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HPE iLO とは何ですか

HPE iLO によって、システム管理者はサーバーをリモートで監視および管理できます。

– Integrated Lights-Out (iLO) is an 
embedded technology that ships in 
HPE Servers. 

– It is the core foundation for the 
intelligence of the HPE Servers. 

– iLO is key to make the server 
operational and boot. 

– It helps simplify server set up, enable 
health monitoring as well as power 
and thermal control. 

– These capabilities are included with 
the Server (iLO Standard). 

– No installation needed and minimal 
setup is required.

– Features that enhance server admin 
productivity are licensed.

– Customers can choose from: 
– iLO Advanced Premium Security Edition

– iLO Advanced

– iLO Advanced for Blades

– iLO Essentials

サーバー管理者の懸念やニーズに対処します。

“Server setup takes 
too long.”

“I need more 
performance and 
streamlined 
operations at scale.”

“I need automation 
that integrates into 
my existing 
datacenter tools.”

“Security threats are 
getting smarter. I 
need to protect my 
business.”

Deploy Faster
Simplify 

Operations
Increase 

Productivity
End to end 

Security
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“I’m away from the office 
and need to access my server.” 

“I’m a mid-size business with 
a few servers. I need to manage 
these servers without purchasing 
an additional server or complex 

tools from a single pane of glass.”

“My company has asked us 
to standardize on a method 

for controlling and monitoring 
the server.”

“How can I protect 
my server?”

“I want to know when my server 
needs my attention.”

“How can I save on electricity 
consumption?”

“How can I quickly discover, 
deploy, manage and update 

firmware across 100s of servers 
in my data center?”

“Something has gone wrong with 
my server and I don’t know what 

to do or how to prevent it.”

iLO ライセンスの新機能

• 新しい iLO Advanced Premium Security Edition ライセンス

• すべての iLO ライセンス権利付与証明書に 2D セキュリティバーコードを追加します

• 失われたライセンスキーの復旧

• 工場出荷時にインストールされる無料の iLO ライセンス

• iLO ライセンスキーがライセンス権利付与証明書に印字されるようになりました

• iLO ライセンスキーが電子メールに印字されるようになりました

• 物理/紙ライセンスの新しいパッケージ

注意

2017 年 6 月以降、工場出荷時に iLO ライセンスをインストールできるようにする#0D1 オプション（工場出
荷時にインストール）は、iLO 電子 SKU で使用できなくなりました。ただし、HPE は引き続き物理ライセン
スでの#0D1 オプション（工場出荷時にインストール）を提供します。

現在、iLO 電子 SKU で#0D1 オプションを使用している場合、工場出荷時にインストールされるファシリティ
を取得するには、該当する物理 SKU で#0D1 オプションを使用してください。

廃止された製品番号 新しい製品番号 説明

E6U59ABE 0D1 512485-B21 #0D1 工場出荷時にインストール済み/プリインストール済み

ライセンス機能の 1 年間のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-server License

E6U64ABE 0D1 BD505A #0D1 工場出荷時にインストール済み/プリインストール済み

ライセンス機能の 3 年間のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-server License

表は続く
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廃止された製品番号 新しい製品番号 説明

E6U60ABE 0D1 512488-B21 #0D1 工場出荷時にインストール済み/プリインストール済み

ライセンス機能の 1 年間サポート付き HPE iLO
Advanced for BladeSystem 1‐ server License

E6U63ABE 0D1 BD502A #0D1 工場出荷時にインストール済み/プリインストール済み

ライセンス機能の 3 年間サポート付き HPE iLO
Advanced for BladeSystem 1-server License

E6U62ABE 0D1 BD775A #0D1 工場出荷時にインストール済み/プリインストール済み

ライセンス機能の 1 年間サポート付き HPE iLO
Essentials License

E6U61ABE 0D1 BD774A #0D1 工場出荷時にインストール済み/プリインストール済み

ライセンス機能の 3 年間サポート付き HPE iLO
Essentials License

詳しくは、HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）を参照してください。

iLO Scale-out ライセンスを廃止しました。

HPE は 2018 年 2 月 5 日以降、次の iLO Scale-out ライセンスと 60 日間無料トライアル ライセンスを中止
します。高度なサーバー管理のニーズのためには、当社 iLO Advanced ライセンス を https://www.hpe.com/
us/en/product-catalog/detail/pip.332279.html で探すか、あるいは iLO Advanced Premium Security Edition
ライセンスを https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.hpe-ilo-advanced-premium-
security-edition.1010025876.html で探す必要があります。既存の iLO Scale-out のライセンスをお持ちの
お客様には、有効なサポート契約がある限りサポートは継続して行われます。

HPE 部品番号 説明

BD776A 3 年　TSU Flex Lic を含む HP iLO Scale-out

BD778A 1 年　TSU　Flex Lic を含む HP iLO Scale-out

BD776AAE 3 年　TSU Flex E-LTU を含む HP iLO Scale-out

BD778AAE 1 年　TSU Flex E-LTU を含む HP iLO Scale-out

BD777A 3 年　TSU　トラック Lic を含む HP iLO Scale-out

BD779A 1 年　TSU トラック Lic を含む HP iLO Scale-out

HPE Edgeline サポートが追加されました

HPE Edgeline シャーシで使用される iLO を備えた Moonshot カートリッジを含む、HPE Edgeline で HPE iLO
ライセンスサポートを利用できます。

セキュリティ

HPE iLO Advanced Premium Security Edition は、Hewlett Packard Enterprise サーバーを攻撃から保護し、侵
入を検出し、ファームウェアを安全に回復できるようにする、優れたセキュリティ機能を提供することによ
り、世界で も安全な業界標準サーバーを構築します。iLO 5 を搭載したすべての HPE ProLiant Gen10 サー
バーで利用できます。

優れた iLO Advanced 機能をすべて提供することに加え、HPE は次のような新しいセキュリティ機能も導入し
ています。
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• Commercial National Security Algorithm（CNSA モード）：業界 高レベルのセキュリティ

• ランタイムファームウェア検証：整合性を確認するためのファームウェアの定期スキャン

• 自動でのセキュアリカバリ：ファームウェアが改ざんされた場合には、すぐに認証済みのファームウェア
に復元します

• ユーザーデータの完全消去：再展開または 初の本番稼動用に、フラッシュパーツをサニタイズして元の
サーバー構成を確保します

重要: iLO Advanced Premium Security Edition は、iLO 5 と Gen10 サーバーでのみ使用できます。

iLO Advanced

iLO Standard
Features

iLO Advanced
Premium Security Edition 

K
ey

 fe
at

ur
es

– Secure NICs
– TPM
– TAA SKUs
– Chassis Intrusion

Detection
– SA cards
– Racks with 

biometric locks

HW Options

CNSA
Secure erase of NAND/User data

Runtime Firmware Verification
Secure Start w/ Recovery (Automatic)

Kerberos and CAC 2 Factor 
Authentication

Directory services
ESKM

Remote system logs

Remote console
Virtual media

SIEM connectivity

Silicon Root of Trust/Secure Start
Trusted eXecution Technology

FW supply chain attack detection
NIST 800-147b BIOS Protection

Payment Card Industry standards
UEFI Secure Boot

Measured Boot
Authenticated updates

Single sign-on
Common criteria, FIPS validation

Remote firmware update
Agentless management

略語の定義：

• CAC：Common Access Card - 米軍および関連業界で使用されている Two-Factor 認証

• CNSA：Commercial National Security Algorithm スイート - 高レベルの暗号学

• ESKM：HPE Enterprise Secure Key Manager - ストレージ暗号化のためのキーの保護用

• FIPS：Federal Information Processing Standard Publication 140-2

• NAND：NAND フラッシュメモリ - 不揮発性メモリストレージ

• SIEM：セキュリティ情報およびイベント管理ソフトウェア - HPE ArcSight、Splunk などの製品

• TAA：Trade Agreements Act (19 U.S.C. & 2501-2581) - 米国政府へ販売する製品の多数で必須

• TPM：Trusted Platform Module

HPE iLO とは何ですか 9



− HPE exclusive feature: 
essential firmware security 
is anchored directly into 
the silicon

− HPE builds our iLO silicon 
and writes our firmware 
code

− HPE unique FW 
integration; competitors 
buy general purpose 
BMCs off the shelf without 
ability to tie the firmware 
to hardware

− HPE Secure Compute 
protects millions of lines of 
FW code that run before 
the OS even boots.

Silicon Root of Trust

− Verify integrity of essential 
system firmware.

− Customer picks the 
scheduled scan interval

− Verified good & malware 
free redundant firmware 
repository 

− Detection of compromised 
code or malware residing 
in essential key firmware

− Customer notification of 
detected compromised 
essential firmware code

Runtime Verification

− Recovering essential 
firmware to known good 
state after detection of 
compromised code

− Customer Recovery 
Options:

− Factory Recovery Set

− Customer-defined 
Recovery Set

− Logging Only 
(forensics mode)

Secure Recovery

− Commercial National 
Security Algorithms

− Used for handling the 
most confidential and 
secret information

− Uses the highest allowed 
level of commercial 
cryptography in the 
industry

Commercial NSA
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クイックピック：どの HPE iLO ライセンスが適
していますか

トライアルライセンス：60 日間無料
ライセンスされた機能をテストするために、60 日間無料トライアル iLO ライセンスにサインアップすること
ができます。

注意: HPE iLO Advanced Premium セキュリティ版無料評価ライセンスをアクティブ な iLO ライセン
ス（購入した iLO ライセンス）を用いて HPE Gen10 サーバー上にインストールすると、既存の iLO ラ
イセンスを上書きします。トライアル ライセンスを適用する前に、既存の iLO ライセンスを記録しま
す。

既存のライセンスの記録、取得方法は次のいずれかを使用します。

• ライセンスのポータルでキーを登録します。電子ライセンスを購入した場合、ライセンス権利付与証
明書または電子メールの指示に従います。詳しくは、ライセンスの登録(43 ページ)を参照してくだ
さい。

• この試用ライセンスキーを適用する前にバックアップとリストア機能を使用します。詳しくは、バッ
クアップとリストアを参照してください。

注記: すでにサインアップしてトライアルライセンスをサーバーに適用している場合、これを行うことはでき
ません。無料トライアルライセンスキーは、サーバーに一度しか適用できません。

今すぐお試しください。

HPE iLO Advance Premium Security Edition

HPE iLO Advanced

HPE iLO Essentials

HPE iLO ライセンスオプションの概要

重要:

• HPE iLO 標準機能サポート - iLO 標準機能サポートは、ご使用のサーバーのハードウェア保証の対象
となります。

• ライセンスされている機能の HPE iLO サポート - 1 年間および 3 年間のサポートライセンスを購入
すると、その期間、iLO ライセンス機能のサポート契約が結ばれます。ライセンスを登録すると、
HPE はサポート契約の準備を整えます。サポート契約の期限が切れても、引き続きライセンスされ
ている機能を使用できます。ただし、ライセンスされているこれらの機能のサポートは利用できませ
ん。ライセンスされている機能のサポートを更新することもできます。

• HPE iLO のライセンスには、有効期限はありません。サーバーにインストールされると、ライセンス
のサポートが切れてもライセンスはそのサーバー上に残ります。ライセンスは、インストールされて
いるサーバーの有効期間中は有効です。

• HPE iLO のライセンスオプションは、サーバープラットフォームおよび販売地域によって異なりま
す。特定の製品番号で使用可能なオプションの詳細なリストについては、HPE iLO ライセンス製品
番号（SKU）を参照してください。
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ライセンス選択プロセスの開始

手順

1. ライセンスタイプ、サーバーのサポート、および購入オプションについて、お客様のニーズに も適した
番号の組み合わせを確認するには、以下のオプションを確認してください。

例

次のものが必要な場合：

• Advanced iLO のライセンス

• HPE ProLiant サーバーモデル用

• 10 台未満のサーバー用

1-1 を選択します。

2. 図の次の表で、ステップ 1 での選択に対応するリンクを使用して、HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）
にアクセスし、インストール、配布、およびサポート要件に一致するライセンス製品番号を確認します。

2
iLO Essentials

Essential iLO
features, including
Integrated Remote
Console for SMB

and remote/branch
office environments

1
iLO Advanced

or iLO Advanced
for BladeSystem

A full set of robust
iLO features

Single-server
(1-10 servers)

Preinstalled
Self-installed

Preinstalled
Self-installed

Paper/physical
Electronic

Paper/physical
Electronic

Single-server
(1-10 servers)

Flexible quantity
(11-99 servers)

Pay as you go:
AKA/Tracking
(100 or more servers)

P
ur

ch
as

in
g

In
st

al
la

tio
n

D
el

iv
er

y

2

3

4

2

1

3
iLO Advanced Premium

Security Edition

All iLO Standard,
Advanced,

and Security features

Single-server
(1-10 servers),

Flexible quantity
(11-99 servers),
Pay as you go:

AKA/Tracking
(100 or more servers)

Preinstalled
Self-installed

Paper/physical
Electronic

All HPE Gen10
Servers with iLO 5

HPE 100
server series

with iLO and below

All HPE
servers with iLO

plus
Moonshot cartridges

with
iLO used in an

Edgeline ChassisS
er

ve
rs

 S
up

po
rt

ed

2

3

4

図 1: HPE iLO ライセンス決定プロセス

12  ライセンス選択プロセスの開始



次の表は、上記の購入の行で選択したライセンスオプションに関連付けられた製品番号 SKU が、iLO ライセ
ンス製品番号（SKU）テーブルのどこにあるかを示しています。

注記: HPE Synergy コンピューティングモジュールには、iLO Advanced 機能が組み込まれているため、ライ
センスは必要ありません。

次の購入を選択す
る場合：

製品番号（SKU）はこちらで探します：

1-1 iLO とサーバーのカートリッジをサポートできる HPE サーバー Edgeline シャーシを
選択しています。ILO Advanced の機能が必要な場合、エンクロー ジャー内の各カート
リッジのための iLO Advanced のライセンスを購入する必要があります。サーバー
カートリッジの数に基づいて、iLO ライセンスの数を選択します。

5 を超す iLO ライセンスを注文する場合、HPE は、当社の Flexible Quantity またはト
ラッキング/アクティブ化キー契約ライセンスを確認することを推奨します。詳しくは、
購入オプション(30 ページ)を参照してください。

1-2 ブレード以外のサーバーの場合：Advanced 単一サーバー

単一の BladeSystem の場合：Advanced for BladeSystem 単一サーバー

大 8 つの BladeSystem の場合：Advanced for BladeSystem8 サーバー

1-3 ブレード以外のサーバーの場合：Advanced フレキシブル数量

BladeSystem の場合：Advanced for BladeSystem フレキシブル数量

1-4 ブレード以外のサーバーの場合：Advanced 従量制（AKA/トラッキング）

BladeSystem の場合：Advanced for BladeSystem 従量制（AKA/トラッキング）

2-1 Essentials 単一サーバー

3-1 Advanced Premium Security Edition 単一サーバー

3-2 Advanced Premium Security Edition フレキシブル数量

3-3 Advanced Premium Security Edition 従量制（AKA/トラッキング）

HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）
次の表に、使用可能な HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）と、それぞれに利用できる配布、サポート、お
よび登録オプションを示します。

注記: iLO 単一サーバー物理ライセンスが無償で工場出荷時にインストールされるようにするには、次の表に
示すように、製品番号 SKU に 0D1 オプションを含める必要があります。

HPE iLO ライセンス製品番号（SKU） 13



重要: 

• ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。

注記: iLO の標準機能は、サーバーハードウェアの保証の下でサポートされています。

• #0 D 1 で終わる iLO ライセンス製品番号は、工場出荷時のインストール済みの iLO ライセンスで
す。これらは、追加料金なしで HPE の工場出荷時にインストールされます。これにより、ご購入の
iLO Advanced 機能は、ご使用のサーバーをセットアップすれば、使用できる状態です。

• 1 年または 3 年のサポート契約の有効期限が切れても、HPE iLO のライセンス機能は引き続き使用で
き、有効です。ただし、ライセンスされている機能に対して HPE のサポートは受けられません。

• HPE iLO のライセンスには、有効期限はありません。サーバーにインストールされると、ライセンス
のサポートが切れてもライセンスはそのサーバー上に残ります。ライセンスは、インストールされて
いるサーバーの有効期間中は有効です。

• HPE iLO の標準機能は、サーバーの購入時に追加費用なしで同梱されます。

• HPE サーバー Edgeline シャーシでは、iLO 付きサーバーカートリッジをサポートしています。iLO
Advanced の機能が必要な場合、エンクロー ジャー内の各カートリッジのための iLO Advanced のラ
イセンスを購入する必要があります。サーバー カートリッジの数に基づいて、iLO ライセンスの数を
選択します。

5 を超す iLO ライセンスを注文する場合、HPE は、当社の Flexible Quantity またはトラッキング/ア
クティブ化キー契約ライセンスを確認することを推奨します。詳しくは、購入オプション(30 ペー
ジ)を参照してください。

14 クイックピック：どの HPE iLO ライセンスが適していますか



表 1: Advanced > 単一サーバー - iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間

これは、HPE の工場出
荷時にインストールさ
れているか、プリインス
トールされていますか。
（推奨オプション）1

説明

512485-B21 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません

iLO ライセンス機能の 1 年間のサ
ポート付き HPE iLO Advanced 1-
server License 2

512485-B21
#0D1

物理 1 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/
プリインストール済み

ライセンス機能の 1 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced 1-
server License-工場出荷時インス
トール済み/プリインストール済
み

BD505A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません

ライセンス機能の 3 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced 1-
server License

BD505A #0D1 物理 3 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/
プリインストール済み

ライセンス機能の 3 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced 1-
server License-工場出荷時インス
トール済み/プリインストール済
み

E6U59ABE 自動 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません

ライセンス機能の 1 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced
Electronic License

E6U64ABE 自動 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません

ライセンス機能の 3 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced
Electronic License
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1 工場出荷時プリインストール 済(#0 D 1) iLO ライセンスを選択すると、同じ注文でサーバー当たり 1 つのライセンスのみ
を購入できます。複数のライセンスを購入する場合は、複数のサーバーを選択するか、または iLO プリインストール済で
ないライセンスかを選択します。

2 これらのライセンスについては、アメリカ（AMS）およびアジア太平洋または日本（APJ）地域ではライセンス登録でき
ません。ライセンスキーは、注文書に同梱されているインストール手順書に記載されています。記録として、またサポー
トを受けるためにこのキーを保存しておいてください。

表 2: Advanced > フレキシブル数量 - iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場
出荷時にインストー
ルされているか、プリ
インストールされて
いますか。（推奨オプ
ション）

説明

512486-B21 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあり
ません

ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Flexible
Quantity License

BD506A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあり
ません

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Flexible
Quantity License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

16 クイックピック：どの HPE iLO ライセンスが適していますか



表 3: Advanced > 従量制（AKA/トラッキング）- iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場
出荷時にインストー
ルされているか、プ
リインストールされ
ていますか。（推奨オ
プション）

説明 3

512487-B21 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん

ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced AKA
Tracking License

BD507A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced AKA
Tracking License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

3 AKA について詳しくは、www.hpe.com/info/aka を参照してください。

表 4: Essentials > 単一サーバー - iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場
出荷時にインストー
ルされているか、プリ
インストールされて
いますか。（推奨オプ
ション）3

説明

BD775A 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 1 年間サポート付
き HPE iLO Essentials License

BD775A #0D1 物理 1 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/プ
リインストール済み

ライセンス機能の 1 年間サポート付
き HPE iLO Essentials License - 工
場出荷時インストール済み/プリイ
ンストール済み

表は続く

クイックピック：どの HPE iLO ライセンスが適していますか 17
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製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場
出荷時にインストー
ルされているか、プリ
インストールされて
いますか。（推奨オプ
ション）3

説明

BD774A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間サポート付
き HPE iLO Essentials License

BD774A #0D1 物理 3 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/プ
リインストール済み

ライセンス機能の 3 年間サポート付
き HPE iLO Essentials License‐工
場出荷時インストール済み/プリイ
ンストール済み

E6U62ABE 自動 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 1 年間サポート付
き HPE iLO Essentials Electronic
License

E6U61ABE 自動 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間サポート付
き HPE iLO Essentials Electronic
License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

3 工場出荷時プリインストール 済(#0 D 1) iLO ライセンスを選択すると、同じ注文でサーバー当たり 1 つのライセンスのみ
を購入できます。複数のライセンスを購入する場合は、複数のサーバーを選択するか、または iLO プリインストール済で
ないライセンスかを選択します。
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表 5: Advanced for BladeSystem > 単一サーバー - iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンス
されている
機能のサポ
ート期間 1、 2

これは、HPE の工場
出荷時にインスト
ールされているか、
プリインストール
されていますか。
（推奨オプション）3

説明

512488-B21 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん

ライセンス機能の 1 年間サポート付き
HPE iLO Advanced for BladeSystem 1
- server License

512488-B21
#0D1

物理 1 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/プリ
インストール済み

ライセンス機能の 1 年間サポート付き
HPE iLO Advanced for BladeSystem 1
- server License - 工場出荷時インス
トール済み/プリインストール済み

BD502A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん

ライセンス機能の 3 年間サポート付き
HPE iLO Advanced for BladeSystem 1
- server License

BD502A #0D1 物理 3 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/プリ
インストール済み

ライセンス機能の 3 年間サポート付き
HPE iLO Advanced for BladeSystem
1-server License - 工場出荷時インス
トール済み/プリインストール済み

E6U60ABE 自動 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん

ライセンス機能の 1 年間のサポート付
き HPE iLO Advanced for
BladeSystem Electronic License

E6U63ABE 自動 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん

ライセンス機能の 3 年間のサポート付
き HPE iLO Advanced for
BladeSystem Electronic License
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1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

3 工場出荷時プリインストール 済(#0 D 1) iLO ライセンスを選択すると、同じ注文でサーバー当たり 1 つのライセンスのみ
を購入できます。複数のライセンスを購入する場合は、複数のサーバーを選択するか、または iLO プリインストール済で
ないライセンスかを選択します。

表 6: Advanced for BladeSystem > 8 台サーバー - iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンス
されている
機能のサポ
ート期間 1、2

これは、HPE の工場
出荷時にインストー
ルされているか、プ
リインストールされ
ていますか。（推奨オ
プション）

説明

512489-B21 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん

ライセンス機能の 1 年間サポート付
き HPE iLO Advanced for
BladeSystem 8 - server License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。
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表 7: Advanced for BladeSystem > フレキシブル数量 - iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場出
荷時にインストールさ
れているか、プリイン
ストールされています
か。（推奨オプション）

説明

512490-B21 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 1 年間サポート
付き HPE iLO Advanced for
BladeSystem Flexible Quantity
License

BD503A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間サポート
付き HPE iLO Advanced for
BladeSystem Flexible Quantity
License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

表 8: Advanced for BladeSystem > 従量制（AKA/トラッキング）- iLO 3、4、5

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場出
荷時にインストール
されているか、プリイ
ンストールされてい
ますか。（推奨オプシ
ョン）

説明 3

512491-B21 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

HPE iLO Advanced BladeSystem
AKA トラッキングライセンス 1 年
間サポート

BD504A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

HPE iLO Advanced BladeSystem
AKA トラッキングライセンス 3 年
間サポート
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1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

3 AKA について詳しくは、www.hpe.com/info/aka を参照してください。

表 9: Advanced Premium Security Edition > 単一サーバー - iLO 5 を搭載する HPE
Gen10 サーバー

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場出
荷時にインストール
されているか、プリイ
ンストールされてい
ますか。（推奨オプシ
ョン）

説明

Q7E31A 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Edition License

Q7E31A #0 D 1 物理 1 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/プ
リインストール済み

ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Edition License - 工場出荷
時インストール済み/プリインス
トール済み

Q7E33A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Edition License

Q7E33A #0 D 1 物理 3 年間、24 時
間 365 日

はい 工場出荷時にインストール済み/プ
リインストール済み

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Edition License - 工場出荷
時インストール済み/プリインス
トール済み

表は続く
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製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場出
荷時にインストール
されているか、プリイ
ンストールされてい
ますか。（推奨オプシ
ョン）

説明

Q7E32AAE 自動 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Edition Electronic License

Q7E34AAE 自動 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Edition Electronic License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

表 10: Advanced Premium Security Edition > フレキシブル数量 - iLO 5 を搭載する
HPE Gen10 サーバー

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場出
荷時にインストール
されているか、プリイ
ンストールされてい
ますか。（推奨オプシ
ョン）

説明

Q7E32A 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Flex Qty License

Q7E34A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security Flex Qty License
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1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

表 11: Advanced Premium Security Edition > 従量制（AKA/トラッキング）- iLO 5 を搭
載する HPE Gen10 サーバー

製品番号 配布　 ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場出
荷時にインストール
されているか、プリイ
ンストールされてい
ますか。（推奨オプシ
ョン）

説明 3 4

Q7E35A 物理 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security AKA Tracking License

Q7E36A 物理 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security AKA Tracking License

Q7E12AAE 自動 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあ
りません

ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Premium
Security UPGRADE Electronic
License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ
ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。

2  iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。

3 AKA について詳しくは、www.hpe.com/info/aka.
4 を参照してください。

iLO Advanced Premium Security Upgrade license.ILO が選択されました。 iLO5 あるいはそれ以降のものを搭載した
HPE Gen10 Server あるいはそれ以降のサーバー及びすでにサーバーにインストールされている iLO Advanced ライセン
スが必要です。
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HPE iLO ライセンスの選択

ライセンスオプションの選択
お客様のニーズに も合ったライセンスを取得するには、次の項目を確認して選択してください。

1. ライセンス オプション

2. 購入オプション

3. 配布オプションとドキュメント出力

4. サポートオプション

HPE iLO ライセンスオプション
HPE iLO ライセンスは、すべての ProLiant サーバーで使用可能な iLO 標準機能を強化する機能をアクティブ
にします。

HPE iLO には、さまざまなライセンスタイプと配布オプションが用意されているため、インフラストラクチャ
やビジネスニーズに合わせて高度な機能を有効にすることができます。ライセンスには「バージョンがない」
ため、インストールした iLO のバージョンに関係なく、高度なライセンスを使用できます。使用しているサー
バーモデルでサポートされているライセンスを確認するには、「HPE iLO の標準およびライセンス機能」を参
照してください。

HPE iLO の標準機能およびライセンスが必要な機能

次の表に、iLO をサポートする HPE ProLiant、HPE Edgeline、HPE Apollo、HPE BladeSystem サーバーに追
加費用なしで搭載される標準 iLO 機能、および各 iLO ライセンスタイプで使用可能な iLO のライセンス機能
を示します。

ヒント: 機能の説明を表示するには、表の機能列でその機能のリンクをクリックしてください。
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関連項目：

機能の説明については、「標準およびライセンス機能の説明」を参照するか、表の機能のリンクをクリックし
てください。

表 12: HPE iLO の標準機能およびライセンスが必要な機能

機能 iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

iLO Essentials

プラットフォームのサ
ポート

iLO をサポー
トするすべて
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

iLO 5 を搭載したすべて
の Gen10 サーバー

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

Active Health System
診断

X X X X

アドバンスト電力管理
（電力履歴グラフ、動的
消費電力上限）

X X

Agentless
Management

X X X X

自動 Secure リカバリ
(Gen10 およびそれ以
降)

X

バックアップとリスト
ア(Gen10 およびそれ
以降)

X X X X

Commercial National
Security Algorithm
（CNSA）モード(Gen10
およびそれ以降)

X

コアブースト(Gen10
およびそれ以降)1

X X

ディレクトリサービス
認証

X X

表は続く
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機能 iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

iLO Essentials

プラットフォームのサ
ポート

iLO をサポー
トするすべて
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

iLO 5 を搭載したすべて
の Gen10 サーバー

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

Discovery Service X X

Email ベースのアラー
ト

X X X

内蔵リモートサポート X X X X

内蔵システムヘルス X X X X

統合リモートコンソー
ルによるグローバル
チームコラボレーショ
ン

X X

iLO 連携検出 X X X X

iLO 連携管理 X X

iLO リセット 2 X X X X

iLO RESTful API X X X X

iLO Web インター
フェイス

X X X X

統合リモートコンソー
ル（IRC/仮想 KVM - テ
キストとグラフィック
スをサポート）

BL および WS
を除くすべて
のサーバーで
はプリ OS の
み。BL およ
び WS サー
バーでは標準
提供

X X X

統合リモートコンソー
ルの録画および再生

X X

表は続く
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機能 iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

iLO Essentials

プラットフォームのサ
ポート

iLO をサポー
トするすべて
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

iLO 5 を搭載したすべて
の Gen10 サーバー

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

IPMI Over LAN/DCMI X X X X

IPv6 X X X X

Jitter スムージング
(Gen10 およびそれ以
降)

X X

プリブートヘルス概
要 3

X X X X

リモート Syslog X X

RIBCL X X X X

実行時のファームウェ
アの検証(Gen10 およ
びそれ以降)

X

スクリプト方式の仮想
メディア

X X

不揮発性ストレージの
完全消去（NAND/ユー
ザーデータ）

X

Silicon Root of Trust
（シリコンレベルの信
頼性）（Gen10 および
それ以降）

X X X X

SSH コマンドライン
インターフェイス

X X X X

テキストベースのリ
モートコンソール
（Textcons）

X X

表は続く
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機能 iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

iLO Essentials

プラットフォームのサ
ポート

iLO をサポー
トするすべて
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

iLO 5 を搭載したすべて
の Gen10 サーバー

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

SSH 経由でのテキス
トベースのリモートコ
ンソール 4

X X

Two-Factor 認証
（Kerberos、スマート
カード - PIV/
Common Access
Card）

X X

統合リモートコンソー
ル経由での仮想メディ
ア

BL および WS
サーバーのみ
標準提供

X X X

仮想電源ボタン X X X X

仮想シリアルポート X X X X

仮想シリアルポートの
録画および再生

X X

ワークロードのプロ
ファイルと一致する
(Gen10 およびそれ以
降)

X X X X

1 コアブーストは、選択されたインテルプロセッサーで動作し、より多くのプロセッサーコアでより高いパフォーマンスを

実現します。詳しくは、次のサイト www.hpe.com/support/gen10-intelligent-system-tuning-en で入手できる HPE Gen10
Servers Intelligent System Tuning ホワイトペーパーを参照してください。

2 iLO リセットは HPE Gen9 以降のサーバー上でのみ使用できます。

3 この機能は、HPE Gen9 以降のサーバーでのみ使用できます。

4 SSH 経由でのテキストベースのリモートコンソールは、レガシー BIOS ブートモードを使用するように構成されたサーバ

ーでのみサポートされます。UEFI モードを使用するように構成されたサーバーではサポートされません。
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購入オプション

iLO ライセンスは、HPE および HPE 販売パートナーから直接入手できます。iLO ライセンスを取得する 善
の方法は、HPE サーバーを購入すると同時にソフトウェアライセンスを購入することです。ただし、米国に
お住まいの場合は、HPE Small Business Marketplace サイト（http://www.hpe.com/marketplace）から個別
にライセンスを購入することもできます。

オプションは次のとおりです。

• 単一サーバーライセンス - 単一ライセンスのインストール。

• フレキシブル数量ライセンス - 複数の iLO サーバーにインストールする単一のライセンス資格。

• ボリュームライセンスまたは「トラッキングライセンス」 - 将来のライセンスアクティベーションに有効
なアクティベーションキー契約(AKA)。

次の質問と回答は、選択可能なオプションから選択するのに役立ちます。

紙/物理または電子配信のいずれかで受け取るライセンス権利付与証明書の数はいくつですか。

単一サーバー フレキシブル数量 ボリューム ライセンスまたは「ト
ラッキングライセンス」

注文されたライセンスごとに 1 つ
の権利付与証明書。たとえば、10
台のサーバー用にこのライセンス
を注文すると、10 個の証明書を受
け取ります。

1 つのソフトウェア権利付与証明
書。オンラインで資格を登録する
と、複数の iLO サーバーでライセン
スされている機能を有効にするた
めの 1 つのキーを受け取ります。
たとえば、このライセンスを 10 台
のサーバー用に注文すると、10 台
のサーバーで iLO の高度な機能を
使用できる 1 つの資格が与えられ
ます。

なし。このオプションは「請求書の
み」オプションです。このオプショ
ンは、アクティベーションキー契約
（AKA）によって提供される効率的
なボリュームライセンスプログラ
ムです。会社、部署、または支店に
割り当てられている 1 つのマス
ターキー（製品ごと）を提供するた
め、複数のキーを管理する必要がな
くなります。割り当てられたマス
ターキーコードは、ライセンスアク
ティベーションの今後のすべての
購入に対して 長 3 年間有効で、世
界中で使用できます。AKA には、
契約期間中に修正に基づき新しい
製品を追加することができます。
詳しくは、ボリューム ライセンス
または「トラッキング ライセンス」
の詳細情報(31 ページ)を参照し
てください。

オンラインでライセンスを登録すると、アクティベーションキーをいくつ受け取りますか。

単一サーバー フレキシブル数量 ボリューム ライセンスまたは「ト
ラッキングライセンス」

1 つに対して 1 つ。注文した 1 つ
のライセンスごとに 1 つのキーを
受け取ります。

多数に対して 1 つ。注文したすべ
てのライセンスに対して 1 つの
キーを受け取ります。

登録は必要ありません。 初に
AKA 契約に署名したときに、マス
ターキーが提供されます。詳しく
は、ボリューム ライセンスまたは

「トラッキング ライセンス」の詳細
情報(31 ページ)を参照してくだ
さい。
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各ライセンスタイプが 適なオプションとなるのは、どのような場合ですか。

単一サーバー フレキシブル数量 ボリューム ライセンスまたは［ト
ラッキングライセンス」

このライセンスは、次の場合に 適
なオプションです。

• 一度に少数の ProLiant サー
バーを購入している

• すでに ProLiant サーバーを所
有していて、iLO ライセンスが
必要

• 複数のサーバー用に同じライセ
ンスが必要ではない

このライセンスは、次の場合に 適
なオプションです。

• 現在の ProLiant インストール
ベース用に iLO ライセンスを一
度購入する必要がある

• 新しい ProLiant サーバーを多
数購入したため、購入したサー
バー数と一致する数のソフト
ウェアライセンスが必要

• 使用中のライセンスアクティ
ベーションキーの数を削減した
い

• 物理的な提供物を 小限に抑
え、購入された多数のライセン
スに対していつでも 1 つのライ
センスキーを持つようにしたい

このライセンスは、次の場合に 適
なオプションです。

• 長期にわたって定期的に大量の
iLO を購入する予定がある

• 長期にわたってこれから購入す
るすべてのライセンスに対し
て、製品ごとに 1 つのキーを提
供するシンプルなソフトウェア
ライセンスオプションが欲しい

• データセンターで複数のライセ
ンスキーを長期的に管理する必
要性をなくしたい

• 世界中でキーを使用したい

• 物理的な提供物の数を 小限に
抑えたい（トラッキングライセ
ンスに関連する提供物をなくし
たい）

• HPE または HPE パートナーか
ら定期的に購入する標準
ProLiant 構成に iLO ライセンス
をラインアイテムとして追加し
たい、または HPE との既存の
ProLiant 販売契約に iLO を追加
したい

詳しくは、ボリューム ライセンス
または「トラッキング ライセンス」
の詳細情報(31 ページ)を参照し
てください。

ボリューム ライセンスまたは「トラッキング ライセンス」の詳細情報

• 発行される各マスターキーは、ライセンスアクティベーションキーを購入するためのものです。

• マスターキーは、次のものを置き換えるものではありません。

◦ 既存のサーバーに存在する既存のライセンス

◦ 購入したが引き換えていない、または引き換えたが展開していない権利付与証明書

◦ ハードウェア購入にバンドルされた権利付与証明書

• アップグレードライセンスを置き換えるためにマスターキーを使用することはできません。

• AKA 契約に基づく 長期間は 3 年です。1 年、2 年、3 年の契約期間を選択できます。契約期間の終わり
に、マスターキーの使用を中止する必要があります。元の許諾契約書の期限が切れると、マスターキーの
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使用を継続する修正を追加することができます。 または予測値に達した場合、新しい AKA を処理するこ
とができます。

• ライセンス権利の取得プロセスを省くため、権利付与証明書は送信されません。

• ほとんどの場合、HPE アカウントマネージャは、AKA トラッキング SKU をサーバー構成（BOM）にバン
ドルするため、各サーバーの購入時にライセンス SKU も含められ、同時に支払いが行われます。

配布オプションとドキュメント出力

ほとんどの場合、ライセンスのアクティブ化とインストールに必要な情報を HPE から取得する方法を選択で
きます。所在地や製品に応じて、以下のオプションを利用できます。

• 推奨：工場出荷時にインストール済み/プリインストール済み

• セルフインストール

ドキュメントの出力は次のとおりです。

工場出荷時にインストール済みオプションを含めた紙/物理的な方法でのライセンスの配布では、ライセンス
文書の封筒が届きます。

1. この封筒には、「License Documents Enclosed」と記載されています。

封筒には以下が含まれます。

• iLO ライセンスキーを記載して印刷されているライセンス権利付与証明書

• サポート契約に関する重要な情報

• 有効な HPE iLO ライセンスキーがあることを確認するための手順

• iLO ライセンスの登録方法に関する手順

2. 以下のタイプのライセンスは利用できなくなりました。

重要: 以下に示す HPE iLO ライセンスのタイプは廃止されました。上記のような HPE の封筒を受け
取ります。ステッカーが貼られた以下の形式のライセンスを受け取った場合、HPE ライセンスチー
ムにご連絡ください。詳しくは、「HPE iLO ライセンスサポートの連絡先アドレス」を参照してくだ
さい。
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ライセンス権利付与証明書

重要: ライセンス権利付与証明書は安全な場所に保管してください。ライセンスをアクティブ化するた
めに必要な情報が含まれています。ライセンス権利付与証明書を電子的に受け取った場合は、コピーを
印刷し、今後の参照用として保管してください。

以下に、1 年間のサポートオプションが付いた HPE iLO Advanced 単一サーバーライセンスのライセンス権利
付与証明書のサンプルを示します。この証明書に記載される情報は、購入するライセンスの種類や選択する配
布オプションによって異なります。
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図 2: 完全なライセンス権利付与証明書のサンプル

このドキュメントの情報：

1. ライセンス製品名（略称）

2. 製品番号（SKU）

3. 権利付与注文番号（EON）：HPE のマイライセンスポータル（https://myenterpriselicense.hpe.com）で
この番号を入力し、このライセンスをアクティブ化します。HPE ライセンスサポートを受ける際に、この
番号を参照します。

4. ライセンスアクティベーション URL：ライセンスをアクティブ化するためのオプション手順を実行するに
は、リンクをクリックするか URL をブラウザーに入力して、HPE マイライセンスポータル（https://
myenterpriselicense.hpe.com）にアクセスします。この手順を実行する利点は次のとおりです。
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• 重要な製品アラートを受信します。

• HPE サポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスできます。

• 固有の HPE サポート契約 ID（SAID）をアクティブにします。HPE が迅速かつ個々に応じたサポート
を提供できるように、SAID はお客様を識別し、お客様の製品を追跡します。

5. ライセンスサポートの URL：HPE ライセンスサポートポータルにアクセスするには、リンクをクリックす
るか URL をブラウザーに入力します。

6. 追加情報：ライセンスキーを含む、ライセンスのインストールに関するその他の情報をリストします。

7. 2D バーコード：セキュリティに対する継続的な取り組みの一環として、HPE では新しい iLO キーの妥当
性確認プロセスを利用できるようにしました。ユーザーは 2D バーコードを使用して iLO ライセンスキー
をシームレスに検証し、ライセンスキーが HPE によって認証されていることを確認できます。

8. ライセンスキー：この情報を保持してください。

電子的なライセンス配布では、お客様は以下のものを受け取ります。

この電子配布受領書の電子メール。

1 2
3

54

このドキュメントの情報：

1. 電子ソフトウェアに関する重要な情報を表示する方法については、以下の「重要な注意事項」のセクショ
ンを参照してください。

2. ペーパークリップをクリックして、zip ファイルを開きます。このファイルには、2 つのドキュメントファ
イルが含まれています。
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• PDL には、詳細なインストール手順が記載されています。

• テキスト文書には、インストール手順の概要が記載されています。

3. ライセンスキー

4. HPE 部品番号

5. このリンクをクリックすると、ライセンスポータルに関するよくある質問が表示されます。

電子配布の利点

• ライセンスキーが電子配布受領書に表示されます。

• 受注処理にかかる時間が短縮されます。

• 物理的な包装材を処分する必要がなくなります。

• ソフトウェア資産を電子的に管理できます。

ライセンスの認証

ライセンスキーが有効であること、また正規の Hewlett Packard Enterprise パーツが使用されていることを確
認するために、ライセンスを必ず認証してください。ライセンスを認証する方法は、次の 2 とおりです。

• ライセンス権利付与証明書の QR/Datamatrix をスキャンします。

• https://validate.ext.hpe.com/に直接アクセスしてライセンスを検証します。以下の手順を参照してくだ
さい。

手順

1. https://validate.ext.hpe.com/にアクセスします。
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2. 表示されたフィールドにセキュリティ ID（SID）を入力し、検証をクリックします。

ライセンスが有効な場合は、次の情報が表示されます。
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ライセンスが無効な場合は、次の情報が表示されます。
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サポートオプション

各 HPE iLO ライセンスには、1 年間または 3 年間のサポート契約が含まれています。ほとんどの場合、次の
手順に記載されているようにライセンスを有効にすると、HPE はライセンスで購入したサポートに関する情
報を記載した電子メールを送信します。

重要: 

• iLO のライセンス機能を取得するためのサポート契約は必要ありません。有効なキーを入力すると、
サーバー上で iLO のライセンス機能が有効になります。

• ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。

• 1 年または 3 年のサポート契約の有効期限が切れても、HPE iLO のライセンス機能は引き続き使用で
き、有効です。ただし、それらの機能に対して HPE のサポートは受けられません。

• ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効期間中は有効です。

• HPE iLO の標準機能は、サーバーハードウェアの保証の下でサポートされています。

特定のライセンスについて詳しくは、HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）を参照してください。
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ライセンスキーの登録と引き換え

ライセンスを登録する理由
iLO ライセンスを登録することは重要です。これを行う場合、

• 重要な製品アラートを提供します。

• HPE サポートセンターへのアクセスを提供します。

• お客様固有の HPE サポート契約 ID（SAID）を有効にします。

HPE が迅速かつ個々に応じたサポートを提供できるように、SAID はお客様を識別し、お客様の製品を追
跡します。

注記: 現時点の HPE ライセンスポータルでは、SAID 契約を追跡しません。

• HPE ライセンスポータルを通じて、都合の良い 1 つの場所ですべての HPE 製品ライセンスを追跡するこ
とができます。

1 つまたは複数のライセンスを登録するには、次の手順を実行します。

手順

1. ライセンス権利付与証明書またはライセンスの確認メールに記載されている Entitlement Order Number
（EON）を探します。

2. ライセンスの登録の手順に従います。

ライセンス情報を保持するためのベストプラクティス

• ライセンスを電子的に受け取った場合は、今後の参照のために、電子配布受領書の電子メールを保管して
ください。

• 電子的な方法以外（紙／物理的）でライセンスを受け取った場合は（HPE iLO ライセンスの封筒に同封さ
れます）、今後の参照のために、ライセンス権利証明書の書類を保管してください。

• ライセンスを購入してアクティブ化した後は、HPE から受け取った確認メールを、今後組織内でライセン
スを管理する担当者に転送してください。

◦ ライセンス登録プロセス中に指定したアドレスに、アクティベーション受領書と確認メールを簡単に転
送できます。ライセンスのアクティブ化を参照してください。

◦ ライセンスの当初の購入者でない場合は、購入した組織の担当者からコピーを受け取ってください。

◦ HPE iLO ライセンスパッケージに同梱されていないライセンスについては、ライセンスポータルまたは
XML スクリプティングを使用してライセンス情報を取得できます。「インストール済みライセンス情報
の表示」を参照してください。
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注記: iLO でライセンス情報を表示する際、セキュリティ上の理由でライセンスキーの文字は表示され
ません。

• HPE iLO ライセンスパッケージに（物理的）同梱されているライセンスは追跡できないため、上記の方法
で提供される書類の物理的なコピーを保持する必要があります。

ライセンスの文書化とアクティブ化

ライセンスアクティベーションキーは必要ですか

インストールしてライセンスの使用を開始するには、ライセンスアクティベーションキーが必要になります。
ライセンスアクティベーションキーは、以下の形式の 5x5 文字のコードで、物理的な方法（紙）または電子
メールで配布されるライセンス権利付与証明書に印刷されます。

xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

重要: 各ライセンスアクティベーションキーを記録し、今後の参照のために安全な場所に保管してくだ
さい。インストール後に他のシステムでキーが使用されないようにするため、iLO の管理 > ライセンス
ページでは、アクティベーションキーフィールドのキー文字が非表示になります。

次のステップ：電子および紙による配布方法

受け取るライセンス文書、およびライセンスをアクティブ化するためにその文書を使用する方法は、選択する
配布方法によって異なります。次のオプションがあります。

• 電子配布

• 紙による配布（HPE iLO ライセンスパッケージには含まれていません）

詳しくは、「配布オプションとドキュメント出力」を参照してください。

ライセンスの登録

ライセンスの登録は任意です。以下のような利点があります。

• 重要な製品アラートを受信します。

• HPE サポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスできます。

• HPE アップデートセンター（http://www.hpe.com/downloads/software）経由でソフトウェアアップデート
にアクセスできます。

• 固有の HPE サポート契約 ID（SAID）をアクティブにします。HPE が迅速かつ個々に応じたサポートを提
供できるように、SAID はお客様を識別し、お客様の製品を追跡します。

手順

1. ライセンス権利付与証明書を探して確認します。

2. 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。

HPE ライセンスポータルのウェルカムページが表示され、マイプロダクトを有効化タブが表示されます。
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3. Entitlement Order Number（EON）を入力して、検索をクリックします。

次の例のような、有効化する製品を選択しますページで、ライセンスを有効にできる製品が表示されま
す。

4. 次のいずれかを実行します。

• 表示されているすべての製品のライセンスを有効にするには、この製品ファミリにて、すべての製品
を選択チェックボックスを選択したままにします。

• 特定のライセンスを有効にするには、対応するチェックボックスを選択します。

5. 次へをクリックします。

有効化先を指定ページが表示されます。
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6. 次のいずれかを実行します。

• 自分でライセンスを有効にする場合は、自身で有効化していますを選択します。

• 別のユーザーの代わりに有効にする場合は、別のユーザーの代わりに有効化していますを選択し、ユー
ザーに関する情報を入力します。

7. 指定したユーザーにライセンスファイルが電子メールで送られるようにするには、このユーザーにライセ
ンスファイルを電子メールで送信するチェックボックスを選択したままにします。

8. 次へをクリックします。

アクティブ化が完了しましたページが表示されます。
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9. （オプション）ライセンスの購入体験に関するアンケートに参加するには、アンケートのリンクをクリッ
クし、指示に従ってください。

10. 次のいずれかの操作を行います。

• インストール手順を開くには、PDF ファイルのリンクをクリックします。

• ライセンスキーを開くには、.TXT ファイルのリンクをクリックします。

• ライセンス キーをコピーするには、クリップボードに キーをコピーリンクをクリックします。

• インストール手順またはライセンスキーをダウンロードするには、必要なファイルの横にあるチェッ
ク ボックスをクリックしてダウンロードをクリックします。

次の例のようなアクティベーション受領書が生成されます。ダウンロードまたは共有オプションを選択
した場合は、ライセンスアクティベーションキーとインストール手順が記載された zip ファイルを添付し
たアクティベーション受領書が電子メールで送信されます。
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11. 今後の参照用に、アクティベーション受領書を保管してください。

ライセンスのアクティベーションの確認

√ 確認：

アクティベーション受領書が届きます。

有効化されたライセンスに関する情報は、HPE パスポートアカウントのソフトウェアのダウンロード
およびライセンスページで確認できます。

ライセンスのアクティベーションの確認 47



ライセンスのインストール

ライセンスのインストール方法
ライセンスは、以下のいずれかの方法でインストールできます。

• ブラウザーを使用して iLO で 25 桁の英数字ライセンスキー（別名 5x5 キー）を入力する

• XML スクリプティングの使用

• iLO CLI の使用

• RESTful API の使用

• iLO 連携グループライセンスの使用

前提条件

手順

• iLO 設定を構成する権限

• ライセンスは、そのライセンスをインストールするサーバーでサポートされます。

• ライセンスアクティベーションキー

ブラウザーを使用して iLO で 25 桁の英数字ライセンスキー（別
名 5x5 キー）を入力する

手順

1. ライセンスアクティベーションキーを見つけます。

2. iLO にログインし、管理 > ライセンスページに移動します。

注記: このウィンドウにアクティベーションキーを入力すると、それ以降は 後の 5 桁のみが表示されま
す。ここに入力する前に、ライセンスキーを記録して別の場所に保存してください。

3. ライセンスページで、アクティベーションキーボックスにライセンスキーを入力します。
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セグメント間を移動するには、Tab キーを押すか、アクティベーションキーボックスのセグメントの内側
をクリックします。 アクティベーションキーボックスのセグメントにデータを入力すると、カーソルは自
動的に次に進みます。

4. インストールをクリックします。

EULA 確認ページが表示されます。

5. EULA 確認の詳細を確認し、OK をクリックします。

XML スクリプティングの使用
XML コマンドと高度なスクリプティングインターフェイスを使用してライセンスをインストールすることが
できます。この方法は、大規模なサーバー配備の一環としてライセンスキーを展開する場合に便利です。スク
リプトは、RIBCL と呼ぶスクリプティング言語用に記述された XML ファイルです。以下の方法を使用できま
す。

• 推奨方法：HPQLOCFG（HP Lights - Out コンフィギュレーションユーティリティ）- 以前の HP Lights -
Out コンフィギュレーションユーティリティ（CPQLOCFG）に代わるユーティリティです。このユーティ
リティは、XML 構成スクリプトと制御スクリプトをネットワーク経由で iLO に送信する Windows コマン
ドラインユーティリティです。

注記: HPQLOCFG（HP Lights-Out コンフィギュレーションユーティリティ）には、CPQLOCFG ユーティ
リティと同じコマンドフォーマットがあります。

• HPONCFG（HP Lights - Out オンラインコンフィギュレーションユーティリティ）- ホスト上で実行され、
RIBCL スクリプトをローカルの iLO に転送する、ローカルでのオンラインのスクリプトによるセットアッ
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プユーティリティです。このユーティリティには、HPE ProLiant iLO 3 または 4 チャネルインターフェイ
スドライバーが必要です。

• LOCFG（Lights - Out コンフィギュレーションユーティリティ）- ネットワーク経由で RIBCL スクリプト
を iLO に送信するために使用できる Perl サンプルを含むカスタム iLO スクリプティング環境です。

注記: HPONCFG ユーティリティと LOCFG ユーティリティはサーバー上で実行されるため、これらのユー
ティリティを使用する場合は、サーバーの IP アドレス、FQDN、またはログイン認証情報を入力する必要は
ありません。単一サーバーライセンスをインストールするためのその他のコマンドは、すべてのユーティリ
ティで同じです。

詳しくは、以下を参照してください。

• HPE iLO 5 スクリプティング/コマンドラインガイド

• スクリプティング機能を介して iLO ライセンスキーをインストールする方法

サンプルライセンス XML スクリプト

<RIBCL VERSION="2.0">
 <LOGIN PASSWORD="password" USER_LOGIN="adminname">

    <RIB_INFO MODE="write">
    <LICENSE>
    <ACTIVATE KEY="11223-34455-66778-89900-AABBC"/>
    </LICENSE>

    </RIB_INFO>
  </LOGIN>
</RIBCL>

推奨手順：HP Lights-Out 設定ユーティリティ（HPQLOCFG）を使用して 1 つのラ
イセンスをインストールする

手順

1. ライセンスアクティベーションキーを見つけます。

2. http://www.hpe.com/support/ilo5 にアクセスし、 新のユーティリティをダウンロードします。

3. ユーティリティがインストールされたフォルダーを探します。

4. License.xmlファイルをユーティリティと同じフォルダーに移動します。

5. コマンドプロンプトを開き、ユーティリティと XML ファイルが格納されているフォルダーに移動し、XML
ファイルを開きます。

6. 次のいずれかを実行します。

• 汎用スクリプトを変更せずに実行するには：

UtilityName.exe -s IPAddress/fqdn -f xmlFileName.xml -l
logfile.txt -u username -p password -t KEY="KEY"
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例

hpqlocfg.exe -s mydl360server.mydomain.com -f License.xml -l
mylogfile.txt -u adminaccount -p myadminpass123 -t
KEY="abcde-fghij-klmno-pqrst-uvwxy"

• License.xmlファイルを変更するには：

a. ライセンスをインストールするシステムのログイン情報を入力します。

例：<LOGIN PASSWORD="myAdminPass123"\6 USER_LOGIN="adminAccount">

b. 購入したライセンスキーを入力します。

<ACTIVATE KEY="abcde-fghij-klmno-pqrst-uvwxy"/>

c. ファイルに加えた変更を保存し、次のように実行します。冗長（詳細）な出力を指定するには、-v
タグを追加します。

UtilityName.exe -s IPAddress/fqdn -f xmlFileName.xml -l logfile.txt -v
例

hpqlocfg.exe -s mydl360server.mydomain.com -f License.xml -l
mylogfile.txt -v
サンプル出力

非冗長形式のコマンドが成功すると、出力は表示されません。

冗長出力は以下のようになります。

<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23"> 
<RESPONSE
    STATUS="0x0000"
    MESSAGE='No error'
     />
</RIBCL>
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23"> 
<RESPONSE
    STATUS="0x0000"
    MESSAGE='No error'
     />
</RIBCL>

HPONCFG （HP Lights-Out オンライン設定ユーティリティ） または HPQLOCFG
（Lights-Out 設定ユーティリティ）を使用して 1 つのライセンスをインストールす
る

手順

1. ライセンスアクティベーションキーを見つけます。

2. http://www.hpe.com/support/iLO5 にアクセスし、 新のユーティリティをダウンロードします。

HPONCFG （HP Lights-Out オンライン設定ユーティリティ） または HPQLOCFG （Lights-Out 設定ユーティ
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3. ユーティリティがインストールされたフォルダーを探します。

4. License.xml ファイルをユーティリティと同じフォルダーに移動します。

5. コマンドプロンプトを開き、ユーティリティと XML ファイルが格納されているフォルダーに移動し、XML
ファイルを開きます。

6. コマンドプロンプトで、次のいずれかを実行します。

• 汎用スクリプトを変更せずに実行するには：

UtilityName.exe -f xmlFileName.xml -l logfile.txt
例

hponcfg.exe -f License.xml -l mylogfile.txt

• License.xmlファイルを変更するには：

a. 購入したライセンスキーを入力します。

<ACTIVATE KEY="abcde-fghij-klmno-pqrst-uvwxy"/>

b. ファイルに加えた変更を保存し、次のように実行します。詳細な出力を指定するには、-vタグを追

加します。

UtilityName.exe -f xmlFileName.xml -l logfile.txt
例

hponcfg.exe -f License.xml -l mylogfile.txt

iLO CLI の使用

手順

1. PuTTY などの SSH クライアントアプリケーションで接続を開きます。

2. SSH ポートは 22、接続タイプは SSH のままにします。

3. ログインプロンプトで、ユーザー名とパスワードを入力します。

hpiLO->プロンプトが表示されます。

4. ライセンスページに移動するには、cd map1/ oemhp _ license1と入力し、次に showと入力します。

ライセンスタイプ（oemhp _ name1）、およびセキュリティ上の理由から部分的に編集されたライセンス

キーなどのライセンス情報が表示されます。

5. ライセンスを追加するには、KEY を次のコマンドで 5x5 のライセンスキーに置き換えます。

oemhp_licenseinstall KEY
ライセンスキーを入力するための有効なフォーマットは次のとおりです。

• oemhp_licenseinstall “AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE”

• oemhp_licenseinstall AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE
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• oemhp_licenseinstall AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE

• oemhp_licenseinstall “AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE”

次のような出力が表示されます。

• status=0

• status_tag=COMMAND COMPLETED

• New license key installed

RESTful インターフェイスツールの使用

手順

1. ライセンスアクティベーションキーを見つけます。

2. RESTful Interface Tool（Windows MSI パッケージ、または Linux RPM パッケージ）を https://
hewlettpackard.github.io/python-redfish-utility/からダウンロードします。

3. インストールするユーティリティを指定したフォルダーを見つけます。

4. License.json ファイルをユーティリティと同じフォルダーに移動します。

サンプルライセンス JSON スクリプト

{
            "body": {
         "LicenseKey": "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
    },
    "path": "/rest/v1/managers/1/LicenseService"
}

5. コマンドプロンプトを開き、ユーティリティと JSON ファイルが格納されているフォルダーに移動し、
JSON ファイルを開きます。

6. デフォルトの（無効な）ライセンスキーを有効なキーに置き換えます。

7. ファイルに加えた変更を保存し、次のように RESTful コマンドを実行します。

ilorest.exe rawpost license.json --url mydl360server.mydomain.com –u
adminaccount -p myadminpass123

8. コマンドが成功すると、The resource has been created successfullyというメッセージが表示

されます。

iLO 連携グループライセンスの使用
ライセンスされている機能である iLO 連携を使用して、iLO ライセンスキーを管理することができます。iLO
連携グループライセンスページには、iLO 連携グループメンバーのライセンスステータスが表示され、グルー
プライセンスページを使用して、構成されたグループ内で iLO のライセンス機能を有効にすることができま
す。

次のシナリオで iLO 連携グループライセンス機能を使用してライセンスをインストールする場合は、次の点
を考慮してください。
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• iLO 連携グループのサーバー上で、グループの各メンバーが、iLO 設定の構成権限を持っている必要があ
ります。

• 複数のサーバー上で、選択したサーバーの数に対して認証されているキーを使用する必要があります。

• すでにキーがインストールされているサーバー上では、現在のキーは新しいキーに置き換えられます。既
存のライセンスを置き換えたくない場合は、ライセンス情報ステータス表の Unlicensed をクリックして、
ライセンスが適用されていないサーバーにのみラインセンスをインストールします。

iLO 連携グループライセンスに関する情報の表示

手順

1. ナビゲーションツリーで iLO 連携をクリックして、グループライセンスタブをクリックします。

2. 選択されたグループメニューからグループを選択します。

3. オプション：サーバーのリストをフィルタリングするには、ライセンス情報セクションのライセンスタイ
プまたはステータスリンクをクリックします。

iLO 連携グループライセンスの詳細

• タイプ - 一覧表示されている各ライセンスタイプのあるサーバーの数。一覧表示されている各ライセンス
タイプを持つサーバーの総数の% も表示されます。

• ステータス - 一覧表示されている各ライセンスステータスのあるサーバーの数。各ライセンスステータス
のあるサーバーの総数の% も表示されます。以下のステータス値が表示されます。

◦ Evaluation - 有効な評価ライセンスをインストールします。

◦ Expired - 期限切れの評価ライセンスがインストールされています。

◦ Perpetual - 有効な iLO ライセンスがインストールされています。このライセンスに有効期限はありま
せん。

◦ Unlicensed - 工場出荷時のデフォルト（iLO Standard）機能が有効化されています。

ライセンスのインストールの確認

√ 確認：

インストールエラーメッセージが表示されません。

インストールされているライセンスに関する情報が表示されます。
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ライセンスの管理

前提条件

• HPE パスポートアカウント

• iLO 設定を構成する権限

• インストール済みのライセンス

インストール済みライセンス情報の表示

インストール済みライセンスの iLO での表示

手順

1. iLO にログインし、管理 > ライセンスページに移動します。

2. 現在のライセンスステータスの下に、インストールされている各ライセンスについて次の情報が表示され
ます。

• ライセンス - ライセンスタイプ

• ステータス - ライセンスのステータス。緑のチェックマークは、ライセンスがインストールされ、アク
ティブであることを示します。

• アクティベーションキー - インストールされているキー

注記: セキュリティ上の理由で、キー文字は表示されません。

インストール済みライセンスのライセンスポータルでの表示

手順

1. マイライセンスポータル（https://myenterpriselicense.hpe.com）にアクセスします。

2. HPE パスポートアカウントの電子メールアドレスとパスワードを入力し、サインインをクリックします。

3. マイライセンスポータルにようこそページで、マイアセットを管理を選択します。

4. インストールされている各ライセンスの情報を表示するには、 マイエンタイトルメントをクリックしま
す。

5. ログアウトしてブラウザーを閉じます。

インストール済みライセンスの XML スクリプティングを使用した表示

XML コマンドとこれらのスクリプティングユーティリティの 1 つを使用して、インストールされているライ
センスを表示できます。
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注記:

HPONCFG と LOCFG ユーティリティはサーバー上で実行されるため、これらのユーティリティを使用する
場合は、サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力する必要はありません。インストールされたライセンス
を表示するための他のすべてのコマンドは、すべてのユーティリティで同じです。

サンプル GET_ALL_LICENSES スクリプト

<RIBCL VERSION="2.0">
 <LOGIN PASSWORD="password" USER_LOGIN="adminname">
   RIB_INFO MODE="read    <GET_ALL_LICENSES/>

    </RIB_INFO>
  </LOGIN>
</RIBCL>

HPQLOCFG の使用（HP Lights-Out 設定ユーティリティ）

HPQLOCFG ユーティリティでコマンドプロンプトを開き、次のいずれかを実行します。

手順

• 汎用スクリプトを変更せずに実行するには、次のように実行します。

UtilityName.exe -s IPAddress/fqdn -f xmlFileName.xml -l logfile.txt -u
username -p password
例

hpqlocfg.exe -s mydl360server.mydomain.com -f Get_All_Licenses.xml -l
mylogfile.txt -u adminaccount -p myadminpass123

• Get_All_Licenses.xmlファイルを変更するには、次のように実行します。

1. ライセンスをインストールするシステムのログイン情報を入力します。例：<LOGIN
PASSWORD="myAdminPass123" USER_LOGIN="adminAccount">

2. ファイルに加えた変更を保存し、次のように実行します。冗長（詳細）な出力を指定するには、-vタ

グを追加できます。

UtilityName.exe -s IPAddress/fqdn -f xmlFileName.xml -l logfile.txt
例

hpqlocfg.exe -s mydl360server.mydomain.com -f Get_All_Licenses.xml -l
mylogfile.txt

HPONCFG（HP Lights-Out オンライン設定ユーティリティ）または LOCFG（Lights-Out 設定
ユーティリティ）の使用

HPONCFG または LOCFG ユーティリティでコマンドプロンプトを開き、次のいずれかを実行します。

手順

• 汎用スクリプトを変更せずに実行するには、次のように実行します。

UtilityName.exe -f xmlFileName.xml -l logfile.txt
例
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hponcfg.exe -f Get_All_Licenses.xml -l mylogfile.txt

• Get_All_Licenses.xmlファイルを変更するには、次のように実行します。

1. ファイルを変更します。

2. ファイルに加えた変更を保存し、次のように実行します。冗長（詳細）な出力を指定するには、-vタ

グを追加できます。

UtilityName.exe -f xmlFileName.xml -l logfile.txt -v
例

hponcfg.exe -f Get_All_Licenses.xml -l mylogfile.txt -v

インストール済みライセンスの iLO CLI を使用した表示

詳しくは、HPE iLO スクリプティング/コマンドラインガイドを参照してください。

失われたライセンスキーの復旧
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：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。

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。
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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。

• ライセンスのポータルから、登録されている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。

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。

58 ライセンスの管理

https://myenterpriselicense.hpe.com


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。

サーバーが出荷時のデフォルト設定に戻った後に HPE iLO ライ
センスキーを再度アクティブ化する

重要:

サーバーが出荷時のデフォルト設定に戻った場合は、そのサーバーのライセンスキーを再度アクティブ
化して再インストールする必要があります。

トラブルシューティング

ライセンスキーのネットワークエラー

症状

ライセンスのインストール中に、ネットワークエラー：接続拒否メッセージが表示される。

原因

ライセンスのインストール中に無効なホスト名または IP アドレスを入力した。
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アクション

ホスト名と IP アドレスに誤りがないか確認して、再度実行してください。

サーバー接続切断エラー

症状

iLO CLI を使用してライセンスをインストールしているときに、Server sent disconnectメッセージが表

示されます。

原因

CLI シリアルコンソールセッションが、他のユーザーによって取得されています。

アクション

新しい Telnet セッションの確立を試行し、確立できた場合は、コマンドを再実行してください。

ライセンスキーのインストールエラー

症状

ライセンスキーエラーまたはライセンスのインストールに失敗しましたというメッセージが表示される。

解決方法 1

原因

キーが iLO ライセンスキーではない。

アクション

iLO ライセンスキーを入手し、もう一度やり直してください。

解決方法 2

原因

正規のライセンスがすでにインストールされた状態で、評価キーが送信された。

アクション

なし。iLO は、正規のキーがすでにインストールされている場合、評価キーのインストールをサポートしませ
ん。

解決方法 3

原因

iLO の日時設定が不適切。
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アクション

iLO の日時設定を確認し、もう一度やり直してください。

解決方法 4

原因

入力したライセンスキーが間違っている。

アクション

ライセンスキーのエラーをチェックし、もう一度やり直してください。

アクティベーションプロセスが完了したがライセンスキーが届かない

症状

ライセンスアクティベーションプロセスを完了したが、ライセンスアクティベーションキーが届かない。

アクション

1. ライセンス権利付与証明書で権利付与注文番号（EON）を探します。

2. さらにサポートが必要な場合は、HPE ライセンスサポートチームに連絡し、EON をお伝えください。「HPE
iLO ライセンスのサポート連絡先のアドレス」を参照してください。

HPE iLO ライセンス返却ポリシー
次の場合、iLO 交換用ライセンスを取得できます。

• ライセンスを誤って購入し、関連付けられたライセンス権利付与証明書キーがまだ引き換えられていない。
「引き換えられたライセンス」とは、マイライセンスポータルに登録され、iLO の 25 文字のライセンスキー
が割り当てられているものを指します。

• ライセンスがセルフインストールされている。

• ライセンスが工場出荷時にプリインストールされていて、EON を失ったため、交換されたマザーボードの
新しいライセンスを必要とする。

返却ポリシーを開始する方法にういては、ライセンスチームにお問い合わせください。「HPE iLO ライセンス
のサポート連絡先のアドレス」を参照してください。
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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 Advanced Premium Security Edition

http://www.hpe.com/servers/ilopremium

iLO Mobile アプリケーション

http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp
アクティブヘルスシステムビューア

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
リソース

www.hpe.com/support/ilo-resource-ref-en

アクティベーションキー契約（AKA）/トラッキング
ライセンス

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

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
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サポート

HPE iLO ライセンスのサポート連絡先のアドレス

注記: 

• サポートを受けるには、ライセンス購入の証明書を提示する必要があります。

• 引き換えた（アクティブ化された）ライセンスを交換することはできません。

• 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

サービス契約 ID（SAID）の取得とアップデートへのアクセス
SAID 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。SAID は、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。

ライセンスがマイライセンスポータルに登録されると、お客様の SAID とその他の契約情報を記載した
Welcome to Support レターまたは電子メールが送信されます。

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。

手順

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（www.hpe.com/support/hpes）にアクセスし、HPE パス
ポートアカウントを使用してログインします。

2. 左側のナビゲーションメニューで、契約と標準保証の管理をクリックします。

3. サポート契約をリンクをクリックし、手順に従います。

SAID が HPE パスポートアカウントにリンクされていない場合は、次の方法でソフトウェアアップデートに
アクセスします。

• ソフトウェアアップデートとライセンスポータル（http://www.hpe.com/downloads/software）にアクセ
スし、お客様の HPE パスポートアカウントでサインインします。

• Directly enter an SAID を選択し、SAID を入力して利用可能な製品を表示するをクリックします。

iLO ライセンス テクニカル サポートおよびソフトウェアのアップデートの更新

べての iLO ライセンスのアクティベーション キー は、1 年間あるいは 3 年間の、365 日無休の HPE
Foundation Care テクニカルサポート付きで販売されています。サポートの有効期限の日付に達すると、通知
書面がお客様に送信され、追加のサポートカバレッジをオファーします。サポートの有効期限の前に、更新の
オファーの手紙を受けとらない場合には、 HPE アカウント担当者またはリセラーに問い合わせてください。
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継続的なソフトウェア更新のサポートのためには、お客様の iLO ライセンスで使用されている HPE ハード
ウェア製品が有効な保証やサポートメンテナンス契約を維持していることを確認してください。

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。

http://www.hpe.com/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトにアクセスします。

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。
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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

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またはサーバー、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
する情報に関するドキュメントを確認するには、下記の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
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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

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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HPE iLO の顧客シナリオ

ビジネス要件とソリューション
複数のサーバーの 1 つのシステムからの管理

要件

数台のサーバーと多数の仮想マシンを持つ中規模企業に所属しているとします。追加のサーバーや複雑
なツールを購入することなく、これらのサーバーを一元的に管理する必要があります。

解決策

HPE iLO 連携を使用して以下を行います。

• iLO Web インターフェイスを実行して、1 つのシステムから複数のサーバーを管理します。

• マルチキャスト検出、ピアツーピア通信、および iLO 連携グループを使用して、その他の iLO システ
ムと通信します。

• iLO 連携データを取得します。iLO Web インターフェイスの iLO 連携ページ上のデータがロードされ
ると、選択した iLO 連携グループのすべてのデータが取得されるまで、Web インターフェイスを実行
する iLO システムから iLO のピアに、またそれらのピアから他のピアにデータのリクエストが送信さ
れます。

• iLO 連携ノードから情報を表示します。

• 設定を iLO 連携ノードに展開します （必要なライセンス：iLO Advanced）。

サーバーのパフォーマンスの構成、管理、 適化

要件

簡単な HTTPS 呼び出しを使用して、サーバー上の情報を作成、読み取り、更新、または削除する必要が
あります。

解決策

UEFI および iLO で iLO RESTful API 実装を使用します。以下が提供されます。

• 新しい単一のコマンドラインインターフェイスツール

• Redfish プロトコル準拠

• プログラム可能でインテリジェントな管理ソリューション。サーバーのスケーラビリティ、セキュリ
ティ、検出可能性、および拡張性が保証されます。

データの保護

要件

不正アクセスやデータ漏えいからサーバーを保護する必要があります。

解決策

UEFI および HPE iLO を使用します。

• UEFI サーバー構成では、次のことが可能です。
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◦ インストール認証の信頼チェーンを作成します。

◦ 4 つの新しいレベルのセキュアブートオプションでサーバーのセキュリティを強化します。

• 2 要素ユーザー認証を特長とする iLO サーバーのアクセスと管理により、以下を活用してサーバーを保
護することができます。

◦ iLO イベントログ

◦ Agentless Management

◦ ディレクトリサービスの統合（必要なライセンス：iLO Advanced）

◦ LDAP

◦ iLO でのロールベースのアクセス管理

◦ Kerberos ベースのシングルサインオン（必要なライセンス：iLO Advanced）

サーバーの制御と監視のための標準化された方法の実装

要件

所属する会社から、サーバーの制御と監視のために標準化された方法を実装するよう依頼されています。

解決策

iLO で Intelligent Platform Management Interface（IPMI）を使用して、以下を実行します。

• ホストシステムプロセッサー、ファームウェア（BIOS または UEFI）、オペレーティングシステムのイ
ベントとステータスを別個に管理します。これには以下が含まれます。

◦ ファン、温度、電源装置などのシステム情報の監視

◦ システムのリセットおよび電源オン/オフ操作などのリカバリ機能の活用

◦ 温度上昇検出やファン障害などの異常なイベントに関するログの詳細の確認

◦ ハードウェアコンポーネントのインベントリの表示

ネットワークへの接続

要件

サーバーをネットワークに接続する必要があります。

解決策

HPE iLO を使用して、サーバーをネットワークポートに接続します。iLO Standard には、2 つのオプショ
ンがあります。

• 4 GB の NAND を備えた HPE ProLiant Gen9 サーバー上の専用ネットワーク管理ポート

• 2 GB の NAND を備えた HPE ProLiant Gen9 サーバー上で VLAN タギングを可能にする共有ネット
ワークポート

電力効率の 大化

要件

サーバーのエネルギー消費を節約する必要があります。
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解決策

HPE iLO 電源制御オプションを使用して、次の操作を行います。

• リモートでサーバーのオン/オフを安全に切り替えます。

• 消費電力とサーバーの電力設定を監視します。

• 消費電力上限を動的に変更します（必要なライセンス：iLO Advanced）。

問題の識別と解決

要件

サーバーで問題が発生したときにアラートを受信して、迅速に解決する必要があります。

解決策

iLO インテグレーテッドマネジメントログを使用して、以下を行います。

• サーバーの停止やリセットなどの詳細なイベントログを表示します。

• 以下によるイベント通知を構成します。

◦ SNMP アラート

◦ リモート Syslog（必要なライセンス：iLO Advanced）

◦ 電子メールアラート（必要なライセンス：iLO Advanced）

インフラストラクチャ内のすべてのサーバーの検出

要件

所属するチームがデータセンターに 100 台の新しいサーバーを設置したため、これらのサーバーをすぐに
検出可能にする必要があります。

解決策

iLO 連携を使用して、何百ものサーバーを数秒で検出します。以下が提供されます。

• クエリと表示機能

• グループヘルスステータスの更新

• グループ構成の詳細

• DNS 名登録情報

サーバーのリモート管理

要件

外出先からサーバーにアクセスする必要があります。

解決策

iLO の Web インターフェイスやモバイルアプリを使用して、いつでもどこからでもサーバーを管理しま
す。iLO を使用すると、リモートで次のことが行えます。

• ROM ベースのツールを使用したサーバーのインベントリと展開

• iLO スクリプトの起動およびスクリプトの進行状況の監視
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• リモートコンソールの使用

• サーバーの電源のオン/オフ

• 問題のトラブルシューティングと診断

• 仮想メディア経由での ISO CD/DVD イメージのマウント（必要なライセンス：iLO Advanced）

• 異なる場所にいる 大 6 人のメンバーとの協業（必要なライセンス： iLO Advanced）

• 後で参照できるようにサーバーの管理に必要な手順を記録して再生する（必要なライセンス：iLO
Advanced）

データセンター全体へのファームウェアの展開、管理、更新

要件

データセンターに設置された数百にのぼるサーバーにファームウェアを迅速に展開し、管理し、更新する
必要があります。

解決策

iLO Advanced ライセンスで提供される iLO 連携の完全な管理機能を使用します。このライセンスを使用
すると、以下を実現する iLO 連携のオプションを選択できます。

• グループファームウェアの更新（必要なライセンス：iLO Advanced）

• グループライセンスのアクティブ化（必要なライセンス：iLO Advanced）

• グループ仮想メディア（必要なライセンス：iLO Advanced）

• グループ電源制御（必要なライセンス：iLO Advanced）

• グループ電源上限設定（必要なライセンス：iLO Advanced）
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標準およびライセンス機能の説明

次のリストでは、標準の HPE iLO サーバー機能と、ライセンスが必要な機能について説明します。ライセン
スが必要な機能については、該当するライセンスを示しています。

Active Health System 診断

24 時間 365 日稼動する、ご使用のサーバーのコントロールセンターを提供します。1600 以上のシステム
パラメーターを継続的に監視し、ヘルスおよびサービスの統合アラートを受信することができます。

対象

すべてのお客様

アクティブヘルスシステムビューアー

サーバーの問題を表示して自己診断できるようにした無料のツールです。http://www.hpe.com/servers/
ahsv でビューアーを入手してください。

対象

すべてのお客様

Advanced Power Management

3 つの iLO インターフェイス（ブラウザー、スクリプト、またはコマンドライン）のいずれかから電力関
連データへアクセスできます。入手可能な情報には、パワーレギュレーターがダイナミックセービング
モードになっていた時間、24 時間単位での平均、ピーク、 小消費電力、および iLO 電力メーター（ホ
ストでサポートされている場合）が含まれます。

対象

企業、金融、政府、セキュリティを重視するお客様

必要なライセンス

iLO Advanced または iLO Advanced for BladeSystem

Agentless Management

オペレーティングシステムおよびプロセッサーから独立して、SNMP トラップと追加のオペレーティング
システムデータを監視して生成します。

対象

すべてのお客様

自動でのセキュアリカバリ

電源の作動時に iLO ファームウェアを検証します。ファームウェアが無効な場合、iLO ファームウェアは
自動的にフラッシュされます（iLO Standard ライセンス）。また、サーバーの起動時に、システム ROM を
検証します。有効なシステム ROM が検出されないと、サーバーは起動できません。リカバリオプション
には、アクティブおよび冗長 ROM の交換、ファームウェアの検証スキャンとリカバリアクションの開始
が含まれます（iLO Advanced Premium Security Edition ライセンス）。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition

バックアップとリストア

バックアップとリストア機能を使用すると、バックアップ元のシステムとハードウェア構成が同じシステ
ムに iLO 構成をリストアできます。この機能は、構成を複製して別の iLO システムに適用するものではあ
りません。

一般に、iLO リストア操作をユーザーが実行する必要はないものと想定されています。ただし、構成のバッ
クアップを取っておくことで、通常の動作環境に容易にすばやく戻ることができる場合があります。
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あらゆるコンピューターシステムと同様に、データをバックアップして障害の影響を 小限に抑えること
をお勧めします。Hewlett Packard Enterprise は、iLO ファームウェアを更新するたびにバックアップを実
行することをお勧めします。

Commercial National Security Algorithm（CNSA）モード

Commercial National Security Algorithm（CNSA）モード（SuiteB セキュリティ状態とも呼ばれる）は、
FIPS セキュリティ状態が有効な場合にのみ使用できます。

このセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。

• iLO は、NSA により定義された SuiteB 要件への準拠を目的とするほか、米国政府機密として分類され
たデータを保持するために使用するシステムを保護することを目的とするモードで動作します。

• SUM を使用して iLO セキュアフラッシュコンポーネント、TPM コンポーネント、または NVDIMM コ
ンポーネントを直接インストールすることはできません。これらのコンポーネントタイプをインス
トールするには、SUM を使用してファイルまたはインストールセットを iLO インストールキューに追
加するか、iLO ファームウェアまたはグループファームウェアアップデートページを使用して各アップ
デートを個々にインストールします。

• TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはで
きません。

• iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオー
バーライドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にし
ません。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition

コアブースト

コアブーストは選択されたインテルプロセッサーを使用して、複数のプロセッサーコアのパフォーマンス
を向上させることができます。詳しくは、次のサイト www.hpe.com/support/gen10-intelligent-system-
tuning-en で入手できる HPE Gen10 Servers Intelligent System Tuning ホワイトペーパーを参照してくだ
さい。

ディレクトリサービス認証

Microsoft® Active Directory などのディレクトリサービスを統合して、ディレクトリユーザーに対して、
Integrated Lights-Out プロセッサーに割り当てられたユーザーロールを持つことを認可します。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

Discovery Service

サーバーの位置を HPE SIM および Insight Control に自動的にレポートします。Power Discovery Service
は、iPDU テクノロジーの拡張機能です。iPDU の電源ステータスを自動的に報告します。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

Email ベースのアラート

ホストオペレーティングシステムから独立して検出された iLO アラート条件を、指定したメールアドレス
に送信します。

対象

すべてのお客様

必要なライセンス
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iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Essentials、iLO Advanced、または iLO Advanced for
BladeSystem

内蔵リモートサポート

HPE リモートサポート用のサーバーを登録できます。

対象

すべてのお客様

内蔵システムヘルス

システム管理ドライバーをロードせずに、ファン、温度センサー、電源装置センサー、および VRM を監
視します。

これらのコンポーネントのステータスは、ホストオペレーティングシステムから独立して、すべての
ProLiant 用 HPE iLO ユーザーインターフェイス（ブラウザー、SMASH CLP コマンドライン、およびス
クリプト）からアクセスできます。また、管理プロセッサーは、IPMI 指定のインターフェイスを介して、
センサーステータスをオペレーティングシステムにレポートします。iLO のインテリジェンス機能は、
Sea of Sensors による温度制御の管理、動的消費電力上限テクノロジーの制御、およびサーバーコンポー
ネントの稼動状況の監視を行います。

対象

システムメンテナンスを行うすべてのお客様

統合リモートコンソールによるグローバルチームコラボレーション

異なる場所にいる、リモートコンソール権限を持つ 大 6 人までの iLO ユーザーが、統合リモートコン
ソールを使って連携してリモートサーバーのトラブルシューティング、メンテナンス、および管理を行う
ことができます。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

iLO 連携検出

複数のシステムの連携グループ内の iLO を使用してクエリを実行し、グループ全体から結果を返します。
iLO Web インターフェイスの iLO 連携ページ上のデータがロードされると、選択した iLO 連携グループの
すべてのデータが取得されるまで、Web インターフェイスを実行する iLO システムから iLO のピアに、
またそれらのピアから他のピアにデータのリクエストが送信されます。

対象

多数の HPE サーバーを備える企業顧客

iLO 連携グループライセンスアクティベーション

構成された iLO 連携グループ内のすべてのサーバーで、ライセンスが必要な機能を有効にします。

必要なライセンス

iLO Advanced または iLO Advanced for BladeSystem

iLO 連携管理

iLO Web インターフェイスを実行している 1 つのシステムから複数のサーバーを管理できます。

対象

多数の HPE サーバーを備える企業顧客

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem
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iLO リセット

UID ボタンを 5 秒間押すと、サーバーを停止せずに iLO を手動でリセットできます。

対象

すべてのお客様

iLO RESTful API

iLO RESTful API は、サーバー管理ツールから使用することで iLO 経由でサーバーの構成、インベントリ、
および監視を実行できる管理インターフェイスです。RESTful インターフェイスツールなどの REST ク
ライアントは、HTTPS 操作を iLO の Web サーバーに送信して JSON 形式のデータの GETと PATCHを実

行したり、サポートされる iLO とサーバーの設定を構成します。

Redfish 準拠の iLO RESTful API

Redfish 準拠の HPE RESTful API を介して iLO を操作します。

対象

マルチベンダーのデータセンターを備えていて、それらを共通の方法で管理したい、かつ IPMI の脆弱性
を好まないお客様。

iLO Web インターフェイス

標準の iLO ユーザーインターフェイスに、ライセンスされている機能の Web ベースの監視と管理を追加
します。

対象

すべてのお客様

統合リモートコンソール（IRC）

サポートされているブラウザーを仮想デスクトップとして使用し、ホストサーバーのディスプレイ、キー
ボード、マウスを完全に制御できるようにします。リモートコンソールを使用すれば、リモートファイル
システムおよびネットワークドライブにアクセスして、リモートのホストサーバーが再起動するときの
POST ブートメッセージを確認することができ、ROM ベースのセットアップルーチンを起動してリモー
トのホストサーバーのハードウェアを構成することもできます。オペレーティングシステムをリモート
でインストールする場合、統合リモートコンソールにより、インストール作業の全体をホストサーバーの
画面に表示して、制御することができます。

対象

リモート管理を必要とするすべてのお客様。

必要なライセンス

iLO Standard ライセンスの場合、この機能がサポートされるのはプリ OS のテキストモードのみです。他
のすべての iLO ライセンスタイプでは、完全にサポートされます。

統合リモートコンソールの録画および再生

起動、ASR イベント、および検出されたオペレーティングシステムの不具合のようなイベントのビデオス
トリームを記録し、再生します。コンソールビデオの録画を手動で開始および停止することもできます。
統合リモートコンソールアプレットを使用して、保存された iLO ビデオファイルを表示できます。

対象

企業顧客

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem
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IPMI over LAN/DCMI

LAN または Intelligent Platform Management Interface 仕様のデータセンター管理インターフェイス機能
を使用して、プロセッサー、ファームウェア、およびオペレーティングシステムから独立してリモート接
続を確立します。

対象

マルチベンダーのデータセンターを備えていて、それらを共通の方法で管理したいお客様。

IPv6

IPv6 ネットワークのサポートを提供します。

Jitter Smoothing

HPE の Jitter Smoothing テクノロジーは、プロセッサー周波数の変動を緩和して遅延を低減し、確実で信
頼性の高いパフォーマンスを実現します。プロセッサー周波数の変動が頻繁に発生する可変的ワーク
ロードでは、Jitter Smoothing はターボブーストモードだけでスループット全体を改善することができま
す。

Kerberos 認証

iLO 認証をお客様のセキュリティシステムに統合します。クライアントワークステーションがドメインに
ログインしており、ユーザーが iLO で構成されているディレクトリグループのメンバーである場合、この
ユーザーは、ユーザー名とパスワードを入力せずに iLO にログインできます。

対象

企業、金融、政府、セキュリティを重視するお客様

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

ブート前ヘルスサマリー

iLO を使用すると、サーバーの電源をオンまたはオフにしたときに外部モニターにブート前ヘルスサマ
リーを表示できます。この機能は、サーバーが起動しないときのトラブルシューティングに役立ちます。
この機能を使用すると、サーバーの IP アドレスやその他のヘルス情報を表示できます。

対象

すべてのお客様

リモート Insight ボードコマンド言語（RIBCL）

サーバー管理用のリモート Insight ボードコマンド言語を提供します。

リモート Syslog

Syslog サーバーにイベント通知メッセージを送信します。

対象

セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）システムを備える企業顧客

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

ランタイムファームウェア検証

ファームウェア検証機能では、オンデマンドスキャンを実行したり、スケジュールされたスキャンを実施
できます。検出された問題に対応するには、結果を記録するのか、それとも結果を記録してリカバリイン
ストールセットを使用する修復アクションを開始するのかを選択します。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition
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スクリプト方式の仮想メディア

iLO 連携グループ内のサーバーからアクセスできるスクリプト方式のメディアに接続します。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

不揮発性ストレージの完全消去（NAND/ユーザーデータ）

これにより、すべてのユーザーおよび保証情報の完全ハードウェア消去が実行されます。これには 大 24
時間かかる場合があり、完了するまで中断できません。この機能を GUI で表示および機能させるには、
iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスが必要です。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition

セキュアシェル（SSH）コマンドラインインターフェイス

セキュアシェル CLI による監視と管理を行います。

対象

リモート管理を必要とするすべてのお客様。

Silicon Root of Trust

HPE は、HPE Gen10 サーバーで、ハードウェアに Silicon Root of Trust を組み込んだ初の業界標準サー
バーを提供しています。Silicon Root of Trust は、既知の良好な状態を確保するため、下位レベルのファー
ムウェアから BIOS やソフトウェアに至るまでの一連の信頼済みハンドシェイクを提供します。

iLO 5 チップセットは Silicon Root of Trust の機能を実行し、チップ製造施設でシリコンハードウェアに組
み込まれる暗号化されたハッシュが含まれています。これにより、ブートプロセスを破壊する可能性のあ
るマルウェア、ウイルス、または侵害されたコードを入り込ませることが事実上不可能になります。iLO
ファームウェアが起動するたびにファームウェアの整合性をチェックするのではなく、iLO チップセット
シリコンに永続的に格納されている暗号化ハッシュに一致するかどうかに基づいて、iLO 5 ハードウェア
が iLO ファームウェアを実行するかどうかを決定します。これらの改善によって、iLO 5 が実行中であれ
ばサーバーは信頼できることが保証されます。

Smart Array のセキュア暗号化

HPE Smart Array コントローラーをサポートし、サーバーに直接接続した HDD または SSD ストレージに
保存済みデータ暗号を提供します。この暗号化では、256 ビットの XTS-AES アルゴリズムを使用して、
HDD や SSD ボリュームを暗号化する統合されたソリューションを提供します。

対象

企業、金融、政府、セキュリティを重視するお客様

必要なライセンス

iLO Advanced または iLO Advanced for BladeSystem

テキストベースのリモートコンソール（Textcons）

テキスト ベースのリモート コンソール (Textcons) では、サーバーの BIOS 経由での双方向のデータ ス
トリームの通信を実行することができます。

対象

主に BIOS モードで Linux を使用しているハイパースケール顧客

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem
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SSH 経由でのテキストベースのリモートコンソール

SSH 暗号化によって保護された、カスタマイズ可能なテキストベースのリモートコンソールを提供しま
す。

対象

ハイパースケール顧客

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

Two-Factor 認証（Kerberos、スマートカード - PIV/Common Access Card）

Kerberos 認証または PIV/CAC スマートカード認証を構成することで、Two-Factor 認証を実装できます。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition または iLO Advanced

統合リモートコンソール経由での仮想メディア

統合リモートコンソールを使用して仮想メディアを制御できます。

対象

リモート管理を必要とするすべてのお客様。

必要なライセンス

iLO Standard for BladeSystem、iLO Essentials、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem

仮想電源ボタン

ホストの電源ボタンを遠隔操作します。

たとえば、ホストサーバーの電源がオフのとき、HPE ProLiant iLO ブラウザー、コマンドライン（SM
CLP）、XML スクリプト、または WS Management インターフェイスからオンにすることができます。ま
た、サーバーの電源を一度にオフ/オンすることもできます。オペレーティングシステムに障害が発生して
いるサーバーの電源を切る際に、瞬間的に押す操作では不十分な場合に、仮想電源ボタンの「押し続け
る」オプションを使用できます。

対象

リモート管理を必要とするすべてのお客様。

仮想シリアルポート

サーバーのシリアルポートによる双方向のデータフローを実現します。リモートコンソールを使用する
と、リモートサーバーシリアルポート上に物理シリアル接続が存在するかのように操作できます。

対象

主に Linux ユーザーであるハイパースケール顧客

仮想シリアルポートの録画および再生

サーバーのシリアルポートによる双方向のデータフローを実現するため、リモートサーバーのシリアル
ポート上に物理的なシリアル接続が存在するかのように操作できます。iLO 仮想シリアルポートはテキス
トベースのコンソールとして表示されますが、その情報はグラフィカルビデオデータを通じて描画されま
す。サーバーがプレオペレーティングシステム状態にあるとき、iLO はこの情報を SSH クライアントを通
して表示するので、ライセンスのない iLO が POST 処理中にサーバーを確認して通信できるようになりま
す。

必要なライセンス

iLO Advanced Premium Security Edition、iLO Advanced、または iLO Advanced for BladeSystem
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Workload Matching プロファイル

HPE Workload Matching では、事前に構成されたワークロードプロファイルを選択することにより、HPE
ProLiant サーバーのリソースを調整できます。サーバーは、選択したワークロードに一致するように
BIOS 設定を自動的に構成します。
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HPE iLO ライセンスに関するよくある質問

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。

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

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：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。

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。
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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。

• ライセンスのポータルから、登録されている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。

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。
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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。

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。

HPE iLO Scale Out ライセンスはまだ利用可能ですか
いいえ、HPE はこのライセンスを 2018 年 2 月 5 日廃棄しました。HPE は HPE iLO セキュリティ
Premium Edition または HPE iLO Advanced のライセンスのいずれかを購入することをお勧めします。
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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

いいえ、現時点ではできません。

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 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。
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図 3: 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
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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。

◦ 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。
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