられたプロファイ
ルの数が最も少ないポートグループを使用します。
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ストレージシステムの追加ストレージシステムの追加

ストレージシステムを追加またはインポートして、アプライアンスの管理下に置きます。

追加またはインポートするストレージシステムを選択すると、HPE OneViewは設定するデバイス固有の構成を表示しま
す。

HPE 3PAR StoreServストレージのターゲットのポートの割り当てでロードバランシングを容易にするには、プライ

マリポートとパートナーポートを含む複数のポートグループを定義します。ポートグループについて詳しくは、

HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの"ポートグループの自動割り当て"を参照してください。

注記:注記:

ストレージシステムのドメインを選択した後は、そのストレージシステムを削除して再度追加しない
と、別のドメインを選択することができません。HPE 3PAR StoreServストレージシステムはドメインな
しで構成できます。その場合、ドメインフィールドにドメインなしと表示されます。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

ストレージシステムが電源オンになっていて構成済みであり、WSAPIサービスが有効になってること。

HPE 3PAR StoreServストレージシステムについては、ストレージシステムのすべてのドメインで、少なくとも編
集のユーザー役割を持っている必要があります。 basic_edit役割では不十分です。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ストレージシステムの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで+ ストレージシステムの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

少なくとも1つのストレージシステムを追加するまで、アクションメニューは表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

注記:注記:

ストレージシステムを追加するときに、HPE OneViewネットワークまたはSANをストレージシステム

ポートに関連付けることができます。ネットワークまたはSANの関連付けは、いつでも変更できま

す。

ストレージシステムにすでに構成されているストレージプールを選択して、マネージドプールとし

てHPE OneViewにインポートすることもできます。

3. 操作を完了する場合は追加をクリックし、別のストレージシステムを追加する場合は追加+をクリックします。

4. マスターウィンドウでストレージシステムが追加されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

HPE StoreVirtualストレージシステム
ストレージプール管理
ストレージシステムの認証情報の編集
ドメインからのストレージプールの選択
HPE 3PAR StoreServストレージシステム
HPE Nimble Storageシステム
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ストレージシステムの編集ストレージシステムの編集

HPE 3PAR StoreServストレージおよびHPE Nimble Storageシステムの場合、予想されたSAN/ネットワークおよびポート
グループの値のみを変更できます。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ストレージシステムの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで、編集するストレージシステムを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、 編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。ポートグループ名を変更するには、既存のテキストを削除し、ポートグループ

名を作成します。ポートグループについて詳しくは、 HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの"ポートグループの自動割り当て"を参

照してください。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

注記:注記:

ストレージシステムを追加するときに、HPE OneViewネットワークまたはSANをストレージシステム

ポートに関連付けることができます。ネットワークまたはSANの関連付けは、いつでも変更できま

す。

ストレージシステムにすでに構成されているストレージプールを選択して、マネージドプールとし

てHPE OneViewにインポートすることもできます。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

ストレージシステム
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ストレージシステムの認証情報の編集ストレージシステムの認証情報の編集

ストレージシステムの認証情報（IPアドレスまたはホスト名、ユーザー名、およびパスワード）は、アプライアンスか
らは編集できません。これらは、ストレージシステムソフトウェアを使用してを編集します。ストレージシステムの認
証情報を編集する場合は、これらの認証情報を使用して、ストレージシステムに接続できるようにアプライアンスを
アップデートします。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

HPE 3PAR StoreServストレージシステムについては、ストレージシステムのすべてのドメインで、少なくとも 編集の
ユーザー役割を持っている必要があります。 basic_edit役割では不十分です。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ストレージシステムの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで、編集するストレージシステムを選択し、アクション > 認証情報の編集の順に選択しま

す。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. OKをクリックして変更を適用します。

認証情報が有効な場合は、アプライアンスがストレージシステムに接続されます。

詳しくは詳しくは

ストレージシステム
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ストレージシステムの更新ストレージシステムの更新

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ストレージシステムの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、更新したいストレージシステムを選択します。

3. アクション > 更新の順に選択します。

注記:注記:

更新操作を確認するメッセージは表示されません。更新はすぐに開始されます。

詳しくは詳しくは

ストレージシステム

ストレージシステムの更新 1216



ストレージシステムの削除ストレージシステムの削除

注記:注記:

アプライアンスからストレージシステムを削除すると、ボリューム、ボリュームテンプレート、または
サーバープロファイルテンプレートがストレージプールに関連付けられていない限り、ストレージシス
テム上のストレージプールはHPE OneViewから自動的に削除されます。このような場合は、最初に関連付
けを削除して、ストレージシステムとそのストレージプールを削除する必要があります。

前提条件前提条件

権限： インフラストラクチャ管理者または ストレージ管理者。

注記:注記:

この操作を完了するには、ユーザーの役割の権限をスコープで制限しないでください。

ボリューム、ボリュームテンプレート、またはサーバープロファイルテンプレート内で構成されているストレージ

システムのストレージプールへの関連付けをすべて削除している。

ストレージシステム上のボリュームを管理対象から削除している。

ストレージシステム上のストレージプールを指定するすべてのボリュームテンプレートを削除している。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ストレージシステムの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するストレージシステムを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 表示された場合は確認メッセージの内容を確認し、はい、削除しますをクリックしてストレージシステムを削除し

ます。

5. マスターウィンドウでストレージシステムが削除されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

ストレージシステム
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ストレージボリュームストレージボリューム

ストレージボリューム画面には、現在HPE OneViewが管理しているボリュームが表示されます。この画面を使用して、
ボリュームを作成、編集、更新、および削除します。また、ストレージシステムにすでに存在するボリュームの編集、
更新、および削除が可能です。

知りたい情報知りたい情報

ボリュームの追加

ボリュームからスナップショットを作成

ボリュームの作成

スナップショットからボリュームを作成

ボリュームの削除

ボリュームの編集

ボリュームの容量の増加

HPE OneViewで管理されていないボリュームへのアク

セスを削除ダイアログ

エクストラプレゼンテーションを削除しますダイア

ログ

HPE 3PAR StoreServストレージの以前のスナップ

ショットに戻す

その他の操作

詳細情報詳細情報

複数のHPE OneViewアプライアンスを使用した共有スト

レージボリュームを管理する際の留意事項

2つのHPE OneViewアプライアンスを使用したストレージ

ボリュームの管理

スナップショット

ボリュームアタッチメントとボリュームの容量

ストレージシステム

ストレージボリューム 1218

https://support.hpe.com/hpesc/docDisplay?docId=a00111822ja_jp&page=s_storage-volumes-task-create_d4e18376.html


複数のHPE OneViewアプライアンスを使用した共有ストレージボリュームを管理複数のHPE OneViewアプライアンスを使用した共有ストレージボリュームを管理

する際の留意事項する際の留意事項

HPE OneViewは、以下の共有ストレージオブジェクトを特定の条件で複数のHPE OneViewアプライアンスに追加すること
をサポートします。

ストレージシステムストレージシステム - 1つのストレージシステムを複数のHPE OneViewアプライアンスに追加します。各HPE

OneViewアプライアンスは、ストレージシステムでポートの負荷分散を個別に実行します。

ストレージプールストレージプール - 1つのストレージプールを複数のHPE OneViewアプライアンスに追加します。各アプライアンス

は、ストレージプールからストレージボリュームをプロビジョニングできます。

SANSAN - 1つのSANを複数のHPE OneViewアプライアンスに追加します。Brocade Network Advisor（BNA）および

Brocade Fabric OS（FOS）スイッチのSANマネージャーのみが、複数アプライアンスからのSANの同時ゾーニングを

サポートします。最良の結果を得るには、各アプライアンスのSANに同じSANゾーニングポリシーを使用してくださ

い。

ストレージボリュームストレージボリューム - 1つのストレージボリュームを複数のHPE OneViewアプライアンスに追加します。各アプラ

イアンスは、ストレージボリュームに接続された独自のサーバープロファイルを持つことができます。このプロセ

スの間、HPE OneViewでは、他のアプライアンスに構成されているアタッチメントのアラートが生成されます。この

ようなアラートの受信を停止するには、グローバル設定を使用して、各アプライアンスのエクストラボリュームプ

レゼンテーションのチェックオプションを無効にします。

詳しくは詳しくは

2つのHPE OneViewアプライアンスを使用したストレージボリュームの管理
エクストラプレゼンテーションチェックのアラートの無効化

複数のHPE OneViewアプライアンスを使用した共有ストレージボリュームを管理する際の留意事項 1219



2つのHPE OneViewアプライアンスを使用したストレージボリュームの管理2つのHPE OneViewアプライアンスを使用したストレージボリュームの管理

HPE OneViewは、複数のHPE OneViewアプライアンスから1つのストレージボリュームを管理することをサポートしま
す。ストレージボリュームは、アクティブ/アクティブPeer Persistenceアーキテクチャーを使用して、異なるスト
レージアレイ間でデータを複製するように構成できます。HPE Primeraシステムがストレージボリュームの整合性を管
理します。HPE OneViewアプライアンスのどれもこのアーキテクチャーを管理しません。

すべてのHPE OneViewアプライアンスで同じタイプのストレージボリュームを使用してください。各アプライアンス
で、サーバーを構成し、それをすべてのアプライアンスのストレージボリュームに接続します。したがって、あるアプ
ライアンスのストレージボリュームのボリュームアタッチメントを、他のアプライアンスのストレージボリュームのボ
リュームアタッチメント構成を損なわずに構成できます。

あるHPE OneViewアプライアンスのストレージボリュームを編集すると、その変更は、他のすべてのHPE OneViewアプラ
イアンスで共有されている同じストレージボリュームに適用されます。

ただし、ストレージボリュームアタッチメントに対して実行された以下の変更は、それらのストレージボリュームア
タッチメントを使用してサーバーを管理している HPE OneViewアプライアンスのみに適用されます。

ストレージボリュームのストレージボリュームアタッチメントの作成または削除。

1つのHPE OneViewからのストレージボリュームの削除（ストレージシステムからは削除しない）。

あるアプライアンスからストレージボリュームを削除しても、別のアプライアンスに存在するストレージボリュー

ムには影響しません。異なるアプライアンスから共有ストレージボリュームを削除するには、ストレージシステム

から削除するか、各HPE OneViewアプライアンスから削除します。

この図は、マルチサイトの複製された構成で同じストレージボリュームを使用している2つのHPE OneViewアプライアン
スを表しています。

詳しくは詳しくは

エクストラプレゼンテーションチェックのアラートの無効化
複数のHPE OneViewアプライアンスを使用した共有ストレージボリュームを管理する際の留意事項

2つのHPE OneViewアプライアンスを使用したストレージボリュームの管理 1220



スナップショットスナップショット

注記:注記:

HPE OneView内では、ストレージシステムリソースの管理に使用するHPE 3PAR StoreServストレージに対
してのみスナップショットを作成できます。

HPE Nimble Storageのスナップショットは、HPE Nimble Storageシステム内で作成され、管理されま
す。

次の情報は、HPE OneView内で作成されたスナップショットに適用されます。

スナップショットとは、既存のボリュームのある時点の仮想コピーです。スナップショットをボリュームのバックアッ
プとして使用でき、そのスナップショットを使用してボリュームをバックアップに復元したり、スナップショットから
ボリュームを作成できます。
スナップショットとは、スナップショットが作成された時点のボリュームの静的なコピーです。スナップショットを
とった後にボリュームでアップデートがあっても、スナップショットには反映されません。

スナップショットから作成された新しいボリュームはスナップショットと同じサイズになり、スナップショット内のす
べてのデータを含みます。2つのボリュームは論理的に関連していませんが、物理的には、変更されていないデータは2
つのボリューム間で一度しか保存されません。

ボリュームをスナップショットへ復元すると、スナップショットを作成した時点でボリュームに入っていたデータが復
元されます。ボリュームのサイズは、スナップショットに復元したときと同じままになります。例えば50 GiBボリュー
ムのスナップショットを作成して、このボリュームが100 GiBの大きさになった時点でスナップショットに復元する
と、ボリュームは100 GiBになり、ボリュームが50 GiBの時点で作成されたスナップショットのデータを含みます。

ボリュームをスナップショットに復元すると、スナップショットをとった後に作成または変更したすべてのデータは失
われます。データの損失を防ぐためにデータをバックアップしてください。

スナップショットを削除すると、スナップショット内のすべてのデータが失われます。

スナップショット 1221



ボリュームアタッチメントとボリュームの容量ボリュームアタッチメントとボリュームの容量

ボリュームアタッチメントボリュームアタッチメント

ボリュームは、ストレージシステム上のストレージプールからプロビジョニングされた論理ディスクを表します。

ボリュームは、単一サーバー（プライベート）で使用することも、複数のサーバー（共有）で使用することもできま
す。プライベートボリュームを使用してSANから起動します。

サーバープロファイルでボリュームアタッチメントを構成することにより、1台以上のサーバーにボリュームを接続で
きます。ボリュームアタッチメントは、ストレージシステム上のボリュームプレゼンテーション（StoreServポート選
択、ホストおよびvLUN作成）の他に、サーバーとストレージシステムを接続するSAN上のSANゾーニング（自動ゾーニン
グが有効）を管理します。ボリュームアタッチメントとは、ボリュームとサーバープロファイルの間のデータパスを定
義したものです。ボリュームアタッチメントを編集する場合は、サーバープロファイル画面からアクセスします。ボ
リュームアタッチメントビューには、関連するサーバープロファイルとストレージパスの詳細が表示されます。

ボリュームテンプレートを使用して、同じ構成で複数のボリュームを作成できます。

ボリュームの容量ボリュームの容量

ボリュームの容量は、編集して増やすこと（拡張）ができます。ボリュームの容量を減らすことはできません。

ボリュームを拡張してもボリュームのスナップショットは拡張されず、より小さいスナップショットからボリュームの
状態を復元すると、ストレージシステムに固有の動作が現れることがあります。正確な動作を理解するには、ストレー
ジシステムのドキュメントを参照してください。

ボリュームがシンプロビジョニングされてストレージシステムの要件を満たす場合のみ、ボリュームの重複排除と圧縮
を有効にすることができます。HPE Nimble Storageでは、プールも重複排除に対応している必要があります。この場
合、アレイはすべてフラッシュであり（ハイブリッドではない）、パフォーマンスポリシーにはアプリケーションカテ
ゴリが割り当てられている必要があります。

詳しくは詳しくは

ボリュームの追加

ボリュームアタッチメントとボリュームの容量 1222



ボリュームの追加ボリュームの追加

アプライアンスの管理下にあるストレージシステム上に存在するボリュームを追加できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

追加するボリュームを含むストレージシステムがアプライアンスによって管理されていること。

追加するボリュームを含むストレージプールがアプライアンスによって管理されていること。

追加するボリュームに定義されているスナップショットストレージプールがアプライアンスによって管理されてい

ること。

手順手順

1. 次のいずれかの操作を行います。

メインメニューからストレージ > ボリューム > + ボリュームの追加を選択します。

メインメニューからストレージ > ボリュームを選択し、アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

少なくとも1つのボリュームを作成すると、アクションメニューが表示されます。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

ボリュームがプライベート（単一サーバーで使用）であるか共有（複数のサーバーで使用）であるかを指定しま

す。

インポート時に自動的に取得されないボリュームプロパティをHPE OneViewに設定します。

以前定義したスコープを選択することによって、ボリュームテンプレートの使用を制限することもできます。

注記: 注記: 作成パーミッションがスコープによって制限されている場合、リソースを管理するには、1

つまたは複数の限定的なスコープにリソースを割り当てる必要があります。

3. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別のボリュームを追加します。

4. マスターウィンドウでボリュームが追加されていることを確認します。

ボリュームを追加した後は、それをサーバープロファイルに接続できます。

詳しくは詳しくは

スコープ
スナップショット
ストレージボリューム
ストレージシステムの追加
ドメインからのストレージプールの選択
サーバープロファイル

ボリュームの追加 1223



ボリュームからスナップショットを作成ボリュームからスナップショットを作成

スナップショットを作成すると、作業中のシステムから特定の設定をコピーし、変更して再利用できます。

注記:注記:

HPE OneViewからHPE Nimble Storageシステムのスナップショットを作成することはできません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはストレージ管理者。

HPE 3PAR StoreServストレージボリュームを作成または追加してある。

ボリュームのスナップショットストレージプールを構成してある。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、スナップショットを作成するボリュームを選択し、アクション > スナップショットの作

成の順に選択します。

3. 画面に表示された値を編集します。

4. 作成をクリックして変更を適用します。

5. 詳細ウィンドウでスナップショットビューを確認して、スナップショットが作成されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

スナップショット
ストレージボリューム
ボリュームの追加
ボリュームの作成

ボリュームからスナップショットを作成 1224



ボリュームの作成ボリュームの作成

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

少なくとも1つのストレージシステムを追加済みであること。

少なくとも1つのストレージプールを追加済みであること。

HPE Nimble Storageでボリュームセットを使用する場合は、管理コンソールを使用して、HPE Nimble Storageシス

テム上ですべてのボリュームセット（"データ保護ボリュームコレクション"と呼ばれる）を定義する必要がありま

す。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで+ボリュームの作成をクリックします。

アクション > 作成の順に選択します。

注記:注記:

少なくとも1つのボリュームを作成するまで、アクションメニューは表示されません。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

認証スコープを選択することでも、選択したボリュームセットの使用を制限できます。

注記: 注記: 作成パーミッションがスコープによって制限されている場合、リソースを管理するには、1つ

または複数の限定的なスコープにリソースを割り当てる必要があります。

3. 作成をクリックして操作を完了するか、作成+をクリックして別のボリュームを作成します。

4. マスターウィンドウでボリュームが作成されていることを確認します。

ボリュームを作成した後は、それをサーバープロファイルに接続できます。

詳しくは詳しくは

スコープ
ストレージボリューム
ボリュームセット用のスナップショットのスケジュール作成
ストレージシステムの追加
ドメインからのストレージプールの選択
サーバープロファイル

ボリュームの作成 1225



スナップショットからボリュームを作成スナップショットからボリュームを作成

スナップショットのデータに基づいてボリュームのフルコピーを作成できます。大容量のボリュームの場合、コピー操
作に使用されるストレージシステムのリソースによっては時間がかかる場合があります。

注記:注記:

HPE OneViewからHPE Nimble Storageシステムのスナップショットを基にボリュームを作成することはで
きません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、スナップショットを作成するボリュームを選択してスナップショットビューへ移動しま

す。

3. ボリュームを作成するためのスナップショットを探して、ボリュームの作成をクリックします。

4. 画面に表示された値を編集します。

5. 作成をクリックして変更を適用します。

6. 詳細ウィンドウを調べて、ボリュームが作成されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

スナップショット
ストレージボリューム
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ボリュームの削除ボリュームの削除

重要:重要:

ボリュームを削除するときには、次のオプションのいずれかを選択します。

HPE OneViewおよびストレージシステム

ボリュームをHPE OneViewから除去して、ストレージシステムから削除します。これで、ボリュー
ム上のすべてのデータが失われることになります。

HPE OneViewのみ

ボリュームをHPE OneViewから削除します。このボリュームはストレージシステムに残ってお
り、HPE OneViewの管理下に戻されるまでは、手動で管理する必要があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するボリュームを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージがある場合はそれを確認し、はい、削除しますをクリックしてボリュームを削除します。

5. マスターウィンドウでボリュームが削除されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

ストレージボリューム

ボリュームの削除 1227



ボリュームの編集ボリュームの編集

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで、編集するボリュームを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

ストレージボリューム

ボリュームの編集 1228



ボリュームの容量の増加ボリュームの容量の増加

ボリュームの容量は、増やすこと（拡張）ができます。最小サイズと最大サイズはストレージシステムによって異なり
ます。ボリュームサイズについては、ストレージシステムのドキュメントを参照してください。

注記:注記:

ストレージプール内の残りの容量を超えて、フルプロビジョニングボリュームの容量を増やすことはで
きません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで、容量を増やすボリュームを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. OKをクリックして変更を適用します。

4. 詳細ウィンドウでプロビジョニングされた容量を確認して、ボリュームの容量が増加していることを確認します。

詳しくは詳しくは

ストレージボリューム

ボリュームの容量の増加 1229



HPE OneViewHPE OneViewで管理されていないボリュームへのアクセスを削除ダイアログで管理されていないボリュームへのアクセスを削除ダイアログ

このアラートアクションは、サーバープロファイルと管理対象ボリュームのいずれかで表示されます。

サーバープロファイルアラート

ストレージシステム上のホストエントリーには余分なイニシエーターが構成されていて、HPE OneViewにはこれら
のイニシエーターの記録がありません。

HPE OneViewで管理されていないボリュームへのアクセスを削除操作は、余分なホストエントリーを削除します。

ボリュームアラート

HPE OneViewの管理下にあるボリュームには、HPE OneViewに存在しないHPE 3PAR StoreServストレージシステム
上に存在するVLUNがあります。余分なイニシエーター（ストレージアレイ上の別のホストエントリー）または
ターゲットが存在します。

HPE OneViewで管理されていないボリュームへのアクセスを削除操作は、余分なエントリーをボリュームアクセス
から削除します。

注記:注記:

これらのアラートのデフォルトのスキャン間隔は4時間です。

HPE OneViewで管理されていないボリュームへのアクセスを削除ダイアログ 1230



エクストラプレゼンテーションを削除しますダイアログエクストラプレゼンテーションを削除しますダイアログ

このアラートアクションは、HPE OneViewが検出したストレージシステム上のボリュームアクセスがHPE OneViewによっ
て付与されていなかった（エクストラプレゼンテーション）場合に発生します。エクストラプレゼンテーションを削除
しますのアクションを使用すると、エクストラプレゼンテーションをストレージシステムから削除できます。エクスト
ラプレゼンテーションを削除した後、管理対象のボリュームは、サーバープロファイルにそのボリュームへの添付ファ
イルが含まれるサーバーによってのみアクセスできます。

注記:注記:

エクストラプレゼンテーションを削除します操作は、HPE OneViewの管理下にあるボリュームにHPE

OneViewの管理下にないサーバーがアクセスしている場合は使用しないでください。この操作を行う

と、管理下にないサーバーがストレージシステムにアクセスできなくなります。

エクストラプレゼンテーションを削除します操作は、ゾーニングやエイリアスには影響がありませ

ん。

エクストラプレゼンテーションを削除しますダイアログ 1231



HPE 3PAR StoreServストレージHPE 3PAR StoreServストレージの以前のスナップショットに戻すの以前のスナップショットに戻す

HPE 3PAR StoreServストレージボリュームの前のスナップショットに復元できます。

注記:注記:

ストレージボリュームのスナップショットに復元すると、ストレージボリュームの現在のデータが失わ
れます。スナップショットに復元する前に、ストレージボリュームをバックアップするかスナップスナップショットに復元する前に、ストレージボリュームをバックアップするかスナップ
ショットを作成してください。ショットを作成してください。

ボリュームをスナップショットに復元しても、現在のボリュームサイズには影響がありません。ボ
リュームが小さかった時点でのスナップショットを復元しても、復元されたボリュームのサイズは現在
のボリュームサイズから縮小しません。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者、サーバー管理者、またはストレージ管理者。

ボリュームは、サーバープロファイル > 編集 > SANストレージ画面内のボリュームアタッチメントストレージパス

を無効にすることで、関連付けられているサーバープロファイルからマウント解除されている。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、スナップショットを作成するボリュームを選択してスナップショットビューへ移動しま

す。

3. 復元したいスナップショットを見つけて、復元しますをクリックします。

4. ダイアログでメッセージを確認します。ボリュームをスナップショットに復元するには、はい、復元しますをク

リックします。

5. タスクのアクティビティを表示して、ボリュームのデータが復元されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

スナップショット

HPE 3PAR StoreServストレージの以前のスナップショットに戻す 1232



ストレージボリュームセットストレージボリュームセット

ボリュームのコレクションは、HPE OneViewでボリュームセットと呼ばれます。ボリュームセットは、スナップショッ
トや複製スケジュールなどのデータ保護ポリシーを管理するために使用されます。

データベースやトランザクションログなどアプリケーションの複数のコンポーネントを保持するボリュームは、ボ
リュームセットにグループ化できます。

ボリュームセットと、関連するストレージシステム、ボリューム、およびボリュームテンプレートを表示するに
は、HPE OneViewのボリュームセット画面を使用します。ストレージシステムが更新されるたびに新しいボリューム
セットが検出され、HPE OneViewにインポートされます。

知りたい情報知りたい情報

その他の操作

詳細情報詳細情報

ボリュームセット

ユーザーの役割の操作権限

ストレージのトラブルシューティン

グ

ストレージボリュームセット 1233



ボリュームセット用のスナップショットのスケジュール作成ボリュームセット用のスナップショットのスケジュール作成

ボリュームセットには、指定した間隔で関連付けられた各ボリュームのスナップショットを作成する一連のスケジュー
ルが含まれます。スナップショットは同期的にキャプチャーされ、アプリケーション環境全体の一貫したバックアップ
が保証されます。一般に、各アプリケーションは異なるボリュームセットを使用します。ボリュームセットには複数の
スケジュールを含めることができるため、そのセットに割り当てられているすべてのボリュームに影響します。これら
のスケジュールは追加で実行されるため、スケジュールが重なると、スケジュールごとにスナップショットとレプリカ
が作成されます。

ボリュームのコレクションは、HPE OneViewでボリュームセットと呼ばれます。ボリュームセットは、スナップショッ
トやレプリケーションスケジュールなどのデータ保護ポリシーを管理するために使用されます。

データベースやトランザクションログなどアプリケーションの複数のコンポーネントを保持するボリュームは、ボ
リュームセットにグループ化できます。

ボリュームセットとボリュームセットとHPE Nimble StorageHPE Nimble Storage

ボリュームセットは、HPE Nimble Storageシステムでストレージ管理者によって定義および構成されます。HPE Nimble
Storageの場合、「ボリュームセット」の対応する用語は「データ保護ボリュームコレクション」です。

必要に応じて、ボリュームセットの使用をHPE Nimble Storageシステム上の特定の認証スコープに制限するように選択
できます。

現在、HPE Nimble Storageのすべてのボリュームセットは、HPE Nimble Storage管理コンソールを使用してHPE Nimble
Storageに定義する必要があります。新しく作成された"データ保護ボリュームコレクション"は、システムが更新され
るたびにボリュームセットとして検出され、HPE OneViewにインポートされます。スナップショットスケジュール（頻
度）は、ボリュームセットに関連して定義されます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information LibraryHewlett Packard Enterprise Information LibraryにあるHPE Nimble Storageドキュメントを参照してくだ

さい。

詳しくは詳しくは

ストレージボリューム
スナップショット
スコープ

ボリュームセット用のスナップショットのスケジュール作成 1234
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ストレージボリュームテンプレートストレージボリュームテンプレート

ボリュームテンプレートとは、標準的な構成を作成することができる論理リソースです。その標準的な構成を使用して
複数のボリュームを作成したりアップデートしたりできます。

ボリュームテンプレート画面を使用して、ストレージボリュームテンプレートを作成、表示、編集、および削除しま
す。

知りたい情報知りたい情報

ボリュームテンプレートの作成

ボリュームテンプレートのコピー

ボリュームテンプレートの削除

ボリュームテンプレートの編集

その他の操作

詳細情報詳細情報

ボリュームの作成にボリュームテンプレートを要求する

ための構成（"設定：ストレージ"）。

ボリュームテンプレートの作成とプロビジョニング

ボリュームテンプレートの整合性

ストレージボリュームテンプレート 1235



ボリュームテンプレートの作成とプロビジョニングボリュームテンプレートの作成とプロビジョニング

ボリュームテンプレートは、プロビジョニング（FullまたはThin）、圧縮、重複排除など、ストレージボリュームのプ
ロパティを指定します。HPE OneViewボリュームテンプレート画面には、プロビジョニングタイプと、ボリュームテン
プレートを使用して作成するボリュームを設定するためのオプションがあります。

ボリューム作成にテンプレートが必要ボリューム作成にテンプレートが必要

このオプションは、ボリュームテンプレートを使用せずにボリュームが作成されることを防ぎます。テンプレートを使
用せずに外部ボリュームを追加することもできます。

プロビジョニングプロビジョニング

ボリュームのプロビジョニングタイプを設定できます。

Full

Thin

重複排除の有効化

シンプロビジョニングされたボリュームで重複排除を有効にでき、ストレージシステムの要件を満たすことが

できます。

圧縮の有効化

シンプロビジョニングされたボリュームで圧縮を有効にでき、ストレージシステムの要件を満たすことができ

ます。

詳しくは、HPE StoreVirtualHPE StoreVirtualのマニュアルのマニュアルを参照してください。

詳しくは詳しくは

ストレージボリューム
設定：スコープ

ボリュームテンプレートの作成とプロビジョニング 1236
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ボリュームテンプレートの整合性ボリュームテンプレートの整合性

ボリュームテンプレートを作成または編集する場合は、特定のフィールドをロックして、後でテンプレートから作成さ
れたボリュームでこれらの値が編集されないようにすることができます。HPE OneViewは、整合性を保つためにロック
された値を関連するボリューム値と比較します。

フィールドをロックするには、ロックアイコン  を選択します。

不整合ボリューム（ボリューム上の値がボリュームテンプレート内のロックされた値と一致しないボリューム）は、ボ
リュームテンプレート概要画面のボリューム整合性グラフに表示されます。

不整合ボリュームは必ずしもエラー状態ではありません。これは、関連するボリュームテンプレートの値がロックされ
る前にボリュームの値が設定されていた場合や、ボリュームの作成後にテンプレートが変更された場合にも発生するこ
とがあります。いずれの場合も、ボリュームの作成に使用した元のボリュームテンプレートとは異なっている場合で
も、これらの値を引き続き使用してもかまいません。

整合性のないボリュームを整合性のある状態にする整合性のないボリュームを整合性のある状態にする

整合性のないボリュームの値を関連するテンプレートの値と合わせる、ボリューム内の不整合な値を編集して、ボ
リュームテンプレート内の値と一致させます。ロックされていない値の編集は制限されません。ただし、関連するボ
リュームテンプレートのロックされた値と一致しない編集はできません。

ボリュームのプロパティの相互依存性と履歴のために、不整合が、ボリュームのプロパティの変更で解決できない場合
がありますが、代わりにボリュームのテンプレートの変更で解決できることもあります。

詳しくは詳しくは

SANの管理
ストレージプール管理
ストレージボリューム
ストレージボリュームテンプレート

ボリュームテンプレートの整合性 1237



ボリュームテンプレートの作成ボリュームテンプレートの作成

ストレージシステムで一貫したボリューム作成をサポートするボリュームテンプレートを作成します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

少なくとも1つのストレージシステムを追加済みであること。

管理用に少なくとも1つのストレージプールを選択したこと。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームテンプレートの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで+ボリュームテンプレートの作成をクリックします。

アクション > 作成の順に選択します。

注記:注記:

少なくとも1つのボリュームテンプレートを作成すると、アクションメニューが表示されます。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

デフォルト値とオプションのロックプロパティを設定して、ボリューム構成を簡素化します。

以前定義した認証スコープを選択することによって、ボリュームテンプレートの使用を制限することもできます。

3. 作成をクリックして操作を完了するか、作成+をクリックして別のボリュームテンプレートを作成します。

4. マスターウィンドウでボリュームテンプレートが作成されていることを確認します。

ボリュームテンプレートを作成した後は、それを使用してボリュームを作成できます。

詳しくは詳しくは

ボリュームテンプレートの作成とプロビジョニング
ストレージボリューム
ボリュームテンプレートの整合性
スコープ
ストレージシステムの追加
ドメインからのストレージプールの選択

ボリュームテンプレートの作成 1238



ボリュームテンプレートのコピーボリュームテンプレートのコピー

このアクションを使用して、同様の要件を持つストレージシステム用のストレージボリュームテンプレートを構成する
際の時間を短縮します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームテンプレートの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、コピーするボリュームテンプレートを選択します。

3. アクション > コピーの順に選択します。

4. 必要に応じて設定を確認し、構成を編集します。

テンプレート名は一意でなければなりません。

5. コピーをクリックします。

6. ボリュームテンプレートがボリュームテンプレートのマスターウィンドウにリストされていることを確認します。

詳しくは詳しくは

ボリュームテンプレートの整合性
ストレージボリュームテンプレート

ボリュームテンプレートのコピー 1239



ボリュームテンプレートの削除ボリュームテンプレートの削除

ボリュームテンプレートが削除されると、そのテンプレートで構成されたボリュームへのHPE OneViewでの関連付けが
自動的に削除されます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

ボリュームテンプレートは、サーバープロファイルテンプレートによって使用されていない状態である必要がありま
す。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームテンプレートの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、削除するボリュームテンプレートを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. 確認メッセージがある場合はそれを確認し、はい、削除しますをクリックしてボリュームテンプレートを削除しま

す。

5. マスターウィンドウでボリュームテンプレートが削除されていることを確認します。

詳しくは詳しくは

ボリュームテンプレートの整合性
ストレージボリュームテンプレート

ボリュームテンプレートの削除 1240



ボリュームテンプレートの編集ボリュームテンプレートの編集

注記: 注記: ボリュームテンプレートを編集する場合、テンプレートからプロビジョニングされる任意の既存
のボリュームがボリュームテンプレートと適合しなくなる可能性があります。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはストレージ管理者。

手順手順

1. メインメニューからストレージ > ボリュームテンプレートの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで、編集するボリュームテンプレートを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

ボリュームテンプレートの作成とプロビジョニング
ストレージボリュームテンプレート

ボリュームテンプレートの編集 1241



HPE OneViewHPE OneViewを使用したトラブルシューティングを使用したトラブルシューティング

このトピックでは、HPE OneViewでのアクションが必要な問題に対処するためのトラブルシューティング情報を提供し
ます。

具体的なトラブルシューティング手順については、以下のリストのトピックを選択してください。

トラブルシューティングの対象トラブルシューティングの対象

アクティビティ

アプライアンスの問題

アプライアンスネットワークのセットアップ

暗号化モードの切り替え

メール通知

エンクロージャーとエンクロージャーグループ

ファームウェアバンドル

インターコネクト

論理インターコネクト

ネットワーク

レポート

スコープ

サーバーハードウェア

サーバープロファイル

ストレージ

ユーザーアカウント

詳細情報詳細情報

HPE OneViewでのトラブルシューティングの基本的な手

法

サポートダンプファイルの作成

仮想アプライアンスコンソールの使用

HPE OneViewを使用したトラブルシューティング 1242
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HPE OneViewHPE OneViewでのトラブルシューティングの基本的な手法でのトラブルシューティングの基本的な手法

HPE OneViewには、問題の解決に使用できるさまざまなトラブルシューティングツールがあります。画面とログを調査
するという複合的なアプローチに従うことで、アクティビティと発生したエラーの履歴を取得できます。

アクティビティ画面には、ユーザーによるものかアプライアンスによるものかに関わらず、アプライアンスに対し

て行われたすべての変更のログが表示されます。これは監査ログに似ていますが、内容はより詳細で、UIから簡単

にアクセスできます。

アクティビティ画面には、ヘルスアラートおよびステータス通知のログも表示されます。

監査ログをダウンロードすると、システムに対して行われたセキュリティ関連の処置を把握するために役立ちま

す。

サポートダンプファイルを作成は、デバッグに必要なログなどの情報を収集し、分析のために認定テクニカルサ

ポートに送信できる暗号化された圧縮ファイルにまとめます。

詳しくは、設定：アプライアンスを参照してください。

インターコネクト、サーバー、およびエンクロージャーのステータスのレポートを確認します。レポートはインベ

ントリ情報も提供でき、データセンター内のプロセッサーとサーバーモデルの種類も確認できます。アップデート

が必要なファームウェアを表示することもできます。

注記:注記:

UIが利用できない場合は、トラブルシューティングにMaintenance Consoleを使用できます。

推奨事項推奨事項 説明説明

メッセージを探すメッセージを探す 構文エラーについて：構文エラーについて：

値を入力すると、ユーザーインターフェイスにより構文がチェックされます。構文エラー

があると、エントリーの横に説明のメッセージが表示されます。正しい値が入力されるま

で、ユーザーインターフェイスまたはコマンドラインには引き続きメッセージが表示され

ます。

ネットワークのセットアップエラーについて：ネットワークのセットアップエラーについて：

それらを適用する前に、アプライアンスが、IPアドレスや完全修飾ドメイン名（FQDN）の

ような重要なネットワークパラメーターを検証して、それらのフォーマットが適切かどう

か確認します。

ネットワーク設定が適用された後、アプライアンスは、到達可能性チェックやホスト名か

らのIPのルックアップなどのその他の検証を実行します。パラメーターが正しくない場

合、アプライアンスはネットワークインターフェイスカード（NIC）に対する検証エラー

を示すアラートを生成し、ブラウザーとの間の接続は失われる可能性があります。

報告された重大なエラーについて：報告された重大なエラーについて：

アプライアンスからエンクロージャーへの接続をチェックします。

サポートダンプを作成して、認定テクニカルサポートに問い合わせます。

アクティビティ画面を画面を
調査する調査する

アクティビティについてのメッセージを見つけるには：

注記:注記:

仮想コンソールから以下の手順を実行する必要がある場合があります。

1. ステータスがクリティカルまたは警告の最新のアクティビティを見つけます。

詳しくは、アクティビティの絞り込みを参照してください。

2. アクティビティを展開して、エラーの解決方法の推奨処置を表示します。

3. 指示に従ってください。

HPE OneViewでのトラブルシューティングの基本的な手法 1243



アプライアンスの仮想アプライアンスの仮想
マシンを調査するマシンを調査する

VMホストがダウンしている、または応答しない場合：

1. ローカルコンピューターから pingコマンドを使用して、アプライアンスに到達できるか

どうかを確認します。

pingコマンドが成功した場合は、ブラウザー設定（特にプロキシサーバー）が正し

いことを確認します。

プロキシサーバーをバイパスすることを検討してください。

pingコマンドがアプライアンスに到達しなかった場合は、アプライアンスがネット

ワークに接続されていることを確認します。

2. ハイパーバイザーにログオンして、そのハイパーバイザーが実行中であることを確認しま

す。

3. アプライアンスの仮想ゲストが稼働中であることを確認します。

4. VMホストの構成が有効であることを確認します。

VMホストのIPアドレスとその他のネットワークパラメーターの正確さを確認します。

5. 管理コンソールから、アプライアンスのネットワーク設定が正確であることを確認しま

す。

詳しくは、アプライアンスネットワーク設定を参照してください。

6. ハイパーバイザーのパフォーマンスデータを調べます。アプライアンスが100%の稼働率で

稼働中の場合は、ハイパーバイザーを再起動します。

推奨事項推奨事項 説明説明

HPE OneViewでのトラブルシューティングの基本的な手法 1244



仮想アプライアンスコンソールの使用仮想アプライアンスコンソールの使用

仮想アプライアンスコンソールには、以下のことをサポートする制限付きのブラウザーインターフェイスがあります。

DHCP以外の環境でのアプライアンスのネットワーク構成

管理者アカウントのパスワードリセット要求

認定テクニカルサポートのための高度な診断

初めてアプライアンスにアクセスして、アプライアンスのネットワークを構成するには、仮想アプライアンスコンソー
ルを使用します。仮想アプライアンスコンソールを使用すると、DHCP以外の環境のネットワークにアプライアンスを
ブートストラップすることができます。仮想アプライアンスコンソールは、ブラウザーの全機能を装備した代替のもの
ではありません。

仮想アプライアンスコンソールが、ブラウザーセッションを開始します。ブラウザーは全画面表示であるため、タブを
追加することはできません。ソフトウェアアップデートやファームウェアバンドル（Service Pack）のアップロードな
ど、ダイアログボックスからファイルを選択する必要のある操作は実行できません。「進む」や「戻る」といった基本
的なブラウズ操作のみを実行できます。

仮想アプライアンスコンソールのキーの組み合わせ仮想アプライアンスコンソールのキーの組み合わせ

キーの組み合わせキーの組み合わせ 機能機能

Alt+← （Altと左矢印） 前のページを参照

Alt+→ （Altと右矢印） 次のページを参照

Ctrl++ （Ctrlとプラス記号） 拡大

Ctrl+- （Ctrlとハイフン） 縮小

Ctrl+0 （Ctrlとゼロ） ズームをリセット

Ctrl+F  検索

Ctrl+R

または

F5

 リロード/表示の更新

Ctrl+Alt+Backspace ブラウザーインターフェイスの再起動

仮想アプライアンスコンソールの使用 1245



アクティビティのトラブルシューティングアクティビティのトラブルシューティング

以下の情報を使用して、アクティビティ画面に表示されるアラートのトラブルシューティングを行います。

アラートが生成されない

アラートがHPE OneViewユーザーインターフェイスに表示されない

HPE OneViewでアラートがロックされている

HPE OneViewのアラート状態が予期しないものである

HPE OneViewでアラートステータスが空白または予期しないとして報告される

イベントが解決した後も元のアラートが残る

アクティビティのトラブルシューティング 1246



アラートが生成されないアラートが生成されない

症状症状

アラートまたはトラップが生成されない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

HPE OneViewは、複数のサーバーからのアラートまたはトラップを処理しません。この問題は、アプライアンスが非準
拠の場合に発生します。

サーバーハードウェアのライセンス数が超過しています。

アクションアクション

1. 管理対象サーバーハードウェアへのライセンスの適用

2. サーバーハードウェアにライセンスを適用します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

HPE OneViewは、iLOサーバーからのSNMPv3およびテストトラップを処理しません。この問題は、iLOサーバーでの登録
の問題が原因で発生する可能性があります。

アクションアクション

iLOサーバーが応答を開始した後に約1分待ってから、HPE OneViewでサーバーハードウェアを更新してください。

このアクションにより、iLOサーバーのSNMP構成がリストアされ、HPE OneViewでサーバーの監視と管理が継続される
ようになります。

アラートが生成されない 1247



アラートがアラートがHPE OneViewHPE OneViewユーザーインターフェイスに表示されないユーザーインターフェイスに表示されない

症状症状

アラート画面にアクセスできないか、その画面にアラートが投稿されていない

原因原因

権限が適切でない

アクションアクション

1. 可能であれば、特権ユーザーとしてログインします。可能でない場合は、物理リソースタイプのアラートを認識で

きるロールに変更するように、インフラストラクチャ管理者に要求します。

2. 再度ログインします。

3. アクティビティ画面を表示します。

アラートがHPE OneViewユーザーインターフェイスに表示されない 1248



HPE OneViewHPE OneViewでアラートがロックされているでアラートがロックされている

症状症状

アラートがロックされており消去できない。

原因原因

アクティブアラートが内部のリソースマネージャーによってロックされています。

注記:注記:

ロック済アラートは手動では消去できません。

アクションアクション

1. アラートを展開し、解決策に記された推奨アクションに従います。

2. 詳細が必要な場合は、イベント詳細を展開し、correctiveActionの詳細を参照してください。

3. 内部リソースマネージャーは、推奨されるアクションが実行されたことを検知すると、アラートステータスを自動

的にクリア済に変更します。

問題が解決されても、ロックされたアラートが自動的にクリアされない場合は、REST APIの PUT /rest/alerts
/{id}?force=true を使用して、ロックされたアラートをクリアできます。

詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

HPE OneViewでアラートがロックされている 1249
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HPE OneViewHPE OneViewのアラート状態が予期しないものであるのアラート状態が予期しないものである

症状症状

以下に示す以外のアラート状態：

アクティブ

ロック済

クリア済

原因原因

リソースが、原因になっている問題について予期しないアラート状態を報告しました。

アクションアクション

1. アラートを展開し、解決策に記された推奨アクションに従います。

2. 詳細が必要な場合は、イベント詳細を展開し、correctiveActionの詳細を参照してください。

3. リソースは変更を検出すると、自動的にアラートの状態をクリア済に変更します。

HPE OneViewのアラート状態が予期しないものである 1250



HPE OneViewHPE OneViewでアラートステータスが空白または予期しないとして報告されるでアラートステータスが空白または予期しないとして報告される

症状症状

以下に示す以外のアラートステータス：

クリティカル

警告

OK

不明

アクションアクション

1. アクティビティをクリアします。

2. クリアしたアクティビティをアクティブな状態にリストアします。

HPE OneViewでアラートステータスが空白または予期しないとして報告される 1251



イベントが解決した後も元のアラートが残るイベントが解決した後も元のアラートが残る

症状症状

イベントが解決され、他のすべてのアラートがすべてクリアされても、アラートは通知に残ります。

原因原因

問題が解決すると多くのアラートが自動的にクリアされますが、元のアラートは手動でクリアする必要があります。
元のメッセージは、管理者がインシデントを認識できるように保持されます。そうでない場合、イベントが発生して
検出されない可能性があります。

アクションアクション

手動でアラートをクリアします。

イベントが解決した後も元のアラートが残る 1252



アプライアンスの問題のトラブルシューティングアプライアンスの問題のトラブルシューティング

アプライアンスがシャットダウンしなかった

復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっている

アプライアンスのパフォーマンスが低い

アプライアンスがログインを拒否する

HPE OneViewで監査エントリーがログ記録されていない

HPE OneViewから監査ログをダウンロードできない

HPE OneViewで監査ログが存在しない

ブラウザーにユーザーインターフェイスが表示されない

HPE OneViewのバックアップファイルの作成やダウンロードができない

HPE OneViewで暗号化されていないサポートダンプを作成できない

工場出荷時設定へのリセット操作後にログインできない

シャットダウン後にアプライアンスを再起動できない

HPE OneViewアプライアンスをアップデートできない

証明書が失効した

ブラウザーセッションを取得できなかった

HPE OneViewアプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アップデートが失敗する

HPE OneViewアプライアンスのアップデートが失敗する

HPE OneViewが共有対称暗号鍵をネゴシエートできない

HPE OneViewがSSH情報を取得できない

HPE OneViewがリモートバックアップ構成を確認できない

HPE OneViewダッシュボードにアイコンが表示されない

無効な証明書チェーンによって操作ができない

HPE OneViewで証明書の内容が無効で処理ができない

ログイン画面が表示されない

公開SSHホストキーが現在の暗号化設定と互換性がない

アクションメニューからコンソールの起動を選択しても何も起こらない

HPE OneViewのリストア操作に失敗した

スキャンツールによってSSH暗号の誤検出の問題が報告される

リモートバックアップサーバーのSSHホスト公開キーが無効である

HPE OneViewのサポートダンプファイルが保存されない

HPE OneViewのサポートダンプが作成されなかった

証明書失効リストを自動的にダウンロードできない

CA署名付きクライアント証明書を使用してSCMBサーバーに接続できない

続行してWebサイトに安全に接続するためのオプションが見つからない

証明書をインポートできない

メインメニューにすべてのリソースを表示できない

予期しないアプライアンスのシャットダウン

アプライアンスの問題のトラブルシューティング 1253



アプライアンスの問題のトラブルシューティング 1254



アプライアンスがシャットダウンしなかったアプライアンスがシャットダウンしなかった

症状症状

シャットダウン操作をしてもアプライアンスが起動したままだった。

原因原因

内部サーバーエラーが発生した可能性があります。

アクションアクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

3. シャットダウン操作を再試行します。

4. ハイパーバイザーを使用して適切なシャットダウンを実行します。

5. 問題が解決しない場合は、サポートダンプを作成します。

6. サポートスペシャリストに連絡して、サポートダンプを提供してください。Hewlett Packard Enterpriseへの問い

合わせについて詳しくは、Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセスを参照してください。

アプライアンスがシャットダウンしなかった 1255



復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっている復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっている

症状症状

アプライアンスにアクセスすると、HPE OneViewユーザーインターフェイスの代わりにアプライアンスエラー画面が表
示されます。

原因原因

アプライアンスのエラー画面は、さまざまな予期しない内部エラーで表示される可能性があります。

アクションアクション

エラー画面にはエラーに関する情報が表示され、問題の修正アクションが提案される場合があります。さらに、トラ
ブルシューティングに役立ついくつかのリンクが表示される場合があります。特定のリンクでは、その機能を実行す
る前にHPE OneViewの認証情報の入力を求められます。

1. 詳細：これをクリックすると、現在の問題の原因となっているエラーに関する詳細を示すアクティビティ画面が表

示されます。

2. サポートダンプの作成：これをクリックすると、サポートダンププロセスが開始され、認定サポート担当者に提供

するデータを収集できます。

3. 再起動：これをクリックすると、HPE OneViewアプライアンスが再起動されます。

注記:注記:

アプライアンスがエラーから復旧しない場合は、認定サポート担当者に連絡し、サポートダンプを

提供してください。

アプライアンスを復旧できない場合は、以前のバックアップからイメージを再作成して復元しま

す。

復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっている 1256



アプライアンスのパフォーマンスが低いアプライアンスのパフォーマンスが低い

症状症状

アプライアンスは動作するが、パフォーマンスが低い。

原因原因

アプライアンスが過負荷になっているか、ハイパーバイザーホストの構成が最適なパフォーマンスのために設定され
ていません。

アクションアクション

1. 規模の制限を超えていないことを確認します。

詳しくは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照してください。

2. アプライアンスと管理ネットワークの間で適切なネットワーク接続を確認します。

3. pingコマンドを使用してネットワークの速度低下をチェックします。

クライアントシステムから、OneViewアプライアンスにpingを実行します。

OneViewシステムから、設定 > ネットワーク > アクション > pingの順に移動し、いくつかの管理対象システ

ムにpingを実行します。

4. ブラウザーの設定が正しいことを確認します。例えば、プロキシサーバーをバイパスすることを検討してくださ

い。

5. 物理コンポーネントがHPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

に記載されている要件を満たしていることを確認します。

HPE ProLiant G7クラスCPU以降を含むVMホスト

2 GHz以上の仮想CPU 8個を含むVM

VMが24 GBメモリで構成されている

CPUおよびメモリリソースが、ハイパーバイザーツールを使用して予約されている

6. 高性能ストレージを使用していることを確認します。SANストレージを使用している場合は、VMドライブを高パ

フォーマンスに構成してください。

7. ハイパーバイザーハードウェアのUEFIシステムユーティリティで、電源管理が最大パフォーマンスに設定されてい

ることを確認します。

8. ハイパーバイザーホストが過負荷でないことを確認します。

a. 仮想マシンのパフォーマンスデータ（パフォーマンスカウンター）を調べます。ハイパーバイザーが100%の利

用率で動作している場合は、以下の対策を検討してください。

VMホストの再起動

より多くのリソースがあり、特にビジーでないVMホストへのアプライアンスの移動

9. サポートダンプファイルを作成して、サポートスペシャリストに問い合わせます。

アプライアンスのパフォーマンスが低い 1257
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アプライアンスがログインを拒否するアプライアンスがログインを拒否する

症状症状

ログイン画面はあるが、アプライアンスがログインを拒否している。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ローカルユーザーアカウントの認証が無効です。

アクションアクション

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力します。

2. インフラストラクチャ管理者に連絡して、次のことを行います。

a. ユーザーに割り当てられたアカウント名を確認します。

b. 必要に応じて、パスワードをリセットします。

c. ユーザーを削除して再度追加します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

HPE OneViewアプライアンスのエンタープライズディレクトリサービスに対する認証または構成が無効です。

アクションアクション

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力し、正しい認証ディレクトリを選択します。

2. 企業のセキュリティチーム管理者に連絡して、次のことを行います。

a. アカウント名を確認し、ユーザーがエンタープライズディレクトリサービス内のグループのメンバーであるこ

とを確認します。

3. インフラストラクチャ管理者に連絡して、次のことを行います。

a. 認証ディレクトリサービスが正しく構成されていることを確認します。

b. ディレクトリサーバーが動作していることを確認します。詳しくは、ディレクトリサービスがHPE OneViewから

使用できないを参照してください。

c. ディレクトリサービスホスト証明書が有効であることを確認します。有効でなければ、証明書を再取得してイ

ンストールします。

d. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

e. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

アプライアンスがログインを拒否する 1258



HPE OneViewHPE OneViewで監査エントリーがログ記録されていないで監査エントリーがログ記録されていない

症状症状

監査ログのエントリーが欠けている。

原因原因

監査ログの編集によってログ記録が停止した。

アクションアクション

アプライアンスを再起動します。

HPE OneViewで監査エントリーがログ記録されていない 1259



HPE OneViewHPE OneViewから監査ログをダウンロードできないから監査ログをダウンロードできない

症状症状

監査ログをダウンロードするためのアクションメニュー項目が表示されていない。

原因原因

権限が適切ではありません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 監査ログをダウンロードします。

HPE OneViewから監査ログをダウンロードできない 1260



HPE OneViewHPE OneViewで監査ログが存在しないで監査ログが存在しない

症状症状

監査ログが削除された。

アクションアクション

アプライアンスを再起動して、監査ログを作成し、ログ記録を再開します。

HPE OneViewで監査ログが存在しない 1261



ブラウザーにユーザーインターフェイスが表示されないブラウザーにユーザーインターフェイスが表示されない

症状症状

ブラウザーにユーザーインターフェイスが表示されない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ブラウザーがサポートされていません。

アクションアクション

サポートされているブラウザーを使用してください。サポートされるブラウザーについては、HPE OneViewサポートマHPE OneViewサポートマ

トリックストリックス を参照してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ブラウザーのキャッシュがいっぱいになっている。

アクションアクション

1. ブラウザーのキャッシュをクリアして、再試行します。

2. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

JavaScriptが有効でない。

アクションアクション

ブラウザーでJavaScriptを有効にします。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

アプライアンスとの接続に問題があります。

アクションアクション

1. ブラウザーのプロキシ設定が正確であることを確認します。

2. ファイアウォールが適切に構成されていることを確認します。

詳しくは、 HPE OneViewに必要なファイアウォールポートを参照してください。

3. アプライアンスがネットワークにアクセスできることを確認します。

詳しくは、アプライアンスがネットワークにアクセスできないを参照してください。

ブラウザーにユーザーインターフェイスが表示されない 1262

https://www.hpe.com/info/oneview/docs
https://www.hpe.com/support/OneView-SM


HPE OneViewHPE OneViewのバックアップファイルの作成やダウンロードができないのバックアップファイルの作成やダウンロードができない

症状症状

バックアップファイルを作成またはダウンロードできなかった。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

関連するほかの操作が進行中である。バックアップファイルは、一度に1つしか作成できません。バックアップファイ
ルは、リストア操作中や、前のバックアップファイルのアップロードまたはダウンロード中には作成できません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 別のバックアップまたはリストア操作が実行中でないかを確認します。設定画面の進行状況バーまたはアクティビ

ティのサイドバーに示された完了状況を確認します。

3. ジョブの操作が完了するまで待ちます。

4. アラートが表示された場合は、その解決方法に従います。

バックアップ操作を再試行します。

バックアップ操作が失敗した場合は、アプライアンスを再起動します。

アプライアンスを再起動した後、バックアップ操作を再度実行します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ネットワーク接続の問題によってダウンロードできません。

アクションアクション

ネットワークが正しく構成されていて、予期したとおりに実行されていることを確認します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

バックアップ操作中にプロファイル操作が実行されていたため、次のいずれかが発生しました。

ネットワーク内でGUIDが重複する

サーバーに前のプロファイルの設定が適用される

エラーメッセージ：操作は中断されました

エラーメッセージ：構成に整合性がありません

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 影響を受けるサーバーを特定します。

3. サーバーからプロファイルの割り当てを解除します。

4. サーバーにプロファイルを再割り当てします。

いずれかのエラーメッセージが報告された場合は、この状態に関係した、（HPE OneViewには関連のない）次のよ

うな要因を確認します。

サーバーが移動されたかどうか?

サーバーの電源がオフにされたかどうか?

5. サポートダンプファイルの作成。

6. この問題をサポートスペシャリストに報告します。

HPE OneViewのバックアップファイルの作成やダウンロードができない 1263



HPE OneViewHPE OneViewで暗号化されていないサポートダンプを作成できないで暗号化されていないサポートダンプを作成できない

症状症状

暗号化されたサポートダンプファイルを作成できるが、暗号化されていないものを作成できない。

原因原因

暗号化されていないサポートダンプファイルを作成する適切な権限がありません。インフラストラクチャ管理者のみ
が実行できます。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

3. 暗号化されていないサポートダンプのオプションを指定します。

4. サポートダンプを作成します。

5. 進行状況バーを調べることで、成功を確認します。

HPE OneViewで暗号化されていないサポートダンプを作成できない 1264



工場出荷時設定へのリセット操作後にログインできない工場出荷時設定へのリセット操作後にログインできない

症状症状

工場出荷時設定へのリセット操作後にログインが許可されない。

原因原因

工場出荷時設定へのリセットによって認証が削除されました。

アクションアクション

初めてログインしたときに使用したデフォルトの認証情報でアプライアンスにログインします。

工場出荷時設定へのリセット操作後にログインできない 1265



シャットダウン後にアプライアンスを再起動できないシャットダウン後にアプライアンスを再起動できない

症状症状

再起動操作の結果、再起動ではなくシャットダウンした。

原因原因

内部サーバーエラーが発生した可能性があります。

アクションアクション

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. VMハイパーバイザーからアプライアンスコンソールをチェックして、HPE OneViewアプライアンスが動作している

かシャットダウンされているかを確認します。

a. コンソールがシャットダウンされている場合は、ハイパーバイザーのコントロールを使用してアプライアンス

の電源をオンにします。

b. コンソールが動作している場合は、以下の手順を試してください。

2. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

3. 再起動操作を再実行します。

4. アプライアンスにSSHで接続し、Maintenance Consoleから再起動操作を再試行します。

5. 問題が続く場合は、サポートダンプを作成し、サポートに問い合わせてください。

シャットダウン後にアプライアンスを再起動できない 1266



HPE OneViewHPE OneViewアプライアンスをアップデートできないアプライアンスをアップデートできない

症状症状

アプライアンスのアップデート操作が失敗する。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

権限が適切でない

アクションアクション

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. アップデート操作をもう一度実行します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

アプライアンスがネットワークにアクセスできない。

アクションアクション

アプライアンスがネットワークにアクセスできないを参照してください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

アプライアンス証明書が無効、失効した、あるいは変更された。

アクションアクション

1. 設定画面のセキュリティウィンドウから、証明書の設定を調べます。

2. アプライアンス証明書が無効か失効している場合は、新たに取得します。

証明書タイプに応じて、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプまたはHPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプ「アプライアンス証明書署名リクエストの作

成」の「アプライアンス自己署名証明書の作成」、またはを参照してください

3. ブラウザーページを更新します。

4. 新しい証明書を承諾します。

5. アップデート操作を再度試します。

HPE OneViewアプライアンスをアップデートできない 1267

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


証明書が失効した証明書が失効した

症状症状

認証機関が証明書を認識しない。

原因原因

証明書が有効ではなくなっています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得します。

2. 新しい署名要求を生成します。

証明書が失効した 1268



ブラウザーセッションを取得できなかったブラウザーセッションを取得できなかった

症状症状

ブラウザーにセッションが表示されないか、セッションがフリーズしたように表示される。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

セッションがタイムアウトした

アクションアクション

1. ログアウトします。

2. ログインし直して新しいセッションを開始します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

セッションからログアウトしている。

アクションアクション

ログインして新しいセッションを開始します。

ブラウザーセッションを取得できなかった 1269



HPE OneViewHPE OneViewアプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アッアプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アッ

プデートが失敗するプデートが失敗する

症状症状

アップデートファイルが正常にダウンロードされたが、アップデート操作によってアプライアンスがアップデートさ
れない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ダウンロードファイルがブラウザーには大きすぎる。

アクションアクション

1. ダウンロードサイズがブラウザーの機能内であることを確認します。

2. 別のブラウザーを使用します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ファイルがアプライアンスから削除された。

アクションアクション

1. アップデートファイルをダウンロードします。

2. アップデート操作を再試行します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

アプライアンスのバージョンは、アップデートの対象となるバージョンの範囲外です。

アクションアクション

1. サポートされているバージョン（アプライアンスのバージョンに基づいた）のアップデートファイルをダウンロー

ドします。

2. アップデート操作を再試行します。

HPE OneViewアプライアンスアップデートファイルをダウンロードしても、アップデートが失敗する 1270



HPE OneViewHPE OneViewアプライアンスのアップデートが失敗するアプライアンスのアップデートが失敗する

症状症状

アップデートアクションの前に、アプライアンスのアップデートに影響するすべてのブロックまたは警告の条件が表
示されます。

アップデートが失敗する

アクションアクション

1. すでにインストールされている同じバージョンにアップグレードしていないことを確認します。

2. アップデートを再試行する前に、設定画面のアプライアンスパネルで、LAN、CPU、およびメモリのすべてのステー

タスインジケーターが緑色であることを確認します。

3. サポートダンプを作成して、サポートスペシャリストに問い合わせます。

HPE OneViewアプライアンスのアップデートが失敗する 1271



HPE OneViewが共有対称暗号鍵をネゴシエートできないHPE OneViewが共有対称暗号鍵をネゴシエートできない

症状症状

一致する鍵交換方式が見つからなかったため、リモートバックアップ構成の検証に失敗し、エラーメッセージが表示
されます。

原因原因

アプライアンス上での各セッションの共有対称暗号鍵のネゴシエーションに使用可能な鍵交換アルゴリズムが、リ
モートバックアップサーバーでサポートされているアルゴリズムのリストと一致していません。

アクションアクション

リモートバックアップサーバーに構成されている KexAlgorithms に、サポートされているアルゴリズムリストの
アルゴリズムが含まれていることを確認してください。

HPE OneViewが共有対称暗号鍵をネゴシエートできない 1272



HPE OneViewがSSH情報を取得できないHPE OneViewがSSH情報を取得できない

症状症状

リモートサーバーの公開ホストキーを生成できません。

原因原因

アプライアンスで公開または非公開のホストキーペアを生成するために使用されるアルゴリズムが、リモートバッ

クアップサーバーでサポートされているアルゴリズムのリストと一致しません。

アプライアンスでサポートされている対称暗号アルゴリズムが、リモートバックアップサーバーでサポートされて

いるものと一致しません。

アクションアクション

リモートバックアップサーバーで構成されている暗号とHostKeyAlgorithmsに、HPE OneViewとバックアップサーバー
間のセキュアな接続のための暗号に一覧表示されているサポートされるアルゴリズムリストにあるアルゴリズムが含
まれていることを確認します。

HPE OneViewがSSH情報を取得できない 1273



HPE OneViewがリモートバックアップ構成を確認できないHPE OneViewがリモートバックアップ構成を確認できない

症状症状

リモートバックアップ構成の検証に失敗し、ファイル転送プロトコルのエラーメッセージが表示されます。

原因原因

アプライアンスで各メッセージのハッシュをメッセージ認証コードに変換するために使用可能なアルゴリズムが、リ
モートバックアップサーバーでサポートされているアルゴリズムのリストと一致していません。

アクションアクション

リモートバックアップサーバーに構成されているMACに、サポートされているアルゴリズムリストのアルゴリズムが含
まれていることを確認してください。

HPE OneViewがリモートバックアップ構成を確認できない 1274



HPE OneViewHPE OneViewダッシュボードにアイコンが表示されないダッシュボードにアイコンが表示されない

症状症状

ダッシュボードのアイコンが表示されません。

原因原因

ブラウザーがアイコンをロードする前にタイムアウトが発生しました。

アクションアクション

1. ブラウザーを更新するか、再ロードします。

2. アプライアンスがネットワークにアクセスできることを確認します。

HPE OneViewダッシュボードにアイコンが表示されない 1275



無効な証明書チェーンによって操作ができない無効な証明書チェーンによって操作ができない

症状症状

リモートアプライアンスの証明書チェーンが破損した。

アクションアクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者として、アプライアンス用の新しい証明書を作成または取得します。

3. 新しい署名要求を生成します。

無効な証明書チェーンによって操作ができない 1276



HPE OneViewHPE OneViewで証明書の内容が無効で処理ができないで証明書の内容が無効で処理ができない

原因原因

証明書の形式が無効である。

アクションアクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者として、有効な形式を使用して新しいアプライアンスを作成または取得します。詳し

くは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプのアプライアンス証明書署名リクエストの作成または

3. 新しい証明書をインポートしてください。

HPE OneViewで証明書の内容が無効で処理ができない 1277

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


ログイン画面が表示されないログイン画面が表示されない

症状症状

ログイン画面がない

解決方法 1解決方法 1

原因原因

アプライアンスがまだ起動していないか、ブラウザーが正しく動作していない。

アクションアクション

1. アプライアンスが完全に起動するまで待ちます。

2. ブラウザーを更新して、再試行します。

3. 別のクライアントから接続してみます。

4. ハイパーバイザーコンソールを使用して、アプライアンスが稼働しているかどうかを確認します。

5. アプライアンスが動作している場合は、アプライアンスのネットワーク設定を確認します。

また、ハイパーバイザーホストのネットワーク構成も確認してください。

6. 設定 > ネットワーク > アクション > pingの順にクリックし、いくつかのデバイスにpingを実行して、アプライ

アンスがネットワーク上にあることを確認します。

7. アプライアンスを再起動します。

8. 新しいブラウザーを開いて、再試行します。

9. インフラストラクチャ管理者として、REST APIを使用してアプライアンスを再起動します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ローカルユーザーアカウントの認証が無効です。

アクションアクション

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力します。

2. インフラストラクチャ管理者に、ログイン名と役割設定を確認します。アプライアンスが元の工場出荷時設定にリ

セットされた場合、インフラストラクチャ管理者がユーザーを復権させる必要が生じることがあります。

3. インフラストラクチャ管理者として、次の操作を実行します。

a. アカウント名を確認し、ユーザーに役割が割り当てられていることを確認します。

b. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

認証ディレクトリサービスの認証が無効です。

アクションアクション

1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力し、正しい認証ディレクトリを選択します。

2. インフラストラクチャ管理者にログイン名と、グループ設定と役割設定を確認します。アプライアンスが元の工場

出荷時設定にリセットされた場合、インフラストラクチャ管理者がユーザーを復権させる必要が生じることがあり

ます。

3. インフラストラクチャ管理者として、次の操作を実行します。

a. アカウント名を確認し、ユーザーがディレクトリサービス内のグループのメンバーであることを確認します。

b. 認証ディレクトリサービスが正しく構成されていることを確認します。

c. ディレクトリサービスサーバーが動作していることを確認します。ディレクトリサービスを使用できないを参

ログイン画面が表示されない 1278



照してください。

d. ディレクトリサービスホスト証明書が有効であることを確認します。有効でなければ、証明書を再取得してイ

ンストールします。

e. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

f. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

ログイン画面が表示されない 1279



公開SSHホストキーが現在の暗号化設定と互換性がない公開SSHホストキーが現在の暗号化設定と互換性がない

症状症状

SSH公開ホストキーに互換性がないため、リモートバックアップ構成を適用できない。

原因原因

リモートバックアップサーバーのアルゴリズムを使用して生成された公開キーは、現在のセキュリティモードのア

プライアンスでは脆弱です。この例には、FIPSモードやCNSAモードのDSAキーなどがあります。各HPE OneViewリ

リースのサポート暗号化アルゴリズムをリストしているHPE OneViewとバックアップサーバー間のセキュアな接続

のための暗号を参照してください。

RSAキーの長さが不十分です。この例には、RSA 2048ビットに対してRSA 1024ビットが生成されている場合などが

あります。

一部のプログラム（CompleteFTPなど）による2048ビットキーの生成により、2047ビットキーが生成される場合があり
ます。

アクションアクション

十分な強度と長さの公開キーまたは秘密キーのペアをリモートバックアップサーバーにインストールし、リモート
バックアップの場所を構成するときにその公開キーを貼り付けて（または4.2以降では検出して）ください。

公開SSHホストキーが現在の暗号化設定と互換性がない 1280



アクションメニューからコンソールの起動を選択しても何も起こらないアクションメニューからコンソールの起動を選択しても何も起こらない

症状症状

アクションメニューからコンソールの起動を選択しても何も起こりません。リモートコンソールが開かず、リモート
コンソールアプリケーションをインストールするためのダイアログも表示されません。

原因原因

統合リモートコンソールアプリケーションがアンインストールされているか、古くなっている可能性があります。ま
たは、他のイベントにより、実際のアプリケーションステータスがブラウザーのインストールステータスフラグと同
期しなくなった可能性があります。これが発生すると、HPE OneViewは、存在しないまたは機能していないアプリケー
ションを起動しようとします。

アクションアクション

1. コンソールを再インストールするには、Shiftキーを押し、アクション > コンソールの起動を選択します。

これにより、コンソールのインストールダイアログが強制的に表示されます。

2. ソフトウェアを再インストールするには、ソフトウェアのインストールをクリックし、手順に従ってアプリケー

ションを再度インストールします。

3. インストール完了 — コンソールの起動をクリックして、インストール後にコンソールを起動します。

アクションメニューからコンソールの起動を選択しても何も起こらない 1281



HPE OneViewHPE OneViewのリストア操作に失敗したのリストア操作に失敗した

症状症状

復元操作と工場出荷時設定へのリセット操作が失敗したため、アプライアンスは再起動できませんでした。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

バックアップファイルに互換性がない。バックアップのバージョンがアプライアンスのバージョンと一致しない。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 次の条件を満たす最新のバックアップファイルを使用してリストア操作を再試行してください。

リストア中のアプライアンスのHPE OneViewメジャーおよびマイナーのバージョン番号が、バックアップファイル

が作成されたアプライアンスと同じであること。設定画面には、次の形式でバージョン番号が表示されます。

バージョンメジャー.マイナー.nn-nnnnn 月—日—年

3. リストア操作で自動的に解決できなかった不整合を調整します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

重大なエラーが発生した。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. サポートダンプファイルを作成して、サポートスペシャリストに問い合わせる必要があります。

3. 可能であれば、アプライアンスを工場出荷時設定にリセットします。

4. リストア操作を再試行します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

復元操作が失敗しました。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. サポートダンプファイルを作成して、サポートスペシャリストに問い合わせる必要があります。

3. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。

最新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。

アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行います。

4. 問題が解決しない場合は、サポートスペシャリストにお問い合わせください。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

リストア操作のステータスは、進行中だが、変化の比率（%）が2.5時間以上変更されません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. アプライアンスを再起動します。

3. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。

最新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。

HPE OneViewのリストア操作に失敗した 1282



アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行います。

HPE OneViewのリストア操作に失敗した 1283



スキャンツールによってSSH暗号の誤検出の問題が報告されるスキャンツールによってSSH暗号の誤検出の問題が報告される

症状症状

Nessusなどのセキュリティ脆弱性スキャンツールによって、HPE OneViewのSSHサーバーが、攻撃者による暗号文から
プレーンテキストメッセージへの復元が可能になる暗号ブロック連鎖（CBC）暗号化をサポートしていると報告されま
す。

原因原因

HPE OneView SSHサーバーは、スキャナーでは検知されない適切な保護を採用しています。

アクションアクション

ツールが完全な分析なしで問題をスキャンすると、レポートに誤った情報が表示されます。SSHサーバーには、必要な
すべての対策があります。

詳しくは、次のトピックを参照してください。

アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコル

HPE OneViewのリモートバックアップサーバーでサポートされるアルゴリズム

セキュアシェルアクセス

スキャンツールによってSSH暗号の誤検出の問題が報告される 1284



リモートバックアップサーバーのSSHホスト公開キーが無効であるリモートバックアップサーバーのSSHホスト公開キーが無効である

症状症状

手動で入力したSSHホスト公開キーが無効であるため、リモートバックアップ構成を確認できません。

原因原因

SSHホストキーフィールドにキーを切り取って貼り付ける際にエラーがありました。

アクションアクション

1. フィールドに切り取って貼り付けるときに、改行を含めていないことを確認してください。

2. 操作を再試行するか、別のキーを使用します。

3. ユーティリティを使用して、リモートバックアップサーバーからホストキーを取得します。

a. opensshには、ほとんどのLinuxディストリビューションで一般的に見られるホストキーをキャプチャーする

ユーティリティがあります。

b. ssh-keyscan <host> コマンドにより、使用可能なSSHホストキーが表示されます。

c. のHPE OneViewとバックアップサーバー間のセキュアな接続のための暗号に従って、サポートされている適切な

アルゴリズムと長さを選択します。

d. リモートバックアップサーバーの管理者にホストキー指紋を確認します。

リモートバックアップサーバーのSSHホスト公開キーが無効である 1285



HPE OneViewHPE OneViewのサポートダンプファイルが保存されないのサポートダンプファイルが保存されない

症状症状

アプライアンスにサポートダンプファイルがない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ブラウザーの設定が正しく設定されていない場合、自動ダウンロードの通知を見逃す可能性があります。

アクションアクション

1. ダウンロードが完了したことを確認します。

2. 対応するHPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスを参照して、ご使用のアプライアンスのブラウザーの要件を確認して

ください。

3. サポートダンプの作成操作を再実行し、アクティビティサイドバーでダウンロードの進行状況バーを調べます。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

サポートダンプファイルに十分なディスク領域がクライアント側にありません。

アクションアクション

1. ローカルコンピューターに、サポートダンプファイルを収容できる十分なディスクスペースがあることを確認しま

す。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

サポートダンプファイルを使用できない。

アクションアクション

1. クリーンアップしてシステム内のスペースを確保します。

2. ブラウザー設定で複数のファイルのダウンロードを有効にします。

3. サポートダンプの作成をもう一度試して、サポートダンプを確認します。

HPE OneViewのサポートダンプファイルが保存されない 1286

https://www.hpe.com/support/OneView-SM


HPE OneViewHPE OneViewのサポートダンプが作成されなかったのサポートダンプが作成されなかった

症状症状

想定したサポートダンプが見つからない

解決方法 1解決方法 1

原因原因

経過時間が不十分

アクションアクション

1. しばらく待ちます。サポートダンプファイルの作成には、数分かかる場合があります。ログファイルが大きい場

合、またはシステムが大規模の場合、サポートダンプファイルの作成にかかる時間はさらに長くなります。

2. サポートダンプの作成操作を再試行してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

アプライアンスのエラー画面からサポートダンプファイルを作成できるのはインフラストラクチャ管理者のみです。

アクションアクション

インフラストラクチャ管理者の認証情報を指定し、再度実行してください。

HPE OneViewのサポートダンプが作成されなかった 1287



CA署名付きクライアント証明書を使用してSCMBサーバーに接続できないCA署名付きクライアント証明書を使用してSCMBサーバーに接続できない

症状症状

CA署名付きクライアント証明書を作成した後でも、SCMBサーバーへの接続を確立できない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

クライアント証明書は、アプライアンスによって信頼されている認証機関（CA）によって署名されていません。

アクションアクション

1. openssl verify -verbose -CAfile ca.pem cert.pem コマンドを使用して、クライアント証明書に署名

したCAを確認します。

2. 設定>セキュリティ設定>セキュリティにアクセスして、信頼済みCAのリストをチェックすることで、一覧表示されているCAルートお

よび中間証明書がアプライアンスによって信頼されていることを確認します。

3. クライアント証明書への署名に使用したCAが存在しない場合、そのCAをHPE OneViewに追加します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

SCMBサーバー証明書への署名に使用したルートCA証明書または中間CA証明書が、クライアントが使用するCA証明書
ファイルに含まれていない。

アクションアクション

クライアントが使用するCA証明書ファイルに、SCMBサーバー証明書に署名したルート証明書および中間CA証明書が含
まれていることを確認します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

クライアント証明書への署名に使用した中間CA証明書が、クライアントが使用するCA証明書ファイルに含まれていな
い。

アクションアクション

クライアントが使用するCA証明書ファイルに、クライアント証明書に署名した中間CA証明書が含まれていることを確
認します。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

クライアント証明書が、 rabbitmq_readonly以外の共通名を使用する。

アクションアクション

1. 証明書の属性を表示するには、 openssl x509 -noout -text -in cert.pem コマンドを使用します。

2. クライアント証明書に rabbitmq_readonly以外の共通名が使用されている場合、新しいクライアント証明書を

作成します。SCMBサーバーはこのユーザーからの接続を受け入れるように構成されているため、クライアント証明

書の共通名は rabbitmq_readonlyに設定する必要があります。

解決方法 5解決方法 5

原因原因

CAチェーンに、ルートCAを含めず9を超える中間証明書が含まれている（ルートCA >中間1 >中間2 > ... >中間8 >中
間9）。

アクションアクション

HPE OneViewがサポートできるのは、最大9レベルのCAチェーンだけです。9より少ないレベルが含まれるように、CA
チェーンの最小レベルを切り取ります。

CA署名付きクライアント証明書を使用してSCMBサーバーに接続できない 1288



証明書失効リストを自動的にダウンロードできない証明書失効リストを自動的にダウンロードできない

症状症状

LDAP CRL配布ポイント（DP）の証明書失効リスト（CRL）のダウンロードに失敗する。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

LDAP CRL DPが有効なホスト名またはIPアドレスを指定していません。

アクションアクション

認証機関の管理者は、証明書に署名するときに、証明書のCRL DPにホスト名またはIPアドレスが含まれていることを
確認する必要があります。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

問題の内容問題の内容

プロキシの問題により、CRLのダウンロードに失敗しました。

原因原因

プロキシがアプライアンスで構成されていないか、または正しく構成されていません。

アクションアクション

プロキシがアプライアンスで正しく構成されていることを確認してください。

例：ldap:///CN=…

証明書失効リストを自動的にダウンロードできない 1289



続行してWebサイトに安全に接続するためのオプションが見つからない続行してWebサイトに安全に接続するためのオプションが見つからない

症状症状

HTTPS Webサイトを開こうとすると、エラーが表示される。HPE OneViewのIPアドレスの変更中に新しい証明書が生成
された後、この症状に気付く場合があります。

重要:重要:

エラーの表示方法はブラウザーによって異なります。続行してWebサイトに安全に接続するオプショ

ンはありません。

また、HPE OneView以外のWebサイトでこの症状が発生するのは、HPE OneViewの以前のインスタンス

のDNS名がそのWebサイトで使用されている場合のみです。

以下に、このようなエラーの例を示します。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

HPE OneViewが応答ヘッダーで"HTTP Strict Transport Security（HSTS）"を返している。

重要:重要:

このアクションは、今後1年間のドメインに対する将来のリクエストに対する中間者（MITM）攻撃か

らWeb サイトを保護します。

max-age値は1年として指定されます。

アクションアクション

この手順は、HPE OneViewのWebサイトに適用されます。この手順は、HPE OneViewのWebサイトに適用されます。

次のいずれかの手順を実行します。

1. ブラウザーの古いHPE OneView証明書を新しい証明書に置き換えます。

注記:注記:

ブラウザーからの証明書の管理に記載されている手順に従ってください。

詳しくは、次のトピックを参照してください。

アプライアンス証明書署名リクエストの作成

アプライアンス自己署名証明書の作成

2. HSTSの設定をクリアします。

注記:注記:

Google Chromeの場合：

ドメインを削除するために、最初に とアドレスバーに入力し

この接続ではプライバシーが保護されません。
 NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

この接続ではプライバシーが保護されません。
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

このサイトは安全ではありません。
エラーコード: DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID

このサイトは安全ではありません。
エラーコード: DLG_FLAGS_INVALID_CA

警告: 潜在的なセキュリティリスクあり
エラーコード: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT

このWebサイトへのセキュリティで保護された接続に問題があります

chrome://net-internals/#hsts 

続行してWebサイトに安全に接続するためのオプションが見つからない 1290



ます。次に、Query HSTS/PKP domainでドメイン名を照会します。見つかった場合は、Delete

domain security policiesにドメイン名を入力して削除します。

キャッシュされた画像とファイルを消去する場合は、キャッシュされた画像とファイルのみを選

択してデータを消去してから、ブラウザーを再起動します。

Mozilla Firefoxの場合：

ブラウザーの履歴ページに移動し、選択したサイトを右クリックして、このサイトの履歴を消

去をクリックします。その後、ブラウザーを再起動します。

Microsoft Edgeの場合：

キャッシュされたデータとファイルを消去する場合は、キャッシュされたデータとファイルのみ

を選択してデータを消去してから、ブラウザーを再起動します。

Microsoft Internet Explorerの場合：

ブラウザーの履歴ページに移動し、すべてのオプションを選択して、削除をクリックしてデータ

を消去します。その後、ブラウザーを再起動します。

解決方法 2解決方法 2

アクションアクション

この手順は、HTTPSをサポートしているHPE OneView以外のWebサイトに適用されます。この手順は、HTTPSをサポートしているHPE OneView以外のWebサイトに適用されます。

次のいずれかの手順を実行します。

1. ブラウザーの古いHPE OneView証明書を新しいHPE OneView以外の証明書に置き換えます。

詳しくは、HPE OneViewのWebサイトに適用される前述の手順1の注記を参照してください。

2. 以下の手順を実行してください。

a. オプション：ブラウザーから古いHPE OneView証明書を削除します。

b. HSTSの設定をクリアします。

解決方法 3解決方法 3

アクションアクション

この手順は、HTTPのみをサポートしているHPE OneView以外のWebサイトに適用されます。この手順は、HTTPのみをサポートしているHPE OneView以外のWebサイトに適用されます。

重要:重要:
ブラウザーが内部でHTTPSにリダイレクトするときに、HPE OneView以外のWebサイトがHTTPSをサポート
していない場合、次のエラーメッセージが表示されます。

HTTPSをサポートしているHPE OneView以外のWebサイトに適用される前述の手順2を実行します。

このサイトにアクセスできません。

続行してWebサイトに安全に接続するためのオプションが見つからない 1291



証明書をインポートできない証明書をインポートできない

症状症状

アプライアンスで、証明書のインポート操作が許可されない、または受け入れられない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

お使いのログインアカウントでは証明書をインポートする権限が与えられません。

アクションアクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

3. 操作を再実行してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

アプライアンスとブラウザーとの接続が失われた。

アクションアクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. ネットワークが正常に動作しているか確認します。

3. Webサーバーが再起動するまで待ち、操作を再実行してください。

証明書をインポートできない 1292



メインメニューにすべてのリソースを表示できないメインメニューにすべてのリソースを表示できない

原因原因

役割ベースのユーザー権限では、メインメニューで一部のリソースにアクセスできません。

ガイド付きセットアップは、いくつかのリソースを非表示にするように設定されています。

アクションアクション

1. メインメニューのすべて表示をクリックすると、現在のセッションでのみ非表示のメニュー項目が表示されます。

2. ガイド付きセットアップ > OneView環境のカスタマイズに進み、メインメニューに表示するリソースを選択しま

す。

メインメニューにすべてのリソースを表示できない 1293



予期しないアプライアンスのシャットダウン予期しないアプライアンスのシャットダウン

症状症状

アプライアンスがクラッシュする

原因原因

計画外のシャットダウン

アクションアクション

1. 予期しないシャットダウンはまれです。重大なアラートや失敗したタスクをチェックします。解決策が提示される

場合は、その指示に従ってください。

2. 表示されるリソース情報が正しくない、または一貫していないと思われる場合は、手動でリソースを更新します

（アクション > 更新）。

3. サポートスペシャリストが問題のトラブルシューティングを行う際に役立つよう、予期しないシャットダウンにつ

いてのサポートダンプファイルの作成（設定 > アクション > サポートダンプの作成）。

予期しないアプライアンスのシャットダウン 1294



アプライアンスネットワークのセットアップのトラブルシューティングアプライアンスネットワークのセットアップのトラブルシューティング

アプライアンスがネットワークにアクセスできない

アプライアンスはDHCPサーバーからDNS情報を取得できない

ネットワーク設定を変更できない

DNSサーバーは到達不能

ゲートウェイサーバーがHPE OneViewから到達不能

アプライアンスIP設定が正しくない

HPE OneViewでNTP同期が失敗する

IPv6のみのアドレス指定に関連する問題

アプライアンスネットワークのセットアップのトラブルシューティング 1295



アプライアンスがネットワークにアクセスできないアプライアンスがネットワークにアクセスできない

症状症状

ネットワークアクセスを必要とする操作が機能しない。

原因原因

アプライアンスネットワークが正しく構成されていませんでした。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. IPアドレス割り当てが正しいことを確認します。

3. DNS IPアドレスが正しいことを確認します。

4. DNSサーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。背後にある場合は、ファイアウォール設定を変

更します。

5. DNSサーバーが動作していることを確認します。

6. ネットワークのゲートウェイアドレスが正しいことを確認します。

7. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスコンソールにログインし、ネットワーク設定を修正します。

アプライアンスがネットワークにアクセスできない 1296



アプライアンスはDHCPサーバーからDNS情報を取得できないアプライアンスはDHCPサーバーからDNS情報を取得できない

症状症状

DHCPサーバーがIPアドレスへのアクセスを提供しない。

原因原因

DNSまたはDHCPサーバーが正しく構成されていません。

アクションアクション

1. 各DNS IPアドレスが正しいことを確認します。

2. DNSサーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。

背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

3. DNSサーバーが動作していることを確認します。

4. 仮想アプライアンスコンソールを使用して、DHCPサーバーが正しく構成されていることを確認します。

5. 必要に応じて、DHCPの代わりに静的アドレス割り当てを使用します。

アプライアンスはDHCPサーバーからDNS情報を取得できない 1297



ネットワーク設定を変更できないネットワーク設定を変更できない

症状症状

ネットワーク設定を変更できない。

原因原因

権限が適切でない

アクションアクション

1. 可能であれば、特権ユーザーとしてログインします。可能でない場合は、ネットワーク設定を変更できる役割に変

更するように、インフラストラクチャ管理者に要求します。

2. 再度ログインします。

3. ネットワーク設定を変更します。

ネットワーク設定を変更できない 1298



DNSサーバーは到達不能DNSサーバーは到達不能

症状症状

警告メッセージはIPアドレスがDNSサーバーとして応答していないことを報告する。

アクションアクション

必要な権限：インフラストラクチャ管理者

1. 各DNS IPアドレスが正しいことを確認します。

2. DNSサーバーが動作していることを確認します。

3. DNSサーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。

背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

4. 状況に応じてネットワーク設定を変更します。

DNSサーバーは到達不能 1299



ゲートウェイサーバーがゲートウェイサーバーがHPE OneViewHPE OneViewから到達不能から到達不能

症状症状

警告メッセージで、IPアドレスが有効なゲートウェイでないと報告される。

アクションアクション

1. 必要な権限：インフラストラクチャ管理者

2. ネットワークのゲートウェイアドレスを確認します。

3. ゲートウェイサーバーが動作していることを確認します。

4. 状況に応じてネットワーク設定を変更します。

ゲートウェイサーバーがHPE OneViewから到達不能 1300



アプライアンスIP設定が正しくないアプライアンスIP設定が正しくない

症状症状

HPE OneViewでアプライアンスIP設定が正しくないため、アプライアンスIPに到達できない。

原因原因

HPE OneViewのアプライアンスIP設定が正しく構成されていません。

アクションアクション

1. 仮想アプライアンスコンソールにアクセスし、インフラストラクチャ管理者としてHPE OneViewにログインしま

す。

2. 設定 > ネットワーク > 編集の順に移動し、アプライアンスのIPアドレスが正しく設定されていることを確認しま

す。

3. それに応じてIPアドレス設定を変更します。

詳しくは詳しくは

アプライアンスネットワーク設定

アプライアンスのネットワーク設定の変更

アプライアンスIP設定が正しくない 1301



HPE OneViewHPE OneViewでNTP同期が失敗するでNTP同期が失敗する

症状症状

アプライアンスの日時の設定が、NTPサーバーと一致しない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

アプライアンスがNTP用に正しく構成されていない。アプライアンスの構成にエラーが含まれています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、指定したホスト名またはIPアドレスがNTPサーバーであることを確認しま

す。

2. 設定画面のアプライアンスパネルをチェックして、NTPサーバーのIPアドレスが正しいことを確認します。

3. NTPサーバーがファイアウォールの背後にないことを確認します。

4. 背後にある場合は、ファイアウォール設定を変更する必要があります。

5. NTPサーバーが動作し、通信していることを確認します。

6. 手順に従って、アプライアンスクロックをNTPサーバーと同期します。

7. アプライアンスとNTPサーバーが同期するのに十分な時間を与えてください。グローバルなNTPサーバーの場合、こ

の値は1時間ほどになり得ます。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

アプライアンスとNTPサーバーの時刻の差が、1000秒を超えている。アプライアンスがNTPサーバーと同期できませ
ん。

アクションアクション

1. アプライアンスの時刻とロケールの設定を編集します。

2. 仮想アプライアンスの場合はアプライアンスをVMホストと同期し、アプライアンスの時刻を、VMホストによる現在

の時刻に同期させます。

3. 物理アプライアンスでは、アプライアンスの時刻を手動で設定します。

4. アプライアンスによる時刻が、NTPサーバーの時刻と一致していることを確認します。

5. アプライアンスをNTPサーバーと同期します。

注記:注記:

Hewlett Packard Enterpriseは、アプライアンスの同期時に4つのNTPサーバーを使用することをお勧

めします。

6. アプライアンスとNTPサーバーが同期するのに十分な時間を与えてください。この値は10分ほどになり得ます。

HPE OneViewでNTP同期が失敗する 1302



IPv6のみのアドレス指定に関連する問題IPv6のみのアドレス指定に関連する問題

症状症状

IPv6アドレスのみを使用するデバイスで、デバイス監視とアラート機能が機能しない。

IPv4アドレスを使用しようとすると、タスクが失敗する。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

HPE OneViewアプライアンスは、アプライアンスにIPv6アドレスがある場合でも、IPv4アドレスで構成されています。

注記:注記:

IPv6アドレスのみを使用してデバイスを管理できる唯一の方法は、アプライアンスをIPv6のみのネット
ワークモードで構成することです。この構成は、アプライアンスの初回セットアップ時にのみ実行でき
ます。

この情報は、Superdome Flexシステムには関係ありません。

アクションアクション

管理対象デバイスにIPv4アドレスを追加するか、デバイスをIPv6用のモードで構成されている異なるHPE OneViewアプ
ライアンスによって管理させます。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

一部のユーザーインターフェイスダイアログではIPv4アドレスを入力できますが、HPE OneViewは、IPv6用のモードに
構成されていると、IPv4ネットワーク上のデバイス間の通信を送受信できません。

アクションアクション

アプライアンスがIPv6用にのみ構成されている場合は、管理対象リソースがIPv6アドレスを使用していることを確認
してください。

HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイドの"ハイパーバイザーホストへのHPE OneViewのインストール"の"HPE OneViewアプ

ライアンスのネットワークモード"。

IPv6のみのアドレス指定に関連する問題 1303

https://www.hpe.com/support/OneView-IG


暗号化モードの切り替えのトラブルシューティング暗号化モードの切り替えのトラブルシューティング

アップグレード後にFIPSまたはCNSAへのモード切り替えが失敗する

暗号化モード切り替え中にセッションが終了する

FIPSモードまたはレガシーモードへの切り替え後にデバイスを管理できない

CNSAモードに切り替えることができない

暗号化モードの切り替えのトラブルシューティング 1304



アップグレード後にFIPSまたはCNSAへのモード切り替えが失敗するアップグレード後にFIPSまたはCNSAへのモード切り替えが失敗する

症状症状

HPE OneViewバージョン2.3からバージョン4.0にアップグレードされたアプライアンスで、Federal Information
Processing Standard（FIPS）-140-2またはCommercial National Security Algorithm（CNSA）への暗号化モード切り
替えが失敗する。

原因原因

アップグレードされたHPE OneView4.0バージョンは、FIPS 140-2またはCNSAモードに準拠していないHPE OneViewバー
ジョン2.3から引き継いだSHA1証明機関（CA）署名の証明書を使用している可能性があります。

アクションアクション

FIPSへのモード切り替えを実行する前に、SHA-256アルゴリズムを使用して外部のCA署名の証明書をインポートしま
す。CNSAモードに切り替える場合は、CNSAモードに準拠するSHA-384アルゴリズムで署名された証明書をインポートし
ます。

アップグレード後にFIPSまたはCNSAへのモード切り替えが失敗する 1305



暗号化モード切り替え中にセッションが終了する暗号化モード切り替え中にセッションが終了する

症状症状

モードの切り替え中にユーザーセッションが終了する。

原因原因

これは、より安全なユーザーセッショントークンを提供するために、モード切り替え操作の一部として予期される動
作です。

アクションアクション

アプライアンスは、モード切り替えが完了した後に再起動を開始します。再起動後、認証情報でアプライアンスにロ
グインします。

暗号化モード切り替え中にセッションが終了する 1306



FIPSモードまたはレガシーモードへの切り替え後にデバイスを管理できないFIPSモードまたはレガシーモードへの切り替え後にデバイスを管理できない

症状症状

CNSAモードからレガシーまたはFIPSモードへの切り替え後に、強度が低い証明書をホストするデバイスと通信できな
い。

原因原因

暗号化モードを強度が高いモードから低いモードにダウングレードすると、アプライアンスは、ダウングレードした
モードでより高い強度の証明書をホストし続けます。例えば、CNSAモードはSHA384証明書を使用します。CNSAから
FIPSにモードを切り替えると、アプライアンスは、同じSHA384証明書をホストし続けます。

アクションアクション

強度が低い暗号化モードに準拠している低い強度の証明書をアプライアンスで再生成またはインポートします。

FIPSモードまたはレガシーモードへの切り替え後にデバイスを管理できない 1307



CNSAモードに切り替えることができないCNSAモードに切り替えることができない

症状症状

アプライアンス上でCNSA（Commercial National Security Algorithm）モードに切り替えることができない。

原因原因

アプライアンスは、CNSAモードで必要な強度よりも低い認証機関（CA）署名付き証明書を使用している可能性があり
ます。

アクションアクション

CNSAへのモード切り替えを試行する前に、SHA-384認証機関署名付き証明書をインポートします。

CNSAモードに切り替えることができない 1308



メール通知のトラブルシューティングメール通知のトラブルシューティング

以下の情報を使用して、設定画面の通知パネルに表示されるアラートのトラブルシューティングを行います。

アップデート後にメールによるアラート通知が届かない

HPE OneViewのアラートのメール通知を構成できない

指定の受信者がイベントのメール通知を受信していない

頻繁で無関係なメールメッセージ

ホストがSMTPサーバーとして応答しない

一部のテストメッセージが受信されていない

テストメッセージを送信できなかった

HPE OneViewでメールアドレスホスト名の送信を通じて接続できない

一部のメールIDにメールメッセージを配信できない

HPE OneViewからメール通知を受信できない

非スコープリソースから予期しないアラート通知を受信した

メール通知のトラブルシューティング 1309



アップデート後にメールによるアラート通知が届かないアップデート後にメールによるアラート通知が届かない

症状症状

アップデート後、一部のリソースに対するメールによるアラート通知が届きません。

原因原因

メール通知フィルターにはスコープのコンポーネントが含まれており、一部のリソースにスコープが割り当てられな
くなりました。これが発生する可能性があるのは、ユーザーがスコープからリソースを削除した場合、またはスコー
プの制限が新たに有効になったカテゴリ内にリソースが含まれた場合です。スコープ制限が有効になっていないカテ
ゴリ内のリソースは、すべてのスコープに自動的に含まれないため、リソースカテゴリのスコープ制限を追加する
と、アップデート時にすべてのスコープから暗黙的にリソースが削除されることになります。

アクションアクション

1. スコープ制限が有効になっているリソースカテゴリを確認します。

詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの"パーミッション"を参照してください。

2. これらのカテゴリの目的のリソースが、メール通知フィルターで使用されるスコープに割り当てられていることを

確認します。

3. スコープの制限が有効でないリソースが暗黙的に含まれないようにするため、スコープコンポーネントを含むメー

ル通知フィルターに関連付けられたリソースカテゴリを指定します。

アップデート後にメールによるアラート通知が届かない 1310

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


HPE OneViewHPE OneViewのアラートのメール通知を構成できないのアラートのメール通知を構成できない

症状症状

アラート機能のメール通知を構成できない。

原因原因

この機能を使用するのに必要なパーミッションがありません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. メール受信者とフィルターのエントリーを追加または編集します。

詳しくは、"設定：通知"（HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプ）を参照してください。

3. メール受信者を追加または編集し、エントリーを正常にフィルタリングできたことを確認します。受信者はパネル

に表示されます。

HPE OneViewのアラートのメール通知を構成できない 1311

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


指定の受信者がイベントのメール通知を受信していない指定の受信者がイベントのメール通知を受信していない

症状症状

構成した受信者がアラートのメール通知を受信していない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

メール通知が無効になっている。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、構成パラメーターを表示します。

2. メール通知機能が有効になっていることを確認します。

3. 各メール受信者とフィルターエントリーが適切に有効または無効になっていることを確認します。

4. メール通知を監視して確認します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

受信者のパラメーターが正しく構成されていないため、受信者はメールメッセージを受信できません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成にある手順を実行

し、構成パラメーターを表示できるようにします。

2. 受信者が指定されていて、そのメールアドレスが有効であることを確認します。

3. 受信者が指定されていない場合は、適宜、次のいずれかを実行します。

a. 受信者およびフィルターのエントリーを編集して、既存のフィルターのメールアドレスのリストに受信者を含

めます。

b. 新しいフィルターに受信者を追加します。

4. メール通知を監視して確認します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

メール受信者の構成に、通知のアラートをキャプチャーしない無効なフィルター指定が含まれます。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプのメール受信者とフィルターのエントリーの編集にあ

るメール受信者を編集するための手順に従って、フィルターのエントリーを表示します。

2. アクティビティ画面で報告されるアラートを調べ、フィルターによってキャプチャされている必要があると考える

アラートに注目します。

3. フィルターのエントリーを確認します。

フィルターが的確かつ正確に定義されていることを確認します。

4. メール受信者とフィルターのエントリーを保存します。

5. メール通知を監視して構成を確認します。

指定の受信者がイベントのメール通知を受信していない 1312

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


HPE OneViewHPE OneViewからの頻繁で無関係なメールメッセージからの頻繁で無関係なメールメッセージ

症状症状

特定の受信者に、その受信者には関係がないメールメッセージが送信される。

原因原因

メール受信者の構成に、不要で無関係なアラートを許可するフィルター指定が含まれています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者（必要な権限）として、メール受信者とフィルターのエントリーの編集の手順に従っ

て、フィルターのエントリーを表示します。

2. フィルターのエントリーを確認します。

a. 空のフィルターのエントリーがないことを確認します。フィルターのエントリーが空である場合、すべてのア

ラートに対してメールメッセージが生成されます。

b. フィルターのエントリーが一意であることを確認します。そうでない場合、少なくとも2倍の数のメッセージが

送信されます。

c. フィルターの条件は的確に指定します。フィルターのエントリーを編集して、通知を受けることを希望するア

ラートに対してのみ動作するようにします。

3. メール受信者とフィルターのエントリーを保存します。

4. メール通知を監視して構成を確認します。

HPE OneViewからの頻繁で無関係なメールメッセージ 1313



ホストがSMTPサーバーとしてホストがSMTPサーバーとしてHPE OneViewHPE OneViewに応答しないに応答しない

症状症状

メールメッセージの送信を行うはずのホスト名がSMTPサーバーとして応答しない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ホスト名が正しく構成されませんでした。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストにpingを送信し、送信側メールアドレスのホスト名がネットワーク上

にあることを確認します。

2. 使用されるポート番号が正しいことを確認します。

3. を参照してください。アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成の手順に従って、構成パラメーター

を表示できるようにします。

4. 必要に応じてメールのパラメーターをアップデートします。

5. 構成を保存します。

6. telnet コマンドで、構成を確認します。例：

7. メール通知を監視することによっても確認します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

メール通知の送信に使用されるSMTPサーバーが、TLS/SSLセキュリティプロトコルを使用しています。

アクションアクション

1. telnet コマンドで正しいポートを使用して、SMTPサーバーへの接続を確認します。例：

2. を参照してください。アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成にある手順を実行し、構成パラメー

ターを表示できるようにします。

3. SMTPサーバーがTLS/SSLをサポートしていないことを確認します。

必要に応じてメールのパラメーターをアップデートします。

4. 構成を保存します。

5. telnet コマンドで、構成を確認します。例：

6. メール通知を監視することによっても確認します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

メール通知の構成で、無効なSMTPサーバーのパスワードが指定されています。正しい認証情報の提供に失敗したた
め、メールを送信することができません。

アクションアクション

1. SMTPサーバーに接続してパスワードを確認するには、 telnet コマンドを使用します。例：

2. を参照してください。アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成の手順に従って、構成パラメーター

を表示できるようにします。

telnet mail.example.com 25

telnet mail.example.com 587

telnet mail.example.com 25

telnet mail.example.com

ホストがSMTPサーバーとしてHPE OneViewに応答しない 1314



3. SMTPサーバーのパスワードが正しいことを確認します。

必要に応じてメールのパラメーターをアップデートします。

4. 構成を保存します。

5. メール通知を監視して確認します。

ホストがSMTPサーバーとしてHPE OneViewに応答しない 1315



HPE OneViewHPE OneViewから一部のテストメッセージが受信されていないから一部のテストメッセージが受信されていない

症状症状

一部の受信者はテストメッセージを受信するのに、他の受信者は同じメッセージを受信しない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

受信者が、構成されていないか、正しく構成されていません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、受信者を表示してエントリーを絞り込めるように、メール受信者およびフィ

ルターエントリーを編集するための手順に従います。

2. 受信者が指定されていることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

3. 各受信者のメールアドレスが有効であることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

4. 別のテストメッセージを送信して確認します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

テストメッセージが迷惑メールまたはスパムと見なされているため、フィルタリングされて配信されませんでした。

アクションアクション

1. メールを送信しているホストと受信者が同じドメイン内の場合は、受信者のメールアプリケーションを調べます。

2. メールアプリケーションがメッセージをブロックしていないこと、およびメッセージをスパムとして扱ったり、迷

惑メールフォルダーに送信したりしていないことを確認します。

3. 別のテストメッセージを送信して確認します。

HPE OneViewから一部のテストメッセージが受信されていない 1316



HPE OneViewHPE OneViewからテストメッセージを送信できなかったからテストメッセージを送信できなかった

症状症状

テストメッセージが送信されたが、どの受信者もそのメッセージを受信しなかった。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

メール通知を構成するためのパラメーターが1つ以上無効なため、メールの送信に使用されるホストにアプライアンス
が到達できません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者の場合は、アラートのメール通知を実行するアプライアンスの構成の手順に従って、

構成パラメーターを表示できるようにします。

2. 無効な構成のすべてのパラメーターを訂正します。

3. 構成を保存します。

4. ホストに対してpingを実行するか、テストメッセージを再度送信して、構成を確認します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

アプライアンスでネットワークの問題が発生していて、アプライアンスがメールメッセージを送信できません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストにpingを送信し、送信側メールアドレスのホスト名がネットワーク上

にあることを確認します。

2. ネットワークとの接続の問題を解決するには、HPE OneViewインストールガイドHPE OneViewインストールガイドの"アプライアンスがネットワーク

にアクセスできない"を参照してください。

HPE OneViewからテストメッセージを送信できなかった 1317
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HPE OneViewHPE OneViewでメールアドレスホスト名の送信を通じて接続できないでメールアドレスホスト名の送信を通じて接続できない

症状症状

アプライアンスがメールアドレスホスト名の送信を通して接続できない。アプライアンスが、構成されているメール
アドレスを使用してアラートメッセージを送信できない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

メール通知を構成するためのパラメーターが1つ以上無効なため、メールの送信に使用されるホストにアプライアンス
が到達できません。

アクションアクション

1. 無効な構成のすべてのパラメーターを訂正します。

2. 構成を保存します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

アプライアンスでネットワークの問題が発生していて、アプライアンスがメールメッセージを送信できません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、ホストにpingを送信し、送信側メールアドレスのホスト名がネットワーク上

にあることを確認します。

2. ネットワーク接続の問題を解決するには、アプライアンスがネットワークにアクセスできないに記載されている手

順に従ってください。

HPE OneViewでメールアドレスホスト名の送信を通じて接続できない 1318



HPE OneViewHPE OneViewから一部のメールIDにメールメッセージを配信できないから一部のメールIDにメールメッセージを配信できない

症状症状

一部のユーザーはアラートに関するメールメッセージを受信するのに、他のユーザーは同じメッセージを受信しな
い。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

受信者が、構成されていないか、正しく構成されていません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者として、受信者を表示してエントリーを絞り込めるように、メール受信者およびフィ

ルターを有効または無効にするための手順に従います。

2. 受信者が指定されていることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

3. 各受信者のメールアドレスが有効であることを確認します。

必要に応じてエントリーを修正します。

4. メール通知を監視して確認します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

メールメッセージが迷惑メールまたはスパムと見なされているため、フィルタリングされて配信されません。

アクションアクション

1. メールを送信しているホストと受信者が同じドメイン内の場合は、受信者のメールアプリケーションを調べます。

2. メールアプリケーションがメッセージをブロックしていないこと、およびメッセージをスパムとして扱ったり、迷

惑メールフォルダーに送信したりしていないことを確認します。

3. メール通知を監視して確認します。

HPE OneViewから一部のメールIDにメールメッセージを配信できない 1319



HPE OneViewHPE OneViewからメール通知を受信できないからメール通知を受信できない

症状症状

メールサーバーが、HPE OneViewからメール通知を受信できません。

原因原因

HPE OneViewアプライアンスのIPアドレスが、有効な送信者または信頼できる送信者としてメールサーバーに追加され
ていません。

アクションアクション

HPE OneViewIPアドレスをSMTPサーバーのホワイトリストに追加します。

例えば、Microsoft SMTPサーバーでは、ホワイトリストはIP許可リストと呼ばれています。

HPE OneViewからメール通知を受信できない 1320



HPE OneViewHPE OneViewで非スコープリソースから予期しないアラート通知を受信したで非スコープリソースから予期しないアラート通知を受信した

症状症状

非スコープリソースによって生成されたアラートに関する予期しない電子メール通知を受信した。

原因原因

メール通知フィルターはスコープを指定していますが、スコープ内のリソースタイプに対して適切なリソースカテゴ
リを指定していません。

アクションアクション

リソースカテゴリごとに関連付けられているリソースカテゴリを1つのスコープに含めるようにメール通知フィルター
を編集します。

メール受信者とフィルターのエントリーの編集を参照してください。

HPE OneViewで非スコープリソースから予期しないアラート通知を受信した 1321



エンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブルシューティングエンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブルシューティング

ミッドプレーンの交換後に、既存のエンクロージャーが新しいエンクロージャーとして検出される

無効なHPE BladeSystem Onboard Administrator証明書

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを追加できない

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを強制的に追加できない

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを削除できない

エンクロージャーの追加または削除の際に、Onboard Administratorのシングルサインオン（SSO）の構成を解除で

きない

エンクロージャーとエンクロージャーグループのトラブルシューティング 1322



ミッドプレーンの交換後に、既存のエンクロージャーが新しいエンクローミッドプレーンの交換後に、既存のエンクロージャーが新しいエンクロー

ジャーとして検出されるジャーとして検出される

症状症状

エンクロージャーミッドプレーンの交換後に既存のエンクロージャーが検出された。

原因原因

エンクロージャーミッドプレーンを交換しましたが、ハードウェアのドキュメントに記載されている推奨の手順に従
いませんでした。

アクションアクション

推奨手順に従って、エンクロージャーミッドプレーンを交換します。

推奨：エンクロージャーの追加

ミッドプレーンの交換後に、既存のエンクロージャーが新しいエンクロージャーとして検出される 1323



無効な無効なHPE BladeSystem Onboard AdministratorHPE BladeSystem Onboard Administrator証明書証明書

症状症状

無効な証明書メッセージが表示される。

原因原因

OAファームウェアを下位バージョンにダウングレードし、その後で上位バージョンにアップグレードすると、Onboard
Administratorシングルサインオン証明書が破損する場合があります。

アクションアクション

1. OA UIから、セキュリティ > HPESIM SSOを選択します。

2. 破損した証明書（黄色で示されています）を削除します。

3. 元の証明書を再インストールするには、エンクロージャーを更新します。

無効なHPE BladeSystem Onboard Administrator証明書 1324



HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーを追加できないを追加できない

症状症状

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを追加できない

原因原因

アクションアクション

1. HPE BladeSystem c7000エンクロージャーの追加が失敗すると、通知パネルに、追加操作が失敗した理由と、問題

の解決策が表示されます。たいていの場合、解決策は、メッセージに埋め込まれている追加リンクをクリックする

ことです。追加操作によりすべてのコンポーネントが再検出され、エンクロージャーの情報がアップデートされま

す。

2. エンクロージャーがすでに他の管理ソフトウェアによって管理されていて、そのソフトウェアによって獲得され

る。エンクロージャーの初めての追加が失敗した場合は、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプのトピック"エンクロージャーの追

加"にリストされている、エンクロージャーの内容を管理するためのエンクロージャーの前提条件を満たしている

ことを確認します。画面上の入力したデータが正しいことを確認し、操作を再度実行します。

3. エンクロージャーを正常に追加するためにとる必要のある修正処置については、通知パネルのガイダンスに従って

ください。

エンクロージャー、そのサーバー、またはインターコネクトモジュールに関するすべての情報を取得できない場合

は、追加操作中にエラーが発生する可能性があります。エラーが発生すると、問題の説明と、問題の原因となった

コンポーネント（エンクロージャー、サーバー、インターコネクト）が通知パネルに表示されます。

4. エンクロージャーを再追加するには、通知メッセージパネル（ある場合）の追加リンクをクリックするか、エンク

ロージャーのOnboard Administratorのアドレスと認証情報を入力して、エンクロージャーの追加画面から追加操

作を再度開始します。

エンクロージャーをアプライアンスに強制的に追加する方法について詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの現在別の管

理システムによって管理されているHPE BladeSystem c7000エンクロージャーの獲得を参照してください。

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを追加できない 1325
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HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーを強制的に追加できないを強制的に追加できない

症状症状

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを強制的に追加しようとして失敗した後、エラーメッセージが表示された。

原因原因

不明。

アクションアクション

1. HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを強制的に追加しましたが、エラーメッセージを受け取りました。これ

は、VCModeセットがあり、HPE Virtual Connect（VC）がエンクロージャーを管理している場合に発生します。構

成の手動クリーンアップが必要です。以下の項目を調査してください。

2. 管理URLが、まだアプライアンスを指している可能性があります。その場合は、エンクロージャーの最初のイン

ターコネクトを指すようにリセットする必要があります。これを修正するには、次のsshコマンドを使用し

てOnboard Administratorに入り（管理者認証情報を使用して）、最初のアクティブなVCインターコネクトのIPア

ドレスを指すように管理URLを変更します。アプライアンスからエンクロージャーの関連付けを解除しま

す。 ：アプライアンスからエンクロージャーの関連付けを解除します。

。ここで、 はVCインターコネクトのベイ番号です。エンクロージャー内のすべてのVCインターコネクトに対し

てこの手順を実行すると、インターコネクトがデフォルト構成に戻ります。ここで、 はアクティブのベイ番号で

す。これにより、OAが最初のVCインターコネクトから管理URLを取得します。

3. 手動で構成した後に、エンクロージャーを更新します。

clear vcmode restart interconnect
N N

N

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを強制的に追加できない 1326



HPE BladeSystem c7000エンクロージャーHPE BladeSystem c7000エンクロージャーを削除できないを削除できない

症状症状

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを削除できません。

原因原因

以下の理由により、HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを削除できない場合があります。

削除操作中にハードウェアとの通信が切断されると、アプライアンスがインターコネクト、サーバーハードウェア、
およびエンクロージャーの設定を適切に管理できなくなる可能性があります。

通信が切断されたために、アプライアンスからエンクロージャーを強制的に削除するには、トピック削除操作に失敗
した場合のエンクロージャーの強制的削除を参照してください。

エンクロージャーがアプライアンスから削除されていません。これは、通常はアプライアンス自体の問題であり、

最良の解決方法は、通知パネルに表示される指示に従うことです。

エンクロージャーは削除されますが、通信エラーのため、構成を手動で修正する必要があります。

アクションアクション

構成の手動クリーンアップが必要な場合は、以下の項目を調査してください。

1. 管理URLが、まだアプライアンスを指している可能性があります。その場合は、エンクロージャーの最初のイン

ターコネクトを指すようにリセットする必要があります。これを修正するには、次のsshコマンドを使用し

てOnboard Administratorに入り（管理者認証情報を使用して）、最初のアクティブなVCインターコネクトのIPア

ドレスを指すように管理URLを変更します。 では、Nはアクティブのベイ番号です。これによって、OA

は最初のVCインターコネクトから管理URLを取得します。

2. インターコネクトが、まだアプライアンスによって獲得されている可能性があります。その場合は、インターコネ

クトを手動で削除する必要があります。

restart oa

HPE BladeSystem c7000エンクロージャーを削除できない 1327



エンクロージャーの追加または削除の際に、エンクロージャーの追加または削除の際に、Onboard AdministratorOnboard Administratorのシングルのシングル

サインオン（SSO）の構成を解除できないサインオン（SSO）の構成を解除できない

症状症状

エンクロージャーの追加または削除の際に、Onboard Administratorのシングルサインオン（SSO）の構成を解除しよ
うとして失敗した。

原因原因

不明。

アクションアクション

1. 解決策：すべての証明書を削除し、OA（Onboard Administrator）を再起動します。OAユーザーインターフェイス

から、ユーザー/認証を選択します。

2. HPE SSO統合を選択します。

3. 設定で、信頼モードが証明書による信頼に設定されていることを確認します。

4. 証明書情報タブを選択し、すべてのHPE SSO証明書を削除します。

5. OAを再起動します。

6. エンクロージャーを再追加します。

エンクロージャーの追加または削除の際に、Onboard Administratorのシングルサインオン（SSO）の構成を
解除できない

1328



ファームウェアアップデートのトラブルシューティングファームウェアアップデートのトラブルシューティング

エンクロージャー内のすべてのデバイスでのファームウェアのアップデート障害

ファームウェアコンプライアンスデータが利用できない

HPE OneViewでファームウェアのステージング操作が成功しない

HPE OneViewでファームウェアを強制的にダウングレードしようとすると失敗する

ファームウェアのみモードを使用したファームウェアアップデートで、ホットフィックスのバリアントがサーバー

に適用されない

HPE OneViewはSuperdome Flexファームウェアアップデートを開始できない

HPE OneViewでiLOファームウェアをアップデートできない

認証情報が正しくない場合、HPE OneViewとの通信を妨げる

iLO接続の消失

HPE OneViewでOnboard Administratorファームウェアのアップデートに失敗した

1つ以上のファームウェアコンポーネントに、指定されたファームウェアベースラインと不整合があります

Smart Update Toolsを使用したファームウェアアップデート中に、適切なホットフィックスのバリアントがサー

バーに適用されない

Superdome Flexファームウェアアップデートが失敗し、ファームウェアバージョンの不一致が検出された

ファームウェアのダウングレード後、Superdome Flexのサーバープロファイルを作成および編集できない

ファームウェアアップデートを開始できない

HPE OneViewでファームウェアアップグレードのログファイルを削除できない

ファームウェアアップデートのトラブルシューティング 1329



エンクロージャー内のすべてのデバイスでのファームウェアのアップデート障エンクロージャー内のすべてのデバイスでのファームウェアのアップデート障

害害

症状症状

エンクロージャー内のすべてのデバイスでファームウェアをアップデートしようとすると、一部のサーバーでアップ
デートプロセスが失敗することがあります。

SUMから結果を取得できない

原因原因

OAのTCP/IP設定が自動ネゴシエートに設定されていない。

アクションアクション

1. OAで、エンクロージャー情報 > エンクロージャー設定 > エンクロージャーTCP/IP設定の順に選択します。

2. NICオプションタブを選択します。

3. NIC設定を自動ネゴシエートに設定します。

4. HPE OneViewで、ファームウェアのアップデートプロセスを再試行します。

a. メインメニューから、エンクロージャーを選択します。

b. マスターウィンドウで、エンクロージャーを選択します。

c. アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

d. ファームウェアベースラインに対応するSPPを選択します。

e. ファームウェアのアップデートでエンクロージャー + 論理インターコネクト + サーバープロファイルを選択

します。

f. OKをクリックします。

g. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になって

いるかどうかをチェックします。

そうでない場合は、通知エリア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。

エンクロージャー内のすべてのデバイスでのファームウェアのアップデート障害 1330



ファームウェアコンプライアンスデータが利用できないファームウェアコンプライアンスデータが利用できない

症状症状

ファームウェアコンプライアンスデータは特定のサーバーでは利用できません。

原因原因

HPE OneViewはハードウェアと通信できません。

インベントリ情報の取得中にHPE OneViewでエラーが発生しました。

システムのリストアはHPE OneViewで行われます。

HPE OneViewは、Service Pack for ProLiant がホストされているリモートレポジトリと通信できません。

コンプライアンスの確認中にエラーが発生しました。

重要:重要:

ファームウェアコンプライアンスレポートの生成中に発生したエラーは、対応するリソースのア

ラートとして報告されます。

アクションアクション

1. リソースのアクティビティログを表示し、そのリソースでアクティブになっているクリティカルアラートまたは警

告アラートを解決します。

2. ファームウェアコンプライアンスレポートを再生成する前に、サーバーハードウェアを更新してください。

詳しくは詳しくは

ファームウェアコンプライアンス

ファームウェアコンプライアンスデータが利用できない 1331



HPE OneViewHPE OneViewでファームウェアのステージング操作が成功しないでファームウェアのステージング操作が成功しない

症状症状

HPE OneViewでファームウェアベースラインが定義されたサーバープロファイルの作成または編集が失敗します。

原因原因

大量の書き込みにより、iLOレポジトリが書き込み制限に達しました。iLOレポジトリは、1週間が経過するまで、

またはiLOがリセットされるまで、書き込みに使用できません。

注記:注記:

ファームウェアバージョン1.40以降のiLO 5から、iLOではiLOレポジトリでのブロック書き込みの繰り
返しが制限されています。iLOレポジトリには、NANDフラッシュメモリの破損を防ぐことを目的とし
た、週ごとの書き込み制限があります。

アクションアクション

次のいずれかを実行します。

1週間待ってから、ファームウェアアップデートを続行します。

1週間が経過する前にファームウェアアップデートを続行するには、iLOリセットを実行します。HPE OneViewで

サーバーを更新し、操作を再試行します。

iLOレポジトリは通常の状態に戻ります。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成

サーバープロファイルの編集

HPE OneViewでファームウェアのステージング操作が成功しない 1332



HPE OneViewHPE OneViewでファームウェアを強制的にダウングレードしようとすると失敗すでファームウェアを強制的にダウングレードしようとすると失敗す

るる

症状症状

HPE OneViewでファームウェアを強制的にダウングレードしようとすると失敗します。

原因原因

ファームウェアのダウングレードポリシーは、iLO Web UIでダウングレードにはリカバリセットリカバリセットの権限が必要ですま
たはダウングレードを永遠に不許可に設定されています。

アクションアクション

ファームウェアをダウングレードする必要がある場合は、HPE OneView Web UIでダウングレードポリシーをダウング
レードの許可に設定します。

詳しくは詳しくは

ファームウェアのダウングレード

iLO Web UIのファームウェアダウングレード設定

HPE iLOユーザーガイドHPE iLOユーザーガイド

HPE OneViewでファームウェアを強制的にダウングレードしようとすると失敗する 1333

https://www.hpe.com/support/ilo-docs


ファームウェアのみモードを使用したファームウェアアップデートで、ホットファームウェアのみモードを使用したファームウェアアップデートで、ホット

フィックスのバリアントがサーバーに適用されないフィックスのバリアントがサーバーに適用されない

症状症状

ファームウェアのみモードを使用したファームウェアアップデートで、ホットフィックスのバリアントがサーバーに
適用されずに正常に完了します。

原因原因

カスタムSPPの作成時に、対応するオペレーティングシステム用のすべてのホットフィックスのバリアントがカスタム
SPPに含まれていません。

アクションアクション

カスタムSPPを作成するとき、対応するオペレーティングシステム用のすべてのホットフィックスのバリアント（ .rp
m 、 .exe、 .fwpkg 、および .zipファイル）を含めます。

ファームウェアのみモードを使用したファームウェアアップデートで、ホットフィックスのバリアントが
サーバーに適用されない

1334



HPE OneViewはHPE OneViewはSuperdome FlexSuperdome Flexファームウェアアップデートを開始できないファームウェアアップデートを開始できない

症状症状

HPE OneViewではHPE Superdome Flexサーバーファームウェアアップデートを開始できません。

ファームウェアアップデート操作は失敗し、考えられる原因と解決策を示すエラーメッセージが表示されます。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ラックマネージャー内のすべてのnPartitionの電源が切れていません。

アクションアクション

1. アップグレードする前に、ラックマネージャーのすべてのnPartitionの電源を切ります。

2. ファームウェアをもう一度アップデートします。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

有効性チェック中に別のSuperdome Flexファームウェアアップデートが進行中です。

アクションアクション

1. その他のファームウェアアップデートが完了するまでお待ちください。

2. アップデートのステータスを確認して、必要なファームウェアがインストールされているかどうかを確認してくだ

さい。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

ファームウェアレポジトリの設定中にネットワークの問題が発生したため、Rack Management Controller（RMC）
でSuperdome Flexファームウェアバンドルのアップロードに失敗しました。

アクションアクション

1. ネットワークが機能しているかどうかを確認してください。

2. ファームウェアをアップデートします。

3. ファームウェアバンドルのアップロードが再度失敗した場合は、RMCおよびEmbedded Rack Management

Controller（eRMC）を再起動してください。

4. ファームウェアをもう一度アップデートします。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

指定されたSuperdome Flexファームウェアバンドルは、ファームウェアのインストール中にラックマネージャーの1つ
以上のハードウェアコンポーネントと互換性がありません。

アクションアクション

1. 正しいファームウェアバンドルを使用してください。

2. 問題が続く場合は、認定テクニカルサポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供してください。

詳しくは詳しくは

ラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート

Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの"ラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート"も参照してくだ

さい。

HPE OneViewはSuperdome Flexファームウェアアップデートを開始できない 1335

https://www.hpe.com/info/oneview/docs
https://www.hpe.com/support/OneView-SM
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


HPE OneViewHPE OneViewででiLOiLOファームウェアをアップデートできないファームウェアをアップデートできない

症状症状

注記:注記:

エンクロージャーを追加するときに、ネットワークや電源の停止、またはその他の問題のため
に、iLOファームウェアを最小バージョンにアップデートできないことがあります。デバイスは非管
理状態で表示されます。

アクションアクション

1. メインメニューからサーバー > サーバーハードウェアの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、管理されていないサーバーハードウェアを選択します。

3. アクション > iLOファームウェアのアップデートの順に選択します。

注記:注記:

iLOファームウェアが最小限必要なものより古い場合は、iLOファームウェアのアップデートだけが表

示され、サーバーハードウェアは非管理 サポートされていないファームウェア状態で表示されま

す。

4. OKをクリックします。

5. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

アクティビティが成功しない場合は、提案された解決策に示された指示に従ってください。

HPE OneViewでiLOファームウェアをアップデートできない 1336



認証情報が正しくない場合、認証情報が正しくない場合、HPE OneViewHPE OneViewとの通信を妨げるとの通信を妨げる

症状症状

iLOのユーザー名かパスワードが無効である。

原因原因

サーバーファームウェアをアップデートしようとしていますが、指定したユーザー名またはパスワードがiLO管理プロ
セッサーに対して有効でないか、誤った認証情報がサーバーに指定されています。

アクションアクション

問題を解決するには、正しい認証情報を入力し、もう一度エンクロージャーの追加を行います。

認証情報が正しくない場合、HPE OneViewとの通信を妨げる 1337



iLOiLO接続の消失接続の消失

症状症状

接続エラー

原因原因

不明。

アクションアクション

推奨事項推奨事項

1. サーバーをリセットして、サーバーの管理プロセッサーへのネットワーク接続をリストアします。

2. ファームウェアを再度アップデートします。

iLO接続の消失 1338



HPE OneViewHPE OneViewでOnboard Administratorファームウェアのアップデートに失敗しでOnboard Administratorファームウェアのアップデートに失敗し

たた

症状症状

注記:注記:

エンクロージャーを追加するときに、ネットワークや電源の停止、またはその他の問題のために、OAま
たはiLOファームウェアを最小バージョンにアップデートできないことがあります。デバイスは 状

態で表示されます。

原因原因

アクションアクション

1. メインメニューからサーバー > エンクロージャーの順にクリックします。

2. マスターウィンドウで、非管理エンクロージャーを選択します。

3. アクション > ファームウェアのアップデートの順に選択します。

4. ファームウェアベースラインに対応するSPPを選択します。

5. ファームウェアのアップデートでエンクロージャーを選択して、OKをクリックします。

6. アクティビティが成功したことを確認するには、通知エリアで、アクティビティのステータスが緑色になっている

かどうかをチェックします。

そうでない場合は、通知エリア内の詳細の下に一覧表示される解決方法の提案に従います。

非管理

HPE OneViewでOnboard Administratorファームウェアのアップデートに失敗した 1339



1つ以上のファームウェアコンポーネントに、指定されたファームウェアベース1つ以上のファームウェアコンポーネントに、指定されたファームウェアベース

ラインと不整合がありますラインと不整合があります

症状症状

ファームウェアをインストールし、ファームウェアの状態を次のオプションのいずれかを使用して適用済みに設定し
た後、サーバープロファイルに「 1つ以上のファームウェアコンポーネントに、指定されたファームウェアベースラ
インと不整合があります」というアラートが表示されます。

ファームウェアとOSドライバー（Smart Update Toolsを使用）

ファームウェアのみ（Smart Update Toolsを使用）

原因原因

OSドライバーのバージョンが古く、新しいバージョンに依存する特定のファームウェアコンポーネントがインストー
ルされていません。

アクションアクション

ファームウェアとOSドライバー（Smart Update Toolsを使用）オプションを使用してプロファイルを再適用します。

以前の試行でドライバーのバージョンが最新バージョンにアップグレードされたため、これでファームウェアコン
ポーネントがインストールされます。

1つ以上のファームウェアコンポーネントに、指定されたファームウェアベースラインと不整合があります 1340



Smart Update ToolsSmart Update Toolsを使用したファームウェアアップデート中に、適切なホッを使用したファームウェアアップデート中に、適切なホッ

トフィックスのバリアントがサーバーに適用されないトフィックスのバリアントがサーバーに適用されない

症状症状

Smart Update Tools（SUT）を使用したファームウェアアップデートが、ホットフィックスのバリアントがサーバーに
適用されずに正常に完了する。

原因原因

カスタムSPPには、そのサーバーで実行されているオペレーティングシステム用のすべてのホットフィックスのバリア
ントは含まれていません。

アクションアクション

カスタムSPPを作成するとき、オペレーティングシステム用のすべてのホットフィックスのバリアント（ .rpm、 .ex
e 、 .fwpkg 、または .zipファイル）を含めます。

例えば、カスタム SPPを作成するとき、Windows用の .exeコンポーネントを含めます。

Smart Update Toolsを使用したファームウェアアップデート中に、適切なホットフィックスのバリアントが
サーバーに適用されない

1341



Superdome Flexファームウェアアップデートが失敗し、ファームウェアバーSuperdome Flexファームウェアアップデートが失敗し、ファームウェアバー

ジョンの不一致が検出されたジョンの不一致が検出された

症状症状

HPE Superdome Flexサーバーファームウェアアップデートが失敗し、ファームウェアバージョンの不一致が検出され
た。

原因原因

ファームウェアアップデート中に予期しない問題が発生しました。

アクションアクション

1. Superdome Flexファームウェアをもう一度アップデートします。

2. 問題が続く場合は、認定テクニカルサポート担当者に連絡し、サポートダンプを提供してください。

詳細情報詳細情報

ラックマネージャーからのSuperdome Flexファームウェアのアップデート

Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス

HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

Superdome Flexファームウェアアップデートが失敗し、ファームウェアバージョンの不一致が検出された 1342

https://www.hpe.com/support/OneView-SM


ファームウェアのダウングレード後、ファームウェアのダウングレード後、Superdome FlexSuperdome Flexのサーバープロファイルのサーバープロファイル

を作成および編集できないを作成および編集できない

症状症状

ファームウェアバージョン3.0.512以降からダウングレードする前に、nPartitionに関連付けられているHPE
Superdome Flexサーバープロファイルがある場合、そのプロファイルはバージョン2.x.yでは無効になるため、操作を
実行できません。

原因原因

ファームウェアバージョン3.0.512以降からバージョン2.x.y（HPE OneViewの外部）にダウングレードする前に、
nPartitionに関連付けられているSuperdome Flexサーバープロファイルがある場合、そのサーバープロファイルは機
能しなくなります。3.0.512以前のファームウェアバージョンは、サーバープロファイルをサポートしていません。

アクションアクション

1. ファームウェアバージョンを2.x.yにダウングレードする前に、Superdome Flexサーバープロファイルの割り当て

を解除します。

2. サーバープロファイルとラックマネージャーを削除します。

3. ファームウェアをダウングレードした後（HPE OneViewの外部で手動で実行）、ラックマネージャーをHPE

OneViewに再インポートしてください。

詳しくは詳しくは

ラックマネージャー

サーバープロファイル

ファームウェアのダウングレード後、Superdome Flexのサーバープロファイルを作成および編集できない 1343



ファームウェアアップデートを開始できないファームウェアアップデートを開始できない

症状症状

ファームウェアアップデートを開始しようとして失敗した。

原因原因

SUMのエラーがHPE OneViewでの操作を妨げます。

アクションアクション

ファームウェアをもう一度アップデートします。

ファームウェアアップデートを開始できない 1344



HPE OneViewHPE OneViewでファームウェアアップグレードのログファイルを削除できないでファームウェアアップグレードのログファイルを削除できない

症状症状

HPE OneViewでファームウェアアップグレードのログファイルを削除しようとして失敗した。

原因原因

Smart Update ManagerのエラーがHPE OneViewでの操作を妨げます。

アクションアクション

1. アプライアンスを再起動します。

2. ファームウェアをもう一度アップデートします。

HPE OneViewでファームウェアアップグレードのログファイルを削除できない 1345



ハイパーバイザープロファイルのトラブルシューティングハイパーバイザープロファイルのトラブルシューティング

ハイパーバイザークラスタープロファイルが不整合を修復できない

HPE OneViewでvSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの修正操作に失敗する

標準から分散へのvSwitchタイプの移行が失敗する

ハイパーバイザープロファイルのトラブルシューティング 1346



ハイパーバイザークラスタープロファイルが不整合を修復できないハイパーバイザークラスタープロファイルが不整合を修復できない

症状症状

vCenterから既存のvSphere分散型仮想スイッチ（VDS）の名前を変更すると、ハイパーバイザークラスタープロファイ
ルに不整合が発生します。修復しようとすると、操作は失敗し、ポートグループ名がvCenterで競合するというエラー
が表示されます。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

修復の一環として、ハイパーバイザークラスタープロファイルは新しいVDSを作成し、ハイパーバイザークラスタープ
ロファイルで定義されているようにそのポートグループとアップリンクを構成します。この操作中に、vCenterの既存
のDVポートグループと競合するポートグループ名が原因で、ハイパーバイザークラスタープロファイルの検証に失敗
し、エラーが発生します。

この分散スイッチで管理されているハイパーバイザーを変更せずにVDSの名前を変更する場合は、解決策1に従ってく
ださい。

ハイパーバイザークラスタープロファイル用に新しいVDSを作成する必要がある場合は、解決策2に従います。

アクションアクション

1. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、名前が変更されたVDSの名前と一致する仮想スイッチ名を変

更します。

2. OKをクリックします。

この操作により、vCenterで何も変更せずにハイパーバイザークラスタープロファイルでの不整合が解決されま

す。ハイパーバイザークラスタープロファイルは、名前が変更されたVDSを使用して、開始します。

解決方法 2解決方法 2

アクションアクション

1. ハイパーバイザークラスタープロファイルを編集し、このVDSのすべてのポートグループの名前を変更します。

2. OKをクリックします。

この操作により、ハイパーバイザークラスタープロファイルとすべての関連するハイパーバイザープロファイルは

不整合になります。

3. ハイパーバイザークラスタープロファイルのハイパーバイザープロファイルを一致させますを選択します。

4. プレビューダイアログではい、アップデートしますをクリックします。

この操作により、新しいVDSおよびハイパーバイザーホストが追加されたポートグループが構成されることで、中

断を伴わずに不整合が解決されます。

ハイパーバイザークラスタープロファイルが不整合を修復できない 1347



HPE OneViewHPE OneViewでvSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの修正操作にでvSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの修正操作に

失敗する失敗する

症状症状

vCenterでvSANデータ移行の進行中にハイパーバイザークラスタープロファイルを修正しようとすると、 HPE
OneViewは修正操作をブロックして次のエラーメッセージを表示します。

原因原因

vSANデータ移行がvCenterで進行中です。

アクションアクション

1. vCenterですべてのvSANデータ移行が完了するまでお待ちください。

2. HPE OneViewで修正操作を再試行してください。

詳しくは詳しくは

vSAN対応ローリングアップデート

メッセージ：ハイパーバイザープロファイル<ハイパーバイザープロファイル名>に関連付けられているハイパーバイザーについて
vSANオブジェクトの同期が進行中です。

HPE OneViewでvSAN対応ハイパーバイザークラスタープロファイルの修正操作に失敗する 1348



標準から分散へのvSwitchタイプの移行が失敗する標準から分散へのvSwitchタイプの移行が失敗する

症状症状

クラスターで仮想マシンを実行中に、1つ以上のホストでvSwitchタイプの標準から分散への移行が失敗する場合があ
る。

アクションアクション

1. 残りのホストから仮想マシンを手動で移行し、新しい Dvportgroup および既にアップデートされたホストのいず

れかを消費します。

2. Make Hypervisor Profile Consistent オプションを再実行して、クラスターの残りのホストをアップデー

トします。

標準から分散へのvSwitchタイプの移行が失敗する 1349



インターコネクトのトラブルシューティングインターコネクトのトラブルシューティング

HPE OneViewでインターコネクトの編集が失敗する

インターコネクトのトラブルシューティング 1350



HPE OneViewでインターコネクトの編集が失敗するHPE OneViewでインターコネクトの編集が失敗する

症状症状

インターコネクトの変更が失敗したという通知が表示される。

原因原因

インターコネクトの編集が失敗している。

アクションアクション

1. オンラインヘルプにリストされている前提条件が満たされているかどうかを確認します。

2. 通知メッセージに記載されている指示に従ってください。

インターコネクトが正常に編集されている場合は、画面上部のバナーに通知が表示され、目的のポート設定とポー

トステータスが表示されます。

HPE OneViewでインターコネクトの編集が失敗する 1351



インターコネクトの障害インターコネクトの障害

症状症状

インターコネクトが故障しています。

原因原因

インターコネクトで障害が発生し、交換する必要があります。

アクションアクション

1. すべてのインターコネクトケーブルを抜き、インターコネクトをエンクロージャーから取り外します。

2. 交換用のインターコネクトを挿入し、すべてのインターコネクトケーブルを再び差し込みます。

3. アプライアンスにログインします。

4. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトの順に選択し、交換用のインターコネクトを含む論

理インターコネクトを選択します。

5. ビューのメニューからアクティビティを選択します。

追加したインターコネクトのアクティビティがアクティビティのリストに表示されます。

インターコネクトファームウェアのバージョンがサポートされる最小ファームウェアバージョン以上の場合、アプ

ライアンスは、交換されたインターコネクトに論理インターコネクトグループを自動的に適用し、インターコネク

トは使用できる状態になります。

インターコネクトファームウェアがサポートされる最小ファームウェアベースライン未満の場合は、アラートが生

成され、ステップ6に示すように、ファームウェアをアップデートする必要があります。

注記:注記:

インストールされているファームウェアを表示するには、ビューセレクターからファームウェアを選

択します。

6. インターコネクトのファームウェアをアップデートします。ファイバーチャネルインターコネクトの場合は、以下

を参照してください。FlexFabricインターコネクトの場合は、手順7に進みます。

HPE OneViewの最小バージョンより前のファームウェアバージョンとのファイバーチャネルインターコネクトは、

HPE OneViewでは管理できません。 HPE OneViewの外部のファームウェアをアップデートまたは削除するには、エ

ンクロージャーを削除する必要があります。ファイバーチャネルインターコネクトが最小バージョンより前の場合

は、 HPE OneViewからエンクロージャーを削除し、ファイバーチャネルインターコネクトを最小バージョンにアッ

プデートします。または、 HPE OneViewが管理するエンクロージャーからインターコネクトを削除して HPE

OneViewが管理していないエンクロージャーに挿入し、ファームウェアを最小バージョンにアップデートします。

最小バージョンの要件は、 HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスに記載されています。

HPE OneViewからエンクロージャーを削除するか、ファイバーチャネルインターコネクトを物理的に取り外し

て、現在HPE OneViewが管理していないエンクロージャーに設置します。

Onboard Administratorまたは外部のDHCPサーバーを使用して、インターコネクトにIPv4アドレスを割り当てま

す。

SUMまたはVirtual Connect Support Utility（VCSU）を使用して、インターコネクトのファームウェアをアッ

プデートします。

エンクロージャーをHPE OneViewに追加するか、HPE OneViewが管理するエンクロージャーにファイバーチャネ

ルインターコネクトを戻します。

オプション：ファイバーチャネルインターコネクトでIPv6アドレスをサポートする予定の場合は、Onboard

Administratorまたは外部のDHCPサーバーを使用してIPv6アドレスをインターコネクトに割り当てます。

7. ファームウェアのアップデートについては、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの"管理対象デバイスのファームウェアのアップ

デート"を参照してください。

ファームウェアアップデートの進行状況は論理インターコネクト画面の上部に表示されます。アップデートが完了

すると、アプライアンスは論理インターコネクトグループを自動的に適用し、インターコネクトは使用できる状態

になります。

インターコネクトの障害 1352

https://www.hpe.com/support/OneView-SM
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


インターコネクトモジュールがインベントリ状態であるインターコネクトモジュールがインベントリ状態である

症状症状

インターコネクトモジュールは、その状態をインベントリ状態として報告します。

原因原因

インターコネクトモジュールは、論理インターコネクトの一部ではありません。

アクションアクション

1. 論理インターコネクトグループ画面を使用して、エンクロージャーの論理インターコネクトグループを見つける

か、論理インターコネクトグループの作成 を行います。

2. メインメニューから、サーバー > エンクロージャーグループの順に選択します。エンクロージャーグループの編

集を行って、手順1の論理インターコネクトグループを追加します。

3. メインメニューからエンクロージャーグループからの論理エンクロージャー構成のアップデートを選択します。

詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプを参照してください。

インターコネクトモジュールがインベントリ状態である 1353

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


インターコネクトモジュールがメンテナンス状態であるインターコネクトモジュールがメンテナンス状態である

症状症状

インターコネクトモジュールは、その状態を 状態として報告します。

原因原因

インターコネクトモジュールがその状態を 状態と報告する場合は、Onboard Administrator（OA）認証情

報のキャッシングの問題があります。

アクションアクション

1. インターコネクトモジュールがメンテナンス状態の場合：エンクロージャーを再追加する必要があります。メイン

メニューからサーバー > エンクロージャー > 追加の順に選択します。

2. エンクロージャー情報（IP/FQDN、Administratorのアカウントとパスワード）を入力し、追加ボタンをクリックし

ます。

これによりエンクロージャーとそのコンポーネントの再検出が開始されます。

メンテナンス

Maintenance

インターコネクトモジュールがメンテナンス状態である 1354



インターコネクトモジュールが管理されていない状態であるインターコネクトモジュールが管理されていない状態である

症状症状

インターコネクトモジュールは、その状態を非管理状態として報告します。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

インターコネクトベイが予期されるタイプと一致しない。論理インターコネクトグループは、エンクロージャー内の
インターコネクトとは異なるインターコネクトを予期しています。

アクションアクション

1. 予期されないインターコネクトをエンクロージャーから削除します。

2. 予期されるインターコネクトをエンクロージャーに挿入します。

3. 論理インターコネクトグループをアップデートし、インターコネクトを使用します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

インターコネクトにインストールされているファームウェアが、サポートされる最小ベースラインバージョンより古
い。

注記:注記:

これは、IPv6アドレスが構成されているバーチャルコネクトファイバーチャネルインターコネクトに適
用されます。これらのインターコネクトは、バーチャルコネクトファイバーチャネルモジュールのみを
含むエンクロージャーに取り付けられます。

サポートされる最小のインターコネクトファームウェアバージョンについては、HPE OneViewサポートHPE OneViewサポート

マトリックスマトリックスを参照してください。

アクションアクション

1. エンクロージャー画面からエンクロージャーを削除します。

2. ファイバーチャネルネットワーク用に構成されたVirtual Connectインターコネクト用のファームウェアのアップ

デート

3. エンクロージャー画面でエンクロージャーを追加します。

4. Virtual Connectファイバーチャネルではないインターコネクトの場合、論理インターコネクトからのアップデー

ト用ファームウェアのステージングおよびアクティブ化を実行します。

インターコネクトモジュールが管理されていない状態である 1355

https://www.hpe.com/support/OneView-SM


インターコネクトのステータスが見つからないまたは非互換であるインターコネクトのステータスが見つからないまたは非互換である

症状症状

インターコネクトモジュールは、そのステータスを見つからないまたは非互換と報告します。

原因原因

インターコネクトモジュールが、エンクロージャーから取り外したとき使用中でした。Virtual Connectファイバー
チャネルモジュールが使用中であるのは、次のいずれかの状態が存在している場合です。

インターコネクトモジュールがインターコネクトベイの中で、サポートされる最小バージョンより前のリリースの
Virtual Connectを使用している。

インターコネクトモジュールのアップリンクポートに関連付けられているネットワークが、サーバープロファイルで
使用されている。

アクションアクション

Virtual Connectファイバーチャネルモジュールは使用中で、物理的に取り外された時点で構成されていた場合、同じ
モデルとタイプのモジュールに交換する必要があります。

インターコネクトのステータスが見つからないまたは非互換である 1356



HPE OneViewHPE OneViewでのライセンスのトラブルシューティングでのライセンスのトラブルシューティング

HPE OneViewでライセンスの数が見つからない

HPE OneViewでライセンスキーまたはライセンスを追加できなかった

HPE OneViewでライセンスを適用できなかった

HPE OneViewでライセンスの詳細を表示できなかった

ライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が管理下にある数より多い

最近追加または割り当てられたライセンスが不正確であることが表示される

エンクロージャーOnboard Administratorから消去されたライセンスキーのリストア

割り当てられたライセンスが指定されたタイプと一致しない

HPE OneViewでのライセンスのトラブルシューティング 1357



HPE OneViewHPE OneViewでライセンスの数が見つからないでライセンスの数が見つからない

症状症状

HPE OneView Standardライセンスのライセンス数が見つからない。ただし、HPE OneView Standardライセンスでライ
センスされたサーバーハードウェアの数を取得することはできます。

原因原因

アプライアンスにHPE OneView Standardライセンスの数が表示されない。

アクションアクション

1. サーバーハードウェア画面から、スマート検索ボックスをクリックし、スコープでサーバーハードウェアを選択し

ます。

2. スマート検索ボックスに、「 state:Monitored」と入力し、Enterキーを押します。

マスターウィンドウに、すべての監視対象サーバーハードウェアが表示されます。すべての監視対象サーバーハー

ドウェアにHPE OneView Standardライセンスが割り当てられています。

HPE OneViewでライセンスの数が見つからない 1358



HPE OneViewHPE OneViewでライセンスを追加できなかったでライセンスを追加できなかった

症状症状

アプライアンスのライセンスを追加できない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ライセンスキーが空白、正しくない、または無効です。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 入力したライセンスキーを確認します。

iLOをサポートする製品のライセンスキーを、サポートしない製品に追加しようとしないでください。同様に、

iLOをサポートしない製品のライセンスキーを、サポートする製品に適用しないでください。

3. 適切な値を入力し、ライセンスキーの形式が有効であることを確認します。

4. 再試行してください。

5. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ライセンスキーが失効しています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 有効な最新のライセンスキーを入手します。

3. 新しいライセンスキーで再試行します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

アプライアンスの日付と時刻の設定が無効です。ライセンスがまだアクティブではありません。ライセンスを追加す
るには早すぎます。

アクションアクション

1. アプライアンスの日付と時刻の設定を確認します。

2. ライセンスがアクティブになる時刻と日付を調べます。

3. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。

HPE OneViewでライセンスを追加できなかった 1359



HPE OneViewHPE OneViewでライセンスキーまたはライセンスを追加できなかったでライセンスキーまたはライセンスを追加できなかった

症状症状

アプライアンスのライセンスキーを追加できない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ライセンスキーが空白、正しくない、または無効です。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 入力したライセンスキーを確認します。

iLOをサポートする製品のライセンスキーを、サポートしない製品に追加しようとしないでください。同様に、

iLOをサポートしない製品のライセンスキーを、サポートする製品に適用しないでください。

3. 適切な値を入力し、ライセンスキーの形式が有効であることを確認します。

4. 再試行してください。

5. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ライセンスキーが失効しています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 有効な最新のライセンスキーを入手します。

3. 新しいライセンスキーで再試行します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

アプライアンスの日付と時刻の設定が無効です。ライセンスがまだアクティブではありません。ライセンスを追加す
るには早すぎます。

アクションアクション

1. アプライアンスの日付と時刻の設定を確認します。

2. ライセンスがアクティブになる時刻と日付を調べます。

3. 問題が続く場合、認定テクニカルサポートに連絡してください。

HPE OneViewでライセンスキーまたはライセンスを追加できなかった 1360



HPE OneViewHPE OneViewでライセンスを適用できなかったでライセンスを適用できなかった

症状症状

ライセンスまたはライセンスキーをインスタンスに適用できなかった。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ライセンスキーのすべてのライセンスが使用されています。ライセンスを取得しようとしたインスタンスが、ライセ
ンスされていないと記録されています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 新しいライセンスキーを取得します。

3. 新しいライセンスキーで再試行します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

適用しようとするライセンスは、すでに使用されています。

アクションアクション

1. 未使用のライセンスが残っている場合は、別のライセンスでもう一度試してください。

2. それ以外の場合は、未使用のライセンスを含むライセンスキーを取得し、新しいライセンスキーからのライセンス

で再度実行してください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

すでにライセンスが付与されているインスタンスまたは製品に、ライセンスが適用されました。

アクションアクション

1. ライセンスを取得しようとしているインスタンスまたは製品を確認します。

2. 必要な場合は、正しいインスタンス名または製品名で再試行します。

HPE OneViewでライセンスを適用できなかった 1361



HPE OneViewHPE OneViewでライセンスの詳細を表示できなかったでライセンスの詳細を表示できなかった

症状症状

アプライアンスについてライセンスの詳細を表示できない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ライセンスがアプライアンスに割り当てられていない。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ライセンスを割り当てます。

3. もう一度ライセンスの詳細を表示します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

問題の内容問題の内容

フィルターの条件が、空白、または正しくない。アプライアンスは結果を返せなかった。

原因原因

フィルターの条件が正確でなかったため、結果を返せませんでした。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. フィルター条件を修正します。

3. もう一度ライセンスの詳細を表示します。

HPE OneViewでライセンスの詳細を表示できなかった 1362



ライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が管理下にある数より多いライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が管理下にある数より多い

症状症状

ライセンスグラフに表示されるライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が、管理下にあるサーバーハードウェ
アの現在の数より多い。

原因原因

HPE OneView Advancedライセンスが割り当てられたサーバーハードウェアが、管理対象から削除された。HPE OneView
Advancedライセンスが割り当てられたサーバーハードウェアが管理対象から削除されたときに、ライセンスが割り当
てられたままになっていました。これによって、ライセンスされたサーバーの数が、現在管理されているライセンス
適用済みサーバーハードウェアの数より大きくなる可能性があります。

アクションアクション

REST APIを使用して、ライセンスに割り当てられているすべてのサーバーのリスト全体を表示できます。

GET /rest/licenses

ライセンス適用済みサーバーハードウェアの数が管理下にある数より多い 1363



最近追加または割り当てられたライセンスが不正確であることが表示される最近追加または割り当てられたライセンスが不正確であることが表示される

症状症状

最近追加または割り当てられたライセンスがライセンスグラフに報告されない

原因原因

ライセンスグラフが最新でない。

アクションアクション

ライセンスグラフの設定画面を更新し、最新の変更を表示します。

最近追加または割り当てられたライセンスが不正確であることが表示される 1364



消去されたライセンスキーのリストア消去されたライセンスキーのリストア

症状症状

エンクロージャーを追加するときに、 Onboard Administrator（OA）に埋め込まれているライセンスキーが検出されな
い。

注記:注記:

エンクロージャーで工場出荷時設定へのリセットを実行すると、Onboard Administrator（OA）に埋め込

まれたライセンスが消去されるため、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプに記載されているようにライセンスキーを手動

で取得して再追加する必要があります。

原因原因

OAに埋め込まれたライセンスキーが消去されている。

アクションアクション

1. HPEライセンスサポートにあるHPE Licensing for Software Portalにアクセスして、ライセンスキーをアクティブ

化、登録、および、ダウンロードします。

2. HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの説明に従って、設定画面からアプライアンスにキーを追加します。

詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプのライセンスを参照してください。

消去されたライセンスキーのリストア 1365

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


割り当てられたライセンスが指定されたタイプと一致しない割り当てられたライセンスが指定されたタイプと一致しない

症状症状

サーバーハードウェアに、アプライアンスに追加したときに指定したものとは異なるライセンスが割り当てられてい
る。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

サーバーハードウェアに埋め込みのライセンスがある。

アクションアクション

埋め込みのライセンスは、エンクロージャーまたはラックサーバーが追加されたときに指定されたライセンスポリ
シーまたはタイプをオーバーライドします。iLO Advancedの既存の永久ライセンスを持つサーバーハードウェアに
は、HPE OneView Advanced w/o iLOライセンスが割り当てられます。詳しくは、ライセンスについての"ライセンスに
ついて"を参照してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

以前にアプライアンスによって管理されていたサーバーが再度追加されている。

アクションアクション

以前にアプライアンスによって管理されていて、HPE OneView Advancedのライセンスが適用されていたサーバーの場
合は、指定されたライセンスタイプに関係なく、追加するときにはそれと同じライセンスが割り当てられます。

割り当てられたライセンスが指定されたタイプと一致しない 1366



論理インターコネクトのトラブルシューティング論理インターコネクトのトラブルシューティング

HPE OneViewでのファームウェアアップデートエラー

HPE OneViewでのI/Oベイの占有エラー

Pause Flood状態がFlex-10またはFlex-20物理ダウンリンクポートで検出された

HPE OneViewでの物理インターコネクトの警告またはエラー

HPE OneViewでのアップリンクセットの警告またはエラー

論理インターコネクトのトラブルシューティング 1367



HPE OneViewHPE OneViewでのファームウェアアップデートエラーでのファームウェアアップデートエラー

症状症状

ファームウェアのアップデート障害のエントリーがアクティビティログに表示される。

原因原因

インターコネクトのファームウェアエラーは、以下が原因で発生することがあります。

ファームウェアのアップデートが進行中にインターコネクトモジュールを再起動する。

別のファームウェアアップデートがすでに進行中のときにファームウェアアップデートを開始する。

論理インターコネクト内のインターコネクトがアップグレードの開始前に構成済み状態になっていない。

HPE OneViewがエンクロージャーのHPE BladeSystem Onboard Administratorと通信できない。

アクションアクション

1. ファームウェアのアップデートの進行中にインターコネクトモジュールを再起動しないでください。

2. 根本的な原因について詳しくは、アクティビティログをチェックしてください。

a. ファームウェアのステージングが失敗する場合は、アクティビティログをチェックし、問題を解決してアップ

デートを再開します。

b. ファームウェアのアクティブ化が失敗する場合は、アクティビティログをチェックしてから、手動でファーム

ウェアをアクティブ化します。次に、HPE OneViewでVCインターコネクトのファームウェアバージョン

がOnboard Administratorに示されるバージョンと同じであることを確認します。

3. アップグレードを開始する前に、論理インターコネクトのすべてのインターコネクトが構成済み状態になってい

ることを確認します。

4. どうしてもファームウェアのアップデートが失敗する場合は、オンラインヘルプを参照し、論理インターコネクト

のサポートダンプファイルを作成してサポートスペシャリストに問い合わせてください。

HPE OneViewでのファームウェアアップデートエラー 1368



HPE OneViewHPE OneViewでのI/Oベイの占有エラーでのI/Oベイの占有エラー

症状症状

インターコネクトの状態エラー

原因原因

インターコネクトの状態が変わる

アクションアクション

以下のいずれかのインターコネクト状態エラーを解決します。

インターコネクトがIOベイからなくなっている（インターコネクトの状態が非存在である）

IOベイにサポートされていないインターコネクトモデルが見つかった（インターコネクトの状態は未サポート）

サポートされていないファームウェアが原因で、IOベイのインターコネクトを管理できない（インターコネクトの

状態は非管理）

インターコネクトタイプと論理インターコネクトグループで指定されたタイプの間の不一致

水平方向に隣接したインターコネクトモジュールの不一致

HPE OneViewでのI/Oベイの占有エラー 1369



Pause Flood状態がFlex-10またはFlex-20物理ダウンリンクポートで検出されたPause Flood状態がFlex-10またはFlex-20物理ダウンリンクポートで検出された

症状症状

物理ポートに関連付けられているすべてのFlex-10またはFlex-20論理ポートが無効になっている。

原因原因

Pause Flood保護が有効な場合、サーバーダウンリンクポートのPause Flood状態が検出され、そのポートが無効にな
ります。ポートは、管理アクションが行われるまで無効のままになります。

アクションアクション

1. 連続した休止生成の原因となっているサーバー上のNICの問題を解決します。これには、NICファームウェアおよび

デバイスドライバーのアップデートが含まれる場合があります。

休止フラッド状態の原因がNICファームウェア内にある場合は、サーバーを再起動しても休止フラッド状態がクリ

アされないことがあります。この場合、サーバーを電源から完全に切り離して、NICファームウェアをリセットす

る必要があります。

2. メインメニューから、ネットワーク > インターコネクトを選択します。

3. マスターウィンドウで、ループおよびPause Flood保護をリセットするインターコネクトを選択します。

4. アクション > ループおよびPause Flood保護のリセットを選択し、無効になっているポートを再度有効にします。

Pause Flood状態がFlex-10またはFlex-20物理ダウンリンクポートで検出された 1370



HPE OneViewHPE OneViewでの物理インターコネクトの警告またはエラーでの物理インターコネクトの警告またはエラー

症状症状

インターコネクトレベルの警告またはエラー

原因原因

インターコネクトの警告またはエラーは、以下が原因で発生することがあります。

展開された接続によるダウンリンクが使用可能ではない

ファームウェアのバージョンが正しくない（ファームウェアベースラインのバージョンと異なる）

構成エラー

ハードウェア障害

通信の切断

管理上ポートが無効になっている

HPE OneViewでの物理インターコネクトの警告またはエラー 1371



HPE OneViewHPE OneViewでのアップリンクセットの警告またはエラーでのアップリンクセットの警告またはエラー

症状症状

アップリンクセットが動作していない

原因原因

以下の理由により、アップリンクセットが動作していない：

1つまたは複数のアップリンクが、不良ケーブル、ケーブルがない、トランシーバーの不足、または無効なトラン

シーバーという理由で動作していない

ネットワークが割り当てられていない

FCoEネットワークのDCBX情報がない

アクションアクション

1. 次の前提条件が満たされているかどうかを確認してください。

a. 少なくとも1つのネットワークが定義されている

b. ネットワークを管理するためのネットワーク管理者権限または同等の権限を持っている。

詳しくは、"ユーザーの役割"を参照してください。

c. DCBX情報がFCoEネットワークに必要である

2. アップリンクセットの追加画面上の入力したデータが正しいことと、アップリンクセット名が一意であることを確

認します。

3. 操作を再試行してください。

HPE OneViewでのアップリンクセットの警告またはエラー 1372



ネットワークのトラブルシューティングネットワークのトラブルシューティング

HPE OneViewでのネットワーク作成操作が失敗する

ネットワークのトラブルシューティング 1373



HPE OneViewHPE OneViewでのネットワーク作成操作が失敗するでのネットワーク作成操作が失敗する

症状症状

ネットワークの作成が失敗する。

原因原因

ネットワーク構成が正しくない。

アクションアクション

1. 以下のことを確認してください。

a. ネットワーク名が一意である。

一括操作を使用して複数のタグ付きネットワークを作成すると、VLAN IDはネットワーク名に付加されます。

b. ネットワークの数が、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスに示されている最大数を超えていない。

c. プライベートネットワークの数が、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

に示されている最大数を超えていない。

2. ネットワークの作成操作を再実行します。

HPE OneViewでのネットワーク作成操作が失敗する 1374

https://www.hpe.com/support/OneView-SM
https://www.hpe.com/info/oneview/docs
https://www.hpe.com/support/OneView-SM


ラックマネージャーのトラブルシューティングラックマネージャーのトラブルシューティング

ラックマネージャーに到達できない

ラックマネージャーのトラブルシューティング 1375



ラックマネージャーに到達できないラックマネージャーに到達できない

症状症状

HPE OneViewは、ラックマネージャーを追加するために使用したIPアドレスでラックマネージャーに接続できな
い。HPE OneViewは、通信のために機能している他のIPアドレスにフォールバックしません。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ラックマネージャーはホスト名を使用して追加され、ホスト名はIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方に解決されま
す。ただし、IPv4アドレスが優先され、ラックマネージャーはIPv4アドレスのみを使用して追加されます。IPv4アド
レスに到達できない場合、HPE OneViewはIPv6アドレスにフォールバックしません。

アクションアクション

1. アクセスできないラックマネージャーを削除します。

2. 機能しているIPv6アドレスを使用して、ラックマネージャーをもう一度追加します。の"ラックマネージャーの追

加"を参照してください。

ホスト名を使用してラックマネージャーを追加しないでください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ラックマネージャーが追加された後、ラックマネージャーとの通信は、ラックマネージャーの追加に使用されたIPア
ドレスを介して行われます。IPアドレスに到達できない場合、HPE OneViewは追加されたラックマネージャーに関連付
けられている他のIPアドレスにフォールバックしません。

アクションアクション

1. アクセスできないラックマネージャーを削除します。

2. 機能しているIPアドレスを使用してラックマネージャーを追加します。の"ラックマネージャーの追加"を参照して

ください。

詳細情報詳細情報

ラックマネージャーの追加

ラックマネージャーの追加と監視

RMCヘルス監視アラート

ラックマネージャーに到達できない 1376



レポートのトラブルシューティングレポートのトラブルシューティング

HPE OneViewでレポートを表示できない

レポートのトラブルシューティング 1377



HPE OneViewHPE OneViewでレポートを表示できないでレポートを表示できない

症状症状

どのレポートにもアクセスできない。

原因原因

権限が適切でない

アクションアクション

ログアウトし、レポートを確認することができるユーザー役割でログインします。例：

インフラストラクチャ管理者

ネットワーク管理者

サーバー管理者

ストレージ管理者

読み取り専用

HPE OneViewでレポートを表示できない 1378



認可の問題に関するトラブルシューティング認可の問題に関するトラブルシューティング

必要なパーミッションを持たない操作を実行しようとすると、認証が失敗します。ほとんどの場合、このような障害は
構成済みのセキュリティポリシーを反映しています。インフラストラクチャ管理者に連絡して、追加の権利を付与して
もらうようにしてください。

ただし、管理者に連絡する前に実行できるチェックがいくつかあります。

リクエストの発行に使用されたセッショントークンが有効でないため、障害が発生した可能性があります。これ

は、例えば、トークンの有効期限が切れている場合に発生します。この場合は、認証情報を再入力して新しいユー

ザーセッションを作成します。HPE OneViewはこの状態を自動的に検出し、ログイン画面を表示します。

HPE OneViewでは、複数のパーミッションを持つユーザーは低い特権モードで操作できます。このモードの場合、

ユーザーの権限は、承認されたパーミッションのサブセットに制限されます。低い特権モードで操作している場合

は、パーミッションを再度有効にすることでアクセス権が付与されるかどうかを確認してください。

スコープによって権限が制限されているユーザーは、承認されたパーミッションスコープ内でのみリソースを管理

できます。リソースが自分のパーミッションスコープに割り当てられていない場合は、管理者に連絡してくださ

い。リソース画面でスコープビューを選択すると、リソースがどのスコープに割り当てられているかが表示されま

す。

詳しくは詳しくは

ユーザーパーミッションの変更

認可の問題に関するトラブルシューティング 1379



サーバーハードウェアのトラブルシューティングサーバーハードウェアのトラブルシューティング

特定のサーバーハードウェアの問題については、HPE OneViewリリースノートHPE OneViewリリースノートを参照してください。

Gen10およびGen10 Plusラックサーバー上の組み込みHPEアダプターの場所が「不明」になっている

サーバーの追加が失敗した

サーバーを追加できない

サーバーの電源を制御できない

サーバーを削除できない

HPE OneViewアプライアンスの再起動後にサーバーハードウェアへの接続が失われた

ネットワークアダプターポートインベントリに不明のスロット値が表示される

HPE OneView for Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーまたはサーバーハードウェアでの更新およびそ

の他の操作に失敗する

割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーの交換

システムボードの交換後にサーバーの電源がオンにならない

ワンタイムブートオプションを設定している間、サーバーがPOST中である

サーバーハードウェアのトラブルシューティング 1380
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Gen10およびGen10 Plusラックサーバー上の組み込みGen10およびGen10 Plusラックサーバー上の組み込みHPEHPEアダプターの場所がアダプターの場所が

「不明」になっている「不明」になっている

症状症状

ポートパネルでネットワークアダプターの場所フィールドは不明に設定されています。

原因原因

iLO 5ファームウェアバージョンが1.4xです。

アクションアクション

ネットワークアダプターのiLO 5ファームウェアバージョンを1.4xから2.10以降にアップグレードします。

Gen10およびGen10 Plusラックサーバー上の組み込みHPEアダプターの場所が「不明」になっている 1381



サーバーの追加が失敗したサーバーの追加が失敗した

症状症状

サーバーを追加しようとして失敗した。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

前にこのプロファイルに関連付けられたサーバーは、別の場所（別のベイまたはエンクロージャー）に再度挿入され
ます。展開されたメッセージ内の編集リンクは、プロファイルの編集ダイアログボックスに新しいサーバーの場所が
表示されるようにします。

アクションアクション

同じサーバー、別のベイ：サーバープロファイルを編集画面を使用して、サーバープロファイルを別のベイのサー
バーに手動で移動します。エラーメッセージの編集リンクからこの画面を表示した場合は、サーバーハードウェアの
値が自動的に入力され、ダイアログの下部に適切な変更の指示が表示されるので、OKをクリックします。

詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプの「サーバープロファイルの移動」を参照してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

別のサーバー、同じベイ。

アクションアクション

サーバープロファイルは、UUIDによって特定のサーバーに関連付けられます。誤ったサーバーがベイに挿入されてい
る場合、サーバープロファイルの移行メッセージが表示されます。サーバーハードウェアリンクは新しいサーバー
のサーバーハードウェア画面をポイントします。接続はそのまま無効ステータスを示します。サーバーハードウェ
ア画面は、サーバープロファイルと関連付けられたことがあると認識しないため、通常どおり表示されます。

詳しくは、サーバープロファイルの編集を参照してください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

サーバーに有効なシリアル番号および製品IDがありません。

アクションアクション

システムボードを交換する場合は、サーバーをベイに挿入する前に、UEFIシステムユーティリティを使用して、シリ
アル番号と製品IDを設定します。

詳しくは詳しくは

プロファイルに関連付けられたサーバーをベイに挿入するとどうなりますか？

サーバーの追加が失敗した 1382
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サーバーを追加できないサーバーを追加できない

症状症状

注記: 注記: サーバーの追加操作が失敗すると、通知パネルに、追加操作が失敗した理由と、問題の解決策が
表示されます。たいていの場合、解決策は、メッセージに埋め込まれている 追加リンクをクリックする
ことです。追加操作によりすべてのコンポーネントが再検出され、それについてのサーバーの情報が
アップデートされます。

原因原因

サーバーがすでに他の管理ソフトウェアによって管理されていて、そのソフトウェアによって獲得される。

アクションアクション

1. 通知パネルの指示に従ってください。

注記:注記:

サーバーに関するすべての情報を取得できない場合は、エラーが発生する可能性があります。エラー

が発生すると、問題の説明と、問題の原因となったコンポーネントが通知パネルに表示されます。

2. サーバーを再追加するには、通知メッセージパネル（ある場合）の追加の再試行またはリフレッシュリンクをク

リックするか、追加画面から追加操作を再度開始します。

注記:注記:

サーバーが管理されていない状態で、獲得されている場合、解決策は更新することです。 サー

バーが獲得されていない場合、解決策は追加することです。

アプライアンスにサーバーを強制的に追加するには、現在別の管理システムによって管理されて

いるサーバーを獲得します。

サーバーを追加できない 1383



サーバーの電源を制御できないサーバーの電源を制御できない

サーバーハードウェアの電源管理は、ターゲットのサーバーハードウェアのiLOと、HPE ProLiantサーバーの場合はホ
ストエンクロージャーのHPE BladeSystem Onboard Administratorモジュールの、両方に依存します。

サーバーの電源制御に問題がある場合は、最新の構成と、この機能に影響する可能性のあるセキュリティの変更を調査
してください。多くの場合、これらの変更を確認するための第一歩として、iLOイベントログが役に立ちます。

HPE ProLiantサーバーについて調査するもう1つの領域は、エンクロージャーの電源管理ポリシーです。Onboard
Administratorを確認して、十分な電力が供給されていて、電源操作ポリシーが適切であることを確認します。

ハードウェアにも障害がある可能性があります。POST（電源投入時セルフテスト）エラーについてiLOのインテグレー
テッドマネジメントログを使用して、ハードウェアエラーが発生したかどうかを確認します。

電源オンまたは電源オフ操作が失敗する場合は、通知メッセージに表示される指示に従ってください。

サーバーの電源を制御できない 1384



サーバーを削除できないサーバーを削除できない

症状症状

サーバーを削除しようとして失敗した。

原因原因

サーバーハードウェアとの接続がなくなると、削除操作が成功しない場合があります。

アクションアクション

1. サーバーがアプライアンスから削除されていません。可能性のある原因はアプライアンスの内部の問題であり、最

良の解決方法は、通知パネルに表示される指示に従うことです。サーバーは削除されますが、通信エラーのため、

構成を手動で修正する必要があります。接続障害によりサーバーを強制的に削除するには、削除操作に失敗した場

合のサーバーの強制的削除の「削除操作に失敗した場合のサーバーの強制的削除」の手順に従います。

2. 手動構成が必要な場合は、以下の点を調査してください。管理URLが、まだアプライアンスを指している可能性が

ありますが、そのままでかまいません。削除後に手動でクリーンアップするには、強制オプションを使用して、新

しいアプライアンスマネージャーでサーバーを再度追加します。

3. 管理ユーザーを、iLOを介してiLOユーザーのリストから削除します。

4. SNMPトラップ先（アプライアンスのIPアドレス）を、トラップのターゲットのリストから削除します。

5. iLO WebインターフェイスのHPE OneViewページに移動し、このiLOからリモートマネージャー構成を削除しますダ

イアログの削除ボタンをクリックします。

_HPEOneViewAdmin

サーバーを削除できない 1385



HPE OneViewHPE OneViewアプライアンスの再起動後にサーバーハードウェアへの接続が失わアプライアンスの再起動後にサーバーハードウェアへの接続が失わ

れたれた

クラッシュ後にアプライアンスが再起動すると、長時間実行されていて失敗したアクティビティについてサーバーイン
ベントリが評価されます。このようなアクティビティには、クラッシュの発生時に進行中だった可能性のある、サー
バープロファイル設定の適用などのアクティビティなどが含まれます。サーバープロファイル設定の再適用など、同じ
操作を再度実行することによって復旧することができます。

アプライアンスはサーバーを再同期します。再同期中、各サーバーハードウェアは resyncPending状態に入ります。
個々のサーバーハードウェアの完全再同期には、サーバーハードウェアの再検出、サーバーハードウェアの電源状態の
確認とそれに応じたリソース状態のアップデート、およびヘルスステータスのアップデートが含まれます。アプライア
ンスは、再同期操作中に、タスクごとのタスクキューを作成します。

HPE OneViewアプライアンスの再起動後にサーバーハードウェアへの接続が失われた 1386



ネットワークアダプターポートインベントリに不明のスロット値が表示されるネットワークアダプターポートインベントリに不明のスロット値が表示される

症状症状

HPE ProLiant Gen10ラックサーバーの場合、一部のネットワークアダプターのサーバーハードウェア > ポートビュー
とAPI portMapの場所に、ネットワークアダプターポートインベントリの不明なスロット値があります。この問題は
ネットワークアダプターのポートインベントリにのみ関連するため、HPE OneViewの機能には影響を及ぼしません。

原因原因

ネットワークアダプターのポートインベントリは、必要なデータをHPE OneViewに送信しません。

アクションアクション

推奨されるアクションはありません。

詳しくは詳しくは

サーバーハードウェアインベントリ

ネットワークアダプターポートインベントリに不明のスロット値が表示される 1387



HPE OneViewHPE OneView for  for Superdome FlexSuperdome Flexサーバーで、ラックマネージャーまたはサーサーバーで、ラックマネージャーまたはサー

バーハードウェアでの更新およびその他の操作に失敗するバーハードウェアでの更新およびその他の操作に失敗する

症状症状

HPE Superdome Flexサーバーの場合、ラックマネージャーまたはサーバーハードウェアでの更新、およびその他の操
作が繰り返し失敗し、接続の問題を示すエラーメッセージが表示されます。

原因原因

以下のような原因が考えられます。

Rack Management Controller（RMC）がダウンしています。

RMCのIPアドレスまたはユーザー認証情報が変更されています。

アクションアクション

1. 操作が繰り返し失敗する場合は、ラックマネージャーをラックマネージャーページから更新してください。

注記:注記:

更新操作が失敗した場合は、接続性の問題に関する追加情報とともにエラーメッセージが表示されま

す。

2. 問題を解決するには、エラーメッセージの説明に従います。

詳しくは詳しくは

アプライアンスとサーバーハードウェア間の接続の問題の解決

HPE OneView for Superdome Flexサーバーで、ラックマネージャーまたはサーバーハードウェアでの更新お
よびその他の操作に失敗する
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割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーの交換割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーの交換

症状症状

サーバーハードウェアの障害

原因原因

サーバーハードウェアで障害が発生し、交換する必要があります。

アクションアクション

1. 正常にサーバーハードウェアをシャットダウンします。

2. 元のサーバーを取り外し、交換用のサーバーを設置します。

3. 交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプが元のサーバーのサーバーハードウェアタイプに一致する場合

は、以下を行います。

a. プロファイルで定義されているアフィニティがデバイスベイに設定されている場合、サーバープロファイルは

新しいサーバーに自動的に再割り当てされます。手順5に進んでください。

b. アフィニティがデバイスベイ + サーバーハードウェアに設定されている場合は、サーバープロファイルを編集

し、保存して、アプライアンスが新しいサーバーのプロファイルを再構成できるようにする必要があります。

サーバープロファイルの変更は必要ありません。手順5に進んでください。

4. 交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプが元のサーバーのサーバーハードウェアタイプと一致しない場合

は、交換用のサーバーのサーバーハードウェアタイプと一致するプロファイルを作成します。サーバーに割り当て

られている元のプロファイルを割り当て解除または削除し、新しいプロファイルを交換用のサーバーに割り当てる

必要があります。または、サーバーハードウェアのタイプをアップデートして、挿入されたハードウェアに一致さ

せる必要があります。

5. iLOファームウェアバージョンが必要な最小ファームウェアバージョン以上の場合は手順6に進みます。iLOファー

ムウェアの最小バージョンは、HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

に記載されています。交換用のサーバーのiLOファームウェアバージョンが必要な最小ファームウェアバージョン

より小さい場合は、サーバーハードウェア画面に警告が表示され、サーバーステータスが非管理/サポートされて

いないファームウェアになります。

a. アクション > iLOファームウェアのアップデートの順に選択します。

b. OKをクリックします。

6. iLOファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルがGen8サーバー移行に割り当て

られている場合は、iLOサーバーファームウェアをサーバープロファイルの再割り当てによって自動的にアップ

デートできます。

a. メインメニューから、サーバー > サーバープロファイルを選択し、編集するサーバープロファイルを選択しま

す。

b. アクション > 編集の順に選択します。必要な場合は、適切なサーバーハードウェアを選択します。

c. ファームウェアアップデートを手動で管理するには、ファームウェアベースラインリストから、手動で管理を

選択します。

d. ファームウェアを自動的にアップデートするには、適切なファームウェアベースラインを選択します。ファー

ムウェアをインストールするには、強制的にインストールを選択します。

e. OKをクリックします。

ファームウェアバージョンがベースラインとは異なり、サーバープロファイルがG7サーバーに割り当てられている

場合は、アプライアンスの外部でファームウェアをアップデートします。

割り当てられたサーバープロファイルがあるサーバーの交換 1389
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システムボードの交換後にサーバーの電源がオンにならないシステムボードの交換後にサーバーの電源がオンにならない

症状症状

新しく修復されたサーバーをベイに挿入するしたときに追加プロセスが継続して実行され、サーバーの電源がオンに
ならない。

原因原因

サーバーを取り外してシステムボードを新しいシリアル番号と製品IDを持つ新しいものに交換する前に、新しいサー
バーに関連付けられているプロファイルが割り当て解除されていません。

アクションアクション

新しいシステムを再構成して、以前のシステムボードIDと一致させます。新しいシステムを再構成して、以前のシステムボードIDと一致させます。

1. HPE OneViewが「追加」プロセスを終了するまで10〜15分間待ちます。エラーで終了する可能性があります。

2. サーバーの電源をオフにして、ベイからサーバープロファイルの割り当てを解除します。

3. サーバーのコンソールに接続し、サーバーの電源をオンにします。

4. F9F9キーを押してUEFIシステムユーティリティを入力します。

5. シリアル番号と製品IDの設定を探し、交換されたボードに設定されていたものと同じ値に設定します。

シリアル番号と製品IDは、そのサーバーの「toeタグ」に印刷されています。

6. UEFIシステムユーティリティを終了し、Power On-Self-Test（POST）を経てサーバーの電源が投入されるまで待ち

ます。

7. サーバーの電源をオフにします。

8. エンクロージャーまたはフレームを更新します。

9. サーバープロファイルを再割当てします。

10. サーバープロファイルが割り当てられたときにアラートが生成されなかったことを確認します。

11. サーバーの電源をオンにします。

システムボードの交換後にサーバーの電源がオンにならない 1390



ワンタイムブートオプションを設定している間、サーバーがPOST中であるワンタイムブートオプションを設定している間、サーバーがPOST中である

症状症状

サーバーが「Post in progress, EV unavailable.（POSTの実行中で、EVを利用できません。）」として表示される。

原因原因

サーバーの電源がオンの間はサーバーのワンタイムブートオプションを設定できますが、サーバーがPOST（Power-On-
Self-Test）を実行している間は設定できません。

アクションアクション

1. サーバーの電源を切ります。

2. ワンタイムブートオプションを設定します。

3. サーバーの電源をオンにします。

4. サーバーのブートステータスを確認するには、サーバーコンソールを確認します。

ワンタイムブートオプションを設定している間、サーバーがPOST中である 1391



サーバープロファイルのトラブルシューティングサーバープロファイルのトラブルシューティング

ファームウェアとOSドライバーのアップデートでエラーが発生する

接続の割り当て中または展開中に、FlexNICの自動割り当てが失敗する

プロファイルから接続を追加できない

サーバープロファイルを適用できない

ファームウェアのインストールを完了できない

接続を追加するときに、ネットワークが見つからない

HPE OneViewでプロファイルのアップデートや削除ができない

複数のサーバープロファイルを削除しようとした場合に、選択したプロファイルの一部が削除されない

HPE Superdome FlexサーバーのPXEブートポリシー設定を手動で構成していない場合、HPE OneViewはブート設定オ

プションを無視します。

不整合なファームウェアバージョンがHPE OneViewに表示される

HPE OneViewでプロファイルの操作が成功していない

BIOS設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになる

HPE OneViewでサーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない

サーバーの電源をオンにしても、SUTが構成されない

サーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできない

プロファイルを削除できない：MyProfileを削除することができない、またはファームウェアの変更を追加できない

サーバープロファイルの電源をオフにできない

ファームウェアをアップデートできない

サーバープロファイルのトラブルシューティング 1392



ファームウェアとOSドライバーのアップデートでエラーが発生するファームウェアとOSドライバーのアップデートでエラーが発生する

症状症状

ファームウェアとOSドライバーのアップデートでエラーが発生している。

原因原因

いくつかのコンポーネントが展開されない。

アクションアクション

1. いくつかのコンポーネントが展開できない場合は、ターゲットサーバーOSにログインして gatherlogs
bat/sh を実行します（OSがWindowsの場合は bat、Linuxの場合は shを使用）。 gatherlogsは、ターゲット

サーバーのステージングディレクトリにあります。

2. ステージングディレクトリを特定するには、 sut  —status コマンドをステージングディレクトリから実行し

て、レポートをトラブルシューティング用にHPEへ送ってください。Integrated Smart Update Tools for WindowsIntegrated Smart Update Tools for Windows

and Linux User Guideand Linux User GuideおよびSmart Update Tools for VMware ESXi User GuideSmart Update Tools for VMware ESXi User Guide（Smart Update ToolsSmart Update Tools

Information LibraryInformation Library内）を参照してください。

ファームウェアとOSドライバーのアップデートでエラーが発生する 1393

https://www.hpe.com/info/sut-docs
https://www.hpe.com/info/sut-docs
https://www.hpe.com/info/sut-docs


接続の割り当て中または展開中に、FlexNICの自動割り当てが失敗する接続の割り当て中または展開中に、FlexNICの自動割り当てが失敗する

症状症状

接続の割り当て中または展開中に、FlexNICの自動割り当てが失敗する。

原因原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。無効な構成がある。

FlexNIC接続の自動割り当てでは、以下の点は検証されません。

物理ポートの帯域幅のオーバーサブスクリプション

物理ポートの最大ネットワーク（VLAN）

物理ポートの重複ネットワーク（VLAN）

アクションアクション

手動割り当てが必要です。

接続の割り当て中または展開中に、FlexNICの自動割り当てが失敗する 1394



プロファイルから接続を追加できないプロファイルから接続を追加できない

症状症状

プロファイルから接続を追加できません。

原因原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。

アクションアクション

以下の条件が当てはまることを確認します。

論理インターコネクトグループのインターコネクトの状態が構成済みであり、ファームウェアが正しい。

サーバーの状態がプロファイル未適用状態であり、正しいファームウェアがあり、ポートが正しいインターコネ

クトにマップされている。

プロファイルから接続を追加できない 1395



サーバープロファイルを適用できないサーバープロファイルを適用できない

症状症状

適用するとサーバープロファイルが失敗します。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

サーバーハードウェアの状態を確認できないサーバーハードウェアの状態を確認できない。

次の操作でサーバーハードウェアの動作状態を確認します。

1. キャンセルをクリックして、サーバープロファイルの作成画面を終了します。

2. メインメニューから、サーバー > サーバーハードウェア画面に移動します。

3. サーバーハードウェアを検索して、選択します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

サーバープロファイルでLUNを指定したときに、ボリューム値の制限を超えましたサーバープロファイルでLUNを指定したときに、ボリューム値の制限を超えました。

アクションアクション

1. HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックスで確認し、LUNを指定するときに、サポートされているストレージネットワーク

メザニンアダプターの既知のボリューム制限を特定します。

2. サーバープロファイル内のSANボリュームを編集するときに、SANストレージボリュームのLUNをターゲットスト

レージネットワークメザニンアダプターの既知の制限値内になるように設定します。

3. 操作を再試行してください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

原因不明原因不明。

アクションアクション

1. POST中にF10を押して、影響を受けたシステム上でインテリジェントなプロビジョニングを手動で起動してみま

す。

2. インテリジェントなプロビジョニングを手動で起動できた場合は、この操作をHPE OneViewから再度試してくださ

い。

手動での起動が引き続き失敗する場合は、iLOを再起動して手順1を再度試します。

3. 前の手順が失敗する場合には、サーバーがHPE ProLiant BL465c Gen8サーバーブレードでHPE Smartアレイがアク

ティブであれば、ROMベースセットアップユーティリティを使用してサーバー上のIOMMUを一時的に無効にします。

a. システム起動時にF9キーを押して、UEFIシステムユーティリティに入ります。

b. システムオプションを選択します。

c. プロセッサーオプションを選択します。

d. AMD-Vi（IOMMU）を選択します。

e. 無効を選択します。

f. 保存してUEFIシステムユーティリティを終了します。

4. それでも起動が失敗する場合は、最新のUEFIシステムユーティリティをインストールします。

サーバープロファイルを適用できない 1396

https://www.hpe.com/info/oneview/docs


ファームウェアのインストールを完了できないファームウェアのインストールを完了できない

症状症状

ファームウェアのインストールを完了できません。

原因原因

サーバーのファームウェアがファームウェアベースラインと一致しない。

アクションアクション

SUTを使用してファームウェアのアップデートを選択した場合、SUTをインストールしてファームウェアとドライバー
のアップデートを完了する必要があります。

ファームウェアのインストールを完了できない 1397



接続を追加するときに、ネットワークが見つからない接続を追加するときに、ネットワークが見つからない

症状症状

接続を追加するときに、ネットワークが見つかりません。

原因原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。

アクションアクション

論理インターコネクトグループが、アップリンクセットに構成されているネットワークでセットアップされているこ
とを確認します。

接続を追加するときに、ネットワークが見つからない 1398



HPE OneViewHPE OneViewでプロファイルのアップデートや削除ができないでプロファイルのアップデートや削除ができない

症状症状

プロファイル：MyProfileをアップデートすることができない、またはファームウェアの変更を追加できない

原因原因

ファームウェアのアップデートが進行中である。

アクションアクション

ファームウェアのインストールが完了するまで待ちます。

HPE OneViewでプロファイルのアップデートや削除ができない 1399



複数のサーバープロファイルを削除しようとした場合に、選択したプロファイ複数のサーバープロファイルを削除しようとした場合に、選択したプロファイ

ルの一部が削除されないルの一部が削除されない

症状症状

複数のサーバープロファイルを選択して削除しようとした場合に、一部のサーバープロファイルが削除されない。

原因原因

管理対象サーバープロファイル（サービスマネージャーを持つサーバープロファイル）は、個別に削除する必要があ
ります。管理対象サーバープロファイルは、複数のプロファイルの削除から除外されます。

アクションアクション

管理対象サーバープロファイルを個別に削除します。

注記: 注記: サービスマネージャーを持つサーバープロファイルを削除すると、サービスに影響する場合があ
ります。 Hewlett Packard Enterpriseでは、対応するサービスマネージャーのドキュメントを参照す
ることをお勧めします。

詳しくは詳しくは

サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理の自動化

メリットと制限事項

複数のサーバープロファイルを削除しようとした場合に、選択したプロファイルの一部が削除されない 1400



HPE Superdome FlexサーバーHPE Superdome FlexサーバーのPXEブートポリシー設定を手動で構成していないのPXEブートポリシー設定を手動で構成していない

場合、HPE OneViewはブート設定オプションを無視します。場合、HPE OneViewはブート設定オプションを無視します。

症状症状

ファームウェアバージョン3.0.512または3.0.542の HPE Superdome Flexサーバーの場合、次の条件下では、 HPE
OneViewは、 サーバープロファイルページで BIOS設定を構成する際に ブート設定オプションを無視します。

プリブートIPv4ネットワーク構成を取得するために、DHCPv4設定を有効にした場合。

PXEブートポリシーオプションを手動で構成していない場合、または自動オプションに構成した場合。

アクションアクション

プリブートIPv4ネットワーク構成を取得するためにDHCPv4オプションを有効にした場合は、IPv4オプションでPXEブー
トポリシーを構成します。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルのBIOS設定

サーバープロファイルのブート設定

HPE Superdome FlexサーバーのPXEブートポリシー設定を手動で構成していない場合、HPE OneViewはブート
設定オプションを無視します。
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不整合なファームウェアバージョンが不整合なファームウェアバージョンがHPE OneViewHPE OneViewに表示されるに表示される

症状症状

ファームウェアはインストールを完了できないか、ベースラインと一致しない。

原因原因

ファームウェアがファームウェアベースラインと一致しない。

アクションアクション

次のいずれかを実行します。

Smart Update Toolsをインストールして実行します。

ファームウェアベースラインのインストールでファームウェアのみオプションを使用するよう、サーバープロファ

イルを編集します。

不整合なファームウェアバージョンがHPE OneViewに表示される 1402



HPE OneViewHPE OneViewでプロファイルの操作が成功していないでプロファイルの操作が成功していない

症状症状

サーバーが別の管理システムによって管理されていることがメッセージに示される。

割り当てられたすべての仮想IDが失われないようにするには、サーバープロファイルを強制的に削除する前に、この
セクションにある手順を実行します。

原因原因

エンクロージャーがHPE OneViewによって管理されなくなっています。

アクションアクション

1. REST APIまたはWindows PowerShellWindows PowerShellを使用して、サーバープロファイルを取得します。

GET /rest/server-profiles

2. UIまたはREST APIを使用して、プロファイルを強制的に削除します。

3. UIのユーザー指定オプションを使用してIDを再作成するか、REST APIを使用してサーバープロファイルを作成しま

す。

a. サーバープロファイルを取得します。

GET /rest/server-profiles

b. サーバープロファイルを編集します。 uri、 serverHardwareTypeUri、 enclosureGroupUri、 enclos
ureUri 、および enclosureBayを削除します

c. serverHardwareUriの値を、プロファイルを関連付ける予定のサーバーに変更します。

d. serialNumberType を Virtualから UserDefined に変更します。

e. connections プロパティで、 macTypeを Virtualから UserDefined に変更します。

f. connections プロパティで、 wwpnTypeを Virtualから UserDefined に変更します

g. connections プロパティで、該当する場合は networkUriを正しいネットワークに変更します。

h. サーバープロファイルを作成します。

POST /rest/server-profiles

詳しくは詳しくは

サービスマネージャーによるサーバープロファイル管理の自動化

メリットと制限事項

HPE OneViewでプロファイルの操作が成功していない 1403

https://github.com/HewlettPackard/POSH-HPOneView


BIOS設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになるBIOS設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになる

症状症状

BIOS設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになる。

原因原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。サーバーのハードウェアまたはそのiLOが、電源オ
フ/リセットされているか、アプライアンスが、iLOから進行状況の情報を収集できない。

アクションアクション

ほとんどの場合、操作を再実行すると問題は解決します。

BIOS設定を適用するときにプロファイル操作がタイムアウトになる 1404



HPE OneViewHPE OneViewでサーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされないでサーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない

症状症状

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされないと、画面上部に、プロファイル操作が失敗したこと
を示す通知が表示されます。詳細を表示するには、通知領域をクリックします。また、サーバープロファイル名の横

にあるステータスアイコンは、エラー状態（ ）であることを示します。プロファイルはアプライアンスに残り
ますが、修正するにはプロファイルを編集する必要があります。サーバープロファイルを修正すると、プロファイル

ステータスは OK（  ) に変わります。

原因原因

サーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない。

アクションアクション

1. サーバープロファイルの作成および適用に示されている前提条件が満たされていることを確認します。

2. 以下の条件が当てはまることを確認します。

最新のService Pack for ProLiantがインストールおよび適用されていること。

プロファイル名が入力されており、固有であること。

選択されたサーバーハードウェアの電源がオフになっていること。

詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプのサーバーの電源オフを参照してください。

サーバーハードウェアがプロファイル未適用状態で、正しいファームウェアがあり、ポートが正しいインター

コネクトにマッピングされており、デバイスベイに割り当てられているプロファイルがないこと。

サーバーハードウェアは電源を切ってすぐに入れ直すことができ、ユーザーは、プロファイル設定の適用中に

サーバーハードウェアをシャットダウンしなかった。

正しいレベルのiLOおよびシステムROMファームウェアを適用した。

詳しくは、HPE OneViewヘルプHPE OneViewヘルプのファームウェアレポジトリの表示を参照してください。

サポートされているサーバーハードウェアを使用している。

iLOにIPアドレスとネットワーク接続がある。

iLOは機能していて、ネットワークケーブルは接続され動作していて、管理ネットワークにスイッチまたはイン

ターコネクトの問題がないかどうかを含むがこれに限定されず、サーバーハードウェアiLOとの通信が存在す

る。

アプライアンスと管理対象リソースは、ファイアウォールによって切り離されない。

エンクロージャーの追加操作が正常に完了した。

サーバーハードウェアの追加操作が正常に完了した。

指定したネットワークまたはネットワークセットがサーバーハードウェアのポートで使用可能である。

インターコネクトが構成済み状態であり、ファームウェアが正しい。

論理インターコネクト構成が、その論理インターコネクトグループと一致する。

物理ポート上に重複ネットワークがない。

複数のアダプターが取り付けられている場合は、すべてのアダプターのファームウェアバージョンが同じであ

る必要がある。

ユーザーが指定したアドレスが一意の正しい形式になっている。

3. すでに問題に対処した場合は、プロファイルを編集するか、プロファイルを削除し、別のプロファイルを作成しま

す。

サーバープロファイルに、同じ物理ポート上の重複ネットワークがある場合、以下を行います。

接続を別のポートに変更します。

別のVLANを使用するように接続を変更します。

HPE OneViewでサーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない 1405

https://www.hpe.com/support/OneView-OLH
https://www.hpe.com/support/OneView-OLH


HPE OneViewでサーバープロファイルが正しく作成またはアップデートされない 1406



サーバーの電源をオンにしても、サーバーの電源をオンにしても、SUTSUTが構成されないが構成されない

症状症状

サーバーの電源をオンにしても、SUTが構成されない。

原因原因

サーバーの電源をオンにしても、サーバープロファイルがSmart Update Toolsを使用するように構成されていませ
ん。

アクションアクション

影響を受けるサーバープロファイルを編集し、Smart Update Toolsを使用するファームウェアアップデートオプショ
ンを選択します。

注記:注記:

この症状は、論理エンクロージャーの共有インフラストラクチャとサーバープロファイルのファーム
ウェアアップデートを試みたときに見られることもあります。

サーバーの電源をオンにしても、SUTが構成されない 1407



サーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできないサーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできない

症状症状

サーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできません。

原因原因

複数のサーバープロファイルを選択した場合、1つ以上のサーバープロファイルがサービスマネージャーによって管理
されます。

アクションアクション

サーバーハードウェアページとiLOにある電源オン機能と電源オフ機能を使用します。

詳しくは詳しくは

メリットと制限事項

HPE iLOユーザーガイドHPE iLOユーザーガイド

サーバープロファイルの電源をオンまたはオフにできない 1408

https://www.hpe.com/support/ilo-docs


プロファイルを削除できない：MyProfileを削除することができない、またはプロファイルを削除できない：MyProfileを削除することができない、または

ファームウェアの変更を追加できないファームウェアの変更を追加できない

症状症状

プロファイルを削除できません。次のメッセージが表示されます。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ファームウェアのアップデートが進行中である。

アクションアクション

次のいずれかを実行します。

ファームウェアのインストールが完了するまで待ちます。インストールが完了するまで中止しないことを強くお勧

めします。

強制削除オプションを選択します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

サーバーの電源がオフにならない。

アクションアクション

プロファイルを削除するには、サーバーの電源をオフにします。

注記:注記:

瞬間的に押すことは常に許可されますが、押し続ける操作は、サーバーが不安定な状態になる可能性が
あるため制限されています。

MyProfileを削除することができない、またはファームウェアの変更を追加できない

プロファイルを削除できない：MyProfileを削除することができない、またはファームウェアの変更を追加
できない
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サーバープロファイルの電源をオフにできないサーバープロファイルの電源をオフにできない

症状症状

サーバープロファイルの電源をオフにできない。

原因原因

押し続ける操作が拒否される。

アクションアクション

次のいずれかを実行します。

電源ボタンを瞬間的に押しても瞬間的に押しても、SUTでハードウェアが不安定な状態になることはありません。

電源を押し続ける押し続ける操作は、SUTが終了状態になった後で試してください。

注記:注記:

電源を押し続ける押し続ける操作は、Smart Update Toolsがファームウェアやドライバーをアップデートして

いる間は行わないでください。

ファームウェアのインストールが完了するまで待ち、中断しないことを強くお勧めします。

サーバープロファイルの電源をオフにできない 1410



ファームウェアをアップデートできないファームウェアをアップデートできない

症状症状

ファームウェアをアップデートできない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ベースラインがSmart Update Toolsでサポートされていません。

アクションアクション

次のいずれかを実行します。

SUM 7.6.0以降およびiLO 4ファームウェアバージョン2.31以降またはiLO 5ファームウェアバージョン1.10以降の

ベースラインを選択します。SUMについて詳しくは、Smart Update ManagerSmart Update Manager Information Library Information LibraryにあるSmart

Update Managerユーザーガイドを参照してください。

影響を受けるサーバープロファイルを、ファームウェアのみを使用するよう編集します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

サーバーに、仮想メディアに必要なライセンスがない。

アクションアクション

サーバーにiLO Advancedライセンスを適用するか、iLOホットフィックス2.30バージョン以降（可能な場合は最新
のiLOバージョン）を適用します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

ファームウェアバージョン1.40以降のiLO 5で設定されたダウングレードポリシーにより、ファームウェアをダウ

ングレードできません。

ファームウェアベースラインがサーバーのバージョンよりも低いバージョンのファームウェアコンポーネントで構

成されているサーバープロファイルは、作成または編集できません。

ファームウェアバージョン1.40以降のiLO 5で設定されたダウングレードポリシーにより、HPE OneViewに十分な権

限がありません。

アクションアクション

1. iLO Webユーザーインターフェイスにログインします。

2. セキュリティ > アクセス設定 > アップデートサービスに移動します。

3. ダウングレードポリシーをダウングレードの許可に設定します。

4. サーバープロファイルを編集するか再適用して、操作を再度実行します。

詳しくは詳しくは

サーバープロファイルの作成

ファームウェアのダウングレード

サーバープロファイルの編集

iLO Web UIのファームウェアダウングレード設定

サーバープロファイルの再適用

論理エンクロージャーからのファームウェアのアップデート

HPE iLOユーザーガイドHPE iLOユーザーガイド

ファームウェアをアップデートできない 1411

https://www.hpe.com/info/sum-docs
https://www.hpe.com/support/ilo-docs


ストレージのトラブルシューティングストレージのトラブルシューティング

HPE OneViewでBrocade Network Advisor（BNA）SAN Managerを追加できない

ストレージシステムポートがフェイルオーバーした状態にある

ストレージシステムポートが失敗の状態にある

ストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にある

ストレージシステムポートがパートナーが失敗した状態にある

ストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーした状態にある

ストレージシステムポートが復旧中の状態にある

HPE OneViewでのターゲットポートの障害

Cisco SANマネージャーでSANを検出できない

Brocade Network Advisor（BNA）SANマネージャーとの接続を確立できない

Fabricオペレーティングシステム（FOS）SANマネージャーとの接続を確立できない

ボリュームがオペレーティングシステムを期待どおりに起動しない

ボリュームがストレージシステムから認識されるが、アプライアンス上で認識されない

HPE OneViewのサーバーハードウェアでボリュームを利用できない

ゾーン操作がCisco SANマネージャーで失敗する

ストレージのトラブルシューティング 1412



HPE OneViewHPE OneViewでBrocade Network Advisor（BNA）SAN Managerを追加できないでBrocade Network Advisor（BNA）SAN Managerを追加できない

症状症状

SANマネージャーの追加が失敗し、エラー「指定されたロケーションにSANマネージャーが見つかりません。」が発生
する

解決方法 1解決方法 1

原因原因

BNAまたはスタンドアロンのSMIエージェントがサーバーにインストールされていない

アクションアクション

BNAソフトウェアのドキュメントを参照してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

フルアクセス権を持つBNA管理者アカウントが構成されておらず、アプライアンスで使用できない。

アクションアクション

BNAソフトウェアのドキュメントを参照してください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

共通情報モデルオブジェクトマネージャー（CIMOM）がインストールされておらず、サーバー上で構成されていない。

アクションアクション

BNAソフトウェアのドキュメントを参照してください。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

BNA SSL設定とアプライアンス上のBNAのSSL設定が一致しない。

アクションアクション

1. BNAソフトウェアを使用して、SSLが有効になっているかどうかを確認します。詳しくは、BNAソフトウェアのド

キュメントを参照してください。

2. SANマネージャー画面で、BNAのアプライアンスのSSLを使用設定とBNAソフトウェアのSSL設定が一致することを確

認します。SSL設定が一致しない場合：

a. メインメニューで、SANマネージャーを選択し、次のいずれかの操作を実行します。

マスターウィンドウで、BNAを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

詳細ウィンドウ内にポインティングデバイスを置き、編集アイコンをクリックします。

3. SSLを使用で、BNAソフトウェアのSSL設定と一致するように値を変更します。

4. OKをクリックして、変更を保存します。

HPE OneViewでBrocade Network Advisor（BNA）SAN Managerを追加できない 1413



ストレージシステムポートがフェイルオーバーした状態にあるストレージシステムポートがフェイルオーバーした状態にある

症状症状

ストレージシステムポートがフェイルオーバーした状態にある。

原因原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイルオーバーしました。

アクションアクション

1. ストレージシステム上のポートに関する問題を解決します。

2. インフラストラクチャとの接続を確認します。

ストレージシステムポートがフェイルオーバーした状態にある 1414



ストレージシステムポートが失敗の状態にあるストレージシステムポートが失敗の状態にある

症状症状

ストレージシステムポートが失敗の状態にある。

原因原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートにフェイルオーバーできません。

アクションアクション

1. 両方のストレージポートのステータスと構成を確認します。

2. ケーブル接続や他のインフラストラクチャの問題を確認します。

ストレージシステムポートが失敗の状態にある 1415



ストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にあるストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にある

症状症状

ストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にある。

原因原因

ポートはオフラインであり、パートナーポートへのフェイルオーバーの最中です。

アクションアクション

状態が変わるのを待ちます。

ストレージシステムポートがフェイルオーバー中の状態にある 1416



ストレージシステムポートがパートナーが失敗した状態にあるストレージシステムポートがパートナーが失敗した状態にある

症状症状

ストレージシステムポートがパートナーが失敗した状態にある。

原因原因

パートナーポートに障害が発生し、フェイルオーバー操作が成功しませんでした

アクションアクション

1. 両方のストレージポートのステータスと構成を確認します。

2. ケーブル接続や他のインフラストラクチャ問題を確認してください。

ストレージシステムポートがパートナーが失敗した状態にある 1417



ストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーした状態にストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーした状態に

あるある

症状症状

ストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーした状態にある。

原因原因

パートナーポートはフェイルオーバーしました。ポートはパートナーポートトラフィックです。

アクションアクション

1. ストレージシステム上のパートナーポートの問題を解決してください。

2. インフラストラクチャとのポート接続を確認してください。

ストレージシステムポートがパートナーポートがフェイルオーバーした状態にある 1418



ストレージシステムポートが復旧中の状態にあるストレージシステムポートが復旧中の状態にある

症状症状

ストレージシステムポートが復旧中の状態にある。

原因原因

ポートはオンラインであり、正常な状態に復帰している最中です。

アクションアクション

状態が変わるのを待ちます。

ストレージシステムポートが復旧中の状態にある 1419



HPE OneViewHPE OneViewでのターゲットポートの障害でのターゲットポートの障害

症状症状

ターゲットポートで障害が発生している。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ターゲットポートの障害は、実際のネットワークと予想されたネットワークが一致しないことです。予想されたネッ
トワークをアプライアンス上でアップデートする必要があります。

アクションアクション

1. メインメニューからストレージ > ストレージシステムの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、ストレージシステムを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

3. ポートについて、予想されるネットワークを実際のネットワークと一致するように変更します。

4. OKをクリックします。

このタスクを完了するのにREST APIを使用することもできます。

REST API：REST API： /rest/storage-systems/{id}

詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

物理配線が正しく構成されていない（ファブリック接続）。

アクションアクション

ストレージシステムとSANスイッチ間の配線が正しく構成されていることを確認します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

デバイスでポートの障害が発生した。

アクションアクション

ストレージシステムハードウェアを調べます。必要に応じて修復します。

ハードウェアについて詳しくは、https://www.hpe.com/info/oneview/docshttps://www.hpe.com/info/oneview/docsを参照してください。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

ストレージシステムに物理的に接続されているエンクロージャーがアプライアンスに追加されていない（直接接
続）。

アクションアクション

エンクロージャー画面を使用してアプライアンスにエンクロージャーを追加します。

解決方法 5解決方法 5

原因原因

物理配線が正しく構成されていない（直接接続）。

アクションアクション

ストレージシステムとエンクロージャーインターコネクト間の配線が正しく構成されていることを確認します。

HPE OneViewでのターゲットポートの障害 1420
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Cisco SANマネージャーでSANを検出できないCisco SANマネージャーでSANを検出できない

症状症状

HPE OneViewがCisco VSANを検出できません。

原因原因

HPE OneViewによって管理されるCisco SANマネージャーは、VSAN 2〜4093の範囲のVSANを検出しますが、VSAN 1（デ
フォルトのVSAN）およびVSAN 4094（分離されたVSAN）は検出しません。

アクションアクション

CiscoスイッチでVSAN 2〜4093の範囲のVSANが構成されていることを確認してください。

Cisco SANマネージャーでSANを検出できない 1421



Brocade Network Advisor（BNA）SANマネージャーとの接続を確立できないBrocade Network Advisor（BNA）SANマネージャーとの接続を確立できない

症状症状

SANマネージャーとの接続を確立できない

原因原因

CIMOMがアプライアンスと同じサブネット上にあるNICにバインドされていない

アクションアクション

BNAソフトウェアのドキュメントを参照してください。

Brocade Network Advisor（BNA）SANマネージャーとの接続を確立できない 1422



Fabricオペレーティングシステム（FOS）SANマネージャーとの接続を確立できFabricオペレーティングシステム（FOS）SANマネージャーとの接続を確立でき

ないない

症状症状

SANとの接続を確立できない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

FOS REST APIが無効になっています。

アクションアクション

FOS REST APIを有効にします。

詳しくは、FOS APIを使用した管理用のBrocadeスイッチの構成を参照してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

HTTPSが要求されましたが、FOS HTTPSが構成されていません。

アクションアクション

FOS HTTPS証明書を作成してHTTPSを有効にします。

詳しくは、Brocade Fabric OS管理ガイドを参照してください。

Fabricオペレーティングシステム（FOS）SANマネージャーとの接続を確立できない 1423



ボリュームがオペレーティングシステムを期待どおりに起動しないボリュームがオペレーティングシステムを期待どおりに起動しない

症状症状

SANストレージボリュームの構成には目に見えるエラーはないが、ボリュームが期待どおりに動作しない。

原因原因

サーバープロファイルで定義されているiSCSIイニシエーターのCHAP名が、ネットワークアダプターで要求されている
名前の文字数制限を超えています。CHAP名が認識されないと、ブレードはストレージに接続できず、ボリュームはオ
ペレーティングシステムを起動できません。

アクションアクション

1. HPE OneViewサポートマトリックスHPE OneViewサポートマトリックス

を参照し、サポートされているアダプターに関する既知の文字数制限を確認してください。

2. サーバープロファイル内で、SANストレージボリュームのiSCSIイニシエーターのCHAP名を、対象のネットワークア

ダプターの既知の文字数制限内になるように再設定します。

3. 操作を再試行してください。

ボリュームがオペレーティングシステムを期待どおりに起動しない 1424
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ボリュームがストレージシステムから認識されるが、アプライアンス上で認識ボリュームがストレージシステムから認識されるが、アプライアンス上で認識

されないされない

症状症状

ボリュームが正常な状態でない。

原因原因

ボリュームがアプライアンス上で認識されないのは、ボリュームが、アプライアンスによって管理されていないスト
レージプールに移動されていることが原因と考えられます。

アクションアクション

1. アプライアンスによって管理されているプールにボリュームを移動し、ストレージシステムソフトウェアを使用し

てボリュームを更新します。詳しくは、ストレージシステムのドキュメントを参照してください。

2. ボリュームが配置されているストレージプールをアプライアンスの管理下に置きます。

ボリュームがアダプティブオプティマイゼーションによって移動された場合、Hewlett Packard Enterpriseは、ア

ダプティブオプティマイゼーションが使用する可能性のあるすべてのプールをアプライアンスの管理下に置くこと

をお勧めします。この手法により、アダプティブオプティマイゼーションによって移動される場合、ボリュームを

引き続きアプライアンスで使用できます。

a. メインメニューからストレージ > ストレージプールの順に選択し、以下のいずれかを実行します。

マスターウィンドウで+ストレージプールの追加をクリックします。

アクション > 追加の順に選択します。

b. ストレージシステムで、追加するストレージプールを含むストレージシステムを選択します。

c. ストレージプールで、追加するストレージプールを選択します。

d. 追加をクリックしてストレージプールを追加するか、追加+をクリックして別のプールを追加します。

3. このタスクを完了するのにREST APIを使用することもできます。

/rest/storage-pools

詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

ボリュームがストレージシステムから認識されるが、アプライアンス上で認識されない 1425
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HPE OneViewHPE OneViewのサーバーハードウェアでボリュームを利用できないのサーバーハードウェアでボリュームを利用できない

症状症状

サーバーでボリュームにアクセスできない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

SANゾーンが正しく構成されていない、または存在しないことが、サーバーでボリュームにアクセスできない原因とし
て考えられます。

アクションアクション

1. アタッチメントを再び有効にする（管理対象SANの場合）：

a. メインメニューからサーバー > サーバープロファイルの順に選択します。

b. マスターウィンドウで、サーバープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

c. 有効にするポートを見つけ、有効を選択します。

d. OKをクリックします。

2. SAN管理ソフトウェアを使用してゾーンを作成または構成します（管理対象SANなし）。

a. OKをクリックします。

b. SANマネージャードキュメントを参照してください。

3. 管理対象SANを使用する場合

a. SANマネージャーとSANがネットワークに関連付けられていることを確認します。

b. 自動ゾーニングが有効になっていることを確認します。

4. SANの自動ゾーニングが有効になっていない

a. ゾーンが手動で構成されていることを確認します。

b. SANマネージャードキュメントを参照してください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

インターコネクトポートが無効になっているためにサーバーイニシエーターがファブリックにログインしていないこ
とが、サーバーでボリュームにアクセスできない原因として考えられます。

アクションアクション

1. アプライアンスでインターコネクトポートを有効にする

a. メインメニューから、インターコネクトを選択します。

b. マスターウィンドウで、インターコネクトを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

c. 有効にするポートを見つけ、有効を選択します。

d. OKをクリックします。

2. このタスクを完了するのにREST APIを使用することもできます。

REST API：  /rest/interconnects/{id}/ports

詳しくは、HPE OneView REST APIリファレンスを参照してください。

3. 論理インターコネクトグループを再構成してください。

a. メインメニューから、ネットワーク > 論理インターコネクトグループの順に選択します。

b. マスターウィンドウで、論理インターコネクトグループを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

c. ネットワークが希望するインターコネクトポートと接続するようにアップリンクセットを編集します。

d. OKをクリックします。

HPE OneViewのサーバーハードウェアでボリュームを利用できない 1426



e. 論理グループインターコネクトリンクがオンラインに復帰することを確認します。

f. メインメニューから、論理インターコネクトを選択します。

g. マスターウィンドウで論理インターコネクトを選択し、アクション > グループからアップデートの順に選択し

ます。

4. このタスクを完了するのにREST APIを使用することもできます。

REST API：REST API： /rest/logical-interconnect-groups/{id} および /rest/logical-interconnects/{id}
/compliance

詳しくは、HPE OneView APIリファレンスHPE OneView APIリファレンスを参照してください。

5. 物理配線が意図したとおりに構成されていることを確認します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

接続がサーバープロファイルで定義されていないことが、サーバーでボリュームにアクセスできない原因として考え
られます。

アクションアクション

1. サーバープロファイルでネットワークに接続を追加します。メインメニューからサーバー > サーバープロファイ

ルの順に選択します。

2. マスターウィンドウで、サーバープロファイルを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

3. 接続で、接続の追加をクリックします。

4. デバイスタイプで、Fibre Channel over Ethernetを選択します。

5. ネットワークで、ストレージシステムに接続されているネットワークを選択し、追加をクリックします。

6. OKをクリックします。

HPE OneViewのサーバーハードウェアでボリュームを利用できない 1427
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ゾーン操作がCisco SANマネージャーで失敗するゾーン操作がCisco SANマネージャーで失敗する

症状症状

Cisco SANマネージャーでのゾーン操作が失敗する。

原因原因

snmpdサービスがクラッシュした。

SANマネージャーソフトウェアのSANマネージャーログを見て、 snmpdサービスがクラッシュしたことを確認してくだ
さい。 snmpdサービスがクラッシュする原因の1つは、SANマネージャーのファームウェアが古いためです。

アクションアクション

SANマネージャーのファームウェアを最新バージョンにアップデートするSANマネージャーのファームウェアを最新バージョンにアップデートする

1. SANマネージャーのファームウェアをアップデートする際は、メーカーの指示に従ってください。

2. ゾーン操作をアプライアンス上で再度試してください。

ゾーン操作がCisco SANマネージャーで失敗する 1428



ユーザーアカウントのトラブルシューティングユーザーアカウントのトラブルシューティング

ディレクトリグループを追加できない

ディレクトリサービスを追加できない

ディレクトリサービス用のサーバーを追加できない

HPE OneViewでローカルユーザーアカウントを削除できない

HPE OneViewでディレクトリグループが見つからない

HPE OneViewでローカルユーザーアカウントを変更できない

ディレクトリサービスを使用できない

HPE OneViewでの不正な権限

認証されていないユーザーまたはグループ

HPE OneViewによってユーザーの公開キーが受け付けられない

ユーザーアカウントのトラブルシューティング 1429



ディレクトリグループを追加できないディレクトリグループを追加できない

症状症状

ディレクトリグループをアプライアンスのグループとして追加できませんでした。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

指定された認証ディレクトリおよびグループはすでに存在しています。グループは固有のものである必要がありま
す。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 現在のグループを別のパーミッションに再割り当てするか、別のグループを作成して必要なパーミッションにマッ

プします。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

外部的な問題により、ディレクトリサーバーのホストが切断されました。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。

4. 通信に使用しているポート（デフォルトポート636）がファイアウォールによってブロックされていないことを確

認します。

ディレクトリサービスを追加できないを参照してください。

5. ディレクトリサービスホストのIPアドレスまたはホスト名に対してローカルでホスト名またはIPアドレスのPingを

実行して、オンラインかどうかを確認します。

6. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

7. アプライアンスが仮想マシンでホストされている場合は、仮想マシンが適切に機能し、十分なリソースが割り当て

られていることを確認します。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

認証の問題が、アプライアンスがディレクトリサービスへログインするのを妨げました。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

4. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

ディレクトリサービスの構成中に指定されたサービスアカウント認証情報は、外部認証ディレクトリで変更されま
す。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスを編集し、新しいサービスアカウント認証情報をアップデートします。

ディレクトリグループを追加できない 1430



3. グループを追加します。

ディレクトリグループを追加できない 1431



ディレクトリサービスをディレクトリサービスを追加できない追加できない

症状症状

ディレクトリサービスをアプライアンスに追加することはできません。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

外部的な問題により、ディレクトリサーバーのホストが切断されました。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

3. ディレクトリサーバーのIPアドレスまたはホスト名に対してローカルでを実行して、オンラインかどうかを確認し

ます。

4. ディレクトリサービスとのLDAP通信用のポートがSSLポート（デフォルトは636）またはグローバルカタログSSL

ポート（デフォルトは3269）であることを確認します。

5. 通信に使用しているポート（デフォルトポート636または3269）がファイアウォールによってブロックされていな

いことを確認します。

6. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

7. アプライアンスが適切に機能していることと、十分なリソースがあることを確認します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

証明書の期限が切れているので、ディレクトリサーバーのホストがアプライアンスの認証を拒否しています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

4. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

証明書が有効なx509の形式ではありません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

証明書にx509v3キー使用法拡張機能が含まれていません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 証明書にキー使用法拡張機能が含まれていることを確認します。

3. 必要に応じて、ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

ディレクトリサービスを追加できない 1432



解決方法 5解決方法 5

原因原因

認証情報が有効ではないため、ディレクトリサーバーのホストはアプライアンスを認証できません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

3. 検索コンテキスト情報が正確であることを確認します。別のアカウントまたはグループにアクセスしようとしてい

る可能性があります。

4. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

5. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

解決方法 6解決方法 6

原因原因

ディレクトリサービスの構成時に、正しくないパラメーターが使用されました。

アクションアクション

1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。重複する名前は使用できませ

ん。

2. ディレクトリの種類が正しいことを確認します。

3. ベースDNフィールドと、OpenLDAPの場合はユーザーネーミング属性フィールド、および組織ユニットフィールドが

正しいことを確認してください。

4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。

5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。

ディレクトリサービスを追加できない 1433



ディレクトリサービス用のサーバーを追加できないディレクトリサービス用のサーバーを追加できない

症状症状

ディレクトリサービス用にサーバーを構成することはできません。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

アプライアンスがディレクトリサービスとの接続を失ったため、その接続が失われました。

アクションアクション

1. ディレクトリサービスホストの設定が正確であることを確認します。

2. ディレクトリサービスに正しいポートが使用されていることを確認します。

3. 通信に使用しているポート（デフォルトポート636）がファイアウォールによってブロックされていないことを確

認します。

HPE OneViewに必要なファイアウォールポートを参照してください。

4. ディレクトリサービスホストのIPアドレスまたはホスト名に対してホスト名またはIPアドレスのPingを実行して、

オンラインかどうかを確認します。

5. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

6. アプライアンスが仮想マシンでホストされている場合は、適切に機能していて、十分なリソースがあることを確認

します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ディレクトリサービス用のサーバーにログインすると、認証エラーになります。

アクションアクション

1. ログイン名とパスワードが正確であることを確認します。

2. ディレクトリサービスホスト証明書を再取得し、インストールします。

3. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。

ディレクトリサービス用のサーバーを追加できない 1434



HPE OneViewHPE OneViewでローカルユーザーアカウントを削除できないでローカルユーザーアカウントを削除できない

症状症状

エラーコード500で削除が失敗する。

アクションアクション

1. 次のREST APIコールを実行して、削除するユーザーアカウントを修正します。

2. もう一度ユーザーアカウントの削除を試みてください。

PUT https://{appl}/rest/users
              

HPE OneViewでローカルユーザーアカウントを削除できない 1435



HPE OneViewHPE OneViewでディレクトリグループが見つからないでディレクトリグループが見つからない

症状症状

外部認証ディレクトリサービスで、指定されたグループが見つからない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

外部認証ディレクトリサービスでグループが構成されていないか、検索パラメーターにエラーが含まれています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. 外部認証ディレクトリサービスの認証情報を確認します。

3. ディレクトリサービスが動作していることを確認します。

4. グループの名前を確認します。

5. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、外部認証ディレクトリサービスにグループのアカウントが構成され

ていることを確認します。

6. もう一度グループを検索してみてください。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

ディレクトリのタイプが正しく指定されていません。例えば、Active Directoryサービスが OpenLDAPとして指定さ
れている可能性があります。

アクションアクション

インフラストラクチャ管理者としてログインします。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

指定した認証ディレクトリサービスの検索には、どのグループも含まれていません。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. OpenLDAPの場合、ディレクトリサーバーのユーザーが読み取り権限（ rscdx）を持っていることを確認します。

これは、HPE OneViewが検索結果を読み取れるようにするためです。

解決方法 4解決方法 4

原因原因

ディレクトリグループへのアクセス中にエラーが発生しました。ディレクトリサービスサーバーに到達できませんで
した。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。

3. OpenLDAPでは、必要な1つ以上のグループを取得するためにすべての組織ユニットを追加します。追加ボタンを使

用して、ユーザーとグループが存在する場所に個別に組織ユニットを追加します。

解決方法 5解決方法 5

原因原因

外部の問題によって、ディレクトリサービス用に構成されたサーバーへのアプライアンスの到達が妨げられました。

アクションアクション

HPE OneViewでディレクトリグループが見つからない 1436



1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。

2. ディレクトリサーバーホストへの接続を確認します。ディレクトリサービス用のサーバーを追加できないを参照し

てください。

HPE OneViewでディレクトリグループが見つからない 1437



HPE OneViewHPE OneViewでローカルユーザーアカウントを変更できないでローカルユーザーアカウントを変更できない

症状症状

ローカルユーザーアカウントを追加、編集、または削除することができない。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

適切な権限がないか、無効なパラメーターを入力しました。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

解決方法 2解決方法 2

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

解決方法 3解決方法 3

原因原因

アプライアンス証明書が無効であるか、失効しています。

アクションアクション

1. インフラストラクチャ管理者としてアプライアンスにログインします。

2. 新しいアプライアンス証明書を取得します。

3. ブラウザーページを更新します。

4. 新しい証明書を承諾します。

5. ユーザーアカウントを追加します。

6. もう一度ユーザーアカウントの追加、編集、または削除を試みてください。

詳しくは詳しくは

アプライアンスがネットワークにアクセスできない

ユーザーアカウント

HPE OneViewでローカルユーザーアカウントを変更できない 1438



ディレクトリサービスを使用できないディレクトリサービスを使用できない

症状症状

アプライアンスはディレクトリサービスにアクセスできません。

解決方法 1解決方法 1

原因原因

ディレクトリサービスのサーバーにはアクセスできません。

ディレクトリサービスのサーバーまたはネットワークのいずれかがダウンしています。

アクションアクション

1. ディレクトリサーバーのIPアドレスまたはホスト名に対してpingコマンドを実行して、オンラインかどうかを確認

します。

2. アプライアンスネットワークが正しく動作していることを確認します。

3. ディレクトリサービス管理者に問い合わせて、サーバーがダウンしているかどうかを確認します。

解決方法 2解決方法 2

原因原因

構成エラーは、ディレクトリサービスの到達を妨げます。

アクションアクション

1. ディレクトリサービスの名前が一意であり正しく入力されていることを確認します。重複する名前は使用できませ

ん。

2. ディレクトリの種類が正しいことを確認します。

3. ベースDNフィールドと、OpenLDAPの場合はユーザーネーミング属性フィールド、および組織ユニットフィールドが

正しいことを確認してください。

4. 認証ディレクトリサービス管理者の認証情報が正しいことを確認します。

5. グループがディレクトリサービスに構成されていることを確認します。

6. グループに割り当てられている役割が正しいことを確認します。

ディレクトリサービスを使用できない 1439



HPE OneViewHPE OneViewでの不正な権限での不正な権限

症状症状

ユーザーがユーザーインターフェイスで管理対象オブジェクトを表示するには、（最低でも）そのオブジェクトに対
する表示権限を持っている必要があります。

特定のリソース情報を表示したり、リソースのタスクを実行したりできない

原因原因

割り当てられている役割に正しい権限がない。

アクションアクション

作業を行うために、インフラストラクチャ管理者に別の役割または追加の役割を要求します。

HPE OneViewでの不正な権限 1440



認証されていないユーザーまたはグループ認証されていないユーザーまたはグループ

症状症状

ディレクトリユーザーとしてログインできない。

注記:注記:

各ユーザーは、アプライアンスへのログイン時に、ユーザー名とパスワードを確認する認証サービスに
よって認証されます。設定の編集 > 認証画面を使用して、アプライアンスで認証設定を構成できます。
アプライアンスの初期セットアップでは最初にデフォルト値が入力されます。

原因原因

認証設定が正しくありません。

アクションアクション

1. ユーザー画面から、ユーザーまたはグループをディレクトリに追加をクリックします。

2. ディレクトリの追加をクリックします。

3. 設定の編集 > 認証画面で、ディレクトリの追加をクリックします。

4. 要求される情報を入力します。

5. OKをクリックします。

認証されていないユーザーまたはグループ 1441



HPE OneViewHPE OneViewによってユーザーの公開キーが受け付けられないによってユーザーの公開キーが受け付けられない

症状症状

ユーザーのパブリックキーが動作しない、または受け付けられない。

原因原因

コピー/貼り付け操作中に取り込まれた非表示の文字によってキーコードが変更される。

アクションアクション

1. パブリックキーフィールドに貼り付けるときに、特殊文字がキーに挿入されないように注意しながら、キーを再度

入力します。

2. サポートされるのは、RSAキーのみです。

HPE OneViewによってユーザーの公開キーが受け付けられない 1442



非管理デバイス非管理デバイス

非管理デバイスは、サーバー、エンクロージャー、KVM（キーボード、ビデオ、およびマウス）スイッチ、ラック内モ
ニター/キーボード、ルーターなどの物理リソースであり、ラックに配置されたり、電力を消費したりしますが、現時
点ではアプライアンスによって管理されてはいません。一部の非管理デバイスは、アプライアンスが管理できないサ
ポート対象外のデバイスです。非管理デバイスをラックに追加することで、データセンターのスペース、電力、冷却の
より完全な分析を得ることができます。また、アプライアンスを使用して、このようなデバイスのハードウェアインベ
ントリ情報を表示できます。

知りたい情報知りたい情報

非管理デバイスの追加

非管理デバイスのプロパティの編集

非管理デバイスの削除

その他の操作

さらに詳しくさらに詳しく

非管理デバイスのサポート

非管理対象およびサポートされていないHPE BladeSystem

c7000エンクロージャー

非管理デバイス 1443



非管理デバイスのサポート非管理デバイスのサポート

HPE OneViewは、より現実的で完全なデータセンターのレイアウトを実現するために、管理者がラック内に配置する非
管理デバイスを定義する機能を提供します。

非管理デバイスは、電力情報検出機能の接続を使用してインテリジェントパワーディストリビューションユニット
（iPDU）に接続されているデバイスを表すために自動的に作成されます。HPE BladeSystemエンクロージャーおよび
ProLiant DLシリーズサーバーは、それぞれマスターウィンドウのエンクロージャーおよびサーバーハードウェアに非
管理または未サポート状態で表示されます。これらは、管理されていないエンクロージャーおよびサーバーとして表
されるため、非管理デバイスリソースリストには含まれません。

非管理デバイスを作成するときに、デバイスの名前、モデルの説明、Uスロット内の高さ、および非管理デバイスが消
費できる最大電力（ワット単位）を指定します。これらの最大電力値は、電力および冷却容量の分析で使用され、生成
されるアラートで電力および冷却の潜在的な問題を識別できるようにします。また、この値は、ラックや、非管理デバ
イスに接続されている他の電力供給デバイスの電力消費の分析にも役立ちます。

名前のデフォルト値は、iLO、または自動的に追加された非管理デバイスのOnboard Administratorの名前です。高さの
デフォルト値は、特定のデバイスモデルの高さから推測されます。

この情報は、デバイスの仕様、デバイスによって報告される較正済みの最大電力（利用できる場合）、HPE Power

Advisor（https://www.hpe.com/info/poweradvisor/onlinehttps://www.hpe.com/info/poweradvisor/onlineで入手可能）、またはデバイスの最大電力消費推定値から

取得できます。

非管理デバイスとの通信がないため、対処するべき問題がアプライアンスで生成されたアラートによって識別されない
限り、ステータスは無効になります。

管理インターフェイスのリンクをクリックするとブラウザーが開き、IPアドレスを介してHPE iPDUにアクセスできま
す。

この場所は、物理ラック内のデバイスの位置を示します。未セットという表示は、ラック構成にデバイスを追加して
いないことを意味します。ラック > アクション > 編集の順に選択して、デバイスの場所を指定します。

Powered byオプションは、このデバイスに電力を供給する親供給デバイスを示します。未指定という表示は、親供給
デバイスを指定していないことを意味します。電力供給デバイス > アクション > 編集またはラック > アクション >
編集を選択し、親電力供給デバイスを指定します。

電力構成の目的で、非管理デバイスには2つの電源接続があり、冗長電源をサポートするものと想定されます。これら
は、電源1および2として識別されます。非管理デバイスが冗長電源をサポートしていない場合は、電源1にのみ接続
し、デバイスに対して冗長電源が欠如していることに関するアラートを消去します。

電力情報検出機能の接続で検出されないデバイスについては、追跡、インベントリ、および電力管理の目的で、それら
のデバイスを手動でアプライアンスに追加できます。

詳しくは詳しくは

非管理デバイス

非管理デバイスのサポート 1444
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非管理デバイスの追加非管理デバイスの追加

非管理デバイスを追加します。これは、現在アプライアンスによって管理されていないデバイスです。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 非管理デバイスの順に選択し、次の操作を行います。

a. マスターウィンドウで+非管理デバイスの追加をクリックします。

b. アクション > 追加の順に選択します。

注記:注記:

アクションメニューは、非管理デバイスが以前に少なくとも1つ追加されていないと表示されませ

ん。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

3. 追加をクリックして操作を完了するか、追加+をクリックして別の非管理デバイスを追加します。

4. マスターウィンドウで、非管理対象デバイスが表示されることを確認します。

詳細情報詳細情報

非管理デバイス

（章の一番上）

詳しくは詳しくは

非管理デバイス

非管理デバイスの追加 1445



非管理デバイスのプロパティの編集非管理デバイスのプロパティの編集

非管理デバイスを編集し、アプライアンスが空間要件とラックの電力消費を分析するために使用する、場所、最大電
力、高さ、モデルなどの一連の特性を記述します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者またはサーバー管理者。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 非管理デバイスの順に選択し、次の操作を行います。

a. マスターウィンドウで編集する非管理デバイスを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

b. 詳細ウィンドウにポインターを合わせ、編集アイコンをクリックします。

2. 画面に表示された値を編集します。

位置値またはPowered by値の値を編集する場合は、ラックリソースページまたは電力供給デバイスリソースページ

にアクセスします。

3. 変更内容を確認し、OKをクリックして適用します。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

非管理デバイス

非管理デバイスのプロパティの編集 1446



非管理デバイスの削除非管理デバイスの削除

HPE OneView内にスペースや電力消費を表示するデバイスが存在しないように、非管理デバイスを削除します。

手順手順

1. メインメニューからファシリティ > 非管理デバイスの順に選択します。

2. マスターウィンドウで削除する非管理デバイスを選択し、アクション > 編集の順に選択します。

3. 確認したら、はい、削除しますをクリックします。

4. 詳細ウィンドウで、変更されたことを確認します。

詳しくは詳しくは

非管理デバイス

非管理デバイスの削除 1447



ユーザーおよびグループユーザーおよびグループ

ユーザーおよびグループ画面を使用してユーザーアカウントを管理します。管理者は、ユーザーの追加と削除、パス
ワードと連絡先情報の変更、およびユーザーログインに適用する認証のタイプの選択を行うことができます。

知りたい情報知りたい情報

全面的に許可されたローカルユーザー（インフラス

トラクチャ管理者）の追加

組織のディレクトリのメンバーシップによって認証

され、全面的に許可されたユーザーの追加

ディレクトリベースの認証を使用してグループを追

加する

特殊なアクセスを持つローカルユーザーの追加

役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクト

リのメンバーシップによって認証されるユーザーの

追加

ユーザー権限の指定

ユーザーアカウントの編集

ユーザーまたはグループアカウントの削除

管理者パスワードのリセット

その他の操作

詳細情報詳細情報

ユーザーの役割の操作権限

認証の設定

ユーザーアカウント

ユーザーの役割

ユーザーアカウントのトラブルシューティング

ユーザーおよびグループ 1448



ユーザーの役割の操作権限ユーザーの役割の操作権限

次のテーブルに、それぞれのユーザーの役割に関連付けられたユーザーアクション特権のリストを示します。

Use特権は、ユーザーが所有していても変更は許可されていないオブジェクトにオブジェクトを関連付けることができ
る特殊な権限です。例えば、論理インターコネクトグループで、サーバー管理者の役割が割り当てられたユーザーは、
論理インターコネクトグループを定義することは許可されていませんが、エンクロージャーを追加するときにそのグ
ループを使用することはできます。読み取り専用ユーザーには、アプライアンスに証明書を追加する権限がありませ
ん。

カテゴリカテゴリ

ユーザーの役割の操作権限ユーザーの役割の操作権限
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

IAIA サーバー管サーバー管
理者理者

ネットワーネットワー
ク管理者ク管理者

バックアッバックアッ
プ管理者プ管理者

ストレージストレージ
管理者管理者

ソフトウェソフトウェ
ア管理者ア管理者

アクティビティアクティビティ CRUD CRU CRU R CRU CRU

アラートアラート RUD RUD RUD — RUD RUD

アプライアンスアプライアンス CRUD R R R R R

監査ログ監査ログ CR R R — R —

バックアップバックアップ CRUD R R CRD R R

証明書証明書 CRUD — — — — —

コミュニティ文コミュニティ文
字列字列

RU R CRU — R R

接続接続 CRUD R CR R R R

接続テンプレー接続テンプレー
トト

CRUD、
Use

R、Use CRUD R R R

コンソールユーコンソールユー
ザーザー

CRUD — — — — —

データセンターデータセンター CRUD CRUD R R R R

デバッグログデバッグログ CRUD CRU CRU — R CRU

デバイスベイデバイスベイ CRUD CRUD R R R R

ドメインドメイン CRUD R CRU R R R

エンクローエンクロー
ジャージャー

CRUD CRUD R R R R

エンクローエンクロー
ジャーグループジャーグループ

CRUD、
Use

CRUD、Use R R R R

イーサーネットイーサーネット
ネットワークネットワーク

CRUD R CRUD R R R

イベントイベント CRU CRU CRU — R CRU

FCエイリアスFCエイリアス CRUD R R R CRUD R

FCデバイスマFCデバイスマ
ネージャーネージャー

CRUD R R R CRUD R

FCエンドポインFCエンドポイン
トト

R R R R R R

FCネットワークFCネットワーク CRUD R CRUD R R R

FCOEネットワーFCOEネットワー
クク

CRUD、
Use

R CRUD、Use R R R

ユーザーの役割の操作権限 1449



FCポートFCポート R R R R R R

FCプロバイダーFCプロバイダー R R R R R R

FC SANFC SAN CRUD R R R CRUD R

FC SANサービスFC SANサービス CRUD R R R CRUD R

FCスイッチFCスイッチ R R R R R R

FCタスクFCタスク R R R R R R

FCゾーンFCゾーン CRUD R R R CRUD R

ファームウェアファームウェア
ドライバードライバー

CRUD CRUD CRUD R R R

グローバル設定グローバル設定 CRUD CRUD CRUD R CRUD CRUD

grouptorolegrouptorole
マッピングマッピング

CRUD — — — R —

ホストホスト CRUD R R R R —

ホストクラスホストクラス
ターター

CRUD R R R R —

ID範囲IPv4ID範囲IPv4 CRUD RU CRUD R R R

ID範囲IPv4サブID範囲IPv4サブ
ネットネット

CRUD RU CRUD R R R

ID範囲のID範囲の
VMACVMAC（MACアド
レス）

CRUD R CRU R R R

ID範囲のID範囲の
VSNVSN（シリアル
番号）

CRUD CRU R R R R

ID範囲のID範囲の
VWWNVWWN（World
Wide Name）

CRUD R CRU R R R

インフラストラインフラストラ
クチャVMSクチャVMS

CRUD CRUD R R R R

統合ツール統合ツール CRUD R R R R R

インターコネクインターコネク
トト

CRUD CR CRUD R R R

インターコネクインターコネク
トタイプトタイプ

R、Use R CRUD R R R

ラベルラベル CRUD CRUD CRUD R CRUD CRUD

ライセンスライセンス CRUD CR R R R R

論理ダウンリン論理ダウンリン
クク

R R R R R R

論理エンクロー論理エンクロー
ジャージャー

CRUD、
Use

CRUD、Use R、Use R R、Use R、Use

カテゴリカテゴリ

ユーザーの役割の操作権限ユーザーの役割の操作権限
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

IAIA サーバー管サーバー管
理者理者

ネットワーネットワー
ク管理者ク管理者

バックアッバックアッ
プ管理者プ管理者

ストレージストレージ
管理者管理者

ソフトウェソフトウェ
ア管理者ア管理者
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論理インターコ論理インターコ
ネクトネクト

RU、
Use

R、Use RU、Use R R R

論理インターコ論理インターコ
ネクトグループネクトグループ

CRUD、
Use

R、Use CRUD、Use R R R

ログインドメイログインドメイ
ンン

CRUD — — — R R

ログインセッログインセッ
ションション

CRUD RU RU RU RU —

管理対象SAN管理対象SAN CRUD、
Use

R R、Use R CRUD、Use —

ネットワークネットワーク CRUD、
Use

R、Use CRUD、Use R R —

ネットワークネットワーク
セットセット

CRUD、
Use

CRUD CRUD R R R

通知通知 CRUD CRD CRD R R —

組織組織 CRUD — — — R —

ポートポート RU、
Use

— RU、Use — R R

電源デバイス電源デバイス CRUD CRUD R R R R

ラックラック CRUD CRUD R R R R

レポートレポート R R R R R R

レポジトリマレポジトリマ
ネージャーネージャー

CRUD CRUD CRUD R R R

リストアリストア CRUD — — — — —

役割役割 CRUD — — — — —

SANSAN CRUD、
Use

R R R CRUD、Use —

SANマネーSANマネー
ジャージャー

CRUD、
Use

R R R CRUD、Use —

スコープスコープ CRUD、
Use

R R R R R

サーバーハードサーバーハード
ウェアウェア

CRUD、
Use

CRUD、Use R R R R

サーバーハードサーバーハード
ウェアファームウェアファーム
ウェアインベンウェアインベン
トリトリ

R R R R R R

サーバーハードサーバーハード
ウェアタイプウェアタイプ

CRUD、
Use

CRUD、Use R R R R

サーバープロサーバープロ
ファイルファイル

CRUD CRUD R R R R

カテゴリカテゴリ

ユーザーの役割の操作権限ユーザーの役割の操作権限
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

IAIA サーバー管サーバー管
理者理者

ネットワーネットワー
ク管理者ク管理者

バックアッバックアッ
プ管理者プ管理者

ストレージストレージ
管理者管理者

ソフトウェソフトウェ
ア管理者ア管理者

1

ユーザーの役割の操作権限 1451



サーバープロサーバープロ
ファイルテンプファイルテンプ
レートレート

CRUD、
Use

CRUD、Use — R R R

ストレージプーストレージプー
ルル

RU R R R RU R

ストレージシスストレージシス
テムテム

CRUD R R R CRUD R

ストレージターストレージター
ゲットポートゲットポート

CRUD R R R CRUD R

ストレージボストレージボ
リュームリューム

CRUD CRUD R R CRUD R

ストレージボストレージボ
リュームアタッリュームアタッ
チメントチメント

CRUD CRUD R R CRUD R

ストレージボストレージボ
リュームテンプリュームテンプ
レートレート

CRUD R R R CRUD R

ストレージボストレージボ
リュームセットリュームセット

R R R R R R

サポートサポート CRUD、
Use

R、Use R R R、Use R、Use

タスクタスク R R R R R R

トラップ転送トラップ転送 RU R R R R R

非管理デバイス非管理デバイス CRUD CRUD R R R R

アップデートアップデート R — — — — —

アップリンクアップリンク
セットセット

CRUD R CRUD R R R

ユーザーユーザー CRUD — — — — —

ユーザー設定ユーザー設定 CRUD — — — — —

カテゴリカテゴリ

ユーザーの役割の操作権限ユーザーの役割の操作権限
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

IAIA サーバー管サーバー管
理者理者

ネットワーネットワー
ク管理者ク管理者

バックアッバックアッ
プ管理者プ管理者

ストレージストレージ
管理者管理者

ソフトウェソフトウェ
ア管理者ア管理者

サーバー管理者は、帯域幅を編集できません。

カテゴリカテゴリ 特殊ユーザー役割の操作特権特殊ユーザー役割の操作特権
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

読み取り読み取り
専用専用

スコープ管理スコープ管理
者者

スコープオペスコープオペ
レーターレーター

サーバーサーバー
ファームウェファームウェ
アオペレーアオペレー
ターター

サーバープサーバープ
ロファイルロファイル
設計者設計者

サーバープロサーバープロ
ファイル管理ファイル管理
者者

サーバープロサーバープロ
ファイルオペファイルオペ
レーターレーター

アクティビティアクティビティ R R R R R R R

アラートアラート R R R R R R R

アプライアンスアプライアンス R R R R R R R

監査ログ監査ログ — — — — — — —
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バックアップバックアップ R R R R R R R

証明書証明書 R R R R R R R

コミュニティ文字コミュニティ文字
列列

— — — — — — —

接続接続 R R R R R R R

接続テンプレート接続テンプレート R R R R R R R

コンソールユーコンソールユー
ザーザー

— — — — — — —

データセンターデータセンター R R R R R R R

デバッグログデバッグログ R R R R R R R

デバイスベイデバイスベイ R R R R R R R

ドメインドメイン R R R R R R R

エンクロージャーエンクロージャー R R、Use R、Use R R、Use R、Use R、Use

エンクロージャーエンクロージャー
グループグループ

R R、Use R R R R、Use R、Use

エンクロージャーエンクロージャー
タイプタイプ

       

イーサーネットイーサーネット
ネットワークネットワーク

R R、Use R、Use R R、Use R、Use R、Use

イベントイベント R R R R R R R

FCエイリアスFCエイリアス R R R R R R R

FCデバイスマネーFCデバイスマネー
ジャージャー

R R R R R R R

FCエンドポイントFCエンドポイント R R R R R R R

FCネットワークFCネットワーク R R、Use R、Use R R、Use R、Use R、Use

FCOEネットワークFCOEネットワーク R R、Use R、Use R R、Use R、Use R、Use

FCポートFCポート R R R R R R R

FCプロバイダーFCプロバイダー R R R R R R R

FC SANFC SAN R R R R R R R

FC SANサービスFC SANサービス R R R R R R R

FCスイッチFCスイッチ R R R R R R R

FCタスクFCタスク R R R R R R R

FCゾーンFCゾーン R R R R R R R

ファームウェアドファームウェアド
ライバーライバー

R R、Use R、Use R R、Use R、Use R、Use

グローバル設定グローバル設定 R R R R R R R

grouptoroleマッgrouptoroleマッ
ピングピング

R R R R R R R

カテゴリカテゴリ 特殊ユーザー役割の操作特権特殊ユーザー役割の操作特権
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

読み取り読み取り
専用専用

スコープ管理スコープ管理
者者

スコープオペスコープオペ
レーターレーター

サーバーサーバー
ファームウェファームウェ
アオペレーアオペレー
ターター

サーバープサーバープ
ロファイルロファイル
設計者設計者

サーバープロサーバープロ
ファイル管理ファイル管理
者者

サーバープロサーバープロ
ファイルオペファイルオペ
レーターレーター

ユーザーの役割の操作権限 1453



ホストホスト R R R R R R R

ID範囲のID範囲の
VMACVMAC（MACアドレ
ス）

R R R R R R R

ID範囲のVSNID範囲のVSN（シ
リアル番号）

R R R R R R R

ID範囲のID範囲の
VWWN（World WideVWWN（World Wide
Name）Name）

R R R R R R R

インフラストラクインフラストラク
チャVMSチャVMS

R R R R R R R

統合ツール統合ツール R R R R R R R

インターコネクトインターコネクト R R、Use R、Use R R R R

インターコネクトインターコネクト
タイプタイプ

R R R R R R R

ラベルラベル R R R R CRUD CRUD CRUD

ライセンスライセンス R R R R R R R

論理ダウンリンク論理ダウンリンク R R R R R R R

論理エンクロー論理エンクロー
ジャージャー

R R、Use R、Use R R R R

論理インターコネ論理インターコネ
クトクト

R R、Use R、Use R R R R

論理インターコネ論理インターコネ
クトグループクトグループ

R R、Use R、Use R R、Use R、Use R

ログインドメインログインドメイン R R R R R R R

ログインセッショログインセッショ
ンン

RU R R R RU RU RU

管理対象SAN管理対象SAN R — — R R R R

ネットワークネットワーク R R R R R R R

ネットワークセッネットワークセッ
トト

R R、Use R、Use R CRUD、Use CRUD、Use R、Use

通知通知 R R R R R R R

組織組織 R R R R R R R

ポートポート — R  — — — —

電源デバイス電源デバイス R R R R R R R

ラックラック R R R RU、Use R R R

レポートレポート R R R R R R R

レポジトリマネーレポジトリマネー
ジャージャー

— R R R R R R

リストアリストア R R R R R R R

役割役割 R R R R R R R

カテゴリカテゴリ 特殊ユーザー役割の操作特権特殊ユーザー役割の操作特権
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

読み取り読み取り
専用専用

スコープ管理スコープ管理
者者

スコープオペスコープオペ
レーターレーター

サーバーサーバー
ファームウェファームウェ
アオペレーアオペレー
ターター

サーバープサーバープ
ロファイルロファイル
設計者設計者

サーバープロサーバープロ
ファイル管理ファイル管理
者者

サーバープロサーバープロ
ファイルオペファイルオペ
レーターレーター
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SANSAN R — — R R R R

SANマネージャーSANマネージャー R — — R R R R

スコープスコープ R CRUD RU R R R R

サーバーハードサーバーハード
ウェアウェア

R R、Use R、Use RU、Use RU、Use RU、Use RU、Use

サーバーハードサーバーハード
ウェアファームウェアファーム
ウェアインベントウェアインベント
リリ

R R R R R R R

サーバーハードサーバーハード
ウェアタイプウェアタイプ

R R R R R R R

サーバープロファサーバープロファ
イルイル

R R、Use R、Use RU CRUD CRUD RU、Use

サーバープロファサーバープロファ
イルテンプレートイルテンプレート

R R R R CRUD、Use R、Use R

ストレージプールストレージプール R R、Use R、Use R R、Use R、Use R、Use

ストレージシステストレージシステ
ムム

R R R R R R R

ストレージターストレージター
ゲットポートゲットポート

R R R R R R R

ストレージボストレージボ
リュームリューム

R R、Use R、Use R CRUD、Use CRUD、Use R、Use

ストレージボストレージボ
リュームアタッチリュームアタッチ
メントメント

R R R R R R R

ストレージボストレージボ
リュームテンプリュームテンプ
レートレート

R R、Use R、Use R R、Use R、Use R、Use

サポートサポート — R R R R R R

タスクタスク R R R R R R R

トラップ転送トラップ転送 R R R R R R R

非管理デバイス非管理デバイス R R R R R R R

アップデートアップデート R R R — R R R

アップリンクセッアップリンクセッ
トト

R R R R R R R

ユーザーユーザー R R R — R R R

ユーザー設定ユーザー設定 R R R — R R R

カテゴリカテゴリ 特殊ユーザー役割の操作特権特殊ユーザー役割の操作特権
IA=IA=インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者、admin=管理者、admin=管理者

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

読み取り読み取り
専用専用

スコープ管理スコープ管理
者者

スコープオペスコープオペ
レーターレーター

サーバーサーバー
ファームウェファームウェ
アオペレーアオペレー
ターター

サーバープサーバープ
ロファイルロファイル
設計者設計者

サーバープロサーバープロ
ファイル管理ファイル管理
者者

サーバープロサーバープロ
ファイルオペファイルオペ
レーターレーター

サーバーファームウェアオペレーターは、 manageFirmware、 firmwareBaseline 、 forceInstallFirmwar
e 、 firmwareInstallType、 firmwareActivationType、および serverHardwareUriの各属性のみをアッ
プデートできます。

1
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認証の設定認証の設定

セキュリティは、ユーザー認証および役割ベースの承認によって管理されます。ユーザーアカウントは、ローカルユー
ザーを使用してユーザー認証情報をアプライアンスに保存するか、ほかの場所にホスティングされているディレクトリ
（Microsoft Active Directoryなど）に置いて、アプライアンスが指定されたディレクトリサーバーに問い合わせて
ユーザー認証情報を確認することができます。

各ユーザーは、アプライアンスにログインするときに、ユーザー名とパスワードを確認する認証ディレクトリサービス
によって認証されます。認証設定パネルを使用して、アプライアンスの認証設定を構成します。アプライアンスには、
最初のセットアップ時にデフォルト値が設定されます。

認証について詳しくは、次を参照してください。

認証ディレクトリサービスを追加してユーザーを認証して完全に許可する（複数のディレクトリが構成されている

場合）か、ディレクトリアカウントを使用します。

認証ディレクトリサービスをデフォルトディレクトリとして設定します（複数のディレクトリが構成されている場

合）。

ローカルログインを無効にします。

認証の設定を表示または変更するには、インフラストラクチャ管理者の権限でログインします。ほかのユーザーは、こ
れらの設定の変更または表示を許可されていません。

認証の設定メニューを表示してアクセスするには、設定 > セキュリティ > 認証の順に選択します。

詳しくは詳しくは

ユーザーおよびグループ
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ユーザーアカウントユーザーアカウント

HPE OneViewは、ローカルユーザーアカウントと、Microsoft Active DirectoryやOpenLDAP（Lightweight Directory
Access Protocol）などの外部ディレクトリソリューション（エンタープライズディレクトリまたは認証ログインドメ
インとも呼ばれます）の両方をサポートしています。

ユーザーは認証され、それぞれに対して承認されたリソースへのアクセス権が付与されます。HPE OneViewは、ユー
ザーパーミッションに基づいてユーザーを承認します。パーミッションは、役割とスコープの一意の組み合わせです。
1人のユーザーが複数のパーミッションを持つことができます。ユーザーはまず役割に基づいて承認され、該当する場
合はスコープによって定義される特定のリソースセットに制限されます。

認証認証

HPE OneViewは、ローカル認証と外部のディレクトリベース認証の両方をサポートしています。ローカル認証では、認
証ディレクトリはアプライアンス上でローカルにホストされます。ディレクトリベース認証では、外部のディレクトリ
サービスがアクセスの認証に使用されます。

ローカル認証

デフォルトでは、HPE OneViewには Administratorという単一のローカルユーザーアカウントが構成されていま
す。 Administratorは、HPE OneViewで初めてセットアップを行うように割り当てられ、完全な権利を持ってい
る人物です。このローカル管理者アカウントのデフォルトパスワードは です。 Administratorのパス

ワードは最初のログイン時にリセットします。アプライアンスの管理者には、最初のログイン後にフルアクセス
（インフラストラクチャ管理者）権限が自動的に割り当てられます。

外部認証

個々のローカルログインアカウントを維持する代わりに、外部認証ディレクトリサービスを使用してユーザーグ
ループにパーミッションを付与できます。グループ内の各ユーザーには、同じパーミッションが割り当てられま
す。この認証ディレクトリサービスには、LDAPを使用する企業ディレクトリなどがあります。Hewlett Packard
Enterpriseでは、アプライアンスをMicrosoft Active DirectoryやOpenLDAPなどのエンタープライズディレクト
リソリューションと統合して、ローカルアカウントの数を制限することをお勧めします。

注記:注記:

Administratorユーザーの名前を変更することはできません。

管理者アカウントのパスワードを変更できるのは、 Administratorだけです。パスワードを変更

するには、次の手順を使用します。

現在のパスワードを覚えている場合は、ユーザーとグループ > アクション > 編集を選択してパ

スワードをアップデートします。

現在のパスワードを忘れた場合は、Maintenance Console > > 管理者パスワードのリセットオプ

ションを選択します。

インフラストラクチャ管理者の役割で、複数のユーザーを作成できます。ただし、インフラストラク

チャ管理者は、 Administratorユーザーを削除することも編集することもできません。

許可許可

役割

HPE OneViewは、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクションを記述する一連の役割を定義しま
す。ユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている役割は、HPE OneViewで管理されているリソース
のカテゴリに対して操作を実行する権限を付与します。

スコープ

スコープは、ユーザー定義の一連のリソースです。リソースは、複数のスコープに所属できます。スコープが一
覧表示されない場合は、スコープを作成します。

パーミッション

パーミッションは、物理リソースまたは仮想リソースの表示、監視、管理を行う権限をユーザーに付与します。
インフラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディレクトリグ
ループに権限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役割は、リソー
スカテゴリにアクセスを付与します。スコープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソースカテゴ
リ内のインスタンスのサブセットに制限します。指定したユーザーのパーミッションをスコープで制限しない場
合は、デフォルトのオプションである すべてのリソースを選択します。パーミッションがスコープで制限されな
い場合、役割によって付与される権限は、アプライアンスによって管理されるすべてのリソースに適用されま
す。ユーザーとグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。

注記:注記:
ユーザーのログオン中に インフラストラクチャ管理者がパーミッションを変更した場合、次のよう

admin
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になります。

ローカルユーザーはログアウトされます。変更されたパーミッションは、ユーザーが次にログイ

ンしたときに反映されます。

エンタープライズディレクトリユーザーは、ログアウトするまで古いパーミッションでの操作を

続行できます。変更されたパーミッションは、ユーザーが次にログインしたときに反映されま

す。

すべてのアクセスが許可されたローカルユーザー（フルアクセスユーザー）と、特別なアクセス権を持つローカルユー
ザー（役割ベースのスペシャリスト）を追加することができます。どちらのユーザーの場合も、ユーザーのログイン情
報を、アプライアンスでローカルにホストされている認証ディレクトリと比較することにより、認証情報が確認されま
す。

これらの各ユーザーについて、ユーザーログイン情報とエンタープライズディレクトリを比較することで、認証が確認
されます。

リソース情報を表示できない場合、またはリソースタスクを実行できない場合は、適切な権限を持っていない可能性が
あります。アクセス権が必要な場合は、インフラストラクチャ管理者に問い合わせて、追加のパーミッションを要求し
てください。

ダッシュボードのステータスダッシュボードのステータス

デフォルトではダッシュボードダッシュボードには、割り当てられたユーザー役割に関連付けられている最も関連性の高いリソースの
ステータスが表示されます。ネットワーク管理者とストレージ管理者など、複数の役割が割り当てられている場合は、
各役割でダッシュボードに表示されるリソースの組み合わせがダッシュボードに表示されます。HPE OneViewは、リ
ソースカテゴリに対してユーザーが実行できる操作を記述する一連の役割を定義します。ユーザーまたはディレクトリ
グループに割り当てられている役割は、HPE OneViewで管理されているリソースのカテゴリに対して操作を実行する権
限を付与します。

詳しくは詳しくは

ディレクトリサービス認証
緊急ローカルログイン
パーミッション
スコープ
全面的に許可されたローカルユーザー（インフラストラクチャ管理者）の追加
組織のディレクトリのメンバーシップによって認証され、全面的に許可されたユーザーの追加
ディレクトリベースの認証を使用してグループを追加する
特殊なアクセスを持つローカルユーザーの追加
役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクトリのメンバーシップによって認証されるユーザーの追加
スコープの作成
ユーザーの役割の操作権限
組み込みグループ — Microsoft Active Directory
例：OpenLDAPディレクトリ構成
例：ユーザーとグループが異なる親の下の異なるOUに属する — Microsoft Active Directory
例：ユーザーとグループが同じ親の下の異なるOUに属する — Microsoft Active Directory
例：ユーザーとグループが同じOUに属する — Microsoft Active Directory
LDAPスキーマのオブジェクトクラス
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組み込みグループ — Microsoft Active Directory組み込みグループ — Microsoft Active Directory

Microsoft Active Directoryには組み込みグループの機能があり、特定のグループが定義済みのコンテナーに自動的に
配置されます。これらの組み込みグループには、以下のものが含まれます。

Domain Users

Domain Admins

Enterprise Admins

Microsoft Active Directoryの Domain Users グループには、ドメインで作成されたすべてのユーザーが含まれてい
ます。この例では、 Usersの下にあるすべてのユーザーアカウントが Domain Users に含まれています。

Microsoft Active Directoryでは、デフォルトでUsersコンテナー内に一部のグループ（Domain Usersなど）が定義さ
れています。これらのグループは、Usersコンテナーが検索コンテキストの入力として指定されている場合、Add
directory group画面のグループ名のフィールドにも表示されます。しかし、Domain Usersのようなグループは、手動
で構成された他のグループと同じようには動作しません。例えば、Domain Usersグループはアプライアンスにアクセス
できません。

Domain Users グループ内のユーザーアカウントは認証されないため、1つまたは複数の組織ユニットを指定する必要
があります。

組み込みグループとその動作について詳しくは、Microsoft Active Directoryのドキュメントを参照してください。
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例：OpenLDAPディレクトリ構成例：OpenLDAPディレクトリ構成

この例では、ユーザーアカウントは People  OUの下にあり、グループは Groups  OUの下にあります。

この例の場合、グループではなくユーザーを認証するために、ディレクトリの追加画面でこれらのエントリーを作成し
ます。

ディレクトリの種類 OpenLDAP
ベースDN DC=example,DC=com
ユーザーネーミング属性 CN
組織ユニット OU=people
組織ユニット OU=groups
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例：ユーザーとグループが同じOUに属する — Microsoft Active Directory例：ユーザーとグループが同じOUに属する — Microsoft Active Directory

この例では、ドメインは example.com で、ユーザーとグループは Usersコンテナー（デフォルトの組織ユニット）
の下にあります。

この例の場合、ログイン名 server_adminを持つユーザーを認証するために、ディレクトリの追加画面でこれらのエ
ントリーを作成します。

ディレクトリの種類 Active Directory
ベースDN DC=example,DC=com
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例：ユーザーとグループが同じ親の下の異なるOUに属する — Microsoft Active例：ユーザーとグループが同じ親の下の異なるOUに属する — Microsoft Active

DirectoryDirectory

この例では、 Usersと Groups の2つの子を持つ、 Accountsという名前の親OUがあります。

ドメインは example.com です。

この例の場合、 Users  OUに属するユーザーを認証するために、ディレクトリの追加画面でこれらのエントリーを作成
します。

ディレクトリの種類 Active Directory
ベースDN DC=example,DC=com
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例：ユーザーとグループが異なる親の下の異なるOUに属する — Microsoft例：ユーザーとグループが異なる親の下の異なるOUに属する — Microsoft

Active DirectoryActive Directory

この例では、ドメイン example.com に、 User Accountsと Group Accounts という2つの別々のOUがあります。

OUの指定は、次の形式を取ります。

この例には、4つの異なるアカウントがあります。

この例の場合、ユーザーとグループを認証するために、ディレクトリの追加画面でこれらのエントリーを作成します。

ディレクトリの種類 Active Directory
ベースDN DC=example,DC=com

OU=
child_OU,OU=
parent_OU
      

OU=Admin Users,OU=User Accounts,DC=example.DC=com
OU=Finance Users,OU=User Accounts,DC=example.DC=com
OU=Admin,OU=Group Accounts,DC=example.DC=com
OU=Others,OU=Group Accounts,DC=example.DC=com
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LDAPスキーマのオブジェクトクラスLDAPスキーマのオブジェクトクラス

以下に、オブジェクトクラスを使用して作成されるグループをディレクトリの種類別に示します。このようなLDAPグ
ループを、HPE OneViewに追加して役割を割り当てる必要があります。

Microsoft Active DirectoryMicrosoft Active Directory

Active Directoryでは、以下のLDAPスキーマオブジェクトクラスのいずれかを使用してグループを作成できます。

groupofNames

groups

groupofUniqueNames
グループのメンバーは、この例のようにグループ名のプロパティを調べることによって表示します。

 

OpenLDAPOpenLDAP

OpenLDAPでは、以下のLDAPスキーマオブジェクトクラスのいずれかを使用してグループを作成できます。

groupofUniqueNames

groupofNames
この例のように、 objectClass を groupOfUniqueNames として使用して作成したグループのメンバーは、 unique
Member の下にあります。
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次に示すように、 objectClass を groupOfNamesまたは groups として使用して作成したグループのメンバーは、
member の下にあります。

 

詳しくは詳しくは

ユーザーの役割
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ユーザーの役割ユーザーの役割

ユーザーの役割を使用すると、ユーザーの職責に基づいて、アクセス権および権限をユーザーに割り当てることができ
ます。すべての権限をユーザーに割り当てることもできれば、アプライアンスによって管理するリソースを表示、作
成、編集、または削除するアクセス権の一部を割り当てることもできます。

表52: ユーザーの役割の権限表52: ユーザーの役割の権限

役割役割 ユーザーのタイプユーザーのタイプ アクセス権または権限アクセス権または権限

フルアクセス インフラストラクチャ
管理者

UIまたはREST API経由のアプライアンス管理など、アプライアンスによっ
て管理または監視されるリソースを表示、作成、編集、または削除しま
す。

インフラストラクチャ管理者は、アクティビティ、通知、およびログの形
で提供される情報も管理できます。

インフラストラクチャ管理者だけが、バックアップファイルからアプライ
アンスをリストアできます。

読み取り専用 読み取り専用 管理または監視対象のリソース情報を表示します。

リソースを追加、作成、編集、削除することはできません。

専門 バックアップ管理者 バックアップファイルを作成およびダウンロードし、アプライアンスの設
定およびアクティビティを表示します。

スクリプトを使用してアプライアンスにログインし、スクリプトを実行し
てアプライアンスをバックアップする権限があります。

バックアップファイルからアプライアンスをリストアすることはできませ
ん。

注記:注記:

この役割は、REST APIを使用してアプライアンスにログインし、
バックアップの作成およびダウンロードを実行するスクリプトを
対象としています。この役割を使用すると、バックアップ操作の
ためにインフラストラクチャ管理者の認証情報を開示しなくても
済みます。

Hewlett Packard Enterpriseでは、この役割を持つユーザーがHPE
OneViewのユーザーインターフェイスを使用して対話型のログイン
セッションを開始しないようにすることをお勧めします。

 ネットワーク管理者 ネットワーク、ネットワークセット、接続、インターコネクト、アップリ
ンクセット、およびファームウェアバンドルを表示、作成、編集、または
削除します。

関連するアクティビティ、ログ、および通知を表示します。

ユーザーアカウントは管理できません。

 サーバー管理者 サーバープロファイルとテンプレート、ネットワークセット、エンクロー
ジャー、およびファームウェアバンドルを表示、作成、編集、または削除
します。

Onboard Administratorと物理サーバー、およびハイパーバイザーの登録に
アクセスします。

接続、ネットワーク、ラック、電源、および関連するアクティビティ、ロ
グ、通知を表示します。

ボリュームを追加しますが、ストレージプールまたはストレージシステム
は追加できません。

ユーザーアカウントは管理できません。

 サーバーファームウェ
アオペレーター

管理または監視対象のリソース情報を表示します。

物理サーバーにアクセスします。

物理サーバーを編集しますが、作成や削除は行いません。

サーバープロファイルで、サーバーハードウェア、ファームウェアのベー
スライン、ファームウェアの設置方法、およびアクティブ化のスケジュー
ル値を編集します。

ユーザーの役割 1466



 サーバープロファイル
設計者

サーバープロファイル、サーバープロファイルテンプレート、ストレージ
ボリューム、ラベル、ネットワークセットを作成および管理します。

ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、サーバー
ハードウェア、ストレージプール、およびストレージボリュームテンプ
レートを使用します。

 サーバープロファイル
管理者

サーバープロファイル、ストレージボリューム、ラベル、ネットワーク
セットを作成および管理します。

ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、サーバー
ハードウェア、サーバープロファイルテンプレート、ストレージプール、
およびストレージボリュームテンプレートを使用します。

 サーバープロファイル
オペレーター

ラベルを作成、削除、およびアップデートします。

サーバーハードウェアとサーバープロファイルのアップデート

ネットワーク、ネットワークセット、エンクロージャー、ファームウェア
ドライバー、サーバーハードウェア、サーバープロファイル、ストレージ
プール、およびストレージボリュームテンプレートを使用します。

 スコープ管理者 スコープを作成および削除します。

スコープをアップデートし、スコープリソースを追加および削除します。

スコープ以外のリソースは変更できません。

 スコープオペレーター スコープをアップデートし、スコープリソースを追加および削除します。

スコープ以外のリソースは変更できません。

スコープの作成または削除はできません。

 ストレージ管理者 ストレージシステムを表示、追加、編集、または削除します。

ストレージプールを表示または編集します。

ボリュームを表示、作成、編集、追加、または削除します。

ボリュームテンプレートを表示、作成、編集、または削除します。

SANマネージャーを表示、追加、または編集します。

SANを表示または編集します。

役割役割 ユーザーのタイプユーザーのタイプ アクセス権または権限アクセス権または権限
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クイックスタート：認証ディレクトリサービスとグループを追加するクイックスタート：認証ディレクトリサービスとグループを追加する

このクイックスタートでは、認証ディレクトリサービス（エンタープライズディレクトリまたは認証ログインドメイン
とも呼ばれる）を追加して、認証ディレクトリサービスで定義されたグループのシングルサインオン認証を提供する方
法について説明します。グループ内の各ユーザーには同じ役割が割り当てられます（例えば、インフラストラクチャ管
理者）。

例えばLDAP（Lightweight Directory Access Protocol）を使用する組織のディレクトリもこの認証ディレクトリサー
ビスです。
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シナリオ：OpenLDAP認証ディレクトリサービスを追加するシナリオ：OpenLDAP認証ディレクトリサービスを追加する

このシナリオでは、OpenLDAP認証ディレクトリサービスを追加して、そのディレクトリサービスからグループを追加す
る方法を説明します。

次の前提条件を満たしている必要があります。

権限：インフラストラクチャ管理者。

認証ディレクトリサービスが構成されている必要があります。

ディレクトリサービスプロバイダーからX509証明書を取得する必要があります。この証明書により、アプライアン

スとディレクトリサービス間の通信の整合性が保証されます。

ディレクトリサービス内のユーザーには、HPE OneViewが検索結果を読み取れるように、OpenLDAPの読み取り権限（

rscdx）が必要です。

プロセスプロセス

リソースリソース タスクタスク 説明説明

認証ディレクト
リ

1. 認証ディレクトリとその

サーバーを追加します。

2. 認証ディレクトリサービス

の追加

3. ディレクトリサーバー構成

の検証

4. ディレクトリサーバーにロ

グインします。

ディレクトリには、OpenLDAPディレクトリサービスの名前を入

力します。

ディレクトリタイプでは、 OpenLDAPを選択します。

ベースDNには、ドメインコンポーネントを入力します。

例：

dc=example,dc=com
ユーザーネーミング属性では、UIDとCNのいずれかを必要に応じ

て選択します。

組織ユニット（OU）では、別のフィールドにあるすべてのユー

ザーとグループOUを指定します。

例：

OU=Peopleまたは OU=Groups
ユーザーとグ
ループ

1. グループを追加して、役割

を割り当てます。

グループ名を入力するか、認証ディレクトリサービスで構成さ

れている選択可能なグループのリストから選択します。

詳しくは詳しくは

ディレクトリサービス認証
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シナリオ：Microsoft Active Directory認証ディレクトリサービスを追加するシナリオ：Microsoft Active Directory認証ディレクトリサービスを追加する

このシナリオでは、Microsoft Active Directory認証ディレクトリサービスを追加して、そのディレクトリサービスか
らグループを追加する方法を説明します。

次の前提条件を満たしている必要があります。

権限：インフラストラクチャ管理者。

認証ディレクトリサービスが構成されている必要があります。

ディレクトリサービスプロバイダーからX509証明書を取得する必要があります。この証明書により、アプライアン

スとディレクトリサービス間の通信の整合性が保証されます。

プロセスプロセス

リソースリソース タスクタスク 説明説明

認証ディレクト
リ

1. 認証ディレクトリとその

サーバーを追加します。

2. 認証ディレクトリのための

サーバーを追加します。

3. 構成サービスを検証しま

す。

4. ディレクトリサーバーにロ

グインします。

ディレクトリには、Microsoft Active Directoryサービスの名

前を入力します。

ディレクトリタイプでは、 Active Directory を選択しま

す。

ユーザーとグ
ループ

1. グループを追加して、役割

を割り当てます。

グループ名を入力するか、認証ディレクトリサービスで構成さ

れている選択可能なグループのリストから選択します。

詳しくは詳しくは

ディレクトリサービス認証
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全面的に許可されたローカルユーザー（全面的に許可されたローカルユーザー（インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者）の追加）の追加

アプライアンスの認証構成が LOCALに設定されている場合は、この手順に従って、すべてのリソースに対するアクセ
ス権を持つユーザーを追加します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

以下の情報が必要です。

ユーザーの一意識別名（user_name）

初期パスワード

ユーザーのフルネーム

オプション：ユーザーの連絡先情報

手順手順

1. メインメニューから、アプライアンス > ユーザーおよびグループ > アクション > 追加の順に選択するか、また

はアプライアンス > ユーザーおよびグループ画面の+ユーザーの追加をクリックします。

2. 画面で要求されるデータを入力します。

3. 追加をクリックしてユーザーアカウントを作成するか、追加+をクリックして別のユーザーを追加します。

4. 閉じるをクリックします。

ユーザーのマスターリストに、追加したユーザーが表示されます。新しいユーザーを選択し、アカウント情報を表

示します。

詳しくは詳しくは

ユーザーの役割
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組織のディレクトリのメンバーシップによって認証され、全面的に許可された組織のディレクトリのメンバーシップによって認証され、全面的に許可された

ユーザーの追加ユーザーの追加

アプライアンスの構成が、組織のディレクトリのメンバーシップに従ってユーザーを認証するように設定されている場
合は、この手順を使用してすべてのリソースに対する完全なアクセス権を持つユーザーを追加します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

アプライアンスに1つ以上の認証ディレクトリが構成されていること

管理者の手元に少なくとも次の情報がある必要があります。

ユーザーの一意識別名（user_name）

初期パスワード

ユーザーのフルネーム（同じ名前を持つ他のユーザーがいる場合は一意に識別される必要があります）

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ユーザーおよびグループの順に選択します。

2. ユーザーまたはグループをディレクトリに追加をクリックします。

3. 画面で要求されるデータを入力します。

4. フルをクリックして、このユーザーにフルアクセスを割り当てます。

5. 追加をクリックします。

必要に応じてこの手順を繰り返します。

6. 完了したら、閉じるをクリックします。

変更する必要がある場合は、ユーザーアカウントを編集できます。

詳しくは詳しくは

認証ディレクトリサービスの追加
ユーザーアカウントの編集
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ディレクトリベースの認証を使用してグループを追加するディレクトリベースの認証を使用してグループを追加する

この手順を使用して、ディレクトリサービスを介してユーザーが認証されるグループを追加します。リソースのサブ
セットに対するアクセス権をグループに、職責に基づいて付与できます。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

グループが認証ディレクトリサービス内に存在する必要があります。

ディレクトリサービスのユーザーの認証情報。

アプライアンスはこれらの認証情報を使用して、リソースにアクセスするためのユーザーの権限を確認します。認

証情報はアプライアンス上に保存されません。

ディレクトリサービスがアプライアンスに追加される。

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ユーザーおよびグループの順に選択します。

2. アクション > グループを追加の順に選択します。

注記:注記:

認証ディレクトリが構成されていない場合は、ダイアログボックスが表示されます。このダイアログ

ボックスには、認証ディレクトリを追加する手順を開始するリンクがあります。

3. グループの追加画面で要求されているデータを入力します。

a. ディレクトリフィールドで、認証ディレクトリサービスを、使用可能な認証ディレクトリのメニューから選択し

て指定します。

認証ディレクトリサービスでアカウントへのログインが必要になる場合があります。

b. グループ名では、次のいずれかを実行します。

グループ名がわかっている場合は、グループ名フィールドに入力します。

CNとDNのいずれかの形式で入力できます。

CNの例：

DNの例：

注記:注記:

DNの例では、見やすいように2行に分けました。実際には1行にする必要があ
ります。

選択可能なグループのリストからグループを選択したい場合は、グループ名フィールドを空のままで、グ

ループを選択をクリックします。

次に接続ダイアログボックスが表示されます。

4. 認証情報を入力してディレクトリサービスにログインし、接続を検証して、接続をクリックします。

注記:注記:

ユーザー名とパスワードは、アプライアンスに保存されません。

選択可能なグループのリストからグループ名を選ぶようにした場合は、～からグループを選択ダイアログボックス

が開いて次のいずれかの操作を実行できます。

グループ名を参照します。

dev.team@example.com

cn=dev.team@example.com,ou=managed groups,
ou=accounts,dc=example,dc=com
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グループ名を検索するため、検索テキストフィールドにテキストを入力します。このテキストが、グループ名を

見つけるためのフィルタリングに使用されます。

検索テキストの例を、以下に示します。

cn=dev.team@example.com,ou=managed groups,ou=accounts,dc=example,dc=com

cn=dev.team@example.com

cn=dev.t*

dev.t*

そうでなければ、グループの追加ダイアログボックスが表示されます（手順6に進みます）。

5. グループをリストの中から選択して、OKをクリックします。

グループの追加ダイアログボックスが表示されます。

キャンセルを選択すると、直前のグループの追加画面（グループ名フィールドが入力されていない）が表示されま

す。

6. グループ内のユーザーに許可を割り当てます。

7. ユーザーまたはグループに複数のパーミッションを割り当てるには、パーミッションの追加をクリックします。

8. 追加をクリックしてグループを追加し、アプライアンス > ユーザーおよびグループ画面に戻るか、または追加+を

クリックして別のグループを追加します。

9. 新しい構成をユーザーおよびグループ画面で確認します。

詳しくは詳しくは

ディレクトリサービス認証
認証ディレクトリサービスの追加
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Users and
Groups

Scope-based access control implementation process
Click on the icon for the procedure

Add a local user with specialized access
Use this procedure to add a user with access to a subset of resources based on job responsibilities, when your appliance
authentication configuration is set to LOCAL.

Prerequisites

Privileges: Infrastructure administrator

You must have the following information:

User's unique identifier name

Initial password

User's full name

Optional: Contact information for the user

Procedure
1. From the main menu, select Users and Groups > Actions > Add, or click + Add user from the Users and Groups

screen.
2. Enter the data requested on the screen.
3. Assign one or more permissions to the user by performing the following:

a. Select a role from the drop-down list to assign to the user.
b. Optional: Select a scope from the drop-down list to assign to the user.

If user access is to be restricted to resources within a given scope, then select the scope from the drop-down list.
Otherwise, select All resources.

c. Click Add permission to assign additional permissions.
4. Click Add to create the user account, or click Add + to add another user.
5. Click Close.
6. Verify the configuration on the Users and Groups screen.

Add a local user with specialized access 1475
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役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクトリのメンバーシップによっ役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクトリのメンバーシップによっ

て認証されるユーザーの追加て認証されるユーザーの追加

アプライアンスの構成が、組織のディレクトリのメンバーシップに従ってユーザーを認証するように設定されている場
合は、この手順を使用して、職責に基づいてリソースのサブセットに対するアクセス権を持つユーザーを追加します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

アプライアンスに1つ以上の認証ディレクトリが構成されていること

手元に少なくとも次の情報がある必要があります。

ユーザーの一意の識別名

（user_name）

初期パスワード

ユーザーのフルネーム（同じ名前を持つ他のユーザーがいる場合は一意に識別される必要があります）

ユーザーの職責

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ユーザーおよびグループの順に選択します。

2. ユーザーまたはグループをディレクトリに追加をクリックします。

3. 画面で要求されるデータを提供します。

4. 専用をクリックして役割を表示します。

5. 新しいユーザーに適用する役割を選択します。

6. 追加をクリックします。

必要に応じてこの手順を繰り返します。

7. オプション。最初からやり直すには、リセットをクリックしてフォームをクリアします。

8. 完了したら、閉じるをクリックします。

概要画面が再表示されます。新しいユーザーまたはグループが、現在のユーザーのリストに表示されます。

変更する必要がある場合は、ユーザーアカウントを編集できます。

詳しくは詳しくは

ユーザーおよびグループ
認証ディレクトリサービスの追加
ユーザーアカウントの編集
ユーザーの役割
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ユーザー権限の指定ユーザー権限の指定

職責に基づいてユーザーに権限を割り当てることができます。

新しいユーザーアカウントを作成するときには、認証に基づいてユーザーに役割を割り当てます。

アプライアンスがローカル認証を提供している場合は、アプライアンスで管理または監視されているすべてのリ

ソースへのアクセスが許可されているユーザー（フルアクセスユーザー）を追加するか、職責に基づいたアクセス

権を持つユーザー（役割ベースのスペシャリスト）を追加します。

アプライアンスがエンタープライズディレクトリを使用して認証を提供している場合は、アプライアンスで管理ま

たは監視されているすべてのリソースへのアクセスがメンバーシップにより許可されているユーザー（フルアクセ

スユーザー）を追加するか、職責に基づいたアクセス権を持つ、メンバーシップで許可されているユーザー（役割

ベースのスペシャリスト）を追加します。

詳しくは詳しくは

ユーザーおよびグループ
全面的に許可されたローカルユーザー（インフラストラクチャ管理者）の追加
組織のディレクトリのメンバーシップによって認証され、全面的に許可されたユーザーの追加
特殊なアクセスを持つローカルユーザーの追加
役割に基づくアクセス権を持ち、組織のディレクトリのメンバーシップによって認証されるユーザーの追加
ユーザーアカウントの編集
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ローカルユーザーアカウントの編集（ローカルユーザーアカウントの編集（インフラストラクチャ管理者インフラストラクチャ管理者として）として）

ローカルユーザーアカウントを編集するには、以下の手順に従ってください。

ユーザーパスワードをリセットします。

ユーザーに割り当てられている役割を変更します。

ユーザーに割り当てられているスコープを変更します。

ユーザーの連絡先情報を変更します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ユーザーおよびグループの順に選択します。

2. 編集するユーザーアカウントを選択します。

3. ユーザーアカウント設定を変更して、割り当てられている役割とスコープを変更するには、アクション > 編集を選

択します。

4. OKをクリックします。

詳しくは詳しくは

ユーザーアカウント
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ユーザーアカウントの編集ユーザーアカウントの編集

インフラストラクチャ管理者として、任意のローカルユーザーアカウントを編集できます。

読み取り専用権限または特殊な権限を持つローカルユーザーは、自身のアカウントを編集することだけが可能です。

詳しくは詳しくは

ローカルユーザーアカウントの編集（インフラストラクチャ管理者として）
自分のローカルユーザーアカウントの編集
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自分のローカルユーザーアカウントの編集自分のローカルユーザーアカウントの編集

自身のローカルユーザーアカウントを編集できます。

自分のパスワードをリセットする。

自分の連絡先情報を変更する。

注記:注記:

自分のログイン名を変更したり、自分に権限を割り当てたりすることはできません。インフラストラク
チャ管理者だけが権限を付与できます。インフラストラクチャ管理者はログイン名を変更できません。

前提条件前提条件

ローカルユーザーアカウントがあります。

手順手順

1. 以下のいずれかを実行します。

アクションメニューを使用して、次の操作を行いします。

a. メインメニューからアプライアンス > ユーザーおよびグループの順に選択します。

b. 自分のユーザーアカウントを選択します。

c. アクション > 編集の順に選択し、ユーザーアカウントの設定を変更します。

セッションアイコンを使用して、次の操作を行いします。

a. バナーのセッションアイコン（ ）をクリックします。

b. アカウント名の横にある編集アイコンをクリックします。

2. アカウントの編集アカウントの編集画面で、必要なデータを編集します。

3. OKをクリックします。

詳しくは詳しくは

ユーザーアカウント
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ユーザーまたはグループアカウントの削除ユーザーまたはグループアカウントの削除

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者

手順手順

1. メインメニューからアプライアンス > ユーザーおよびグループの順に選択します。

2. 削除するユーザーまたはグループアカウントを選択します。

3. アクション > 削除の順に選択します。

4. はい、削除しますをクリックして削除を確認します。

5. アカウントが削除されたことを確認するために、ログインを試みてください。
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管理者パスワードのリセット管理者パスワードのリセット

管理者パスワードをなくしたり、忘れてしまった場合は、次の操作を使用してパスワードをリセットします。この操作
によって、ローカルの管理者アカウントにシングルユースパスワードを設定できます。

注記:注記:

この操作は、アプライアンス上のローカル管理者アカウントのパスワードをリセットします。ディレク
トリサービスによって認証された管理者アカウントには適用されません。

アプライアンスコンソールからMaintenance Consoleにアクセスし、一意のリクエストコードリクエストコードにアクセスして、認定サ
ポート担当者に電話をする必要があります。担当者は情報の検証後に認証コード認証コードを送信します。

手順手順

1. アプライアンスのコンソールにアクセスします。

2. Maintenance Consoleのメインメニューにアクセスします。

3. Reset passwordを選択します。

Maintenance Consoleにリクエストコードリクエストコードが表示されます。

重要:重要:

リクエストコードは、Maintenance ConsoleのReset administrator password画面を使用している間

のみ有効です。メインメニューに戻ったり、Maintenance Consoleセッションを終了したりした場合

に、リクエストコードは無効になります。新しいリクエストコードを取得するには、再度この手順を

やりなおす必要があります。

4. 認定サポート担当者に電話して、担当者に以下の情報を提供します。

パスワードのリセットを要求する人の名前。

アプライアンスを所有する会社の名前。

Maintenance Consoleからのリクエストコード。

認定サポート担当者は、情報を検証してから、ファイル上の認定されたメールアドレスにメッセージを送信しま

す。このメッセージには、レスポンスコードとも呼ばれる認証コードが含まれます。認証コードでもあるISOイメー

ジがメッセージに添付されます。

5. レスポンスフィールドに認証コード認証コードを入力するには、以下のいずれかを実行します。

重要:重要:

1時間内に認証コード認証コードを入力する必要があります。入力しないと、このコードは無効になります。

a. Maintenance Consoleに情報を貼り付けることができる場合、電子メールのメッセージから認証コードをコピー

し、Maintenance Consoleのレスポンスフィールドに貼り付けます。

b. 以下の操作を実行して、ISOイメージから認証コードを読み取ります。

電子メールメッセージに添付されているISOイメージを保存します。

ISOイメージを仮想メディアマウント（仮想CD-ROM）としてマウントします。

Maintenance ConsoleでRead from ISOを選択します。

Maintenance ConsoleはISOイメージを読み取り、しばらくすると、自動的にレスポンスフィールドに認証

コードが入力されます。

c. レスポンスフィールドに認証コードを入力します。

6. シングルユースの管理者パスワードを決定します。

7. プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力または再入力します。

8. OKを選択して、シングルユースパスワードを設定します。

9. シングルユースパスワードを使用して、このアカウントでUIにログインします。
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10. 表示された画面で、このアカウントの新しいパスワードを設定します。

11. ログアウトしてから、新しいパスワードでこのアカウントにログインして確認します。
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ディレクトリサーバー構成の検証ディレクトリサーバー構成の検証

さらに、グループを識別してアクセスできるように、有効な検索コンテキストがなければなりません。

適切なディレクトリサーバー構成を確認するには、以下の手順を使用します。

前提条件前提条件

権限：インフラストラクチャ管理者。

認証ディレクトリサービスのホストサーバーの必要条件は、以下のとおりです。

SSLを介して通信する。

LDAPのSSLポートで一致する。

完全修飾ドメイン名またはIPアドレスを介してアクセスできる。

RSAアルゴリズムに基づく使用可能なSSL証明書がある。

手順手順

1. pingコマンドを使用して、ディレクトリサーバーへの接続があるかどうか判別します。

2. ディレクトリサーバー証明書の公開キーがRSAアルゴリズムに基づいていることを確認します。

ディレクトリサーバーがラウンドロビンDNSサーバーとして動作している多数のDNSサーバーである場合は、各サー

バーに一意の証明書があります。 nslookupを使用してサーバーを一覧表示し、いずれかを選択します。

openssl s_client コマンドを使用してサーバーに接続します。ホスト名とポートを指定します。

ディレクトリサーバーの追加画面の証明書フィールドにサーバー証明書をコピーします。

証明書が公開キーを RSA（nビット）として指定することを確認します。Microsoft Active Directoryのデフォル

トのオプションは、RSA 2048ビットです。

3. 証明書のタイムスタンプがアプライアンスの時刻よりも古いことを確認します。

アプライアンスとディレクトリが異なるタイムサーバーと同期している場合、または異なるタイムゾーンで実行さ

れている場合は、これが問題になることがあります。

4. アプライアンスコンソールから ldapsearchコマンドを実行して、検索コンテキストを検証します。

検索コンテキスト検索コンテキスト CN CN=Users DC=example,DC=com
Username: server_admin

この例の場合、TLS/SSLを使用する ldapsearchコマンドは以下のようになります。

この例の場合、TLS/SSLを使用しない ldapsearchコマンドは以下のようになります。

ping  directory_server_host_name
          

LDAPTLS_CACERT=location_of_certificate
ldapsearch  -LLL
–Z -H ldaps://host_name:port
-b "base-DN"
-D "bind-DN"
–W [cn/uid/ssAMAccountName/userPrincipalName]
          

ldapsearch  -LLL
-H ldap://IP_address:389
-b "cn=users,dc=example,dc=com"
-D "cn=server_admin,cn=users,dc=example,dc=com"
–W CN
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Users and
Groups

Scope-based access control implementation process
Click on the icon for the procedure

Verify user rights
Verify that the rights defined for the user are consistent with your expectations.

Procedure
Log into HPE OneView as a user with restricted permissions, and check the following:

Is the permission defined correctly?

Have you selected the right role and scope?

Does the scope include the right resources?

Does the resource category support scope?

Does the role definition grant the required permissions?

Verify user rights 1486
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利用状況利用状況

アプライアンスは、エンクロージャー、インターコネクト、電力供給デバイス、ラック、サーバーハードウェア、およ
びストレージシステムなどのリソースに対して、ヘルス、CPU、メモリ、電力、温度、および容量の利用状況統計情報
を管理プロセッサー（iLO、OA、およびiPDU）から収集します。利用状況統計情報は即時に入手されるのではなく、5分
ごとにデータの収集と報告が行われます。

使用可能な統計情報に表示されるフィールドは、コンポーネントごとに異なります。

知りたい情報知りたい情報

利用状況グラフに表示する時間範囲の変更

カスタム利用状況グラフの作成

米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウ

ザーの設定

その他の操作

さらに詳しくさらに詳しく

利用状況のグラフとメーター

利用状況パネル

サポートと他のリソース
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利用状況パネル利用状況パネル

エンクロージャー、インターコネクト、電力供給デバイス、ラック、サーバーハードウェア、およびストレージシステ
ムの各画面では、各リソースの利用状況メニューが表示されます。

利用状況パネルで見られる可能性のある状態は次のとおりです。

パネルの内容パネルの内容 理由理由

利用状況のメーターに利用状況のデータ
が表示される。

アプライアンスが収集したデータが表示されます。各リソース名を展開す
ると、そのリソースの使用状況の詳細が表示されます。

ライセンスメッセージが表示される。 iLO Advancedライセンスのないサーバーハードウェアには、利用状況の
データは表示されません。

データなしが表示される。 直近24時間にアプライアンスがデータを収集しませんでした。

未設定が表示される（グレーのメー
ターにハッシュマークが付く）。

以下の理由でメーターが設定されていない可能性があります。

ページの読み込み中でデータがまだ利用できない。

直近の5分の収集期間の前に利用状況のデータがない。利用状況のグラ

フに履歴データがある可能性があります。

どのサーバーも電源がオンになっていない場合、エンクロージャーは温

度データを表示しません。

ラックにマウントされているデバイスがなく、ラックの温度制限が設定

されていない場合、ラックはデータを表示しません。

サポートされませんが表示される。 デバイスで利用状況データの収集がサポートされていません。

ポインターを利用状況メーターに合わせると、直近の24時間のメトリックデータのグラフが表示されます。

利用状況メーターをクリックすると、利用状況画面に移動して利用状況のグラフが表示されます。

詳しくは詳しくは

ライセンス
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利用状況の評価基準利用状況の評価基準

アプライアンスは、特定のリソースについて、CPU利用状況、メモリ、消費電力、温度、ヘルスなどの評価基準に関す
る利用状況データを収集します。このデータは、リソースの利用状況パネルと、リソースの利用状況ビューにある利用
状況グラフに表示されます。

容量容量

ストレージシステム上の領域に関する容量は、テビバイト（TiB）で計算されます。各メトリックについて表示される
平均値は、最も近い整数に丸められます。

評価基準評価基準 説明説明

総容量 ストレージシステムで使用可能な合計ディスク容量

注記:注記:

障害が発生したコンポーネントがある場合は、ストレージシステムの総容量が、スト
レージシステムの割当て済み容量と空き容量の合計に満たない場合があります。

割当て済み容量 システムに割り当てられた合計ディスク容量

空き容量 まだ割り当てに使用できる合計ディスクスペース

CPUCPU

サーバーハードウェアのCPU利用率統計情報は、5分ごとに、iLOに保存された履歴データから収集されます。

インターコネクトのページを開くと、60秒ごとにインターコネクトのCPU利用率統計がインターコネクトから取得され
ます。

インターコネクトCPUのトレンドグラフには、過去5分間のCPU利用率の傾向が表示されます。インターコネクト画面が
開いている間、グラフは60秒ごとにアップデートされます。

利用状況パネルのCPUの下で、コンポーネントのCPU利用率データを確認できます。

インターコネクトについて以下のアラートが表示されます。

CPU利用率が70％を超える場合、警告アラートが表示されます。

CPU利用率が90％を超える場合、クリティカルアラートが表示されます。

すべてのCPUの統計情報が1つのグラフに表示されます。

評価基準評価基準 説明説明

CPU利用率 CPU利用率は、パーセンテージで表現されます。

パーセンテージが高いと、デバイスで実行中のプロセスが大量のCPUリソースを消費しているこ
とを示します。パーセンテージが100%またはその付近で変動しないように表示される場合、プ
ロセスが応答していない可能性があります。

CPU速度

インターコネクトに
は使用できません

平均のCPU周波数（GHz単位）。

ヘルスヘルス

HPE OneView管理者は、インターコネクトのヘルスを定期的に確認できます。インターコネクトのヘルスを確認するに
は、インターコネクト画面でハードウェアメニューを選択します。

ヘルス属性は、システムが正常に機能しているかどうかを示したり、障害のあるインターコネクトに対して適切な処置
を実行するように警告したりします。

インターコネクトのヘルスが劣化状態の場合、警告アラートが表示されます。

インターコネクトのヘルスが障害状態の場合、クリティカルアラートが表示されます。

メモリメモリ

メモリ利用率には、現在の使用量と、対象のリソースのシステムによって構成されたメモリしきい値が表示されます。
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メモリしきい値は、インターコネクトの構成プロセス中にシステムによって自動的に構成されます。設定されたメモリ
しきい値を超えると、アラートが生成されます。使用量が、構成されたしきい値を依然として超えているか等しい場
合、後続のしきい値アラートは抑制されます。新しいアラートは、現在の利用状況がしきい値を下回った後に再び上
回った場合にのみ再生成されます。アプライアンスは、それらのアラートを通知バナーおよびアクティビティサイド
バーに表示します。

利用状況パネルのメモリの下で、コンポーネントのメモリ利用率データを確認できます。

電力電力

電力容量は、デバイスが消費できる較正済みの最大電力です。電力利用状況の評価基準は、パネルが開いている間に5
分ごとに更新されます。

利用状況パネルの電力の下で、コンポーネントの電力利用状況データを確認できます。

このデータを使用して、ファシリティで消費している電力量、およびその電力を消費しているリソースを判定します。
アプライアンスは、電力容量を超過したデバイスのアラートを報告します。インターコネクトに関するアラートは表示
されません。

評価基準評価基準 説明説明

割当てられた電力

（インターコネクト
の場合のみ）

リソースに割当てられた電力の量。

平均電力 リソースが消費している平均電力量。

最大電力 リソースが消費する最大電力量。

ローパワー リソースが消費する最小電力量

消費電力上限

（ブレードのみ）

ほとんどのサーバーハードウェアおよびエンクロージャーは、動的消費電力上限による電力消
費量の制御をサポートしています。アプライアンスは、電力の利用状況を報告する際、平均お
よび最大両方の電力消費量と、動的消費電力上限の設定をグラフに含めます。アプライアンス
は、iLOまたはエンクロージャーのOAを介して消費電力上限を制御します。

リソースリソース 説明説明

エンクロージャー エンクロージャーの電力消費または冷却の制限。

エンクロージャーの動的消費電力上限を設定すると、サーバー
ハードウェアの電力消費量を管理することで、エンクロー
ジャーが使用する電力が上限より下に維持されます。

エンクロージャーに電力の制限を設定するには、エンクロー
ジャーのOAで電力 > 温度パワーマネジメントメニュー項目を
選択します。

動的消費電力上限では、負荷軽減回路容量を下回ることがある
冷却制限に基づいてエンクロージャーの電力消費量を制限しま
す。

平均電力は、消費電力上限または負荷軽減回路容量を超えるこ
とはできません。

最大電力は、定格回線容量を超えることはできません。

サーバーハードウェア 管理プロセッサーによって実施される電力消費量の制限（ワッ
ト単位）

温度温度

温度の利用状況のグラフには、データセンターの周囲または吸気口の気温が表示されます。気温は、エンクロージャー
やその他のハードウェアデバイスの前面に内蔵されているセンサーによって検出されます。

動作のしきい値は10°C～35°C（50°F～95°F）です。デバイスがしきい値に達すると、温度のアラートを生成しま
す。アプライアンスは、それらのアラートを通知バナーおよびアクティビティサイドバーに表示します。インターコネ
クトに関するアラートは表示されません。

利用状況パネルの温度の下で、コンポーネントの温度の利用状況のデータを確認できます。
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注記:注記:

温度は、ブラウザーのローカル設定に応じて、セ氏またはカ氏で表示されます。

インターコネクトのメトリックは現在の周辺の温度のみを示し、利用状況グラフは表示されません。

カスタムカスタム

特定のリソースについて2つの評価基準を選択し、カスタムの利用状況グラフを作成できます。選択した2つの評価基準
は1つのグラフに表示されます。使用できるカスタム評価基準は、表示しているリソースによって異なります。

インターコネクトの場合のみ、CPU利用率のメトリックは、過去5分間の利用状況のグラフ傾向を示します。

温度、電力、メモリなどその他の属性は、現在の値を示します。

リソースリソース メトリックメトリック

エンクロージャー 平均電力

一定期間にわたるエンクロージャーの平均消費電力（ワット単位）

最大電力

一定期間にわたるエンクロージャーの最大消費電力（ワット単位）

消費電力上限

エンクロージャーの消費電力上限（ワット単位）。グラフではグレーの帯で表示されます

ディレートされた容量

エンクロージャーの平均消費電力（ワット）の制限。グラフではグレーの帯で表示されま
す

定格容量

エンクロージャーの最大消費電力（ワット）の制限。グラフではグレーの帯で表示されま
す

温度

一定期間にわたるエンクロージャーの温度（ブラウザーのロケール設定に応じてセ氏また
はカ氏単位）

サーバーハードウェ
ア

CPU利用率

一定期間にわたるデバイス別のCPU利用状況のパーセンテージ

CPU速度

一定期間にわたるデバイスのCPU速度（GHz単位）

平均電力

一定期間にわたるデバイスの平均消費電力（ワット単位）

最大電力

一定期間にわたるデバイスの最大消費電力（ワット単位）

消費電力上限

ユーザー定義の消費電力上限。上限によって制限される値を覆うグレーの帯で表示されま
す

温度

一定期間にわたるデバイスの温度（ブラウザーのロケール設定に応じてセ氏またはカ氏単
位）

詳しくは詳しくは

利用状況
カスタム利用状況グラフの作成
米国単位系またはメートル単位系に合わせたブラウザーの設定
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利用状況のグラフとメーター利用状況のグラフとメーター

アプライアンスは、特定のリソースについて、CPU、メモリ、電力消費、温度、ヘルス、および容量のデータを収集
し、利用状況グラフと利用状況メーターを通してレポートします。

注記:注記:

データ収集間隔は、最小で5分（平均、それぞれを10秒間隔で取得）、最大で1時間（平均）です。

利用状況のグラフには、最大で3年間のデータ範囲を表示できます。

アプライアンスは、次の2つの場所に利用状況の統計情報を表示します。これらの場所を使用して、リソース評価基準
での傾向を表示できます。

リソースごとに概要に表示される 利用状況パネル。このビューには、そのリソースで使用可能な評価基準の利用状

況メーターが表示されます。

利用状況画面の利用状況グラフ。

リソース別に収集される利用状況の統計情報リソース別に収集される利用状況の統計情報

  利用状況の評価基準利用状況の評価基準

リソースリソース CPU メモリ 電力 温度 ヘルス カスタム 容量

エンクロー
ジャー

  ✓ ✓  ✓  

インターコネ
クト

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ラック   ✓ ✓    

電力供給デバ
イス

  ✓     

サーバーハー
ドウェア

✓  ✓ ✓  ✓  

ストレージシ
ステム

      ✓

注記:注記:

インターコネクト画面を使用して、インターコネクトポートのデータ転送統計情報を表示する利用状況
グラフを表示できます。詳しくは、アップリンクポートのデータ伝送統計情報の表示を参照してくださ
い。

利用状況の統計情報とライセンス利用状況の統計情報とライセンス

利用状況の統計情報およびグラフは、iLOライセンスが割り当てられていないサーバーハードウェアでは無効になって
います。ライセンスを参照してください。

利用状況が無効になっている場合は、利用状況パネルに、ライセンスのないリソースの詳細パネルで利用状況が無効に
なっている理由を述べるメッセージが表示されます。

詳細ウィンドウの利用状況ビュー詳細ウィンドウの利用状況ビュー

エンクロージャー、 インターコネクト、 電力供給デバイス、 サーバーハードウェアの各画面には、各リソースの詳
細ウィンドウに表示される 利用状況ビューがあります。このビューには、そのリソースで使用可能な評価基準の利用
状況メーターが表示されます。アプライアンスが直近の24時間に利用状況のデータを収集しなかった場合は、 データ
なしが表示されます。利用状況のメーターが 未セット状態になっている場合は、ハッシュマークの付いたグレーの
メーターが表示されます。以下の場合は、利用状況のメーターに 未セットのメーターが表示されます。

ページの読み込み中でデータがまだ利用できない。

直近の5分の収集期間の前に利用状況のデータがない。利用状況のグラフに履歴データがある可能性があります。

どのサーバーブレードも電源がオンになっていない場合、エンクロージャーは温度データを表示しない。

利用状況グラフ利用状況グラフ
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1. 主要なグラフ主要なグラフ：大きな利用状況グラフに、データポイントを図示する線を使用して、デバイスの評価基準のデータ

（垂直軸）が一定の間隔にわたって（水平軸）で表示されます。

2. 水平軸水平軸：主要な利用状況グラフの水平軸は、表示されるデータの時間間隔を示します。右側が最新の間隔のデータ

です。時間間隔は、最小で2分、最大で5日です。

3. 垂直軸垂直軸：主要な利用状況グラフの垂直軸は、グラフの左側にある対応する測定単位で表示される評価基準の間隔を

示します。各測定単位の間隔は固定されていて、変更できません。2つの評価基準を異なる測定単位で表示するグラ

フには、グラフの右側に2番目の間隔があります。グラフの最上部の測定値は、指定された評価基準の利用状況の最

大容量を表します。

4. ナビゲーショングラフナビゲーショングラフ：主要なグラフの下にあるナビゲーショングラフには、利用可能なデータの最大時間間隔が

表示されます。ナビゲーショングラフを使用して、ポインティングデバイスで間隔を強調表示して、主要なグラフ

に表示したい時間間隔を選択します。

詳しくは詳しくは

利用状況
カスタム利用状況グラフの作成
利用状況グラフに表示する時間範囲の変更
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利用状況グラフに表示する時間範囲の変更利用状況グラフに表示する時間範囲の変更

利用状況グラフを操作し、異なる時間範囲のデータを表示できます。ナビゲーショングラフから、主要なグラフに表示
される利用状況データの時間範囲を変更できます。最大の時間範囲は3年です。

データ収集間隔は、最小で5分（平均）、最大で1時間（平均）です。

範囲範囲 操作操作

24時間24時間 ナビゲーショングラフ上の1つのポイントをクリックすると、そのポイントの前後12時間（24時
間の期間）が主要なグラフに表示されます。

ユーザー定義の範囲ユーザー定義の範囲 ナビゲーショングラフで、範囲の始まりにする位置にポインターを合わせてクリックし、範囲
の終わりまでドラッグします。選択した範囲が主要なグラフに表示されます。主要なグラフで
この方法を使用して、範囲を絞り込むこともできます。

単一ポイント単一ポイント 主要なグラフで、データ行の1つのポイントにポインターを合わせます。UIにデータポイントの
値、日付、および時間が表示されます。

詳しくは詳しくは

利用状況
利用状況のグラフとメーター
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カスタム利用状況グラフの作成カスタム利用状況グラフの作成

標準の利用状況グラフでは通常は結合されない2つの利用状況評価基準を結合するカスタムグラフを作成するには、次
の手順を実行します。

手順手順

1. メインメニューから興味のあるリソース利用状況を選択し、 カスタム利用状況グラフを展開します。

2. グラフにする評価基準を2つ選択します。

3. 使用できる評価基準は、表示するリソースによって異なります。

4. 次のサンプルグラフは、エンクロージャーの利用状況統計で使用できる評価基準を示しています。

5. カスタムグラフで、ポインターでドラッグして、表示する期間を選択します。

注記:注記:

選択した評価基準が異なる測定単位を使用している場合、最初の評価基準の単位はグラフの左側に表示
され、2番目の評価基準の単位はグラフの右側に表示されます。

詳しくは詳しくは

利用状況
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WebサイトWebサイト

全般的なWebサイト全般的なWebサイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library

https://www.hpe.com/info/enterprise/docshttps://www.hpe.com/info/enterprise/docs

Hewlett Packard Enterprise Worldwide

https://www.hpe.com/assistancehttps://www.hpe.com/assistance

サブスクリプションサービス/サポートのアラート

https://www.hpe.com/support/e-updates-jahttps://www.hpe.com/support/e-updates-ja

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。

製品のWebサイト製品のWebサイト

HPE OneViewのドキュメント

https://www.hpe.com/info/oneview/docshttps://www.hpe.com/info/oneview/docs

HPE 3PAR StoreServストレージ

https://www.hpe.com/info/storagehttps://www.hpe.com/info/storage

HPE BladeSystemエンクロージャーHPE BladeSystemエンクロージャー

https://www.hpe.com/info/blades-jahttps://www.hpe.com/info/blades-ja

HPE Integrated Lights-Out (iLO)

https://www.hpe.com/jp/servers/ilohttps://www.hpe.com/jp/servers/ilo

HPE Integrity Superdome XHPE Integrity Superdome X

https://www.hpe.com/info/superdomehttps://www.hpe.com/info/superdome

HPE ProLiantサーバーハードウェア

一般情報：https://www.hpe.com/info/servers-jahttps://www.hpe.com/info/servers-ja

BLシリーズサーバーブレード：https://www.hpe.com/info/blades-jahttps://www.hpe.com/info/blades-ja

DLシリーズラックマウント型サーバー：https://www.hpe.com/jp/ja/servers/proliant-dl-servers.htmlhttps://www.hpe.com/jp/ja/servers/proliant-dl-servers.html

HPE Superdome Flexサーバー

https://www.hpe.com/info/superdomehttps://www.hpe.com/info/superdome

Insight Remoteのドキュメント

https://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docshttps://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs

HPE Primeraのドキュメント

https://www.hpe.com/info/Primera600-docshttps://www.hpe.com/info/Primera600-docs

HPE Insight Controlのドキュメント

https://www.hpe.com/info/insightcontrol/docshttps://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs

HPE OneView Global Dashboardのドキュメント

https://www.hpe.com/info/ovgd-docshttps://www.hpe.com/info/ovgd-docs

Smart Update（SUM/SPP/iSUT/iSUT）のドキュメント

https://www.hpe.com/info/sut-docshttps://www.hpe.com/info/sut-docs

Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK) のStorage compatibility matrix

https://www.hpe.com/storage/spockhttps://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/whitepapershttps://www.hpe.com/storage/whitepapers
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HPE OneView Remote TechnicianHPE OneView Remote Technician

HPE OneView Remote Technicianを使用すると、問題のトラブルシューティングおよび解決のサポートが迅速かつ容易
になります。招待により、認証されたHewlett Packard Enterpriseサポート技術者が、問題のトラブルシューティング
と診断に安全なTLS接続を通じてHPE OneViewアプライアンスにアクセスします。サポート技術者はログを直接ダウン
ロードし、FTPサイトを使用する必要はありません。サポート技術者が問題を診断する間、現場にいる必要がありませ
ん。

HPE OneView Remote Technicianは、追加のアプリケーションなしでHPE OneView 4.1以降に組み込まれています。

詳細情報詳細情報

HPE OneViewアプライアンスへのリモートアクセスサービスの構成
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HPE OneViewHPE OneView製品に関するフィードバック製品に関するフィードバック

Hewlett Packard EnterpriseHewlett Packard Enterpriseへのフィードバックの送信へのフィードバックの送信

Hewlett Packard Enterpriseに、Hewlett Packard Enterprise製品についてのフィードバックをお寄せくださ

い。Hewlett Packard Enterpriseに直接フィードバックを送信するには、https://www.hpe.com/jp/ja/contact-hpehttps://www.hpe.com/jp/ja/contact-hpeに

アクセスして、Submit and check case status > [+]Feedbackを選択します。

Gartner Peer Insightsへのフィードバックの送信Gartner Peer Insightsへのフィードバックの送信
Hewlett Packard Enterpriseは、率直なフィードバックを送信する別のオプションとして、いくつかの第三者のサイト
と提携しています。最初の提携は、情報テクノロジーの有益な情報を提供する主要な研究およびコンサルティング会社
であるGartnerです。Hewlett Packard Enterpriseは、HPE OneViewをレビューし、15分以内にフィードバックを送信で
きるGartner Peer Insightsの調査をセットアップするためにGartnerと提携しています。HPE OneViewのフィードバッ

クをご提供いただける場合は、リンクhttps://gtnr.it/2jgx9Juhttps://gtnr.it/2jgx9Juにアクセスしてください。
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サポートと他のリソースサポートと他のリソース
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Hewlett Packard Enterpriseサポートへのアクセス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/assistancehttps://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/hpeschttps://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報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
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アップデートへのアクセス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/hpeschttps://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/downloadshttps://www.hpe.com/support/downloads

マイHPEソフトウェアセンター

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenterhttps://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

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-jahttps://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。

https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterialshttps://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: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。
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リモートサポート（HPE通報サービス）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/hpalerthttp://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-jahttp://www.hpe.com/services/proactivecare-ja

HPEデータセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercarehttp://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/proactivecaresupportedproductshttp://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

https://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.htmlhttps://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.html
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保証情報保証情報

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-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties

HPE EnterpriseおよびCloudlineサーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties

HPEストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

HPEネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warrantieshttps://www.hpe.com/support/Networking-Warranties
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規定に関する情報規定に関する情報

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-EnterpriseProductshttps://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報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/reachhttps://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/ecodatahttps://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/environmenthttps://www.hpe.com/info/environment
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ドキュメントに関するご意見、ご指摘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.comdocsfeedback@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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