HPE iLO ライセンスに関するよくあるご質
問

摘要
このガイドでは、HPE iLO ライセンスについてのよくあるご質問にお答えします。
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よくある質問
サポート終了（EOL）SKU 統合計画
HPE ではお客様のライセンスの選択と購入プロセスを簡素化するために、HPE iLO ライセンスオプショ
ンの数を減らしています。
HPE は、iLO Essentials および iLO Advanced for BladeSystem のライセンスを廃止しています。2019 年
1 月 31 日以降は、iLO Essentials および iLO Advanced for BladeSystem のライセンスを HPE から購入す
ることはできなくなります。これら 2 つのライセンスは、iLO Advanced ライセンスに置き換えられます。
セキュリティは、お客様にとって最優先事項です。このため、HPE は iLO Advanced Premium Security
Edition の機能を iLO Advanced ライセンスに含めることを決定しました。2019 年の早期に iLO 5 v1.40
が Gen10 サーバーにリリースされるのを皮切りに、お客様が iLO 5 v1.40 にアップグレードした場合（お
よび既存の iLO Advanced ライセンスを持っている場合）、iLO Advanced Premium Security Edition の機
能が自動的に無料で付与されます。iLO 5 v1.40 がリリースされた後は、iLO Advanced Premium Security
Edition ライセンスを購入することはできません。
サマリ：
• iLO Advanced をお持ちで v1.40 にアップグレードしたお客様は、追加料金なしでセキュリティ機能を
利用できます。
• iLO Advanced Premium Security Edition を既にお持ちのお客様は、以前と同じようにセキュリティ機
能を使い続けることができます。
• iLO Essentials および iLO Advanced for BladeSystem のライセンスは、2019 年 1 月 31 日以降は購入
できなくなります。
• iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスは、iLO 5 v1.40 のリリース後は購入できなくなり
ます。
• これらの変更は、当社のカスタマーサポートやサポート契約に影響を及ぼしません。

一般的な質問
新しいライセンスアプローチは、iLO 2、iLO 3、iLO 4、iLO 5、Gen8、Gen9、および Gen10 に適用さ
れますか
iLO Essentials および iLO Advanced for BladeSystem のライセンスは、Gen8、Gen9、および Gen10 サー
バーで使用できます。iLO Advanced Premium Security Edition は、Gen10 サーバーでのみ使用できます。
この新しいライセンスアプローチは、ライセンスが適用されるすべての世代に適用されます。
顧客が iLO 5 v1.40 より古いファームウェアにダウングレードするとどうなりますか
お客様がファームウェアを iLO 5 v1.40 より古いバージョンにダウングレードすると、インストールされ
ているライセンスキーは、ライセンスキーによって決定された段階的な動作に戻ります。
たとえば、iLO Advanced ライセンスのお客様が iLO 5 v1.30 にダウングレードした場合、iLO Advanced
Premium Security Edition の機能は有効になりません。
顧客が v1.40 より前の iLO Advanced ライセンスを持っている場合、1.40 Advanced にアップグレード
し（iLO Advanced Premium Security Edition の機能を有効にする）、その後 v1.40 より前にダウング
レードすると、顧客は iLO Advanced Premium Security Edition の機能を失いますか
はい、お客様は iLO Advanced Premium Security Edition の機能を失うことになります。ファームウェアを
iLO 5 v1.40 より古いバージョンにダウングレードすると、インストールされているライセンスキーは、
ライセンスキーによって決定された段階的な動作に戻ります。
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たとえば、iLO Advanced ライセンスのお客様が iLO 5 v1.30 にダウングレードした場合、iLO Advanced
Premium Security Edition ライセンスの機能は有効になりません。
iLO 5 以降を搭載した Gen10 以降のサーバーを所有している既存の HPE の顧客は、これらのライセンス
統合の取り組みでどのような機能を利用できますか
HPE の Web サイトで iLO の機能とサポートされるサーバーを参照してください。OEM プロファイルは
変更されず、HPE ブランドの iLO プロファイルのみが変更されます。
HPE iLO Advanced ライセンスを購入した後、いつ HPE iLO Advanced Premium Security Edition ラ
イセンスが提供するすべての機能を利用できるようになりますか
現在 iLO Advanced ライセンスを保有しており、iLO 5 v.1.40 にアップデートしたお客様は、HPE iLO
Advanced Premium Security Edition のすべての機能を無料で受けることができます。セキュリティ機能
はアップグレード後すぐに適用され有効になります。リリースノートには、アップグレードを通じてサー
バーに適用されるセキュリティ機能が記載されます。GUI のライセンスタイプは変わりません。引き続
き iLO Advanced と表示されます。1.40 より古いバージョンにダウングレードすると、ライセンスの動作
が元に戻ります。
iLO 5 v1.40 にアップデートする場合、ロールアウトする必要がある構成変更はありますか
いいえ、構成変更は必要ありません。
iLO Advanced を使用していた場合は、このアップデートにより、以前は iLO Advanced Premium Security
Edition を使用してのみアクティブ化された設定を構成できるようになります。設定項目は、以下のとお
りです。
• オンデマンドまたは定期的なファームウェアスキャン
• 自動でのセキュアフラッシュリカバリ
• CNSA 暗号化の使用
• OS リカバリイベント
iLO Advanced 以外のライセンスを保有している既存の顧客はどうなりますか。追加のセキュリティ機
能を利用できるようになりますか
いいえ、iLO Advanced for BladeSystem または iLO Essentials のライセンスを iLO Advanced にアップグ
レードするためのアップグレードポリシーはありません。
iLO Essentials ライセンスを購入し、それを Gen10 iLO 5 サーバーにインストールした場合、iLO
Advanced および iLO Advanced Premium Security Edition の機能を利用できますか
いいえ、iLO Essentials の機能だけを利用できます。
既存のインストール済みライセンスでは、その名前は維持されますが、異なる機能がアクティブになりま
すか。iLO Essentials は iLO Advanced としてブランド変更されますか
ライセンスのブランド変更は行われません。お客様が iLO Essentials ライセンスを購入すると、そのライ
センスには iLO Essentials のラベルが付きます。iLO Advanced for BladeSystem ライセンスについても
ブランド設定は維持されます。
HPE iLO Advanced Premium Security Edition または HPE iLO Advanced for BladeSystem の機能を
すでに適用している場合、機能が失われることはありますか
いいえ、すべての機能を引き続き利用できます。iLO のバージョンとサーバーに応じた機能のみが利用可
能になります。
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より安価なキーを購入し、後で追加機能を有効にすることはできますか
例：現時点で iLO Advanced を購入し、後で iLO Advanced Premium Security Edition の機能を入手するこ
とは可能でしょうか
ライセンスの変更が発生するまで、両ライセンスは同じ価格で入手できるため、待つ必要はありません。
EOL ライセンスのいずれかを購入し、それらを自分のサーバーにインストールしていない場合、どのよ
うな影響を受けますか
ライセンスを購入した後で、HPE が iLO ライセンスの販売を停止したりサポートを終了したりしても影
響はありません。有効なライセンスは常に過去と同じ契約条件の下で受け入れられます。
iLO では、サポートされてきたすべてのライセンス層が尊重されますが、サポートの契約条件は異なる場
合があります。
EOL になるライセンスをまだインストールしていない場合、顧客はどのような手順を踏む必要がありま
すか
お客様は、購入したライセンスキーを、ライセンスを購入したサーバーにインストールする必要がありま
す。iLO はライセンスキーを尊重します。ライセンスキーのインストールとは別に、ライセンスを登録す
ることを強くお勧めします。
インストール済みのライセンスが EOL になる場合、顧客はどのような手順を踏む必要がありますか
何もする必要はありません。ライセンスは引き続きサポートされます。iLO はライセンスキーを尊重し
ますが、サポートの契約条件は異なる場合があります。
EOL ライセンスをまだインストールしていない場合、HPE はいつまでそのライセンスを尊重しますか
HPE は購入の契約条件に従って EOL ライセンスを尊重します。サポート期間は購入した SKU によって
異なりますが、iLO ライセンスは永続的でサーバーの有効期間中は有効です。
iLO が iLO Essentials または iLO Advanced Premium Security Edition のライセンスキーを拒否する
予定はありますか
いいえ、iLO は、それらを iLO Essentials または iLO Advanced Premium Security Edition のライセンスと
して引き続き報告します。

AKA への影響
HPE iLO Advanced Premium Security Edition または HPE iLO Advanced for BladeSystem の AKA
ライセンス契約に変更はありますか
はい、HPE は各お客様に対して修正を発行します。
iLO EOL 製品が含まれている場合、AKA の顧客は MSA をアップデートする必要がありますか
はい、発行された修正を通して行う必要があります。
現在の iLO Advanced AKA/トラッキング/ボリュームライセンス契約への影響は何ですか
締結されている契約および発行されるであろう修正に基づいて、注文する新しい SKU が通知されます。
iLO EOL 製品のマスターキーは、交換用の iLO 製品で機能しますか
マスターキーは、AKA 契約で提供されているキーです。はい、マスターキーは交換用の SKU で機能しま
す。
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iLO Advanced Premium Security Edition および iLO Advanced for BladeSystem ですでに有効に
なっている AKA 契約はどうなりますか。AKA をキャンセルする必要がありますか
いいえ、HPE は各お客様に対して修正を発行します。お客様は、iLO 移行 SKU を注文する必要がありま
す。

サポート
HPE は、サーバー上にある iLO Essentials、iLO Advanced for BladeSystem、および iLO Advanced
Premium Security Edition のライセンスを引き続きサポートしますか
はい、サポート契約は iLO ライセンスと一緒に購入されます。サポート契約は、ライセンスが必要な機能
のサポートに基づいています。iLO Standard のお客様は、サーバー保証の下で iLO サポートを受けられま
す。iLO ライセンスには 1 年間または 3 年間のサポートがあります。iLO Essentials ライセンスをお持ち
のお客様は、iLO Advanced または強化されたセキュリティ機能へのアップグレードを受けることはでき
ません。
マザーボードを交換し、HPE で販売されなくなった製品のライセンスキーを再適用しなければならない
場合はどうなりますか
このシナリオは、現在と同じように機能します。お客様は、交換のためにボードを返送する前に、次のい
ずれかまたは両方の方法を使用して、ライセンスキーを記録する必要があります。
• ライセンスポータルに登録する
• iLO が iLO 5 で現在提供しているバックアップとリストアの機能を使用する
サポート契約はライセンスタイプに関連付けられていますか。それとも、購入した iLO ライセンスに関係
なく、1 年間または 3 年間のライセンス機能のサポートに関連していますか
バンドルされている 24 時間年中無休のファウンデーションケアソフトウェアサポートは、iLO ライセン
ス製品 SKU に関連付けられています。お客様は、登録されたライセンスごとに固有のサポート契約 ID
（SAID）を受け取ります。
サポートやトレーニングへの影響はありますか
影響は限定的です。
• Pointnext は引き続き既存のライセンスをサポートし、サポート契約の更新を許可します。
• すべての iLO ライセンスタイプ、およびそれら固有の機能についてのサポートトレーニングは、
ProLiant ハードウェアサポートチーム内で完了しています。
• iLO Advanced ライセンスのサービス方針や先行付与についての変更は想定されていません。
• 発売開始時のトレーニングには、新しいライセンス情報が含まれます。
購入したときとは異なるラベルが付けられるため、サポートが混乱することはありますか
別のラベルになることはありません。

無料トライアルライセンスキー
EOL ライセンスの場合、無料トライアルライセンスは 60 日より前に期限切れになりますか
いいえ、機能セットの変更は評価ライセンスキーの有効期間には影響しません。
アクティブな iLO Advanced 無料トライアルライセンスがあるサーバーで iLO 1.40 にアップグレードし
た場合はどうなりますか。顧客は強化されたセキュリティ機能を利用できるようになりますか
はい、すべての機能のロックが解除されます。
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バンドルされている SKU とライセンス
これは、HPE OneView と iLO Advanced を組み合わせたバンドルライセンスにどのように影響しますか
お客様はすべてのセキュリティ機能を利用できますが、HPE OneView でこれらの設定の表示や設定はで
きません。

交換用のキー、紛失したキー、および未インストールのキー
Essentials、Scale Out、または Advanced for Blades の顧客がインストール前にキーを紛失するとどう
なりますか
お客様は、HPE ライセンスチームに連絡して、必要な購入証明を提示する必要があります。HPE ライセ
ンスチームは、提出された証明に基づいて行動方針を決定します。
HPE は、これらのライセンスキーが販売されなくなったとき、または利用できなくなったときに、キー
をどのように交換しますか
HPE はライセンスの販売を終了しますが、HPE では適切なライセンスキーを引き続き生成できます。
交換用のキーは同じ値ですか、それともアップグレードですか
HPE は、HPE ライセンスチームの推奨事項に基づいてお客様のためのキーを生成します。お客様は、購
入した製品のキーを受け取ります。

ライセンス登録
ライセンスキーがすでにインストールされていても、登録が必要なのはなぜですか
登録が必要なのは以下の理由からです。
• ライセンスキーを失った場合は、マイライセンスポータル（https://myenterpriselicense.hpe.com）
から入手できます。
• iLO ライセンスの価格に含まれているサポート契約を受けられます。

失われたライセンスキー
ライセンスキーを紛失した場合どうなりますか
失われたライセンスキーの復旧が必要となる状況は 3 つあります。
• システムボードの交換
• 失われたライセンスキー
• ライセンスポータルからの登録済みライセンスキーの取得
システムボードの交換
ハードウェアの問題に対処するためにシステムボードの交換が必要な場合、この機能を使用して iLO 構成
を元のシステムボードから新しいシステムボードに転送できます。
1. システムボードを交換し、ハードウェアコンポーネントを古いシステムボードから新しいシステム
ボードに転送します。
2. システムの電源を入れ、すべてのコンポーネントが正常に動作していることを確認します。
3. 新しいシステムボードのデフォルトのユーザー認証情報を使用して iLO にログインします。

8

よくある質問

4. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、バックアップとリストアをクリックします。
5. リストアをクリックします。
6. 使用しているブラウザーに応じて参照またはファイルを選択をクリックし、バックアップファイルに
移動します。
7. バックアップファイルがパスワードで保護されている場合、パスワードを入力します。
8. アップロードおよびリストアをクリックします。要求を確認するように求められます。
9. リストアをクリックします。iLO がリセットされ、ブラウザー接続が閉じます。接続が再確立されるま
でに、数分かかることがあります。
失われたライセンスキー
ライセンスキーが誤って置き換えられた、または iLO を工場出荷時のデフォルトの設定にリセットした場
合に、インストールするキーがわからないときは、ライセンスキーと他の構成設定をバックアップファイ
ルから復元できます。
1. 新しいシステムボードのデフォルトのユーザー認証情報を使用して iLO にログインします。
2. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、バックアップとリストアをクリックします。
3. リストアをクリックします。
4. 使用しているブラウザーに応じて参照またはファイルを選択をクリックし、バックアップファイルに
移動します。
5. バックアップファイルがパスワードで保護されている場合、パスワードを入力します。
6. アップロードおよびリストアをクリックします。要求を確認するように求められます。
7. リストアをクリックします。iLO がリセットされ、ブラウザー接続が閉じます。接続が再確立されるま
でに、数分かかることがあります。
次の手順を実行して、ライセンスのポータルから、登録済みのライセンスキーを取得します。
1. マイライセンスポータル https://myenterpriselicense.hpe.com にアクセスし、HPE パスポートアカ
ウントの電子メールアドレスでサインインします。
2. ページ上部付近にあるマイアセットを管理リンクをクリックします。
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3. 権利番号の右側にあるダウンロードアイコンをクリックします。次の画面が表示されます。

4. 2 つのいずれかの手順を実行して、ライセンスキーを取得します。
• HPE_ILOKEY_[###].TXT リンクをクリックして、テキストバージョンのライセンスキーをダウン
ロードします。
• キーをクリップボードにコピーをクリックして、ライセンスキーをコピーします。その後、ライセ
ンスキーを別のドキュメントに貼り付けて、保存します。
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よくある質問

ライセンスの期限切れ
ライセンスは失効しますか
いいえ。サーバーの有効期間中はライセンスが有効です。
1 年または 3 年のテクニカルサポート契約の有効期限が切れた場合、ライセンスされている機能を失うこ
とはありますか
いいえ。ライセンスされている機能と標準機能は引き続き利用できます。ライセンスされている機能に
関するサポートが必要な場合は、サポート契約を取得する必要があります。
標準 iLO 機能は 1 年または 3 年のテクニカルサポート契約の対象になりますか
いいえ。標準 iLO 機能は、サーバーハードウェア保証の対象です。

ライセンスのアップグレード
Essentials ライセンスから iLO Advanced ライセンスにアップグレードすることはできますか
アップグレード SKU はありませんが、お客様は iLO Advanced ライセンスを購入して、iLO Essentials ラ
イセンスの上にインストールすることができます。
保有している iLO ライセンスのいずれかを、HPE iLO Advanced Premium Security ライセンスにアップ
グレードすることはできますか
はい。Part No/製品番号は Q7E12AAE - HPE iLO Advanced Premium Security アップグレード電子版ラ
イセンスです。

ライセンスの移転
ライセンスは別のサーバーへ移せますか
いいえ。ライセンスキーは、そのライセンスキーがインストールされているサーバーでのみ有効です。

SAID
SAID とは何ですか
SAID（Service Agreement Identification）は、サービス契約の利用権限に割り当てられた 12 桁の番号で
す。 HPE ハードウェアおよびソフトウェア製品に対する HPE テクニカルサポートおよびソフトウェア
アップデートにアクセスする際に必要となります。
SAID はどのように取得し、何に使用しますか
マイライセンスポータル（https://myenterpriselicense.hpe.com）でライセンスを登録すると、HPE か
ら次の例のようなウェルカムレターとして SAID が送信されます。

よくある質問
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図 1: SAID ウェルカムレターのサンプル
SAID を受け取ったら、ソフトウェアアップデートおよびライセンスポータル（http://www.hpe.com/
downloads/software）から直接アップデートにアクセスできるように、SAID を HPE パスポートアカウ
ントにリンクすることができます。
SAID はいつ使用しますか
以下のものにアクセスするときに SAID を使用します。
• HPE テクニカル電話サポート
• HPE サポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc）
• HPE アップデートセンター（http://www.hpe.com/downloads/software）を介した HPE ソフトウェ
ア製品のソフトウェアアップデート
SAID が記載されたウェルカムレターを受け取っていないか、SAID を紛失した場合はどうなりますか
• HPE からライセンスを直接購入した場合は、お住まいの地域用アドレスにウェルカムレターと SAID
を要求する電子メールを送信してください。HPE 販売注文番号を必ず含めてください。
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よくある質問

◦ 南北アメリカ：licensing.ams@hpe.com
◦ 欧州、中東、およびアフリカ：licensing.emea@hpe.com
◦ アジア太平洋地域および日本：licensing.apj@hpe.com
• リセラーからライセンスを購入した場合は、リセラーに連絡し、販売注文番号を提示して SAID とウェ
ルカムレターを要求してください。

USB 2.0 Ethernet ケーブル
HPE iLO 5 サービスポートからデータを取得するための USB 2.0 Ethernet ケーブルを入手する方法を教
えてください
HPE では、これらの USB ケーブルを販売していません。HPE では、ケーブルのご注文はサードパーティ
ベンダーにすることをお勧めしています。iLO の Quickspecs を参照してください。3 つ目のオプション
番号は Q7Y55A です。

よくある質問
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Web サイト
Web サイト
全般的な Web サイト
Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL
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
iLO
http://www.hpe.com/jp/servers/ilo
iLO 5 Information Library
http://www.hpe.com/support/ilo-docs
iLO サポート
http://www.hpe.com/support/ilo5
iLO Advanced
http://www.hpe.com/servers/iloadvanced
iLO Mobile アプリケーション
http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp
Active Health System Viewer
http://www.hpe.com/servers/ahsv
Intelligent System Tuning
http://www.hpe.com/info/ist
HPE ProLiant Gen10 サーバー
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
HPE ProLiant Gen 10 および HPE Synergy コンピュートモジュールのトラブルシューティング
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
UEFI システムユーティリティ
http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs
SUM
http://www.hpe.com/info/sum-docs
SPP
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
Intelligent Provisioning
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs
iLO RESTful API および RESTful インターフェイスツール
http://www.hpe.com/info/redfish
リモートサポート
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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HPE OneView
http://www.hpe.com/info/oneview/docs
OA
http://www.hpe.com/support/oa/docs
HPE SIM
http://www.hpe.com/info/insightmanagement/sim/docs

関連情報
Web サイト

Link

HPE Integrated Lights-Out（iLO）のヘルプリンクと www.hpe.com/support/ilo-resource-ref-en
リソース
アクティベーションキー契約（AKA）/トラッキング http://www.hpe.com/info/aka
ライセンス
HPE iLO

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

HPE iLO Advanced ライセンスのビデオ

https://www.youtube.com/watch?
v=8MTcDsS7yQY

HPE iLO のドキュメント

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

HPE iLO Essentials ライセンスのビデオ

https://www.youtube.com/watch?
v=bTSxIwy5010

HPE iLO の無料オンライントレーニング

http://www.hpe.com/ww/iloBundle

HPE iLO のライセンス

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

HPE iLO のライセンス（スペイン語）

https://www.youtube.com/watch?
v=xYzIph2ZrUE&amp;feature=youtu.be/h

HPE iLO Mobile アプリケーション

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

HPE iLO テクニカルハウツービデオ

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

HPE ライセンスポータル

https://myenterpriselicense.hpe.com

HPE ProLiant のトレーニング

http://www.hpe.com/ww/learnproliant

HPE テクニカルサポート

http://www.hpe.com/assistance

Web サイト
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サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。
https://www.hpe.com/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。
http://www.hpe.com/support/hpesc
ご用意いただく情報
• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）
• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
• オペレーティングシステム名およびバージョン
• ファームウェアバージョン
• エラーメッセージ
• 製品固有のレポートおよびログ
• アドオン製品またはコンポーネント
• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア
クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨
されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。
• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
http://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
http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンクしたり
するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support
Materials ページにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials
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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。

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

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ
モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅
速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ
します。
ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて
ください。
リモートサポートおよびプロアクティブケア情報
HPE 通報サービス
http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス
http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証に関する情報を表示するには、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
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

サポートと他のリソース
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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。
http://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。
http://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。
http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ド
キュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござ
いましたら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電
子メールには、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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