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摘要

このガイドでは、HPE iLO ライセンスの購入、登録、アクティブ化に関する情報を提供します。
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HPE iLO
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、システム管理者の不安と
ニーズに対応します。

“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

“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 is an embedded technology that 
ships in Hewlett Packard Enterprise 
servers.

• It is the core foundation for the 
intelligence of Hewlett Packard 
Enterprise servers.

• iLO is key to making the server start 
and operate correctly.

• It simplifies server setup and enables 
health monitoring and power and 
thermal control.

• These features are included with the 
iLO Standard license.

• No installation is needed and minimal 
setup is required.

• iLO features that enhance server 
admin productivity and advanced

 security features require an iLO
 Advanced license.

詳しくは

標準およびライセンス機能の説明

HPE iLO の標準機能およびライセンス機能

HPE iLO 6



HPE iLO ライセンス

トライアルライセンス：60 日間無料の iLO ライセンス
iLO の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。

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。無料トライアルライセンスキーは、
「デモ」または「評価」ライセンスとも呼ばれます。

iLO Advanced を今すぐテスト駆動：HPE iLO Advanced.

HPE iLO ライセンスの特性

• iLO のサポート：

◦ 標準機能 - 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。iLO 標準機能のサ
ポートは、サーバーハードウェア保証の対象です。

◦ ライセンスされている機能 - 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、Hewlett Packard Enterprise
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できます。

• iLO ライセンスの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。

• iLO ライセンスにはバージョンがありません。iLO 3、iLO 4、および iLO 5 サーバーでは同じ iLO ライセン
ス製品番号（SKU）を使用できます。

• #0D1 で終わる iLO ライセンスの部品番号は、工場出荷時のインストール済みのライセンスです。これら
は、追加料金なしで Hewlett Packard Enterprise 工場出荷時にインストールされます。工場出荷時のインス
トールにより、iLO Advanced サーバーをセットアップすると、機能を使用できるようになります。

• 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がサポートされています。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 つを超える iLO ライセンスを注文する場合、Hewlett Packard Enterprise 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。

HPE iLO ライセンス 7
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HPE iLO ライセンスの選択

HPE iLO には、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るラ
イセンスと配布オプションが用意されています。

ライセンスオプションの選択
以下を実行して、ニーズを満たすライセンスオプションを決定します。

手順

1. HPE iLO の標準機能およびライセンス機能 を確認して、使用可能なライセンスと、それらがサポートする
サーバーと機能について理解します。

2. ライセンスの購入オプションを確認して、環境に適したオプションを決定します。

3. ライセンスの配布オプションとドキュメント出力を確認して、ライセンスプロセス中に予期される事柄に
ついて理解します。

4. サポートオプションを確認して、購入したライセンスに付属のサポートを把握します。

5. ニーズに合ったライセンスの製品番号を特定します。

詳しくは、HPE iLO ライセンス製品番号（SKU） の表を参照してください。

6. ライセンスを購入します。

HPE iLO の標準機能およびライセンス機能

機能 iLO Standard iLO Advanced1, 2, 3 iLO for ODIM

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

ProLiant サーバー、
Apollo サーバー、
Synergy コンピュート
モジュール、EL8000
シャーシに取り付けられ
た Edgeline サーバー、
Edgeline シャーシで使
用される iLO を搭載し
た Moonshot カート
リッジを含む、iLO を搭
載したすべてのサー
バー。

iLO 5 v2.10 以降を搭載
したすべての Gen10
サーバー

Active Health System 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

表は続く

HPE iLO ライセンスの選択 8



機能 iLO Standard iLO Advanced1, 2, 3 iLO for ODIM

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

ProLiant サーバー、
Apollo サーバー、
Synergy コンピュート
モジュール、EL8000
シャーシに取り付けられ
た Edgeline サーバー、
Edgeline シャーシで使
用される iLO を搭載し
た Moonshot カート
リッジを含む、iLO を搭
載したすべてのサー
バー。

iLO 5 v2.10 以降を搭載
したすべての Gen10
サーバー

自動 Secure リカバリ 4 X X

バックアップとリストア 4 X X X

シャーシのパワーレギュレーター
モード 5

X X

Commercial National Security
Algorithm（CNSA）セキュリティ状
態 4

X X

コアブースト 6 X X

ディレクトリサービス認証 X X

Discovery Service X X

メールベースのアラート X X

内蔵リモートサポート X X X

内蔵システムヘルス X X X

ファームウェア検証 4 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 plugin for ODIM による HPE
Resource Aggregator の ODIM サ
ポート

X

iLO 連携検出 X X X

表は続く
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機能 iLO Standard iLO Advanced1, 2, 3 iLO for ODIM

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

ProLiant サーバー、
Apollo サーバー、
Synergy コンピュート
モジュール、EL8000
シャーシに取り付けられ
た Edgeline サーバー、
Edgeline シャーシで使
用される iLO を搭載し
た Moonshot カート
リッジを含む、iLO を搭
載したすべてのサー
バー。

iLO 5 v2.10 以降を搭載
したすべての Gen10
サーバー

iLO 連携管理 X X

サーバーの UID ボタンを使用した
iLO のリセット 7

X X X

iLO RESTful API X X X

iLO Web インターフェイス 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

統合リモートコンソールの録画およ
び再生

X X

IPMI Over LAN/DCMI X X X

IPv6 X X X

Jitter Smoothing4 X X

Kerberos 認証 X X

キーマネージャーサポート X X

One-button セキュア消去 X X

パフォーマンス監視 X X

リモート Syslog X X

表は続く
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機能 iLO Standard iLO Advanced1, 2, 3 iLO for ODIM

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

ProLiant サーバー、
Apollo サーバー、
Synergy コンピュート
モジュール、EL8000
シャーシに取り付けられ
た Edgeline サーバー、
Edgeline シャーシで使
用される iLO を搭載し
た Moonshot カート
リッジを含む、iLO を搭
載したすべてのサー
バー。

iLO 5 v2.10 以降を搭載
したすべての Gen10
サーバー

RIBCL X X X

スクリプト方式/URL ベースの仮想メ
ディア

X X

セキュリティダッシュボード X X X

サーバー構成ロック X X

サーバーヘルスサマリー 7 X X X

サーバーシステムの復元 4 X X

Silicon Root of Trust （シリコンレベ
ルの信頼性）4

X X X

Smart アレイのセキュア暗号化 X X

SSH コマンドラインインターフェイ
ス

X X X

テキストベースのリモートコンソー
ル（Textcons）

X X

SSH 経由でのテキストベースのリ
モートコンソール 8

X X

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

X X

サービスアクセス設定の更新 4 X X

表は続く
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機能 iLO Standard iLO Advanced1, 2, 3 iLO for ODIM

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

ProLiant サーバー、
Apollo サーバー、
Synergy コンピュート
モジュール、EL8000
シャーシに取り付けられ
た Edgeline サーバー、
Edgeline シャーシで使
用される iLO を搭載し
た Moonshot カート
リッジを含む、iLO を搭
載したすべてのサー
バー。

iLO 5 v2.10 以降を搭載
したすべての Gen10
サーバー

リモートコンソール経由の仮想メ
ディア

BL および WS サーバー
のみ標準提供

X X

仮想電源ボタン X X X

仮想シリアルポート X X X

仮想シリアルポートの録画および再
生

X X

Workload Matching プロファイル 4 X X X

ワークロードアドバイザー X X

ゾーンマッピング、ゾーンの優先度 X X

1 いくつかの iLO Advanced の機能は、以前は廃止された iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスに付属してい

ました。

2 iLO Advanced ライセンスは Synergy コンピュートモジュールに自動的に付属します。

3 iLO Advanced ライセンスは、2020 年 6 月 1 日以降に出荷される ProLiant e910 サーバーブレードに自動的に付属します。

4 Gen10 以降で利用可能です。

5 ユーザー構成可能モード設定を使用するにはライセンスが必要です。

6 Gen10 サーバーでのみ使用できます。

7 Gen9 以降のサーバーで使用できます。

8 SSH 経由でのテキストベースのリモートコントロールは、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。

標準およびライセンス機能の説明
以下のリストに、標準およびライセンスされた HPE iLO サーバーの機能を示します。

Active Health System

The Active Health System monitors and records changes in the server hardware and system
configuration. 1600 を超えるシステムパラメータを継続的に監視し、統合されたヘルスアラートとサービ
スアラートを受信できます。
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対象：すべてのお客様

Advanced Power Management

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、消費電力、消費電力上限など
の電力関連の機能を有効にします。

対象：企業、金融、政府、セキュリティを重視するお客様

Agentless Management

OS およびプロセッサーから独立して、SNMP トラップと追加の OS 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 のスワッピングや、ファームウェアの検証スキャンとリカバリアクショ
ンの起動などがあります。

バックアップとリストア

バックアップ元のシステムと同じハードウェア構成を持つシステムに 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。

シャーシのパワーレギュレーターモード

シャーシのパワーレギュレーションページのユーザー構成可能モード設定を使用するにはライセンスが
必要です。このモードを構成すると、ユーザーは、事前定義された範囲から有効な消費電力上限値を指定
できます。

Commercial National Security Algorithm（CNSA）セキュリティ状態

CNSA セキュリティ状態（SuiteB とも呼ばれる）は、FIPS セキュリティ状態が有効になっている場合に
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 によって定義された CNSA 要件への準拠を目的とするモードで動作します。

• iLO は、米国政府機密として分類されたデータを保持するシステムの保護を目的とするモードで動作し
ます。

• SUM を使用して iLO にアクセスする場合は、iLO 認証情報が必要です。

• 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。

• システムメンテナンススイッチの iLO セキュリティ設定（iLO セキュリティオーバーライドスイッチと
呼ばれる）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。

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。この機能は、Gen10 サーバーで使用できます。Gen10 Plus サーバーでは
サポートされていません。

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。
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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。

メールベースのアラート

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

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には、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
iLO インターフェイス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

ファームウェア検証

ファームウェア検証のスケジュールされたスキャンまたはオンデマンドのスキャンを実行できます。問
題が検出されたときに実装する回復アクションを構成できます。隔離されたファームウェアを表示、ダウ
ンロード、削除することもできます。

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

リモートコンソール権限を持つ最大 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。

iLO plugin for ODIM による HPE ODIM Resource Aggregator のサポート

業界標準の DMTF Redfish 仕様に基づいて、HPE ODIM Resource Aggregator では、iLO plugin for ODIM
を使用して、iLO Advanced 機能セットを活用して Hewlett Packard Enterprise サーバーを管理します。

iLO 連携検出

複数のシステムの連携グループ内の iLO のクエリを実行し、グループ全体から結果を返します。

対象：多数の Hewlett Packard Enterprise サーバーを備えた企業のお客様

iLO Federation Management

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 Hewlett Packard Enterprise サーバーを備えた企業のお客様

サーバーの UID ボタンを使用した iLO のリセット

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 には、Redfish API 準拠である iLO RESTful API が含まれています。iLO RESTful API は、基本的な
HTTPS 操作（GET、PUT、POST、DELETE、および PATCH）を iLO Web サーバーに送信することで、
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サーバー管理ツールからサーバーの構成、インベントリ、および監視を実行できる管理インターフェイス
です。

RESTful インターフェイスツール（iLOREST）は、HPE サーバー管理タスクを自動化するためのスクリ
プティングツールです。これは、iLO RESTful API を利用する、簡素化されたコマンドのセットを提供し
ます。ツールは、ご使用のコンピューターにインストールしてリモートで使用することも、Windows また
は Linux オペレーティングシステムを搭載するサーバーにローカルでインストールすることもできます。
RESTful インターフェイスツールでは、自動化時間を短縮するための対話型モード、スクリプト可能な
モード、および CONREP のようなファイルベースモードが提供されます。

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

iLO リモートコンソールを使用すると、ホストサーバーのグラフィックディスプレイ、キーボード、およ
びマウスにリモートにアクセスできます。リモートコンソールを使用すると、リモートファイルシステム
やネットワークドライブにアクセスできます。

リモートコンソールでアクセスすれば、サーバーが起動するときの POST 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アクティビティを開始してサーバーハードウェアを構成することができ
ます。OS をリモートでインストールする場合、リモートコンソールにより（使用許諾されている場合）、
インストールプロセス全体をホストサーバーのモニターに表示して、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。

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：企業のお客様

IPMI over LAN/DCMI

LAN または IPMI 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 OS 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

プロセッサーの周波数変動（ジッター）をならして調和させ、遅延時間を短縮します。

Kerberos 認証

Kerberos のサポートにより、ユーザーは、ログインページの Zero サインインボタンをクリックして、iLO
にログインすることができます。

システム管理者はユーザーサインオンの前に iLO とドメイン間の信頼関係を確立するため、（Two-Factor
認証を含む）任意の形式の認証がサポートされます。

対象：企業、金融、政府、セキュリティを重視するお客様
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キーマネージャーのサポート

キーマネージャーは、HPE の Smart アレイセキュア暗号化および UEFI 管理暗号化と一緒に使用できま
す。

キーマネージャーは、データ暗号化キーの生成、保存、操作、制御、アクセスの監査を行います。ビジネ
スに不可欠な機密性の高い保存データの暗号化キーへのアクセスを保護し、維持することができます。

One-button セキュア消去

この機能は、サーバーを使用停止にしたり、別の使い方のために準備したりするために使用します。

One-button セキュア消去は、ユーザーデータのパージに対する NIST SP 800-88 Revision 1 のサニタイズ
に関する勧告を実装しており、サーバーおよびサポートされたコンポーネントをデフォルトの状態に戻し
ます。この機能は、サーバーの揮発性に関する報告のドキュメントでユーザーが行う多くのタスクを自動
化します。

パフォーマンス監視

Innovation Engine のサポートによってサーバーでサポートされたセンサーから収集したパフォーマンス
データを表示します。収集したデータに基づいてアラートを構成できます。

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のお客様

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。

スクリプト方式/URL ベースの仮想メディア

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。

セキュリティダッシュボード

セキュリティダッシュボードページには、重要なセキュリティ機能のステータス、システム全体のセキュ
リティステータス、セキュリティ状態およびサーバー構成ロック機能の現在の構成が表示されます。ダッ
シュボードを使用して、構成の潜在的なリスクについて評価します。リスクが検知されたら、詳細情報と
システムセキュリティを向上させる方法についてのアドバイスを見ることができます。

サーバー構成ロック

サーバー構成ロック機能は、管理者にデバイスの置き換えまたは追加、ハードウェアの取り外し、セキュ
アブートの変更、ファームウェアのインストールのような作業について警告します。この機能を UEFI シ
ステムユーティリティで構成したり、iLO RESTful API を使用して構成することができます。

サーバーヘルスサマリー

iLO を使用すると、外部モニターにサーバーヘルスサマリーを表示できます。この機能は、サーバーが起
動しないときのトラブルシューティングに役立ちます。これは、サーバーの IP アドレスやその他のヘル
ス情報を表示するためにも使用できます。

対象：

すべてのお客様

サーバーシステムの復元

別の管理ツールを起動してフルシステムリカバリを開始するリカバリイベントを、iLO を使用して生成す
ることができます。

リカバリは、サーバーオペレーティングシステムのイメージの再構築に続き、システムリカバリセットの
インストールを含めます。
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Silicon Root of Trust

Hewlett Packard Enterprise は、HPE Gen10 サーバー以降、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。

Smart アレイのセキュア暗号化

HPE Smart アレイ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

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。

テキストベースのリモートコンソール（Textcons）

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なお客様。

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：ハイパースケールなお客様

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。

サービスアクセス設定の更新

このアクセス設定を使用すると、ダウングレードポリシーを構成し、サードパーティのファームウェア
アップデートパッケージを受け入れるかどうかを決定できます。

リモートコンソール経由の仮想メディア

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。

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、ホストサーバーがオフの場合、電源を入れることができます。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。OS 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、「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なお客様。

仮想シリアルポートの録画および再生

仮想シリアルポートにより、サーバーのシリアルポートと双方向データフローが提供されます。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。
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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。iLO では、サーバーがプレオペレーティングシステム状態であるときに、
この情報が SSH クライアント経由で表示されます。この機能を使用すると、iLO 標準システムで POST
中のサーバーを監視および操作できます。

Workload Matching プロファイル

事前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、サポートされているサーバーのリソー
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。

ワークロードアドバイザー

選択したサーバーのワークロード特性を表示できます。監視対象データに基づき、推奨のパフォーマンス
チューニング設定を表示したり、構成したりできます。

ゾーンマッピング、ゾーンの優先度

シャーシ全体でグループ化されるか、既存のユーザー定義ゾーンでグループ化されるように、各ノードを
設定できます。

ゾーンを構成すると、各ゾーンのパワーレギュレーションの優先順位を設定できます。消費電力上限が設
定されている場合、優先順位が高いゾーンには、優先順位が低い設定があるゾーンよりも多くの電力が割
り当てられます。

購入オプション
iLO ライセンスは、Hewlett Packard Enterprise および Hewlett Packard Enterprise 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最善の方法は、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、Hewlett Packard Enterprise Small Business
Marketplace サイト（http://www.hpe.com/marketplace）を利用して個別にライセンスを購入することもで
きます。

使用可能な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。このオプションは、サーバーが 1〜10 台の場
合に推奨されます。

• 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。このオプ
ションは、サーバーが 11〜99 台の場合に推奨されます。

• 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)。このオプションは、3 年間で少なくとも 100 ライセンスを購入する
予定の場合に推奨されます。

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 - 物理ライセンスの場合は、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。電子ライセンスの場
合は、注文に含まれるすべてのライセンスに対して 1 つの電子ソフトウェア配布受領書。

• フレキシブル数量 - 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 Advanced 機能を使用できる 1 つの
資格が与えられます。

• ボリュームライセンスまたは「トラッキングライセンス」 - 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
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（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
は、今後のライセンスアクティベーションの購入に対して最長 3 年間有効です。これは世界中で使用でき
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 -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。同じ注
文で電子ライセンスの複数のコピーを購入した場合、注文で指定した数のサーバーにインストールできる
1 つのライセンスキーを受け取ります。

• フレキシブル数量 - 複数に対して 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。

• ボリュームライセンスまたは「トラッキングライセンス」 - 登録は必要ありません。最初に 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」の詳細情報を参照してください。

各ライセンスタイプが最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 - このライセンスは、次の場合に最適なオプションです。

◦ 一度に少数のサーバーを購入している。

◦ すでにサーバーを所有していて、iLO ライセンスが必要である。

◦ 複数のサーバー用に同じライセンスが必要ではない。

• フレキシブル数量 - このライセンスは、次の場合に最適なオプションです。

◦ 現在の HPE サーバーの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。

◦ 物理的な提供物を最小限に抑え、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。

• 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、次の場合に最適なオプショ
ンです。

◦ 長期にわたって定期的に大量の iLO ライセンス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最小限に抑えたい（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）

◦ Hewlett Packard Enterprise または Hewlett Packard Enterprise パートナーから定期的に購入した標準
のサーバー構成に、iLO ライセンスをラインアイテムとして追加したい。

◦ iLO を Hewlett Packard Enterprise との既存のサーバー販売契約に追加したい。

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」の詳細情報を参照してください。
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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 契約に基づく最長期間は 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
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、Hewlett Packard Enterprise 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 Hewlett Packard Enterprise 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

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。

ライセンス文書の封筒

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。この封筒には、「License Documents Enclosed」と記載されています。
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図 1: ライセンス文書の封筒の例 1

図 2: ライセンス文書の封筒の例 2

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方法に関する手順

• iLO ライセンスの登録方法に関する手順

重要: 図 3: 廃止されたライセンスの例 1 および図 4: 廃止されたライセンスの例 2 に示されている HPE
iLO のライセンス文書は廃止されています。廃止されたライセンス文書を受け取った場合は、Hewlett
Packard Enterprise ライセンスチームに連絡してください。詳しくは、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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図 3: 廃止されたライセンスの例 1

図 4: 廃止されたライセンスの例 2

ライセンス権利付与証明書

以下に、1 年間のサポートオプションが付いた 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。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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1

2 3

4

5

6

7

8

番号 説明

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）：My HPE Software Center の Web サイト（https://www.hpe.com/software/
hpesoftwarecenter）でこの番号を入力して、このライセンスをアクティブ化します。Hewlett Packard
Enterprise 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には、このリンクをクリックするか
ブラウザーで入力して、My HPE Software Center の Web サイト（https://www.hpe.com/software/
hpesoftwarecenter）にアクセスします。

表は続く
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番号 説明

5 ライセンスサポートの URL：My HPE Software Center の Web サイトで連絡先情報にアクセスする際に、こ
のリンクをクリックするかブラウザーで入力します。

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。

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、Hewlett Packard Enterprise ではラ
イセンスキーの検証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 Hewlett Packard Enterprise 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。

ソフトウェア電子配布受領書

次の例は、1 年間のサポートオプションが付いた iLO Advanced 単一サーバーライセンスの 5 つのコピーの、
ソフトウェア電子配布受領書のメールを示しています。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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1

4

2

3

番号 説明

1 ライセンスキー

2 Hewlett Packard Enterprise 部品番号

3 Access Your Products ボタンをクリックすると、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに注
文が表示されます。

4 Hewlett Packard Enterprise 注文番号

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。
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• 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。

HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）
次のセクションでは、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デリバリ、
サポート、および登録オプションを示します。

• Advanced 単一サーバー - iLO 3、4、5

• Advanced フレキシブル数量 - iLO 3、4、5

• Advanced 従量制（AKA/トラッキング）- iLO 3、4、5

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、0D1 オプ
ションが含まれている製品番号 SKU を選択します。

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 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

512485-B21 物理 1 年間、24 時間
365 日

いいえ iLO ライセンス機能の 1 年間のサ
ポート付き HPE iLO Advanced 1-
サーバーライセンス 4

512485-B21 #0D15 物理 1 年間、24 時間
365 日

はい ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced 1-サーバー
ライセンス 4

BD505A 物理 3 年間、24 時間
365 日

いいえ ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced 1-サーバー
ライセンス

BD505A #0D15 物理 3 年間、24 時間
365 日

はい ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced 1-サーバー
ライセンス

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）3

説明

E6U59ABE 自動 6 1 年間、24 時間
365 日

いいえ 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 6 3 年間、24 時間
365 日

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

R4H62AAE 自動 6 1 年間、24 時間
365 日

いいえ ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPEiLO for ODIM Electronic
License

R4H61AAE 自動 6 3 年間、24 時間
365 日

いいえ ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPEiLO for ODIM Electronic
License

R4H60A 物理 1 年間、24 時間
365 日

いいえ ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPEiLO for ODIM 物理ライセ
ンス

R4H60A #0D15 物理 1 年間、24 時間
365 日

はい ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPEiLO for ODIM 物理ライセ
ンス

R4H59A 物理 3 年間、24 時間
365 日

いいえ ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPEiLO for ODIM 物理ライセ
ンス

R4H59A #0D15 物理 3 年間、24 時間
365 日

はい ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPEiLO for ODIM 物理ライセ
ンス

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
ァームウェアアップデートは https://www.hpe.com/support/ilo5 から入手できます。

3 工場出荷時プリインストール済み（#0D1）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
みでないライセンスを選択します。

4 こ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。

5 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、製品番号 SKU に 0D1 オプ
ションを含めます。

6 同じ注文で電子ライセンスの複数のコピーを購入した場合、注文で指定した数のサーバーにインストールできる 1 つのラ
イセンスキーを受け取ります。
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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 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 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。

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

R4H64AAE 自動 1 年間、24 時
間 365 日

いいえ ライセンス機能の 1 年間のサポート付
き HPEiLO for ODIM AKA Tracking
License

R4H63AAE 自動 3 年間、24 時
間 365 日

いいえ ライセンス機能の 3 年間のサポート付
き HPEiLO for ODIM 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、http://www.hpe.com/info/aka 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ことの利点
ライセンスの登録は重要な手順です。登録すると以下のような利点があります。

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンターへのアクセス（https://www.hpe.com/support/hpesc）。

• My HPE Software Center Web サイトからのソフトウェアアップデートへのアクセス（https://
www.hpe.com/downloads/software）。

• My HPE Software Center Web サイトから、1 つの便利な場所ですべての Hewlett Packard Enterprise 製品
ライセンスを追跡（https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter）。

• 重要な製品アラートの受信。

• 一意の Hewlett Packard Enterprise サポート契約 ID（SAID）のアクティブ化。

Hewlett Packard Enterprise 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 My HPE Software Center ポータルでは、SAID 契約を追跡しません。

ライセンス情報の保存

• 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、ソフトウェア電子配布受領書の電子メー
ルを保管してください。

• 紙／物理的にライセンスを受け取った場合は、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。

• すべてのライセンスを登録します。登録済みのライセンスは、 My HPE Software Center の Web サイト
で受け取ることができます。

• ライセンスをアクティブ化した後は、Hewlett Packard Enterprise 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。物理ライセンスの登録または電子ライセンスの登録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。

• My HPE Software Center の Web サイトまたは XML スクリプトを使用すると、ライセンス情報を取得で
きます。

詳しくは

XML スクリプトを使用したインストール済みライセンスの表示

My HPE Software Center の Web サイトでのライセンスの表示

ライセンスの文書化とアクティブ化
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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、次の形式の 5x5 文字のコードです。これは、物理（紙）ライセンス
を注文した場合はライセンス資格証明書に印刷されています。または、電子メールで送信されます。

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 Web インターフェイ
スでは、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

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。

物理ライセンスの登録

ライセンスの登録は重要な手順です。利点については、ライセンスを登録することの利点を参照してくださ
い。

手順

1. ライセンス権利付与証明書を探して確認します。

この証明書には、権利付与注文番号（EON）が含まれています。

2. My HPE Software Center の Web サイト（https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter）にアク
セスします。

3. 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。

My HPE Software Center のウェルカムページが表示され、Activate タブが表示されます。
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4. Entitlement Order Number（EON）を入力して、Search をクリックします。

次の例のような、Select Products to Activate 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。

5. 次のいずれかを実行します。
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• 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。

6. 次へをクリックします。

Designate Activatee ページが表示されます。

7. 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、I am activating for myself 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、I am activating on behalf of another user を選択し、他
のユーザーのメールアドレスを入力します。

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、Email License
files to this user チェックボックスを選択したままにします。

8. Activate をクリックします。

Activation Complete 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、Activation Complete ページ
に表示されるアンケートのリンクをクリックします。画面の指示に従います。

10. 次のいずれかを行います。

• 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、Copy Key File Content to Clipboard 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、1 つ以上の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、ライセンスキーとインストール手順が含まれた zip ファイルとともに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。

電子ライセンスの登録

ライセンスの登録は重要な手順です。利点については、ライセンスを登録することの利点を参照してくださ
い。

手順

1. ソフトウェア電子配布受領書を見つけて、確認します。

2. ソフトウェア電子配布受領書のドキュメントの Access Your Products をクリックします。

My HPE Software Center の Web サイトにご注文の商品が表示されます。

3. My HPE Software Center ページの Access Your Products ボタンをクリックします。

4. 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。

次の例のような、Select Products to Activate 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。
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5. 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、Select all Products in this family
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。

6. 次へをクリックします。

Designate Activatee ページが表示されます。
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7. 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、I am activating for myself 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、I am activating on behalf of another user を選択し、他
のユーザーのメールアドレスを入力します。

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、Email License
files to this user チェックボックスを選択したままにします。

8. Activate をクリックします。

Activation Complete 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、Activation Complete ページ
に表示されるアンケートのリンクをクリックします。画面の指示に従います。

10. 次のいずれかを行います。

• 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、Copy Key File Content to Clipboard 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、1 つ以上の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、ライセンスキーとインストール手順が含まれた zip ファイルとともに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ブ化の検証

ライセンスのアクティブ化プロセスが成功したことを確認するには、以下を確認します。

手順

ライセンスのアクティベーション受領書を受け取りました。

My HPE Software Center Web サイトのマイアセットを管理ページでライセンスに関する情報を確認でき
ます。

詳しくは

インストール済みライセンス情報の表示
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ライセンスのインストール

iLO ライセンスのインストール方法
iLO 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。

• iLO Web インターフェイス

• RESTful インターフェイスツール

• iLO 連携

• iLO CLI

• XML スクリプティング

iLO Web インターフェイスを使用した iLO ライセンスキーのイ
ンストール

前提条件

• iLO 設定の構成権限を持つ iLO ユーザーアカウントを使用している。

• iLO ライセンスが、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ている。

• iLO ライセンスアクティベーションキーを取得している。

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 にログインします。

3. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。

4. アクティブ化キーボックスにライセンスキーを入力します。

アクティベーションキーボックスで、セグメント間でカーソルを移動するには、Tab キーを押す、または
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。

すでにキーがインストールされているサーバー上でライセンスキーをインストールした場合、現在のキー
は新しいキーに置き換えられます。

ライセンスキーをインストールすると、iLO に最後の 5 桁のみが表示されます。Hewlett Packard
Enterprise では、後で必要になる場合に備えて、ライセンスキー情報を記録して保存することをお勧めし
ます。

5. インストールをクリックします。

エンドユーザー使用許諾契約を読み、合意したことを確認するプロンプトが iLO で表示されます。

6. 同意するをクリックします。

これで、ライセンスキーは有効になります。
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RESTful インターフェイスツールを使用した iLO ライセンス
キーのインストール

前提条件

• iLO 設定の構成権限を持つ iLO ユーザーアカウントを使用している。

• iLO ライセンスが、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ている。

• iLO ライセンスアクティベーションキーを取得している。

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. RESTful インターフェイスツール（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. RESTful インターフェイスツールをインストールします。

4. RESTful インターフェイスツールをインストールしたフォルダーを見つけます。

5. 次のサンプルに基づいて License.jsonファイルを作成し、RESTful インターフェイスツールと同じフォ
ルダーに保存します。

ライセンス JSON ファイルの例：

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

6. License.jsonファイル内で、デフォルトの LicenseKeyの値を有効なキーに置き換えて、変更を保存
します。

7. 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ます。

8. 以下のようなコマンドを実行します。

ilorest.exe rawpost license.json --url ホスト名または IPアドレス –u ユーザー名 
-p password
例：

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

コマンドが正常に実行されると、次のメッセージが表示されます。The operation completed
successfully.

iLO 連携を使用した iLO ライセンスキーのインストール
グループライセンスページには、選択した iLO 連携グループのメンバーのライセンスステータスが表示されま
す。以下の手順を使用して、キーを入力して、ライセンス済みの iLO 機能を有効にします。
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前提条件

• iLO 設定の構成権限を持つ iLO ユーザーアカウントを使用している。

• iLO 連携グループの各メンバーが、iLO 設定の構成権限をグループに認めている。

• iLO ライセンスが、選択したサーバーでサポートされている。

• 選択したサーバーの数に対して認証されている iLO ライセンスアクティベーションキーを取得している。

• iLO の構成とネットワーク構成が、iLO 連携機能を使用するための前提条件を満たしている。

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 にログインします。

3. 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。

4.（オプション）影響を受けたシステムのリストをフィルタリングするには、ライセンスのタイプまたはス
テータスリンクをクリックします。

以下に例を示します。すでにキーがインストールされているサーバー上でライセンスキーをインストール
した場合、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、
ステータスセクションの 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。

5. アクティブ化キーボックスにライセンスキーを入力します。

アクティベーションキーボックスで、セグメント間でカーソルを移動するには、Tab キーを押す、または
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。

ライセンスキーをインストールすると、iLO に最後の 5 桁のみが表示されます。Hewlett Packard
Enterprise では、後で必要になる場合に備えて、ライセンスキー情報を記録して保存することをお勧めし
ます。

6. インストールをクリックします。

エンドユーザー使用許諾契約を読み、合意したことを確認するプロンプトが iLO で表示されます。

エンドユーザー使用許諾契約の詳細は、ライセンスパックオプションキットに記載されています。

7. 同意するをクリックします。

ライセンスがインストールされた後、ライセンス情報セクションが更新され、選択したグループ用の新し
いライセンスの詳細を表示します。

iLO CLI を使用した iLO ライセンスキーのインストール

前提条件

• iLO 設定の構成権限を持つ iLO ユーザーアカウントを使用している。

• iLO ライセンスが、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ている。

• iLO ライセンスアクティベーションキーを取得している。
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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. 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。

3. SSH ポートは 22、接続タイプは SSH のままにします。

4. 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。

iLO->プロンプトが表示されます。

5. ライセンスページに移動するには、cd map1/oemHPE_license1と入力し、次に showと入力します。

ライセンスタイプ（oemHPE_name1）、およびライセンスキーなどのライセンス情報が表示されます。ラ
イセンスキーは、セキュリティ上の理由から部分的に編集されています。

6. ライセンスを追加するには、次のコマンドを入力して、oemHPE_key1の値を 5X5 ライセンスキーに置き
換えます。

oemHPE_licenseinstall ライセンスキー 
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。

• oemHPE_licenseinstall “AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE”
• oemHPE_licenseinstall AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE
• oemHPE_licenseinstall AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE
• oemHPE_licenseinstall “AAAAABBBBBCCCCCDDDDDEEEEE”

次の出力が表示されます。

status=0 
status_tag=COMMAND COMPLETED 
タイムスタンプ 
New license key installed.

XML スクリプティングを使用した iLO ライセンスキーのインス
トール

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。

• HPQLOCFG - XML 設定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。

• HPONCFG - 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プユーティリティです。このユーティリティには iLO チャネルイン
ターフェイスドライバーが必要です。
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このユーティリティを使用するときに、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。iLO が本番環境より高いセキュリティ状態に設定されている場合は、ユーザーアカウントの資格情報
が必要です。

• LOCFG―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。このオプションについて詳しくは、HPE iLO 5 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。

HPQLOCFG を使用した 1 つのライセンスのインストール

前提条件

• iLO 設定の構成権限を持つ iLO ユーザーアカウントを使用している。

• iLO ライセンスが、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ている。

• iLO ライセンスアクティベーションキーを取得している。

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. HPQLOCFG をダウンロードしてインストールします。

このソフトウェアは Web サイト（http://www.hpe.com/support/iLO5）からダウンロードできます。

3. HPQLOCFG が格納されているフォルダーを見つけます。

4. License.xmlスクリプトファイルを、HPQLOCFG と同じフォルダー内にコピーします。

サンプルスクリプトファイルは、https://www.hpe.com/support/ilo5 から入手することも、次のサンプル
スクリプトに基づいてファイルを作成することもできます。

<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>

5. コマンドプロンプトを開き、HPQLOCFG と License.xmlファイルが格納されているフォルダーに移動
します。

6. License.xmlファイルを編集します。

a. License.xmlファイルを開きます。

b. ライセンスをインストールするシステムの iLO ユーザーアカウント資格情報を入力します。

例：

<LOGIN USER_LOGIN="adminuser" PASSWORD="adminpassword">
c. 購入したライセンスキーを入力します。
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例：

<ACTIVATE KEY="ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PQRST-UVWXY"/>
d. License.xmlファイルを保存して閉じます。

7. 次のコマンドを使用して、ライセンスをインストールします。

hpqlocfg.exe -s IPAddress/FQDN -f xmlFileName.xml
例：

hpqlocfg.exe -s mydl360server.mydomain.com -f License.xml

HPONCFG を使用した単一ライセンスのインストール

前提条件

• iLO 設定の構成権限を持つ iLO ユーザーアカウントを使用している。

• iLO ライセンスが、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ている。

• iLO ライセンスアクティベーションキーを取得している。

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. HPONCFG をダウンロードしてインストールします。

このソフトウェアは Web サイト（http://www.hpe.com/support/iLO5）からダウンロードできます。

3. HPONCFG が格納されているフォルダーを見つけます。

4. License.xmlスクリプトファイルを、HPONCFG と同じフォルダー内にコピーします。

サンプルスクリプトファイルは、https://www.hpe.com/support/ilo5 から入手することも、次のサンプル
スクリプトに基づいてファイルを作成することもできます。

<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>

5. コマンドプロンプトを開き、HPONCFG と License.xmlファイルが格納されているフォルダーに移動し
ます。

6. License.xmlファイルを編集します。

a. License.xmlファイルを開きます。

b.（オプション）ライセンスをインストールするシステムの iLO ユーザーアカウント資格情報を入力しま
す。
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例：

<LOGIN USER_LOGIN="adminuser" PASSWORD="adminpassword">
iLO のセキュリティ設定が製品よりも高い状態で HPONCFG を使用する場合、ユーザー名とパスワー
ドが必要です。

c. 購入したライセンスキーを入力します。

例：

<ACTIVATE KEY="ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PQRST-UVWXY"/>
d. License.xmlファイルを保存して閉じます。

7. 次のコマンドを使用して、ライセンスをインストールします。

hponcfg.exe -f xmlFileName.xml

重要: HPONCFG を使用する Windows システムでは、-fの代わりに/fを入力します。詳しくは、
HPE iLO 5 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。

例：

Linux：

hponcfg.exe -f License.xml
Windows：

hponcfg.exe /f License.xml

ライセンスのインストールの確認
ライセンスをインストールした後、インストールが成功したことを確認します。

手順

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。

詳しくは

インストール済みライセンス情報の表示
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ライセンスの管理

インストール済みライセンス情報の表示

My HPE Software Center の Web サイトでのライセンスの表示

手順

1. My HPE Software Center（https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter）にアクセスします。

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

3. My HPE Software Center にようこそページで、管理をクリックします。

ライセンスがマイアセットを管理セクションに表示されます。

4.（オプション）ライセンスに関する情報を表示するには、エンタイトルメント列の権利付与注文番号
（EON）をクリックします。

5.（オプション）ダウンロード列の をクリックして、ファイルのダウンロードページを開きます。

このページから、インストール手順またはライセンスキーのテキストファイルをダウンロードできます。

ライセンスキーのテキストファイルの内容をクリップボードにコピーすることもできます。

6. ログアウトしてブラウザーを閉じます。

iLO Web インターフェイスでのインストール済みライセンスの表示

手順

1. 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、ライセンスタブをクリックします。

ライセンスの詳細

• ライセンス - ライセンス名

• ステータス - ライセンスのステータス

• アクティベーションキー - インストールされているキー

セキュリティ保護のため、ライセンスキーの下 5 桁のみが表示されます。

RESTful インターフェイスツールを使用したインストール済みライセンスの表示

前提条件

RESTful インターフェイスツールがインストールされている。
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手順

1. RESTful インターフェイスツールを起動します。

2. iLO システムにログインします。

iLOrest > login iLO host name or IP address -u iLO user name -p iLO password
3. 使用可能なリソースタイプを表示するには、次のコマンドを入力します: types

この説明では、HpeiLOLicenseリソースタイプを使用します。

4. リストで HpeiLOLicenseリソースタイプを見つけて、select HpeiLOLicense.v2_3_0のようなコ
マンドを入力します。

実際の入力は、HpeiLOLicenseスキーマのバージョンによって異なる場合があります。

5. 次のコマンドを入力します。list -j
出力には以下のようなテキストが含まれます。

"LicenseInstallDate": "11 Jun 2020",
"LicenseKey": "XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-V727R",
"LicenseSeats": 1,
"LicenseTier": "ADV",
"LicenseType": "Perpetual",
"Name": "iLO License"
セキュリティ保護のため、ライセンスキーの下 5 桁のみが表示されます。

XML スクリプトを使用したインストール済みライセンスの表示

XML コマンドと HPQLOCFG または HPONCFG を使用して、インストール済みライセンスを表示できます。

HPQLOCFG を使用したインストール済みライセンスの表示

手順

1. HPQLOCFG をダウンロードしてインストールします。

このソフトウェアは Web サイト（http://www.hpe.com/support/iLO5）からダウンロードできます。

2. HPQLOCFG が格納されているフォルダーを見つけます。

3. Get_All_Licenses.xmlスクリプトファイルを、HPQLOCFG と同じフォルダー内にコピーします。

サンプルスクリプトファイルは、https://www.hpe.com/support/ilo5 から入手することも、次のサンプル
スクリプトに基づいてファイルを作成することもできます。

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

4. コマンドプロンプトを開き、HPQLOCFG と Get_All_Licenses.xmlファイルが格納されているフォル
ダーに移動します。

5. Get_All_Licenses.xmlファイルを開きます。

6. ライセンスを表示するシステムのログイン情報を入力します。
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例：

<LOGIN USER_LOGIN="adminuser" PASSWORD="adminpassword">
7. Get_All_Licenses.xmlファイルを保存して閉じます。

8. 次のコマンドを使用して、インストールしたライセンスを表示します。

hpqlocfg.exe -s IPAddress/FQDN -f xmlFileName.xml
例：

hpqlocfg.exe -s mydl360server.mydomain.com -f Get_All_Licenses.xml

HPONCFG を使用したインストール済みライセンスの表示

手順

1. HPONCFG をダウンロードしてインストールします。

このソフトウェアは Web サイト（http://www.hpe.com/support/iLO5）からダウンロードできます。

2. HPONCFG が格納されているフォルダーを見つけます。

3. Get_All_Licenses.xmlスクリプトファイルを、HPONCFG と同じフォルダー内にコピーします。

サンプルスクリプトファイルは、https://www.hpe.com/support/ilo5 から入手することも、次のサンプル
スクリプトに基づいてファイルを作成することもできます。

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

4. コマンドプロンプトを開き、HPONCFG と Get_All_Licenses.xmlファイルが格納されているフォル
ダーに移動します。

5.（オプション）Get_All_Licenses.xmlファイルを編集します。

iLO のセキュリティ設定が製品よりも高い状態で HPONCFG を使用する場合、ユーザー名とパスワードが
必要です。

a. Get_All_Licenses.xmlファイルを開きます。

b. ライセンスを表示するシステムの iLO ユーザーアカウント資格情報を入力します。

例：

<LOGIN USER_LOGIN="adminuser" PASSWORD="adminpassword">
c. Get_All_Licenses.xmlファイルを保存して閉じます。

6. 次のコマンドを使用して、インストールしたライセンスを表示します。

hponcfg.exe -f xmlFileName.xml

重要: HPONCFG を使用する Windows システムでは、-fの代わりに/fを入力します。詳しくは、
HPE iLO 5 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。
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例：

Linux：

hponcfg.exe -f Get_All_Licenses.xml
Windows：

hponcfg.exe /f Get_All_Licenses.xml

インストール済みライセンスの iLO CLI を使用した表示

手順

1. PuTTY などのユーティリティを起動します。

2. SSH を使用してサーバーに接続します。

3. ユーザーアカウントの資格情報を入力します。

</>hpiLO->プロンプトが表示されます。

4. 次のコマンドを入力します。

show /map1 license 
          

以下のような出力が得られます。

/map1
  Properties
    license=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV727R
セキュリティ保護のため、ライセンスキーの下 5 桁のみが表示されます。

iLO 連携グループライセンス情報の表示

前提条件

iLO の構成とネットワーク構成が、iLO 連携機能を使用するための前提条件を満たしている。

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。

紛失したライセンスキーの再インストール
次の場合は、ライセンスキーの再インストールが必要な場合があります。

• システムボードが交換された。

• ライセンスキーが誤って置き換わった。

• iLO は工場出荷時デフォルト設定にリセットされます。
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iLO 5 のユーザーは、バックアップとリストアの機能を使用して、バックアップファイルからライセンスキー
を復元できます。

登録済みのライセンスキーには、My HPE Software Center からアクセスできます。

詳しくは

My HPE Software Center の Web サイトからの登録済みライセンスキーの取得

紛失したライセンスキーを iLO のバックアップとリストアの機能で復元する

システムボード交換時のライセンスキーの再インストール

システムボード交換時のライセンスキーの再インストール

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は、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。

前提条件

• iLO の設定を構成する権限

• ユーザーアカウント管理権限

• インストールされている iLO ファームウェアは、バックアップとリストアの機能をサポートしています。

• バックアップファイルが存在する。

• 以前に iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、デフォルトの iLO アカウント認証情報
を使用できる。

• 使用する iLO セキュリティ状態が構成されている。

FIPS および CNSA のセキュリティ状態を構成すると、iLO は工場出荷時のデフォルト設定にリセットされ
ます。これらのセキュリティ状態を構成せずに復元を実行した場合、復元された情報はセキュリティ状態
の更新時に削除されます。

手順

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。

iLO が要求を確認するように求めます。

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。
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紛失したライセンスキーを iLO のバックアップとリストアの機能で復元する

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設定にリセットした場合は、
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。

前提条件

• iLO の設定を構成する権限

• ユーザーアカウント管理権限

• インストールされている iLO ファームウェアは、バックアップとリストアの機能をサポートしています。

• バックアップファイルが存在する。

• 以前に iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、デフォルトの iLO アカウント認証情報
を使用できる。

• 使用する iLO セキュリティ状態が構成されている。

FIPS および CNSA のセキュリティ状態を構成すると、iLO は工場出荷時のデフォルト設定にリセットされ
ます。これらのセキュリティ状態を構成せずに復元を実行した場合、復元された情報はセキュリティ状態
の更新時に削除されます。

手順

1. 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。

iLO が要求を確認するように求めます。

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。

My HPE Software Center の Web サイトからの登録済みライセンスキーの取得

手順

1. My HPE Software Centerhttps://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter の Web サイトにアクセス
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でサインインします。

3. 管理をクリックしてアセットを表示します。
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4. 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。

5. 次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。

前提条件

Hewlett Packard Enterprise ライセンス権利付与証明書を持っている。
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手順

1. 次の Web サイトにアクセスします。https://validate.ext.hpe.com/

Validate の Web サイトが開きます。

2. 記載されているリンクに従って、iOS または Android 向けの HPE Parts Validation モバイルアプリをダウ
ンロードします。

3. ライセンス権利付与証明書の QR/Datamatrix を見つけます。

詳しくは、 Validate の Web サイトの Locating the Label セクションを参照してください。

4. モバイルアプリを起動します。

5. SCAN BARCODE ボタンをタップします。

ライセンスが有効な場合は、次のようなメッセージが表示されます。

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。

ライセンスの管理 53

https://validate.ext.hpe.com/


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 セッションを確立してから、コマンドを再試行してください。

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、Hewlett Packard Enterprise 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。

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。

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、My HPE Software Center 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。

重要: EOL ライセンスを購入したお客様は、同じライセンスのみを交換品として受け取ることができ
ます。アップグレードされた iLO Advanced ライセンスは交換品として発行されません。

返却プロセスを開始する方法については、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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廃止されたライセンスオプション

iLO Essentials のライセンス
Hewlett Packard Enterprise は、2019 年 1 月 31 日に、iLO Essentials のライセンスと 60 日間の無料トライア
ルライセンスを廃止しました。

このライセンスはスタンドアロンで購入することはできませんが、iLO ネットワーク有効化モジュールを購入
してインストールすると組み込まれます（部品番号 P13788-B21）。このライセンスには、メールベースのア
ラート、統合リモートコンソール、および統合リモートコンソールを介した仮想メディアが含まれています。

高度なサーバー管理のニーズがあるお客様は、iLO Advanced ライセンスについて調べることをお勧めしま
す。既存の iLO Essentials のライセンスをお持ちのお客様は、有効なサポート契約がある限り、引き続きサ
ポートを受けられます。

表 1: 廃止された iLO Essentials ライセンスおよび交換品の部品番号

SKU 説明 交換用 SKU 交換用 SKU の説明

BD775A ライセンス機能の 1 年間サポート付
き HPE iLO Essentials License

512485-B21 ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-サーバーラ
イセンス

BD774A ライセンス機能の 3 年間サポート付
き HPE iLO Essentials License

BD505A ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-サーバーラ
イセンス

E6U62ABE ライセンス機能の 1 年間サポート付
き HPE iLO Essentials Electronic
License

E6U59ABE ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Electronic
License

E6U61ABE ライセンス機能の 3 年間サポート付
き HPE iLO Essentials Electronic
License

E6U64ABE ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Electronic
License

iLO Advanced for BladeSystem ライセンス
Hewlett Packard Enterprise は、2019 年 1 月 31 日に、iLO Advanced for BladeSystem のライセンスと 60 日
間の無料トライアルライセンスを廃止しました。

お客様は、高度なサーバー管理のニーズのためには、iLO Advanced ライセンスについて調べることをお勧め
します。既存の iLO Advanced for BladeSystem 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、引き続きサポートを受けます。

廃止されたライセンスオプション 56

https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.332279.html
https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.332279.html


表 2: 廃止された iLO Advanced for BladeSystem ライセンスと交換部品番号

SKU 説明 交換用 SKU 交換用 SKU の説明

512489-B21 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

なし なし

512488-B21 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

512485-B21 ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-サーバーラ
イセンス

BD502A 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

BD505A ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-サーバーラ
イセンス

E6U60ABE 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

E6U59ABE ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Electronic
License

E6U63ABE 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

E6U64ABE ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Electronic
License

512490-B21 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

512486-B21 ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Flexible
Quantity License

BD503A 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

BD506A ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Flexible
Quantity License

512491-B21 ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced for
BladeSystem AKA Tracking License

512487-B21 ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced AKA Tracking
License

表は続く
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SKU 説明 交換用 SKU 交換用 SKU の説明

BD504A ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced for
BladeSystem AKA Tracking License

BD507A ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced AKA Tracking
License

BD503AAE 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

E6U64ABE ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Electronic
License

iLO Advanced Premium Security Edition ライセンス
Hewlett Packard Enterprise は、iLO 5 v1.40 のリリース日（2019 年 2 月）に有効になる iLO Advanced Premium
Security Edition ライセンスおよび 60 日間の無料トライアルライセンスを廃止しました。iLO Advanced
Premium Security Edition の機能は、Gen10 以降のサーバーの iLO 5 v1.40 以降で iLO Advanced のライセン
スに含まれています。

高度なサーバー管理のニーズがあるお客様は、iLO Advanced ライセンスについて調べることをお勧めしま
す。既存の iLO Advanced Premium Security Edition のライセンスをお持ちのお客様は、有効なサポート契約
がある限り、引き続きサポートを受けられます。お客様は引き続き同じセキュリティ機能を使用できます。

表 3: 廃止された iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスと交換部品番号

SKU 説明 交換用 SKU 交換用 SKU の説明

Q7E12AAE 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

なし なし

Q7E31A 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

512485-B21 ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-サーバーラ
イセンス

Q7E33A 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

BD505A ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-サーバーラ
イセンス

Q7E32AAE 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

E6U59ABE ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Electronic
License

Q7E34AAE 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

E6U64ABE ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Electronic
License

表は続く

廃止されたライセンスオプション 58

https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.332279.html


SKU 説明 交換用 SKU 交換用 SKU の説明

Q7E32A 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

512486-B21 ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Flexible
Quantity License

Q7E34A 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

BD506A ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced Flexible
Quantity License

Q7E35A 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

512487-B21 ライセンス機能の 1 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced AKA Tracking
License

Q7E36A 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

BD507A ライセンス機能の 3 年間
のサポート付き HPE iLO
Advanced AKA Tracking
License

iLO Scale-Out ライセンス
Hewlett Packard Enterprise は、2018 年 2 月 5 日に iLO Scale-Out ライセンスを廃止しました。

電子 SKU を使用した工場出荷時インストールのライセンス
Hewlett Packard Enterprise は、2017 年 6 月に＃0D1 オプション（工場出荷時にインストール）の電子 SKU
を廃止しました。ただし、Hewlett Packard Enterprise 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オプションを
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

iLO ライセンス機能の 3 年間のサポート付き HPE iLO
Advanced 1-サーバーライセンス
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よくある質問

サポート終了（EOL）SKU 統合計画
Hewlett Packard Enterprise 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。

Hewlett Packard Enterprise は、2019 年 1 月 31 日に iLO Essentials と iLO Advanced for BladeSystem のライ
センスを廃止しました。これらのライセンスは、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、Hewlett Packard Enterprise 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。iLO 5 v1.40 以
降では、iLO Advanced ライセンスをお持ちのお客様が iLO 5 v1.40 以降にアップグレードした場合、追加料
金なしで iLO Advanced Premium Security Edition の機能が付与されます。

概要

• iLO Advanced ライセンスをお持ちで v1.40 以降にアップグレードしたお客様には、追加料金なしでセキュ
リティ機能が付与されます。

• iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスをお持ちのお客様は、以前と同様に引き続きセキュリ
ティ機能を利用できます。

• 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（2019 年 2 月）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 1.40 iLO 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 の機能を失います。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。

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。
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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 Hewlett Packard Enterprise 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

Hewlett Packard Enterprise 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ません。Hewlett Packard Enterprise ブランドの iLO プロファイルのみが変更
されます。

iLO Advanced ライセンスを購入した後、いつ 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

iLO 5 v1.40 以降を搭載し、iLO Advanced ライセンスを持つサーバーには、変更なしまたは無償で iLO
Advanced Premium Security Edition ライセンスのすべてのセキュリティ機能が含まれています。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。iLO Web インターフェイスのライセンスタイ
プは変わりません。これは引き続き iLO Advanced として表示されます。v1.40 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 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。

iLO Advanced Premium Security Edition または 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。

「サポート終了」（EOL）ライセンスのいずれかを購入し、それ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、Hewlett Packard Enterprise が iLO ライセンスの販売を停止したり廃止したりし
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。

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

なし。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、Hewlett Packard Enterprise はいつまでそのライセン
スを尊重しますか

Hewlett Packard Enterprise 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。

よくある質問 61

http://www.hpe.com/support/iLO-LicenseMatrix-en


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 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。

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。

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

Hewlett Packard Enterprise 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、Hewlett Packard Enterprise 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。

• My HPE Software Center の Web サイトからライセンスを取得する。

• iLO 5 の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。
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• 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。

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。
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• ライセンスキーを紛失した場合は、My HPE Software Center の Web サイト（https://www.hpe.com/
software/hpesoftwarecenter）から取得できます。

• 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

• ライセンスキーの喪失

• iLO は工場出荷時デフォルト設定にリセットされます。

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

iLO 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。

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。
Hewlett Packard Enterprise のハードウェアおよびソフトウェア製品に対する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。
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SAID はどのように取得し、何に使用しますか

My HPE Software Center の Web サイト（My HPE Software Center）でライセンスを登録すると、Hewlett
Packard Enterprise からウェルカムレターとして SAID が送信されます。

図 5: SAID ウェルカムレターのサンプル

SAID を受け取ったら、My HPE Software Center Web サイト（https://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。

• Hewlett Packard Enterprise テクニカル電話サポート

• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター（http://www.hpe.com/support/hpesc）

• My HPE Software Center の Web サイト（http://www.hpe.com/downloads/software）での Hewlett
Packard Enterprise 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

• Hewlett Packard Enterprise 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。Hewlett Packard Enterprise 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。

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。
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Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library
https://www.hpe.com/info/EIL

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

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

iLO 5 Information Library

https://www.hpe.com/support/ilo-docs

iLO サポート

https://www.hpe.com/support/ilo5

iLO の役立つリンクとリソース

https://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

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

My HPE Software Center

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

iLO RESTful API および RESTful インターフェイスツール

https://www.hpe.com/support/restfulinterface/docs
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ライセンス、SAID、およびソフトウェアアップ
デートのサポート

HPE iLO ライセンスのサポート連絡先のアドレス
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。

注記: 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

SAID と HPE パスポートアカウントのリンク
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、Hewlett Packard Enterprise
ハードウェアおよびソフトウェア製品に対する Hewlett Packard Enterprise 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。

ライセンスを My HPE Software Center Web サイトに登録すると、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、My HPE Software Center Web サイト（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（https://www.hpe.com/support/hpesc）にアクセスしま
す。

2. HPE パスポートアカウントでログインします。

3. 左側のナビゲーションメニューで、契約および標準保証をクリックします。

4. サポート契約をリンクをクリックし、画面の指示に従います。

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
のソフトウェアアップデートへのアクセス

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。
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手順

1. My HPE Software Center のソフトウェアアップデートページ（http://www.hpe.com/downloads/
software）にアクセスします。

2. HPE パスポートアカウントでサインインします。

3. 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の更新
すべての iLO ライセンスのアクティブ化キーは、HPE ファウンデーションケアによる 1 年間または 3 年間
365 日無休のテクニカルサポート付きで販売されています。iLO ライセンスにより、サーバーの有効期間中、
ライセンス機能を使用する権利が付与されます。購入したライセンスの期間とは、ライセンス機能のテクニカ
ルサポートを受ける時間の長さを指します。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
け取らない場合には、Hewlett Packard Enterprise 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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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセス
します。

https://www.hpe.com/info/assistance

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

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

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにアクセ
スするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソ
フトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

https://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

https://www.hpe.com/support/downloads
My HPE Software Center

https://www.hpe.com/software/hpesoftwarecenter

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

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

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials ページに移
動します。
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https://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアク
セスするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセッ
トアップしておく必要があります。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモー
トサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速か
つ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてくだ
さい。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE データセンターケアサービス

http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

https://www.hpe.com/jp/ja/services/proactive-care-central.html

保証情報
ご使用の製品の保証情報を確認するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

https://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

https://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品

https://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

https://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

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

https://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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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。

https://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについて
は、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報
については、次を参照してください。

https://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメ
ントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございました
ら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。このメールには、ド
キュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載くださ
い。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの版数、
およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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