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HPE OneView について
この部では、HPE OneView と、そのデータセンターリソース用のモデルについて説明し、本書とアプラ
イアンスのオンラインヘルプで使用している用語と概念を示します。

HPE OneView について
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HPE OneView のハイライト
HPE OneView は、コンポーザブルインフラストラクチャ環境用に設計された単一の統合プラットフォー
ムであり、アプライアンスとしてパッケージ化されています。HPE OneView により、物理インフラスト
ラクチャのライフサイクル全体を管理する Software Defined アプローチを実現します。
HPE OneView についての詳細は、次のリストからトピックを選択します。
• HPE Synergy コンポーザブルインフラストラクチャ
• コンポーザブルインフラストラクチャ管理を実現する HPE OneView
• ハイパーバイザーのクラスターの展開と管理
• プロビジョニング機能
• ネットワーク機能
• ファームウェアと構成変更の管理機能
• 環境の監視と問題への対応
• バックアップ機能とリストア機能
• セキュリティ機能
• 高可用性機能
• チュートリアルとガイド付きセットアップ
• グラフィカルインターフェイスとプログラムインターフェイス
• 他の管理ソフトウェアとの統合
• オープンな統合
• HPE Synergy イメージストリーマー

HPE Synergy コンポーザブルインフラストラクチャ
HPE OneView を使用すると、ハードウェアのライフサイクル全体にわたって HPE Synergy システムを管
理することができます。HPE OneView は、HPE Synergy などのコンポーザブルインフラストラクチャ内
で従来（操作駆動）および次世代（アプリケーション駆動）のワークロードを管理できるよう設計されて
います。コンポーザブルインフラストラクチャは、以下の設計原則に基づいています。
• ハードウェアおよび管理ソフトウェアが 1 つに
• リソースの流動的なプール
• ソフトウェア定義のインテリジェンス
• 統合された API
ハードウェアおよび管理ソフトウェアが 1 つに
HPE Synergy 12000 フレームには、HPE OneView をホストする HPE Synergy コンポーザーと呼ばれる
管理アプライアンスが含まれています。サーバー（コンピュートモジュール）、ストレージ、ネットワー
キング（ファブリック）および管理アプライアンス（HPE Synergy イメージストリーマーなど）を簡単に
差し込むことができ、自動的に検出されます。
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エンクロージャー（Synergy フレーム）は、専用の管理ネットワークを形成するフレームのグループとし
て接続できます。1 つの Synergy コンポーザー上にある 1 つの HPE OneView インスタンスで、フレーム
のグループ全体を管理できます。追加の Synergy コンポーザーで、高可用性の管理を提供することができ
ます。
リソースの流動的なプール
HPE Synergy は、仮想化されたサーバー、ストレージ、および HPE Synergy フレーム内の物理コンポー
ネントから派生したネットワークを含む 1 つのインフラストラクチャを提供します。同一のハードウェ
アは特定のワークロードをサポートするためにテンプレートから構成および再構成できます。リソース
の流動的なプールにより、インフラストラクチャを各ワークロードのニーズを満たす適切な量の演算、ス
トレージ、および接続に正確に調整できます。
ソフトウェア定義のインテリジェンス
HPE Synergy には、検出、自動インテグレーション、自己保護、自己統合、自己診断機能を提供する組み
込み型ソフトウェア定義のインテリジェンス（HPE OneView）が含まれています。HPE OneView は、
サーバー、ストレージ、およびネットワークのプロビジョニングおよび更新にテンプレートを使用した方
法を取ることによって、インフラストラクチャ管理を自動化します。
統合された API
統合された RESTful API では、動作および構成の変更を簡単に自動化でき、開発者はインフラストラク
チャを簡素化されたコードで管理できます。統合された API は、コンポーザブルインフラストラクチャを
検出、検索、インベントリ作成、構成、プロビジョニング、アップデート、および診断する 1 つのイン
ターフェイスを提供します。たとえば、1 行のコードで、アプリケーションに必要なインフラストラク
チャを完全に説明およびプロビジョニングでき、時間がかかるスクリプティングを排除できます。

コンポーザブルインフラストラクチャ管理を実現する HPE
OneView
連携性、生産性、および信頼性を高めるよう最適化された HPE OneView は、サーバー、ネットワーク、
ソフトウェア、電源、冷却、ストレージなど、エンタープライズ IT の複雑な側面を容易かつ一元的に管
理できるライフサイクル管理を提供することを目的として設計されています。
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• サーバーは、サーバープロファイルおよびサーバープロファイルのテンプレートを使用して表され、
管理されます。
• ネットワーキングは、データセンターのサーバーをプロビジョニングおよび管理するうえで欠かせな
い要素です。
• 管理ソフトウェアは、HPE OneView と統合されシームレスに動作します。さらに、他のマネジメント
アプライアンス（HPE Synergy イメージストリーマー）は、マネジメントアプライアンスモジュール
でコンポーザブルインフラストラクチャに追加できます。
• 電力、冷却、スペースプランニングでは、HPE OneView によって管理されない機器を含む、データセ
ンター全体のすべての機器を考慮する必要があります。HPE OneView では、データセンターの電力と
冷却の情報が 1 つのインターフェイスビューに統合されています。
• ストレージのプロビジョニングで自動ゾーニングが使用できます。
• ストレージデバイスは、以下のいずれかのネットワーク接続プロトコルを使用して、エンクロージャー
に接続されます。
◦ ファイバーチャネルファブリック接続（SAN スイッチ）
◦ ファイバーチャネルダイレクトアタッチ（フラット SAN）
◦ Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
◦ Internet Small Computer System Interface (iSCSI)

プロビジョニング機能
ハードウェアをプロビジョニングし、リソースを管理対象にするには、次の機能があります。
• リソーステンプレート、グループ、およびセット
• サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレート
• サーバーハードウェアの自動検出
• オペレーティングシステムの展開
• ストレージのプロビジョニングと管理

リソーステンプレート、グループ、およびセット
HPE OneView のテンプレートを使用した方法では、以下のことができます。
• 特定の環境に対するサーバーとネットワーキングの構成を定義できます。
• 展開するサーバーごとに対応しなくても、複数のサーバーを迅速かつ一貫性のある方法でプロビジョ
ニングできます。
• データセンター全体に構成変更を簡単に配布できます。
HPE OneView は、スケーラブルな、物理および論理リソースの初期構成から進行中の監視やメンテナン
スまでのライフサイクル全体に焦点を当てたリソース重視のソリューションです。
• 物理リソース
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サーバーハードウェア、インターコネクト、トップオブラックスイッチ、エンクロージャー、ドライ
ブエンクロージャー、ストレージシステム、およびラックなど、触れることができるオブジェクトで
す。
• 論理リソース
テンプレートまたは構成されているリソースを表す仮想オブジェクトです。
論理リソースには、さまざまなワークロードの要件を満たすために専門技術者が定義するテンプレー
トがあります。これらのテンプレートは、迅速かつ一貫性のある構成を実現するために物理リソース
に繰り返し適用できます。一部の例として、サーバープロファイルのテンプレート、論理インターコ
ネクトグループ、エンクロージャーグループ、およびボリュームテンプレートがあります。
その他の論理リソースは、ご使用の環境で必要に応じた動作をするように構成されている物理リソー
スを表します。これらのリソースは、実際にワークロードを実行します。一部の例には、サーバープ
ロファイル、論理インターコネクト、論理エンクロージャー、およびボリュームが含まれます。

サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレート
サーバープロファイルおよびサーバープロファイルテンプレートにより、ベストプラクティスに従って迅
速かつ一貫性のある方法でハードウェアをプロビジョニングすることができます。独自のベストプラク
ティス構成をサーバープロファイルテンプレートに保存してから、そのサーバープロファイルテンプレー
トを使用して、サーバープロファイルを展開します。既存のサーバープロファイルからサーバープロファ
イルテンプレートを作成することもできます。
サーバープロファイルは、以下を含む 1 つの場所でのサーバー構成の主要要素をキャプチャーします。
• ファームウェア更新の選択とスケジューリング
• OS 展開設定
• BIOS 設定
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• iLO 設定
• ローカル RAID 構成
• ネットワーク接続
• ブート順序構成
• ローカルストレージおよび SAN ストレージ
• 固有 ID
同様のハードウェアが検出されていれば、サーバープロファイルは、サーバーが到着する前に技術担当者
がサーバーの構成を指定することを可能にします。サーバーハードウェアを設置すると、管理者は、迅速
に新しいサーバーを管理下に置くことができます。
たとえば、BIOS 設定、ネットワーク接続、ブート順序などのすべての構成要素が指定されているテンプ
レートから未割り当てのサーバープロファイルを作成して、特定の種類のサーバーハードウェア用として
使用できます。サーバーをエンクロージャーベイに設置する前に、以下のいずれかの操作を実行できま
す。
• サーバーが最終的に存在するエンクロージャー内の空のベイに、サーバープロファイルを作成時に割
り当てます。
• 未割り当てのプロファイルを作成し、ハードウェアが到着したらそれを割り当てます。
サーバープロファイルは、現在割り当てられているサーバーハードウェアから同じタイプの別のサーバー
ハードウェアに移動することができます。別のサーバーハードウェアにサーバープロファイルを移動す
ると、新しくプロファイルが割り当てられたサーバーハードウェアにプロファイル構成が適用されます。
両方のサーバータイプが一致する場合は、別のサーバーにサーバープロファイルをコピーできます。上段
のベイ内にあるサーバーか、下段のベイ内にあるサーバーかについて制限はありません。プロファイルを
異なるエンクロージャー内のサーバーに移動すると、失敗します。
注記: HPE OneView は、JBOD を持つプロファイルの別のエンクロージャーへの移動をサポートしませ
ん。
事前プロビジョニングのためのネットワークを割り当てることなく、サーバープロファイル接続を作成で
きます。
サーバープロファイルの動作は制御することができます。たとえば、サーバープロファイルを空のベイに
割り当てることができ、適切なサーバーがそのベイに挿入されるとサーバープロファイルが自動的にサー
バーハードウェアに適用されます。サーバープロファイルを特定のサーバーに関連付けると、別のタイプ
のサーバーが誤ってベイに設置された場合に、プロファイルが適用されることを防ぐことができます。

サーバーハードウェアの自動検出
HPE Synergy エンクロージャー（フレーム）はサーバーハードウェアおよびインターコネクトを含んで自
動的に検出され、監視対象エンクロージャーとして HPE OneView に取り込まれます。HPE Synergy フ
レームが正しくインストールされていることを確認した後、論理エンクロージャーを作成することによ
り、フレームが HPE OneView によって管理できるようになります。

オペレーティングシステムの展開
サーバープロファイルとエンクロージャーグループを使用すると、オペレーティングシステムを展開する
ためにベアメタルサーバーを準備する作業が簡単になります。
たとえば、次のような展開ツールとサーバープロファイルを組み合わせて使用できます。
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• HPE OneView for VMware vCenter Auto Deploy ― ベアメタルからハイパーバイザーを展開し、ハイ
パーバイザーを既存のクラスターに自動的に追加する。
• ストレージのプロビジョニングおよびオペレーティングシステムの展開をブートおよび実行する HPE
Synergy イメージストリーマー

ストレージのプロビジョニングと管理
HPE OneView は、自動化されたポリシーベースのサポートされているストレージリソースのプロビジョ
ニングを提供します。新規または既存のストレージインフラストラクチャを管理できるように完全に
サーバープロファイルと統合されます。HPE OneView では、ストレージシステムおよびストレージプー
ルを表示および管理できます。既存のボリュームを追加したりボリュームを作成したりして、同じ構成で
複数のボリュームをプロビジョニングするためのボリュームテンプレートを作成することができます。
HPE OneView は、サーバーにボリュームを接続することにより、ファイバーチャネルファブリックアタッ
チ（SAN スイッチ）、ファイバーチャネルダイレクトアタッチ（フラット SAN）、または Internet Small
Computer System Interface（iSCSI）SAN データパスを構成することができます。ファイバーチャネル
SAN は、SAN と対話する SAN マネージャーを追加することにより、自動ゾーニングで非管理、監視対
象、および管理対象となります。
ストレージシステムは、ネットワークに関連付けられ、アプライアンスに追加されます。ストレージプー
ルがストレージシステムに追加され、ストレージボリュームがストレージプールに追加されます。その
後、ストレージボリュームをサーバープロファイルに関連付けることができます。
自動ゾーニングと接続の自動検出を有効にするには、SAN を次のネットワーク接続プロトコルのいずれ
かに関連付けることができます。
• ファイバーチャネルファブリック接続（SAN スイッチ）
• ファイバーチャネルダイレクトアタッチ（フラット SAN）
• Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
サポートされているストレージの自動機能
自動ストレージプロビジョニング
サポートされたストレージシステムと既存のストレージプールをインポートすると、HPE OneView はボ
リュームを迅速に作成できます。
自動 SAN ゾーニング
HPE OneView はサーバープロファイルのボリュームアタッチメントの SAN ゾーニングを自動的に管理
します。
ポートグループの自動割り当て
ボリュームアタッチメント用のポートは、プロファイルの数が最も少ないポートグループから取得されま
す。これにより、データトラフィックに追加の冗長性とロードバランシングが提供されます。詳しくは、
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ の「ポートグループの自動割り当て」を参照してください。
サーバープロファイルを介したストレージの統合
プライベートボリュームを新規作成し、サーバープロファイルにボリュームアタッチメントを追加するこ
とで、サーバーハードウェアがアクセスできるようにします。
サーバープロファイルにボリュームアタッチメントを追加することで、既存のプライベートまたは共有ボ
リュームにサーバーハードウェアがアクセスできるようにします。
HPE OneView はサーバープロファイルと SAN の間の接続ステータスを追跡します。
サーバープロファイルまたはサーバープロファイルテンプレートで指定された SAN ブート（BFS）の構
成では、プライマリ/セカンダリ割り当ておよびストレージシステムターゲットポートの選択により SAN
およびストレージシステムターゲット全体で均等に負荷分散することができます。
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ボリューム管理
HPE OneView を使用してボリュームのライフサイクル全体を管理します。HPE OneView を使用して既
存のボリュームの追加、ボリュームの作成、ボリュームの拡張、スナップショットの生成の構成、および
ボリュームの取り外しまたは削除を行うことができます。
ボリュームテンプレートを使用して、ストレージボリュームの標準構成を定義できます。ボリュームテン
プレートを使用すると、どの構成設定をロックするかを選択して、ボリュームテンプレートから作成され
たボリューム上での変更を防ぐこともできます。
ボリューム設定は、ボリュームテンプレート、ボリューム、サーバープロファイル、およびサーバープロ
ファイルテンプレートで管理できます。
HPE 3PAR StoreServ Storage および HPE Primera では、ボリュームのスナップショットを作成したり、
スナップショットからボリュームを作成したり、HPE OneView を使用してボリュームをスナップショッ
トにリストアしたりすることもできます。
ゾーニングのポリシー
HPE OneView では、管理対象の SAN のゾーニングのポリシーを設定することができます。 1 つのイニ
シエーターまたはすべてのターゲット、1 つのイニシエーターまたは 1 つのストレージシステム、あるい
は 1 つのイニシエーターまたは 1 つのターゲットを選択できます。
ゾーンの名前指定とエイリアス
HPE OneView は、ユーザーがゾーン名を完全に制御できるようにするためにルールベースのゾーンの名
前指定を使用します。ゾーンの名前指定を使用して、HPE OneView で自動ゾーニングプロセス中に使用
される現在の命名構造を組み込むことができます。
HPE OneView では、イニシエーター、ターゲット、およびターゲットグループに関して、WWPN の代わ
りにエイリアスを作成できます。

HPE Nimble ストレージシステム
Nimble ストレージシステムは、1〜4 つのストレージアレイのグループで構成されています。ストレージ
プールはアレイごとに構成されます。各アレイには、コントローラーのペア（アクティブコントローラー
とスタンバイコントローラー）があります。各コントローラーには通常 4〜12 個のポートがあり、スト
レージボリュームはすべてのアクティブポートで使用可能です。フェイルオーバーは、個々のポートレベ
ルではなく、コントローラーレベルで発生します。
iSCSI 検出およびデータアクセス IP アドレスは、特定のコントローラーまたはポートに関連付けられてい
ません。ファイバーチャネルアクセスの場合、適切な冗長性を確保するため（コントローラーのフェイル
オーバーが発生した場合）と、プール（コントローラーペア）間を移動するボリュームをサポートするた
めに、各アクティブコントローラーとスタンバイコントローラーの少なくとも 1 つのポートに SAN ゾー
ンまたはネットワークを構成します。Nimble ストレージシステムでは、SAN が Fibre Channel over
Ethernet（FCoE）を使用して構成されている場合、Nimble ポートはファイバーチャネルを使用して構成
されます。
HPE OneView は、サーバーを起動するためのターゲットポートのペアを 1 つだけプロビジョニングでき
ます。したがって、Hewlett Packard Enterprise は、ファイバーチャネル接続を構成する際には、シング
ルアレイストレージシステムグループのみを使用することをお勧めします。適切なフェイルオーバー冗
長性のために 4 つのターゲットポートを必要とするデュアルアレイストレージシステムグループは、ブー
トボリュームを正しくサポートできません。
データボリュームアタッチメントパスには多数のターゲットポートを設定できますが、通常、Nimble ス
トレージシステムは、パスネットワークを介してすべてのターゲットへのアクセスを可能にするのではな
く、HPE OneView でポートグループをターゲットポートの最小セットに自動的に割り当てるように設定
します（ストレージシステムグループの各コントローラーに 1 ポート）。
NimbleOS 5.1.x 以降では、HPE Nimble Storage iSCSI アレイ上の iSCSI Group Scoped Targe（GST）を
サポートしています。GST によって、構成と管理に必要な個々のホスト接続の数が減り、時間の節約に
なります。たとえば、Volume Scoped Target（VST）では、4 つの iSCSI ボリュームをホストに接続する
場合、各ターゲットを個別にホストに接続します。GST では、同じ 4 つのボリュームを接続するときに、
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1 つのターゲットに接続します。HPE OneView は、両方のタイプのボリュームアタッチメントをサポー
トしています。すべての VST ボリュームアタッチメントで LUN は 0 ですが、すべての GST ボリューム
アタッチメントには、自動または手動で指定された一意の LUN 値が割り当てられています。

HPE Primera ストレージシステム
HPE Primera は、アクティブ/アクティブのクラスター化システムを形成する複数のノードまたはコント
ローラーで構成されるエンタープライズクラスのストレージシステムです。ストレージシステムは、サー
バーにブロックストレージデータを提供します。HPE Primera は、最適なパフォーマンス、高い耐障害
性、および高可用性を提供します。
HPE Primera は、いくつかのストレージプロトコルと SAN トランスポートを使用して、サーバーにデー
タを提供し、ストレージプール内のボリュームにデータを整理します。HPE Primera は、以下のような多
くの容量削減テクノロジーを使用して、バックアップ物理ストレージ上のデータを仮想化します。
• シンプロビジョニング
• 重複排除
• 圧縮
• スナップショットまたはクローンコピーの使用
共通プロビジョニンググループ（CPG）などのストレージプールは、すべてのコントローラーノードにま
たがってアレイ上に作成されます。任意のプール上に作成されたボリュームには、任意のノード上の任意
のポートを介してアクセスできます。
詳細情報
HPE Primera のドキュメント

ネットワーク機能
HPE OneView にはネットワーキング機能があり、サーバーハードウェアのネットワーキングリソースの
プロビジョニングを効率化したり、ファームウェアアップデートなどの HPE Virtual Connect インターコ
ネクトモジュールに対する構成変更を管理したりできます。
サポートされるネットワーク
HPE Virtual Connect インターコネクトモジュールでは、以下の種類のデータセンターネットワークをサ
ポートしています。
• データネットワークの場合はイーサーネット（タグ付き、タグなし、またはトンネルネットワークを
含む）
• HPE 3PAR StoreServ、Nimble ストレージシステム、HPE Primera に接続されているファイバーチャ
ネルファブリックアタッチ（SAN スイッチ）およびファイバーチャネルダイレクトアタッチ（フラッ
ト SAN）ネットワーク。
• 専用の Ethernet VLAN を介してストレージトラフィックが伝送される、ストレージネットワーク用の
Fibre Channel over Ethernet（FCoE）。
FCoE SAN ネットワークは、HPE Primera や HPE 3PAR StoreServ などのストレージシステムでサ
ポートされています。FCoE ネットワークは FCoE-FC SAN の一部として構成することができ、FC
ファブリックが HPE Primera、HPE 3PAR、または Nimble ストレージシステムに接続されます。
追加のネットワークリソース
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• 論理インターコネクト
• 論理インターコネクトグループ
• ネットワークセット
ネットワークリソースは、Smart Link、リンクレイヤー検出プロトコル（LLDP）タギング、Link Aggregation
Control Protocol（LACP）、ループおよび休止フラッド保護、簡易ネットワーク管理プロトコル
（SNMPv3）トラップ監視などの HPE OneView の機能をサポートしています。

ファームウェアと構成変更の管理機能
簡単なファームウェア管理
HPE OneView では、迅速かつ信頼性の高い方法でアプライアンス全体のファームウェアを簡単に管理で
きます。
リソースを管理対象のアプライアンスに追加すると、アプライアンスは、リソースのファームウェアをア
プライアンスに必要な最小バージョンに自動的にアップデートします。自動アップデートを実行するに
は、ファームウェアバンドルをアプライアンスにアップロードする必要があります。
Synergy フレームとそこに含まれるコンポーネントのファームウェアアップデートは、システム停止を最
小限に抑えて行うことができます。サーバーファームウェアとドライバーのアップデートをステージン
グし、メンテナンス期間中にアクティブ化することも、その日以降の特定の日時にスケジュールすること
もできます。
Service Pack for ProLiant（SPP）とも呼ばれるファームウェアバンドルは、ファームウェア、ドライ
バー、およびユーティリティを含むテスト済みのアップデートパッケージです。ファームウェアバンドル
を使用すると、管理対象サーバーおよびインフラストラクチャ（エンクロージャーおよびインターコネク
ト）のファームウェアをアップデートできます。
アプライアンス上のファームウェアレポジトリにより、SPP ファームウェアバンドルをアップロードし、
ベストプラクティスに従ってそれを環境に展開できます。たとえば、以下の操作を実行できます。
• ファームウェアレポジトリに保存されているファームウェアバンドルのバージョンと内容を表示でき
ます。
• サーバーハードウェアページから、サポートされるハードウェアにインストールされているファーム
ウェアのバージョンを表示します。
• サーバープロファイルなどの管理対象リソース、またはリソースのグループ（論理インターコネクト
のすべてのインターコネクトなど）に対して、ファームウェアのベースライン（ファームウェアバー
ジョンの必須の状態）を設定できます。
• 管理対象リソースがファームウェアのベースラインに適合していない場合は、それを検出できます。
• ファームウェアの互換性についてレポートします。
• 論理エンクロージャー全体のファームウェアをアップデートできます。
• 各リソース、または論理インターコネクトグループのようなリソースグループのファームウェアを
アップデートできます。1
• OS ドライバーとファームウェアをアップデートできます。
• ファームウェアバンドルをレポジトリから削除できます。

1

エンクロージャーグループにはファームウェアのベースラインが含まれていません。そのため、エンクロー
ジャーファームウェアのアップデートは、論理エンクロージャー構成を通して管理されます。
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外部で管理される追加の HTTP/HTTPS Web サーバーを、外部レポジトリとしてアプライアンスに追加で
きます。それはユーザー管理 HTTP/HTTPS Web サーバーになります。特定のディレクトリにファーム
ウェアバンドルをアップロードし、HTTP/HTTPS サーバーを HPE OneView に登録できます。この機能
は、Apache HTTPD や IIS などの WEBDAV 対応 Web サーバーでサポートされます。
統合アクティブ化オプションを選択した VMware ESXi システムでは、ハイパーバイザークラスターが中
断することなくアップデートされます。論理エンクロージャーに 1 つ以上のハイパーバイザープロファ
イルが含まれている場合は、アップデート前に、各ハイパーバイザーが順次メンテナンスモードに入りま
す。ハイパーバイザーがメンテナンスモードに入り、ファームウェアアップデートを実施して、メンテナ
ンスモードから戻るまでに、最大で 90 分かかることがあります。
Hewlett Packard Enterprise では、HPE Synergy Custom SPP の主要リリースの間にコンポーネントの
ホットフィックスをリリースすることがあります。Hewlett Packard Enterprise は、ホットフィックスが
入手可能であることを通知し、そのホットフィックスが適用される Custom SPP リリースの詳細情報を提
供します。HPE OneView でホットフィックスを適用するには、さまざまな方法があります。
詳細情報
• Microsoft Windows での Web ベースの外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成
• Linux での HTTPS Web サーバーのインストールと構成
• HPE OneView for HPE Synergy Firmware and Driver Update Guide

簡単な構成変更の管理
テンプレートおよびグループにより、アプライアンス全体に構成変更を簡単に配布できます。以下に例を
示します。
• 1 つの変更をグループまたはテンプレートに加えることで、複数の複雑な変更をシンプルにします。そ
の後、グループの各メンバーに対して 1 回の操作で構成をアップデートし、グループの構成を一致さ
せることができます。
• アプライアンスは、リソースが現在のテンプレートまたはグループの基準に適合していないことを検
出すると、それを通知します。リソースの構成をアップデートする場合は、ユーザーが制御します。
• 論理インターコネクト設定は、論理エンクロージャー内のすべてのインターコネクトが互換性のある
ファームウェアを持っていることを確認するために、物理インターコネクトのファームウェアを管理
します。

Smart Update Tool の機能
Smart Update Tool（SUT）は、iLO 4（Gen9 サーバー）および iLO 5（Gen10 以降のサーバー）と併用す
るオペレーティングシステムのユーティリティです。SUT を使用すると、管理者はオンラインでファーム
ウェアおよびドライバーのアップデートを実行することができます。SUT は、HPE OneView に新しい要
求に対するポーリングを 5 分間隔で行い、これらの要求を処理し、HPE OneView ステータスを提供しま
す。HPE OneView は、サーバープロファイルページのファームウェアセクションに進行状況を投稿しま
す。SUT は、正しい順序でアップデートをインストールし、アップデートの開始前にすべての依存関係に
適合していることを確認します。適合しない依存関係がある場合、SUT はインストールを防ぎ、依存関係
が原因でインストールを続行できないことを HPE OneView 管理者に通知します。
詳細については、HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスを参照してください。
主な機能：
• ドライバー、ソフトウェア、およびファームウェアのアップデートの組み合わせ
• SUT から受信したステータスに基づいた、HPE OneView ダッシュボードのコンプライアンスレポート
• アクティベーションに必要な再起動回数を最小限に抑えることによる、アップタイムの最大化
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• メンテナンス期間中に 1 回の再起動でファームウェアとドライバーの両方のアップデートを有効化で
きるように、実際のメンテナンス期間以外の時間にファームウェアのステージングと開発のタスクを
実行する機能
• 複数のユーザーの役割：
◦ サーバープロファイルでファームウェアオプションを使用して必須の状態を定義する HPE
OneView ソフトウェア管理者。
◦ SUT を使用して、サーバー上のファームウェアおよびソフトウェアをアップデートする SUT の管
理者。
• 手動による制御と、さまざまなレベルの自動化：
◦ 要求に応じたアップデートまたは手動によるアップデート
◦ 半自動（ステージングが自動、またはステージングとインストールが自動）
◦ スケジュールに基づくアップデート
◦ 完全な自動アップデート
注記: SUT が正しく機能するには、iLO 4 ファームウェアバージョン 2.31 以降、または iLO 5 ファー
ムウェアバージョン 1.10 以降を使用してください。HPE OneView は、サーバーファームウェアを
管理します。HPE OneView が iLO ファームウェアを自動的にアップデートします。ただし、SPP
2016.10.0 以降が HPE OneView レポジトリで使用可能であり、SUT を実行できることが条件とな
ります。

Microsoft Windows での Web ベースの外部ファームウェアレポジトリのインス
トールと構成
外部で管理される HTTP/HTTPS Web サーバーを、ファームウェアレポジトリとしてアプライアンスに追
加できます。それはユーザー管理 HTTP/HTTPS Web サーバーになります。特定の仮想ディレクトリに
ファームウェアバンドルをアップロードし、HTTP/HTTPS サーバーを HPE OneView に登録できます。仮
想ディレクトリとは、インターネットインフォメーションサービス（IIS）で指定して、ローカルまたはリ
モートサーバーの物理ディレクトリにマッピングするディレクトリ名のことです。このディレクトリ名
はアプリケーションの URL の一部に組み込まれます。これにより、物理ディレクトリの内容（Web ペー
ジ、追加ディレクトリおよびファイルのリストなど）にアクセスするための URL を Web ブラウザーから
要求できるようになります。この機能は、Linux および Windows システムでサポートされます。
注記:
• IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスの両方を使用して設定された外部 Web サーバーを HPE OneView
に追加できます。IPv6 アドレスの場合は、静的アドレスタイプまたは DHCP アドレスタイプのいずれ
かを使用して構成できます。
例：
◦ IPv4 アドレス：192.168.12.0
◦ IPv6 アドレス：[2001:db8::]
• HPE OneView が、HTTP/HTTPS プロトコルを使用して外部レポジトリの IP アドレスと通信する場合
にのみ、アプライアンスと外部ファームウェアレポジトリをさまざまなサブネットの一部にすること
ができます。接続が高レイテンシにならないようにしてください。
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Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 での IIS Web サー
バーのインストール
前提条件
Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 がシステムにインストー
ルされている。
手順
1.

オペレーティングシステムのスタートメニューでサーバーマネージャーを選択します。

2.

ナビゲーションペインでダッシュボードを選択して、役割と機能の追加をクリックします。

3. 「はじめる前に」ページを読んで、OK をクリックします。
4.

インストールの種類ページで、役割ベースまたは機能ベースのインストールを選択して次へをクリッ
クします。

5.

サーバー選択ページで、お使いのサーバーを選択して OK をクリックします。

6.

サーバーの役割ウィンドウで Web サーバー（IIS）を選択します。役割と機能の追加ウィザードが表
示されます。

7.

機能の追加をクリックします。

8.

Web サーバーの役割（IIS）ページで次へをクリックします。

9.

役割サービスページで次へをクリックします。
注記: 役割サービスページのデフォルト設定は変更しないでください。

10. インストールオプションの確認ページでインストールをクリックします。
11. インストールの進行状況ページで、インストールが正常に完了したことを確認して、閉じるをクリッ
クします。
12. Web サーバーが正しくインストールされたことを確認するには、ブラウザーを起動して、Web サー
バーの IP アドレスをアドレスバーに入力し、先頭に http://を追加します。

Windows 8 および Windows 10 での IIS マネージャーのインストール
前提条件
Windows 8 または Windows 10 がインストール済みである。
手順
1. オペレーティングシステムのスタートメニューをクリックして、コントロールパネルを選択します。
2. プログラムをクリックし、Windows の機能の有効化または無効化をクリックします。
3. Windows の機能ウィンドウで、インターネットインフォメーションサービスを選択してから、World
Wide Web サービスを展開します。
4. HTTP 共通機能を展開して、静的なコンテンツ機能を選択します。
5. インターネットインフォメーションサービスでインターネットインフォメーションサービス（IIS）マ
ネージャーを選択し、Web 管理ツールを展開して IIS 管理コンソールを選択します。
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6. OK をクリックします。
7. Web サーバーが正しくインストールされたことを確認するには、ブラウザーを起動して、Web サー
バーの IP アドレスをアドレスバーに入力し、先頭に http://を追加します。

IIS マネージャーを開く
IIS マネージャーのインストールが完了したら、IIS マネージャーを開いて設定し、使用することができま
す。
手順
1. オペレーティングシステムのスタートメニューからコントロールパネルを選択します。
2. 以下のいずれかを実行します。
• Windows Vista®または Windows Server® 2008 をお使いの場合は、システムとメンテナンスをク
リックして、管理ツールを選択します。
• Windows® 8、Windows 10、または Windows Server® 2008 R2 をお使いの場合は、システムとセ
キュリティをクリックして、管理ツールを選択します。
3. 管理ツールウィンドウで、インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーをダブル
クリックして IIS マネージャーを開きます。

Windows での IIS Web サーバーの構成
手順
1. IIS マネージャーを開きます。
2. デフォルトの Web サイトを右クリックして仮想ディレクトリの追加を選択します。
3. 仮想ディレクトリのエイリアスと物理パスを入力して、OK をクリックします。
注記: 仮想ディレクトリの名前に特殊文字が含まれている場合は、HPE OneView でディレクトリのプ
ロパティを編集するときに、仮想ディレクトリの名前にいくつかの文字が追加されて表示されること
があります。
4. ディレクトリの参照をダブルクリックして、アクションペインの有効タブをクリックします。
仮想ディレクトリの内容を表示するには、ディレクトリの参照を有効にします。ディレクトリの参照
を有効にすると、ブラウザーを開いて https://{Web サーバーの IP}/{仮想ディレクトリの名前}を入力す
ることにより、ディレクトリの内容を表示できます。
詳細情報
IIS マネージャーを開く

認証の構成
手順
1. Microsoft Windows 2008 Server、Windows 2012 Server、または Windows 2012 r2 Server をお使
いの場合は、以下の手順を実行します。
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a. オペレーティングシステムのスタートメニューでサーバーマネージャーをクリックします。
b. ナビゲーションペインでダッシュボードを選択して、役割と機能の追加をクリックします。
c. サーバーの役割の選択ウィンドウで Web サーバー（IIS）を選択して展開し、Web サーバーを選択
します。
d. Web サーバーでセキュリティを展開して、基本認証を選択します。
e. 次へをクリックします。
f. 機能の選択ページで次へをクリックします。
g. インストールをクリックします。
2. Microsoft Windows 8 または 10 をお使いの場合は、以下の手順を実行します。
a. オペレーティングシステムのスタートメニューからコントロールパネルを選択します。
b. プログラムをクリックし、Windows の機能の有効化または無効化をクリックします。
c. Windows の機能ウィンドウで、インターネットインフォメーションサービスを選択してから、
World Wide Web サービスを展開します。
d. セキュリティを選択して展開し、基本認証を選択します。
e. OK をクリックします。
3. Web サーバーの基本認証を有効にするには、以下の手順を実行します。
a. IIS マネージャーを開きます。
b. 仮想ディレクトリの機能ビューで認証タブをダブルクリックします。
c. 認証画面で匿名認証をクリックします。
d. 匿名認証を無効にするには、アクションペインで無効をクリックします。
デフォルトで匿名認証は有効になっています。
e. 認証ページで基本認証をクリックします。
f. 基本認証を有効にするには、アクションペインで有効をクリックします。
デフォルトで、基本認証は無効になっています。
g. IIS マネージャーを再起動します。
4. Web サーバーの匿名認証を有効にするには、以下の手順を実行します。
匿名認証を有効にするには、まず前述の他の認証メカニズムをすべて無効にする必要があります。
a. WebDav オーサリング規則をダブルクリックします。
b. アクションペインで WebDav 設定をクリックします。
c. プロパティの動作セクションで以下を実行します。
• 匿名プロパティの照会を許可を True に設定します。
• 無限の深さのプロパティの照会を許可を True に設定します。
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匿名プロパティの照会を許可と無限の深さのプロパティの照会を許可のデフォルト設定は False
です。
詳細情報
IIS マネージャーを開く

WebDAV をインストールして有効にする
前提条件
Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、または Windows Server 2012 用の WebDAV Redirector
がインストールされている必要があります。WebDAV Redirector は、Windows Vista、Windows 8、およ
び Windows 10 ではすでにインストールされています。
手順
1. Microsoft Windows 2008 Server、Windows 2012 Server、または Windows 2012 r2 Server をお使
いの場合は、以下の手順を実行します。
a. オペレーティングシステムのスタートメニューでサーバーマネージャーをクリックします。
b. ナビゲーションペインでダッシュボードを選択して、役割と機能の追加をクリックします。
c. サーバーの役割ウィンドウで Web サーバー（IIS）を選択して展開します。
d. Web サーバーを選択して展開し、HTTP 共通機能を選択してから WebDAV 発行を選択します。
e. 次へをクリックして、インストールをクリックします。
2. Microsoft Windows 8 または 10 をお使いの場合は、以下の手順を実行します。
a. オペレーティングシステムのスタートメニューからコントロールパネルを選択します。
b. プログラムをクリックし、Windows の機能の有効化または無効化をクリックします。
c. Windows の機能ウィンドウで、インターネットインフォメーションサービスを選択してから、
World Wide Web サービスを展開します。
d. HTTP 共通機能を選択して展開し、WebDAV 発行を選択します。
e. OK をクリックします。
3. IIS マネージャーを開きます。
4. 仮想ディレクトリを選択します。機能ビューで WebDAV オーサリング規則をダブルクリックします。
5. 仮想ディレクトリの機能ビューで WebDAV の有効化をクリックします。
6. WebDAV 設定をクリックします。
7. 匿名アクセスを有効にしてある場合は、匿名プロパティの照会を許可に対して True を選択して、適用
をクリックします。
8. WebDAV アクセスを許可するディレクトリまたは仮想ディレクトリを選択して、WebDAV オーサリン
グ規則をダブルクリックします。
9. オーサリング規則の追加をクリックして、以下の条件を設定します。
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a. 全コンテンツタイプに規則を適用することを指定するには、すべてのコンテンツをクリックします。
b. すべてのユーザーまたは指定されたユーザーを選択して、ユーザー名として「administrator」
と入力します。
c. アクセス許可セクションで読み取り、ソース、書き込みを選択します。
d. OK をクリックします。
HPE OneView への Web サーバーの追加は、IIS マネージャーで WebDAV のインストールと構成が
完了した後で行うことができます。WebDAV がマウントされている場所の完全なパスを Web サー
バーアドレスとして HPE OneView に入力します。HPE OneView に対する外部レポジトリの追加、
編集、または削除について詳しくは、「設定：レポジトリ」の章（HPE OneView（HPE Synergy
用）ヘルプ）を参照してください。
詳細情報
IIS マネージャーを開く

HTTPS バインディングを設定する
手順
1. IIS マネージャーを開きます。
2. 自己署名証明書を IIS で生成するには、以下の手順を実行します。
a. インターネットインフォメーションサービス（IIS）マネージャーのホームページで、サーバー証明
書をダブルクリックします。
b. アクションペインで、自己署名証明書の作成を選択します。
c. 証明書の名前を入力して、OK をクリックします。
d. 接続パネルからデフォルトの Web サイトを選択して、アクションペインのバインディングを選択
します。
e. タイプドロップダウンリストの追加をクリックして、https を選択します。割り当てられているデ
フォルトポートは 443 です。
f. SSL 証明書の自己署名証明書を選択して、OK をクリックします。
g. HTTPS バインディングをテストするには、デフォルトの Web サイトを選択して、右のパネルから
*:443(https)をブラウズを選択します。
IIS のホームページが Web ブラウザーで開きます。
h. 自己署名証明書を使用した場合は、証明書エラーがブラウザーに表示されます。続行するには、証
明書の例外を受け入れます。
自己署名証明書がある場合、証明書エラーは表示されず、Web アドレスに HTTPS を含んだ IIS の
ホームページが表示されます。

注記: 証明書を生成した後は、必ず証明書を検証してください。
詳細情報
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• IIS マネージャーを開く
• 証明書の検証基準

MIME タイプの設定
手順
1. IIS マネージャーを開きます。
2. 仮想ディレクトリの機能ビューで、MIME タイプをダブルクリックします。
3. アクションペインの追加をクリックします。
4. MIME タイプの追加ダイアログボックスで、ファイル名拡張子テキストボックスに.iso と入力しま
す。
5. MIME タイプテキストボックスに MIME タイプとして application/octet-stream と入力します。
6. OK をクリックします。
7. アクションペインの再起動をクリックして IIS マネージャーを再起動します。
詳細情報
IIS マネージャーを開く

サイズヘッダーの構成
手順
1. IIS マネージャーを開きます。
2. 仮想ディレクトリの機能ビューで HTTP 応答ヘッダーをダブルクリックします。
3. アクションペインの追加をクリックします。
4. カスタム HTTP 応答ヘッダーの追加ウィンドウで、MaxRepoSize を名前として入力し、100G を値と
して入力します。
5. OK をクリックします。
6. アクションペインの再起動をクリックして IIS マネージャーを再起動します。
注記: 外部レポジトリのセットアップに関する重要な考慮事項
• アップデートプロセスの進行中に外部レポジトリからファームウェアバンドルを削除しないでく
ださい。バンドルを削除すると、アップデートプロセスが正常に完了しません。
• 同じ名前のファームウェアバンドルが 2 つ以上ある場合、アップデートプロセスは両方のファーム
ウェアバンドルで続行されますが、HPE OneView に表示されるのは一方のファームウェアバンド
ルだけです。
IIS マネージャーのインストールと設定が完了したので、提供された認証情報と HTTP を使用して、
Web サーバーを HPE OneView に追加できます。HPE OneView によって、有効なすべてのバンドルが
検出されます。HPE OneView に対する外部レポジトリの追加、編集、または削除について詳しくは、
「設定：レポジトリ」セクション（HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ）を参照してください。
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Linux での Web ベース外部ファームウェアレポジトリのインストールと構成
外部で管理される HTTP/HTTPS Web サーバーを、ファームウェアレポジトリとしてアプライアンスに追
加できます。それはユーザー管理 HTTP/HTTPS Web サーバーになります。特定の仮想ディレクトリに
ファームウェアバンドルをアップロードし、HTTP/HTTPS サーバーを HPE OneView に登録できます。仮
想ディレクトリは、Linux Apache We サーバーで指定するディレクトリ名です。このディレクトリ名を、
ローカルサーバーまたはリモートサーバーいずれかの物理ディレクトリにマップします。ディレクトリ
名は、アプリケーションの URL の一部に組み込まれます。Web ブラウザーから、物理ディレクトリ内の
コンテンツにアクセスするようにこの URL に対して要求することができます。たとえば、Web ページや、
追加のディレクトリおよびファイルのリストにアクセスすることができます。この機能は、Linux および
Windows システムでサポートされます。
注記: IPv4 アドレスおよび IPv6 アドレスの両方を使用して設定された外部 Web サーバーを HPE
OneView に追加できます。IPv6 アドレスの場合は、静的アドレスタイプまたは DHCP アドレスタイプの
いずれかを使用して構成できます。
例：
• IPv4 アドレス：192.168.12.0
• IPv6 アドレス：[2001:db8::]
この章では、Linux オペレーティングシステムで Apache Web サーバーをインストールおよび設定するた
めの手順について説明します。

Linux での Apache Web サーバーの構成
手順
1. yum パッケージを更新します。
yum -y update
2. Linux OS 上で Apache をインストールします。
yum -y install httpd
3. Apache サービスを起動します。
systemctl start httpd
構成の変更があった場合は、Apache サービスを再起動します。
systemctl restart httpd
4. Web サーバーが正しくインストールされたことを確認するには、Web ブラウザーで IP（http）アドレ
スを指定して Apache サーバーを開きます。

OpenSSL を使用した HTTPS の構成
手順
1. OpenSSL、mod_ssl、および OpenSSL への Apache インターフェイスを取得します。
yum install mod_ssl openssl
2. サブジェクト代替名（SAN）フィールドと Linux 外部レポジトリの IP アドレスを/etc/pki/tls/
openssl.cnf の[v3_req]というタイトルのセクションに追加します。
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IPv4 レポジトリの場合、[v3_req]は次の例のようになります。
[v3_req]
＃証明書リクエストに追加する拡張機能
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName = IP:172.20.5.55
IPv6 レポジトリの場合、DNS 属性の IPv6 アドレスをカッコとともに追加します。
例：subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3
[v3_req]は、次の例のようになります。
[v3_req]
＃証明書リクエストに追加する拡張機能
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
subjectAltName DNS=[1::3] IP=1::3
3. 属性に必要な値を持つキーと証明書を生成します。
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout key.pem -out cert.pem -nodes days 3650 -subj '/CN=<repo hostname or
IP>,C=<Country>,ST=<State>,L=<City>,O=<Customer>,OU=<IT>' -extensions
v3_req
4. 生成された証明書とキーを正しい場所にコピーします。
cp cert.pem /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
cp key.pem /etc/pki/tls/private/localhost.key
5. /etc/httpd/conf.d/ssl.conf の以下の行のコメントを外して、プロトコルを設定します。
SSLProtocol -all +TLSv1.2
6. 次の手順を実行して、暗号スイートをセットアップします。
a. /etc/httpd/conf.d/ssl.conf の以下の既存の行をコメントします。
#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA
#SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
ssl.conf ファイルの SSL 暗号スイートの詳細は、次の例のようになります。
#
SSL 暗号スイート：
#
クライアントがネゴシエートできる暗号をリストします。
#
完全なリストについては、mod_ssl のドキュメントを参照してください。
#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA
#SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
b. 暗号スイートを追加します。
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCMSHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCMSHA384:ECDH-ECDSA-AES256-SHA384:ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA38#4:ECDH-RSAAES256-SHA384:ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-
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AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RS#A-AES128-SHA256:ECDHE-RSAAES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDH-ECDSAAES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDH-ECDSA-AES128-GCMSHA256:ECDH-RSA-AES128-SHA256:ECDH-R#SA-AES128-GCM-SHA256:AES128SHA256:AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384:DHE-DSS-AES128-GCMSHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:AES256-SHA:AES128-SHA:ECDHRSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA#-AES256-SHA:ECDH-ECDSA-AES256-SHA:ECDH-RSAAES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDH-ECDSA-AES128-SHA:ECDH-ECDSA-DESCBC3-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:ECDH-RSA-DESCBC3-SHA
7. 変更を保存してテキストエディターを終了します。
8. Apache を再起動します。
service httpd restart

WebDAV を有効にして基本認証を設定する
手順
1. WebDAV モジュールが実行されているかどうかを特定します。
sudo httpd -M | grep fs
WebDAV がすでに有効になっている場合は、次の出力が表示されます。
dav_fs_module (shared)
デフォルトで、WebDAV モジュールは Apache インストールに付属し、有効になっています。
2. Apache Web ルートディレクトリに WebDAV ディレクトリを作成します。
sudo mkdir /var/www/html/webdav
3. WebDAV ディレクトリの所有権とパーミッションを変更します。
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/webdav
sudo chmod -R 755 /var/www/html/webdav
4. .htpasswd ファイルを作成することによって WebDAV ディレクトリのパスワード認証を設定するに
は、以下の手順を実行します。
a. .htpasswd ファイルを作成します。
sudo htpasswd -c /etc/httpd/.htpasswd {User Name}
b. Apache ユーザーにグループ所有権を割り当てて、他のユーザーのパーミッションをロックダウン
します。
sudo chown root:apache /etc/httpd/.htpasswd
sudo chmod 640 /etc/httpd/.htpasswd
5. WebDAV ディレクトリの仮想ホストファイルを作成します。
a. webdav.conf という名前のサイト設定ファイルを作成します。
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vi /etc/httpd/conf.d/webdav.conf
b. 次のコードブロックを入力します。
DavLockDB /var/www/html/DavLock
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html/webdav/
ErrorLog /var/log/httpd/error.log
CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
Alias /webdav /var/www/html/webdav
<Directory /var/www/html/webdav>
DAV On
AuthType Basic
AuthName "webdav"
AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
Require valid-user
</Directory>
</VirtualHost>
注記: AuthName は、手順 4 で指定したユーザー名と同じでなければなりません。
6. ファイルを保存して、Apache を再起動します。
service httpd restart
Web サーバーを再起動した後で、ログイン詳細が要求されます。
注記: HPE OneView の https では、基本認証と OpenSSL 証明書のみがサポートされます。
7. 提供された認証情報と HTTP を使用して、HPE OneView に Web サーバーを追加できます。HPE
OneView によって、有効なすべてのバンドルが検出されます。
8. HTTPS を使用して既存のレポジトリとして Web サーバーを追加するには、以下の手順を実行します。
a. /etc/httpd/conf パスに移動して、httpd.conf を編集します。
vi httpd.conf
b. .conf ファイルで次のコード行を検索します。
DocumentRoot "/var/www/html/"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
c. ディレクトリパスを検索して、パスを<Directory "/var/www/html/>から<Directory
"/var/www/html/webdav">に変更します。
d. 以下のコードを<Directory>ブロックに追加します。
DAV On
AuthType Basic
AuthName "webdav"
AuthUserFile /etc/httpd/.htpasswd
Require valid-user
# All access controls and authentication are disabled
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# in this directory
#AuthType None
#Satisfy all
#Allow from all
#AllowOverride None
Header set MaxRepoSize 100G
AllowOverride AuthConfig
#Require all granted
注記: コード行 Header set MaxRepoSize 100G によって、Web サーバーのサイズが設定され
ます。
e. ファイルを保存して、Apache を再起動します。
service httpd restart
9. パスワードを必要とせずに HPE OneView に Web サーバーを追加するには、以下の手順を実行しま
す。
a. /etc/httpd/conf に移動して、httpd.conf を編集します。
vi httpd.conf
b. 以下の行から#を削除します。
#AuthType None
#Satisfy all
#Allow from all
#AllowOverride None
#Require all granted
c. 以下のコード行に#を追加します。
AllowOverride AuthConfig
d. ファイルを保存して、Apache を再起動します。
service httpd restart
Linux Apache Web サーバーのインストールと設定がこれで完了したので、Web サーバーを HPE
OneView に追加して、ファームウェアバンドルを外部レポジトリにコピーできます。
注記: Hewlett Packard Enterprise では、Linux レポジトリ内の別のフォルダーへ新しいファイルを
ダウンロードする場合、同じマウントポイントを使用することをお勧めしています。これにより、
Linux のレポジトリパスに不完全なダウンロードが行われないようにすることができます。ダウン
ロードしたファイルは、さらに、登録されている Linux レポジトリ内のフォルダーに移動すること
ができます。たとえば、この使用例では、ファイルを/var/www/html/webdav に移動します。
HPE OneView に対する外部レポジトリの追加、編集、削除について詳しくは、HPE OneView（HPE
Synergy 用）ヘルプの「外部レポジトリの追加」トピックを参照してください。

ハイパーバイザークラスターの展開と管理
HPE OneView には、ワークロードを共有するサーバー上で実行されているハイパーバイザークラスター
を展開またはインポートして管理する機能があります。HPE Virtual Connect をサポートし、HPE
OneView で管理しているサーバーで実行しているハイパーバイザーを管理できます。ハイパーバイザー
マネージャーソフトウェアを活用して、ハイパーバイザーの構成や、ハイパーバイザー構成のクエリを行
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います。ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用すると、サーバーノードからクラスター内のハ
イパーバイザーまでの一貫した構成を定義および維持することができます。
ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用することで、ハイパーバイザークラスターを作成または
インポートして、これを管理できます。ハイパーバイザークラスターの拡張または縮小などのライフサイ
クル操作の管理、構成の変更、整合性チェックやローリングアップデートの実施、サーバーノードでの中
断を伴わないファームウェアアップデートの実行ができます。
ハイパーバイザークラスタープロファイルでは、サーバープロファイルテンプレートをベースとして使用
して、サーバーノードとクラスター内のハイパーバイザーの構成設定を定義します。ハイパーバイザーク
ラスタープロファイルでは、次の設定を構成できます。
• OS 展開設定
• ハイパーバイザー設定
• ネットワーキング
• ストレージ
• ハイパーバイザー
ハイパーバイザーリソース
• ハイパーバイザーマネージャー
• ハイパーバイザークラスタープロファイル
• ハイパーバイザープロファイル

環境の監視と問題への対応
1 つのユーザーインターフェイス
監視には、リソースをプロビジョニングするときと同じインターフェイスを使用します。その他のツール
やインターフェイスを習得する必要はありません。
分離された管理ネットワーク
アプライアンスのアーキテクチャーは、管理トラフィックを本番環境ネットワークから分離して、ソ
リューション全体の信頼性と安全性を高めるように設計されています。たとえば、万一アプライアンスが
停止した場合でも、データセンターのリソースは動作し続けます。
ヘルスと使用率を監視するための自動構成
アプライアンスにリソースを追加した場合、ヘルス、アクティビティ、アラート、および使用率を監視す
るためにリソースが自動的に構成されます。追加の構成や検出手順を実行することなく、すぐにリソース
を監視できます。
REST API とメッセージバスを使用した他のプラットフォームからの管理
REST API と State-Change Message Bus（SCMB）を使用すると、他の管理プラットフォームから HP
OneView 環境を監視できます。
Metric Stream Message Bus（MSMB）機能は、HPE OneView 4.1 以前のバージョンでのみサポートされ
ています。
環境の監視と問題への対応
環境を監視したり問題に対応したりするために、以下のような機能が用意されています。
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• ダッシュボード画面の詳細にはデータセンターの容量とヘルス情報の概要ビューが表示されます。
• アクティビティ画面では、すべてのシステムタスクとアラートを表示してフィルター処理を行うこと
ができます。
• アクティビティとヘルスの管理
• データセンターの環境管理
• リソース使用率の監視
• ハードウェア、ファームウェア、ドライバーのインベントリ情報

データセンターの環境管理
HPE OneView には、データセンターの環境管理のために次の重要な領域が統合されています。
機能

説明

温度データのビジュア データセンターの 3D による温度マッピングにより、データセンター全体の温
ル化
度状態を表示できます。アプライアンスは、データセンターの各ラックに設置
された管理対象リソースから温度データを収集し、そのデータをグラフィカル
に表示するため、ラック内の高温の場所を簡単に特定できます。
電力供給インフラスト HPE OneView は、データセンターのハードウェアのプロセッサー利用率および
ラクチャの表示
電力と温度の履歴を収集し、報告します。アプライアンスでは、電力を監視し、
電力供給エラーを自動的に検出して報告します。また、エンクロージャーの正
確な所要電力情報も提供するため、ラックと電力使用量のプランニングに使用
できます。
電力情報検出機能により、データセンターの電力供給トポロジを自動的に検出
してビジュアル化できます。HPE iPDU を使用すると、アプライアンスはラッ
クの電力トポロジを自動的にマップできます。アプライアンスは、冗長がない
などの配線エラーを検出し、新しいサーバーが設置されたときに電気機器イン
ベントリを自動的にアップデートします。また、アプライアンスではコンセン
ト単位の電源制御もサポートしており、各 iPDU コンセントの電源をリモート
で再投入できます。
電力情報検出機能をサポートしていないデバイスの電力要件と電力トポロジは
手動で定義できます。
アセットの物理的な位 ラック内のラックとデバイスの位置は、それぞれデータセンターとラック
置
ビューから手動で定義できます。

リソース使用率の監視
HPE OneView は、管理対象のすべてのサーバーの CPU 利用率情報を定期的に収集して維持します。ま
た、HPE OneView では、送信、受信、エラーカウンターなど、ネットワーキングのポートレベルの統計
情報も収集します。HPE OneView では、これらのデータがすべて UI に表示され、REST API を介して使
用できます。

アクティビティとヘルスの管理
HPE OneView には、簡素化されたアクティビティの監視と管理機能が備わっています。アプライアンス
では、すべての管理対象リソースからのアラートおよび通知が自動的に登録されるため、アプライアンス
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に追加されたリソースは、すぐに監視および管理できます。アプライアンスは、問題を通知するときに、
可能な場合は問題の修正方法を提案します。
UI と REST API を使用すると、以下の操作を実行できます。
• 説明またはソース別にすべてのアクティビティ（アラートとタスク）を表示したり、複数のフィルター
条件を使用してアクティビティをフィルター処理できます。
• アラートを特定のユーザーに割り当てることができます。
• 管理者のメモをアクティビティに添付できます。これにより、データセンターの管理者は、メールな
どの外部ツールを使わずにアプライアンスから共同で作業できます。
• 特定のリソースの UI 画面から、またはそのリソースに REST API を使用して、そのリソースのアラー
トを表示できます。
• 管理対象リソースからの SNMP トラップをエンタープライズ監視コンソールまたは集中型 SNMP ト
ラップコレクターに自動的に転送できます。

ハードウェア、ファームウェア、ドライバーのインベントリ情報
HPE OneView は、管理対象のリソースに関するハードウェアとファームウェアの詳しいインベントリ情
報を提供します。ユーザーインターフェイス（UI）と REST API を介して以下のデータにアクセスできま
す。
• サーバー、エンクロージャー、インターコネクトなどの管理対象ハードウェアの概要ビューと詳細
ビュー。
• サーバー、エンクロージャーなどの管理対象ハードウェアの概要。
• ファームウェアバンドルの内容の概要ビューと詳細ビュー。
• サーバーとエンクロージャーのコンポーネントのファームウェアのインベントリ。
• Gen9 サーバー、Gen10 以降のサーバーのドライバーインベントリ。
注記: サーバーの完全なドライバーインベントリを取得するために、Agentless Management Service
（AMS）をインストールする必要があります。

UI のスマート検索機能を使用して、インベントリの特定のアイテムを検索できます。
ご使用のインベントリの監視およびご使用の環境の監視に役立てるためにレポートを使用できます。イ
ンベントリレポートでは、サーバーまたはエンクロージャーに関する情報（モデル、シリアル番号、部品
番号など）が提供されます。その他のレポートでは、環境全体のステータスを示す図が提供されます。

Remote Support
HPE OneView は、ユーザー契約または保証の一環として、サーバー、エンクロージャー、およびインター
コネクトにハードウェア障害が発生した場合に自動でケースを作成できるようにして、プロアクティブ
サービス（例：プロアクティブケアやデータセンターケア）を有効にします。いったん有効にすると、将
来追加されるすべての対象デバイスについての Remote Support が自動的に有効になります。Remote
Support は、メンテナンスモードのデバイスのハードウェア障害やデータ収集を処理しません。
HPE は、お客様と連絡を取り合い、保証またはサポート契約対象のデバイスを修理または交換するため
に、エンジニアの派遣や交換用部品の出荷を行います。Remote Support には、契約および保証情報、お
よびお客様が連絡先を追跡するのに役立つ期限切れアラートが含まれます。
Remote Support は、収集される構成データに基づく推奨事項を含む、プロアクティブスキャンレポート、
ファームウェア/ソフトウェア分析レポートなど、プロアクティブサービスを有効にします。
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バックアップ機能とリストア機能
HPE OneView には、アプライアンスをファイルにバックアップするサービスと、バックアップファイル
からアプライアンスをリストアするサービスが用意されています。バックアップを自動的に実行するよ
うにスケジュール設定し、リモートに保存できます。
アプライアンスとそのデータベース専用の 1 つのバックアップファイル
バックアップファイルは専用で、構成設定と管理データが保存されます。アプライアンスとそのデータ
ベース用に個別のバックアップファイルを作成する必要はありません。
柔軟なスケジュール設定とバックアップ操作のオープンなインターフェイス
アプライアンスがオンラインのときにバックアップファイルを作成またはスケジュール設定できます。
また、REST API を使用して以下の操作を実行できます。
• アプライアンスの外からバックアッププロセスをスケジュール設定できます。
• サイトポリシーに従ってバックアップファイルを収集できます。
• エンタープライズ用のバックアップおよびリストア製品と統合できます。
• バックアップとリストアのスクリプトを利用できます。
バックアップファイルは、バックアップファイルを作成した時点のアプライアンスの構成と管理データの
スナップショットです。Hewlett Packard Enterprise では、定期的に（できれば 1 日 1 回）、および管理対
象の環境でハードウェアまたはソフトウェアの構成を変更した後に、バックアップを作成することをお勧
めしています。
注記: セキュリティ強化のため、必ず、バックアップファイルを暗号化してください。
バックアップファイル作成専用ユーザーの役割
HPE OneView には、アプライアンスをバックアップするための専用のユーザーの役割、つまりバックアッ
プ管理者が用意されています。このユーザーの役割では、他のリソースビューにアクセスできますが、そ
のリソースに対して操作（つまり、他のタスク）を実行することはできません。
致命的な障害からの復旧
アプライアンスをバックアップファイルからリストアすることで、致命的な障害から復旧できます。
アプライアンスをバックアップファイルからリストアすると、ユーザー名とパスワード、監査ログ、使用
可能なネットワークなど、アプライアンス上のすべての管理データとほとんどの構成設定が、バックアッ
プファイルに保存されているデータと設定に置き換えられます。
管理対象環境の状態は、バックアップファイルを作成した時点の環境の状態とは異なる可能性がありま
す。リストア操作の実行中、アプライアンスは、バックアップファイル内のデータと管理対象環境の現在
の状態を照合します。リストア操作の終了後、アプライアンスは、自動的に解決できない不整合について
アラートで報告します。
重要: Maintenance Console からリストア操作中、アプライアンスが起動し、コンソールへのアクセ
スが失われる場合があります。リストアプロセスの進行状況を監視するには、5 分後に Maintenance
Console に再接続します。

セキュリティ機能
データセンター管理用のセキュアなプラットフォームを実現するために、アプライアンスには以下のよう
な機能が備わっています。
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• HPE OneView には、管理アプライアンスを連邦情報処理標準 FIPS-140-2（FIPS 140-2）および
Commercial National Security Algorithm（CNSA）標準に準拠するように構成するか、レガシー暗号化
モードを引き続き使用するオプションがあります。FIPS 140-2 および CNSA モードでは、アプライア
ンスがプロトコルバージョン、暗号スイート、およびデジタル証明書強度をそれぞれ、FIPS 140-2 お
よび CNSA に準拠したものに制限します。
• カスタマイズ可能な TLS バージョン - TLS1.0/TLS1.1 を選択的に無効にする REST API
• データと管理対象環境の分離。これは、Denial of Service 攻撃を回避するために不可欠です。
• SBAC（スコープベースのアクセス制御）は、アプライアンスによって管理されるリソースのサブセッ
トのみに対して動作するよう役割を制限することにより、役割ベースのアクセス制御を拡張します。
たとえば、Sarah という名前のサーバー管理者は、
「本番環境」スコープのサーバーのみを管理できま
す。
• Two-Factor 認証。スマートカードを使用した認証機能を提供します。
• 証明書管理。証明書ベースの信頼を管理するためのポリシーと手順を改善します。
• iLO へのシングルサインオン。ユーザーが作成した認証情報を保存する必要はありません。
• すべてのユーザーアクションの監査ログとリモートログサーバーへの転送。
• Microsoft Active Directory などのオプションのディレクトリサービスを使用した認証と承認のサポー
ト。
• Transport Layer Security（TLS）による認証での証明書の使用。
• バックアップが実行される曜日と時刻、および自動的にバックアップファイルを格納するリモートの
SSH または SFTP サーバーを指定する機能を設定することができる、自動化されたリモートバック
アップ機能です。
Hewlett Packard Enterprise では、本番環境データネットワークから管理ネットワークを隔離して保護す
るベストプラクティスに従うことをお勧めします。高可用性とさまざまなネットワーク攻撃からの保護
を確保するよう、HPE Synergy コンポーザーの管理ネットワークを適切なメカニズム（ファイアウォール
および侵入検知システムなど）を使用して、本番環境ネットワークから隔離することをお勧めします。
詳細情報
HPE OneView のセキュリティ機能について

高可用性機能
HPE OneView は、2 つのアプライアンスで構成されるアプライアンスクラスターによって高可用性
（HA）を実現します。アプライアンスは、アクティブまたはスタンバイの役割によって定義されます。ス
タンバイのアプライアンスは、アクティブなアプライアンスを監視し、アクティブなアプライアンスが障
害の場合、データの消失（管理データと監査ログ）から保護するために、接続が失われたときに制御を引
き受けます。そのため、万一 HPE OneView が停止した場合でも、管理対象リソースは動作し続けます。
HA はアクティブなアプライアンスが障害の場合、データの消失（管理データと監査ログ）から保護しま
す。

チュートリアルとガイド付きセットアップ
チュートリアル
HPE OneView に初めてログインすると、HPE OneView GUI について説明するチュートリアルが表示さ
れます。このチュートリアルには、[ヘルプ]サイドバーのチュートリアルをクリックしてアクセスするこ
ともできます。チュートリアルには、画面の基本的な機能の場所が示され、各機能の目的が簡単に説明さ
れています。
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ガイド付きセットアップ
ガイド付きセットアップは、アプライアンスを構成するときに役立ちます。ガイド付きセットアップの概
要を開くには、ガイド付きセットアップアイコン
をクリックします。セットアップガイドの手順に従
うことで、アプライアンスを構成できます。最初の手順から開始することも、選択して関連する手順のリ
ストを表示することもできます。

グラフィカルインターフェイスとプログラムインターフェイス
HPE OneView は、1 つの一貫したリソースモデルを使用するために開発されました。そのモデルは、ユー
ザーインターフェイスと、モバイルでのセキュアなアクセスおよび他の管理ソフトウェアとのオープンな
統合を実現できる業界標準の REST API に具体化されています。
グローバルビュー
機能

説明

ダッシュボード画面

スマート検索ボックス

アクティビティ
ー

データセンター内のリソースの全般的なヘルスと容量をグラフィカルに表
示します。ダッシュボードから、注意を要する領域をすぐに確認できます。
各画面のバナーにはスマート検索機能があります。これにより、リソース
名の特定のインスタンス、シリアル番号、WWN、IP アドレス、MAC アド
レスなどリソース固有の情報を検索できます。

サイドバ アクティビティサイドバーには、現在のセッション中に開始されたタスク
が表示されます（最新のタスクが最初に表示されます）。アクティビティサ
イドバーとアクティビティビューは、ユーザーアクティビティとシステム
ヘルスの相互の関連付けを簡素化し、タイムリーな問題解決を可能にしま
す。

リソース固有のビュー
リソース固有の管理画面により、表示と管理が許可されているリソースに集中できます。リソースグルー
プ画面では、複数のリソースを 1 つのリソースとして管理できるようにすることで、拡張性を強化してい
ます。リソース固有の以下のビューを各リソースから利用できます。
機能

説明

アクティビティビュー

アクティビティビューでは、タスク、アラート、管理者のメモをリソース
に関する 1 つのビューに配置することで、リソースのヘルスを独自の視点
から把握できます。

マップビュー

マップビューを使用すると、構成を調べたり、データセンター内の論理リ
ソースと物理リソースの関係を把握したりできます。
表は続く
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機能
スコープビュー

ラベルビュー

説明
スコープビューでは、操作またはアクションを実行する前にリソースを制
限できます。リソースは、カテゴリ別に分類されます。これらのカテゴリ
のすべてのリソースを、エンクロージャー、サーバーハードウェア、ネッ
トワーク、ネットワークセット、インターコネクト、論理インターコネク
ト、および論理インターコネクトグループを含むスコープに追加、または
削除することができます。
ラベルビューでは、リソースをグループに編成することができます。たと
えば、主に金融チームが使用するサーバーを識別したり、アジア/太平洋地
域の部門に割り当てられているストレージシステムを識別できます。

他の管理ソフトウェアとの統合
HPE OneView と統合された管理ソフトウェアのリストについては、https://www.hpe.com/us/en/
software/licensing.html をご覧ください。統合管理ソフトウェアを使用するには、HPE OneView
Advanced ライセンスを購入する必要があります。

管理ソフトウェアのその他の警告
HPE Systems Insight Manager（SIM）や他社製の管理ソフトウェアなどの外部マネージャーを使用して、
HPE OneView の管理下にあるハードウェアを管理しないでください。別の外部マネージャーを使用する
と、エラーや予期しない動作の原因となる可能性があります。以下に例を示します。iLO にはトラップの
送信先が最大で 3 つあり、その内の 1 つが HPE OneView、2 つが外部マネージャーです。外部マネー
ジャーがトラップの宛先を追加で定義する場合、iLO はトラップの既存の宛先のいずれかを削除します。
iLO が削除したトラップの宛先が HPE OneView の場合、HPE OneView は SNMP トラップを受信しなく
なり、サーバーのヘルスおよびライフサイクルのアラートは表示されません。
注記: サードパーティ製ツールでは、サーバーの設定変更を行う場合やサーバーの設定変更が必要な場合
に警告が表示されません。これらのツールを使用する場合は注意してください。
• HPE OneView によって管理されているリソースを RBSU のような他の HPE 管理ツールで変更しよ
うとすると、警告メッセージが表示されます。
• Intelligent Provisioning の BIOS や iLO の変更を試みると、警告が表示されます。
• SUM を使用してサーバーのファームウェアを変更する場合、そのサーバーのサーバープロファイルと
関連付けられたファームウェアのベースラインが Managed manually に設定されていないと、SUM
により警告が表示されます。
HPE OneView is managing the server and it is configured for Service Pack
for ProLiant version x. It cannot be updated to a different version
directly using SUM.
• HPE OneView が iLO を管理している場合、iLO ログイン画面に警告が表示されます。
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オープンな統合
一貫性のある 1 つのリソースモデル、REST API、および State-Change Message Bus（SCMB）により、
スクリプティングを使用して HPE OneView を他のエンタープライズアプリケーションと統合し、ユー
ザーのニーズに対応したり、次のようなタスクを実行したりできます。
• 標準ワークフローとトラブルシューティング手順の自動化
• 構成管理データベース（CMDB）などの他のソフトウェアとの統合の自動化
• サービスデスクへの接続
• リソースの監視、データの収集、システムのマッピングとモデル化
• ニーズに適した形式でのデータのエクスポート
• カスタムデータベース、データウェアハウス、サードパーティのビジネスインテリジェンスツールの
接続
• 社内のユーザーのカスタマイズの統合
SCMB は、非同期メッセージングを使用して、管理対象の論理リソースと物理リソースの両方に対する変
更をサブスクライバーに通知するインターフェイスです。たとえば、新しいサーバーハードウェアが管理
対象環境に追加されたとき、または物理リソースのヘルスステータスが変化したときに通知を受信するよ
うに、アプリケーションをプログラミングできます。REST API を使用してアプライアンスのステータス
を常にポーリングする必要はありません。

HPE Synergy イメージストリーマー
HPE Synergy イメージストリーマーは、Synergy サーバーのオペレーティングシステムの展開およびカス
タマイズに使用される管理アプライアンスです。管理者はテンプレートおよび OS イメージのライブラ
リを構築し、繰り返し可能で、信頼性の高い、スケーラブルな展開に使用できます。
HPE OneView とイメージストリーマーは、ブート可能イメージが物理サーバーから分離したステートレ
スなサーバー環境を作成します。このステートレスなサーバー環境で、オペレーティングシステムを再展
開することなく、物理サーバーを迅速に交換できます。
Synergy イメージストリーマーへの統一された REST API アクセスにより、その機能をプログラム的に制
御できます。プロビジョニングは HPE OneView の UI から制御、または既存のスクリプティングプロセ
スにシームレスに統合できます。

HPE OneView のハイライト
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リソースモデルについて
HPE OneView では、複雑さを軽減し、データセンターの管理を簡素化するリソースモデルを採用してい
ます。このモデルにより、テンプレート、グループ、セットを含む論理リソースが提供されます。この論
理リソースを物理リソースに適用すると、データセンター全体で共通の構造を使用できます。
UI は、特定の操作を使用して物理リソースと仮想リソースを区別します。以下に例を示します。
• 論理リソースは作成、削除、またはコピーできます（物理リソースでは不可）。
• 物理リソースは追加または削除できます。

リソースモデルについて
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高レベルの概要

ネットワークリソース

リソースモデルの概要図

• ネットワーク

サーバーリソース

• ネットワークセット

• サーバープロファイルテンプレート

ストレージリソース

• サーバープロファイル

• ストレージシステム

• 接続

• ストレージプール

• 接続テンプレート

• ボリューム

• サーバーハードウェア

• ボリュームテンプレート

• サーバーハードウェアタイプ

• SAN マネージャー

ネットワークプロビジョニングリソース
• エンクロージャーグループ
• エンクロージャータイプ

• SAN
• ドライブエンクロージャー
• 論理 JBOD

• エンクロージャー

アプライアンスリソース

• インターコネクトタイプ

• アプライアンス

• インターコネクト

• ドメイン

• 論理エンクロージャー
• 論理インターコネクトグループ
• 論理インターコネクト
• アップリンクセット

データセンターの電力と冷却の管理リソース
• データセンター
• ラック
• 電力供給デバイス
• 非管理デバイス
詳細情報
• すべてのリソースの一覧については、HPE OneView
API Reference for HPE Synergy を参照してくださ
い。
• この HPE OneView の使用方法について詳しくは、HPE
OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドの他の章
および HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参
照してください。
• HPE OneView に関する、ソフトウェアおよびファーム
ウェアの最新要件、サポートされるハードウェア、およ
び構成の上限について詳しくは、HPE OneView（HPE
Synergy 用）サポートマトリックスを参照してくださ
い。

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

リソースモデルについて
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図 1: リソースモデルの概要図
UI と UI のドキュメントはリソース別に構成されています。
リソースの完全なリストは、HPE OneView API Reference for HPE Synergy に含まれています。
以下の各項では、図 1: リソースモデルの概要図に示されたリソースについて説明します。

アプライアンス
アプライアンスリソースでは、HPE OneView で管理されるリソースとは別に、HPE OneView アプライア
ンスに固有の構成の詳細を定義します。
他のリソースとの関係
アプライアンスリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• 正確に 1 つのドメイン
• リソース概要図のその他のリソースのゼロ個以上のインスタンス
UI 画面と REST API リソース
複数の REST API リソースが、アプライアンスとアプライアンスの設定に関係しています。HPE
OneView API Reference for HPE Synergy で次のカテゴリに含まれるリソースを参照してください。
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UI 画面

REST API リソース

設定

• アプライアンスの時刻、ロケール、およびタイムゾーンの設定
appliance/configuration/timeconfig/locales appliance/
configuration/time-locale
• アプライアンスの装置での読み込みコミュニティ文字列
appliance/device-read-community-string
• アプライアンスを工場出荷時設定にリセット
appliance
• アプライアンスのファームウェアのアップグレードまたはパッチ
appliance/firmware
• アプライアンスのコンポーネントのヘルス
appliance/health-status
• アプライアンスのネットワーク情報の設定と取得
appliance/network-interfaces
• アプライアンスのシャットダウンまたは再起動
appliance/shutdown
• アプライアンスからのサポートダンプの生成とダウンロード
appliance/support-dumps
• マネジメントアプライアンスのトラップの宛先
appliance/trap-destinations

OneView ライセンス

エンドユーザー使用許諾契約書（EULA）と関連データのステータス
appliance/eula

接続
接続は、サーバーとネットワークまたはネットワークセット間の接続を論理的に表したものです。接続は
サーバープロファイルで構成できます。接続では、以下の項目を指定します。
• サーバーを接続するネットワークまたはネットワークセット
• 指定したネットワークまたはネットワークセットのデフォルト構成に対して行う構成の上書き（優先
帯域幅の変更など）
• ブート順序
他のリソースとの関係
接続リソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。

リソースモデルについて
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• 正確に 1 つのサーバープロファイルリソース。
• ゼロ個以上の接続テンプレートリソース。
• 正確に 1 つのネットワークまたはネットワークセットリソース。接続に使用できるリソースは、サー
バーハードウェアが設置されているエンクロージャーの論理インターコネクトの構成によって異なり
ます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

サーバープロファイル

connections および server-profiles

接続テンプレート
接続テンプレートでは、ネットワークまたはネットワークセットのデフォルトの構成特性（優先帯域幅、
最大帯域幅など）を定義します。ネットワークまたはネットワークセットを作成したときに、HPE
OneView によってそのネットワークまたはネットワークセットのデフォルト接続テンプレートが作成さ
れます。
他のリソースとの関係
接続テンプレートリソースは、ゼロ個以上の接続リソースに関連付けられます。接続リソースは、ある種
類のネットワークまたはネットワークセットの適切な接続テンプレートに関連付けられます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

なし

connection-templates

注意事項
UI では接続テンプレートを表示または参
照しません。ただし、ネットワークまた
はネットワークセットを選択したときに
接続に関して表示されるデフォルト値
は、接続テンプレートによって決まりま
す。

データセンター
HPE OneView のデータセンターとは、サーバー、エンクロージャー、デバイスなどの IT 機器が格納され
たラックが設置されている、物理的に連続した領域を表します。データセンターを作成して、コンピュー
タールームの一部を記述することで、環境および電力と温度の要件の概要を示します。多くの場合、デー
タセンターリソースは、データセンター全体のサブセットで、HPE OneView が管理しない機器を含める
ことができます。非管理デバイスを含む、データセンターの機器の物理的なレイアウトを表すことで、監
視の詳細情報を使用して、スペースプランニングを行ったり、電力と冷却の要件を決定できます。
HPE OneView では以下の操作を実行できます。
• 色分けされたデータセンターのレイアウトの 3D モデルを表示して、温度が非常に高い領域または非常
に低い領域を特定できます。
• 温度の履歴データを表示できます。
• 現場で修理点検を行う場合に特定のデバイスを簡単に見つけることができます。

リソースモデルについて
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他のリソースとの関係
データセンターリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
ゼロ個以上のラック
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

データセンター

datacenters

ドメイン
ドメインリソースは、アプライアンスの管理ドメインを表します。アプライアンスによって管理されるす
べての物理および論理リソースは、1 つの管理ドメインに含まれます。
他のリソースとの関係
ドメインリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• 正確に 1 つのアプライアンス
• 概要図のその他のリソースのゼロ個以上のインスタンス
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

なし

domains

注意事項
UI ではドメインを表示または参照しません。ただし、ドメ
インリソースは、アプライアンスに追加できるネットワー
クの総数など、制限に関する情報を提供します。domains
REST API を使用して、ドメインに関する情報を取得できま
す。

ドライブエンクロージャー
ドライブエンクロージャーは、ドライブベイのセットが含まれているハードウェアデバイスです。ドライ
ブエンクロージャーはエンクロージャーのデバイスベイに取り付けられ、サーバーに対してコンポーザブ
ルストレージを提供します。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• ドライブエンクロージャーはインストールされているフレーム（エンクロージャー）に関連付けられ
ます。
• ドライブエンクロージャーは SAS 論理インターコネクトと関連付けられています。ストレージリ
ソース構成を適用するには、サーバープロファイルで、サーバーハードウェアが配置されているフレー
ムに属する SAS 論理インターコネクトからドライブエンクロージャーを選択します。
他のリソースとの関係
ドライブエンクロージャーリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
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• 1 つの論理エンクロージャーにより構成される 1 つのエンクロージャー。
• 同じフレーム内の特定のサーバーハードウェアにドライブエンクロージャーのどのボリュームが接続
されているかを指定する、論理 JBOD による 1 つまたは複数のサーバープロファイル。
• 論理インターコネクトによる 1 つまたは 2 つの SAS インターコネクト。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ドライブエンクロージャー

drive-enclosures

エンクロージャー
エンクロージャーは、サーバー、ネットワーク、およびストレージのビルディングブロックをサポートす
るデバイスベイを搭載した物理的な構造物です。これらのビルディングブロックは、エンクロージャーの
共通電源、冷却機構、および管理インフラストラクチャを共有します。
エンクロージャーは、インターコネクトダウンリンクと設置されたサーバーの間にハードウェア接続を提
供します。エンクロージャーインターコネクトは、データセンターネットワークへの物理的なアップリン
クを提供します。
HPE Synergy 12000 フレームをセットアップすると、HPE OneView は、エンクロージャー内に設置され
たサーバーとインターコネクトを含む、エンクロージャーに格納されたすべてのコンポーネントを検出し
て追加します。
論理エンクロージャーは、ネットワークおよび SAN との物理エンクロージャーの接続方法を記述したエ
ンクロージャーグループと関連付けられています。エンクロージャーグループとエンクロージャーの関
連付けには、論理エンクロージャーが使用されます。
他のリソースとの関係
エンクロージャーリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• 1 つの論理エンクロージャー
• 1 つのエンクロージャーグループ
• 1 つ以上の物理インターコネクト
• 1 つ以上の論理インターコネクトと 1 つ以上の論理インターコネクトグループ（エンクロージャーとエ
ンクロージャーグループおよびインターコネクトとの関連付けを使用）
• ゼロ個または 1 つのラックリソース
• ゼロ個以上の電力供給デバイス
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

エンクロージャー

enclosures

リソースモデルについて
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エンクロージャーグループ
エンクロージャーグループは、論理エンクロージャーに一貫性のある構成を定義するテンプレートです。
エンクロージャーグループのネットワーク接続は、エンクロージャーグループに関連付けられた論理イン
ターコネクトグループによって定義されます。
エンクロージャーグループを使用して、多数のエンクロージャーを迅速に追加し、同じ論理エンクロー
ジャーに構成できます。
他のリソースとの関係
エンクロージャーグループリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上の論理エンクロージャー
• ゼロ個以上のサーバープロファイル
• ゼロ個以上のサーバープロファイルテンプレート
• 正確に 1 つのエンクロージャー
• ゼロ個以上の論理インターコネクトグループ
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

エンクロージャーグループ

enclosure-groups

エンクロージャータイプ
エンクロージャータイプには、HPE Synergy 12000 フレームなど、特定の Hewlett Packard Enterprise エ
ンクロージャーハードウェアモデルの特性を定義します。
他のリソースとの関係
エンクロージャータイプリソースは、ゼロ個以上のエンクロージャーに関連付けられます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

注意事項

なし

なし

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

ハイパーバイザーマネージャー
ハイパーバイザーマネージャーリソースは、仮想環境を管理する VMware vCenter Server などのハイパー
バイザーマネージャーソフトウェアを表す物理リソースです。ハイパーバイザーマネージャーには、ハイ
パーバイザーマネージャーソフトウェアとの通信に必要な識別情報と認証情報が含まれています。ハイ
パーバイザーマネージャーは設定も保存します。この設定はハイパーバイザークラスターを展開する際
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にデフォルトとして使用されます。ハイパーバイザークラスタープロファイルを作成できるようにする
には、HPE OneView でハイパーバイザーマネージャーを登録する必要があります。HPE OneView は、ハ
イパーバイザーマネージャーソフトウェアを活用して、ハイパーバイザークラスターとハイパーバイザー
の展開と管理を行います。
現在、VMware vCenter Server をハイパーバイザーマネージャーとして HPE OneView に登録することが
できます。
他のリソースとの関係
ハイパーバイザーマネージャーリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
ゼロ個以上のハイパーバイザークラスタープロファイル。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ハイパーバイザーマネージャー

hypervisor-managers

ハイパーバイザークラスタープロファイル
ハイパーバイザークラスタープロファイルは、ハイパーバイザーのクラスターに対して一貫したコン
ピュート、ネットワーク、およびストレージ構成を定義する論理リソースです。ハイパーバイザークラス
タープロファイルを使用すると、HPE Virtual Connect をサポートし、HPE OneView で管理しているサー
バーで実行しているハイパーバイザークラスターを展開またはインポートして管理できます。ハイパー
バイザークラスタープロファイルを使用すると、同じワークロードを共有しながら、サーバーノードから
ハイパーバイザーまでのクラスター全体で、一貫した構成を確保します。
ハイパーバイザークラスタープロファイルを使用することで、ハイパーバイザークラスターの拡張または
縮小などのライフサイクル操作の管理、構成の修正、整合性チェックやローリングアップデートの実施、
サーバーノードでの中断を伴わないファームウェアアップデートの実施ができます。
ハイパーバイザークラスタープロファイルでは、サーバープロファイルテンプレートを使用して、ハイ
パーバイザークラスターの一部であるサーバーノードとハイパーバイザーの構成を定義します。ハイ
パーバイザークラスタープロファイルにより、サーバーノードからハイパーバイザーまでの一貫した構成
が調整されます。
サーバーノードの構成は、関連付けられたサーバープロファイルテンプレートの構成から取得されます。
OS 展開設定がサーバープロファイルテンプレートに指定されていない場合は、ハイパーバイザークラス
タープロファイルで設定を定義できます。ハイパーバイザークラスタープロファイルの共有ストレージ
ボリュームと、サーバープロファイルテンプレートで構成されているストレージボリュームを指定できま
す。
ハイパーバイザーのネットワークおよびストレージ構成は、関連付けられたサーバープロファイルテンプ
レートから取得されます。ハイパーバイザーのネットワーク構成では、仮想スイッチおよびポートグルー
プを定義します。仮想スイッチの構成は、関連付けられたサーバープロファイルテンプレートの接続と、
ハイパーバイザークラスタープロファイルのハイパーバイザー設定に基づいて自動的に構築されます。
ハイパーバイザーのストレージ構成はハイパーバイザークラスターボリュームで構成されており、Virtual
Machine File System（VMFS）を使用してボリュームをフォーマットできます。
ハイパーバイザークラスタープロファイルでは、デフォルトの TCP/IP スタック構成のみを使用して、
VMware vSphere ESXi ホストに VMkernel ポートを作成します。さまざまな TCP/IP スタック構成を持
つ VMkernel ポートを構成するには、HPE OneView の外部ツールを使用し、ハイパーバイザークラスター
プロファイルで定義されているのと同じ VMkernel ポート名と VLAN を保持します。
ハイパーバイザークラスタープロファイルで Multi-NIC vMotion 設定を有効にしながら、不整合の修復中
に、ESXi ホストにデフォルトの TCP/IP スタック構成で構成された vMotion VMkernel ポートがあること
を確認します。vMotion VMkernel ポートの他の TCP/IP スタック構成については、HPE OneView の外部
ツールを使用してください。
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ハイパーバイザークラスタープロファイルの Multi-NIC vMotion 設定を無効にしながら、保持する必要が
ある vMotion VMkernel ポート名を指定します。
注記: HPE Synergy イメージストリーマー OS 展開プランを含むハイパーバイザークラスタープロファ
イルを使用すると、クラスターを拡張するための追加のハイパーバイザーをプロビジョニングすることが
できます。
OS 展開プランがハイパーバイザークラスタープロファイルで定義されていない場合は、以下の方法でク
ラスター容量を拡張できます。
• HPE OneView で、サーバープロファイルを作成する
• 外部ツールを使用して、クラスターにハイパーバイザーを展開/追加する
• ハイパーバイザーをハイパーバイザークラスタープロファイルにインポートする
• インポート後にこのハイパーバイザープロファイルの不整合を修復する
他のリソースとの関係
ハイパーバイザークラスタープロファイルリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられま
す。
• 1 つのハイパーバイザーマネージャー
• 1 つのサーバープロファイルテンプレート
• 1 つ以上のネットワーク
• ゼロ個または 1 つの OS 展開プラン
• ゼロ個以上の共有ストレージボリューム
• ゼロ個以上のハイパーバイザープロファイル
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ハイパーバイザークラスタープロファイル

hypervisor-cluster-profiles

ハイパーバイザープロファイル
ハイパーバイザープロファイルには、HPE OneView が管理するサーバーハードウェアで実行しているハ
イパーバイザー用の構成が含まれています。このハイパーバイザーは、HPE OneView が管理するクラス
ターのメンバーであり、コンピュート、ネットワーク、およびストレージの仮想リソースをクラスターに
提供します。
ハイパーバイザープロファイルの構成は、ハイパーバイザークラスタープロファイルから継承され、ハイ
パーバイザープロファイルの構成を直接編集することはできません。
電源のオン/オフ、リセット、ハイパーバイザーのメンテナンスモードへの切替、ハイパーバイザークラス
タープロファイルからの更新による不整合の修正を行うことができます。
他のリソースとの関係
ハイパーバイザープロファイルリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• 1 つのハイパーバイザーマネージャー
• 1 つのハイパーバイザークラスタープロファイル
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• 1 つのサーバープロファイル
• 1 つ以上のネットワーク
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ハイパーバイザープロファイル

hypervisor-host-profiles

インターコネクト
インターコネクトは、エンクロージャー内のハードウェアとデータセンターのイーサーネット LAN およ
びファイバーチャネル SAN の間で通信できるようにする物理リソースです。
インターコネクトには以下のタイプのポートがあります。
ポートタイプ

説明

アップリンク

アップリンクは、インターコネクトをデータセンターネットワークに接続する物理
ポートです。
たとえば、HPE Synergy 用 HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 モジュールの Q1 ポー
トはアップリンクです。

ダウンリンク

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

スタッキングリ
ンク

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

インターコネク
トリンクポート

インターコネクトリンクモジュールとその他の HPE Virtual Connect インターコネク
トモジュール（HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 モジュールおよび HPE Synergy 用
HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 モジュール）をリンクする物理ポート。マルチフ
レームソリューションへのシームレスサポートを提供します。

リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• Synergy フレームが論理エンクロージャーを作成することで構成されている場合、管理対象のイン
ターコネクトは構成済み状態になります。Synergy フレームが論理エンクロージャーを作成すること
で構成されている場合、非管理対象のインターコネクトは監視対象状態のままです。
• インターコネクトは論理インターコネクトグループにより定義され、これによりエンクロージャーで
使用される論理インターコネクトの構成が定義されます。インターコネクトを管理できるようにする
には、エンクロージャー内の物理インターコネクトの構成が論理インターコネクトグループの構成と
一致する必要があります。
• インターコネクトを使用できるようにするには、インターコネクトをエンクロージャーに設置し、論
理インターコネクトの一部として定義する必要があります。各物理インターコネクトは、物理アップ
リンクポートをアップリンクセットに提供できます。
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• 物理インターコネクトのファームウェアベースラインとファームウェアアップデートは、論理イン
ターコネクトによって管理されます。
• ストレージへの接続に使用するシリアル接続 SCSI（SAS）インターコネクトには、独自の論理イン
ターコネクトグループと論理インターコネクトがあります。
他のリソースとの関係
インターコネクトリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• 正確に 1 つのエンクロージャー
• 1 つ以上の論理インターコネクト、およびその論理インターコネクトを含む 1 つ以上の論理インターコ
ネクトグループ
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

インターコネクト

interconnects、interconnect-types、およ
び logical-interconnects

インターコネクトタイプ
インターコネクトタイプリソースには、以下のようなインターコネクトのモデルの特性を定義します。
• ダウンリンク機能とダウンリンクポートの数
• アップリンクポート機能とアップリンクポートの数
• サポートされるファームウェアバージョン
他のリソースとの関係
インターコネクトタイプリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
ゼロ個以上のインターコネクト
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

インターコネクト

interconnect-types

注意事項
UI では、インターコネクトタイプ
リソースを具体的に表示または参
照しません。ただし、その情報は、
ユーザーがインターコネクト画面
を使用してインターコネクトを追
加または管理するときに HPE
OneView によって使用されます。
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論理エンクロージャー
論理エンクロージャーには、物理エンクロージャーのセットを対象とした構成が含まれます。論理エンク
ロージャー内の目的の構成がエンクロージャー上の実際の構成と一致しない場合、論理エンクロージャー
は不整合になります。
Synergy フレームを HPE OneView で管理するには、Synergy フレームの論理エンクロージャーを手動で
作成する必要があります。
他のリソースとの関係
論理エンクロージャーリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
1 つまたは複数のエンクロージャー、およびそれらのエンクロージャーを含む 1 つのエンクロージャーグ
ループ。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

論理エンクロージャー

logical-enclosures

論理インターコネクト
複数の物理インターコネクトの単一のエンティティである論理インターコネクト
論理インターコネクトは、エンクロージャー内の一連のインターコネクトの構成を含む単一の管理エン
ティティです。この構成には次のものが含まれます。
• エンクロージャーがデータセンターネットワークに接続するために必要なインターコネクト。
• データセンターネットワークを物理アップリンクポートにマップするアップリンクセット。アップリ
ンクセットが定義されていない場合、論理インターコネクトはデータセンターネットワークに接続で
きず、論理インターコネクトのダウンリンクに接続されているサーバーはデータセンターネットワー
クに接続できません。
• エンクロージャーミッドプレーンを介してエンクロージャー内のサーバーに接続するダウンリンク
ポート。論理インターコネクトには、すべてのメンバーインターコネクトのすべての物理ダウンリン
クが含まれます。インターコネクトはダウンリンクによって物理サーバーに接続されます。ネット
ワークの共通セットへのアクセスを共有するダウンリンクのセットは、論理ダウンリンクと呼ばれま
す。
• 内部ネットワーク。トラフィックをアップリンクから送出せずにサーバー間通信を行うために使用し
ます。
• スタッキングリンクを使用すると、外部のインターコネクトポートの間の外部ケーブル経由でイン
ターコネクトを結合します。
• すべてのメンバーインターコネクトで使用するファームウェアバージョンを指定する、ファームウェ
アのベースライン。物理インターコネクトのファームウェアのベースラインは、論理インターコネク
トによって管理されます。
シリアル接続 SCSI（SAS）論理インターコネクトは、ストレージハードウェアとサーバーを接続します。
物理ディスクドライブのグループである SAS 論理 JBOD は、サーバープロファイルまたはサーバープロ
ファイルテンプレートからサーバーハードウェアに割り当てられます。
ネットワーク管理者によるサーバーベイからネットワークへの複数パスの構成
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ネットワーク管理者は、次の条件を満たす論理インターコネクトを作成することで、エンクロージャーの
各サーバーベイがイーサーネットデータセンターネットワークへの独立パスを 2 つ使用できるようにし
ます。
• 論理インターコネクトには少なくとも 2 つのインターコネクトがあり、それらはスタッキングリンク
によって結合されるか、異なる論理インターコネクトグループで 2 つのインターコネクトが定義され
ます。
• 論理インターコネクトに、2 つ以上の物理インターコネクトからネットワークへのアップリンクを含む
アップリンクセットが 1 つ以上ある。
HPE OneView は、ネットワークへのパスが 1 つしかない（冗長パスがない）、またはネットワークへのパ
スがまったくない構成または状態を検出し、報告します。
サーバー管理者のインターコネクト構成に関する詳細把握は不要
論理インターコネクトは単一のエンティティとして管理されるため、サーバー管理者は、インターコネク
ト構成の詳細に関与しません。たとえば、ネットワーク管理者が、エンクロージャーの各サーバーベイか
ら各イーサーネットデータセンターネットワークへの冗長アクセスを確保するように論理インターコネ
クトを構成する場合、サーバー管理者は、ネットワークへの 2 つの接続、またはそのネットワークを含む
ネットワークセットへの 2 つの接続をサーバープロファイルに含める必要があるだけです。
他のリソースとの関係
論理インターコネクトリソースは、リソースモデル概要図の次のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上のインターコネクト。論理インターコネクトを使用できるようにするには、1 つ以上のイン
ターコネクトを追加する必要があります。インターコネクトがゼロ個の場合、エンクロージャーとそ
の内容には、データセンターネットワークへのアップリンクがありません。
• エンクロージャーグループに関連付けられた 1 つ以上の論理インターコネクトグループ。論理イン
ターコネクトの初期構成を定義します。
• ゼロ個以上のアップリンクセット。アップリンクセットは、ゼロ個以上のアップリンクポートとゼロ
個以上のネットワークを関連付けます。
• ゼロ個以上の論理エンクロージャー。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

論理インターコネクト

logical-interconnects
および
logical-downlinks

注意事項
ネットワークの共通セットとダウン
リンクに使用できる機能の情報を取
得するには、
logical-downlinks
REST API を使用します。

論理インターコネクトグループ
論理インターコネクトグループは、論理インターコネクトを形成するため一緒に構成されているインター
コネクトの物理および論理構成を定義するテンプレートです。この構成には、次の内容が含まれます。
• インターコネクトタイプ、インターコネクト構成、およびインターコネクトダウンリンク機能
• スタッキングリンクに使用されるインターコネクトポート
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• アップリンクポートをイーサーネットまたはファイバーチャネルネットワークにマップするアップリ
ンクセット
• アップリンクセットおよび内部ネットワークに基づく使用可能なネットワーク
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• 論理インターコネクトグループ（複数可）は、各エンクロージャーではなく、エンクロージャーグルー
プに関連付けられます。
• 複数エンクロージャー論理インターコネクトグループは、リンク済みエンクロージャーセット内のイ
ンターコネクトリンクトポロジと一致している必要があります。インターコネクトリンクトポロジの
すべてのエンクロージャーで、すべてのベイが正しく装着されている必要があります。
• シリアル接続 SCSI（SAS）論理インターコネクトグループは、インターコネクトリンクトポロジにお
ける個々のエンクロージャー内の個々のベイに適用できる単一エンクロージャー論理インターコネク
トグループです。
• 論理インターコネクトグループで定義されたアップリンクセットでは、エンクロージャーグループの
論理インターコネクトごとに、アップリンクセットの初期構成を定義します。既存の論理インターコ
ネクトグループのアップリンクセットを変更すると、次のようになります。
◦ 構成の変更後に追加したエンクロージャーのみが、新しいアップリンクセットの構成で構成されま
す。
◦ 既存の論理インターコネクトは、論理インターコネクトグループと一致していないと報告されま
す。新しい構成でその既存の論理インターコネクトをアップデートするように要求できます。
論理インターコネクトを作成し、論理インターコネクトグループに関連付けると、その論理インターコネ
クトはそのグループに継続的に関連付けられます。また、その構成がグループと異なる場合は論理イン
ターコネクトから報告されます。その論理インターコネクトの構成は、グループに一致するように変更で
きます。
他のリソースとの関係
論理インターコネクトグループリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上の論理インターコネクト
• ゼロ個以上のエンクロージャーグループ
論理インターコネクトグループで定義されているアップリンクセットによって、そのグループの各論理イ
ンターコネクトのアップリンクセットの初期構成が指定されます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

論理インターコネクトグループ

logical-interconnect-groups

論理 JBOD
論理 JBOD は、仮想ドライブとして動的に定義される物理ドライブのグループです。論理 JBOD は、エ
ンクロージャーのデバイスベイに取り付けられ、SAS 論理インターコネクトに関連付けられているドライ
ブエンクロージャーのドライブを使用します。論理 JBOD をサーバーハードウェアに割り当てたり割り
当て解除したりするには、サーバープロファイルを使用します。
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他のリソースとの関係
論理 JBOD リソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• ドライブエンクロージャーのどのボリュームを特定のサーバーハードウェアに接続するかを指定す
る、1 つのサーバープロファイル。
• 1 つの SAS 論理インターコネクト。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

論理 JBOD

sas-logical-jbods

論理スイッチ
論理スイッチは、管理対象または監視対象のいずれかの論理スイッチとして HPE OneView に追加されま
す。論理スイッチは、単一スタッキングドメイン内で構成される最大で 2 つの物理トップオブラック
（ToR）スイッチ（HPE Synergy フレーム外部）で構成できます。
接続は、1 つの論理インターコネクトあたりの論理スイッチを 1 つに制限します。論理インターコネクト
内のインターコネクトを複数の論理スイッチに接続することはできません。
論理スイッチは、論理スイッチグループ構成に基づきます。論理スイッチがグループと不一致状態（論理
スイッチまたは論理スイッチグループのいずれかの変更により）に遷移した場合、論理スイッチグループ
に基づいて論理スイッチ構成をアップデートして、整合性のある状態に戻します。
コンポーザブルファブリックの一部である論理スイッチを使用すると、HPE OneView でこの論理スイッ
チに接続されているラックマウント型サーバーにサーバープロファイル接続を展開することができます。
コンポーザブルファブリックの一部でない場合は、監視対象または管理対象として論理スイッチを作成で
きます。
• 監視対象として論理スイッチを作成すると、HPE OneView で以下を行うことができます。
◦ ポートステータスを監視する。
◦ 物理ポート情報とポート統計を提供する。
◦ ヘルスイベントとポート状態の変化を提供する。
◦ エンクロージャーエッジとアップストリーム ToR スイッチ間のネットワークの可用性に関する情
報を提供する。
• 管理対象として論理スイッチを作成すると、HPE OneView によって管理されるエンクロージャーエッ
ジとアップストリーム ToR スイッチ間のポートのポート状態とネットワークプロビジョニングを完全
に制御することができます。また、HPE OneView は、別の管理アプライアンスによって管理されてい
ないポートを有効または無効にすることができます。管理対象モードで論理スイッチを追加すると、
OneView 管理対象インターコネクトに接続されたポート用の既存の構成が、HPE OneView インター
コネクトアップリンク用に指定された構成に置き換わります。外部管理システムでアクティブに管理
されるポートは変更されず、HPE OneView 管理に取り込まれません。サーバープロファイル接続の展
開は、Virtual Connect インターコネクトでのみサポートされています。
Arista ToR スイッチ
最大 2 台の Arista スイッチで論理スイッチを作成できます。論理スイッチに 2 つの Arista スイッチがあ
る場合、それらはマルチシャーシリンクアグリゲーション（MLAG）構成になければなりません。MLAG
は両方のスイッチ上に構成する必要があり、同じ MLAG ドメインに属している必要があります。
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デフォルトで、Arista ToR スイッチには自己署名証明書が含まれています。HPE OneView と Arista ToR
間のセキュアな通信のために、CA によって発行された証明書をスイッチにインポートします。詳細は認
証機関の使用トピックを参照してください。
重要な情報
• 論理スイッチを作成するときは、プロンプトに従って各 ToR スイッチの証明書を承諾します。承諾さ
れると、ToR スイッチの証明書は HPE OneView トラストストアにインポートされます。
• 以前に作成した論理スイッチで HPE OneView をアップグレードすると、スイッチ上の既存の証明書が
自動的に承諾されます。
• アプライアンスは、HPE OneView トラストストアにインポートされている証明書の有効期限アラート
を生成します。証明書が期限切れになってアップデートされる場合は、セキュリティ > セキュリティ
の編集 > 証明書パネルでアプライアンス全体の証明書検証を無効にします。次に、署名済み証明書を
生成し、ToR スイッチで証明書をアップデートして、証明書検証を再び有効にする手順を実行します。
論理スイッチページのアラートの推奨事項に従って、HPE OneView トラストストアに証明書をイン
ポートします。
HPE OneView 管理対象 ToR スイッチの工場出荷時設定へのリセットの処理
HPE OneView 管理下のスイッチの証明書が、ToR スイッチの工場出荷時設定へのリセットなど、何らか
の理由で HPE OneView トラストストアから変更または削除された場合、HPE OneView とスイッチ間の
通信は失敗します。スイッチから証明書を HPE OneView トラストストアにインポートするよう求める、
アラートが論理スイッチページに表示されます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

論理スイッチ

logical-switches

詳細情報
証明書の管理

論理スイッチグループ
論理スイッチグループは、論理スイッチを作成するためテンプレートです。Cisco Nexus 9K ACI モード
の論理スイッチは、1 つまたは複数の物理トップオブラックスイッチの集約である場合もあります。論理
スイッチは、対応する HPE OneView ファブリックマネージャーのテナントポリシーでカバーされている
スイッチの集まりです。
論理スイッチグループは、Cisco Nexus 9K ACI モードスイッチ用に最初の HPE OneView ファブリックマ
ネージャーが作成されると自動的に作成されます。すべてのファブリックマネージャーが削除されると、
論理スイッチグループも削除されます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

論理スイッチグループ

logical-switch-groups

ネットワーク
ネットワークは、データセンター内のファイバーチャネル、Ethernet、または Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）のネットワークを表します。
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他のリソースとの関係
ネットワークリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上の接続
• 論理インターコネクトごとにゼロ個または 1 つのアップリンクセット
• タグ付きイーサーネットネットワークの場合、ゼロ個以上のネットワークセット
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ネットワーク

fc-networks
または
ethernet-networks
または
fcoe-networks

ネットワークセット
ネットワークセットは、1 つの名前で識別される、タグ付きイーサーネットネットワークのグループを表
します。ネットワークセットを使用すると、サーバープロファイル構成およびサーバープロファイルテン
プレートが簡素化されます。サーバープロファイルの接続でネットワークセットを指定すると、その任意
のメンバーネットワークにアクセスできます。ネットワークセットからネットワークを追加または削除
すると、ネットワークセットを使用しているプロファイルが影響を受けます。ネットワークセットの一般
的な用途の 1 つは、vSwitch への複数の VLAN で構成されるトランクです。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• ネットワークセットには、ゼロ個以上のタグ付きイーサーネットネットワークを含めることができま
す。
• タグ付きイーサーネットネットワークは、ゼロ個以上のネットワークセットのメンバーになることが
できます。
• サーバープロファイルの接続には、ネットワークまたはネットワークセットを指定できます。
• ネットワークセットが、アップリンクセットのメンバーになることができるのは、包含されるネット
ワークが、同じ論理インターコネクトに関連付けられた他のネットワークセットのネットワークの複
製ではない場合に限られます。
その他の構成ルールも適用されます。
他のリソースとの関係
ネットワークセットリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上の接続、およびその接続を使用するゼロ個以上のサーバープロファイル。
• ゼロ個以上のイーサーネットネットワーク。
• ゼロ以上のアップリンクセット。
UI 画面と REST API リソース
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UI 画面

REST API リソース

ネットワークセット

network-sets

OS 展開サーバー
OS 展開サーバーとは、ステートレスオペレーティングシステムをサーバーが使用するために展開（イン
ストールおよび構成）するためのリソースです。HPE OneView が OS 展開サーバーに接続して、オペレー
ティングシステムを展開できるよう構成します。HPE Synergy イメージストリーマーアプライアンスは、
HPE Synergy サーバーで使用するオペレーティングシステムの展開およびカスタマイズに使用されるソ
フトウェアをホストします。
HPE OneView は構成された後の OS 展開サーバーを管理し、属性、管理設定、OS 展開プラン、そして使
用可能な OS 展開プランを参照するサーバープロファイルのリストを表示します。
他のリソースとの関係
OS 展開サーバーは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。
• HPE Synergy イメージストリーマーおよび HPE Synergy コンポーザーアプライアンスに接続する 1
つの管理ネットワーク。
• HPE Synergy イメージストリーマーによって展開されたサーバーとボリューム間で iSCSI トラフィッ
クフローに使用される 1 つの OS 展開ネットワーク。
• 1 つ以上の論理インターコネクトグループ。
• 正確に 1 つのエンクロージャーグループ。
• 正確に 1 つの論理エンクロージャー。
• OS 展開に使用するサーバー関連の設定を持つ 1 つ以上のサーバープロファイル。
• 展開済みターゲット経由の 1 つ以上のイメージストリーマー OS 展開プラン。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

OS 展開サーバー

deployment-servers

電力供給デバイス
電力供給デバイスは、データセンターの引き込み口からラックコンポーネントまで電力を供給する物理リ
ソースです。配電デバイスオブジェクトを作成して、ラック内の 1 つまたは複数のコンポーネント用の電
源を記述します。電力供給デバイスには、給電線、ブレーカーパネル、分岐回路、PDU、コンセント
バー、コンセント、UPS デバイスなどがあります。
詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「電力供給デバイス」の章を参照してください。
他のリソースとの関係
電力供給デバイスは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
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• ゼロ個以上のラック
• ゼロ個以上の非管理デバイス
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

電力供給デバイス

power-devices

ラック
ラックは、データセンターのエンクロージャー、サーバー、電力供給デバイス、非管理デバイスなどの IT
機器を含む物理的な構造物です。ラックに格納された機器の物理的な位置、サイズ、温度制限を記述する
ことで、データセンターのスペース、電力のプランニングを行ったり、電力分析機能を実行できます。
他のリソースとの関係
ラックリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個または 1 つのデータセンター
• ゼロ個以上のエンクロージャー
• ゼロ個以上のサーバーハードウェアのインスタンス
• ゼロ個以上の非管理デバイス
• ゼロ個以上の電力供給デバイス
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ラック

racks

SAN マネージャー
SAN マネージャーを使用すると、SAN を管理するシステムを HPE OneView の管理下に置くことができ
ます。HPE OneView に SAN マネージャーを追加すると、そのマネージャーが管理する SAN は、サーバー
プロファイルに接続できる HPE OneView ネットワークに関連付けることができるようになります。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
SAN マネージャーは HPE OneView リソースに直接には関連付けられていません。それらが管理する
SAN（管理対象 SAN と呼ばれます）は、HPE OneView ネットワークに関連付けてサーバープロファイル
で構成できます。
他のリソースとの関係
SAN マネージャーリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。
SAN マネージャー上の管理対象 SAN は、1 つの HPE OneView ネットワークに関連付けることができま
す。このネットワークは、1 つのサーバープロファイルに関連付けることができます。
UI 画面と REST API リソース
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UI 画面

REST API リソース

SAN マネージャー

fc-device-managers

SAN
SAN は、SAN 管理者により検出され、HPE OneView ネットワークに関連付けられている場合は管理対象
になります。SAN のボリュームのサーバープロファイルアタッチメントは、サーバー、SAN のゾーニン
グ、およびストレージシステムを自動的に構成することができ、サーバーによるボリュームへのアクセス
を有効にします。
SAN は、その SAN が属する SAN Manager が追加されたときに、HPE OneView で使用できるようにな
ります。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• SAN は、その SAN が存在する SAN Manager に関連付けられます。SAN は、1 つの SAN マネージャー
のみで管理する必要があります。
• SAN は、1 つ以上のファイバーチャネル（FC）または Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ネット
ワークに関連付けできます。
他のリソースとの関係
SAN のリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。
SAN Manager 上の管理対象 SAN は、1 つのファイバーチャネル（FC）または Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）ネットワークに関連付けることができます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

SAN

fc-sans

詳細情報
• リソースモデルの概要図
• ネットワーク

サーバーハードウェア
サーバーハードウェアは、サーバーハードウェアのインスタンスを表します。
サポートされるサーバーハードウェアの詳細については、HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマ
トリックスを参照してください。
他のリソースとの関係
サーバーハードウェアリソースは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個または 1 つのサーバープロファイル。
サーバーにサーバープロファイルが割り当てられていない場合、ファームウェアの管理やデータセン
ターネットワークへの接続など、サーバープロファイルリソースを必要とする操作を実行できません。
ただし、以下の操作は実行できます。
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◦ 管理対象サーバーハードウェアを HPE OneView に追加する（HPE OneView がサーバーファーム
ウェアを管理するために必要な最小バージョンに自動的にアップデートする操作を含む）。
◦ インベントリデータを表示する。
◦ サーバーの電源をオンまたはオフにする。
◦ iLO のリモートコンソールを起動する。
◦ 電力、冷却、および使用率を監視する。
◦ ヘルスおよびアラートを監視する。
• 正確に 1 つのサーバーハードウェアタイプ
• エンクロージャーの単一のデバイスベイ
この関連付けは、フルハイトコンピュートモジュールにも適用されます。このサーバーブレードは 2
つのデバイスベイを使用しますが、上部のベイにのみ関連付けられます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

サーバーハードウェア

server-hardware

注意事項
サーバーの電源オフまたは電源オ
ン、サーバーのリセット、iLO の
リモートコンソールの起動などの
アクションを実行する場合は、
サーバープロファイルリソースで
はなく、サーバーハードウェアリ
ソースを使用します。iLO のリ
モートコンソールは、UI から起動
できます。REST API には iLO の
リモートコンソールを起動するた
めの API がありません。

サーバーハードウェアタイプ
サーバーハードウェアタイプでは、サーバーハードウェアの物理的な構成に関する詳細を収集し、そのタ
イプのサーバーハードウェアに割り当てられたサーバープロファイルに使用できる設定を定義します。
たとえば、HPE Synergy 480 Gen9 コンピュートモジュールのサーバーハードウェアタイプには、その
サーバーハードウェア構成のデフォルトの BIOS 設定一式が含まれます。
エンクロージャーを HPE OneView に追加すると、HPE OneView はエンクロージャーに設置されている
サーバーを検出し、検出した固有のサーバー構成ごとに 1 つのサーバーハードウェアタイプを作成しま
す。固有のラックマウント型サーバーモデルを追加すると、HPE OneView はそのサーバー構成用の新し
いサーバーハードウェアタイプを作成します。
他のリソースとの関係
サーバーハードウェアタイプは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上のサーバープロファイル
• ゼロ個以上のサーバープロファイルテンプレート
• そのサーバーハードウェアタイプによって定義されたタイプのゼロ個以上のサーバー
UI 画面と REST API リソース

リソースモデルについて

62

UI 画面

REST API リソース

サーバーハードウェアタイプ

server-hardware-types

サーバープロファイル
サーバープロファイルは、サーバー構成の主要要素を 1 つの場所に集めているため、ベストプラクティス
に従って Converged Infrastructure ハードウェアをすばやくかつ一貫性のある方法でプロビジョニングで
きます。
サーバープロファイルには、サーバーハードウェアに関する以下の構成情報を指定できます。
• 基本的なサーバー識別情報
• オペレーティングシステムの展開設定
• ファームウェアバージョン
• Ethernet ネットワーク、Ethernet ネットワークセット、FCoE ネットワーク、ファイバーチャネルネッ
トワーク、および iSCSI への接続
• ローカルストレージ
• SAN ストレージ
• ブート設定
• BIOS 設定
• iLO 設定
• 物理または仮想 Universally Unique Identifier（UUID）、メディアアクセス制御（MAC）アドレス、およ
び World Wide Name（WWN）アドレス
他のリソースとの関係
サーバープロファイルは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個または 1 つのサーバープロファイルテンプレート。
• ゼロ個以上の接続リソース。接続リソースを使用して、サーバーからネットワークまたはネットワー
クセットへの接続を指定できます。接続をまったく指定しなかった場合、Virtual Connect を使用する
サーバーはデータセンターネットワークに接続できません。サーバープロファイル接続に使用できる
ネットワークとネットワークセットは、サーバーハードウェアが設置されているエンクロージャーの
論理インターコネクトの構成によって異なります。
注記: 接続はスイッチをプログラミングすることによって制御されるため、Virtual Connect を使用しな
いサーバーは接続リソースを必要としません。
• ゼロまたは 1 つのサーバーハードウェアリソース。
正確に 1 つのサーバーハードウェアタイプリソース。
• ゼロ個以上のボリューム（ボリュームアタッチメントを使用）。
注記: ボリュームアタッチメントは、ネットワークに接続されているボリュームを定義する、サーバー
プロファイル内の論理リソースです。
• 正確に 1 つのエンクロージャーグループリソース。
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サーバープロファイルを移植できるようにするため、サーバープロファイルは、エンクロージャーリ
ソースではなく、エンクロージャーグループリソースに関連付けられます。エンクロージャーグルー
プのエンクロージャーは完全に同じように構成されるため、そのサーバーハードウェアがエンクロー
ジャーグループのどのエンクロージャーとベイに格納されているかに関係なく、適切なサーバーハー
ドウェアにサーバープロファイルを割り当てることができます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

サーバープロファイル

server-profiles

サーバープロファイルテンプレート
サーバープロファイルテンプレートは、HPE OneView 内のサーバープロファイルの監視、フラグ、およ
びアップデートに役立ちます。
サーバープロファイルテンプレートでは、以下の構成のソースを定義します。
• ファームウェアバージョン
• Ethernet ネットワーク、Ethernet ネットワークセット、ファイバーチャネルネットワーク、および
iSCSI への接続
• ローカルストレージ
• SAN ストレージ
• ブート設定
• BIOS 設定
• iLO 設定
• プロファイルアフィニティ
他のリソースとの関係
サーバープロファイルテンプレートは、リソース概要図の以下のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上のサーバープロファイルリソース。
• ゼロ個以上の接続リソース。
• 正確に 1 つのサーバーハードウェアタイプリソース。
• ゼロ個以上のボリューム（ボリュームアタッチメントを使用）。
• ゼロ個以上のストレージプール（ボリュームテンプレートを未使用）。ストレージプールがボリューム
テンプレートを使用している場合、ストレージプールはボリュームテンプレートで定義されます。
• 正確に 1 つのエンクロージャーグループリソース。
サーバープロファイルを移植できるようにするため、サーバープロファイルは、エンクロージャーリ
ソースではなく、エンクロージャーグループリソースに関連付けられます。エンクロージャーグルー
プのエンクロージャーは完全に同じように構成されるため、そのサーバーハードウェアがエンクロー
ジャーグループのどのエンクロージャーとベイに格納されているかに関係なく、適切なサーバーハー
ドウェアにサーバープロファイルを割り当てることができます。
UI 画面と REST API リソース
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UI 画面

REST API リソース

サーバープロファイルテンプレート

server-profile-templates

ストレージプール
ストレージプールは、ストレージシステム上に存在し、ボリュームを含んでいます。ストレージプール
は、そのシステムの管理ソフトウェアを使用してストレージシステム上で作成されます。ストレージプー
ルを HPE OneView に追加した後は、既存のボリュームを追加または新しいボリュームを作成できます。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• ストレージプールは 1 つのストレージシステムにのみ存在します。
• ストレージプールは、ゼロ個以上のボリュームを含むことができます。
• ストレージプールは、ゼロ個以上のサーバープロファイルテンプレートに関連付けることができます。
他のリソースとの関係
ストレージプールリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。
1 つのストレージシステムと、それを介してゼロ個以上のボリューム、ボリュームは、ゼロ個以上のサー
バープロファイルに接続することができます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ストレージプール

storage-pools

ストレージシステム
サポートされるストレージシステムをストレージプールおよびボリュームを管理する HPE OneView に
接続できます。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• ストレージシステムは、ゼロ個以上のストレージプールを持つことができます。
• ストレージシステムは、各ストレージプールにゼロ個以上のボリュームを持つことができます。
他のリソースとの関係
ストレージシステムリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上のストレージプール、およびそれらのストレージプールを介してゼロ個以上のボリューム
• ゼロ個以上のボリュームを介してゼロ個以上のサーバープロファイル
UI 画面と REST API リソース

リソースモデルについて

65

UI 画面

REST API リソース

ストレージシステム

storage-systems

非管理デバイス
非管理デバイスは、ラックに設置されている物理リソース、または電力を消費する物理リソースですが、
HPE OneView によって現在管理されていない物理リソースです。一部の非管理デバイスは、HPE
OneView が管理できないサポート対象外のデバイスです。
Intelligent Power Discovery（IPD）接続を使用してインテリジェントパワーディストリビューションユニッ
ト（iPDU）に接続されているすべてのデバイスは、非管理デバイスとして HPE OneView に追加されま
す。
KVM スイッチ、ルーター、ラック収納型モニターとキーボードなど、IPD をサポートしていないその他
のデバイスは、非管理デバイスのリストに自動的に追加されません。このようなデバイスを HPE
OneView に追加するには、手動で追加して、名前、ラック位置、所要電力を記述できます。
他のリソースとの関係
非管理デバイスリソースは、リソース概要図の次のリソースに関連付けられます。
• ゼロ個以上のラック
• ゼロ個以上の電力供給デバイス
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

非管理デバイス

unmanaged-devices

注意事項
非管理デバイスのプロパティは、UI または
REST API を使用して表示、追加、または編集
できます。非管理デバイスを削除するには、
REST API を使用する必要があります。

アップリンクセット
アップリンクセットは、データセンターネットワークをインターコネクトのアップリンクポートに割り当
てます。アップリンクは、アップリンクセットが属する論理インターコネクトのメンバーである物理イン
ターコネクトからのアップリンクである必要があります。アップリンクセットは、論理インターコネクト
の一部です。各論理インターコネクトには、次の制限があります。
• アップリンクセットが、ネットワークセットを包含できるのは、包含されるネットワークが、同じ論
理インターコネクトに関連付けられた他のネットワークセットのネットワークの複製ではない場合に
限られます。
• ネットワークは、論理インターコネクトグループあたり 1 つのアップリンクセットのメンバーになれ
ます。
• アップリンクセットには、1 つのファイバーチャネルネットワークを含めることができます。
• アップリンクセットには、複数のイーサーネットネットワークを含めることができます。

リソースモデルについて
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• アップリンクセットには 1 つまたは複数の FCoE ネットワークを含めることができますが、アップリ
ンクは 1 つの FCoE 対応インターコネクト内に含める必要があります。
• 内部ネットワークでは、論理インターコネクト内のサーバー間接続が許可されます。内部ネットワー
クは、既存のネットワークを内部ネットワークに追加するが、アップリンクセットとの関連付けは行
わないことで、作成されます。内部ネットワークをアップリンクセットに追加すると、そのネットワー
クは自動的に内部ネットワークから削除されます。
マルチフレーム構成の Synergy イメージストリーマーへの接続をサポートしているアップリンクセット
にイメージストリーマータイプを割り当てて、関連するポートを正しく構成する必要があります。イメー
ジストリーマーアップリンクセットは、1 つのネットワークと 4 つのアップリンクポートで構成されま
す。シングルフレームイメージストリーマー構成のアップリンクセットにイーサーネットタイプを割り
当て、1 つのアップリンクポートを使用する必要があります。
注記: HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 モジュール（Synergy 用）インターコネクトをシングルフレー
ム構成で使用する場合は、タイプをイメージストリーマーに設定できます。
他のリソースとの関係
アップリンクセットは、論理インターコネクトまたは論理インターコネクトグループの一部です。
論理インターコネクトグループに定義されたアップリンクセットによって、そのグループに属する論理イ
ンターコネクトで使用するアップリンクセットの構成を指定します。論理インターコネクトのアップリ
ンクセットが、論理インターコネクトグループのアップリンクセットと一致しない場合、HPE OneView
は、論理インターコネクトがそのグループと一致していないことを報告します。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

論理インターコネクト

uplink-sets

または
論理インターコネクトグループ

ボリューム
ボリュームとは、ストレージプールから割り当てられている仮想ディスクです。サーバープロファイル
は、ボリュームに対するサーバーの接続を定義できます。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
• ボリュームは、ただ 1 つのストレージシステム上に存在するただ 1 つのストレージプールに存在しま
す。
• ボリュームはゼロ、1 つ、または多数のサーバープロファイルに接続することができます。プライベー
トボリュームはゼロまたは 1 つのサーバープロファイルに接続することができます。
他のリソースとの関係
ボリュームリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。
• 1 つのストレージプール、およびそれを介して 1 つのストレージシステム。
• ボリュームアタッチメントを介してゼロ、1 つ、または多数のサーバープロファイル。
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• ボリュームアタッチメントを介してゼロ、1 つ、または多数のサーバープロファイルテンプレート。
• ゼロまたは 1 つのボリュームテンプレート。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ストレージボリューム

storage-volumes

ボリュームテンプレート
ボリュームテンプレートは、それから作成されるボリュームの設定を定義します。ボリュームテンプレー
トを使用して、同一の構成の複数のボリュームを作成します。
リソースモデルでの特長は以下のとおりです。
ボリュームテンプレートは、1 つのストレージプールに関連付けることができます。
他のリソースとの関係
ボリュームテンプレートリソースは、リソースモデルの概要図の次のリソースに関連付けられます。
1 つのストレージプール、これには、ゼロ、1 つ、または多数のボリュームテンプレートを関連付けるこ
とができます。
UI 画面と REST API リソース
UI 画面

REST API リソース

ストレージボリュームテンプレート

storage-volume-templates
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HPE OneView GUI または REST API スクリプ
トの使用
HPE OneView では、GUI または REST（REpresentational State Transfer）API を使用して、物理および
論理サーバー、ネットワーク、およびストレージリソースを簡単に監視、構成、および管理できます。
HPE OneView GUI
HPE OneView GUI は、ユーザーフレンドリで直感的な表示、メニュー方式を特長としたインターフェイ
スです。日常的なタスクの実行をガイドします。HPE OneView GUI からは以下が提供されます。
• HPE OneView GUI の概要を説明するチュートリアル。
• アプライアンスの構成に役立つガイド付きセットアップ。
• 進捗状況とステータスを示すアラートおよびアクティビティ。
• 詳細情報を提供するオンラインヘルプ - 必要なときに概念とタスクに関する情報を入手する。
GUI では、間違いを防いだり訂正したりできるように、画面上にヒントやコツが表示されます。また、タ
スクに関する詳細情報へのリンクも表示されます。各画面の一番上には、ヘルプシステム全体にアクセス
できるヘルプアイコンがあります。
HPE OneView REST API
HPE OneView のリソース指向のアーキテクチャーでは、統一された REST インターフェイスが提供され
ています。REST は、HTTP POST、GET、PUT、DELETE を使用してリソース上で実行される基本的な
Create、Read、Update、Delete（作成、読み取り、アップデート、削除（CRUD））操作を使用する Web
サービスです。
REST API の特長は以下のとおりです。
• 他の管理プラットフォームとのオープンな統合を実現するための業界標準のインターフェイスを提供
します。
• いつでも、どこからでもアクセスできるように設計されています。各リソースには 1 つの Uniform
Resource Identifier（URI）があり、物理デバイスまたは論理構造を表します。
• 任意のスクリプト言語またはプログラミング言語を使用して、UI から実行できるすべての操作を自動
化できます。
• 高い拡張性を実現するように設計されています。

HPE OneView メッセージバスへのアクセスについて
HPE OneView は、管理対象リソース（論理リソースと物理リソースの両方）に加えた変更、および管理
対象リソースのメトリックに加えた変更をサブスクライバーに通知する非同期メッセージングをサポー
トしています。たとえば、新しいサーバーハードウェアが管理対象環境に追加されたとき、または物理リ
ソースのヘルスステータスが変化したときに通知を受信するように、アプリケーションをプログラミング
できます。また、管理対象リソースの電力、温度、CPU といった評価基準をストリーミングすることも
できます。
HPE OneView REST API を使用して、State-Change Message Bus（SCMB）にアクセスする証明書を入
手することができます。
メッセージの内容は、JSON（JavaScript オブジェクト表記）形式で送信され、リソースのモデルが含ま
れています。

HPE OneView GUI または REST API スクリプトの使用
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メッセージへのサブスクリプションを設定するには、その前に REST API を使用してアプライアンスから
AMQP（Advanced Message Queuing Protocol）証明書を作成およびダウンロードする必要があります。
次に、ユーザー名とパスワードを指定するか指定せずに EXTERNAL 認証メカニズムを使用してメッセー
ジバスに接続します。これにより、メッセージバスとクライアント間で証明書ベースの認証を使用できる
ようになります。メッセージバスに接続した後、空のキュー名でキューを設定します。AMQP が一意の
キュー名を生成します。このキュー名を使用して SCMB エクスチェンジにクライアントをバインドし、
メッセージを受信します。
メッセージに接続し、キューを設定するには、AMQP をサポートするクライアントを使用する必要があり
ます。

HPE OneView GUI または REST API スクリプトの使用

70

HPE OneView の使用方法
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプのクイックスタートトピックには、アプライアンスとリソース
を構成する手順が記載されています。構成の詳細については、次のトピックのいずれかを選択してくださ
い。
• クイックスタート：初期ハードウェアセットアップ
• クイックスタート：HPE OneView の初期構成
• クイックスタート：HPE Synergy イメージストリーマーの初期構成
• クイックスタート：既存の HPE Synergy 構成へのイメージストリーマーデバイスの追加
• クイックスタート：ネットワークの追加と、既存のサーバーとの関連付け
• クイックスタート：SAN ストレージの構成
HPE Synergy 12000 フレームセットアップ/インストールガイドには、フレームとそのコンポーネントの
セットアップ方法と HPE Oneview の起動方法が記載されています。

HPE Insight Control サーバープロビジョニングと連動した
Smart Update Tools のインストール
Smart Update Tools（SUT）は、サーバー上の HPE Insight Control サーバープロビジョニングと連動させ
てインストールできます。AutoStage モードで実行する場合、SUT はオペレーティングシステムに対して
ファームウェアおよびドライバーのステージングのみ行います。ファームウェアとドライバーのインス
トールは、ファームウェアをアクティブ化する予定メンテナンス期間中に実行できます。
注記: HPE Insight Control サーバープロビジョニングは、Gen9 サーバー上でのプロビジョニングをサ
ポートしています。Gen10 以降のサーバーの場合、Hewlett Packard Enterprise では VMware AutoDeploy
などのツールを使用することをお勧めします。
詳細情報
• HPE Insight Control サーバープロビジョニング管理者ガイド
• iLO Amplifier Pack 向け Smart Update Tools ユーザーガイド

HPE OneView の使用方法
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ドキュメントとヘルプへのアクセス
この章では、アプライアンスからヘルプにアクセスする方法、および公開されているオンライン情報ライ
ブラリにアクセスする方法について説明します。

オンラインヘルプ - 必要なときに概念とタスクに関する情報
を入手する
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプドキュメントの UI 関連の情報。表示内容は、次のとおりです。
• リソースの説明
• データセンターを管理対象にするためのクイックスタート手順
• UI を使用してタスクを実行するための段階的な手順
UI ヘルプの設計
UI のオンラインヘルプは、各リソースを個別の章で説明するように設計されています。各ヘルプの章の最
初には、次の場所に移動するためのナビゲーションボックスがあります。
• UI を使用して実行できるタスク
• リソースに関する概念的な情報
• 問題発生時のトラブルシューティング情報

オンラインヘルプの補足を目的としたユーザーガイド
HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドには、次の情報が記載されています。
• アプライアンスとその機能の概要。
• リソースモデル図。
• 最も頻繁に使用されるリソースとそれらの関係の説明。
• アプライアンスを使用できない場合にアプライアンスの外部で実行できるタスク。
• 構成の決定、アプライアンスをインストールする前に実行できるタスク、管理対象デバイスの追加、
構成の変更などのプランニング情報。
• セキュリティ情報。
詳細情報
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

HPE OneView のドキュメントの場所
その他のガイド
その他の HPE OneView ガイドは、Enterprise Information Library で入手できます。

ドキュメントとヘルプへのアクセス
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HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ
アプライアンス上のヘルプを表示するには、

をクリックして ヘルプサイドバーを開きます。

サイドバーのリンクから、新しいブラウザーウィンドウまたはタブにヘルプを開くことができます。
• このページのヘルプ：現在の画面のヘルプが表示されます。
• ヘルプを参照：ヘルプシステムのトップ画面が表示されます。ここから、参照したいヘルプを選択で
きます。
• 画面またはダイアログボックスで
のヘルプが表示されます。

をクリックすると、そのダイアログボックスのコンテキスト依存

注記: HPE OneView ドキュメントに関するフィードバックを送信するには、docsfeedback@hpe.com に
メールを送信します。

ドキュメントとヘルプへのアクセス
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HPE OneView におけるセキュリティ
このパートの各章では、HPE OneView に搭載されているセキュリティ機能、ベストプラクティス、トラ
ブルシューティングについて説明します。

HPE OneView におけるセキュリティ
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セキュアなアプライアンスを維持するためのベ
ストプラクティス
次のテーブルには、物理環境と仮想環境両方に対して Hewlett Packard Enterprise が推奨するセキュリ
ティのベストプラクティスの一部が記されています。セキュリティに関するベストプラクティスは、お客
様やその特定または固有の要件によって異なります。1 つのベストプラクティスのセットがすべてのお
客様に該当するわけではありません。
項目

ベストプラクティス

アクセス

• アプライアンスへのアクセスを制御します
◦ HPE サービスのアクセスを許可します
◦ インストール技術者がコンソールにアクセスできないように、ハードウェアの
セットアップ機能へのアクセスを無効にします

アカウント

• ローカルアカウントの数を制限または無効化します。Microsoft Active Directory や
OpenLDAP などのエンタープライズディレクトリソリューションとアプライアン
スを統合します。パスワードの有効期限、複雑さ、履歴、およびローカルユーザー
とグループを無効にするためのエンタープライズディレクトリ機能を使用します。
• ローカルアカウントを使用する場合は、組み込み管理者アカウントを強化パスワー
ドで保護します。
• 組み込み管理者アカウントは使用しないでください。すべてのユーザーは、監査を
容易にするために、各自の認証情報を使用してログインする必要があります。

監査ログ

アプライアンス監査ログを定期的にダウンロードします。
表は続く

セキュアなアプライアンスを維持するためのベストプラクティス
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項目

ベストプラクティス

証明書

• 信頼できる認証機関（CA）によって署名された証明書を使用します。
HPE OneView は証明書を使用して認証し、信頼関係を確立します。証明書を使用す
る最も一般的な例が、Web ブラウザーから Web サーバーへの接続を確立するとき
です。マシンレベルの認証は、SSL を使用して、HTTPS プロトコルの一部として実
行されます。証明書は、通信チャネルの設定時にデバイスを認証する場合にも使用
できます。
アプライアンスでは、自己署名証明書と CA 署名済みの証明書をサポートしていま
す。
アプライアンスは最初、Web サーバー、および State Change Message Bus
（SCMB）の自己署名証明書で構成されています。
HPE OneView へのアクセスを保護するために使用される同じ CA 署名済みアプラ
イアンス証明書は、SCMB サーバー証明書にも使用されます。クライアント証明書
はデフォルトで SCMB 用に使用できませんが、内部の HPE OneView CA または別
の信頼済み CA から生成できます。
Hewlett Packard Enterprise では、セキュリティニーズを調べ（つまり、リスク評価
を実行し）、信頼できる CA が署名した証明書の使用を検討することをお勧めしま
す。
◦ 企業の既存の CA を使用し、その信頼済みの証明書をインポートしてください。
信頼済みのルート CA 証明書は、HPE OneView と、HPE OneView が管理する
ハードウェアデバイスの両方に展開される必要があります。HPE OneView は、
CA ベースの証明書の検証を実行します。接続しているすべてのデバイスには、
そのルート CA によって信頼されている証明書が必要です。
◦ 企業独自の認証機関がない場合は、商用 CA を使用することを検討してくださ
い。信頼済みの証明書を提供するサードパーティ企業は多数あります。外部 CA
を使用して、特定のデバイスおよびシステム用に生成された証明書を取得し、こ
れらの信頼済みの証明書を、使用するコンポーネントにインポートする必要があ
ります。
インフラストラクチャ管理者で証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信した
らその証明書をアプライアンス Web サーバーにアップロードできます。これによ
り、アプライアンスへの HTTPS 接続の完全性と信頼性を確保できます。証明書は
SCMB 用にもアップロードできます。
認証機関の使用を参照してください。
自己署名証明書を商用の CA 署名証明書に置き換える場合は、以下の点を考慮してくだ
さい。
• 環境内のすべてのデバイスに商用の CA 証明書を使用するのか、アプライアンス
Web サーバー証明書のみを使用するのかを決定します。
• 公開鍵基盤（PKI）を使用して独自の CA 署名証明書を生成するのか、すべての管理
対象デバイス用に商用の CA 署名付き証明書を購入するのかを決定します。
• アプライアンス Web サーバー証明書の場合は、CA に次の情報を含めるように要求
する必要があります。
表は続く
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◦ キー使用法で電子署名（Digital Signature）。
◦ 鍵暗号値（Key Encipherment）。
◦ 拡張キー使用法でサーバー認証またはクライアント認証の値。
◦ 基本制約で End Entity を値とする Subject Type。
◦ 証明書の有効期限または有効性。頻繁に期限切れになる商用証明書は管理が困
難です。そのため、Hewlett Packard Enterprise では、1 年から 2 年の最小有効期
間をお勧めします。
◦ エンタープライズディレクトリサーバー管理者は、管理対象デバイスの CA 署名
付き証明書を取得するために使用された証明書署名要求（CSR）のサブジェクト
代替名および件名に、ホスト（完全修飾ドメイン名）、解決済み IP アドレス、ま
たはドメイン名のワイルドカードエントリのいずれかが含まれていることを確
認する必要があります。
アプライアンスの IP アドレスまたはホスト名が変更されると必ず、アプライア
ンスに関連付けられた CA 署名アプライアンス証明書はすべて消去され、新しい
自己署名アプライアンス証明書が生成されます。この場合、新しい CSR を生成
し、それに CA が署名してアプライアンスにインポートする必要があります。
◦ ルート CA やその他の中間 CA など、商用の CA にチェーンがある場合、アプラ
イアンスはそれらすべての証明書が信頼できるものと想定しているため、チェー
ン内のすべての証明書を HPE OneView にロードする必要があります。
◦ 証明書チェーンに存在できる証明書の最大数は 9 です。アプライアンスは、証明
書チェーンの深さが最大限度を超えると、デバイスまたはサーバーに接続できま
せん。証明書チェーンの最大深さは、アプライアンスでデフォルトで設定されて
おり、ユーザーがカスタマイズすることはできません。
◦ 証明書失効確認を実行する場合は、CA から証明書失効リスト（CRL）を設定し、
それらを定期的に更新する必要があります。

表は続く
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ネットワーク

• Hewlett Packard Enterprise では、プライベート管理 LAN を作成し、仮想 LAN また
はファイアウォール技術（またはその両方）を使用して本番環境 LAN とは別にして
おくこと（air-gapped として知られる）を推奨します。
◦ 管理 LAN
認定された担当者にだけは、管理 LAN へのアクセスを許可します。たとえば、
インフラストラクチャ管理者、ネットワーク管理者およびサーバー管理者。
◦ 本番環境 LAN
管理対象デバイスのすべての NIC を実務 LAN に接続します。
• Hewlett Packard Enterprise では、コンポーザーや iLO などの管理システムをイン
ターネットに直接接続しないことをお勧めします。
インバウンドのインターネットアクセスが必要な場合は、ファイアウォールによる
保護を提供する、企業の仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用してくださ
い。アウトバウンドのインターネットアクセス（たとえば、Remote Support）には、
セキュアな Web プロキシを使用してください。Web プロキシ設定について詳しく
は、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「Remote Support 登録の準備」ま
たは「プロキシ設定の構成」を参照してください。

パスワード

• Hewlett Packard Enterprise では、Microsoft Active Directory や OpenLDAP などのエ
ンタープライズディレクトリと HPE OneView を統合し、Maintenance Console 以
外の HPE OneView のローカルアカウントを無効にすることをお勧めします。その
後、エンタープライズディレクトリはパスワードの有効期間、パスワードの複雑度、
および最小パスワードの長さなど、共通のパスワード管理ポリシーを適用できます。
• アプライアンスの Maintenance Console はローカル管理者アカウントを使用しま
す。Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスの Maintenance Console アク
セス用のパスワードを設定することをお勧めします。

パーミッショ
ン

パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへの
ユーザーアクセスを制御するために使用されます。インフラストラクチャ管理者は、
パーミッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディレクトリグループに権
限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役
割は、リソースカテゴリにアクセスを付与します。パーミッションについて詳しくは、
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。
• 役割：HPE OneView は、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクショ
ンを記述する一連の役割を定義します。ユーザーまたはディレクトリグループに割
り当てられている役割は、アプライアンスによって管理されるリソースのカテゴリ
で操作を実行する権利を付与します。インフラストラクチャ管理者の役割は、最高
レベルのアクセス用に予約しておく必要があります。HPE OneView（HPE
Synergy 用）ヘルプの「ユーザーの役割について」を参照してください。
• スコープ：スコープを定義し、1 人以上のユーザーの管理ドメインを表すリソース
のサブセットを割り当てます。パーミッションのスコープを指定すると、その役割
によって付与される権限が、特定のリソースインスタンスにさらに制限されます。
したがって、異なる役割を持つユーザーのパーミッションでは、一般的な範囲を使
用するのが妥当です。
表は続く
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Two-Factor 認 HPE OneView では Two-Factor 認証をサポートしています。セキュリティを強化する
証
ために Two-Factor 認証を展開します。
アップデート

• https://www.hpe.com/support/e-updates-ja で HPE OneView 速報にサインアッ
プします。
• 定期的に環境内のすべてのコンポーネントのアップデートをインストールします。

管理対象環境

• 認可ユーザーにアプライアンスコンソールへのアクセスを制限することで、認可さ
れた担当者のみが、アプライアンスへの特権アクセスを付与することができる HPE
サービスリクエストを開始できます。
• 環境で侵入検知システム（IDS）ソリューションを使用している場合、そのソリュー
ションが仮想スイッチでネットワークトラフィックを認識できるようにする。
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HPE OneView のセキュリティ機能について
HPE OneView は、専用の HPE Synergy Composer（管理ソフトウェアがハードウェアに組み込まれてい
る）で実行します。HPE OneView の構成は、出荷時そのままで保護が強化されています。
高レベルの概要

コンソールアクセス

セキュリティが強化されたアプライアンス

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御

• セキュアなアプライアンスを維持するためのベスト 証明書
プラクティス
• Two-Factor 認証
• ブラウザー以外のクライアント
• ブラウザーからの証明書の管理
ユーザーアクセスおよび認証
• 複雑なパスワードについて
• ディレクトリサービス認証について

• 証明書の管理
詳細情報

• アプライアンスアクセスの認証

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

• 許可されたユーザーのアクセスの制御

• HPE OneView で必要なポート

• ログインセッションの作成

• アプライアンスからダウンロードできるファイル

• ユーザーアカウントと役割の指定

• 監査ログについて

• 認証情報の保護

セキュリティ設定
セキュリティの設定を使用すると、次のことが可能です。
• 暗号化モードを編集して、アプライアンスが FIPS（Federal Information Processing Standards）また
は Commercial National Security Algorithm（CNSA）標準に準拠するように構成します。これらのモー
ドでは、アプライアンスは、強力な通信プロトコルバージョンおよび暗号、保管時のデータの強力な
暗号化、強力なデジタル証明書のみを使用します。
• Two-factor 認証を構成します。
• 証明機関による認証が必要とされていないか、利用できない場合は、自己署名証明書を生成します。
• 公開キーの信頼性を確立し、認証機関を通してそれらを検証する証明書の証明書署名リクエスト
（CSR）を生成します。認証機関の使用に詳細を説明しています。
• 証明書の設定を表示します。
• HPE 公開キーをインストールし、HPE OneView アップデートプロセスの一部として配布されたファ
イルの信頼性と整合性を検証します。キーが期限切れになっているか取り消されている場合は、
https://www.hpe.com から最新のキーをダウンロードし、それをアプライアンスにアップロードでき
ます。
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証明書の検証について
HPE OneView は、アプライアンスと外部サーバーやデバイスの間のすべてのトランスポート層セキュリ
ティ（TLS）通信で証明書の検証を実行します。このチェックによって、リモートエンドポイントで機密
性、完全性、および認証が保証されます。
Hewlett Packard Enterprise は、本番環境において、証明書の検証を有効にすることを強くお勧めします。
テスト環境など、セキュリティを問題にする必要のない環境では、必要に応じて証明書の検証を無効にす
ることができます。
証明書の検証を無効にすると、認証情報などの機密データが安全に送信されません。証明書の検証を無効
にした場合は、エンタープライズログイン証明書がネットワーク経由で送信されないように、エンタープ
ライズディレクトリベースのアカウントではなく、ローカル ユーザー アカウントだけを使用してくださ
い。
無効にすると、アプライアンスは HTTPS 通信の信頼チェックを実行しません。
有効にすると、証明書の信頼チェックが実行されます。自己署名証明書がトラストストアに存在する必要
があり、CA 署名証明書はトラストストア内に存在する CA ルートとすべての中間証明書が必要です。
証明書画面のリーフ証明書の期限切れをチェックするチェックボックスをオンにして、期限切れのリーフ
証明書のチェックを有効にできます。このオプションを有効にすると、アプライアンスが通信中にデバイ
スリーフ証明書と自己署名証明書の有効期限チェックを実行できます。デフォルトでは、リーフ証明書の
期限切れをチェックするオプションは無効になっています。
注記: リーフ証明書の期限切れをチェックするオプションは、デバイスリーフ証明書のみを検証し、通信
中にデバイスが HPE OneView に提示する CA 証明書は対象ではありません。
注記: 以前のリリースからアップグレードした場合は、現在の監視対象または管理対象デバイスで使用さ
れている証明書が HPE OneView トラストストアにインポートされ、証明書の有効期限切れなどの問題に
関するアラートが生成されます。自動的に追加されたこれらの証明書は、デバイスの自己署名証明書、ま
たは認証機関（CA）署名証明書のリーフ証明書のいずれかです。CA 署名証明書を使用すると、デバイス
信頼プロセスが簡素化されます。
証明書チェックはデフォルトで有効になっていますが、証明書に問題があるデバイスを含むすべてのデバ
イスとの通信を維持するために、厳密な有効性チェックの一部は緩和されます。チェックが緩和されるこ
とにより、管理者は、有効期限切れの証明書への対処、信頼済みの CA ルート証明書と中間証明書のアッ
プロード、および適切な CRL のアップロードを行う時間が得られます。CA ルート証明書をトラストスト
アに追加すると、より厳密な証明書検証が有効になります。CA によって署名されたすべてのデバイス証
明書の共通名がデバイスのホスト名と一致していることを確認してください。一致していないと、CA に
よって署名され、以前に追加された管理対象デバイスとの信頼済みの通信が失われる可能性があります。
注記: アプライアンスから管理対象デバイスまたは外部サーバーへの通信中に証明書が提示されると、有
効期限の確認は次の種類のリーフ証明書では実行されません。
• 自己署名証明書：自己署名証明書の詳細については証明書管理を参照してください。
• 固定 CA 署名証明書：固定証明書とは、アプライアンスのトラストストアに保存された管理対象デバ
イスまたは外部サーバーに属する CA 署名リーフ証明書のコピーを指します。
Hewlett Packard Enterprise は、必要に応じたエンタープライズセキュリティポリシーのアップデートが
完了してから、証明書の管理画面から厳密な証明書の有効性チェックを有効にすることを強くお勧めしま
す。この画面から、ステータスに基づいた証明書のフィルター処理、証明書の編集、証明書の削除、証明
書の追加、および証明書の検索を行うことができます。名前、状態、または有効期限を使用して証明書を
検索できます。検索結果には、最初の 100 の証明書のみが表示されます。
HPE OneView では、自己署名証明書を使用するデバイスと、正式な CA 署名証明書を使用するデバイス
をサポートしています。CA 署名証明書には、失効チェックや総合的な管理の簡素化などの利点がありま
す。
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HPE OneView では、CA の CRL ファイルをインポートして、トラストストア内の既存の証明書に対して、
および管理対象デバイスや外部サーバーとの通信中に受信した証明書に対して適切な失効チェックを実
行できます。
証明書失効リスト（CRL）
証明書失効リスト（略して CRL）は、認証機関により設定された有効期限よりも前に失効した証明書のリ
ストです。CRL は、デジタル証明書が無効にならないようにするために使用されます。
証明書失効チェックは、デフォルトで有効です。ただし、CA 発行の証明書に一致する CRL がインポート
されていない場合、または CRL が期限切れになっている場合、HTTPS 接続を確立する際に関連付けられ
た証明書の取り消しチェックをバイパスするようにアプライアンスを構成できます。
証明書画面で失効した証明書の検証を有効または無効にして、すでにアップロードされている CRL に対
して証明書をチェックできます。
HPE OneView は、CRL の処理方法を制御します。証明書画面で次のオプションを使用できます。
• CRL を使用できない場合、失効チェックをスキップする
このオプションは、証明書の検証中に HPE OneView が、欠落した CRL をエラーとして処理するかど
うかを制御します。デフォルトでは、このオプションは有効になっており、HPE OneView は失効
チェックを除いて全般的な証明書検証を実行します。
• 期限切れの CRL を許可
この設定は、HPE OneView が期限切れの CRL をどのように処理するかを制御します。有効にすると、
HPE OneView では期限切れの CRL が許可され、引き続き、その CRL の失効チェックが実行されま
す。管理者に期限切れの CRL のアップデートを通知するアラートを送信するには、欠落、または期限
切れの CRL を通知を参照してください。
• CRL ステータス通知を送信
有効にすると、CA にアップロードされた CRL がない場合、CRL の有効期限が近づいている場合、ま
たは CRL が期限切れになっている場合にアラートが表示されます。
• CRL の自動ダウンロード
有効にすると、HPE OneView は、アプライアンスに存在するすべての CA の CRL を自動的にダウン
ロードします。このオプションは、デフォルトでは無効になっています。

複雑なパスワードについて
管理者は、すべてのユーザーに複雑なパスワードの使用を求める複雑なパスワードの強制オプションを使
用できます。緊急ローカルログインが有効な場合、管理者には複雑なパスワードが必要です。HPE
OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「複雑なパスワードの有効化」を参照してください。
複雑なパスワード要件は、ユーザーが自分のパスワードを変更したりユーザーアカウントを作成したりす
るときに適用されます。
複雑なパスワードのルールは、HPE OneView で構成されているローカルユーザーにのみ適用されます。
認証ディレクトリサービスユーザーの場合、認証ディレクトリ構成によってパスワードの複雑性ルールが
決定されます。
複雑なパスワードには、以下が含まれている必要があります。
• 最小 14 文字
• 1 つ以上の大文字
• 1 つ以上の小文字
• 1 つ以上の数字
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• 1 つ以上の特殊文字。例：!@#$^*_-=+,.?
• 空白文字なし

暗号化モード設定
暗号化の設定オプションを使用して、アプライアンスの暗号化モードを設定できます。使用可能な暗号化
モードは、次のとおりです。
• レガシー：これはデフォルトの暗号化モードです。レガシーモードでは、すべての TLS プロトコルバー
ジョン（1.1、1.2）とそれらのバージョンに関連付けられている暗号スイートがサポートされていま
す。TLS 証明書には、FIPS または CNSA 最小キー長も強力なデジタル署名も必要ありません。
• FIPS：Federal Information Processing Standard（連邦情報処理標準）（FIPS）Publication 140-2 は、
暗号化を実行する製品用の米国政府のコンピューターセキュリティ規格です。FIPS 140-2
Cryptographic Module Validation Program によって HPE OneView の暗号化ライブラリが検証されて
います。FIPS モードの場合：
◦ アプライアンスの暗号モジュールは、FIPS 140-2 レベル 1 仕様に従って動作するように構成されま
す。この設定により、これらの暗号モジュールのロード中に必要な FIPS セルフテストが実行され
ます。
◦ アプライアンスによって暗号化操作に使用される暗号およびアルゴリズムは、FIPS で承認される
もののみに制限されます。
◦ アプライアンスは、すべての TLS 通信で、TLS 1.1 および TLS 1.2 プロトコルのみ許可されます。
◦ すべての SSH および SNMPv3 通信では、FIPS で承認された暗号スイートとアルゴリズムのみを
使用します。
詳しくは、FIPS-140 のサイトを参照してください。
• CNSA：Commercial National Security Algorithm（CNSA）暗号化モードでは、HPE OneView で CNSA
スイートに含まれているアルゴリズムのみを使用するように制限されます。CNSA スイートは、FIPS
の全般的なサポートのサブセットであり、
「トップシークレット」として分類される情報を含む国家的
セキュリティシステムを保護するために使用される一連のアルゴリズムを含んでいます。CNSA モー
ドでは、アプライアンスは、TLS 1.2 プロトコルと CNSA 強度の TLS 1.2 暗号のサブセットのみを使
用します。同様に、SSH および SNMP 通信では CNSA 準拠の暗号およびアルゴリズムを使用します。
詳しくは、CNSA standards のサイトを参照してください。この Web サイトでは、ほとんどのブラウ
ザーのトラストストアにデフォルトで存在しない米国政府認証機関によって署名された証明書を使用
しています。この Web サイトとの信頼の確立について詳しくは、サイトの信頼関係の確立を参照して
ください。
注記:
• HPE OneView のバージョン 4.0 より前のリリースでは、ローカルユーザーパスワードが SHA256 を使
用してハッシュされます。リリースバージョン 4.0 以降では、アプライアンスの暗号化モードに関係
なく、ユーザーが初めてログインすると、パスワードが SHA384 として再ハッシュされ、保存されま
す。
• 管理対象サーバーの iLO が CNSA モードの場合、iLO ユーザーインターフェイスまたはコンソールに
HPE OneView コンソールのユーザーインターフェイスからアクセスできません。
• アプライアンスが CNSA モードの場合、サポート技術者は HPE RDA サポートアプリを使用して SSH
セッションを確立できません。
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レガシー、FIPS、および CNSA モードでサポートされるすべての暗号とアルゴリズムの一覧については、
HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドにある「アプライアンスをセキュリティで保護するた
めのアルゴリズム」を参照してください。
インストールシナリオとモード切り替え時のデフォルトの動作は次のとおりです。
新規インストール
アプライアンスのデフォルトはレガシーモードです。HPE OneView 5.2 以降、TLS プロトコルバー
ジョン 1.0 は新規インストールではデフォルトで無効になっています。
アップグレード
アップグレード前のアプライアンスの暗号化モードは、アップグレード後も保持されます。アプライ
アンスの以前のバージョンから HPE OneView 5.2 以降のバージョンにアップグレードする場合、アッ
プグレード前のアプライアンスの TLS 1.0 構成が、アップグレード後のアプライアンスで保持されま
す。
工場出荷時設定へのリセット
工場出荷時リセットまたはネットワーク設定の保存オプションでは、暗号化モードは変更されません。
リセットの前のアプライアンスの暗号化モードが保持されます。HPE OneView（HPE Synergy 用）
ヘルプのセキュリティ設定パネルで、暗号化設定が必要なモードに設定されていることを確認します。
新しくインストールしたアプライアンスで工場出荷時設定に完全にリセットすると、TLS 1.0 バー
ジョンが無効になります。5.2 以降のバージョンにアップグレードされたアプライアンスを工場出荷
時設定にリセットすると、以前の工場出荷時設定が保持され、TLS 1.0 構成が有効になります。ネッ
トワーク設定を使用した工場出荷時設定へのリセットでは、リセットする前の TLS 1.0 構成が保持さ
れます。
バックアップとリストア
リストア操作は、アプライアンスを、バックアップされたアプライアンスと同じ暗号化モードにリス
トアします。
FIPS または CNSA モードで動作する HPE OneView では、HPE OneView によって管理または監視される
すべてのシステムまたはデバイス（ブレード iLO など）または HPE OneView と通信する外部サーバー
（Microsoft Active Directory Server など）も FIPS または CNSA で承認されたモードでのみ動作する必要
はありません。ただし、HPE OneView が、これらの管理対象または監視対象デバイスや外部サーバーと、
選択したモードでサポートされているプロトコルと暗号スイートを使用して通信できる必要があります。
たとえば、デバイスが FIPS 準拠の TLS プロトコル、暗号、および証明書をサポートする限り、FIPS ま
たは CNSA モードの HPE OneView はそのデバイスを管理できます。
リストア操作は、バックアップされたアプライアンスと同じ TLS 1.0 構成（有効または無効）にアプライ
アンスをリストアします。
各種デバイスのサポートとサポートされる暗号化モードについては、HPE OneView（HPE Synergy 用）
サポートマトリックスを参照してください。
さらに、高度な暗号化モードを使用するには、すべての TLS 通信に強力な証明書を使用する必要があり
ます。たとえば、CNSA モードでは、RSA 証明書を使用する管理対象デバイスで、3072 ビットの最小
キー長と SHA 384 以上を使用するデジタル署名が必要です。
HPE OneView によって管理または監視されるすべてのデバイスで、これらの強力な暗号化モードをサ
ポートしているとは限りません。次のような場合が考えられます。
• HPE iPDU 電源デバイスは TLS 1.0 のみをサポートしているため、TLS 1.0 が無効になっている場合、
これらは機能しません。アプライアンスが FIPS または CNSA モードの場合、IPDU はサポートされま
せん。
TLS 1.0 のみをサポートする外部サーバー、他社製デバイス、またはデバイスマネージャーは、新しく
インストールされた HPE OneView 5.2 バージョンでは機能しません。これは、HPE OneView 5.2 では
TLS 1.0 がデフォルトで無効になっているためです。
• HPE Synergy Gen9 コンピュートモジュールの iLO は FIPS モードをサポートしていません。
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次の REST API を使用して、TLS 1.0 バージョンを有効または無効にすることができます。
PUT/rest/security-standards/protocols
注記: TLS 1.0 は安全なプロトコルとは見なされないため、Hewlett Packard Enterprise は TLS 1.0 を有効
にしないことをお勧めします。TLS プロトコルの有効化/無効化を行うと、アプライアンスが自動的に再
起動します。
高度なセキュリティモードを選択する場合は、互換性レポートオプションを使用して、ターゲットモード
と互換性がない現在のすべての管理対象または監視対象デバイスについての完全なレポートを取得しま
す。
注記: 暗号化モードを変更すると、Web サーバーまたは RabbitMQ 証明書が再生成される場合がありま
す。新しく生成された RabbitMQ クライアント証明書を CA およびキーペアと共に、RabbitMQ クライア
ントに適用する必要があります。CA 署名付き証明書を使用する場合、新しい証明書署名リクエスト
（CSR）を発行し、より強力な証明書を取得して、アプライアンスに証明書を再インポートしなければな
らない可能性があります。互換性レポートで詳細を確認してください。アプライアンスは、アプライアン
スの構成の一環として、別の暗号化モードで自動的に再起動します。
暗号化モードの編集から既存の互換性レポートを表示および編集できます。指定の暗号化モードについ
ての新しい互換性レポートを生成することで、アプライアンスへのモード変更の影響を確認できます。
暗号化モードの編集画面では、既存の互換性レポートを表示し、アクティブな暗号化モードを変更するこ
とができます。指定の暗号化モードについての新しい互換性レポートを生成することで、アプライアンス
へのモード変更の影響を確認できます。

ディレクトリサービス認証について
ユーザー認証に外部エンタープライズディレクトリサービスを使用するように HPE OneView を構成で
きます。HPE OneView では、次のエンタープライズディレクトリサービスをサポートしています。
• Active Directory
• OpenLDAP
HPE OneView ログインページで使用されるディレクトリサービスの表示名は、[ディレクトリ構成の追
加/編集の詳細]ページに表示されます。この名前は、関連付けられているエンタープライズディレクトリ
を示します。

HPE OneView のセキュリティ機能について

85

注記:
• ユーザーが電子メールアドレスではなくディレクトリアカウント名（たとえば、Active Directory では
sAMAccountName フィールドの値）を使用して認証する場合、Hewlett Packard Enterprise は、表示
名とディレクトリのドメインコンポーネントが一致することをお勧めします。
• HPE OneView はユーザー名の前にディレクトリの表示名を付加します。
例：
ディレクトリドメインが corp.example.com の場合、表示名に corp を使用すると、ユーザーは
ディレクトリのアカウント名のみを使用してログインできます。admin というログイン名を指定
したユーザーは、ディレクトリに corp\admin として認証されます。
• Active Directory が Windows 2000 より前のドメイン名を使用するように設定されている場合、HPE
OneView でディレクトリを設定する場合、管理者はディレクトリ名が Windows 2000 以前のドメイン
名と一致するようにする必要があります。その後必要に応じて、管理者は、ユーザーが HPE OneView
にログインする場合に Windows 2000 以前のディレクトリドメインをデフォルトとして設定するよう
に選択することも選択できます。
例
Active Directory ドメインが Active Directory の example.com で、Windows 2000 以前のドメイン
名が myDomain の場合、表示名を myDomain にすると、ユーザーは自分のディレクトリアカウン
ト名のみを使用してログインできます。admin というログイン名を指定したユーザーは、
myDomain\admin というディレクトリに認証されます。
ディレクトリサービスを使用すると、ディレクトリユーザーには、ディレクトリのグループメンバーシッ
プを使用した HPE OneView 権限が付与されます。ディレクトリサービスを定義した後、ユーザーとグ
ループ画面でディレクトリグループの権限を定義します。
ディレクトリグループには、1 つ以上の HPE OneView 権限が割り当てられます。ディレクトリユーザー
には、そのユーザーが所属するすべてのディレクトリグループの権限の集合を表す HPE OneView 権限が
割り当てられます。ディレクトリグループの権限を定義してからでないと、ディレクトリユーザーは、認
証を受けてアプライアンスにログインすることはできません。
グループ内のすべてのユーザーは、次の手順に従ってアプライアンスにログインできます。
1. ログインページでエンタープライズディレクトリサービスを選択します。
2. ユーザー名を入力します。ユーザー名の形式は、ディレクトリの種類によって異なります。正しい
ユーザー名形式については、HPE OneView 管理者およびディレクトリ管理者に問い合わせてくださ
い。有効な形式には、以下が含まれます。
• 電子メールアドレス。（例：jane.larry@example.com）
• ダウンレベルログオン名またはドメイン名\ユーザーログオン名。example\jane など。ここで、
example.com はディレクトリドメインです。
• ユーザーの共通名（ディレクトリでの CN 属性）。例えば、janeL。
注記: ディレクトリサービスの HPE OneView 表示名は、完全修飾ドメイン名の先頭と一致するよ
うに設定することをお勧めします（example.com ディレクトリが存在する場合は、example）。ユー
ザー名の形式は、ディレクトリの種類によって異なります。
3. パスワードを入力します。
アプライアンスのエンタープライズディレクトリユーザー
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ディレクトリユーザーに対応する明示的なユーザーはアプライアンスで作成されていません。ただし、
ディレクトリユーザーがアプライアンスにログインすると、そのユーザーは、エンタープライズディレク
トリ名の先頭にあるユーザー名によって識別されます。
セッションコントロールで、
（
）前にエンタープライズディレクトリサービスが付いた名前でユーザー
を識別します。以下に例を示します。
CorpDir\pat
重要: ローカルユーザーとは違い、ユーザーが認証ディレクトリから削除された場合、そのユーザー
のアクティブセッションはユーザーがログアウトするまでアクティブのままです。同様に、認証
ディレクトリ内でユーザーグループに何らかの変更が加えられている場合、そのユーザーの現時点
におけるアクティブセッションは反映されません。
ある認証ディレクトリグループのグループ役割割り当て（削除を含む）に変更があったときにその
グループのユーザーがログインしていると、現在のアクティブセッションはそのユーザーがログア
ウトするまで影響を受けません。ローカルユーザーのセッションは、このような変更が行われたと
きに終了します。
ディレクトリサーバー
アプライアンスでディレクトリが構成されている場合は、ディレクトリサービスからアクセス可能な 認証
ディレクトリサービスをホストするサーバーの名前（または IP アドレス）とポートを使用してディレク
トリサーバーを 1 つまたは複数指定できます。1 つのディレクトリに複数のディレクトリサーバーを追
加する場合は、高可用性または耐障害性のための複製サーバーとして追加することが前提です。あるディ
レクトリサーバーにアクセスできない場合は、もう 1 つの構成済みのサーバーにアクセスしてユーザー認
証が行われます。
注記:
• ディレクトリサーバー構成にクラスターを使用する場合、そのクラスターのホスト名をディレクトリ
サーバーとして指定できます。Hewlett Packard Enterprise では、ディレクトリサーバーの構成に、ディ
レクトリサーバーを複製してアプライアンス内で構成するのではなく、クラスターを使用することを
お勧めします。
• ディレクトリ構成およびログイン時間に影響するネットワーク遅延にもよりますが、ディレクトリ検
索操作は長時間を要します。ドメインが多数含まれる Active Directory を使用する場合、ログインパ
フォーマンスを最適化するため、ディレクトリサーバー用のグローバルカタログを設定してください。
• 高可用性を確保するため、通常、ディレクトリドメインには複数のディレクトリサーバーが含まれて
います。HPE OneView では、複数のディレクトリサーバーを構成できます。複数のディレクトリサー
バーを構成すると、HPE OneView は、ユーザーを認証できるまで、指定された順序で各ディレクトリ
サーバーにアクセスしようとします。たとえば、Microsoft Active Directory 環境には、通常、複数のド
メインコントローラーが存在します。
最高の可用性を得るには、Active Directory 管理者と協力して、HPE OneView に追加する必要があるド
メインコントローラーを決定します。

ディレクトリサーバーとのバインド
検索および認証操作を行うため、アプライアンスをディレクトリサーバーにバインドする必要がありま
す。次のいずれかのオプションを使用してバインドを行うことができます。
• サービスアカウント：ディレクトリサーバーに対する読み取りアクセス権を持ったディレクトリサー
ビスアカウントをアプライアンスで構成できます。サービスアカウントは、ユーザー名とパスワード
を入力として受け取ります。HPE OneView は、認証情報を保管して今後の使用に備えます。HPE
OneView で Two-Factor 認証が有効になっている場合、サービスアカウントオプションは必須です。
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構成によっては、一部のディレクトリ環境で、ディレクトリツリーの特定の部分をクエリできないた
め、ディレクトリユーザーにサービスアカウントが必要です。詳しくは、ディレクトリ管理者にお問
い合わせください。
注記:
◦ HPE OneView で Two-Factor 認証が有効になっている場合、サービスアカウントオプションを使用
します。
◦ HPE OneView ユーザーの代わりにディレクトリ全体の検索を実行するときに、HPE OneView がこ
のアカウントを使用できるように、サービスアカウントにディレクトリツリーに対する読み取りア
クセス権があることを確認します。たとえば、ログイン中に HPE OneView がディレクトリをクエ
リしてユーザーが所属するグループを特定する場合、このクエリを実行するためにサービスアカウ
ントが使用されます。
• ユーザーアカウント：ユーザーアカウントは、HPE OneView をディレクトリサービスに接続するとき
に、ユーザーが提供する認証情報を使用します。ユーザーアカウントは、認証の処理中にディレクト
リを照会するのに役立ちます。ユーザーアカウントは、ディレクトリバインドのデフォルトオプショ
ンです。ディレクトリサービス用のユーザー認証情報は HPE OneView には保存されていません。
認証に使用するユーザーログイン形式
ユーザー名のみを指定したユーザーログインをサポートするには、次の形式を使用してディレクトリサー
ビスの認証を受けます。
user name が電子メールアドレスでない場合（@がない）または\文字がない（domain\user name 形式を
示す）場合、ログインは次の順で試行されます。
1. user name はログオン名として処理され、directory-name が「directory-name\user-name」のようにそ
の前に付加されます（例：example\jane）。
2. user name は UID として扱われます。
3. user name は Common Name（CN）として扱われます。
注記: HPE OneView で構成された Active Directory サーバーサービスに、ユーザーロックアウトポリシー
（たとえば、n 回連続して失敗したログイン試行で定義される）がある場合、Hewlett Packard Enterprise
では、電子メール形式または domain\user name 形式を使用して HPE OneView にログインするようにお
勧めします。電子メール形式または domain\user name 形式を使用しない場合（代わりに、ユーザー名の
み使用する場合）、HPE OneView は前述のように別のログイン形式を内部的に使用します。すると、ログ
インに 1 回失敗した（パスワードを間違えた）だけでユーザーが GUI からロックアウトされる可能性が
あります。ログインの試行回数を最小限に抑えるため、ディレクトリ表示名は、ディレクトリの完全修飾
ドメイン名の最初のコンポーネントと同じにしてください。たとえば、ディレクトリ「example.com」に
HPE OneView 名「example」を割り当てるなどです。Hewlett Packard Enterprise は、ユーザーが UPN
または下位レベルのログオン名を使用して HPE OneView にログインすることをお勧めします。最も一
般的に使用される UPN は username@domain.com であり、下位レベルのログオン名は domain
\username です。UPN または下位レベルのログオンが使用されていない場合（代わりにユーザー名のみ
が使用されている場合）、HPE OneView は異なるログオン形式を内部的に試行します。
ディレクトリサーバーの信頼
Hewlett Packard Enterprise では、ディレクトリサーバー上で CA 署名済み証明書を使用するようにお勧め
します。ディレクトリ証明書の証明書チェーン全体（CA ルート証明書および中間証明書を含む）は、ディ
レクトリサービスを構成する前に HPE OneView トラストストア内に配置しておく必要があります。こ
のアクションによって、ディレクトリサーバーがアプライアンス上で構成される際にアプライアンスに
よってそのサーバーが自動的に信頼されます。
エンタープライズディレクトリサービスとサーバーの追加後
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次のことを行うことができます。
• ログイン時に使用するデフォルトのディレクトリサービスとして指定する。
• ローカルログインを無効にする。これにより、ディレクトリサービスによって認証されたアカウント
を持つユーザーのみがログインできるようになります。ローカルアカウントはログインできません。
HPE OneView でのエンタープライズディレクトリサーバーの構成
HPE OneView でエンタープライズディレクトリサーバーを構成するときは、次の点を考慮してください。
• HPE OneView がディレクトリサーバーに接続しようとすると、アプライアンスによって信頼されてい
る証明書を使用して、信頼検証が実行されます。したがって、ディレクトリサーバーを追加する前に、
ディレクトリサーバー証明書チェーンのルート証明書をアプライアンスにインポートしてください。
そうしないと、発行元証明書を追加するか、ディレクトリサーバーの自己署名証明書を信頼するよう
に求められます。
• ディレクトリサーバーが、サーバー証明書、1 つ以上の発行元、およびオプションでルート証明書を含
む証明書チェーンを提示する可能性があります。
サーバーが証明書チェーンのルート証明書を提示しない場合、ディレクトリを追加する前に、ディレ
クトリサーバー管理者からルート証明書を取得し、アプライアンスにインポートしてください。
• 同じディレクトリサービス下で複数のディレクトリサーバーが構成されている場合は、ディレクトリ
を追加する前に、すべての発行者証明書（各ディレクトリサーバーのルートおよび中間 CA 証明書）
をアプライアンスにインポートしてください。
• HPE OneView のディレクトリサービスが、ドメイン名を使用して構成されており、かつラウンドロビ
ン方式で負荷分散されるドメイン内に複数のドメインコントローラーがある場合、ディレクトリを追
加する前に、すべての発行者証明書（各ドメインコントローラーのルートおよび中間 CA 証明書）を
アプライアンスにインポートします。
エンタープライズディレクトリサーバーを構成して通信するときのホスト名検証
ディレクトリサーバーが、CA 署名証明書を使用してセットアップされている場合、HPE OneView は接続
の確立中にホスト名検証を実行します。このホスト名検証に合格するのは、次のうちいずれか 1 つが、
ディレクトリサーバー証明書の[サブジェクト CN]または[SAN]フィールドで指定されている場合に限ら
れます。
• ワイルドカードドメイン名。例：*.example.com。
• ディレクトリサーバーの完全修飾ドメイン名（FQDN）。例：ad01.americas.example.com。
注記: [サブジェクト CN]または[SAN]フィールドで FQDN が使用されている場合、DNS 名前解決を設
定して、FQDN をディレクトリサーバーの IP アドレスに解決します。
• ディレクトリサーバーの IP アドレス。
これらの詳細が正しく言及されていない場合は、エラーとその解決策が表示されます。
これらの詳細のいずれかに言及された場合、HPE OneView は、接続が確立されているディレクトリサー
バーの詳細が、サーバーに関連付けられて提示される証明書の[サブジェクト通称（サブジェクト CN）]
フィールドまたは[サブジェクト代替名（SAN）]フィールドで指定された詳細と同じかどうかを検証しま
す。
次のいずれかを使用してディレクトリサーバーが HPE OneView で信頼されている場合、HPE OneView
は接続の確立中にホスト名検証を実行しません。
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• 自己署名証明書
• 強制的にリーフ証明書を信頼するオプション。このオプションには、設定 > セキュリティ > 証明書の
管理 > 証明書の追加を使用してアクセスできます。
証明書の追加画面の強制的にリーフ証明書を信頼するオプションを使用すると、アプライアンスのト
ラストストアに対して CA 署名付きリーフ証明書を信頼することを有効または無効にすることができ
ます。有効な場合、アプライアンスは指定された証明書チェーンでルートおよび中間証明書を無視し
ます。この証明書は、サイニング CA 証明書がアプライアンスにない場合、自己署名証明書と同様に
扱われます。
注記: [強制的にリーフ証明書を信頼する]オプションはお勧めできません。強制的にリーフ証明書を信
頼するオプションを使用する場合、アプライアンスでリーフレベルの証明書のみが信頼されます。
リーフ証明書は、失効チェックおよびホスト名検証の対象になりません。また、ディレクトリサーバー
証明書が再生成されるたびに、ディレクトリサーバーとの正常な通信のために、新しい証明書をアプ
ライアンスにインポートする必要があります。
複数のドメインコントローラーがラウンドロビン方式で負荷分散される環境では、さまざまなドメイ
ンコントローラーの証明書が、さまざまな中間 CA 証明書によって署名されていた可能性があります。
この場合、設定 > セキュリティ > 証明書の管理 > 証明書の追加オプションを使用して、すべてのドメ
インコントローラーのリーフ証明書を強制的に信頼するか、または、アプライアンスのすべてのルー
ト証明書および中間 CA 証明書を信頼します。

Microsoft Active Directory サービスの構成
OpenLDAP ディレクトリサービスの構成

Microsoft Active Directory サービスの構成
• セキュリティを最大限強化するため、Hewlett Packard Enterprise では、TLS 1.2 プロトコルを使用し
てディレクトリサーバーを構成することをお勧めします。
• 以下は、Active Directory 属性とこれに対応する LDAP プロパティのマッピングです。
LDAP プロパティ

Active Directory 属性

cn

Common-Name

uid

UID

userPrincipalName

User-Principal-Name

sAMAccountName

SAM-Account-Name

• ユーザーオブジェクトが Active Directory ユーザーとコンピューター Microsoft 管理コンソールで作
成される場合、名前はデフォルトで次のように設定されます。
対応する属性とともにここに表示されている、ユーザーの名前の次のコンポーネントを指定します。
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ユーザー名コンポーネント

属性

名

givenName

イニシャル

initial

姓

sn

Full Name ラベルが付いたフィールドのデフォルトは、この形式です。この文字列は、cn 属性（共
通名）に割り当てられます。
givenName.initials.givenName.initial.sn
新しいオブジェクト - ユーザーダイアログボックスでは、ユーザーログオン名も指定する必要があり
ます。ユーザーログオン名は、DNS ドメイン名と組み合わさって userPrincipalName になります。
userPrincipalName は、ユーザーがログインに使用できる代替の名前です。次の形式で指定しま
す。
LogonName@DNSDomain
例：
joeuser@example.com
• 最後に、ユーザーログオン名を入力するとき、最初の 20 文字はユーザーログオン名（Windows 2000
より前）フィールドに自動的に入力され、sAMAccountName 属性になります。
• 組み込み Active Directory ユーザーアカウントの CN ログイン（Administrator など）は受け付けら
れません。他のログインフォーマットは、それぞれの属性（sAMAccountName、userPrincipalName、
UID）が正しく設定されている場合は、許容可能です。
• Active Directory ドメイン名と Windows の以前のログオン名が異なる場合は、HPE OneView のディレ
クトリ名として Windows の以前のログオン名を使用します。HPE OneView では、プレーンなユー
ザー名を使用したログインは成功します。
例：
ドメインが Active Director で example.com で、Windows 2000 以前のドメイン名が
winNTexample の場合、ディレクトリ名を winNTexample にすると、ユーザーは自分のユーザー
名のみを使用してログインできます。username というログイン名を指定したユーザーは、
winNTexample\username としてディレクトリに対する認証を受けます。ディレクトリ名を変
更できない場合は、ログイン名を winNTexample\username と明示的に指定するか、
userPrincipalName 属性を使用してログインすることができます（username@example.com
など）。

OpenLDAP ディレクトリサービスの構成
OpenLDAP の場合、ユーザーとグループが存在するすべての組織ユニット（OU）を個別に構成する必要
があります。グループ OU の場合、最上位グループ OU のみを構成できます。ただし、ユーザー OU の場
合、完全なネストされたユーザー OU を単一のパラメーターとして構成する必要があります。
• 例 1：
ユーザーは OU=users に存在し、グループは OU=groups に存在します。
可能な構成：
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最初の OU：OU=users
2 番目の OU：OU=groups
• 例 2：
ユーザーはネストされた OU（例：OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users）に存在し、グループは
ネストされた OU（例：OU=EngineeringGroups,OU=AmericasGroups,OU=groups）に存在します。
可能な構成 1：
最初の OU：OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users
2 番目の OU：OU=groups
可能な構成 2：
最初の OU：OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users
2 番目の OU：OU=AmericasGroups,OU=groups
可能な構成 3：
最初の OU：OU=Engineering,OU=Americas,OU=Users
2 番目の OU：OU=EngineeringGroups,OU=AmericasGroups,OU=groups

負荷分散されたエンタープライズディレクトリ環境の認証を有
効にする
デフォルトで、複数のドメインコントローラーを伴うエンタープライズディレクトリ環境をセットアップ
すると、クライアントに応答するときにラウンドロビン方式を使用してサーバーアドレスが送信されま
す。その結果、負荷はサーバーグループ全体に分散されます。このような環境では、サーバーのステータ
スをチェックしてアクセスできないサーバーへの要求の転送を回避する負荷分散ソリューションを追加
的に使用できます。
HPE OneView のこのような環境で認証を有効にするには、次の手順を使用します。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者。
• ディレクトリのルートおよび中間 CA 証明書を HPE OneView トラストストアに追加します。
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。
3. セキュリティの編集画面のディレクトリで、ディレクトリの追加をクリックします。
4. ディレクトリの追加/編集画面で要求されているデータを入力します。
ベース識別名（ベース DN）の値として親ドメインコンポーネントを指定してディレクトリ構成を定義
します。たとえば、example.com というドメインの場合、ベース DN 値を DC=example、DC=com と
して指定します。
5. ディレクトリサーバーの追加をクリックします。ディレクトリサーバーの追加画面が表示されます。
• ロードバランサーを使用してディレクトリ環境を負荷分散する場合、次の情報を入力します。
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◦ ドメイン名（example.com）をディレクトリサーバー名として入力します。
◦ ディレクトリサーバーポートとして、グローバルカタログ SSL ポート（デフォルトは 3269）ま
たは SSL ポート（デフォルトは 636）を入力します。
• ディレクトリ環境で DNS 負荷分散のみを使用する場合、次の情報を入力します。
◦ ディレクトリサーバー名としてドメインコントローラーアドレスまたはサーバーアドレス（ホス
ト名）を入力します。
◦ ディレクトリサーバーポートとして、グローバルカタログ SSL ポート（デフォルトは 3269）ま
たは SSL ポート（デフォルトは 636）を入力します。
◦ 前の手順を繰り返して、必要に応じて複数のディレクトリサーバーを追加します。
6. ユーザーおよびグループ画面でディレクトリグループを追加する際に、グループの追加画面でディレ
クトリ名が example.com のディレクトリグループを指定します。
7. 認証を確認するには、user@domain または domain\user としてログインします。たとえば、
admin@example.com、example\admin、admin などです。

グローバルカタログを使用してクロスドメイン認証を有効にす
る
エンタープライズディレクトリ環境に、ユーザーアカウントまたはディレクトリグループが異なるドメイ
ンで定義されている複数の信頼されるドメインがある場合、ローカルドメインに接続してもドメイン外の
グループのユーザーのメンバーシップは見つかりません。
HPE OneView でマルチドメインディレクトリを構成する際は、Active Directory グローバルカタログを使
用して、HPE OneView がドメイン全体でグループメンバーシップの検索を実行できるようにします。
グローバルカタログを使用して HPE OneView でクロスドメイン認証を有効にするには、次の手順を使用
します。
注記: このシナリオでは、region1 と region2 の 2 つの信頼されるドメインがあると仮定しています。
region1 のユーザーが region2 のグループに属する場合、Active Directory は、この手順に説明されている
ようにユーザー認証を有効にするように構成されます。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者。
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックするか、アクション > 編集の順に選択します。
3. セキュリティの編集画面のディレクトリで、ディレクトリの追加をクリックします。
4. ディレクトリの追加/編集画面で要求されているデータを入力します。
ベース識別名（ベース DN）の値として親ドメインを指定してディレクトリ構成を定義します。たとえ
ば、信頼されるドメインの場合、region1.example.com および region2.example.com で、ディレク
トリ名を example として指定し、そのベース DN 値を DC=example または DC=com として指定しま
す。
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5. ディレクトリサーバーの追加をクリックします。ディレクトリサーバーには、親ドメイン名
（example.com）を入力し、ディレクトリサーバーポートには、グローバルカタログ SSL ポートを入力
します。デフォルトポートは 3269 です。
6. ユーザーおよびグループ画面でディレクトリグループを追加する際に、グループの追加画面の
region1.example.com または region2.example.com のいずれかからディレクトリグループを指定し
ます。
7. クロスドメイン認証を確認するには、user@domain または domain\user としてログインします。た
とえば、admin@example.com、region1\admin または admin です。

緊急ローカルログインについて
ディレクトリサービスを使用するように構成する場合、管理者はセキュリティを強化するためにローカル
ログインを無効にすることを選択できます。ローカルログインが無効にされており、かつディレクトリ
サービスが使用できない場合、ユーザーはアプライアンスにログインできません。こうした状況におい
て、ご使用のセキュリティポリシーおよび HPE OneView 構成で許可されている場合、緊急ローカルログ
インオプションによって管理者はアプライアンスにログインできます。
緊急ローカルログインを有効にするには、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「緊急ローカルロ
グインの有効化」を参照してください。
注記: HPE OneView にアップグレードするときにローカルログインが無効な場合、緊急ローカルログイン
は自動的に有効になります。
デフォルトでは、緊急ローカルログインはアプライアンスコンソールに制限されますが、Web ベースのロ
グインを許可するように構成することができます。
セキュリティ目的で緊急ローカルログインを有効にする場合、管理者アカウントに複雑なパスワードが必
要です。複雑なパスワードの強制を有効にすることで、管理者アカウントを含むすべてのローカルアカウ
ントが強力なパスワードを持つようにすることができます。パスワードの複雑性は、アカウントパスワー
ドを次回変更するときに適用されます。
Hewlett Packard Enterprise は、緊急ローカルログインを有効にした直後に管理者パスワードを変更する
ことをお勧めします。複雑なパスワードについてを参照してください。

パーミッション
パーミッションは、アプライアンスとアプライアンスによって管理されるリソースへのユーザーのアクセ
スを制御するために使用されます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。
パーミッションの役割は、リソースカテゴリにユーザーアクセスを付与します。たとえば、サーバー管理
者の役割は、読み取り、作成、削除、アップデート、および使用の権限をサーバーハードウェアカテゴリ
に付与します。パーミッションのスコープを指定するとさらに、その役割によって付与される権限が、リ
ソースカテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限されます。たとえば、スコープを使用すると、サー
バー管理者の役割が付与するサーバーハードウェア権限をテストスコープ内のサーバーのみに制限でき
ます。
ユーザーまたはグループには、複数のパーミッションを割り当てることができます。ユーザーまたはグ
ループに割り当てられたパーミッションの管理の詳細については、ユーザーおよびグループ画面を使用し
ます。
ブラウザーからアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。ログイン時に、
セッションは、インフラストラクチャ管理者によって割り当てられたすべてのパーミッションをユーザー
に付与します。
複数のパーミッションを付与されたユーザーは、特定のパーミッションを無効にできます。低いパーミッ
ションを使用して操作しているユーザーは、選択したパーミッションについて承認されたアクションのみ
を実行できます。
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セキュリティに関するベストプラクティスは、最小特権モードでの操作をユーザーに許可することです。
これによって、ユーザーは意図しない変更を行うリスクを軽減できます。
セッションのパーミッションを有効または無効にするには、パーミッションの変更ダイアログを使用しま
す。

スコープ
スコープは、操作またはアクションの範囲の制限に使用できるリソースのグループを意味します。たとえ
ば、以下に基づいてスコープを作成できます。
• 組織または部門（マーケティング、研究開発、財務）
• 使用環境（本番環境、開発、テスト）
• 技術（Linux、Windows）
たとえば、Linux を実行しているすべてのサーバーがあるスコープを使用して監視され、MS Windows
を実行しているすべてのサーバーが別のスコープを使用して監視されるように、データセンターを構
成できます。Windows 技術者は Windows を実行しているサーバー上の問題の通知を受信し、Linux 技
術者は Linux を実行しているサーバー上の問題の通知を受信するように、メール通知を構成できます。
スコープが定義され、リソースがスコープに割り当てられると、次の操作が可能になります。
• ユーザーインターフェイス（UI）で表示されるリソースをスコープに割り当てられているものに制限
します。
• スコープ内のリソースにのみアクセスを許可するようにユーザーパーミッションを制限します。
• 以前に定義されたスコープに基づいて、フィルター処理されたメール通知をアラート用に構成します。
詳細情報：
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「スコープによるリソースのフィルタリング」のトピッ
ク
• HPE OneView でのスコープベースのアクセス制御のモデリング
• スコープが有効なリソースのカテゴリ

証明書の信頼について
iLO やリモートサーバーなどの管理対象デバイスを追加する場合に、その管理対象デバイスまたはリモー
トサーバーに SSL 証明書が関連付けられていると、その SSL 証明書が取得されてダイアログボックスに
表示されます。取得された証明書の詳細を確認し、証明書を信頼してください。証明書を信頼すると、そ
の証明書がアプライアンスのトラストストアに追加されます。HPE OneView から管理対象デバイス/リ
モートサーバーへのすべての通信では、この信頼済みの証明書が利用されます。REST API から同じ機能
を利用できます。
HPE では、自己署名証明書を商用の署名済み CA 証明書に置き換えることをお勧めします。

ユーザーアカウント
HPE OneView は、ローカルユーザーアカウントと、Microsoft Active Directory や OpenLDAP（Lightweight
Directory Access Protocol）などの外部ディレクトリソリューション（エンタープライズディレクトリま
たは認証ログインドメインとも呼ばれます）の両方をサポートしています。
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ユーザーは認証され、それぞれに対して承認されたリソースへのアクセス権が付与されます。HPE
OneView は、ユーザーパーミッションに基づいてユーザーを承認します。パーミッションは、役割とス
コープの一意の組み合わせです。ユーザーは複数のパーミッションを持つことができます。ユーザーは
まず役割に基づいて承認され、該当する場合はスコープによって定義される特定のリソースセットに制限
されます。
認証
HPE OneView は、ローカル認証と外部のディレクトリベース認証の両方をサポートしています。ローカ
ル認証では、認証ディレクトリはアプライアンス上でローカルにホストされます。ディレクトリベース認
証では、外部のディレクトリサービスがアクセスの認証に使用されます。
ローカル認証
デフォルトでは、HPE OneView には Administrator という単一のローカルユーザーアカウントが
構成されています。Administrator は、HPE OneView で初期セットアップを行うように割り当て
られ、完全な権利を持っている人物です。このローカル管理者アカウントのデフォルトパスワードは
admin です。Administrator のパスワードは最初のログイン時にリセットします。アプライアン
スの管理者には、最初のログイン後にフルアクセス（インフラストラクチャ管理者）権限が自動的に
割り当てられます。
外部認証
個々のローカルログインアカウントを維持する代わりに、外部認証ディレクトリサービスを使用して
ユーザーグループにパーミッションを付与できます。グループ内の各ユーザーには、同じパーミッ
ションが割り当てられます。この認証ディレクトリサービスには、LDAP を使用する企業ディレクト
リなどがあります。Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスを Microsoft Active Directory や
OpenLDAP などのエンタープライズディレクトリソリューションと統合して、ローカルアカウントの
数を制限することをお勧めします。
注記:
• Administrator ユーザーの名前を変更することはできません。
• 管理者アカウントのパスワードを変更できるのは、Administrator だけです。パスワードを変更す
るには、次の手順を使用します。
◦ 現在のパスワードを覚えている場合は、ユーザーとグループ > アクション > 編集を選択してパス
ワードをアップデートします。
◦ 現在のパスワードを忘れた場合は、Maintenance Console > 管理者パスワードのリセットオプショ
ンを選択します。
• インフラストラクチャ管理者の役割で、複数のユーザーを作成できます。ただし、インフラストラク
チャ管理者は、Administrator ユーザーを削除することも編集することもできません。

許可
役割
HPE OneView は、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できるアクションを記述する一連の役
割を定義します。ユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている役割は、HPE OneView
で管理されているリソースのカテゴリに対して操作を実行する権限を付与します。
スコープ
スコープは、ユーザー定義の一連のリソースです。リソースは、複数のスコープに所属できます。ス
コープが一覧表示されない場合は、スコープを作成します。
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パーミッション
パーミッションは、物理リソースまたは仮想リソースの表示、監視、管理を行う権限をユーザーに付
与します。インフラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユーザーお
よびディレクトリグループに権限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで
構成されます。役割は、リソースカテゴリにアクセスを付与します。スコープはさらに、その役割に
よって付与される権限を、リソースカテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限します。指定した
ユーザーのパーミッションをスコープで制限しない場合は、デフォルトのオプションであるすべての
リソースを選択します。パーミッションがスコープで制限されない場合、役割によって付与される権
限は、アプライアンスによって管理されるすべてのリソースに適用されます。ユーザーとグループに
は、複数のパーミッションを割り当てることができます。
注記: ユーザーのログオン中にインフラストラクチャ管理者がパーミッションを変更した場合、次の
ようになります。
• ローカルユーザーはログアウトされます。変更されたパーミッションは、ユーザーが次にログイ
ンしたときに反映されます。
• エンタープライズディレクトリユーザーは、ログアウトするまで古いパーミッションでの操作を
続行できます。変更されたパーミッションは、ユーザーが次にログインしたときに反映されます。
すべてのアクセスが許可されたローカルユーザー（フルアクセスユーザー）と、特別なアクセス権を持つ
ローカルユーザー（役割ベースのスペシャリスト）を追加することができます。どちらのユーザーの場合
も、ユーザーのログイン情報を、アプライアンスでローカルにホストされている認証ディレクトリと比較
することにより、認証情報が確認されます。
これらの各ユーザーについて、ユーザーログイン情報とエンタープライズディレクトリを比較すること
で、認証が確認されます。
ダッシュボードのステータス
デフォルトではダッシュボードには、割り当てられたユーザー役割に関連付けられている最も関連性の高
いリソースのステータスが表示されます。ネットワーク管理者とストレージ管理者など、複数の役割が割
り当てられている場合は、各役割でダッシュボードに表示されるリソースの組み合わせがダッシュボード
に表示されます。HPE OneView は、リソースカテゴリに対してユーザーが実行できる操作を記述する一
連の役割を定義します。ユーザーまたはディレクトリグループに割り当てられている役割は、HPE
OneView で管理されているリソースのカテゴリに対して操作を実行する権限を付与します。
詳細情報
• ユーザーの役割の操作権限
• ディレクトリサービス認証について
• 緊急ローカルログインについて
• パーミッション
• スコープ

ユーザーの役割
ユーザーの役割を使用すると、ユーザーの職責に基づいて、アクセス権および権限をユーザーに割り当て
ることができます。すべての権限をユーザーに割り当てることもできれば、アプライアンスによって管理
するリソースを表示、作成、編集、または削除するアクセス権の一部を割り当てることもできます。
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表 1: ユーザーの役割の権限
役割

ユーザーのタイプ

フル

インフラストラク
チャ管理者

アクセス権または権限
UI または REST API 経由のアプライアンス管理など、アプライア
ンスによって管理または監視されるリソースを表示、作成、編集、
または削除します。
インフラストラクチャ管理者は、アクティビティ、通知、および
ログの形でアプライアンスによって提供される情報を管理するこ
ともできます。
インフラストラクチャ管理者だけが、バックアップファイルから
アプライアンスをリストアできます。

読み取り専用

読み取り専用

管理または監視対象のリソース情報を表示します。
リソースを追加、作成、編集、削除することはできません。

専門

バックアップ管理
者

バックアップファイルを作成およびダウンロードし、アプライア
ンスの設定およびアクティビティを表示します。
スクリプトを使用してアプライアンスにログインし、スクリプト
を実行してアプライアンスをバックアップする権限があります。
バックアップファイルからアプライアンスをリストアすることは
できません。
注記: この役割は、REST API を使用してアプライアンスにログイ
ンし、バックアップの作成およびダウンロードを実行するスクリ
プトを対象としています。この役割を使用すると、バックアップ
操作のためにインフラストラクチャ管理者の認証情報を開示しな
くても済みます。
HPE では、この役割を持つユーザーが HPE OneView のユーザー
インターフェイスを使用して対話型のログインセッションを始め
ることはお勧めしません。

ネットワーク管理
者

ネットワーク、ネットワークセット、接続、インターコネクト、
アップリンクセット、およびファームウェアバンドルを表示、作
成、編集、または削除します。
関連するアクティビティ、ログ、および通知を表示します。
ユーザーアカウントは管理できません。
表は続く
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役割

ユーザーのタイプ
サーバー管理者

アクセス権または権限
サーバープロファイルとテンプレート、ネットワークセット、エ
ンクロージャー、およびファームウェアバンドルを表示、作成、
編集、または削除します。
物理サーバーにアクセスします。
接続、ネットワーク、ラック、電源、および関連するアクティビ
ティ、ログ、通知を表示します。
ボリュームを追加しますが、ストレージプールまたはストレージ
システムは追加できません。
ユーザーアカウントは管理できません。

サーバーファーム
ウェアオペレータ
ー

管理または監視対象のリソース情報を表示します。
物理サーバーにアクセスします。
物理サーバーを編集しますが、作成や削除は行いません。
サーバープロファイルで、サーバーハードウェア、ファームウェ
アのベースライン、ファームウェアの設置方法、およびアクティ
ブ化のスケジュール値を編集します。

サーバープロファ
イル設計者

サーバープロファイル、サーバープロファイルテンプレート、ス
トレージボリューム、ラベル、ネットワークセットを作成および
管理します。
ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、
サーバーハードウェア、ストレージプール、およびストレージボ
リュームテンプレートを使用します。

サーバープロファ
イル管理者

サーバープロファイル、ストレージボリューム、ラベル、ネット
ワークセットを作成および管理します。
ネットワーク、エンクロージャー、ファームウェアドライバー、
サーバーハードウェア、サーバープロファイルテンプレート、ス
トレージプール、およびストレージボリュームテンプレートを使
用します。

サーバープロファ
イルオペレーター

ラベルを作成、削除、およびアップデートします。
サーバーハードウェアとサーバープロファイルのアップデート
ネットワーク、ネットワークセット、エンクロージャー、ファー
ムウェアドライバー、サーバーハードウェア、サーバープロファ
イル、ストレージプール、およびストレージボリュームテンプレー
トを使用します。
表は続く
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役割

ユーザーのタイプ
スコープ管理者

アクセス権または権限
スコープを作成および削除します。
スコープをアップデートし、スコープリソースを追加および削除
します。
スコープ以外のリソースは変更できません。

スコープオペレー
ター

スコープをアップデートし、スコープリソースを追加および削除
します。
スコープ以外のリソースは変更できません。
スコープの作成または削除はできません。

ストレージ管理者

ストレージシステムを表示、追加、編集、または削除します。
ストレージプールを表示または編集します。
ボリュームを表示、作成、編集、追加、または削除します。
ボリュームテンプレートを表示、作成、編集、または削除します。
SAN マネージャーを表示、追加、または編集します。
SAN を表示または編集します。

ソフトウェア管理
者

プランスクリプト、ビルドプラン、展開プランのようなイメージ
ストリーマーアーティファクトを作成および変更します。
展開のためのゴールデンイメージを割り当てます。
サーバーからのイメージキャプチャーを実行します。
アーティファクトバンドルに関連するすべてのアクションを実行
します。

ハードウェアセットアップ

データセンターのサポート技術者による認証情報なしでのログイ
ン。技術者は、このログインを利用して、HPE Synergy ハードウェ
アのケーブル接続を確認し、ハードウェアの初期セットアップに
関わるアラートを修正できます。
HPE Synergy ハードウェアを設置し、ケーブル接続を確認し、HPE
OneView を使用して最低限の動作を確認します。

詳細情報
HPE Synergy ケーブル配線ガイド

ユーザーの役割の操作権限
次のテーブルに、それぞれのユーザーの役割に関連付けられたユーザーアクション特権のリストを示しま
す。
Use 特権は、ユーザーが所有していても変更は許可されていないオブジェクトにオブジェクトを関連付け
ることができる特殊な権限です。たとえば、論理インターコネクトグループで、サーバー管理者の役割が

HPE OneView のセキュリティ機能について

100

割り当てられたユーザーは、論理インターコネクトグループを定義することは許可されていませんが、エ
ンクロージャーを追加するときにそのグループを使用することはできます。読み取り専用ユーザーには、
アプライアンスに証明書を追加する権限がありません。
ユーザーの役割の操作権限
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

アクティビティ

CRUD

CRU

CRU

R

CRU

CRU

アラート

RUD

RUD

RUD

—

RUD

RUD

アプライアンス

CRUD

R

R

R

R

R

アーティファクトバ CRUD
ンドル

R

R

CRUD

R

CRUD

監査ログ

CR

R

R

—

R

—

バックアップ

CRUD

R

R

CRD

R

R

証明書

CRUD

—

—

—

—

—

R

CRU

—

R

R

R

CR

R

R

R

CRUD

R

R

R

—

—

—

—

—

コミュニティ文字列 RU
接続

CRUD

接続テンプレート

CRUD、 R、Use
Use

コンソールユーザー CRUD
データセンター

CRUD

CRUD

R

R

R

R

デバッグログ

CRUD

CRU

CRU

—

R

CRU

CRUD

R

R

R

R

展開済みターゲット CRUD
展開クラスター

CRUD

R

R

R

R

R

展開グループ

CRUD

R

R

R

R

R

展開マネージャー

CRUD

R

R

R

R

R
表は続く
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ユーザーの役割の操作権限
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

デバイスベイ

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ドメイン

CRUD

R

CRU

R

R

R

CRUD、Use

R、Use

CRUD

R

R

R

R

エンクロージャーグ CRUD、 CRUD、Use
ループ
Use

R

R

R

R

イーサーネットネッ CRUD
トワーク

R

CRUD

R

R

R

ドライブエンクロー CRUD
ジャー
エンクロージャー

CRUD

イベント

CRU

CRU

CRU

—

R

CRU

ファブリック

CRUD

R

CRUD

R

R

R

FC エイリアス

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC デバイスマネー
ジャー

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC エンドポイント

R

R

R

R

R

R

FC ネットワーク

CRUD

R

CRUD

R

R

R

FCOE ネットワーク CRUD、 R
Use

CRUD、Use

R

R

R

FC ポート

R

R

R

R

R

R

FC プロバイダー

R

R

R

R

R

R

FC SAN

CRUD

R

R

R

CRUD

R

FC SAN サービス

CRUD

R

R

R

CRUD

R
表は続く
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ユーザーの役割の操作権限
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

FC スイッチ

R

R

R

R

R

R

FC タスク

R

R

R

R

R

R

FC ゾーン

CRUD

R

R

R

CRUD

R

ファームウェアドラ CRUD
イバー

CRUD

CRUD

R

R

R

グローバル設定

CRUD

CRUD

CRUD

R

CRUD

CRUD

ゴールドイメージ

CRUD

R

R

R

R

CRUD

ゴールデンボリュー CRUD
ム

R

R

R

R

CRUD

grouptorole マッピ CRUD
ング

—

—

—

R

—

ハードウェアセット CRUD
アップ

—

—

—

—

—

ホスト

CRUD

R

R

R

R

—

ホストクラスター

CRUD

R

R

R

R

—

i3S メンテナンス
サービス

CRUD

R

R

R

R

R

i3S ボリュームサー CRUD
ビス

CRUD

R

R

R

CRUD

ID 範囲 IPv4

CRUD

RU

CRUD

R

R

R

ID 範囲 IPv4 サブ
ネット

CRUD

RU

CRUD

R

R

R

ID 範囲の VMAC
（MAC アドレス）

CRUD

R

CRU

R

R

R

表は続く
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ユーザーの役割の操作権限
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

CRUD

CRU

R

R

R

R

ID 範囲の VWWN
（World Wide
Name）

CRUD

R

CRU

R

R

R

インフラストラク
チャ VMS

CRUD

CRUD

R

R

R

R

統合ツール

CRUD

R

R

R

R

R

インターコネクト

CRUD

CR

CRUD

R

R

R

R

CRUD

R

R

R

ID 範囲の VSN（シ
リアル番号）

インターコネクトタ R、Use
イプ
ラベル

CRUD

CRUD

CRUD

R

CRUD

CRUD

ライセンス

CRUD

CR

R

R

R

R

論理ダウンリンク

R

R

R

R

R

R

論理エンクロー
ジャー

CRUD、 CRUD、Use
Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

論理インターコネク RU、Use R、Use
ト

RU、Use

R

R

R

論理インターコネク CRUD、 R、Use
トグループ
Use

CRUD、Use

R

R

R

論理スイッチグルー CRUD、 —
プ
Use

CRUD、Use

R

R

—

—

—

—

R

R

RU

RU

RU

RU

—

ログインドメイン

CRUD

ログインセッション CRUD

表は続く
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ユーザーの役割の操作権限
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

管理対象 SAN

サーバー管理
者

CRUD、 R
Use

移行可能な VC ドメ CRUD、 —
イン
Use
ネットワーク

CRUD、 R、Use
Use

ネットワークセット CRUD、 CRUD1
Use

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

R、Use

R

CRUD、Use

—

—

—

—

R

CRUD、Use

R

R

—

CRUD

R

R

R

通知

CRUD

CRD

CRD

R

R

—

OE ビルドプラン

CRUD

R

R

R

R

CRUD

OE 展開プラン

CRUD

R

R

R

R

CRUD

組織

CRUD

—

—

—

R

—

OS ボリューム

CRUD

CRUD

R

R

R

R

プランスクリプト

CRUD

R

R

R

R

CRUD

ポート

RU、Use —

RU、Use

—

R

R

電源デバイス

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ラック

CRUD

CRUD

R

R

R

R

レポート

R

R

R

R

R

R

レポジトリマネー
ジャー

CRUD

CRUD

CRUD

R

R

R

リストア

CRUD

—

—

—

—

—

役割

CRUD

—

—

—

—

—
表は続く
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ユーザーの役割の操作権限
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

SAN

CRUD、 R
Use

R

R

CRUD、Use

—

SAN マネージャー

CRUD、 R
Use

R

R

CRUD、Use

—

CRUD、 CRUD、Use
Use

CR、Use

R

R、Use

R、Use

CRUD、 CRUD、Use
Use

R

R

R

R

CRUD、 CRUD、Use
Use

R、Use

R

R、Use

R、Use

CRUD、 R
Use

R

R

R

R

サーバーハードウェ CRUD、 CRUD、Use
ア
Use

R

R

R

R

サーバーハードウェ R
アファームウェアイ
ンベントリ

R

R

R

R

サーバーハードウェ CRUD、 CRUD、Use
アタイプ
Use

R

R

R

R

サーバープロファイ CRUD
ル

R

R

R

R

—

R

R

R

SAS インターコネ
クト
SAS 論理インター
コネクトグループ
SAS 論理インター
コネクト
スコープ

R

CRUD

サーバープロファイ CRUD、 CRUD、Use
ルテンプレート
Use
ステートレスサー
バー

CRUD

CRUD

R

R

R

R

ストレージプール

RU

R

R

R

RU

R

R

R

R

CRUD

R

ストレージシステム CRUD

表は続く
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ユーザーの役割の操作権限
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
カテゴリ

（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
IA

サーバー管理
者

ネットワーク
管理者

バックアップ
管理者

ストレージ管
理者

ソフトウェア
管理者

ストレージターゲッ CRUD
トポート

R

R

R

CRUD

R

ストレージボリュー CRUD
ム

CRUD

R

R

CRUD

R

ストレージボリュー CRUD
ムアタッチメント

CRUD

R

R

CRUD

R

ストレージボリュー CRUD
ムテンプレート

R

R

R

CRUD

R

ストレージボリュー R
ムセット

R

R

R

R

R

サポート

CRUD、 R、Use
Use

R

R

R、Use

R、Use

スイッチ

CRUD、 RU
Use

CRUD

R

R

R

タスク

R

R

R

R

R

R

トラップ転送

RU

R

R

R

R

R

非管理デバイス

CRUD

CRUD

R

R

R

R

アップデート

R

—

—

—

—

—

アップリンクセット CRUD

R

CRUD

R

R

R

ユーザー

CRUD

—

—

—

—

—

ユーザー設定

CRUD

—

—

—

—

—

1 サーバー管理者は、帯域幅を編集できません。
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

R

R

R

R

R

R

CRU

R

R

R

R

R

R

R

RUD

アプライアン
R
ス

R

R

R

R

R

R

R

アーティファ
R
クトバンドル

R

R

R

R

R

R

R

—

—

—

—

—

—

—

—

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

—

コミュニティ
—
文字列

—

—

—

—

—

—

—

R

R

R

R

R

R

R

—

接続テンプレ
R
ート

R

R

R

R

R

R

—

コンソールユ
—
ーザー

—

—

—

—

—

—

—

データセンタ
R
ー

R

R

R

R

R

R

CRUD

R

R

R

R

R

R

R

—

展開済みター
R
ゲット

R

R

R

R

R

R

—

展開クラスタ
R
ー

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

展開マネージ
R
ャー

R

R

R

R

R

R

—

アクティビテ
R
ィ
アラート

監査ログ
バックアップ
証明書

接続

デバッグログ

展開グループ

表は続く

HPE OneView のセキュリティ機能について

108

カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

R

R

R

R

R

R

R

—

ドライブエン
R
クロージャー

R、Use

R

R、Use

R、Use R、Use

R、Use

CRUD、Use

エンクロージ
R
ャー

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R、Use

CRUD、Use

エンクロージ
R
ャーグループ

R、Use

R

R

R

R、Use

R、Use

—

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R、Use

—

R

R

R

R

R

R

R

CR

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

FC デバイス
R
マネージャー

R

R

R

R

R

R

—

FC エンドポ
イント

R

R

R

R

R

R

R

—

FC ネットワ
ーク

R

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R、Use

—

FCOE ネット
R
ワーク

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R、Use

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

FC SAN サー
R
ビス

R

R

R

R

R

R

—

デバイスベイ
ドメイン

イーサーネッ
R
トネットワー
ク
イベント
ファブリック
FC エイリア
ス

FC ポート
FC プロバイ
ダー
FC SAN

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

ファームウェ
R
アドライバー

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R、Use

R

グローバル設
R
定

R

R

R

R

R

R

CRUD

ゴールドイメ
R
ージ

R

R

R

R

R

R

—

ゴールデンボ
R
リューム

R

R

R

R

R

R

—

grouptorole
マッピング

R

R

R

R

R

R

R

—

ハードウェア
—
セットアップ

—

—

—

—

—

—

CRUD

R

R

R

R

R

R

R

—

ホストクラス
R
ター

R

R

R

R

R

R

—

i3S メンテナ
R
ンスサービス

R

R

R

R

R

R

—

i3S ボリュー
R
ムサービス

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

FC スイッチ
FC タスク
FC ゾーン

ホスト

ID 範囲 IPv4
ID 範囲 IPv4
サブネット

ID 範囲の
R
VMAC（MAC
アドレス）

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

インターコネ
R
クト

R、Use

R、Use

R

R

R

R

CRUD、Use

インターコネ
R
クトタイプ

R

R

R

R

R

R

CRUD

R

R

R

R

CRUD CRUD

CRUD

R

R

R

R

R

R

R

R

—

論理ダウンリ
R
ンク

R

R

R

R

R

R

—

論理エンクロ
R
ージャー

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

論理インター
R
コネクト

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R

—

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

ID 範囲の
R
VSN（シリア
ル番号）
ID 範囲の
R
VWWN
（World Wide
Name）
インフラスト
R
ラクチャ
VMS
統合ツール

ラベル
ライセンス

R

論理インター
R
コネクトグル
ープ
論理スイッチ
R
グループ
論理スイッチ

R

ログインドメ
R
イン

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

ログインセッ
RU
ション

R

R

R

RU

RU

RU

—

管理対象
SAN

R

—

—

R

R

R

R

—

移行可能な
VC ドメイン

—

—

—

—

—

—

—

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R、Use

R、Use

R

CRUD CRUD、
、Use Use

R、Use

—

R

R

R

R

R

R

R

—

OE ビルドプ
ラン

R

R

R

—

R

R

R

—

OE 展開プラ
ン

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R、Use R、Use

R、Use

—

プランスクリ
R
プト

R

R

R

R

R

R

—

—

—

—

—

—

ネットワーク

ネットワーク
R
セット
通知

組織
OS ボリュー
ム

ポート

—

R

R

R

R

R

R

R

R

CRUD

R

R

R

RU、Use

R

R

R

CRUD

R

R

R

R

R

R

R

—

レポジトリマ
—
ネージャー

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

—

電源デバイス
ラック
レポート

リストア

R

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

R

R

R

R

R

R

R

—

R

—

—

R

R

R

R

—

SAN マネー
ジャー

R

—

—

R

R

R

R

—

SAS インタ
ーコネクト

R

R

R

R

R

R

R

CRUD、Use

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

CRUD

RU

R

R

R

R

R

R、Use

R、Use

RU、Use

RU、
Use

RU、Use RU、Use CRUD、Use

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

CRUD、Use

R、Use

R、Use

RU1

CRUD CRUD

RU、Use —

R

R

R

CRUD R、Use
、Use

R

—

ステートレス
R
サーバー

R

R

R

R

R

—

ストレージプ
R
ール

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R、Use

—

役割
SAN

SAS 論理イ
R
ンターコネク
トグループ
SAS 論理イ
R
ンターコネク
ト
スコープ

R

サーバーハー
R
ドウェア
サーバーハー
R
ドウェアファ
ームウェアイ
ンベントリ
サーバーハー
R
ドウェアタイ
プ
サーバープロ
R
ファイル
サーバープロ
R
ファイルテン
プレート

R

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）
読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

R、Use

R、Use

R

CRUD CRUD、
、Use Use

R、Use

—

R

R

R

R

R

—

R、Use

R、Use

R

R、Use R、Use

R、Use

—

R

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

—

R

R、Use

R、Use

R

R

R

R

—

スイッチドメ
R
イン

R

R

—

R

R

R

—

スイッチグル
R
ープ

R

R

R

R

R

R

—

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

—

非管理デバイ
R
ス

R

R

R

R

R

R

CRUD

R

R

R

—

R

R

R

—

アップリンク
R
セット

R

R

R

R

R

R

—

ストレージシ
R
ステム
ストレージタ
R
ーゲットポー
ト
ストレージボ
R
リューム
ストレージボ
R
リュームアタ
ッチメント
ストレージボ
R
リュームテン
プレート
ストレージボ
R
リュームセッ
ト
サポート
スイッチ

タスク
トラップ転送

アップデート

R

表は続く
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カテゴリ

特殊ユーザー役割の操作特権
IA=インフラストラクチャ管理者、admin=管理者
（C=Create、R=Read、U=Update、D=Delete、Use）

ユーザー
ユーザー設定

読み取 スコー
り専用 プ管理
者

スコープ
オペレー
ター

サーバーフ
ァームウェ
アオペレー
ター

サーバ
ープロ
ファイ
ル設計
者

サーバー
プロファ
イル管理
者

サーバー ハードウェア
プロファ セットアップ
イルオペ
レーター

R

R

R

—

R

R

R

—

R

R

R

—

R

R

R

—

1 サーバーファームウェアオペレーターは、manageFirmware、firmwareBaseline、forceInstallFirmware、

firmwareInstallType、firmwareActivationType、および serverHardwareUri の各属性のみをアップデー
トできます。

アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、
およびプロトコル
HPE OneView には、管理アプライアンスを連邦情報処理標準 FIPS-140-2（FIPS 140-2）および
Commercial National Security Algorithm（CNSA）標準に準拠するように構成するか、レガシー暗号化モー
ドを引き続き使用するオプションがあります。FIPS 140-2 および CNSA モードでは、アプライアンスが
プロトコルバージョン、暗号スイート、およびデジタル証明書強度をそれぞれ、FIPS 140-2 および CNSA
に準拠したものに制限します。
暗号化モード設定についてに、詳細を示します。
注記: FIPS をオンにすると、高セキュリティモードと互換性のない古い API が無効になることがありま
す。
CNSA 準拠の暗号スイートは、CNSA 仕様に関するより厳格なセキュリティ要件を満たす FIPS 準拠の暗
号スイートのサブセットです。
HPE OneView は、暗号化操作のために、以下の FIPS 140-2 検証済みモジュールを使用します。
• Hewlett Packard Enterprise SSL Cryptographic Module（証明書番号 3018）
• Hewlett Packard Enterprise NSS Cryptographic Module（証明書番号 2908）
• Hewlett Packard Enterprise Libgcrypt Cryptographic Module（証明書番号 2915）
• Hewlett Packard Enterprise Java Cryptographic Module（証明書番号 3138）
HPE OneView は、FIPS 検証済み暗号モジュールに依存する以下の通信プロトコルとサービスを使用しま
す。
• Transport Layer Security（TLS）通信
◦ OpenSSL、Apache、および Curl：基盤となる FIPS 140-2 検証済み OpenSSL Cryptographic Module
を使用します。
◦ Java：基盤となる FIPS 140-2 検証済み Java Cryptographic Module を使用します。
◦ RabbitMQ：基盤となる FIPS 140-2 検証済み OpenSSL Cryptographic Module を使用します。
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◦ Firefox：基盤となる FIPS 140-2 検証済み NSS Cryptographic Module を使用します。
◦ デジタル署名アルゴリズム：基盤となる FIPS 140-2 検証済み OpenSSL および Java Cryptographic
Module を使用します。
◦ 公開キーアルゴリズム：基盤となる FIPS 140-2 検証済み OpenSSL および Java Cryptographic
Module を使用します。
• SNMP 通信：
◦ サーバー管理：SNMP 通信用に SNMP4J ライブラリを使用します。SNMP4J は、FIPS 140-2 検証
済み Java Cryptography Extension（JCE）が提供する標準の JCE ハッシュと暗号化アルゴリズム
を使用します。
◦ インターコネクト管理：基盤となる FIPS 140-2 検証済み OpenSSL Cryptographic Module を使用し
ます。
• SSH 通信
OpenSSH：基盤となる FIPS 140-2 検証済み OpenSSL Cryptographic Module を使用します。
• RPM 署名の検証：基盤となる FIPS 140-2 検証済み Libgcrypt Cryptographic Module を使用します。
暗号スイートは、通信に TLS を使用するネットワーク接続のセキュリティを保護する一連のアルゴリズ
ムです。暗号スイートに通常含まれている一連のアルゴリズムには、キー交換アルゴリズム、バルク暗号
化アルゴリズム、およびメッセージ認証コード（MAC）アルゴリズムがあります。
このユニットでは、以下について説明します。
• アプライアンスがサポートしているプロトコル
• レガシーモードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート
• FIPS 140-2 モードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート
• CNSA モードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート
注記: FIPS 140-2 モードで使用されている暗号スイートとは、FIPS 140-2 モードのセキュリティ強化要件
に適合しているレガシーモードで使用されている暗号スイートのサブセットを指します。また、CNSA
モードで使用されている暗号スイートとは、CNSA モードに関するより厳格なセキュリティ要件に適合し
ている FIPS 140-2 モードの暗号スイートのサブセットを指します。HPE OneView は、レガシーモードで
あっても、強力なプロトコルと暗号スイートを優先します。ただし、デバイス、サーバー、またはブラウ
ザーがサポートしているプロトコルと暗号スイートに応じて、アプライアンスは、レガシーモードで強度
が弱いプロトコルや暗号スイートと通信できます。
ここでは、一般的な暗号アルゴリズムとそのアルゴリズムが実施する機能の一部を紹介しています。
アルゴリズム

機能

Advanced Encryption Standard（AES）

情報を保護する対称ブロック暗号

Elliptic Curve Diffie Hellman（ECDH）Key Exchange キーを確立する非対称アルゴリズム
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm（ECDSA）デジタル署名を検証する非対称アルゴリズム
Diffie-Hellman（DH）Key Exchange

キーを確立する非対称アルゴリズム
表は続く
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アルゴリズム

機能

RSA

キーとデジタル署名を確立する非対称アルゴリズ
ム

Secure Hash Algorithm（SHA）

情報の表現を要約したものを計算するアルゴリズ
ム

アプライアンスがサポートしているプロトコル
各暗号化モードでサポートされている Transport Layer Security（TLS）プロトコルは次のとおりです。
• レガシーモード：TLS 1.0、TLS 1.1、および TLS 1.2
• FIPS 140-2 モード：TLS 1.1 および TLS 1.2
• CNSA モード：TLS 1.2
注記: アプライアンス上の特定のプロトコルを有効または無効にするには、REST API の PUT/ rest/
security-standards/protocol を使用します。詳しくは、HPE OneView API Reference for HPE Synergy を
参照してください。

レガシーモードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート
このユニットでは、以下について説明します。
• TLS のレガシーモードの暗号スイート
• SSH のレガシーモードの暗号スイート
• SNMP のレガシーモードの暗号スイート

TLS のレガシーモードの暗号スイート
表 2: OpenSSL、Apache、および Curl 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コ
ード

暗号スイート名

[0xc024]

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02c]

ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc014]

ECDHE-RSA-AES256-SHA

[0xc028]

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

[0xc030]

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc026]

ECDH-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02e]

ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc02a]

ECDH-RSA-AES256-SHA384

[0xc032]

ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0x6b]

DHE-RSA-AES256-SHA256

[0x9f]

DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
表は続く
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[0x3d]

AES256-SHA256

[0x9d]

AES256-GCM-SHA384

[0xc023]

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

[0xc02b]

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc027]

ECDHE-RSA-AES128-SHA256

[0xc02f]

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0x67]

DHE-RSA-AES128-SHA256

[0xc013]

ECDHE-RSA-AES128-SHA

[0xc025]

ECDH-ECDSA-AES128-SHA256

[0x9e]

DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc02d]

ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc029]

ECDH-RSA-AES128-SHA256

[0xc031]

ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0x3c]

AES128-SHA256

[0x9c]

AES128-GCM-SHA256

[0xa3]

DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384

[0xa2]

DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256

[0x39]

DHE-RSA-AES256-SHA

[0x33]

DHE-RSA-AES128-SHA

[0x35]

AES256-SHA

[0x2f]

AES128-SHA

[0xc00e]

ECDH-RSA-AES128-SHA

[0xc00a]

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA

[0xc005]

ECDH-ECDSA-AES256-SHA

[0xc009]

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA

[0xc004]

ECDH-ECDSA-AES128-SHA

[0xc003]

ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA

[0xc008]

ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA

[0xc012]

ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA

[0xc00d]

ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA

表 3: Java 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コ
ード

暗号スイート名

[0xc024]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
表は続く
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[0xc02c]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc014]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc028]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc030]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc026]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc02e]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc02a]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc032]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x6b]

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0x9f]

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x3d]

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0x9d]

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc023]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02b]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc027]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02f]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x67]

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc013]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc025]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0x9e]

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc02d]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc029]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc031]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x3c]

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0x9c]

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xa2]

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xa3]

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x33]

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0x35]

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x2f]

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0x39]

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc00e]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc009]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc004]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0x40]

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256
表は続く
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[0xc005]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x32]

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc00f]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x6a]

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0xc00a]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x38]

TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA

該当なし

SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

該当なし

SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

該当なし

SSL_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

表 4: RabbitMQ 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コー 暗号スイート名
ド
[0xc024]

ecdhe_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc014]

ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha

[0xc028]

ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc026]

ecdh_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc02a]

ecdh_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc02c]

ecdhe_ecdsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc030]

ecdhe_rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc02e]

ecdh_ecdsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc032]

ecdh_rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0x6b]

dhe_rsa,aes_256_cbc,sha256

[0x9f]

dhe_rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0x3d]

rsa,aes_256_cbc,sha256

[0x9d]

rsa,aes_256_gcm,null,sha384

[0xc023]

ecdhe_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc02b]

ecdhe_ecdsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xc027]

ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc02f]

ecdhe_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0x67]

dhe_rsa,aes_128_cbc,sha256

[0xc013]

ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc025]

ecdh_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0x9e]

dhe_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xc02d]

ecdh_ecdsa,aes_128_gcm,null,sha256
表は続く
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[0xc029]

ecdh_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc031]

ecdh_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0x3c]

rsa,aes_128_cbc,sha256

[0x9c]

rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xa3]

dhe_dss,aes_256_gcm,null,sha384

[0xa2]

dhe_dss,aes_128_gcm,null,sha256

[0x39]

dhe_rsa,aes_256_cbc,sha

[0x33]

dhe_rsa,aes_128_cbc,sha

[0x35]

rsa,aes_256_cbc,sha

[0x2f]

rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc00e]

ecdh_rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc00a]

ecdhe_ecdsa,aes_256_cbc,sha

[0xc005]

ecdh_ecdsa,aes_256_cbc,sha

[0xc00f]

ecdh_rsa,aes_256_cbc,sha

[0xc009]

ecdhe_ecdsa,aes_128_cbc,sha

[0xc004]

ecdh_ecdsa,aes_128_cbc,sha

[0xc003]

ecdh_ecdsa,'3des_ede_cbc',sha

[0xc008]

ecdhe_ecdsa,'3des_ede_cbc',sha

[0xc012]

ecdhe_rsa,'3des_ede_cbc',sha

[0xc00d]

ecdh_rsa,'3des_ede_cbc',sha

表 5: Firefox 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コ 暗号スイート名
ード
[0xc02c]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc014]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_sha

[0xc030]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc02b]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc02f]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc013]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_sha

[0x39]

security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha

[0x33]

security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha

[0x35]

security.ssl3.rsa_aes_256_sha

[0x2f]

security.ssl3.rsa_aes_128_sha

[0xcc14]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_chacha20_poly1305_sha256
表は続く
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[0xcc13]

security.ssl3.ecdhe_rsa_chacha20_poly1305_sha256

[0xc023]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_sha

[0xc00a]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_sha

表 6: デジタル署名アルゴリズム
アルゴリズム
SHA256WITHRSA
SHA384WITHRSA
SHA512WITHRSA
SHA256WITHECDSA
SHA384WITHECDSA
SHA512WITHECDSA
NONEWITHDSA
SHA384WITHDSA
SHA256WITHDSA
SHA224WITHECDSA
SHA512WITHDSA
NONEWITHECDSA
MD5WITHRSA
SHA224WITHRSA
SHA1WITHDSA
SHA224WITHDSA
SHA1WITHECDSA
SHA1WITHRSA
* アプライアンス証明書には、SHA-256 または SHA-384 デジタル署名アルゴリズムが必要です。SHA1
デジタル署名を持つ外部サーバーまたは管理対象デバイスの証明書がサポートされています。Hewlett
Packard Enterprise では、SHA-256 以上などのより強力なデジタル署名を使用して、外部サーバーまたは
管理対象デバイスの証明書を再生成することをお勧めします。

表 7: 公開キーアルゴリズム
アルゴリズム
RSA:2048
RSA:3072
RSA:4096
RSA:1024
ECDSA:256
表は続く
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ECDSA:384
ECDSA:521
DSA:1024
ECDH:384
ECDH:256
ECDH:521
DH:2048
DH:3072
ECCDH:256
ECCDH:384
ECCDH:521
ECMQV:256
ECMQV:384
ECMQV:521
EC:224
EC:256
EC:384
EC:521
ECC:256
ECC:384
ECC:521
ECC:160
EC:192
EC:160

SSH のレガシーモードの暗号スイート
表 8: 暗号
aes128-ctr
aes192-ctr
aes256-ctr

表 9: メッセージ認証コード（MAC）
hmac-sha1
hmac-sha2-256
hmac-sha2-512
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表 10: キー交換
ecdh-sha2-nistp256
ecdh-sha2-nistp384
ecdh-sha2-nistp521
diffie-hellman-group- exchange-sha256
diffie-hellman-group14-sha1

表 11: ホストキーのアルゴリズム（クライアント用）
ecdsa-sha2-nistp384
ecdsa-sha2-nistp256
ecdsa-sha2-nistp521
ssh-rsa:2048
ssh-dss:1024
ssh-rsa:3072
ssh-rsa:4096

表 12: ホストキーのアルゴリズム（サーバー用）
rsa:2048
rsa:3072
rsa:4096
rsa:1024
dsa:1024

SNMP のレガシーモードの暗号スイート
表 13: インターコネクトの SNMP 認証プロトコル
SHA1
SHA-256
SHA-384
SHA-512

表 14: インターコネクトの SNMP プライバシープロトコル
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
DES
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表 15: SNMP ダイジェスト
SHA_512
SHA_384
SHA_256
SHA1
MD5

表 16: SNMP 対称キー
AES:AESCTR256:256
AES:AES_256:256
AES:AESCTR192:192
AES:AES_192:192
AES:AESCTR128:128
AES:AES_128:128

表 17: トラップ転送の SNMP 認証プロトコル
MD5
SHA1
SHA256
SHA384
SHA512

表 18: トラップ転送の SNMP プライバシープロトコル
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
DES
SNMP サーバー管理
SNMP サーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3 が使用されます。使用する
認証プロトコルおよびプライバシープロトコルは、デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルに
よって異なります。

FIPS 140-2 モードでサポートされているアルゴリズムと暗号スイート
このユニットでは、以下について説明します。
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• TLS の FIPS 140-2 モードの暗号スイート
• SSH の FIPS 140-2 モードの暗号スイート
• SNMP の FIPS 140-2 暗号スイート

TLS の FIPS 140-2 モード暗号スイート
表 19: OpenSSL、Apache、および Curl 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コ
ード

暗号スイート名

[0xc024]

ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02c]

ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc014]

ECDHE-RSA-AES256-SHA

[0xc028]

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

[0xc030]

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc026]

ECDH-ECDSA-AES256-SHA384

[0xc02e]

ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc02a]

ECDH-RSA-AES256-SHA384

[0xc032]

ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384

[0x3d]

AES256-SHA256

[0x9d]

AES256-GCM-SHA384

[0xc023]

ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256

[0xc02b]

ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc027]

ECDHE-RSA-AES128-SHA256

[0xc02f]

ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc013]

ECDHE-RSA-AES128-SHA

[0xc025]

ECDH-ECDSA-AES128-SHA256

[0xc02d]

ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256

[0xc029]

ECDH-RSA-AES128-SHA256

[0xc031]

ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256

[0x3c]

AES128-SHA256

[0x9c]

AES128-GCM-SHA256

[0x35]

AES256-SHA

[0x2f]

AES128-SHA
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表 20: Java 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コ
ード

暗号スイート名

[0xc024]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc02c]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc014]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc028]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc030]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc026]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc02e]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc02a]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc032]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0x3d]

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

[0x9d]

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc023]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02b]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc027]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02f]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc013]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc025]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc02d]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0xc029]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0xc031]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x3c]

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

[0x9c]

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

[0x35]

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0x2f]

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc00e]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc009]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc004]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

[0xc005]

TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc00f]

TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

[0xc00a]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
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表 21: RabbitMQ 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コ
ード

暗号スイート名

[0xc024]

ecdhe_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc014]

ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha

[0xc028]

ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc026]

ecdh_ecdsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0xc02a]

ecdh_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

[0x3d]

rsa,aes_256_cbc,sha256

[0xc023]

ecdhe_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc027]

ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc02f]

ecdhe_rsa,aes_128_gcm,null,sha256

[0xc013]

ecdhe_rsa,aes_128_cbc,sha

[0xc025]

ecdh_ecdsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0xc029]

ecdh_rsa,aes_128_cbc,sha256,sha256

[0x3c]

rsa,aes_128_cbc,sha256

[0x35]

rsa,aes_256_cbc,sha

[0x2f]

rsa,aes_128_cbc,sha

表 22: Firefox 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コ
ード

暗号スイート名

[0xc02c]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc014]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_sha

[0xc030]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_256_gcm_sha384

[0xc02b]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc02f]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_gcm_sha256

[0xc013]

security.ssl3.ecdhe_rsa_aes_128_sha

[0x35]

security.ssl3.rsa_aes_256_sha

[0x2f]

security.ssl3.rsa_aes_128_sha

[0xcc14]

security.ssl3.ecdhe_ecdsa_chacha20_poly1305_sha256

[0xcc13]

security.ssl3.ecdhe_rsa_chacha20_poly1305_sha256

表 23: デジタル署名アルゴリズム
アルゴリズム
SHA256WITHRSA
表は続く
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SHA384WITHRSA
SHA512WITHRSA
SHA256WITHECDSA
SHA384WITHECDSA
SHA512WITHECDSA
SHA1WITHDSA*
SHA1WITHECDSA*
SHA1WITHRSA*
* アプライアンス証明書には、SHA-256 または SHA-384 デジタル署名アルゴリズムが必要です。SHA1
デジタル署名を持つ外部サーバーまたは管理対象デバイスの証明書がサポートされています。Hewlett
Packard Enterprise では、SHA-256 以上などのより強力なデジタル署名を使用して、外部サーバーまたは
管理対象デバイスの証明書を再生成することをお勧めします。

表 24: 公開キーアルゴリズム
アルゴリズム
RSA:2048
RSA:3072
RSA:4096
RSA:1024 *
ECDSA:256
ECDSA:384
ECDSA:521
DSA:1024 *
ECDH:384
ECDH:256
ECDH:521
DH:2048
DH:3072
ECCDH:256
ECCDH:384
ECCDH:521
ECMQV:256
ECMQV:384
ECMQV:521
EC:256
EC:384
表は続く
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EC:521
ECC:256
ECC:384
ECC:521
EC:192 *
*これらのアルゴリズムは、FIPS 140-2 仕様のレガシー使用の条項で外部サーバーまたは管理対象デバイ
スの証明書について許可されていますが、アプライアンス証明書には使用されません。

SSH の FIPS 140-2 モード暗号スイート
表 25: 暗号
aes128-ctr
aes192-ctr
aes256-ctr

表 26: メッセージ認証コード（MAC）
hmac-sha1
hmac-sha2-256
hmac-sha2-512

表 27: キー交換
ecdh-sha2-nistp256
ecdh-sha2-nistp384
ecdh-sha2-nistp521
diffie-hellman-group- exchange-sha256
diffie-hellman-group14-sha1

表 28: ホストキーのアルゴリズム（クライアント用）
ecdsa-sha2-nistp384
ecdsa-sha2-nistp256
ecdsa-sha2-nistp521
ssh-rsa:2048
ssh-rsa:3072
ssh-rsa:4096
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表 29: ホストキーのアルゴリズム（サーバー用）
rsa:2048
rsa:3072
rsa:4096
ecdsa:256
ecdsa:384
ecdsa:521

SNMP の FIPS 140-2 暗号スイート
表 30: インターコネクトの SNMP 認証プロトコル
SHA1
SHA-256
SHA-384
SHA-512

表 31: インターコネクトの SNMP プライバシープロトコル
AES-128
AES-192
AES-256

表 32: トラップ転送の SNMP 認証プロトコル
MD5
SHA1
SHA256
SHA384
SHA512

表 33: トラップ転送の SNMP プライバシープロトコル
3DES
AES-128
AES-192
AES-256
DES
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表 34: SNMP ダイジェスト
SHA_512
SHA_384
SHA_256
SHA1

表 35: SNMP 対称キー
AES:AESCTR256:256
AES:AES_256:256
AES:AESCTR192:192
AES:AES_192:192
AES:AESCTR128:128
AES:AES_128:128
SNMP サーバー管理
SNMP サーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3 が使用されます。HPE
OneView は、サーバー管理のために、ILO の SNMP インターフェイスを使用します。ただし、このイン
ターフェイスは FIPS に準拠していません。使用する認証プロトコルおよびプライバシープロトコルは、
デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルによって異なります。

CNSA モードでサポートされているアルゴリズムと暗号
このユニットでは、以下について説明します。
• TLS の CNSA モードの暗号スイート
• SSH の CNSA モードの暗号スイート
• SNMP の CNSA モードの暗号スイート
注記:
• 管理対象サーバーの iLO が CNSA モードまたは Suite B モードの場合、HPE OneView コンソールから
iLO ユーザーインターフェイスまたはコンソールにアクセスすることはできません。
• CNSA モードでは、p-384 と p-521 の両方の曲線がサポートされています。

TLS の CNSA モードの暗号スイート
表 36: OpenSSL、Apache、および Curl 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コード 暗号スイート名
[0xc02c]

ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

[0xc028]

ECDHE-RSA-AES256-SHA384

[0xc030]

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
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表 37: Java 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コード 暗号スイート名
[0xc02c]

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

[0xc028]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384

[0xc030]

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

表 38: RabbitMQ 暗号スイート
暗号スイートの 16 進コード

暗号スイート名

[0xc028]

ecdhe_rsa,aes_256_cbc,sha384,sha384

表 39: デジタル署名アルゴリズム
アルゴリズム
SHA384WITHRSA
SHA512WITHRSA
SHA384WITHECDSA
SHA512WITHECDSA

表 40: 公開キーアルゴリズム
アルゴリズム
RSA:3072
RSA:4096
ECDSA:384
ECDSA:521
EC:384
EC:521
ECC:384
ECC:521

SSH の CNSA モードの暗号スイート
表 41: 暗号
aes256-ctr

表 42: メッセージ認証コード（MAC）
hmac-sha2-512
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表 43: キー交換
ecdh-sha2-nistp384
ecdh-sha2-nistp521

表 44: ホストキーのアルゴリズム（クライアント用）
ecdsa-sha2-nistp384
ecdsa-sha2-nistp521
ssh-rsa:3072
ssh-rsa:4096

表 45: ホストキーのアルゴリズム（サーバー用）
rsa:3072
rsa:4096
ecdsa:384
ecdsa:521

SNMP の CNSA モードの暗号スイート
表 46: インターコネクトの SNMP 認証プロトコル
SHA-384
SHA-512

表 47: インターコネクトの SNMP プライバシープロトコル
AES-256

表 48: トラップ転送の SNMP 認証プロトコル
MD5
SHA1
SHA256
SHA384
SHA512

表 49: トラップ転送の SNMP プライバシープロトコル
3DES
AES-128
AES-192
表は続く
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AES-256
DES

表 50: SNMP ダイジェスト
SHA_512
SHA_384

表 51: SNMP 対称キー
AES:AESCTR256:256
AES:AES_256:256
SNMP サーバー管理
SNMP サーバー管理では、デバイスサポートが利用可能な場合は、SNMPv3 が使用されます。HPE
OneView は、サーバー管理のために、ILO の SNMP インターフェイスを使用します。ただし、このイン
ターフェイスは FIPS に準拠していません。使用する認証プロトコルおよびプライバシープロトコルは、
デバイスのバージョンでサポートされるプロトコルによって異なります。

スコープが有効なリソースのカテゴリ
次のリソースタイプのみスコープに追加または削除できます。
• エンクロージャー
• サーバーハードウェア
• ネットワーク（イーサーネット、FC、および FCoE）
• ネットワークセット
• インターコネクト（SAS リソースを除く）
• 論理インターコネクト（SAS リソースを除く）
• 論理インターコネクトグループ（SAS リソースを除く）
• OS 展開プラン
• ストレージプール
• ボリューム
• ボリュームテンプレート
• ボリュームセット
重要: アラートのメール通知では、ここで分類されていないリソースは任意のスコープに含まれてい
ます。1 つ以上のスコープを指定するメール通知フィルターは、ここで現在分類されていないリ
ソースによって生成されるアラートを排除しません。
非スコープリソースからのアラートを抑制するには、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの
「メール受信者およびフィルターのエントリーの編集」で説明されている、関連付けられたリソース
カテゴリの使用が必要です。
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詳細情報
HPE OneView でのスコープベースのアクセス制御のモデリング

セキュリティが強化されたアプライアンス
HPE OneView は、セキュリティが強化されたアプライアンスとして提供されます。次の要因により、ア
プライアンスとそのオペレーティングシステムのセキュリティが確保（堅牢化）されています。
• HPE OneView は、FIPS および CNSA 暗号化モードに切り替えることができ、そこで、FIPS-140-2 の
より厳格なセキュリティ保護やより厳格な CNSA 仕様を適用することができます。
• HPE Synergy Composer 上の HPE OneView 内で使用されるベストプラクティスのセキュリティ強化
の例としては、以下が挙げられます。
◦ アプライアンスは、不要なすべてのサービスを排除するためにカスタマイズされたオペレーティン
グシステムを使用し、攻撃対象領域を減らします。
◦ アプライアンスでは、機能を提供するために必要なサービスだけを実行することで、その脆弱性を
最小限に抑えます。
◦ アプライアンス OS では、強制的にアクセス制御が実施されます。
◦ アプライアンスは、Two-Factor 認証をサポートしています。
◦ オペレーティングシステムのブートローダーはパスワードで保護されています。アプライアンス
は、単一ユーザーモードで起動しようとするユーザーによって侵害される可能性はありません。
◦ IP ファイアウォールは、HPE OneView サービスで必要なポートのみへのアクセスを許可します。
ネットワークポートのリストについては、HPE OneView に必要なポートを参照してください。
◦ 重要なサービスは、特権がある OS ユーザーとして実行されません。
◦ ユーザーはオペレーティングシステムのレベルでは許可されていません（OS の対話型ログインは
許可されません）。ユーザーは、厳密に以下を通じて HPE OneView と対話します。
– REST API（プログラム的にまたは GUI を通じて）
– State Change Message Bus（AMPQ インターフェイス）
– SSH を使用した Maintenance Console またはアプライアンス管理のためのアプライアンスコン
ソール
– GUI および HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ用の html ページを提供する Web サーバー
• HPE OneView は、分離された管理 LAN で完全に動作するように設計されています。
• ロールベースのアクセス管理（RBAC）により管理者は、特定のリソースに対するユーザーの任務に基
づいて、ユーザーのアクセス制御と認可を設定できます。また、RBAC を使用すると UI に表示される
内容が簡素化されます。
◦ ユーザーは、自分に許可されているリソースのタイプに対してのみ、操作を開始できます。たとえ
ば、ネットワーク管理者の役割を持つユーザーは、ネットワークリソースに対してのみ操作を開始
でき、サーバー管理者の役割を持つユーザーは、サーバーリソースに対してのみ操作を開始できま
す。
◦ インフラストラクチャ管理者の役割を持つユーザーは、すべての画面と操作に対するフルアクセス
権を持っています。
• SBAC（スコープベースのアクセス制御）により、管理者は、アプライアンスによって管理されるリ
ソースのサブセットに役割を制限することにより、ユーザーのアクセス制御を確立することができま
す。インフラストラクチャ管理者は、パーミッションを割り当てることによって、ユーザーおよびディ
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レクトリグループに権限を付与します。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成され
ます。スコープは、ユーザー定義の一連のリソースです。リソースは、複数のスコープに所属できま
す。役割は、リソースカテゴリにアクセスを付与します。スコープはさらに、その役割によって付与
される権限を、リソースカテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限します。
• HPE OneView は、ユーザー認証のために Microsoft Active Directory または OpenLDAP との統合をサ
ポートしています。エンタープライズディレクトリを使用している場合は、ローカルユーザーアカウ
ントを無効にすることができます。HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「ディレクトリサー
ビス認証について」を参照してください。
• 管理者アカウントにはアプライアンスの初期インストール用のデフォルトパスワードが含まれていま
す。アプライアンスは最初のログイン時のパスワードの変更を施行し、デフォルトパスワードを再び
使用することはできません。
• アプライアンスでは、自己署名証明書と認証機関発行の証明書をサポートしています。
アプライアンスは最初に、自己署名証明書を使用して構成されます。インフラストラクチャ管理者で
企業およびサードパーティの CA を送信するために証明書署名リクエスト（CSR）を生成し、受信し
たらその証明書をアップロードできます。この証明書により、アプライアンスへの HTTPS 接続の完全
性と信頼性を確保できます。
同様に、デフォルトでは、HPE OneView と管理対象デバイス間の通信は、自己署名証明書によってセ
キュリティ保護されます。REST インターフェイスを使用して、管理対象デバイスごとに CSR を生成
し、企業 CA またはサードパーティ CA に送信します。受信すると、署名済み証明書を管理対象デバイ
スにアップロードすることができます。この証明書により、アプライアンスと各管理対象デバイスの
間の管理通信の完全性と信頼性を確保できます。
• すべてのブラウザー操作と REST API 呼び出しでは、HTTPS/TLS が使用されます。
• HPE Synergy Composer のファームウェアイメージには、Hewlett Packard Enterprise によってデジタ
ル記号が付けられています。コンポーザーの再イメージを行い、迅速に特定のファームウェアリビ
ジョンのレベルにする場合、デジタルシグネチャーは再イメージプロセスにより検証されます。これ
により、イメージの信頼性と整合性が確保されます。
• アプライアンスでは、次のバージョンへのアップグレードまたはパッチをインストールする際のセ
キュアなアップデートプロシージャーをサポートします。アップデートには Hewlett Packard
Enterprise によってデジタル記号が付けられており、デジタルシグネチャーはアップデートプロシー
ジャーにより検証されます。署名および検証は、ソフトウェアアップデートの信頼性と整合性を確保
します。
• インフラストラクチャ管理者でないユーザーによって作成されたサポートダンプは暗号化されます。
インフラストラクチャ管理者ユーザーはサポートダンプを暗号化しないことも可能です。デフォルト
の暗号化により、サポートダンプに含まれる顧客の機密データ（IP アドレス、IP アドレスプール、ホ
スト名、および WWN など）がすべて保護されます。管理者は、Hewlett Packard Enterprise に送信さ
れるデータのタイプを検証する場合に非暗号化ダンプを利用できます。サポートダンプには認証情報
データは含まれません。
• HPE OneView は、高度な診断を実行するために HPE サポート担当者が顧客の同意の元、アプライア
ンスへの特権アクセス用のワンタイムパスワードを取得できるサービスコンソールアクセスをサポー
トしています。
• Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスソフトウェアコンポーネントに対する脅威について
セキュリティ速報を入念に確認し、必要に応じてソフトウェアアップデートを発行します。

蓄積データの保護
詳細情報：
HPE OneView は管理対象デバイスの認証情報などの機密データをアプライアンスのディスクに保存する
ときに暗号化します。HPE OneView アプライアンス暗号化キー（AEK）は、管理対象デバイス（iLO、
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Onboard Administrator、フレームリンクモジュールなど）の認証情報を暗号化するために内部的に使用さ
れます。デフォルトでは、AEK は HPE Synergy コンポーザーディスクに格納され、アプライアンスバッ
クアップにも含まれます。これは、ディスクが盗難にあった場合にセキュリティリスクを引き起こす可能
性があります。
蓄積データの保護オプションを有効にすると、AEK はディスク外のコンポーザー NVRAM に格納され、
アプライアンスバックアップにキーを含めません。このオプションを有効にする場合、管理者は次の状況
で使用するために AEK（リカバリ AEK）のコピーを保存する必要があります。
• 別の AEK が有効なときに取得したバックアップをリストアするとき。
• 万一、キーのシステムコピーが破損した場合にシステムを正常に起動するとき。
• 別の新しいコンポーザー、または工場出荷時設定にリセットされた同じコンポーザーに、バックアッ
プがリストアされているとき。
管理者は、許可された担当者のみがアクセスできる安全な場所にリカバリ AEK を格納する必要がありま
す。万一キーをコンポーザー NVRAM から読み取ることができない場合やキーが破損した場合、管理者は
表示されたエラー解決メッセージに基づき、アプライアンス Maintenance Console を使用して AEK リカ
バリコピーをアップロードする必要があります。万一コンポーザー NVRAM 自体にアクセスできない場
合、ハードウェアの問題自体が解決されるまで、蓄積データの保護オプションを無効にすることができま
す。
ダウンロードしたリカバリキーとコンポーザー NVRAM に格納されている AEK の両方とも失われた場
合、アプライアンスのデータはリカバリできません。
重要: 蓄積データの保護オプションを有効にする前に、リカバリキーを安全な場所に保管し、リカバ
リ操作で必要なときには使用できるようにしておく必要があります。キーを紛失した場合は、 新し
い AEK を再生成してください。
注記:
• デフォルトでは、蓄積データの保護オプションは無効です。
• 蓄積データの保護オプションが無効な場合、アプライアンスが低いセキュリティモードにあることを
示す警告アラートが表示されます。
• コンポーザーを工場出荷時設定にリセットすると、蓄積データの保護が無効になり、AEK がコンポー
ザーディスクに格納されます。
• 蓄積データの保護を有効または無効にするたびに、または新しい AEK を再生成または適用するとき
は、バックアップを作成してください。
• 蓄積データの保護が無効になっているときは、AEK がアプライアンスバックアップの一部として保管
されます。この場合、バックアッププロセスで HPE OneView バックアップを暗号化することが重要で
す。たとえば、リモートバックアップサーバーでは、全ディスクの暗号化またはバックアップサーバー
特有の他の暗号化技術を採用できます。

詳細情報
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「新しいアプライアンス暗号化キーの生成」。

HPE Synergy コンポーザー 2 アプライアンスでのセキュア
ブート
HPE Synergy コンポーザー 2 では、デフォルトでセキュアブートオプションが有効になっています。セ
キュアブートは、Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）の機能であり、デジタル署名を検証する
ことにより、ブートローダー、ファームウェア、およびドライバーの改ざんを検出します。
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セキュアブートにより、ファームウェア、ドライバー、および OS が、HPE が承認したキーを使用して署
名されていることが確認されます。このチェックの仕組みは、顧客環境でマルウェアや悪意のあるソフト
ウェアが使用されることを防ぐのに役立ちます。これらのキーは HPE OneView が管理するので、ユー
ザーが追加のアクションを行う必要はありません。

ログインセッションの作成
ブラウザー経由でアプライアンスにログインすると、ログインセッションが作成されます。アプライアン
スにその他の要求を行うときには、セッション ID を使用します。この ID は、認証済みユーザーであるこ
とを示すため、保護する必要があります。セッション ID を保護するには、UI を使用する場合、サポート
されている Web ブラウザーを使用してください。OneView REST インターフェイスのクライアントを作
成する場合、プログラマはセッション ID を表示しないでください。
セッションは、ログアウトするかセッションがタイムアウトする（たとえば、セッションが、セッション
アイドルタイムアウト値よりも長い時間アイドル状態の場合）まで、有効なままです。
デフォルトタイムアウト値は 24 時間です。セッションごとの値を変更するには、POST/rest/
sessions/idle-timeout を使用します。24 時間までの範囲で値を変更できます。
HPE OneView では、アクティブなユーザーセッションの数を制御するために次の制限が設定されていま
す。
• SESSION_CRITICAL_LIMIT
アクティブなユーザーセッションの最大数はデフォルトで 2400 です。アクティブなユーザーセッ
ションの数がこの制限に達すると、すべてのリモート（非キオスク）ログインはブロックされます。
• SESSION_THRESHOLD_LIMIT
アクティブなユーザーセッションの数が SESSION_CRITICAL_LIMIT のデフォルト値の 80％に達す
ると、HPE OneView に警告アラートが表示されます。このアラートは、アプライアンス上のアクティ
ブなユーザーセッションの SESSION_CRITICAL_LIMIT に近づいていることを警告します。
• SESSION_CLIENT_LIMIT
特定の IP アドレスからのアクティブなユーザーセッションの最大数はデフォルトで 960 です。同じ
クライアントからのそれ以上のログインはブロックされます。アプライアンス上のアクティブなユー
ザーセッションの合計数が SESSION_CRITICAL_LIMIT 以下である限り、他の IP アドレスからはロ
グインできます。
注記: SESSION_CRITICAL_LIMIT と SESSION_CLIENT_LIMIT の値は、インフラストラクチャ管理者
がアップデートできます。アクティブなユーザーセッションに関するすべての制限のデフォルト値はア
プライアンスで事前に構成されており、アプライアンスが起動すると有効になります。
次の API を使用して、SESSION_CRITICAL_LIMIT と SESSION_CLIENT_LIMIT の値を変更できます。
PUT https://{appliance}/rest/session-settings

アプライアンスアクセスの認証
以下のいずれかの方法を使って、HPE OneView にアクセスするユーザーを認証できます。
• ユーザー名とパスワードによるログオン：ユーザー名とパスワードを使用して認証を実行するように
アプライアンスを構成できます。
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注記: ファクトリーエクスプレスプロセスを使用した顧客提供のパスワードを選択した場合、デフォル
トの administrator / admin ログインパスワードは失敗します。この場合、ファクトリーエクスプレス
プロセスのフォームで指定したユーザー名とパスワードを使用してください。
• Two-Factor ログイン：Two-Factor ログインを使用して、スマート証明書認証を実行するようにアプラ
イアンスを構成できます。セキュリティ設定画面で Two-Factor 認証が有効な場合は、スマートカード
と有効な個人識別番号（PIN）を使用して HPE OneView へのアクセスを認証する必要があります。
重要: セキュリティ設定画面でスマートカード専用ログインが有効になっている場合は、HPE
OneView のログイン画面には、Two-Factor ログインオプションのみが表示されます。最高レベ
ルのセキュリティを必要とするお客様は、スマートカード専用ログインを使用する必要がありま
す。
注記: Two-Factor 認証を使用してアプライアンスにログインできない場合は、セキュリティの編集 >
クライアントログイン証明書構成のディレクトリドメイン構成を確認してください。証明書にディレ
クトリドメイン情報がない場合は、手動で指定オプションを使用してドメインの詳細を手動で入力し
ます。
スマートカードを使用して、HPE OneView アプライアンスにログインするための前提条件を以下に示し
ます。
• ブラウザーから求められたら、ユーザーは有効な PIN を入力する必要があります。
注記: 有効な PIN を入力すると、ブラウザーが証明書の内容にアクセスして、HPE OneView に渡すこ
とができます。
• 証明書は、有効（正しく署名され、期限が切れておらず、適切な X.509 形式）でなければなりません。
• 証明書が失効していない必要があります。
• 証明書には、少なくとも 1 人のユーザー名を含める必要があります。このユーザー名は構成済みの証
明書のフィールドから抽出できます。
• 証明書の少なくとも 1 人のユーザー名が、構成済みディレクトリのいずれかで有効なユーザーでなけ
ればなりません。
• 証明書にはディレクトリドメイン情報を含める必要があります。あるいは、管理者が手動で同じ情報
を指定している必要があります。
これらすべての要件を満たす場合、HPE OneView は、エンタープライズディレクトリから、ユーザーが
所属するグループのリストを取得します。HPE OneView は、所属するグループの情報を使用して、ユー
ザーに割り当てる役割を決定します。役割により、ユーザーがアクセス権を持つ必要があるリソースや、
それらのユーザーが実行できる操作についての情報が HPE OneView に通知されます。
ユーザーアカウントは、アプライアンスまたはエンタープライズディレクトリ（Two-Factor 認証に必要）
で構成します。認証を含むすべてのアクセス（ブラウザーと REST API）は、トランスポート層セキュリ
ティ（TLS）経由で行われ、ネットワークへの転送時に認証情報が保護されます。
詳細情報
Two-Factor 認証

Two-Factor 認証
パスワードがどんなに複雑であっても、多くのアプリケーションのセキュリティは十分ではありません。
セキュリティ強化のため、Two-Factor 認証を使用します。Two-Factor 認証では、HPE OneView の認証に
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2 つのファクターが必要です。2 つのファクターとは、ユーザーが所有するもの（スマートカード）およ
びユーザーが知っているもの（個人識別番号）です。
HPE OneView のユーザーおよびパスワード認証
HPE OneView では、ユーザーはローカルユーザーとして構成できるほか、エンタープライズディレクト
リでリモートで構成できます。
従来のユーザー名とパスワードのログインシーケンスは以下のとおりです。
1. ユーザーが自分のユーザー名とパスワードを入力します。
2. HPE OneView がユーザー名とパスワードを認証します。
• ユーザー名が HPE OneView で構成されるローカルユーザーの名前である場合、HPE OneView は
手動で指定したユーザー名とパスワードを HPE OneView データベースを使用して検証します。
• ご使用の環境がエンタープライズディレクトリを使用する構成の場合、HPE OneView はユーザー
名とパスワードを構成されているディレクトリサーバーにすぐに転送して、認証します。
3. 認証が成功すると、HPE OneView はユーザーの認証権限を判断します。
• ローカルユーザーのログインの場合、認証権限がユーザーに関連付けられている役割に基づいて決
定されます。
• エンタープライズディレクトリのログインの場合、HPE OneView は、ユーザーに関連付けられて
いるグループ名を取得するため、ディレクトリサーバーに要求を送信します。グループ名を使用し
て、HPE OneView で構成されるユーザーの認証権限を判断します。

HPE OneView の Two-Factor 認証
Two-Factor 認証を有効にすると、スマートカード（たとえば、CAC（Common Access Card）カード、
PIV（Personal Identity Verification）カード）を使用して HPE OneView で認証できます。ブラウザーのス
マートカードリーダープラグインはスマートカードを読み取り、ユーザーが指定した PIN を使用してカー
ドの証明書にアクセスします。スマートカードに内蔵されているクライアント証明書は、ブラウザーで
HPE OneView に示されます。クライアント証明書は、以前に HPE OneView にインポートされたルート
または中間認証機関（CA）による署名が必要です。アプライアンスはクライアント証明書を認証し、証
明書で指定されたユーザー名が HPE OneView でのディレクトリサーバー構成で認識された有効なユー
ザーの名前であることを検証します。
Two-Factor 認証が有効である場合、HPE OneView は、最初のログイン時に受け取ったユーザー名に関連
したアカウントを使用するのではなく、ユーザーがセットアップして所有する Microsoft Active Directory
サービスアカウントを使用して、ユーザーの Active Directory エントリーにアクセスします。
注記:
• Active Directory は HPE OneView アプライアンスに含まれていません。個々に、ご使用の環境に
Active Directory をインストールする必要があります。
• HPE OneView では、サービスアカウントバインドタイプで構成された Active Directory で Two-Factor
認証がサポートされています。
Active Directory や OpenLDAP などのエンタープライズディレクトリを使用するように HPE OneView を
構成すると、ディレクトリには HPE OneView ユーザーインターフェイスで使用する名前が割り当てられ
ます。複数のディレクトリサーバーがこのディレクトリにサービスを提供し、高可用性を確保することが
できます。ディレクトリグループには HPE OneView の役割が割り当てられ、そのグループのメンバーで
あるディレクトリユーザーにはその HPE OneView の役割が割り当てられます。対応するディレクトリ
サーバーを持つ HPE OneView ディレクトリは一度だけ定義でき、1 つのセットを使用して役割マップを
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グループ化できます。同じディレクトリサーバーセットに対して追加の異なる HPE OneView ディレク
トリ名を割り当てることはサポートされていません。
インフラストラクチャ管理者は、クライアント証明書の認証時に HPE OneView が適用するルールを柔軟
にカスタマイズすることもできます。インフラストラクチャ管理者は、HPE OneView がユーザー名、ド
メイン名、および OID を取得する証明書内の位置を構成して、証明書が有効であることを示す必要があり
ます。
ユーザーが Two-Factor 認証を使用してアプライアンスにログインした場合、デフォルトでは、ユーザー
証明書の失効チェックが行われるかどうかは、アプライアンスの CRL を使用できるかどうかで決まりま
す。ユーザー証明書の CRL を使用できない場合、初回の Two-Factor 認証ログインで失効チェックは行わ
れません。CRL の自動ダウンロードのユーザー設定が有効になっている場合、Two-Factor 認証ログイン
時にユーザー証明書の CRL DP が取得されて保存されます。証明書の発行元 CA に対しては、対応する
CRL がダウンロードされます。アプライアンスのトラストストアにユーザー証明書の発行元 CA が登録
されている必要があります。CRL が使用可能になると、次回の Two-Factor 認証ログインでは失効チェッ
クが実行されます。
CAC/PIV カードに保存されている証明書は X.509 セキュリティ証明書です。証明書には、証明書の所有
者、証明書の発行元、およびその他の証明書の識別要素を識別するための情報のフィールドが含まれま
す。Two-Factor 認証を有効にすると、HPE OneView GUI のクライアントログイン証明書構成画面を使用
して、HPE OneView がユーザーの検証に使用する必要がある証明書フィールドを指定できます。
注記: REST API を使用してスマートカードのログインを認証する場合、使用される REST クライアント
は HPE OneView が要求するクライアント証明書認証をサポートしている必要があります。
コマンドラインを使用した、Two-Factor 認証に基づく HPE OneView へのログイン
REST API /rest/login-sessions/smartcards を使用してリモートでアプライアンスにログインできます。
これを行う方法には、curl-7.54.1-1 バージョン以降を使用し、次に libssh2 を使用する方法が考えられま
す。以下に、コマンド例を示します。
# curl -v -i -X POST -H "Accept-Language:en-US" -H "X-Api-Version:<version number>" --cert ./client-cert.pem:<PEM pass phrase>
https://{appliance-IP}/rest/login-sessions/smartcards --cacert ./rootsplsintermediate.cer

注記: client-cert.pem ファイルは、OpenSSL または他の同等な方法で生成できます。このファイルには、
クライアント証明書とパスフレーズで保護された秘密キーの両方が含まれます。<PEM passphrase>を
実際のパスフレーズに置き換えます。rootsplsintermediate.cer ファイルには、ルート証明書と HPE
OneView サーバー証明書の署名に使用された中間証明書のチェーンが含まれます。また、
rootsplsintermediate.cer には、HPE OneView サーバーの自己署名証明書が含まれる場合もあります。
詳しくは、HPE OneView API Reference for HPE Synergy を参照してください。

証明書オーナー - サブジェクト代替名の属性
デフォルトでは、「証明書オーナー」エントリー内の「サブジェクト代替名」項目に関連付けられている
属性エントリーボックスには OtherName.UPN=(.*)が含まれています。これは、HPE OneView がス
マートカード上の証明書のサブジェクト代替名フィールドにある「OtherName.UPN」属性からユーザー
名を抽出することを示しています。これは、HPE OneView がエンタープライズディレクトリを検索する
ために使用するユーザー名です。
HPE OneView がサブジェクト代替名内の他の追加属性からユーザー名を検索できるように値を編集する
ことができます。以下のオプションから選択できます。
• OtherName.UPN=(.*)

HPE OneView のセキュリティ機能について

142

Microsoft の証明書ビューアーはサブジェクト代替名下の「OtherName.UPN」を以下のように表示しま
す。
Other Name:
Principal Name=John.Doe@test.com
• OtherName.RFC822Name=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーは OtherName.RFC822Name を以下のように表示します。
Other Name:
RFC822 Name=John.Doe@test.com
• RFC822Name=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーは RFC822Name を以下のように表示します。
RFC822 Name=John.Doe@test.com
• DirName=(.*)
Microsoft の証明書ビューアーはサブジェクト代替名下の「DirName」を以下のように表示します。
Directory Address:
CN=John Doe
OU=Test Group
O=Test Org
C=US
DC=test
DC=com
カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneView は、有効
なユーザー名に対して複数のサブジェクト代替名属性を検索できます。
注記: スマートカード証明書の「サブジェクト」フィールド属性からユーザー名を検索するように HPE
OneView に指示できます（「サブジェクト代替名」属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。
詳しくは、「証明書オーナー」フィールドのサブジェクトエントリーを参照してください。
サブジェクト代替名の複数の属性エントリーの例
OtherName.UPN=(.*),OtherName.RFC822Name=(.*),RFC822Name=(.*),DirName=(.*)

証明書オーナー - サブジェクト属性
デフォルトでは、「証明書オーナー」フィールド内の「サブジェクト」エントリーに関連付けられている
属性エントリーボックスには CN=(.*)が含まれています。この値を使用すると、HPE OneView はスマー
トカードの証明書の「サブジェクト」フィールドにある「CN」属性から最初のユーザー名を抽出します。
正規表現を使用して「CN」属性の正規表現を編集し、許容される値のリストを絞り込むことができます。
HPE OneView が証明書の「サブジェクト」フィールド内の他の追加属性からユーザー名を検索する必要
がある場合、値を編集することができます。選択肢は次のとおりです。
• CN=(.*)
• E=(.*)
• UID=(.*)
• DN=(.*)
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Microsoft Active Directory ユーザーは、DN がサブジェクト属性の集合として証明書から抽出される点に注
意する必要があります。Active Directory 内のユーザーに対して構成された DN の値と一致させてくださ
い。完全に一致しないと、ログイン操作は失敗します。
カンマ区切りのリストを使用してエントリーフィールドに複数の値を含めると、HPE OneView は、有効
なユーザー名に対して複数のサブジェクト属性を検索できます。
注記: スマートカード証明書の「サブジェクト」フィールド属性からユーザー名を検索するように HPE
OneView に指示できます（「サブジェクト代替名」属性内の検索を加えるか、検索しないかのいずれか）。
サブジェクトの複数の属性エントリーの例
CN=(.*),E=(.*),UID=(.*),DN=(.*)
CN 属性のバリエーション：例
• "J_"で始まるユーザー名のみを一致させるには、CN=(^J_.*$)を使用します
• "LastName, FirstName"形式で名前を一致させるには、CN=(^[a-zA-Z]*, [a-zA-Z]+$)を使用します
• 数字のみのユーザー名を一致させるには、CN=(^[0-9]+$)を使用します
注記: これが適用可能なのは、証明書に構成されている CN 属性が複数あり、かつ CN 属性内の最初に使
用可能な属性ではなく、特定の属性を指定したい場合です。システムが完全に一致できるように、'^'で
始まり'$'で終わるパターンの使用をお勧めします。

ディレクトリドメイン
ディレクトリドメインコントロールを使用すると、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索
に、どのドメインまたはディレクトリを使用するか指定できます。ドメイン名は、HPE OneView に追加
された少なくとも 1 つのディレクトリのベース DN に一致する必要があります。以下のオプションから
選択できます。
• サブジェクト
• サブジェクトの別名
• 発行者
• 手動で指定
ベース DN は、認証ディレクトリの最上位の識別名です。Microsoft Active Directory と OpenLDAP の両方
の場合、ベース DN はディレクトリドメインの DNS 名に基づいています。
例：
corp.example.com という名前の Active Directory ドメインのベース DN は DC=corp、
DC=example、DC=com です。ここで、DC はディレクトリのドメイン名の構成部分を表すために使用
されるドメインコンポーネントです。
データタイプ：
大文字と小文字の英数字および特殊文字。
HPE OneView がドメイン名の抽出に使用する必要のある証明書フィールドを選択すると、名前は、ここ
で指定された DC 属性から抽出されます。DC=(.*)構成では、最初のドメインコンポーネントをこの
フィールドから抽出します。管理者は、ここでのみ DC=(.*)を指定できます。
手動で指定を選択した場合、ディレクトリの検索時に使用するドメイン情報を取得するために、ドット表
記形式を使用するか、または代替証明書から特定のドメインを入力できます。
「,」を使用して構成に複数
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のエントリーまたはドメインを指定できます。また、サブジェクト、サブジェクト代替名、および発行者
DC 属性を指定して複数のカード構成をサポートすることもできます。
例：「手動で指定」コントロールの選択値
証明書のフィールドでは、ドメインのコンポーネントは複数の「DC」エントリーで表現されるのが一般
的です。abc.example.com のようなドメイン BaseDN は、
「DC=abc」、
「DC=example」、および「DC=com」
の 3 つのエントリーで表現されます。
• ドメインとして「example.com」を使用して、エンタープライズディレクトリ内のユーザーの検索に
使用します。
example.com
• ドメイン情報について複数の証明書の場所を検索するように HPE OneView を構成します。HPE
OneView は、エンタープライズディレクトリ内のユーザーエントリの検索が成功するまで、各項目を
順番に検索します。
Subject.DC=(.*),Issuer.DC=(.*),SubjectAlternativeName.DirName.DC=(.*),group
A.example.com,groupB.example.com

証明書を検証する要件
証明書を検証する要件では、認証されるカードに関連付けられたユーザーのためにスマートカード証明書
内に存在する必要があるキー用途、拡張キー用途、およびポリシー ID オブジェクト識別子を指定するこ
とで、誰が HPE OneView にアクセスできるかを構成することができます。組織内の異なるユーザーグ
ループに対応するために最大 5 つの OID の組み合わせを構成できます。
デフォルトでは、1 つの組み合わせが構成され、OID の組み合わせスマートカードログオン
（1.3.6.1.4.1.311.20.2.2）、クライアント認証（1.3.6.1.5.5.7.3.2）を含みます。この組み合
わせでは、スマートカードの証明書がスマートカードのログオンおよびクライアント認証に使用できるよ
うに構成されていなければなりません。ほとんどのインストールに役立つはずです。このフィールドを
編集して、異なる組み合わせの OID を選択したり、新しい OID を追加したりできます。1 つの組み合わ
せボックスに最大 10 個の OID を構成できます。
OID の追加の組み合わせを構成するには、必要な検証を追加を使用します。
注記: 複数の OID の組み合わせを指定し、かつ 1 つが別のスーパーセットである場合、最初により限定的
な組み合わせを構成します。

許可されたユーザーのアクセスの制御
アプライアンスへのアクセスは、認証されたユーザーがアプライアンスで許可される操作を示す役割とス
コープによって制御されます。各ユーザーに 1 つ以上の役割を関連付ける必要があります。スコープは、
ユーザー定義の一連のリソースです。スコープはさらに、その役割によって付与される権限を、リソース
カテゴリ内のインスタンスのサブセットに制限します。パーミッションは、アプライアンスとアプライア
ンスによって管理されるリソースへのユーザーアクセスを制御するためにユーザーに付与されます。ス
コープとパーミッションについては、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ を参照してください。

ユーザーアカウントと役割の指定
アプライアンスでは、ユーザーのログインアカウントに役割を割り当てる必要があります。この役割に
よって、ユーザーが実行する権限のある操作が決まります。
ユーザーアカウントを追加、削除、および編集する方法については、HPE OneView（HPE Synergy 用）
ヘルプを参照してください。
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iLO に対する SSO の役割のマッピング
アプライアンスでは、ユーザーが作成した iLO またはの認証情報を保存していなくても、iLO およびへの
SSO（シングルサインオン）が可能です。次のテーブルには、アプライアンスおよび iLO 間での役割の
マッピングが示されています。
アプライアンスの役割

SSO が可能な iLO の役割

バックアップ管理者

ユーザー

ハードウェアセットアップ

管理者

インフラストラクチャ管理者

管理者

ネットワーク管理者

ユーザー

読み取り専用

ユーザー

スコープ管理者

ユーザー

スコープオペレーター

ユーザー

サーバー管理者

管理者

サーバーファームウェアオペレーター

オペレーター

サーバープロファイル管理者

オペレーター

サーバープロファイル設計者

オペレーター

サーバープロファイルオペレーター

オペレーター

ソフトウェア管理者

ユーザー

ストレージ管理者

ユーザー

アプライアンスの役割
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「ユーザーの役割について」には、使用可能な役割のリスト
が掲載されています。
iLO の役割
• 管理者権限では、リモートコンソール、電源制御、仮想メディア、iLO の構成、ユーザーの管理を含む
すべての管理権限が有効になります。
• オペレーター権限では、ログイン、リモートコンソール、電源とリセット、仮想メディア操作を含む、
iLO の管理権限のサブセットが有効になります。
• ユーザーの権限では、情報へのフルアクセスが可能ですが、制御は行えません。
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アプライアンスの操作と iLO、および iPDU とのマッピング
アプライアンスは、iLO、およびインテリジェントパワーディストリビューションユニット（iPDU）で構
成を実行します。次のテーブルには、アプライアンスがこれらのデバイスとどのようにやり取りするかが
まとめられています。
ファイアウォールについて詳しくは、HPE OneView で必要なポートを参照してください。
プロトコルまたは操作

説明

iLO

iPDU

構成

構成

NTP

NTP を構成する

✓

SNMP

情報を収集するように SNMP
を有効にして構成する

✓

✓

SNMP トラップ

アプライアンスに送信される
SNMP トラップを有効にして
構成する

✓

✓

HTTPS（RIBCL/SOAP/JSON） 情報を収集する（具体的なプロ
トコルは異なるが、すべて TLS
を使用）
リモートコンソール

UI から iLO リモートコンソー
ルへのリンク

SSH

使用されない

Telnet

使用されない

XML 応答

一般的なシステム情報を収集
する

SSO

UI アクセス用の SSO 証明書
✓
を有効にして構成する。付与
される権限については、iLO に
対する SSO の役割のマッピン
グを参照してください。

アプライアンスのユーザーア
カウント

管理者レベルのユーザーアカ ✓
ウント（およびランダムに生成
されたパスワード）を使用して
システムを構成および管理す
る

✓

セキュアシェルアクセス
HPE OneView は、メンテナンスおよびリカバリ操作を実行するためにリモートからアプライアンスにア
クセスするときにセキュアシェル（SSH）をサポートしています。SSH アクセスを使用しない場合、ア
プライアンスコンソールにアクセスする必要があります。コンソールアクセスが必要にならないように、
SSH アクセスはデフォルトで有効になっています。ただし、一部のユーザーによるメンテナンスおよび
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リカバリ操作へのリモートアクセスはセキュリティリスクと見なされます。このため、HPE OneView に
は、SSH 経由でのアプライアンスへのリモートアクセスを無効にするオプションが用意されています。
注記: シリアルコンソール CLI にアクセスするには、SSH アクセスを有効にする必要があります。シリア
ルコンソール CLI は、管理対象外のインターコネクトへのアクセスに使用されます。
詳細情報
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「SSH アクセスの有効化または無効化」

認証情報の保護
ローカル ユーザー アカウントのパスワードは、ソルト付きハッシュを使用して保存されます。つまり、
ランダム文字列と結合され、その結合された値がハッシュとして保存されます。ハッシュは、文字列を一
意の値にマップする一方向アルゴリズムであるため、元の文字列をハッシュから取得することはできませ
ん。
パスワードはブラウザーでマスクされます。ネットワーク上のアプライアンスとブラウザー間でパス
ワードを送信する場合、パスワードは TLS によって保護されます。
ローカル ユーザー アカウントのパスワードは、8 文字以上で、1 つ以上の大文字を含んでいる必要があり
ます。HPE OneView では、パスワードの複雑さに関する追加のルールは実施されません。サイトのセ
キュリティポリシーによって、パスワードの強度と有効期限が決まります（セキュアなアプライアンスを
維持するためのベストプラクティス を参照）。HPE OneView と外部の認証ディレクトリサービス（エン
タープライズディレクトリとも呼ばれます）を統合することをお勧めします。ディレクトリサービス
（Two-Factor 認証に必要）は、最小長や複雑さといったパスワード管理ポリシーを実施します。

監査ログについて
監査ログには、アプライアンスで実行された操作のレコードが格納されます。そのレコードは、個人のア
カウンタビリティに使用できます。ログは、大きくなりすぎるのを防ぐために定期的にロールオーバーさ
れるため、実行中の操作を監視する場合は監査ログをダウンロードすることをお勧めします。長期の監査
履歴を維持するために、監査ログを定期的にダウンロードすることもできます。
各ユーザーには、セッションごとに一意のログ ID があるため、監査ログでユーザーの操作を追跡できま
す。一部の操作はアプライアンスによって実行されるため、ログ ID がない場合があります。
監査ログのダウンロードには、インフラストラクチャ管理者権限が必要です。
UI からの監査ログのダウンロードについては、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「監査ログ
のダウンロード」を参照してください。
以下に、監査エントリーの詳細を示します。
トークン

説明

日付/時刻

イベントの日時

内部コンポーネン 内部コンポーネントの一意の識別子
ト ID
予約済み

組織 ID。内部使用のために予約済み

ユーザードメイン ユーザーのログインドメイン名
表は続く
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トークン

説明

ユーザー名/ID

ユーザー名

セッション ID

メッセージに関連付けられたユーザーセッション ID

タスク ID

メッセージに関連付けられたタスクリソースの URI

クライアントホス クライアント（ブラウザー）の IP アドレスによって、要求を開始したクライアント
ト/IP
マシンを特定します。
結果

操作の結果。以下のいずれかの値になります。
• SUCCESS
• FAILURE
• SOME_FAILURES
• CANCELED
• KILLED

操作

深刻度

操作の説明。以下のいずれかの値になります。
• ADD

• LIST

• UNSETUP

• CANCELED

• MODIFY

• ENABLE

• DEPLOY

• LOGIN

• DELETE

• DISABLE

• START

• LOGOUT

• ACCESS

• SAVE

• DONE

• RUN

• SETUP

• KILLED

• DOWNLOAD_S
TART

イベントの深刻度の説明。以下のいずれかの値になります。深刻度の降順に並んで
います。
• INFO
• NOTICE
• WARNING
• ERROR
• ALERT
• CRITICAL

リソースカテゴリ REST API カテゴリの情報については、HPE OneView API Reference for HPE
Synergy を参照してください。
リソースの URI/
名前

タスクに関連付けられたリソースの URI/名前

メッセージ

監査ログに現れる出力メッセージ
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Maintenance Console エントリー
監査ログには、表示を除くすべての Maintenance Console イベントのエントリーが含まれます。

監査ログの転送について
監査ログの転送により、インフラストラクチャ管理者は、監査ログをリモートのセキュリティ情報および
イベント管理（SIEM）システムに転送できます。このようなシステムを使用すると、監査コンプライア
ンス、監視、ログ分析、および制御された保持ポリシーを集中管理できます。
使用される転送プロトコルは、RFC5424 および RFC5426 で説明されている標準の UDP ベースの syslog
プロトコルです。この syslog プロトコルは、rsyslog、syslog-ng、SIEM 製品など、すべての一般的な
syslog サーバーでサポートされます。
注記: HPE OneView とリモート Syslog サーバー間のファイアウォールで UDP トラフィックが許可され
ていることを確認します。使用されるデフォルトの UDP ポートは 514 です。
監査ログエントリーは UDP 経由で転送されるため、エントリーは暗号化されず、配信は保証されません。
HPE OneView とすべての管理対象デバイスが専用の独立した管理 LAN 上にある場合でも、監査ログエン
トリーを外部システムに転送するとセキュリティリスクが発生する可能性があります。暗号化が必要な
環境では、REST API /rest/audit-logs を使用して、アプライアンスの監査ログをダウンロードする
ジョブをスケジュールします。詳しくは、HPE OneView API Reference for HPE Synergy を参照してく
ださい。
詳細情報
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「監査ログの転送」トピック

監査ログのポリシーの選択
監査ログをダウンロードおよび確認するポリシーを選択します。
監査ログには、アプライアンスで実行された操作のレコードが格納されます。そのレコードは、個人のア
カウンタビリティに使用できます。監査ログが大きくなると、古い情報から削除されます。長期の監査履
歴を保持するには、監査ログを定期的にダウンロードして保存する必要があります。
監査ログの詳細については、監査ログについてを参照してください。

TLS 経由のアプライアンスアクセス
アプライアンスへのすべてのアクセスは、HTTP over TLS（HTTPS）を経由し、ネットワーク上でデータ
が暗号化されるため、データの完全性を確保できます。
詳細情報
アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコル

ブラウザーからの証明書の管理
証明書を使用して、TLS 経由でアプライアンスを認証します。証明書には公開キーが含まれ、アプライア
ンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
この項では、ブラウザーの観点からの証明書の管理について説明します。ブラウザー以外のクライアント
（cURL など）で証明書を使用する方法については、そのクライアントのドキュメントを参照してくださ
い。
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注記: ほとんどの場合、デフォルトの自己署名証明書を使用してアプライアンスにアクセスすると、ブラ
ウザーによってセキュリティ警告が表示され、アプライアンスにアクセスするにはそれを回避する必要が
あります。一部のブラウザーでは、自己署名証明書を無期限に保存することができますが、Google
Chrome ブラウザーでは自己署名証明書を永久に保存することはできず、証明書は数日後に期限切れにな
ります。簡単にアクセスできるように、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成すること
をお勧めします。
証明書には、アプライアンスの名前も含まれます。TLS クライアントはこの名前を使用してアプライアン
スを識別します。
証明書には次のボックスがあります。
• 共通名(CN)
この名前は必須です。デフォルトでは、アプライアンスの完全修飾ホスト名が入力されています。
• 代替名
この名前はオプションですが、ブラウザーによる名前不整合警告を最小限に抑えるために複数の名前
（IP アドレスを含む）がサポートされているため、入力することをお勧めします。
デフォルトでは、完全修飾ホスト名（DNS を使用している場合）、短いホスト名、およびアプライアン
スの IP アドレスが入力されています。
注記: 代替名に入力する場合は、そのうちの 1 つの名前を共通名 (CN)の名前と同じにする必要があり
ます。

これらの名前は、手動で証明書署名リクエストまたは自己署名証明書を作成するときに変更できます。

自己署名証明書
アプライアンスによって生成されるデフォルトの証明書は自己署名されたもので、信頼された認証機関が
発行したものではありません。
デフォルトで、ブラウザーは、自己署名証明書に関する事前の知識を持っていないため、自己署名証明書
を信頼しません。ブラウザーに警告ダイアログボックスが表示されるため、自己署名証明書を受け入れる
前にその内容を確認できます。ご使用のブラウザーに受け入れるには、必ず検証してから自己署名証明書
を使用してください。
Hewlett Packard Enterprise では、アプライアンスで使用するための署名済み証明書を作成することをお
勧めします。ただし、自己署名証明書を使用する場合は、アプライアンスにアクセスするために使用する
すべてのブラウザーに証明書を受け入れます。PowerShell スクリプトで HPE OneView REST API を使
用する場合は、自己署名証明書を使用する攻撃者に対してスクリプトを開いたままにする追加のコードが
必要です。
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詳細情報
自己署名証明書のダウンロード

認証機関の使用
信頼関係を認証して確立するには、信頼済み CA（認証機関）を使用します。ブラウザーが CA を信頼す
るように構成されている場合は、CA によって署名された証明書も信頼されます。CA には次の 2 つのタ
イプがあります。
内部-お客様の組織が運用と管理を行います。
外部-サードパーティが運用と管理を行います。
CA によって署名された証明書をインポートし、自己署名証明書の代わりに使用できます。CA 証明書を作
成してインポートする手順は次のとおりです。
手順
1. CSR（証明書署名リクエスト）を作成します。
2. CSR をコピーして、CA に送信します。
注記: HPE Synergy コンポーザーの場合、2048 ビットのキーと SHA256 以上のデジタル署名アルゴリ
ズムを使用して証明書を生成することを要求します。HPE Synergy コンポーザー 2 の場合、3072 ビッ
トのキーと SHA384 以上のデジタル署名アルゴリズムを使用して証明書を生成することを要求しま
す。
CA により要求者が認証され、証明書が送信されます。
3. 証明書をインポートします。

詳細情報
• アプライアンス証明書署名リクエストの作成
• アプライアンス証明書のインポート

アプライアンス証明書署名リクエストの作成
アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライア
ンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
CA とは、その CA を信頼している他のユーザーがホストも信頼できるようにする証明書を発行する、信
頼できる機関です。基本的に、CA はホストを保証します。
自己署名証明書の作成については、アプライアンス自己署名証明書の作成を参照してください。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者。
• 認証機関（CA）が必要としている、要求のための情報を収集します。
• CA チャレンジパスワードを取得します。
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手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 証明書リクエストの作成の順に選択します。
4. で必要なデータを指定します。
5. OK をクリックします。
6. ダイアログボックスから証明書リクエストデータをコピーし、CA に送信します。証明書リクエスト
データの送信方法と送信先は CA によって指定されます。
HPE Synergy コンポーザー 2 アプライアンスには CNSA 強度の証明書、特にビット長 3072 の RSA 証
明書、および SHA-384 デジタル署名が必要です。これらのパラメーターは、アプライアンスの証明書
署名リクエスト（CSR）で指定されます。一部の認証機関は、CSR で要求されたパラメーターを無視
またはオーバーライドし、SHA-384 ではなく SHA-256 デジタル署名を使用します。管理者がそのよう
な証明書をインポートしようとすると、HPE OneView は検証エラーを表示します。CNSA 強度要件
は、公開キー基盤（PKI）証明書チェーン全体に適用されます。チェーンでは、すべての証明書（CA
ルートおよび中間）は CNSA 強度のものでなければなりません。
7. OK をクリックします。
次のステップ：CA から証明書を受け取ったら、アプライアンス証明書のインポートを参照してください。

アプライアンス自己署名証明書の作成
アプライアンスは、TLS 経由の認証用の証明書を使用します。証明書には公開キーが含まれ、アプライア
ンスは、公開キーに一意に関連付けられた対応する秘密キーを管理します。
自己署名証明書は、ホストが自ら保証することを示します。場合によっては、これで十分なこともありま
す。デフォルトでは、ブラウザーは自己署名証明書を信頼せず、警告を表示します。
これに代わるよりセキュアな方法が、第三者の認証機関によって発行された証明書です。これらの証明書
については、アプライアンス証明書署名リクエストの作成を参照してください。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > 自己署名の証明書を作成を選択します。
4. 自己署名証明書の作成画面で必要なデータを指定します。
5. 必要に応じてオプションの情報を入力します。
6. OK をクリックします。
7. 証明書が作成されたことを確認します。証明書情報が画面に表示されます。
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注記: 自己署名アプライアンス証明書の有効期限が近づき、有効期限の 60 日前になると、アラートを
受信します。セキュリティで保護されていないアプライアンスへのログインを防ぐため、有効期限が
切れる前に証明書を置き換える必要があります。
詳細情報：
HPE OneView でアプライアンス自己署名証明書を更新する

SCMB 用の CA 署名済みクライアント証明書の作成
以下の手順では、State Change Message Bus（SCMB）への接続に使用できる CA 署名済みクライアント
証明書を生成する方法について説明します。
前提条件
• OpenSSL がインストールされている環境、または同等の環境。
• 署名リクエストのための商用またはカスタム認証機関（CA）へのアクセス。
手順
1. クライアント証明書の新しいキーペアを作成します。
このコマンドは、3072 ビット暗号化で cert.key のファイル名の新しい秘密キーを生成します。
openssl genrsa -out cert.key 3072
2048 ビット暗号化もキーペアの生成で機能しますが、HPE OneView が CNSA モードの場合、生成さ
れたクライアント証明書は機能しません。
2. 新しいキーペアを使用して、クライアント証明書の証明書署名リクエスト（CSR）を作成します。
このコマンドは、対話型プロンプトからのデータ入力を使用して、CSR を作成します。
openssl req -new -key cert.key -out cert.csr
SCMB サーバーはこのユーザーからの接続を受け入れるように構成されているため、このコマンドの
共通名は rabbitmq_readonly に設定する必要があります。これ以外のプロンプトに対しては、ユー
ザーの組織に適切な入力を指定します。
3. CA との関係に対応する署名方法を使用して、SCMB サーバーへの接続に使用されるクライアント証明
書を作成します。
a. 商用エンティティまたはその他の組織によって CA が提供される場合は、CA によって提供される
指示に従って、クライアント証明書に署名します。
b. CA ルート証明書とキーへの直接アクセスが可能な場合、機能するクライアント証明書に必要なオ
プションを使用して構成ファイル（openssl.cnf）を作成します。
以下に例を示します。
[ client ]
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = clientAuth, msSmartcardLogin
nsCertType = client
subjectAltName = @alt_names
[ alt_names ]
email = .
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クライアント証明書を指定するには、basicConstraints、extendedKeyUsage:clientAuth、
および nsCertType フィールドのすべてが必要です。OpenSSL の担当者は、組織の要件と影響の
理解に従って、その他の設定を適用できます。詳しくは、OpenSSL のドキュメントを参照してく
ださい。
c. 作成した構成ファイルを使用して、CSR に署名し、クライアント証明書を生成します。
以下に例を示します。
openssl x509 -req -CA ca.pem -CAkey ca.key -in
cert.csr -out cert.pem -days 365 -set_serial 1
-extfile openssl.cnf -extensions client
4. CA ルート証明書に加えて、SCMB クライアント証明書の署名に使用されるすべての中間 CA は、アプ
ライアンスによって信頼されていることを確認してください。アプライアンス上の SCMB サーバー
は、証明書に署名した CA を信頼している場合にのみ、クライアント証明書を受け入れます。この信頼
関係がまだ確立されていない場合、すぐに確立してください。
注記: クライアントに署名した中間 CA 証明書は、アプライアンスではなく、クライアントプログラム
に追加する必要があります。

a. セキュリティ設定 > 認証機関証明書を管理に移動し、アプライアンスに CA を追加します。
SCMB サーバーへのすべてのアクティブな接続が中断されるため、再確立する必要があります。
5. 任意のクライアントプログラムを使用して、アプライアンス上の SCMB サーバーに接続します。接続
を成功させるには、手順 1 で作成したキーペア、手順 3 で作成したクライアント証明書、および SCMB
サーバー証明書と、クライアント証明書の署名で使用した中間 CA 証明書に署名した CA のルート証明
書を含む CA 証明書ファイルが必要です。
6. SCMB サーバーに依然として接続できない場合は、以下のトラブルシューティング手順に従ってくだ
さい。

アプライアンス証明書のインポート
証明書署名リクエストを CA に送信し、証明書を受信した後、これをインポートする必要があります。
CA 署名付きアプライアンス証明書のインポート方法は 2 つあります。次のいずれかを選択できます。
• アプライアンス証明書をインポート画面で CA 署名付きアプライアンス証明書の完全証明書チェーン
をインポートします。
• 証明書の追加画面で、ルート CA 証明書と中間 CA 証明書、またはそのどちらかの証明書をアプライア
ンスに追加します。その後、アプライアンス証明書をインポート画面でリーフレベルの CA 署名付き
アプライアンス証明書をインポートします。
注記: 証明書チェーンに存在できる CA 証明書の最大数は 9 です。証明書チェーンの最大深さを設定する
ことで、アプライアンスは証明書チェーンの深さがこの最大限度を超えた場合に証明書のインポートを拒
否できます。証明書チェーンの最大深さは、アプライアンスでデフォルトで設定されており、ユーザーが
カスタマイズすることはできません。
また、各 CA 証明書の Basic Constraints 拡張の下で Path Length Constraint 属性を設定することもで
きます。Path Length Constraint 属性は、有効な証明書パス内で CA 証明書に従うことができる、自己署
名以外の中間証明書の最大数を定義します。
チェーンの最大深さとパス長の制約は、アプライアンスの Web サーバー証明書だけでなく外部デバイス
およびサーバーの証明書に適用されます。アプライアンスは、証明書チェーンの深さが最大限度を超える
と、デバイスまたはサーバーに接続できません。
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前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者。
• 他のユーザーがアプライアンスにログインしていないことを確認します。
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティをクリックします。
3. アクション > アプライアンス証明書をインポートを選択します。
4. 証明書のテキスト全体をコピーし、次の順序でボックスに貼り付けます。
a. リーフレベルの CA 署名付きアプライアンス証明書
b. 中間 CA 証明書
c. 最上位のルート CA 証明書
注記: 証明書チェーン全体が HPE OneView にインポートされ、フレームリンクモジュール（FLM）に
プッシュされたら、HPE Synergy の証明書全体をインポートする必要があります。これで、FLM は
HPE OneView 証明書を信頼し、イベントを HPE OneView に安全に戻すことができます。
5. OK をクリックします。
6. アプライアンス Web サーバーが再起動し、再接続した後、アプライアンスにログインします。
この証明書は、SCMB サーバー証明書としても使用されます。
注記: 証明書チェーン内のいずれかの証明書の有効期限が近づき、有効期限の 60 日前になると、アラー
トを受信します。セキュリティで保護されていないアプライアンスへのログインを防ぐため、有効期
限が切れる前に証明書を置き換える必要があります。
詳細情報
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「証明書の追加」。
• HPE OneView でルート証明書または中間証明書を更新する

証明書の設定の表示
前提条件
必要な最小権限：すべてのユーザー
手順
1. メインメニューから設定画面に移動します。
2. 概要 > セキュリティ > 証明書の順に選択します。
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自己署名証明書のダウンロード
自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする利点は、ブラウザーの警告を回避できることです。
セキュアな環境では、自己署名証明書のダウンロードとインポートは適切ではありません。ただし、その
証明書を検証済みで、特定のアプライアンスを確認済みで信頼している場合を除きます。
それよりもセキュリティが低い環境では、アプライアンスの証明書の発行元を確認して信頼している場合
に証明書をダウンロードおよびインポートできる場合があります。ただし、これはお勧めできません。
Microsoft Internet Explorer および Google Chrome では、共通の証明書ストアを共有しています。Internet
Explorer でダウンロードした証明書は、Google Chrome と Internet Explorer を使用してインポートできま
す。同様に、Google Chrome でダウンロードした証明書は両方のブラウザーを使用してインポートでき
ます。Mozilla Firefox では独自の証明書ストアを使用しているため、そのブラウザーのみでダウンロード
およびインポートする必要があります。
自己署名証明書をダウンロードおよびインポートする手順はブラウザーによって異なります。以下の手
順は、Microsoft Internet Explorer を例として使用します。
手順
1. ご使用のブラウザーウィンドウで証明書のエラー

をクリックします。

2. 証明書の表示をクリックします。
3. 詳細タブをクリックします。
4. 証明書を確認します。
5. ファイルにコピー...を選択します。
6. 証明書のエクスポートウィザードを使用して、証明書を保存します。
a. Base-64 でエンコードされた x.509 を選択します。
b. ファイル名と、ファイルを格納する場所を指定します。
7. 自己署名証明書をインポートします。

自己署名証明書のインポート
自己署名証明書をダウンロードしたら、ご使用の環境にインポートしてください。以下の手順では
Internet Explorer を使用しています。
手順
1. ブラウザーのメニューからツール > インターネットオプションの順に選択します。
2. コンテンツタブをクリックします。
3. 証明書をクリックします。
4. インポートをクリックします。
5. 証明書のインポートウィザードを使用します。
a. ダウンロードしたファイルを選択します。
b. 証明書ストアの入力を求められたら、証明書をすべて次のストアに配置するを選択し、信頼済みの
ルート認証機関ストアを選択します。
c. セキュリティの警告が表示されたら、OK をクリックします。
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アプライアンスに次回ログインすると、証明書のエラーが表示されなくなります。

証明書の確認
ブラウザーを使用して証明書を表示することで、証明書の信頼性を確認できます。
アプライアンスにログインし、設定 > セキュリティの順に選択して、証明書を表示します。比較のために
以下の属性をメモします。
• フィンガープリント（特に重要）
• 名前
• シリアル番号
• 有効化日付
アプライアンスの外からブラウザーで表示したときに、ブラウザーによって表示される証明書とこの情報
を比較します。

証明書を信頼
HPE では、自己署名証明書を商用の署名済み証明書に置き換えることをお勧めします。
前提条件
• CA ルートまたは中間証明書を信頼するには：インフラストラクチャ管理者の特権。
• 管理対象デバイスの追加。
手順
1. iLO やリモートサーバーなどの管理対象デバイスを追加する際、その管理対象デバイスまたはリモート
サーバーに SSL 証明書が関連付けられている場合はその SSL 証明書が取得され、まだアプライアンス
で信頼されていない場合はダイアログボックスに表示されます。
証明書は、以前にアプライアンスにインポートされている自己署名証明書である場合、または CA 署名
済み証明書であり、その証明書に署名した CA をアプライアンスに以前インポートしている場合に信頼
されます。
2. 取得された証明書の詳細を確認し、はい、信頼しますをクリックします。
証明書がアプライアンスのトラストストアに追加されます。これ以降、管理対象デバイス/リモート
サーバーへの HPE OneView からの通信のすべてでこの信頼済みの証明書が使用されます。スクリプ
ティングユーザーは、REST API から同じ機能を利用できます。

ブラウザー以外のクライアント
アプライアンスでは、多数の REST API をサポートしています。ブラウザーだけでなく、どのクライアン
トでも REST API に対して要求を発行できます。呼び出し元は、認証情報の機密性に関して、次のような
適切なセキュリティ対策を実施する必要があります。
• データ要求に使用するセッショントークン
• HTTPS を使用し、回線上で認証情報の暗号化を介して応答する
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パスワード
cURL のようなクライアントでは、パスワードが通常のテキストとして表示および保存される可能性があ
ります。
許可されていないユーザーによって次の操作が行われないように注意する必要があります。
• 表示されたパスワードを見る
• セッション識別子を表示する
• 保存されたデータにアクセスする

TLS 接続
クライアントは、ネットワーク上で TLS を使用して機密データを保護することを保証するために、プロ
トコルとして HTTPS を指定する必要があります。クライアントが HTTP を指定しても、TLS が確実に使
用されるように HTTPS にリダイレクトされます。
クライアントが要求するアプライアンス証明書によって、TLS 接続を成功させることができます。証明書
を取得する便利な方法は、アプライアンスを指し示すブラウザーを使用することです。ブラウザーを使用
した証明書の取得について詳しくは、ブラウザーからの証明書の管理を参照してください。

SSH 接続
アプライアンスへの SSH 接続は、メンテナンスユーザーに対して許可されます（メンテナンスコンソー
ルにアクセスするため）。SSH 接続は、メンテナンスコンソールメニューに直接接続します。ログインプ
ロンプトでユーザー名 maintenance を入力します。他の認可済み HPE OneView アカウントを使用し
た SSH 接続は、Synergy デバイスのシリアルコンソールに接続するためにコマンドラインインターフェ
イス（CLI）にアクセスする場合に使用できます。

HPE OneView で必要なポート
HPE OneView では、サーバー、エンクロージャー、およびインターコネクトを管理するために特定のポー
トをアプライアンスで利用できる必要があります。
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Mgmtポート
HPEリモー
トサポート

TCP 443
バックアップ

全般的にDNS
UDP/TCP
53が必須

SMTP
NTP

TCP 25、465
HPE OneView
エンジン

UDP 123 NTP

Cisco
MDS
Nexus

UDP 161

TCP 22（scp/sftp）

UDP 162

TCP 443、5671（SCMB）

API自動化

TCP 80、 TCP 443

SNMP
Mgmt

TCP 22、80、443、17990/17988（IRC）
TCP 636, 3269
管理Web
ブラウ
ザー/ PC

vSphereホスト

AD / LDAP
レポジトリ
TCP 22、
80、443
TCP 3500、
3501、 3504
TCP 443、
TCP 5989

UDP 161

TCP 80、 443
n x
iLO

vCenter
TCP 9443、 1352

UDP 162

S
N
M
P

TCP 80, 443
TCP 443
OneView for TCP 22,
3PAR
vCenterアプラ
5989
イアンス
TCP
Primera
443
Nimble
Brocade BNA

UDP 161
VC
UDP 162

TCP 5989

Brocade FOS
凡例：
SCMB = State Change Message Bus
IRC = iLO内蔵リモートコンソール

TCP
8080
TCP
443
TCP
5392

TCP 80, 443
注記：デフォルトのポート設定のみ一覧表示されます。一部は
変更可能です。

ポート番号

プロトコル

使用

説明

22

TCP

インバウンドと SSH と SFTP に使用します。SSH は、 HPE Virtual
アウトバウンド Connect インターコネクトモジュールと通信するため
に必要です。SFTP は、ファームウェアのアップグ
レードおよびサポートダンプなどのアクションに必要
です。

53

UDP および アウトバウンド DNS クライアントのクエリに使用します。
TCP

80

TCP

インバウンド

HTTP インターフェイスに使用します。通常、この
ポートはポート 443 にリダイレクトされます。この
ポートは、iLO に必要なアクセスを提供します。この
ポートは、VMware ESXi が HPE OneView Web サー
バーに接続するために SUT および iSUT によって使
用されます。

123

UDP

インバウンド

HPE OneView は、NTP サーバーとして機能します。
iLO にアクセス権限が必要です。

123

UDP

アウトバウンド NTP クライアントとして使用され、アプライアンスの
時刻を同期します。
表は続く
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ポート番号

プロトコル

使用

説明

161

UDP

アウトバウンド サーバー iLO、iPDU、SAN マネージャーなどの監視対
象デバイスと管理対象デバイスへの SNMP GET コー
ルをサポートします。

162

UDP

HPE OneView
iLO、および iPDU デバイスからの SNMP トラップの
からのトラップ サポートに使用します。このポートは、VC インター
転送用インバウ コネクトの監視とトラップ転送にも使用します。
ンドとアウトバ
ウンド

443

TCP

インバウンド

443

TCP

アウトバウンド iLO、フレームリンクモジュールへのセキュア SSL ア
クセス、Hewlett Packard Enterprise へのリモートサ
ポートアクセス、およびその他のデバイスに使用しま
す。

ユーザーインターフェイスと API への HTTPS イン
ターフェイスに使用します。このポートは、VMware
ESXi が HPE OneView Web サーバーに接続できるよ
う SUT によって使用されます。

Redfish、RIBCL、SOAP、および iPDU 通信に使用し
ます。
636

TCP

アウトバウンド セキュア LDAP。エンタープライズディレクトリのイ
ンテグレーション（Microsoft Active Directory、
OpenLDAP）に使用します。

2162

UDP

インバウンド

3269

TCP

アウトバウンド Microsoft Active Directory LDAP グローバルカタログ
ポートに使用します。

5671

TCP

インバウンド

17988

TCP

17990

TCP

ブラウザーから 統合リモートコンソールにブラウザーからアクセスで
iLO
きるようにします。

63001 および
63002

TCP

ローカル（ホス SUT（Smart Update Tools）がインストールされてい
ト OS の場合） るホスト OS で使用されます。通信は、SUT と SUM
（Smart Update Manager）プロセス間では localhost
で行われます。

代替 SNMP トラップポートとして使用します。

外部スクリプトまたはアプリケーションが StateChange Message Bus（SCMB）に接続したり、SCMB
からのメッセージを監視したりできるようにします。

iLO 統合リモー
iLO への接続を開始する統合リモートコンソール。
トコンソールか
ら iLO

表は続く
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ポート番号

プロトコル

使用

説明

80

TCP

アウトバウンド SAN 管理のための Brocade FOS への HTTP 通信に使
用されます。

443

TCP

アウトバウンド SAN 管理のための Brocade FOS への HTTPS 通信に
使用されます。
Primera ストレージシステムへの HTTPS 通信に使用
されます。

5392

TCP

アウトバウンド Nimble ストレージシステムへの HTTPS 通信に使用
されます。

5989

TCP

アウトバウンド SAN 管理のための Brocade BNA への CIM/SMI 通信
に使用されます。

8080

TCP

アウトバウンド 3PAR WSAPI ストレージシステムへの HTTP/HTTPS
通信に使用されます。

アプライアンスコンソールへのアクセスの制御
HPE Synergy フレームへの物理的アクセスを制御します。パーミッションのない人物は、システムコン
ソールまたはコンピューターコンポーネントへの物理的アクセスができません。
一般的に、コンソールにアクセスする場合の合理的な用途は、次のとおりです。
• 初期のハードウェアセットアップの実行
• ネットワーク構成に関する問題のトラブルシューティング
• アプライアンスの管理者パスワードのリセット
• 認定テクニカルサポート担当者によるサービスアクセスの有効化

認定サービスアクセスの有効化または無効化
アプライアンスを最初に起動したときに、認定テクニカルサポートによるアクセスを有効または無効にす
ることができます。デフォルトでは、認定サポート担当者は、アプライアンスコンソールを介してシステ
ムにアクセスし、報告を受けた問題を診断できます。
注記: 高度なトラブルシューティング操作のために認定サポート担当者がアプライアンスにアクセスでき
るようにするには、いくつかの方法があります。
• オンサイトの場合、認定サポート担当者は、アプライアンスコンソールまたは HPE OneView
Maintenance Console への SSH セッションを使用できます。
• 共有仮想デスクトップセッション。認定サポート担当者がお客様と協力してワンタイムパスワードを
取得し、お客様は仮想デスクトップを使用してアプライアンスコンソールまたは Maintenance
Console へのアクセスを許可します。
• サービスコンソールアクセスとサービスセッション機能を有効にすると、認定されたサポート担当者
がセキュアなトンネルを介して HPE OneView に直接アクセスできるようになります。
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サポートアクセスは、認定サポート担当者がアプライアンスの問題をデバッグできるようにする特権で
す。サービスアクセスアカウントへのアクセスには、技術者がパスワードのリセット用に類似したチャレ
ンジレスポンスメカニズムを使用してワンタイムパスワードを取得する必要があります。
インフラストラクチャ管理者は、アプライアンスの初期構成後はいつでも、ユーザーインターフェイスか
らサービスアクセスを有効または無効にすることができます。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. メインメニューから設定を選択します。
2. セキュリティパネルで編集アイコンをクリックします。
セキュリティの編集ウィンドウが開きます。
3. サービスコンソールアクセスの適切な設定を選択します。
a. コンソールへのアクセスを禁止する場合は、無効を選択します。
b. コンソールへのアクセスを許可する場合は、有効を選択します。
4. OK をクリックします。
また、/rest/appliance/settings/enableServiceAccess REST API を使用してサービスアクセ
スを有効または無効にできます。
注意: アクセスを有効にして、認定サポート担当者がアプライアンスにアクセスして問題のトラブル
シューティングを行えるようにすることをお勧めします。
詳細情報
アプライアンスの Maintenance console について

アプライアンスからダウンロードできるファイル
次のデータファイルをアプライアンスからダウンロードできます。
• サポートダンプ
デフォルトでは、サポートダンプ内のデータはすべて暗号化され、認定テクニカルサポートだけがア
クセスできます。暗号化により、サポートダンプに含まれる顧客の機密データ（IP アドレス、IP アド
レスプール、ホスト名、および WWN など）がすべて保護されます。
• バックアップファイル
バックアップファイル内のデータはすべて独自の形式で格納されています。組織のセキュリティポリ
シーに従ってファイルを暗号化することをお勧めします。
• 監査ログ
セッション ID はログに記録されません。対応するログ ID だけがログに記録されます。パスワードや
他の機密データは記録されません。
詳細情報
監査ログについて
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HPE OneView でのスコープベースのアクセス
制御のモデリング
知りたい情報

詳細情報

• スコープベースのアクセス制御インプリメン
テーションプロセス

• スコープベースのアクセス制御について
• パーミッション

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの
「認可の問題に関するトラブルシューティン
グ」

• スコープ

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの
「その他の操作」

• ユーザーの役割

• ユーザーアカウント

スコープベースのアクセス制御について
HPE OneView では、ロールベースのアクセス管理（RBAC）メカニズムを使用して特権を定義し、ユー
ザーアクセスを制御します。RBAC では、役割によって定義されたアクセス権が、リソースカテゴリ内の
すべてのリソースに適用されます。スコープベースのアクセス制御（SBAC）は RBAC メカニズムの拡張
版で、役割によって付与されたアクセス権をリソースのサブセットに制限できます。
スコープベースのアクセス制御を使用すると、ユーザーまたはディレクトリグループにパーミッションと
いう形式で特権を付与できます。パーミッションは、役割とオプションのスコープで構成されます。役割
によって、リソースカテゴリ内のすべてのリソースに対してアクション（作成、読み取り、アップデー
ト、削除、または使用）を実行するアクセス権が付与されます。リソースで実行できる操作を制限するた
めに、スコープにリソースを割り当てないか、1 つ以上のスコープに割り当てることができます。パー
ミッションの一部としてスコープを指定すると、役割により付与されるアクセス権が、リソースのサブ
セットに制限されます。ユーザーまたはディレクトリグループには、複数のパーミッションを割り当てる
ことができます。
詳細情報
• スコープについて
• スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック
• スコープベースのアクセス制御に関する情報
• スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセス

スコープベースのアクセス制御の認可セマンティック
1 つの HPE OneView 要求を認可するには、複数の認可チェックが必要な場合があります。たとえば、
Update 認可チェックは、アップデート要求を受信すると必ず実行されます。さらに、Update 要求が新
しい関連付けを形成する場合（サーバーハードウェアへのサーバープロファイルの割当、ネットワーク
セットへのネットワークの割当、またはサーバープロファイルテンプレートへのボリュームテンプレート
の割当など）、新しい関連付けの作成を認可するには Use チェックが必要になります。サーバープロファ
イルの名前を変更するには 1 つの認可チェック要求が必要ですが、サーバープロファイルにネットワーク
とボリュームを追加するための要求では、1 つの Update 認可チェックと 2 つの Use 認可チェックが必要
です。1 つの Create 要求または Update 要求では、これらの複数の Use チェックは異なるパーミッ
ションによって認可される可能性があります。
次のテーブルは、HPE OneView で実行される 5 つのタイプの認可チェックを示しています。
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操作

アクションセマン
ティック

認可チェックセマンティック

例

Create

リソースを作成す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Create 権限
を付与する必要があります。単一ス
コープで制限されるパーミッション
が、Create 権限を付与する場合、リ
ソースはパーミッションスコープに割
り当てられます。複数のスコープの
パーミッションが、Create 権限を付
与する場合、希望するスコープを指定
する必要があります。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーがサーバープロ
ファイルを作成できるのは、テ
ストスコープ内のみです。テス
トスコープと本番環境スコープ
でサーバー管理者権限が付与さ
れたユーザーの場合、ユーザー
がサーバープロファイルを作成
できるのは、テストスコープと
本番環境スコープ内のみです。

注記: リソースの作成が、1 つまたは
複数のスコープのパーミッションに
よって許可された場合、ユーザーがそ
のリソースで操作を行うには、スコー
プの 1 つにそのリソースを割り当て
る必要があります。
Delete

リソースを削除す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Delete 権限
を付与する必要があります。パーミッ
ションがスコープにより制限されてい
る場合、ユーザーが削除できるのは、
そのパーミッションスコープに割り当
てられたリソースのみです。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーが削除できるの
は、テストスコープに割り当て
られたサーバープロファイルの
みです。

注記: API のドキュメントで例外とし
て特に明記されていない限り、削除要
求に対してそれ以上の認可チェック
は実行されません。これには、データ
モデルを一貫した状態にするために
HPE OneView で実行された操作（エ
ンクロージャーを削除する際のサー
バーハードウェアとインターコネク
トの削除など）が含まれます。詳しく
は、HPE OneView API Reference for
HPE Synergy を参照してください。
Update

リソースを変更す
る権限を制御しま
す。これには、リ
ソースの状態の変
更が含まれます。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Update 権限
を付与する必要があります。パーミッ
ションがスコープにより制限されてい
る場合、ユーザーがアップデートでき
るのは、そのパーミッションスコープ
に割り当てられたリソースのみです。

テストスコープでサーバー管理
者権限が付与されたユーザーの
場合、ユーザーが電源をオン/オ
フにできるのは、テストスコー
プに割り当てられたサーバーの
みです。
表は続く
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操作

アクションセマン
ティック

認可チェックセマンティック

Read

リソースを表示す
る権限を制御しま
す。

パーミッションによってユーザーにリ
ソースカテゴリに対する Read 権限を
付与する必要があります。Read 権限
にはスコープによる制限がありませ
ん。

Use

1 つのリソースを
別のリソースに関
連付ける権限を制
御します。Use 権
限は、Create 操作
または Update 操
作のコンテキスト
で必ずチェックさ
れます。Use 権限
は、リソースが割り
当てられていない
場合はチェックさ
れません。

例

パーミッションによってユーザーに以 テストスコープでサーバー管理
下の権限を付与する必要があります。 者権限が付与されたユーザーの
• 役割には、request resource カ 場合、ユーザーがサーバーハー
テゴリに対する Create 権限また ドウェアをサーバープロファイ
ルに割り当てるか、ネットワー
は Update 権限が必要です。
クをネットワークセットに割り
• 役割には、associated
当てることができるのは、テス
resource カテゴリに対する Use トスコープ内のみです。
権限が必要です。
ただし、サーバープロファイル
• パーミッションがスコープにより でサーバーハードウェアを
制限されている場合は、request unassigned に設定した場合
resource と associated
や、SAN ストレージボリューム
resource の両方をそのパーミッ を削除した場合、Use チェック
ションスコープに割り当てる必要 は実行されません。
例外：associated
があります。
resource からテ
ンプレート（サー
バープロファイル
テンプレートやボ 注記: 割当対象のリソースは
リュームテンプ
associated resource と呼ばれ、
レートなど）を割当 割当先のリソースは request
解除するには、Use resource と呼ばれます。
権限が必要です。

詳細情報
• パーミッションについて
•
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「スコープページからのスコープへのリソースの割当」。

スコープベースのアクセス制御に関する情報
• スコープによってユーザーの権限を制限せずに、引き続きロールベースのアクセス管理を使用するこ
とができます。HPE OneView では、All resources という表記を使用して、パーミッションがス
コープによって制限されていないことを示します。All resources はスコープではありません。
• グローバル設定のスコープによるユーザーインターフェイス読み取りアクセスを制限オプションを使
用すると、スコープ制限のないインフラストラクチャ管理者は、スコープで制限されたユーザーがス
コープ外のリソースを表示するのを防ぐことができます。スコープで制限されたユーザーは、役割で
定義され、スコープによって制限されます。
• 認可チェックは、ユーザーが明示的に要求した変更に対してのみ実行されます。たとえば、ユーザー
がサーバーをサーバープロファイルに割り当てた場合、HPE OneView は、そのサーバープロファイル
に対して Update チェックを実行し、サーバーに対して Use チェックを実行します。それ以外の Use
チェックは実行されません。SBAC 認可セマンティックに詳細が記載されています。
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• 一部のリソースカテゴリはスコープをサポートしていません。スコープチェックは、スコープをサ
ポートしていないリソースカテゴリでは実行されません。スコープが有効なリソースのカテゴリに、
スコープをサポートするリソースのカテゴリがリストされます。
• スコープが有効なリソースのうち、スコープに割り当てられていないものは、スコープによってパー
ミッションが制限されていないユーザーのみが管理できます。たとえば、スコープによって権限が制
限されていないインフラストラクチャ管理者は、すべてのリソースを管理できます。ただし、テスト
スコープでサーバー管理者権限を付与されたユーザーは、テストスコープに割り当てられたリソース
しか管理できません。
• スコープオペレーターとスコープ管理者は、スコープを管理する権限をユーザーに付与します。これ
らの役割によって付与される権限は、スコープによって制限される場合があります。ユーザーは、パー
ミッションスコープに割り当てられたスコープのみを管理できます。たとえば、本番環境リソースを
財務スコープまたはマーケティングスコープに割り当てる権限をユーザーに付与するインフラストラ
クチャ管理者は、以下を行う必要があります。
◦ ユーザーにパーミッションを割り当てます（スコープオペレーター、本番環境）。
◦ 財務スコープとマーケティングスコープを本番環境スコープに割り当てます。
注記: 財務スコープを本番環境スコープに割り当てても、財務リソースは本番環境リソースに割り当て
られません。財務スコープインスタンスが本番環境スコープに割り当てられるだけです。財務スコー
プは本番環境スコープに割り当てられているため、ユーザーは財務スコープをアップデートできます。
ユーザーは本番環境スコープに割り当てられていないため、本番環境スコープをアップデートするこ
とはできません。パーミッションによって、パーミッションスコープに割り当てられているリソース
に権限を付与します。パーミッションスコープには権限は付与されません。
• ユーザーが開始した Create 要求の結果として検出または作成されたリソースは、要求について、ユー
ザーが指定したスコープに割り当てられます。たとえば、
「論理エンクロージャーの作成」要求時に作
成された論理インターコネクトは、論理エンクロージャーと同じスコープに割り当てられます。
• HPE OneView によって自動で検出されたリソースはスコープに割り当てられません。必要に応じて、
リソースを明示的にスコープに割り当てる必要があります。
注記: ハードウェアのセットアップユーザーに割り当てられた権限は、スコープによって制限されませ
ん。そのため、ハードウェアのセットアップユーザーに明示的に追加されたリソースは、スコープに
割り当てられません。

スコープベースのアクセス制御インプリメンテーションプロセ
ス
手順については、「設計」モデルのアイコンをクリックします。「構成」手順について詳しくは、HPE
OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。
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Design
1

2

3

Describe users and
groups who need
HPE OneView access

Determine the role
that best aligns with
the desired rights

Determine resource
to include in scopes
to restrict rights

Configure
4

5

6

Create permission
scopes

Assign resources
to scopes

Create user/group accounts
and assign permission

7

Verify user rights

認可モデルの設計
認可モデルを設計するには、次の手順に従います。
1. HPE OneView へのアクセスが必要なユーザーとグループの識別
2. 必要な権限に最も合う役割の特定
3. 権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定
モデルを定義する際は、要件を絞り込みながらこれらの手順を反復しなければならない場合があります。

HPE OneView へのアクセスが必要なユーザーとグループの識別
1. HPE OneView にアクセスする必要があるユーザーとグループのリストを作成します。
2. 同じ権限が必要なユーザーのカテゴリを識別します。たとえば、HPE OneView への読み取り専用アク
セスが必要な IT マネージャー、HPE OneView へのフルアクセスが必要な IT シニアスタッフ、テスト
サーバーでファームウェアをアップグレードする必要があるテストエンジニアなどです。
3. データの取得または操作の実行のために、HPE OneView API を使用しているスクリプトまたはクライ
アントアプリケーションを識別します。たとえば、HPE OneView への読み取りアクセスが必要なイン
ベントリレポートアプリケーションや日次クリティカルアラートレポートアプリケーションなどで
す。
詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：ユーザーとグループの特定

必要な権限に最も合う役割の特定
ユーザーとグループを特定したら、以下の操作を行います。
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1. ユーザーのクラスごとに、必要な特権に最も近い HPE OneView の役割を決定します。必要な権限を付
与する最低限の特権を見つけることを目指す必要があります。ユーザーの役割の操作特権は、各役割
によって付与される権限に関する詳細を示します。
2. 役割によって付与される権限をスコープによって制限する必要があるかどうか決定します。
3. ユーザーのクラスごとに、ユーザーが実行できるアクションを識別します。権限の作成、削除、また
は更新を要する操作に注目します。
4. ユーザーが管理できる HPE OneView リソースのカテゴリを特定します。
5. ユーザーが実行してはならない操作を検討します。
役割の定義では、さまざまなセカンダリリソースカテゴリに権限が付与されます。役割の定義内でセカン
ダリリソースカテゴリに割り当てられる権限は、主なリソースカテゴリに割り当てられる権限と合致する
ように定義されます。HPE OneView のメインメニューにリストされたカテゴリに注目します。次のテー
ブルにマッピングを示します。
HPE OneView のメインメニュー
ファームウェアバンドル
インターコネクト
論理インターコネクトグループ
論理インターコネクト
ネットワーク
電力供給デバイス
SAN マネージャー
SAN
設定
ユーザーおよびグループ
ボリュームセット
ボリュームテンプレート
ボリューム

関連する役割のカテゴリ名
firmware-drivers
interconnects, sas-interconnects
logical-interconnect-groups, sas-logical-interconnect-groups
logical-interconnects, sas-logical-interconnects
ethernet-networks, fcoe-networks, fc-networks
power-devices
fc-device-managers
fc-sans
appliance
users, grouptorolemappings
storage-volume-sets
storage-volume-templates
storage-volumes

許可したくない操作を実行する権利をユーザーに付与する役割は、考慮から除外することができますが、
この時点では、まだその役割を考慮から除外しないでください。カテゴリでスコープがサポートされてい
る場合は、スコープ制限を使用して、ユーザーがその操作（Create 以外）を実行することを防ぐことが
できる可能性があります。
詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
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例：最適な HPE OneView 役割を決定する

権限を制限するためにスコープに含めるリソースの特定
注記: スコープによって制限しないパーミッションの場合は、この手順を省略できます。
1. 権限を制限するために使用するパーミッションスコープに含める必要がある一連のリソースを定義し
ます。
2. スコープをサポートするリソースのカテゴリを識別します。スコープが有効なリソースのカテゴリ
に、スコープをサポートするリソースのカテゴリがリストされます。
注記:
• HPE OneView では、スコープが有効ではないリソースのカテゴリ内のリソースに対しては役割
パーミッションだけがチェックされます。
• スコープベースのアクセス制御の認可セマンティックによって、スコープにリソースを割り当てる
必要性が促進されます。

詳細情報
スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
例：パーミッションスコープの定義

認可モデルの構成
HPE OneView で認可モデルを構成するには、以下の手順に従ってください。
1. スコープを 作成します。
2. スコープページまたはリソースページから、スコープにリソースを割り当てます。
3. 特殊なアクセス権を持つローカルユーザーを追加するか、ディレクトリベース認証を使用してグルー
プを追加します。
4. ユーザーに定義された権限が予想どおりであることを確認します。

スコープベースのアクセス制御の例：シナリオ概要
このセクションでは、シナリオの例を使って、スコープベースのアクセス制御を使用してアクセスを制限
する方法について説明します。このシナリオでは、X 社が仮想マシン（VM）およびベアメタルサーバー
の両方でクラウドベースのパイロットプロジェクトを立ち上げます。
1 つの HPE OneView アプライアンスが、両方の環境をホストするように構成されています。社内 IT は、
ハードウェアのサポートに加えて、共有インフラストラクチャコンポーネントの管理を担当します。VM
クラウド IT は、VM クラウド環境の管理を担当します。サービス（SRV）クラウド IT は、ベアメタルサー
バーの予約プロセスの管理を担当します。財務と人事（HR）のユーザーは、ベアメタルサーバーのコン
シューマーです。これら 5 つのグループはすべて、HPE OneView へのアクセスを必要とします。ソ
リューションは、割り当てられているリソースのみをユーザーが管理できるようにする必要があります。
3 つのエンクロージャーのあるラックは、VM クラウドパイロット専用に使用されます。2 つのエンク
ロージャーのあるラックは、SRV クラウドパイロット専用に使用されます。財務部門と人事部門には、
SRV クラウドパイロットに割り当てられているエンクロージャー内のサーバーが割り当てられます。
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詳細情報
例: ユーザーとグループの特定
例: 最適な HPE OneView 役割を決定する
例: パーミッションスコープの定義

例：ユーザーとグループの特定
社内 IT は、VM クラウド IT、SRV クラウド IT、および企業セキュリティと連携して、HPE OneView へ
のアクセスを必要とするグループを特定します。5 つの部門（社内 IT、財務、人事、SRV クラウド IT、
および VM クラウド IT）に所属するユーザーは、HPE OneView アプライアンスにアクセスする必要があ
ります。社内 IT および VM クラウド IT のユーザーは、職務別に分類されます。職務ごとに異なる権限が
あります。
次のテーブルは、この演習の結論をまとめています。
部門

職務

責任

社内 IT

シニア技術者

HPE OneView アプライアンスとすべての管理リソース

社内 IT

サーバー管理者

すべてのサーバーのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

すべてのネットワークリソース

社内 IT

ストレージ管理者

すべてのストレージリソース

財務

OS およびアプリ
ケーション管理者

財務部門に割り当てられたサーバー上で動作する OS とアプ
リケーション

人事

OS およびアプリ
ケーション管理者

人事部門に割り当てられたサーバー上で動作する OS とアプ
リケーション

SRV クラウド IT サーバークラウド管
理者

SRV クラウドのプロビジョニングと割当プロセス
表は続く
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部門

職務

責任

VM クラウド IT

サーバー管理者

すべての VM クラウドサーバーのリソース

VM クラウド IT

ネットワーク管理者

すべての VM クラウドネットワークリソース

例：最適な HPE OneView 役割を決定する
社内 IT サーバー管理者、ネットワーク管理者、およびストレージ管理者の職務は、それらと似た名前の
HPE OneView 役割で定義された権限と合致します。社内 IT シニア技術者は、アプライアンスに対して完
全なアクセス権を持っています。社内 IT 管理者に割り当てられるアクセス権は、スコープによって制限
されません。
社内 IT ユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

社内 IT

シニア技術者

インフラストラクチャ管理者 すべてのリソース

社内 IT

サーバー管理者

サーバー管理者

すべてのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

すべてのリソース

社内 IT

ストレージ管理者

ストレージ管理者

すべてのリソース

VM クラウド IT 管理者には、HPE OneView リソースの管理経験があります。社内 IT と同様に、VM クラ
ウド IT サーバー管理者とネットワーク管理者の職務も、それらと似た名前の HPE OneView 役割で定義さ
れた権限と合致します。クラウド IT 管理者に割り当てられる権限は、VM クラウドに割り当てられたリ
ソースに制限されます。
社内 IT では、このほかに次のような留意事項を特定しました。
• データセンター、ラック、電力供給デバイス、および非管理デバイスはスコープによって制限されま
せん。サーバー管理者の役割は、上述の各リソースカテゴリに対して Create、Read、Update、およ
び Delete 権限を付与します。このパイロットでは、電力供給デバイスも非管理デバイスも HPE
OneView で管理されていません。データセンターリソースとラックリソースへの変更は、インパクト
が少ないものと見なされます。社内 IT 部門は、VM クラウド IT 管理部門と話し合った結果、ユーザー
がデータセンターリソースまたはラックリソースを変更しないようにする責任を持つことに同意しま
した。
• SAN マネージャー、SAN、およびストレージシステムは共有リソースと見なされ、社内 IT が専属で管
理します。VM クラウド IT ユーザーに、ストレージ管理者の権限を付与してはなりません。
• VM クラウド IT 管理者は、社内 IT が作成したボリュームテンプレートを使用した場合にのみ、ボ
リュームを作成できます。この要件は、スコープを使用して強制できます。ボリュームを作成すると
きに、ユーザーは、ボリュームテンプレートまたはストレージプールのいずれかを選択する必要があ
ります。VM クラウド IT のパーミッションはスコープで制限され、Use チェックでは、VM クラウド
スコープでボリュームテンプレートとストレージプールのみを選択できます。承認されたボリューム
テンプレートのみが VM クラウドスコープ内に配置されます。VM クラウドスコープには、ストレージ
プールは割り当てられません。
VM クラウド IT ユーザーには、以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

VM クラウド IT サーバー管理者

サーバー管理者

VM クラウド

VM クラウド IT ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

VM クラウド
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SRV クラウド IT 管理者は、HPE OneView での経験が比較的少ないため、SRV クラウドエンクロージャー
の管理責任は、社内 IT が負います。ただし、SRV クラウド IT は、SRV クラウドのプロビジョニングと
予約プロセスを担当します。
ここでは、SRV クラウド予約プロセスに関する高レベルの概要を示します。

SRV IT

Work request
New Server

HPE OneView

2
1

4

3
Finance Scope

Finance Users
Server Profile
Server Hardware
HPE OneView

この図は、以下のことを示しています。
1. 部門（たとえば財務）ユーザーは、SRV クラウド IT に新しいサーバーの要求を送信します。
2. SRV IT のメンバーは、HPE OneView で、SRV クラウドスコープに割り当てられた使用可能なサーバー
を使用してサーバープロファイルを作成します。
3. SRV IT のメンバーは、サーバーを要求している部門にサーバープロファイルと物理サーバーを割り当
てます。
4. これで部門ユーザーは、HPE OneView を使用してサーバーを管理できるようになります。
フローで示したように、SRV クラウド IT にはサーバープロファイルに対する Create、Delete および
Update 権限が必要です。サーバープロファイルテンプレートを作成、削除、およびアップデートする権
限も要求しています。このパイロットでは、SRV クラウドサーバーはローカルストレージのみを使用しま
す。このサーバーに対して、ボリュームの作成は許可しないでください。
社内 IT は HPE OneView 役割定義を分析し、サーバープロファイルの設計者の役割が最適であることを特
定しました。サーバープロファイルの設計者の役割は、次の権限を付与します。
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カテゴリ

権限

分析

ラベル

Create、Read、Update、Delete

SRV IT ユーザーは、役割ごとに Update
権限が許可されたカテゴリ内の任意のリ
ソースにラベルを割り当てることができ
ます。（任意のサーバーハードウェアにラ
ベルを割り当てるなど）。ラベルは、IT、
VM IT クラウド、または SRV IT クラウド
オペレーションの制御には使用されない
ため、この権限をユーザーに付与すること
は問題と見なされません。

ネットワークセッ
ト

Create、Read、Update、Delete

SRV IT は、SRV クラウドスコープ内で
ネットワークセットを作成できます。

サーバーハード
ウェア

Read、Update

希望の特権と合致します。

サーバープロファ
イルテンプレート

Create、Read、Update、Delete

希望の特権と合致します。

サーバープロファ
イル

Create、Read、Update、Delete

希望の特権と合致します。

ボリューム

Create、Read、Update、Delete

スコープは、SRV IT がボリュームを管理す
ることを防止するために使用できます。
SRV IT がボリュームを作成するには、ボ
リュームテンプレートまたはストレージ
プールを SRV クラウドスコープに割り当
てる必要があります。ボリュームをアッ
プデートまたは削除するには、SRV クラウ
ドスコープにそのボリュームを割り当て
る必要があります。

さらに SRV クラウド IT は、SRV クラウドリソースを人事スコープおよび財務スコープに割り当てる必要
があります。スコープオペレーターの役割は、スコープにリソースを割り当てる権限をユーザーに付与し
ます。この権限は、SRV クラウドリソースに制限する必要があります。SRV クラウド IT ユーザーには、
両方のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

サーバープロファイル設計者 SRV クラウド

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

スコープオペレーター

SRV クラウド

財務ユーザーおよび人事ユーザーは、所属部門に割り当てられたサーバーとサーバープロファイルのみを
アップデートできます。
サーバープロファイルオペレーターの権限は、希望の財務権限および人事権限と合致します。次のテーブ
ルは、社内 IT が実行した分析の結果を示しています。
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カテゴリ

権限

分析

ラベル

Create、Read、Update、Delete

スコープでは、ラベルに対する操作は制限
されません。ユーザーの承認されたス
コープ外のリソースに対するラベルの追
加や削除の能力は、リスクと見なされませ
ん。

サーバーハードウェ Read、Update
ア

希望の特権と合致します。

サーバープロファイ Read、Update
ル

希望の特権と合致します。

人事ユーザーおよび財務ユーザーには以下のパーミッションが付与されます。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

財務

OS/アプリケーション管理 サーバープロファイルオ
者
ペレーター

財務

人事

OS/アプリケーション管理 サーバープロファイルオ
者
ペレーター

人事

例：パーミッションスコープの定義
前の手順で、社内 IT は 10 のパーミッションを特定しました。6 つのパーミッションは、4 つのスコープ
によって制限されます。社内 IT は、VM クラウド、SRV クラウド、人事、および財務という 4 つのスコー
プを作成する必要があります。
部門

職務

パーミッションの役割

パーミッションスコープ

社内 IT

シニア技術者

インフラストラクチャ管理者 すべてのリソース

社内 IT

サーバー管理者

サーバー管理者

すべてのリソース

社内 IT

ネットワーク管理者

ネットワーク管理者

すべてのリソース

社内 IT

ストレージ管理者

ストレージ管理者

すべてのリソース

財務

OS/アプリケーション管理 サーバープロファイルオペ
者
レーター

財務

人事

OS/アプリケーション管理 サーバープロファイルオペ
者
レーター

人事

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

サーバープロファイル設計者 SRV クラウド

SRV クラウ
ド IT

サーバークラウド管理者

スコープオペレーター

SRV クラウド

VM クラウド サーバー管理者
IT

サーバー管理者

VM クラウド

VM クラウド ネットワーク管理者
IT

ネットワーク管理者

VM クラウド

VM クラウド IT は、エンクロージャーの管理を担当します。次のテーブルは、VM クラウドスコープに割
り当てる必要があるリソースを特定するために、社内 IT によって実施された分析の結果をまとめたもの
です。
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ネットワークの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加さ
れます。SAN は共有リソースと見なされ、スコープによって制限されませ
ん。VM クラウド IT は、ファイバーチャネル（FC）および Fibre Channel
over Ethernet（FCoE）ネットワークに SAN を割り当てることができます。

ネットワークセットの作成 VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加さ
れます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウド IT が作成し
たネットワークを VM クラウドネットワークセットに割り当てることです。
論理インターコネクトグ
ループの作成

VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加さ
れます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウドによって作成
されたネットワークをアップリンクセットに割り当てることです。

エンクロージャーグループ VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加さ
の作成
れます。VM クラウド IT ができる唯一のことは、VM クラウド IT が作成し
た論理インターコネクトグループをエンクロージャークループに割り当て
ることです。
論理エンクロージャーの作 VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加さ
成
れます。この操作中に作成された論理インターコネクトは、VM クラウドス
コープに自動的に追加されます。VM クラウド IT は、VM クラウドパイロッ
トに割り当てられているエンクロージャーにアクセスする必要があります。
社内 IT は、VM クラウドスコープに 3 つのエンクロージャーを割り当てる
必要があります。ファームウェアバンドルはスコープによって制限される
ため、VM クラウド IT は承認されているファームウェアバンドルにアクセ
スする必要があります。社内 IT は、VM クラウドスコープに、認可されて
いるファームウェアバンドルを割り当てる必要があります。
インターコネクトの電源オ 社内 IT は、VM クラウド IT が VM クラウドインターコネクトを管理できる
ン/オフ/更新
ように、VM クラウドスコープに VM クラウドエンクロージャー内のイン
ターコネクトを割り当てる必要があります。
ドライブエンクロージャー 社内 IT は、VM クラウド IT が VM クラウドエンクロージャー内のドライブ
の電源オン/オフ/更新
エンクロージャーを管理できるように、VM クラウドスコープにドライブエ
ンクロージャーを割り当てる必要があります。
コンソールの起動、サー
社内 IT は、VM クラウドスコープに VM クラウドエンクロージャー内のブ
バーハードウェアの電源オ レードを割り当てる必要があります。
ン/オフ/リセット/更新
サーバープロファイルテン VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加さ
プレートの作成
れます。VM クラウド IT は、サーバープロファイルテンプレートにリソー
スを割り当てるために、ファームウェアバンドル、ネットワーク、ネット
ワークセット、およびボリュームテンプレートにアクセスする必要がありま
す。社内 IT は、VM クラウドスコープに、認可されているボリュームテン
プレートを割り当てる必要があります。このパイロットでは、イメージスト
リーマーを構成しません。そのため、OS 展開プランにアクセスする必要は
ありません。
サーバープロファイルの作 VM クラウド IT によって作成され、VM クラウドスコープに自動的に追加さ
成
れます。VM クラウド IT には、上記で付与された権限に加えて、サーバー
ハードウェアへのアクセス権が必要です。
社内 IT は、SRV クラウドスコープについても同様の分析を実施しました。SRV クラウド IT ユーザーは、
サーバーに関連する操作だけを実行できます。次のテーブルは、その結果をまとめたものです。
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コンソールの起動、サー
社内 IT は、SRV クラウドスコープに SRV クラウドエンクロージャー内の
バーハードウェアの電源オ ブレードを割り当てる必要があります。
ン/オフ/リセット/更新
サーバープロファイルテン SRV クラウド IT によって作成され、SRV クラウドスコープに自動的に追加
プレートの作成
されます。SRV クラウド IT は、サーバープロファイルテンプレートにリ
ソースを割り当てるために、ファームウェアバンドル、ネットワーク、およ
びネットワークセットにアクセスする必要があります。
社内 IT は、SRV クラウドスコープにファームウェアバンドル、ネットワー
ク、およびネットワークセットを割り当てる必要があります。
サーバープロファイルの作 SRV クラウド IT によって作成され、SRV クラウドスコープに自動的に追加
成
されます。SRV クラウド IT には、上記で付与された権限に加えて、サー
バーハードウェアへのアクセス権が必要です。
人事スコープと財務スコー スコープにリソースを割り当てるときは、Update と Use の両方の権限
プへの SRV クラウドリ
チェックが実行されます。たとえば、人事スコープにブレードを割り当てる
ソースの割り当て
場合、SRV クラウド IT には人事スコープに対する Update 権限、および
サーバーハードウェアに対する Use 権限が必要です。また、SRV クラウド
スコープに人事スコープとブレードの両方を割り当てる必要があります。
SRV クラウド IT ができる唯一のことは、人事スコープと財務スコープを更
新することです。スコープにリソースを割り当てる場合に、階層という概念
はありません。スコープに対してスコープを割り当てると、そのスコープで
実行できる操作は制限されますが、どちらのスコープに割り当てられている
リソースへのアクセス権にも影響はありません。
社内 IT は、SRV クラウドスコープに人事スコープと財務スコープのインス
タンスを割り当てる必要があります。
最後に、社内 IT は、人事スコープと財務スコープの分析を実施します。
操作

分析

コンソールの起動、サー
SRV クラウド IT は、人事スコープと財務スコープに対する SRV クラウド
バーハードウェアの電源オ サーバーハードウェアの割当を担当します。
ン/オフ/リセット/更新
サーバープロファイルの
アップデート

SRV クラウド IT は、人事スコープと財務スコープに対する SRV クラウド
サーバープロファイルの割当を担当します。また、人事スコープと財務ス
コープに SRV クラウドファームウェアバンドルを割り当てることもできま
す。SRV クラウド IT は、人事ユーザーと財務ユーザーがサーバーファーム
ウェアを更新できようにするかどうかについてまだ話し合っています。

要約すると、パイロットの認証モデルでは、4 つのパーミッションスコープと、パーミッションが関連付
けられた 9 つのディレクトリグループアカウントを定義します。
パーミッションスコープ

社内 IT によってスコープに明示的に割り当てられるリソース

財務

なし

人事

なし
表は続く
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パーミッションスコープ
SRV クラウド

社内 IT によってスコープに明示的に割り当てられるリソース
SRV クラウドパイロット専用の 2 つのエンクロージャーに格納されたブ
レード。
SRV クラウド IT での使用が承認されたファームウェアバンドル。
SRV クラウド IT での使用が承認されたネットワーク。
財務スコープと人事スコープのリソースインスタンス。これは、SRV クラ
ウド IT が財務スコープと人事スコープに SRV クラウドリソースを割り当
てるうえで必要です。

VM クラウド

VM クラウドパイロット専用の 3 つのエンクロージャー。
3 つのエンクロージャーに格納されたブレード。
3 つのエンクロージャーに格納されたインターコネクト。
3 つのエンクロージャーに格納されたドライブエンクロージャー。
VM クラウド IT での使用が承認されたファームウェアバンドル。
VM クラウド IT での使用が承認されたボリュームテンプレート。

ディレクトリグループ

パーミッション

CorpIT-FULL

（インフラストラクチャ管理者、すべてのリソース）

CorpIT-NA

（ネットワーク管理者、すべてのリソース）

CorpIT-SA

（サーバー管理者、すべてのリソース）

CorpIT-StA

（ストレージ管理者、すべてのリソース）

Finance-Admins

（サーバープロファイルオペレーター、財務）

HR-Admins

（サーバープロファイルオペレーター、人事）

SRVCloudIT-Admins

（サーバープロファイル設計者、SRV クラウド）、（スコープオペレーター、
SRV クラウド）

VMCloudIT-SA

（サーバー管理者、VM クラウド）

VMCloudIT-NA

（ネットワーク管理者、VM クラウド）
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証明書の管理
HPE OneView では、HTTPS を使用して、管理対象デバイスおよびリモートサーバーと通信します。
HTTPS は、トランスポート層セキュリティ（TLS）に基づいています。HTTPS と TLS には以下の利点が
あります。
• 機密保持：データは、対称キー暗号方式を使用して回線上で暗号化されます。
• メッセージの完全性：セキュアハッシュ関数により完全性が確保されます。
• 認証：HPE OneView は、HTTPS 接続のリモートエンドポイントを認証します。公開キー暗号方式は、
HTTPS および TLS の認証に使用されます。
デフォルトでは、新たに取り付けられたアプライアンス上に生成される証明書は、RSA 証明書です。現
在、アプライアンス証明書は RSA 証明書のみサポートされます。
公開キー暗号方式では、公開キーと秘密キーのペアを使用してデータを暗号化および解読します。公開
キーシステムでは、デジタル証明書が公開キーの所有権を保証します。デジタル証明書は、許容されるそ
のキー使用法（デジタルシグネチャー、証明書の署名、暗号化など）も保証します。
HPE OneView は、正式な公開キーインフラストラクチャ（PKI）において、自己署名証明書と認証機関
（CA）発行証明書の両方の使用をサポートしています。
それぞれのセキュリティモデルは異なり、以下の各セクションで説明されています。
• Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立
• HPE OneView とリモートデバイス間の信頼の確立
• 証明書失効リスト
• デバイス固有の証明書の処理
• 証明書の検証の有効化と無効化
• Two-Factor 認証用に構成されている iLO を搭載したサーバーの管理
• 証明書の更新

HPE OneView アプライアンス証明書
VM アプライアンスおよび HPE Synergy コンポーザーのデフォルトの HPE OneView アプライアンス証
明書は、FIPS 準拠 SHA-256 証明書（2048 ビットのキー長）です。
HPE Synergy コンポーザー 2 アプライアンスには、より強力な CNSA 準拠アプライアンス証明書が必要
になります。HPE Synergy コンポーザー 2 には、デフォルトの証明書として 3072 ビットのキー長を持つ
CNSA 準拠の SHA-384 RSA 証明書があります。

Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立
HPE OneView アプライアンスにログインすると、アプライアンス証明書がブラウザーのトラストストア
に存在しないというセキュリティ警告が表示されることがあります。アプライアンスで自己署名証明書
と認証機関（CA）証明書のどちらを使用しているかに応じて、次の手順に従って証明書を検証します。
• 自己署名証明書
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1. コンソールから HPE OneView の設定 > セキュリティ > 証明書画面を使用して、アプライアンス
証明書の指紋を表示します。
2. 指紋が HPE OneView への接続時にブラウザーで表示されるものと一致することを確認します。指
紋が一致する場合は、ブラウザーのトラストストアに HPE OneView 証明書を保存します。
注記: HTTPS を使用せずにアプライアンスコンソールにアクセスしてアプライアンスの自己署名証明
書を表示するには、ノートパソコンまたはキーボード、モニター、およびマウスを Synergy フレーム
に接続します。
• CA 署名済み証明書
CA ルート、および HPE OneView 証明書に署名した適切な中間証明書をブラウザーのトラストストア
に追加します。
注記: HPE OneView では、CA 署名済みアプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際
に、アプライアンスの CA 署名済み証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書も
HPE OneView にインポートする必要があります。

HPE OneView とリモートデバイス間の信頼の確立
HTTPS クライアントまたは TLS クライアントと HTTPS サーバー間のセッションは、クライアントおよ
びサーバーが適切な証明書を交換できる場合にのみ、安全と見なされます。たとえば、HPE OneView サー
バーがサーバー iLO と通信する場合、HPE OneView はクライアントに、iLO はサーバーになります。セ
キュアな接続を確保するには、HPE OneView は、ローカルトラストストアに適切な iLO 証明書（iLO 自
己署名証明書、または PKI 環境で iLO 証明書の署名に使用された CA ルート証明書と中間証明書）を持っ
ている必要があります。
注記: HPE OneView では、CA 署名済みアプライアンス証明書をアプライアンスにインポートする際に、
アプライアンスの CA 署名済み証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間証明書も HPE
OneView にインポートする必要があります。
詳細情報
認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼
スクリプトを使用した PKI または CA ベースの信頼の有効化
ユーザー確認済みの初期信頼
自動初期信頼

認証機関または公開キーインフラストラクチャベースの信頼
認証機関（CA）または公開キーインフラストラクチャベースの信頼アプローチでは、組織で公開キーイ
ンフラストラクチャ（PKI）が確立されていることを前提としています。PKI は、デジタル証明書の作成、
管理、配布、使用、保存、失効、および公開キー暗号化の管理に必要な一連の役割、ポリシー、手順で
す。
共通の信頼ルートに基づく HPE OneView とデバイス間のセキュアな通信のためには、HPE OneView が
デバイスと通信する前に、管理者は次のことを行う必要があります。
• 組織の PKI で必要とされる CA 発行のルート証明書および中間証明書を HPE OneView にアップロー
ドします。これらの証明書は CA によって発行されたすべての証明書の信頼ルートを形成します。管
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理者は、CA ルート証明書および中間証明書とともに、該当する証明書失効リスト（CRL）もアップ
ロードする必要があります。
• 各リモートデバイスに安全に接続します。これは通常は、管理 LAN に接続する前に、デバイスに接続
することによって行います（デバイスがプライベートネットワークセグメント上で孤立している場合
など）。
• 各デバイスの証明書署名リクエスト（CSR）を取得します。
各種デバイスのサポートについて詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリック
スを参照してください。
• 認証機関による CSR への署名を取得します。
• 各デバイスに取得した証明書をアップロードします。
HPE OneView とデバイス間のすべての通信は、共通の信頼ルートのために安全になりました。通常、デ
バイスの CA 署名済みリーフ証明書を HPE OneView トラストストアに追加する必要はありません。デバ
イスのすべてのデバイスの信頼を検証するために必要なのは、ルート証明書および中間証明書（存在する
場合）のみです。ただし、検出されたデバイスで CA 署名済み証明書が使用されていて、ユーザーが CA
ルート証明書および該当する中間証明書を HPE OneView トラストストアに追加する前に、デバイスとの
通信が発生した場合は、そのデバイスの CA 署名済みリーフ証明書が自動的にトラストストアに追加さ
れ、自己署名証明書として扱われます。
HPE Synergy 環境では、コンポーザー、フレームリンクモジュール、およびコンピュートモジュール iLO
へのセキュアな接続を最も簡単に行うことができるのは、初期のフレームリンクトポロジが管理 LAN に
接続される前です。また、既存のフレームリンクトポロジに新しいフレームまたはコンピュートモジュー
ルを追加する場合も、管理 LAN から接続を切断する必要があります。代わりに、 自動初期信頼アプロー
チを使用して新しいデバイスの信頼を確立してください。

ルート CA 証明書の信頼 -「iLO/iLO 3/iLO 4/iLO 5 デフォルト発行元（信頼しな
い）」証明書
設定 > セキュリティ > 証明書の管理 > 証明書の追加画面を使用して、iLO の自己署名の証明書を信頼し、
IP アドレスまたはホスト名からフェッチを選択する場合は必ず、強制的にリーフ証明書を信頼するオプ
ションを有効にします。これにより、iLO のリーフ証明書のみがトラストストアに追加されるようになり
ます。このオプションの使用を忘れた場合、iLO のデフォルト発行元（信頼しない）証明書がトラストス
トアに追加されることがあります。この場合、デフォルト発行元（信頼しない）証明書を削除してくださ
い。これらの証明書はトラストストアに配置しないでください。配置された場合、エラーの原因となる可
能性があります。

スクリプトを使用した PKI または CA ベースの信頼の有効化
自己署名証明書を使用する環境で作業する場合は、HPE OneView REST API を使用して、CA 署名済み証
明書へのスクリプトベースの移行を容易にします。
たとえば、エンクロージャー、フレームリンクモジュール、およびアプライアンスのすべてでは、CSR を
生成して、結果として得られる CA 署名済み証明書と CRL をアップロードするための REST API が提供
されています。

ユーザー確認済みの初期信頼
ユーザー確認済みの初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用するデバイスに適用されます。HPE
OneView は、証明書の指紋を含むデバイスの証明書を表示します。この指紋は、安全なアウトオブバンド
の方法でデバイスから取得したものと比較できます。HPE OneView で表示されるデバイスの指紋が、ア
ウトオブバンドのアプローチで取得した指紋と一致する場合は、そのデバイスが信頼済みであり、自己署
名証明書を HPE OneView トラストストアに追加しても安全であることが保証されています。
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このセキュリティモデルの鍵となるのは、デバイスの証明書の指紋を安全に取得することです。 自動初期
信頼で、この手順について説明します。

自動初期信頼
自動初期信頼アプローチは、自己署名証明書を使用するサーバーハードウェア、フレームリンクモジュー
ル、および HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュールなどのデバイスに適用されます。これらのデバイス
は、検出プロセスを使用して HPE OneView に追加されます。
デバイスでの初回検出時に、HPE OneView によって、そのデバイスの自己署名証明書が HPE OneView
トラストストアに自動的に追加されます。このアプローチを中間者攻撃から保護するために、分離された
ネットワークセグメントで初期検出を行う必要があります。これ以外の方法を取った場合は、後からアウ
トオブバンドでデバイスの証明書の真正性を検証する必要があります。真正性を簡単に検証できるかど
うかは、デバイスによって異なります。このアプローチは、デバイスの証明書の指紋を安全に表示できる
デバイスでのみ機能します。
注記: 自動初期信頼アプローチは、HPE OneView がデバイスと初めて通信する場合に使用されます。デバ
イスが検出または管理された後に、自己署名証明書が変更されると、HPE OneView はそのデバイスと通
信できなくなります。HPE OneView トラストストアにそのデバイスの新しい証明書を追加するよう管理
者に指示するアラートが生成されます。
HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュールの場合、自己署名証明書は、以下のシナリオでアプライアンスの
トラストストアに追加されます。
• 検出
• ファームウェアのアップグレード（ファームウェアバージョンが 1.5.x より前のバージョンからアップ
グレードされる場合）。
• アプライアンスのアップグレード（バージョンが HPE OneView 5.0 より前のバージョンからアップグ
レードされる場合）。
詳しくは、HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュール証明書を参照してください。
証明書の指紋を安全に検証し、主要な HPE OneView デバイスの自己署名証明書をインポートするには、
以下の手順に従います。
• 以下のセクションに記載されているいずれかの方法を使用して、デバイスの証明書の指紋を安全に取
得します。
• HPE OneView でデバイスが検出または追加されたら、取得した指紋を、HPE OneView トラストスト
アに保存されているそのデバイスの証明書の指紋と比較します。設定 > セキュリティ > 証明書の管
理画面を使用して、HPE OneView トラストストアにある証明書を表示します。
• 指紋が一致した場合、HPE OneView とそのデバイスは安全に通信できます。
• 指紋が一致しない場合は、HPE OneView との初期通信セッションの後にデバイスの証明書が変更され
たか、中間者攻撃を受けた可能性があります。
いくつかの例を以下に示します。
• Synergy フレームリンクトポロジ
自己署名証明書のみを使用して HPE Synergy システムで初期信頼を確立するには、フレームリンクモ
ジュールを管理ネットワークに接続する前に、最初のフレームリンクトポロジのハードウェア検出を
実行します。すべてのデバイスが管理ネットワークから分離している場合は、中間者攻撃の可能性は
なく、すべての自己署名証明書は HPE OneView トラストストアに安全に保存されています。
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注記: このアプローチは、元のフレームリンクトポロジのセットアップ時にのみ適用できます。追加の
フレーム、リモートフレームリンクトポロジ、または追加のコンピュートモジュールが挿入されたと
きは、自動初期信頼アプローチを使用してそれらのデバイスの自己署名証明書を個別に検証する必要
があります。
• Synergy Gen10 コンピュートモジュールの場合
SSH を使用して HPE OneView に接続し、次のコマンドを使用して各 iLO にシリアル接続して証明書
の指紋を取得します。
cd /map1/sslcert1/hpiLO
show
SSH 接続そのものを信頼するために、フレームリンクトポロジを管理ネットワークに接続する前に、
Synergy の初期構成時に HP OneView SSH ホストキーを保存する必要があります。このアプローチ
は、iLO の「本番稼働」セキュリティモードになっているコンピュートモジュールでのみ機能します。
他のアプローチでは、Gen9 コンピュートモジュールのセクションに記載されているとおり、iLO を管
理ネットワークから分離する必要があります。
• Synergy Gen9 コンピュートモジュールの場合
Gen9 コンピュートモジュールの場合、自己署名証明書を安全に取得する唯一の方法は、フレームをフ
レームリンクトポロジから分離し、管理ネットワークから接続を切断したときに、iLO に接続すること
です。iLO の管理ネットワークポートに Web ブラウザーが搭載されたデバイス（ノートパソコンなど）
を接続し、各 iLO にアクセスしてその証明書の指紋を表示します。
• フレームリンクモジュール
フレームリンクモジュールのコンソールのユーザーインターフェイスに、その証明書の指紋が表示さ
れます。フレームリンクモジュールは最初に自動的に信頼され、フレームリンクモジュールを工場出
荷時設定にリセットした後でも信頼されます。

HPE OneView の証明書
設定 > セキュリティ画面の証明書の管理オプションは、以下のタイプの証明書を表示します。
• 信頼済みの証明書：証明書の管理画面に表示されるすべての証明書は、HPE OneView によって信頼済
みです。HPE OneView によって信頼済みの証明書はすべて、HPE OneView によって信頼済みの証明
書や、HPE OneView によって信頼済みの CA 署名済み証明書（ルートまたは中間 CA 証明書）に関連
付けられたデバイスおよびサーバーと安全に通信できます。
信頼済みとして表示される証明書には以下が含まれます。
◦ ルート CA 証明書：これらの証明書は、HPE OneView に事前にバンドルされているか、ユーザー
によってインポートされます。ルート CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、ルー
ト CA 証明書の CRL をアップロードする必要があります。
◦ 中間 CA 証明書：これらの証明書は、HPE OneView に事前にバンドルされているか、ユーザーに
よってインポートされます。中間 CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、中間 CA
証明書の CRL をアップロードする必要があります。
◦ リーフレベルの証明書
– 自己署名証明書：自動ブラインドトラスト中に、アプライアンスのトラストストアに追加される
デバイス証明書です。これらの証明書は、ユーザーが直接インポートすることも、デバイス構成
時に追加することもできます。CA 署名済み証明書とは異なり、自己署名証明書はホスト名検証
や失効確認の対象とはなりません。
– CA 署名済み証明書 通常、管理対象デバイスまたは外部サーバーの CA 署名済みリーフ証明書
は、アプライアンスのトラストストアに保存されません。ただし、自動ブラインドトラスト中、
またはユーザーが信頼強制オプションを使用して、リーフ証明書をトラストストアに強制的に追
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加した場合に保存されることがあります。その証明書に署名した CA がアプライアンスに存在
しない場合、アプライアンスのトラストストア内のこのような CA 署名済みリーフ証明書は固定
証明書として扱われます。自己署名証明書とは異なり、これらの固定 CA 署名証明書はホスト名
検証や失効チェックの対象とはなりません。ただし、固定 CA 署名証明書に署名したルート証明
書または中間証明書がアプライアンスにインポートされると、この固定証明書は真の CA 署名付
きリーフ証明書として扱われ、ホスト名の検証と失効チェックの対象となります。
これらの証明書は、事前に HPE OneView にバンドルされている場合がありますが、ハードウェアが
HPE OneView によって検出および管理されるときに HPE OneView（システム）で行われる初期の自
動信頼の一部としてインポートされる場合も、ユーザーによってインポートされる場合もあります。
• 事前にバンドルされた証明書：HPE OneView には、次のタイプの証明書があらかじめバンドルされて
います。
◦ 内部ルート CA - インフラストラクチャ管理認証機関：ルート CA は、すぐに使える状態で HPE
OneView 4.0 以降のバージョンにバンドルされています。HPE OneView 内の RabbitMQ メッセー
ジバスサーバーが内部で機能するために必要です。このルート CA は、RabbitMQ サーバーと
RabbitMQ クライアント証明書への署名のために内部で使用されます。内部のルート CA と
RabbitMQ クライアント証明書は、AMQP を使用して HPE OneView と通信する外部クライアント
にインポートする必要があります。内部のルート CA または RabbitMQ 証明書は、証明書の管理画
面には表示されませんが、REST API を使用して利用できます。
注記: HPE OneView 4.0 以降では、ユーザーは、外部の CA 署名済み証明書を RabbitMQ サーバー
証明書および RabbitMQ クライアント証明書用に使用できます。
◦ HPE OneView の Remote Support で必要な CA 証明書：HPE OneView 内で Remote Support 機能
を使用する場合、HPE OneView と、HPE（https://api.support.hpe.com）によってホストされて
いる 1 つ以上のサーバー間の通信が確立されます。HPE によってホストされているサーバーは、
DigiCert 中間 CA および DigiCert ルート CA によって署名されたサーバー証明書に関連付けられま
す。HPE OneView には、Remote Support サーバーとの通信のセキュリティと信頼性を確保するた
めに必要な次のルート証明書および中間 CA 証明書があらかじめバンドルされています。
– DigiCert ルート CA - DigiCert グローバルルート G2
– DigiCert 中間 CA - DigiCert グローバル CA G2

x509 v1 証明書：HPE OneView は古い x509 v1 証明書もサポートしています。これらの v1 証明書には、
CA 証明書かどうかを判断するのに十分な情報が含まれていません。このような V1 証明書をアプライア
ンスにインポートすると、CA 証明書として扱われます。
ただし、アプライアンスをアップグレードする前に、v1 証明書がアプライアンスに存在する場合は、そ
の v1 証明書はリーフ証明書と見なされます。このようなアップグレード前の v1 証明書をルート証明書
にする場合は、ルート証明書として見なすために、その証明書をいったん削除してから再度追加する必要
があります。
Hewlett Packard Enterprise は、そのような x509 v1 リーフレベル証明書を x509 v3 リーフレベル証明書
に置き換えることをお勧めします。
詳細については、証明書の検証基準を参照してください。

証明書失効リスト
認証機関の署名済み（CA）証明書は、以下の場合に失効することがあります。
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• CA が不正な証明書を発行した場合。
• サーバー証明書の秘密キーの整合性が損なわれた場合。
失効した証明書に関する情報は、証明書失効リスト（CRL）として CA によって発行されます。CRL の場
所は、証明書の CRL 配布ポイント（CRL DP）フィールドで指定されます。証明書には 1 つ以上の CRL
DP を含めることができ、各 CRL DP は HTTP、HTTPS、LDAP、および LDAPS プロトコルで構成でき
ます。CRL は発行元の CA によってデジタル署名されています。
HPE OneView を使用すると、ユーザーは CA 証明書の CRL をインポートすることができます。その後、
この CRL に対して CA によって署名されたすべての証明書が HPE OneView で検証されます。CRL の有
効期限が切れると、CRL の新しいコピーをアプライアンスにアップロードできます。
証明書失効確認は、デフォルトで有効です。失効した証明書はアプライアンスにインポートできません。
HPE OneView では、失効した証明書を持つデバイスまたは外部サーバーとの TLS 通信はできません。
ただし、CA 発行の証明書が HPE OneView にインポートされていない場合、またはインポートされた CRL
の期限が切れている場合、証明書失効確認はデフォルトでスキップされます。設定 > セキュリティ > アク
ション > 編集 > 証明書画面で、これらのデフォルトの動作を無効にして、厳密な失効チェックを有効にす
ることができます。セキュリティのベストプラクティスは、厳密な失効確認を有効にすることです。
HPE OneView は、CRL が期限切れに近づくか、期限切れになった場合にアラートを発行します。デフォ
ルトでは、これらの通知は無効になっています。Hewlett Packard Enterprise では、最新の CRL がアプリ
ケーションに時間通りにアップロードされ、厳密な失効チェックが行われるように、CRL 期限切れ通知を
有効にすることをお勧めしています。
Two-Factor 認証が有効になっている場合、ユーザーの HPE OneView アプライアンス証明書およびクライ
アント証明書の CRL は最新のものである必要があります。
www.hpe.com に属する証明書の CRL の失効チェックには、以下の CRL をアップロードする必要があり
ます。
• DigiCert ルート CA - DigiCert グローバルルート G2
• DigiCert 中間 CA - DigiCert グローバル CA G2
CRL の自動ダウンロード
HPE OneView は、アプライアンスに CRL をインポートするための自動化機能をサポートしています。こ
の機能により、CRL を常に最新な状態に保つことができます。このオプションはデフォルトで無効です。
この機能は、設定 > セキュリティ画面で有効にすることができます。
詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ の「自動 CRL 処理」を参照してください。
詳細情報
Two-Factor 認証

CRL 配布ポイントを見つける
証明書失効リスト配布ポイント（CRL DP）は、認証機関（CA）によって失効された証明書のリストを含
むダウンロード可能な CRL ファイルをホストする URL です。CRL は CA によって公開され、定期的に更
新され、CA によって最新の状態に保たれます。次の種類の証明書で署名 CA の CRL DP 情報が保持され
ます。
• 中間 CA 証明書
• CA 署名付きのリーフレベルの証明書
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注記: 証明書に含まれる CRL DP 情報は、CA 署名済み証明書用に CRL をダウンロードするためのもので
す。
ルート CA 証明書に失効情報は含まれません。
CA の CRL を HPE OneView にアップロードするには、CRL DP URL からその CA が署名した任意の証明
書の DP 情報を探します。CRL をダウンロードし、CA 証明書を編集してから、CA の CRL をアップロー
ドします。自動 CRL ダウンロードオプションを有効にしていない場合は、この手順に従ってください。
以下に例を示します。
例
1. 事前にバンドルされた DigiCert グローバルルート G2 CA 証明書の CRL DP を見つけるには、この CA
が発行した証明書の CRL 配布ポイント属性を探します。この場合、DigiCert グローバルルート G2 CA
証明書によって発行された DigiCert グローバル CA G2 証明書を確認します。CRL DP は https://
crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crl に設定されています。
2. CRL を https://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crl からダウンロードします。
3. 設定 > セキュリティ > 証明書の管理画面の編集オプションを使用して、DigiCert グローバルルート
G2 CA のルート CA に CRL ファイルをアップロードします。
HPE OneView 5.2 以降のバージョンでは、定期的にアプライアンスにより CRL DP から CRL を自動的に
ダウンロードしてアップデートできます。このオプションは、デフォルトで無効になっています。CRL の
自動ダウンロードを有効にするには、設定 > セキュリティ> アクション > 編集 > 証明書画面の CRL の
自動ダウンロードチェックボックスを選択します。CA の CRL を HPE OneView にアップロードするに
は、設定 > セキュリティ > 証明書の管理画面で CA を見つけて、CA の CRL DP 情報を確認します。CRL
をダウンロードし、CA 証明書を編集してから、CA の CRL をアップロードします。以下に例を示します。
例
1. 事前にバンドルされた DigiCert グローバルルート G2 CA 証明書の CRL DP を見つけるには、設定 >
セキュリティ > 証明書の管理画面で DigiCert グローバルルート G2 CA 証明書を探します。
2. 証明書の詳細を表示して、CRL 配布ポイントを確認します。
3. CRL を https://crl3.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crl からダウンロードします。
4. 編集オプションを使用して、DigiCert グローバルルート G2 CA に CRL ファイルをアップロードしま
す。

自動 CRL 処理
CA 証明書に関連付けられている証明書失効リスト（CRL）は、通常、週 1 回または月 1 回の間隔で期限
切れになります。CRL の期限切れアラートを受け取った場合は、新しい CRL を HPE OneView に手動で
アップロードします。HPE OneView 5.2 以降のバージョンを構成して、CRL を自動的にダウンロードす
ることができます。CRL の自動ダウンロード設定が有効になっている場合、アプライアンスでスケ
ジュール設定された自動 CRL ダウンローダーは、アプライアンスで利用可能なすべての CRL の有効性を
確認し、期限が切れている、またはもうすぐ期限切れになる CRL をアップデートします。CRL が以前に
ダウンロードされていなかった場合、ダウンローダーはこのプロセスで新しい CRL もダウンロードしま
す。ジョブの実行のスケジュール時間は、午前 12 時（UTC）に設定されています。アプライアンスは、
もうすぐ期限切れになる CRL がないか毎日確認します。CRL のいずれかが 3 日後に期限切れになる場
合、アプライアンスは利用可能な最新の CRL をダウンロードします。これにより、アプライアンスの CRL
が期限切れになるのを防ぎます。利用可能な最新の CRL をダウンロードするためのスケジュールを構成
するには、REST API /rest/certificates/validator-configuration のグローバル設定変数
global.daysBeforeToTriggerCRLDownload を使用します。CRL のダウンロード中にエラーが発生
した場合、アプライアンスは操作を 3 回再試行してからアラートを生成します。
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注記: ダウンロードがトリガーされるまでの日数に関係なく、CRL インフラストラクチャには遅延が発生
する場合があります。CA が新しい CRL をアップロードするとき、CA にはアップデートについて通知す
る機能がありません。CRL インフラストラクチャでこの遅延が発生すると、新しく失効した証明書は次回
の更新時まで選択されません。これは HPE OneView 固有の問題ではなく、CRL エコシステムの制限事項
です。
アプライアンスがスケジュールされた日にダウンしているなどの理由により、特定の日にスケジュールさ
れた実行が行われなかった場合、HPE OneView は再起動後に CRL ダウンローダーを開始します。
CA 証明書の CRL DP 情報は、その CA によって署名された証明書でのみ利用できます。この CRL DP 情
報は、CA 署名付き証明書がアプライアンスによって読み取られるたびに、アプライアンスによって CA
署名付き証明書から抽出されます。このタイミングは、CA 署名付き証明書がアプライアンスにインポー
トされたときか、管理対象デバイスまたは外部サーバーとの TLS 通信中に CA 署名付き証明書が検出され
たときのいずれかです。CA 証明書の CRL DP 情報がアプライアンスで利用可能になると、CRL は CRL
DP URL から非同期でダウンロードされ、アプライアンスの CA 証明書に関連付けられます。
CA 署名付き証明書の厳密な失効チェックは、証明書に署名した CA（中間またはルート）の CRL がアプ
ライアンスにダウンロードされた後にのみ実行できます。
証明書の CRL を自動的にダウンロードするように HPE OneView を構成するには、設定 > セキュリティ
> アクション > 編集 > 証明書ページの CRL の自動ダウンロードオプションを有効にします。
注記: 証明書チェーンのすべての CRL をダウンロードするには、完全な CA 証明書チェーン（ルート CA
およびすべての中間 CA）をアプライアンスにアップロードする必要があります。
HPE OneView は、次のイベント中に CRL をダウンロードします。
• 証明書のインポート
◦ 証明書チェーンがインポートされると、CA 証明書チェーンをアプライアンスに保存中に CRL がダ
ウンロードされます。
◦ ルート CA がアプライアンスにあるときに不完全な証明書チェーンをインポートしようとすると、
CA 証明書チェーンをアプライアンスに保存中に CRL がダウンロードされます。CRL は、アプライ
アンスでのルート CA の可用性に応じてダウンロードされます。
• 最初の通信
HPE OneView から、CA 署名付き証明書を持つ管理対象デバイスまたは外部サーバーへの接続が初め
て確立されたとき、通信中に HPE OneView に提示される証明書チェーンは、アプライアンス内の CRL
DP 情報と CRL の可用性についてチェックされます。検証中に、CRL がアプライアンスで見つからな
い場合は、対応する CRL のダウンロードがスケジュールされます。
注記:
◦ 管理対象デバイスとの最初の通信中に CRL が利用できない場合、証明書失効チェックは実行され
ません。CRL は最初の通信後に非同期でダウンロードされ、失効チェックはその後の通信中に実行
されます。
◦ アプライアンスでの証明書の失効チェックは、その証明書の発行者 CA に対応する CRL の可用性
と、ユーザーが構成した失効チェック設定に基づいています。
◦ 外部 CA 署名付き証明書を保持する RabbitMQ クライアントがアプライアンスと通信するときは、
クライアント証明書の発行者 CA チェーンに関連付けられている CRL を HPE OneView に手動で
追加するようにしてください。HPE OneView は、RabbitMQ クライアントとのこの通信中に CRL
を自動的にダウンロードしません。
• アプライアンスの再起動
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アプライアンスが 1 日以上ダウンして再起動された場合、一部の CRL はこの期間中に期限切れになっ
ている可能性があります。CRL の自動ダウンロード設定が有効になっている場合は、アプライアンス
の再起動から 90 分後に期限切れの CRL がアップデートされます。証明書失効チェックオプションを
有効にし、アプライアンスがこの 90 分間に管理対象デバイスまたは外部サーバーと通信する場合、証
明書失効チェックは一時的に無効になります。失効チェックの一時的な無効化は、アプライアンスで
CRL の有効期限が切れた CA 証明書に対して行われます。CRL が有効な CA については、失効チェッ
クが実行されます。
◦ バックアップとリストア
アプライアンスをバックアップしてリストアすると、CRL の一部がこの期間中に期限切れになって
いる場合があります。CRL の自動ダウンロードオプションが有効になっている場合は、期限切れの
CRL はアプライアンスがリストアされてから 90 分後にアップデートされます。証明書失効チェッ
クオプションを有効にし、アプライアンスがこの 90 分間に管理対象デバイスまたは外部サーバー
と通信する場合、証明書失効チェックは一時的に無効になります。失効チェックの一時的な無効化
は、アプライアンスで CRL の有効期限が切れた CA 証明書に対して行われます。
注記: アプライアンスで定義された厳密な失効ポリシーを保持するには、REST API /rest/
global-settings のグローバル設定変数 retain-expired-crl-revocation-policy =
true を使用します。retain-expired-crl-revocation-policy がアプライアンスの再起動
前に true に設定されているときに、厳密な失効ポリシーがユーザーによって以前に有効になってい
る場合は、このポリシーが保持され失効チェックが 90 分間実行されます。

• アプライアンスのアップグレード
アプライアンスが HPE OneView 5.2 以降のバージョンにアップグレードされた場合、再起動後に CRL
の自動ダウンロードオプションが有効にされると、以前のリリースで手動でアップロードされた CRL
が検証されます。CRL の有効期限が切れているか、もうすぐ期限切れになる場合は、利用可能な最新
の CRL がダウンロードされアプライアンスでアップデートされます。
注記:
• CA の CRL を HPE OneView に手動でアップロードするには、その CA が署名した任意の証明書の
CRL DP 情報を探すこともできます。CRL DP の検索および CRL のアップロードの詳細については、
CRL 配布ポイントを見つけるを参照してください。CRL の自動ダウンロード設定が有効になってい
ない場合は、アプライアンスの外部で実行されているアプライアンス以外のソリューションを使用し
て、スクリプトを使用して CRL をダウンロードすることもできます。詳しくは、https://github.com/
HewlettPackard/oneview-python-samples/tree/master/crl_helper を参照してください。CRL の自
動ダウンロード設定が有効になっている場合は、アプライアンス以外のスクリプトを使用しないでく
ださい。
• 外部の CA（DigiCert など）が発行した証明書を使用する場合も、プロキシ設定が必要です。CRL は
CA によってホストされており、CRL に到達するにはプロキシ設定が必要な場合があります。

プロキシサーバーを介した CRL のダウンロード
HTTP/HTTPS プロトコルを使用する CRL DP の場合、HPE OneView はプロキシ設定を使用して CRL を
最初にダウンロードしようとします。接続が失敗した場合、CRL DP への直接接続が試行されます。
HTTP/HTTPS プロキシ設定は、HPE OneView アプライアンスの設定 > プロキシ画面で構成できます。
LDAP/LDAPS プロトコルを使用する CRL DP の場合、CRL DP に接続する最初の試みは、直接接続を介
して行われます。失敗した場合は、socks プロキシ設定を介して試行されます。socks プロキシサーバー
の場合、デフォルトで設定 > プロキシ画面で構成されている同じ HTTP/HTTPS プロキシ設定が使用さ
れ、ポート属性は 1080 に設定されます。接続に失敗した場合は、socks プロキシサーバーを HPE
OneView アプライアンスの外部に設定する必要があります。socks プロキシサーバーを構成したら、
REST API /rest/global-settings を使用して次のグローバル変数を設定します。
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• socks-proxy-server（IP アドレスまたはホスト名）
• socks-proxy-port
• use-http-proxy-credentials
socks-proxy-server および socks-proxy-port は、socks プロキシサーバーを作成中に使用した変
数です。同じ認証情報（ユーザー名とパスワード）を HTTP/HTTPS プロキシサーバーとして使用するに
は、属性 use-http-proxy-credentials を true に設定する必要があります。socks プロキシサーバー
（socks V4 プロキシなど）で認証情報が必要ない場合は、グローバル変数 use-http-proxycredentials を false に設定します。
注記: REST API PATCH /rest/certificates/ca を使用して特定の CRL DP から CRL をダウンロー
ドし、CRL DP を含む証明書を指定できます。この API を使用する前に、この証明書の発行者 CA がアプ
ライアンスで利用可能であることを確認してください。

認定ステータスチェック
HPE OneView は、証明書のステータスを定期的にチェックします。HPE OneView は 1 時間ごとに、期
限切れ、期限切れ間近、失効、または信頼できない証明書について、証明書トラストストアをスキャンし
ます。
スキャンによって作成されたアラートは、設定 > セキュリティ画面に表示されます。
詳細情報
デバイス証明書の更新

証明書の検証基準
証明書は、以下のタイプに分類できます。
• デバイス証明書またはサーバー証明書（アプライアンスの外部）
• CA 証明書（ルート CA または中間 CA）
• アプライアンス証明書
• Two-Factor 認証で使用されるクライアント証明書
デバイス証明書またはサーバー証明書（アプライアンスの外部）
デバイスの証明書が有効と見なされるのは、以下の場合です。
• 証明書の形式が X509 v1 または X509 v3 である。X509 v3 は、デバイスのリーフレベル証明書によく
利用される推奨形式です。
• 証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールド
で指示されます。
有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような
証明書をインポートすることはできません。
• 証明書にオプションの Key Usage 拡張機能がある。
証明書に Key Usage 拡張機能が含まれている場合は、値の 1 つに「Digital signature」が設定さ
れている必要があります。「Certificate signing」が設定されていてはなりません。
自己署名証明書の場合、このフィールドは検証されません。
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CA 署名済み証明書の場合、このフィールドは検証されます。
• 証明書にオプションの Extended Key Usage 拡張機能がある。
証明書に Extended Key Usage 拡張機能が含まれている場合は、値の 1 つに「Server
Authentication」が設定されている必要があります。
• 証明書にオプションの Basic Constraints 拡張機能が含まれている。
証明書に Basic Constraints 拡張機能が含まれている場合、Subject Type が「End Entity」に設定
され、Path Length Constraint が「None」に設定されている必要があります。
• 証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがア
プライアンスで指定されている。たとえば、MD5 証明書は無効と見なされます。
• 証明書に公開キー長が含まれ、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがアプライアンスで指
定されている。たとえば、512 ビット公開キーは無効です。
• 外部レポジトリサーバーの場合：
◦ それには、レポジトリサーバーのキーである IP アドレスを格納したサブジェクト代替名（SAN）
フィールドと、必要な値があります。例：IP Address=172.20.3.173。
◦ IPv6 レポジトリアドレスの場合、レポジトリサーバーのキーである DNS 名と IP アドレスを格納し
た SAN フィールドと、必要な値があります。例：DNS Name=[1::3]および IP Address=1::3。
CA 証明書（ルート CA または中間 CA）
CA 証明書（ルートまたは中間）が有効と見なされるのは、以下の場合です。
• 証明書の形式が X509 v1 または X509 v3 である。
• 証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールド
で指示されます。
有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような
証明書をインポートすることはできません。
• 証明書にオプションの Key Usage 拡張機能がある。証明書に Key Usage 拡張機能が含まれている場
合、値の 1 つに「Certificate signing」が設定されている必要があります。
• 証明書にオプションの Extended Key Usage 拡張機能がある。証明書に Extended Key Usage 拡張
機能が含まれている場合、このフィールドは無視されます。
• 証明書にオプションの Basic Constraints 拡張機能がある。証明書に Basic Constraints 拡張機能が
含まれている場合、Subject Type は「CA」に設定する必要があります。
オプションで、証明書には Path Length Constraint を含めることができます。
• 証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、CA 証明書に使用できることがアプライアンスで指定
されている。たとえば、MD5 証明書または SHA-1 CA 証明書は無効です。
• 証明書に公開キー長が含まれ、CA 証明書に使用できることがアプライアンスで指定されている。
アプライアンス証明書
アプライアンス証明書が有効と見なされるのは、以下の場合です。
• 証明書の形式が X509 v1 または X509 v3 である。
• 証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールド
で指示されます。
有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような
証明書をインポートすることはできません。
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• 証明書にオプションの Key Usage 拡張機能がある。
証明書に Key Usage 拡張機能が含まれている場合、値の 1 つに「Digital signature」が設定され
ている必要があります。
• 証明書にオプションの Extended Key Usage 拡張機能がある。
証明書に Extended Key Usage 拡張機能が含まれている場合、値として「Server
Authentication」と「Client Authentication」が設定されている必要があります。
• 証明書にオプションの Basic Constraints 拡張機能がある。証明書に Basic Constraints 拡張機能が
含まれている場合、Subject Type および Path Length Constraint の値が「End Entity」と「None」
にそれぞれ設定されている必要があります。
• 証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、アプライアンス証明書に使用できることがアプライ
アンスで指定されている。たとえば、MD5 証明書または SHA-1 証明書は無効です。
• 証明書に公開キー長が含まれ、アプライアンス証明書に使用できることがアプライアンスで指定され
ている。
Two-Factor 認証で使用されるクライアント証明書
Two-Factor 認証クライアント証明書が有効と見なされるのは、以下の場合です。
• 証明書の形式が X509 v3 である。
• 証明書の有効期間を過ぎていない。有効期間は、発効日フィールドおよび有効期限の終了フィールド
で指示されます。
有効期間を過ぎた証明書や将来の日付の証明書は有効とは見なされず、アプライアンスにこのような
証明書をインポートすることはできません。
• 証明書にオプションの Key Usage 拡張機能がある。
証明書に Key Usage 拡張機能が含まれている場合、値の 1 つに「Digital signature」が設定され
ている必要があります。
• 証明書にオプションの Extended Key Usage 拡張機能がある。
証明書に Extended Key Usage 拡張機能が含まれている場合、値として「Client
Authentication」と「Smart Card Logon」が設定されている必要があります。
• 証明書にオプションの Basic Constraints 拡張機能がある。証明書に Basic Constraints 拡張機能が
含まれている場合、Subject Type および Path Length Constraint の値が「End Entity」と「None」
にそれぞれ設定されている必要があります。
• 証明書にサブジェクト代替名（SAN）フィールドがあり、このフィールドの Other name:
Principal Name が、Two-Factor 認証を使用してログインするユーザーのユーザープリンシパル名
（UPN）に設定されている。「firstname.lastname@example.com」などが UPN の例です。
または、証明書に SAN フィールドがあり、ログインするユーザーの電子メールアドレスか、共通名が
このフィールドに設定されている。
ドメインコンポーネント（ディレクトリのベース DN）は、[発行者]フィールドまたは[件名]フィールド
いずれかの一部として構成します（例：dc=example、dc=com）。
• 証明書が、署名アルゴリズムによって署名され、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがア
プライアンスで指定されている。たとえば、SHA-1 証明書は無効と見なされます。
• 証明書に公開キー長が含まれ、外部デバイスおよびサーバーに使用できることがアプライアンスで指
定されている。
詳細情報：
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• アプライアンスを保護するためのアルゴリズム、暗号スイート、およびプロトコル
• Two-Factor 認証

デバイスの自己署名証明書の有効期限チェック
HPE OneView では、管理対象デバイスとの通信中の自己署名証明書の有効期限チェックはデフォルトで
無効になっています。デバイス固有の証明書の処理に詳細が記載されています。デバイス証明書を修正
するために適切な措置をとると、設定 > セキュリティ画面で自己署名証明書の有効期限チェックを有効
にすることができます。

デバイス固有の証明書の処理
HPE OneView が安全に通信する必要があるデバイスの中には、デバイス固有の証明書管理手順が必要な
ものがあります。
Integrated Lights-Out の証明書
Two-Factor 認証用に構成されている iLO を搭載したサーバーの管理
HPE Synergy 12Gb SAS 接続モジュール証明書
注記: 証明書チェーンに存在できる証明書の最大数は 9 です。アプライアンスは、証明書チェーンの深さ
が最大限度を超えると、デバイスまたはサーバーに接続できません。証明書チェーンの最大深さは、アプ
ライアンスでデフォルトで設定されており、ユーザーがカスタマイズすることはできません。

iLO 証明書
HPE OneView では、HPE Integrated Lights-Out（iLO）のデフォルトの証明書を自己署名証明書として扱
います。この証明書は、HPE OneView トラストストアに追加され、リーフ証明書として扱われます。iLO
証明書は、Hewlett Packard Enterprise 内部の認証機関、つまり「iLO デフォルト発行元（信頼しない）」
によって署名されます。これにより、ユーザーは自己署名証明書を信頼する危険性についての警告を受
け、PKI ベースの証明書に移行するよう促されます。
iLO では、証明書を格納するためのスペースが制限されています。CA 署名済み証明書を使用する場合、
iLO は、TLS ハンドシェイク時に中間証明書チェーンを HPE OneView に対して示しません。適切な
HTTPS 接続を確立するには、中間証明書が CA ルート証明書とともに、HPE OneView トラストストア内
に存在する必要があります。
iLO 4 には、デフォルトの自己署名証明書がデフォルトで期限切れとなる問題についてのカスタマーアド
バイザリがあります。この場合、証明書の発効日の日付は、有効期限の日付よりも後になっています。こ
のアドバイザリでは、iLO ファームウェアをアップグレードし、証明書を修正するために必要な手順につ
いて説明しています。
セキュリティ > 証明書画面では、管理者は自己署名証明書の有効期限チェックをスキップするかどうか
制御できます。このオプションにより、管理者は、有効期限の問題に対処しながら安全に iLO を管理する
ことができます。
この問題は、このアドバイザリに記載された iLO バージョンに加えて、iLO 4 ベースの Synergy Gen9 コ
ンピュートモジュールでも発生する可能性があります。
注記: 初回のシステムブート時に、iLO はデフォルトの自己署名証明書を作成します。iLO ホスト名を変更
するか、CA 署名済み証明書をロードする場合を除き、証明書は変更されません。
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Two-Factor 認証用に構成されている iLO を搭載したサーバーの管理
iLO 5 では Two-Factor 認証がサポートされているため、iLO 5 で Two-Factor 認証が構成されている場合、
HPE OneView でサーバーをインポートしたり管理したりすることができます。CAC/スマートカード認
証を有効にした状態で iLO 5 を構成する場合、HPE OneView では特にサーバーを管理するための構成は
必要ありません。HPE OneView は、サーバーを管理するための独自の認証情報を使用して iLO の認証を
受けます。
ただし、CAC/スマートカード認証と CAC 厳密モードの両方を有効にした状態で iLO 5 を構成する場合、
HPE OneView は、それ自体のデジタル証明書を使用して iLO の認証を受けます。iLO が厳密モードの場
合にサーバーを正常にインポートして管理するには、アプライアンスの iLO と HPE OneView の両方に次
の構成が行われていることを確認します。
• HPE OneView および iLO に CA 証明済み証明書がセットアップされている。
• HPE OneView 証明書で、'Server Authentication'に加え、'Client Authentication'に Extended Key Usage
（EKU）が設定されている。
• CA ルート証明書と適切な証明書のチェーンが iLO トラストストアと HPE OneView トラストストア
内に設定されている。
• iLO でローカルユーザーアカウントが有効にされている場合は、以下の要件が満たされていることを確
認します。
◦ HPE OneView のアカウントは、完全な管理者権限を含め、iLO で作成されている。
◦ HPE OneView 証明書は iLO にインポートされ、この iLO ユーザーおよびアカウントにインポート
されていること。
注記: CA 署名済み証明書の代わりに HPE OneView の自己署名済み証明書を使用できること。
• iLO でローカルユーザーアカウントが無効にされており、ディレクトリ認証が iLO で構成されている場
合は、以下を確認します。
◦ ディレクトリサーバーで HPE OneView のユーザーアカウントが作成されている。
◦ アカウント名が、証明書の Subject Alternative Name (SAN) DNS Name=フィールドか、または
Subject CN=フィールドで指定されている名前と一致している。通常、このフィールドは、値とし
て HPE OneView アプライアンスのホスト名を取ります。
◦ ディレクトリで作成されたユーザーアカウントが、iLO で'管理者'特権を持っているディレクトリグ
ループに関連付けられている。
注記: 以上の構成は、CAC 厳密モードが有効になっている iLO ごとに手動で行う必要があります。

HPE Synergy 12GB SAS コネクションモジュール証明書
HPE Synergy 12GB SAS コネクションモジュールは、自己署名証明書のみを使用し、サポートします。
自己署名証明書は、以下のシナリオでアプライアンスのトラストストアに追加されます。
• 検出
• ファームウェアのアップデート（ファームウェアバージョンが 1.5.x.x より前のバージョンからアップ
デートされる場合）。
• アプライアンスのアップグレード（バージョンが HPE OneView 5.0 より前のバージョンからアップグ
レードされる場合）。
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1.5.x.x より前のファームウェアバージョンでは、この自己署名証明書はデフォルトで期限切れになってい
ます。証明書を修正するには、これらのデバイスのファームウェアをバージョン 1.5.x.x 以降にアップ
デートする必要があります。
重要: Hewlett Packard Enterprise では、ファームウェアがバージョン 1.5.xx にアップグレードされ
るまで、HPE Synergy 12GB SAS コネクションモジュールから期限切れの証明書を削除しないこと
をお勧めします。必要なバージョンにファームウェアをアップグレードする前に証明書を削除する
と、デバイスとの通信が失われます。デバイスの通信をリストアするには、SAS コネクションモ
ジュールを取り外して再度挿入してください。

証明書の検証の有効化と無効化
セキュリティ > 設定画面から証明書の検証を有効または無効にすることができます。
Hewlett Packard Enterprise は、証明書確認を無効にするのは、証明書確認が必要ないテスト環境の場合
だけにすることを推奨します。証明書確認を無効にしている場合は、ローカル ユーザー アカウントだけ
を使用し、エンタープライズディレクトリアカウントは使用しないでください。ディレクトリサーバーへ
の接続時に確認が実行されないため、ユーザーディレクトリの認証情報が危険にさらされる可能性があり
ます。証明書の検証を無効にすると、アプライアンスは MITM（中間者）セキュリティ攻撃を受けやすく
なります。そのため、証明書の検証オプションを使用する場合は細心の注意を払ってください。

証明書の更新
証明書が期限切れ、期限切れ間近であるか、失効した場合、アラートが設定 > アクティビティ画面に表
示されます。
アプライアンス証明書を更新する手順については、次のセクションで説明します。
• HPE OneView でアプライアンス自己署名証明書を更新する
• HPE OneView でルート証明書または中間証明書を更新する
デバイス証明書を更新する手順については、次のセクションで説明します。
デバイス証明書の更新

HPE OneView でアプライアンス自己署名証明書を更新する
手順に従って、期限より前にアプライアンスの自己署名証明書を更新します。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. HPE OneView アプライアンスコンソールにログインします。
2. 設定 > セキュリティに移動します。
3. アプライアンス証明書を再生成するには、アプライアンス自己署名証明書を作成をクリックします。
4. 証明書を検証するには、Web ブラウザーを使用して HPE OneView アプライアンスにログインします。
詳しくは、Web ブラウザーと HPE OneView 間の信頼の確立を参照してください。
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アプライアンスコンソールを使用してアプライアンスの自己署名証明書を表示するには、ハイパーバ
イザーのユーザーインターフェイスを使用します。

HPE OneView でルート証明書または中間証明書を更新する
手順に従って、有効期限が切れる前にルート証明書または中間証明書を更新します。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. ルート証明書または中間証明書を更新するには、アプライアンス自己署名証明書を更新するの手順に
従います。
2. CA 署名付きアプライアンス証明書を再インポートします。
アプライアンスコンソールを使用してアプライアンス証明書を表示するには、ハイパーバイザーユー
ザーインターフェイスを使用します。

デバイス証明書の更新
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者
手順
1. 期限切れ、期限切れ間近、または失効したデバイス証明書のエイリアス名をメモしておきます。
2. デバイス証明書を削除します。
3. 新しいデバイス証明書を追加します。
注記:
• メモしておいたエイリアス名を入力します。
• デバイスに CA 署名付き証明書がある場合、デバイス証明書を HPE OneView に追加する必要はあ
りません。署名 CA ルートまたは中間証明書のみを追加します。

詳細情報
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「証明書の削除」。
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「証明書の追加」。
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アプライアンスの管理
このパートの各章では、アプライアンスの管理をサポートするために HPE OneView の外部で実行される
タスクについて説明します。また、アプライアンスの管理とトラブルシューティングのためのベストプラ
クティスも記載されています。
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アプライアンスの管理
この章では、アプライアンスの管理をサポートするために HPE OneView の外部で実行されるタスクとア
プライアンスのリストア方法について説明します。アプライアンスを管理するために HPE OneView で
実行されるタスクについては、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。
• アプライアンスが予期しないシャットダウンを処理する方法
• アプライアンスのリストアについて
• アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス
• HPE OneView GUI を使用してバックアップファイルからアプライアンスをリストア
• アプライアンスのイメージを再構築するための USB フラッシュドライブの作成
• あらかじめロードされている USB ドライブを使用したアプライアンスのイメージ再構築

アプライアンスが予期しないシャットダウンを処理する方法
アプライアンスには予期しないシャットダウンに対処する機能があり、アプライアンスがオフラインの間
も管理対象のリソースは引き続き動作します。以下に例を示します。
• 自動バックアップのセットアップ
• 高可用性の利用
• 自動復旧のセットアップ
ダウンタイムを短縮するアプライアンスの高可用性やバックアップ機能を使用して、毎日、および大きな
構成変更を加えたときに、アプライアンスをバックアップすることをお勧めします。
アプライアンスのリカバリ操作
アプライアンスが再起動すると、次の操作が実行されます。
• 進行中だったタスクを検出し、それらのタスクを安全に再開できる場合はそうします。アプライアン
スがタスクを完了できない場合は、タスクが中断されたこと、またはほかの何らかのエラー状態にあ
ることが通知されます。
• 現在の環境とアプライアンスがシャットダウンしたときの環境の間にある相違の検出を試みてから、
検出された変更を使用してデータベースを更新します。
ユーザーがアプライアンスのデータが現在の環境と一致しないと判断する場合は、エンクロージャー
などの特定のリソースのデータを更新するようアプライアンスに要求できます。
管理対象リソースのファームウェアアップデート時のアプライアンス復旧
管理対象リソースのファームウェアアップデート時にアプライアンスがシャットダウンした場合は、アプ
ライアンスを再起動すると、失敗したアップデートが検出され、ファームウェアアップデートのタスクに
エラー状態のマークが付きます。このリソースのファームウェアをアップデートするには、ファームウェ
アアップデートタスクを開始し直す必要があります。
アプライアンスの再起動時にすること
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプでは、ユーザーインターフェイスまたは REST API を使用した
以下の操作に関する情報が提供されます。
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• クリティカルアラートまたは失敗したタスクを確認し、提供される解決策の手順に従う。
• 表示されるリソース情報が正しくない、または一貫していないと思われる場合は、手動でリソースを
更新する。
• サポートダンプを作成する（予期しないシャットダウンの場合におすすめします。サポート担当者が
問題のトラブルシューティングを行うのに役立ちます）。
• アプライアンスがシャットダウンしたときにファームウェアアップデートタスクが進行中だった場合
は、リソースのファームウェアをアップデートする。

アプライアンスのリストア
アプライアンスをバックアップファイルからリストアすると、ユーザー名とパスワード、監査ログ、暗号
化モードなど、すべての管理データとほとんどの構成設定が、バックアップファイルに保存されている
データおよび設定に置き換えられます。ただし、これにはアプライアンスのネットワーク設定（アプライ
アンスの IP アドレス、ホスト名、および DNS サーバー）は含まれません。
リストア操作中にはアプライアンスは動作せず、実行には数時間かかる場合があります。HPE OneView
で管理している構成が多くなるほど、リストアにかかる時間も長くなります。リストア操作を開始した後
は、取り消したり、元に戻したりすることができません。リストア操作の進行中、アプライアンスはログ
イン要求をブロックします。
リストア操作は致命的なエラーから復旧する場合に使う必要があり、他の方法で解決できるマイナーな問
題を修復する場合には必要ありません。
重要: バックアップファイルには、リストアするアプライアンスと同じバージョンの HPE OneView
が必要です。同じアプライアンスまたはアプライアンスの新規インストールにリストアできます。
バックアップファイルは、バックアップが作成された、同じフレームリンクトポロジでアプライアンスに
リストアする必要があります。デフォルトのバックアップファイル名の前に、アプライアンスのホスト名
を付けて、正しいバックアップファイルを識別できるようにします。
注記: アプライアンスをリストアすると、以前にメンテナンスモードだったサーバーまたはリソースのメ
ンテナンスモードが無効になります。
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リストア操作の実行中の 説明
アクション
リソースインベントリを
リストア操作の実行中、アプライアンスのファームウェアはリソースインベ
検証する
ントリ（エンクロージャー、サーバー、インターコネクト、スイッチ）を検
証し、バックアップファイル内のデータと管理対象環境の現在の状態を照合
します。管理対象環境の状態は、バックアップファイルを作成した時点の環
境の状態とは異なる可能性があります。リストア操作の終了後、アプライア
ンスは、自動的に解決できない不整合についてアラートで報告します。
エンクロージャーを再検
リストア操作中に、アプライアンスは各エンクロージャーまたはファブリッ
出して内容を検証する
クを再検出して内容を検証します。これは特に、アプライアンスが引き続き
エンクロージャーやファブリックの内容を獲得できること、そして HPE
OneView の特定のインスタンスがエンクロージャーのマネージャーである
ことを確認するために実行されます。
仮想 ID をクリアする

ネットワーク上の重複する識別子を避けるために、関連付けられたサーバー
プロファイルがバックアップ内にない場合は、アプライアンスによってサー
バーハードウェア構成がクリアされます。これらのサーバーには、たいてい
の場合、最後のバックアップが行われた後に割り当てられたプロファイルが
あります。
重要: リストア操作の実行中、アプライアンスは、バックアップファイ
ル内のデータと管理対象環境の現在の状態を照合します。一部の不整
合は、リストア操作では自動的に解決できません。アラートとして表
示されます。リストア操作後、アプライアンス管理者は手動で残りの
不整合を解決する必要があります。

また、UI を使用してバックアップファイルをアップロードし、そのファイルからアプライアンスをリスト
アすることができます。この目的で REST API を使用することもできます。
クラスター化されたアプライアンスについての留意事項
通常、リストア操作は、次の順序で進みます。
• バックアップファイルからアクティブアプライアンスがリストアされる。
• スタンバイアプライアンスがアクティブアプライアンスに加わり、クラスター化されたアプライアン
スが形成される。
• スタンバイアプライアンスのデータとリストアされたアクティブアプライアンスのデータが同期され
る。
重要: 以下のネットワーク設定はリストアされません。
• クラスター化されたアプライアンスのホスト名
• クラスター化されたアプライアンスの IP アドレス
• ゲートウェイ IP
• サブネットマスク
• DNS サーバーの IP アドレス
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注記: HPE Synergy コンポーザーおよびフレームリンクモジュールは、認証情報および獲得された管理 IP
アドレスとペアになっています。HPE Synergy コンポーザーがフレームリンクモジュールにアクセスし
て管理するには、認証情報が必要です。HPE Synergy コンポーザーとフレームリンクモジュールの両方が
工場出荷時の状態の場合、ハードウェアの初期検出時に同期が行われます。HPE Synergy コンポーザー
は、バックアップをリストアすることによってのみ、認証情報を復旧できます。
高可用時に HPE Synergy コンポーザーを交換する場合、障害があるクラスター化されたアプライアンス
の交換以外に必要な復旧手順はありません。
詳細情報
HPE OneView GUI を使用してバックアップファイルから HPE Synergy コンポーザーをリストア

サポートダンプファイル
サポートダンプには、ホスト名、IP アドレス、およびアプライアンスの監査ログのような、カスタマーの
個人データが含まれています。その他の指定をしない限り、サポートダンプファイル内のすべてのデータ
は、認定テクニカルサポート担当者だけがアクセスできるように暗号化されます。
サポートダンプファイルを暗号化しないよう選択できるのは、インフラストラクチャ管理者のみです。こ
のオプションは、社内に認定テクニカルサポート担当者がいる場合や、ご使用の環境で外部接続が禁止さ
れている場合に便利です。また、サポートダンプファイルの内容を検証して、環境で極秘と考えられる
データが含まれていないことを確認することもできます。
アドバンストオプションを使用して、サポートダンプの作成中にサポートダンプログの選択をカスタマイ
ズします。サポートダンプログの選択をカスタマイズすると、コレクションのサイズが小さくなり、その
結果、コレクションの作成とダウンロードにかかる時間を短縮できます。
注記: Hewlett Packard Enterprise では、認定テクニカルサポート担当者のサポートを利用して、サポート
ダンプログの選択をカスタマイズすることをお勧めします。
HPE Synergy コンポーザーのサポートダンプを作成して、分析のために認定テクニカルサポートに送信す
ることを勧めるエラーメッセージが表示される場合があります。サポートダンププロセスでは、以下の機
能が実行されます。
• 以前のサポートダンプファイルを削除する
• デバッグに必要なログやその他の情報を収集する
• 次の形式の名前が付いた圧縮ファイルを作成する
hostname-identifier—timestamp.sdmp
ここで、UI から作成されたサポートダンプファイルの場合、identifier は CI（アプライアンスサポート
ダンプを示す）と LE（論理エンクロージャーサポートダンプを示す）のいずれかです。
重要: アプライアンスがエラー状態のときは、アプライアンスエラー画面が表示されます。だれもが
暗号化サポートダンプファイルをその画面から、ログインや他の認証を必要とせずに作成できます。
サポートダンプファイルを作成すると、HPE Synergy コンポーザーにあるバックアップファイルが
削除されます。続行する前に、バックアップファイルを外部の場所に移動します。
サポートダンプファイルには次の内容が含まれます。
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• オペレーティングシステムログ
• 製品ログ
• 特定のオペレーティングシステムと製品関連のコマンドの結果
サポートダンプファイルに記録される項目は、UTC 時刻に従って記録されます。

アプライアンスの管理

201

アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス
項目

ベストプラクティス

はじめる前に

1. 使用しているパスワードをメモします。
アプライアンス上の現在のユーザーアカウントのリストを維持します。
ユーザー名とパスワードは、リストア操作によって、バックアップファイルの作成
時に有効であったものにリセットされます。
2. リリースノートを参照して、バックアップがリストアされる HPE OneView バー
ジョンと互換性があることを確認します。
3. バックアップを実施した同じアプライアンスにリストアする場合は、リストア操作
の前にサポートダンプを取得します。サポートダンプを取得すると、リストア操作
を行う前に存在していた可能性がある問題をサポート担当者がトラブルシューティ
ングする際に役立ちます。
注記: サポートダンプ操作時にバックアップは削除されるため、サポートダンプを
作成する前に、取得したバックアップをダウンロードしてください。サポートダン
プを作成すると、アップロードされたバックアップファイルも削除されます。
4. 既存の監査ログをダウンロードし、保管します。
リストア操作により、バックアップファイルから監査ログがリストアされて、既存
のログが上書きされます。
5. 自動的にスケジュールされたすべてのバックアップを停止します。
HPE OneView で自動バックアップが構成されている場合、アプライアンスのリスト
ア後にバックアップを再開します。
6. リストアするアプライアンスからバックアップファイルにアクセスできるようにし
ます。バックアップファイルを保管するためにエンタープライズバックアップ製品
を使用している場合は、バックアップ製品によって要求される手順に従ってリスト
ア操作の準備をしてください。
警告: リストアプロセス中に、アプライアンスに保存されている現在のバック
アップファイルは削除されます。将来のリストアのため、バックアップファイ
ルをダウンロードして、アプライアンス以外の安全な場所に保管してくださ
い。
7. バックアップファイルを作成した後でハードウェアをアプライアンスに追加した場
合、そのハードウェアはリストアプロセスの完了時にアプライアンスデータベース
に含まれません。そしてバックアップファイルからリストアすると、そのハード
ウェアをアプライアンスに追加してから、バックアップファイルの作成時とリスト
アプロセスの完了時の間に加えられたほかの構成変更（サーバープロファイルの割
り当てなど）を繰り返す必要があります。

ユーザーへの
通知

アプライアンスにログインしたすべてのユーザーがログアウトしていることを確認し
ます。リストア操作の開始時にログインしていたユーザーは自動的にログアウトされ
て、進行中だった作業はすべて失われます。リストア操作中、すべてのユーザーはログ
インできなくなります。
表は続く
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項目

ベストプラクティス

正しいバック
アップファイ
ルの使用

• アプライアンスをリストアするには、最新のバックアップファイルを使用してくだ
さい。バックアップファイルには、バックアップファイルが作成された後に行われ
た変更は含まれません。
HPE OneView アプライアンスにバックアップをアップロードします。メインメ
ニューから、設定 > バックアップ > アクション > バックアップからのリストアを選
択します。バックアップファイルをアップロードすると、アプライアンスにバック
アップのバージョンが表示されます。
• アプライアンスの IP アドレスが、リストア操作後にアプライアンスで使用したい IP
アドレスであることを確認します。アプライアンス IP アドレスは、バックアップ
ファイルからはリストアされません。
• リストアされるアプライアンスと、バックアップファイルを作成したアプライアン
スでアプライアンスファームウェアバージョンが同じであることを確認してくださ
い。同じでないとリストア操作は失敗します。
バックアップをリストアするには、プラットフォームタイプ、ハードウェアモデル、
アプライアンスのファームウェアのメジャーおよびマイナー番号が一致している必
要があります。リビジョン番号とビルド番号は一致しなくても構いません。アプラ
イアンスのファームウェアバージョンの形式は次のとおりです。
majornumber.minornumber.revisionnumber-buildnumber
バックアップファイルがアプライアンス上のファームウェアと互換性がない場合
は、アップロードの実行中にエラーが返り、リストア操作は停止します。ファーム
ウェアをアップデートするか、別のバックアップファイルを選択します。
• 新しいアプライアンスにバックアップをリストアする必要があり、かつ古いアプラ
イアンスがまだ機能している（ハードウェアが故障していない）場合、古いアプラ
イアンスを取り除きします。アプライアンスを取り除くことで、バックアップファ
イルが作成されたときに管理していたデバイスは確実に管理されなくなります。複
数のアプライアンスが同じデバイスを管理しようと試みると、重大なエラーが発生
する場合があります。
• リストアするものと異なるアプライアンスにバックアップファイルが作成されてい
る場合は、バックアップファイルが作成されたときに管理していたデバイスの管理
を停止するように、元のアプライアンスを再構成します。複数のアプライアンスが
同じデバイスを管理しようと試みると、重大なエラーが発生する場合があります。

ファームウェ
アバンドルの
アップロード

サーバープロファイル、エンクロージャー、および論理インターコネクトで使用される
ファームウェアバンドルをアップロードします。これらのリソースはバックアップ
ファイルの一部としては保存されていません。各プロファイルのファームウェアベー
スライン設定を参照して、必要なベースラインのファイル名を確認してください。

ベストプラクティス：HPE Synergy コンポーザーのインス
トールおよび構成上の注意
最適な結果を得るためには、次のようにします。
• フレームが正しくケーブル配線されていることを確認します。適切なケーブル配線により、Synergy
コンポーザー間の通信リンクの高い冗長性が確保されます。ケーブル配線について詳しくは、HPE
Synergy ケーブル配線ガイドを参照してください。
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コンポーザーを含む各フレームについては、コンポーザーと同じフレームおよびベイにあるフレーム
リンクモジュールの MGMT ポートを管理 LAN に接続します。
• Synergy コンポーザーを別々のフレームに取り付けておくことで、1 つのフレームに障害が発生した場
合、別のフレームの Synergy 管理アプライアンスがアクティブアプライアンスとして機能できるよう
にします。
重要: アクティブアプライアンスまたはスタンバイアプライアンスを格納するフレームで電源が
失われた場合、別のアプライアンスは Maintenance Console を介して手動でアクティブ化する必
要があります。
• アプライアンスを HPE Synergy フレームに取り付けて初めて電源を入れたら、HPE OneView のログ
インページが表示されるのを待ってから、アプライアンスのイメージの再構築を開始します。HPE
OneView のログインページが表示されるのを待つことで、アプライアンスのその後のイメージの再構
築に必要なイメージの再構築コードが正常にインストールされます。
この表に示すように、クラスターの編成は Synergy コンポーザーの数によって異なります。
Synergy コンポー 操作
ザーの数
1

クラスターは編成されません。HPE OneView は、高可用性を持たないスタンドアロ
ン Synergy 管理アプライアンスとして実行されます。

2

2 つの Synergy コンポーザーが同じモデルで、同じバージョンの HPE OneView を
実行し、電源が入っている場合、これらは自動的にアプライアンスクラスターを形
成します。
Synergy コンポーザーは、HPE OneView がハードウェアのセットアップ中にエンク
ロージャーを検出するとすぐにアプライアンスクラスターに加わります。ハード
ウェアのセットアップを開始するために使用されたアプライアンスがアクティブア
プライアンスになります。

3 つ以上

2 つの同じ Synergy コンポーザーは自動的にクラスターを形成し、残りの Synergy
コンポーザーは未使用となって、アプライアンス画面の未使用のアプライアンス
ハードウェアの下にリストされます。
クラスターメンバーの 1 つが取り外された場合、未使用の Synergy コンポーザーが、
同じモデルで、同じバージョンの HPE OneView を実行し、電源がオンになってい
れば、自動的にクラスターに加わります。

HPE OneView GUI を使用してバックアップファイルから
HPE Synergy コンポーザーをリストア
前提条件
バックアップファイルからアプライアンスをリストアすると、アプライアンス上のすべての管理データと
ほとんどの構成設定が置き換えられます。該当する場合は、解決していないデータを再入力するよう指示
されます。
注意: 新しいアプライアンスにバックアップをリストアする場合は、最初に古いアプライアンスを
シャットダウンして、両方のアプライアンスで環境が管理されないようにします。競合が発生し、
リストアしようと試みたアプライアンスはリストアされません。
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• 権限：インフラストラクチャ管理者またはソフトウェア管理者。
• バックアップファイルには、交換用のコンポーザーと同じバージョンの HPE OneView が必要です。
• アプライアンスをリストアするためのベストプラクティスがすべて完了している。
• 入力に使用できる元のネットワーク構成情報があること。
手順
1. 新規または交換用のアプライアンスに、HPE OneView をインストールします。
2. バックアップファイルが作成されたアプライアンスと同じネットワーク設定で新しいアプライアンス
を構成し、そのネットワークを使用して新しいアプライアンスにバックアップファイルをアップロー
ドします。詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「アプライアンスのネットワーク
設定の変更」を参照してください。
3. 新しいアプライアンスネットワークが構成されている場合は、以下のシナリオのいずれかに基づいて
リストア操作を続行します。
• 「シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始」。
• 「シナリオ：バックアップファイルを選択し、後でリストアを開始」。
詳細情報
• アプライアンスのリストア
• シナリオ：バックアップファイルを選択し、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプでリストア
をただちに開始。
• シナリオ：バックアップファイルを選択し、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプで後でリス
トアを開始。
• HPE Synergy 12000 フレームセットアップ/インストールガイド。

シナリオ：バックアップファイルを選択し、リストアをただちに開始
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者またはソフトウェア管理者。
• HPE OneView は、新規または交換用のアプライアンスにインストールされます。
手順
1. メインメニューで、設定を選択してからバックアップを選択します。
2. アクション > バックアップからのリストアを選択します。
ダイアログボックスが表示されます。
3. 画面に表示される通知を読んでから、バックアップを選択を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。
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• バックアップファイルを、表示されるテキストボックスにドラッグアンドドロップします。
• 一覧をクリックしてから、アップロードするバックアップファイルを選択します。
注記: すべてのブラウザーまたはブラウザーバージョンに、アプリケーションにファイルをドラッ
グアンドドロップする機能が備わっているわけではありません。
5. アップロードおよびリストアをクリックします。
リストアプロセスが完了するまで待ちます。ステータスページに進行状況が表示されます。
リストアプロセスが完了すると、リストアされたアプライアンスにログインできるログインページに
戻ります。
6. サーバープロファイル、エンクロージャー、および論理インターコネクトで使用されるファームウェ
アバンドルをアップロードします。これらはバックアップファイルの一部としては保存されていませ
ん。各プロファイルのファームウェアベースライン設定を参照して、必要なベースラインのファイル
名を確認してください。
7. アプライアンスにログインして、リストア操作で自動的に解決できない不整合を解決することにより、
リストア操作が成功したことを確認します。
次の手順：
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「リストア後の作業」。

アプライアンスのバックアップとリストア
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者。
• HPE OneView は、新規または交換用のアプライアンスにインストールされます。
手順
1.

メインメニューで、設定を選択してからバックアップを選択します。

2.

アクション > バックアップからのリストアを選択します。
ダイアログボックスが表示されます。

3.

画面に表示される通知を読んでから、バックアップを選択を選択します。

4.

以下のいずれかを実行します。
• バックアップファイルを、表示されるテキストボックスにドラッグします。
• 一覧をクリックしてから、アップロードするバックアップファイルを選択します。
注記: すべてのブラウザーまたはブラウザーバージョンに、アプリケーションにファイルをドラッ
グアンドドロップする機能が備わっているわけではありません。

5.

アップロードをクリックします。
アップロードプロセスが完了するまで待機します。進行状況バーが表示されます。ファイルのアッ
プロードが完了すると、ファイル名、作成日、およびバージョンが表示されます。
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6.

バックアップファイルからアプライアンスをリストアする準備ができたら、ダイアログボックスに戻
り、バックアップファイルが正しく、アップロードされていることを確認します。

7.

バックアップからのリストアを選択します。
蓄積データの保護オプションがはいに設定され、かつバックアップが取られたときに使用したキーと
アプライアンスの暗号化キー（AEK）が一致しない場合、リカバリ AEK の ID とともにエラーが表示
されます。バックアップ時に有効だった AEK のコピーを提供するように指示されます。表示された
リカバリキー ID を使用して、どのキーを提供するかを決定できます。
注記: 蓄積データの保護を無効にするときは、自分でバックアップを暗号化する必要があります。

8.

リストアをクリックします。
注記: リストアプロセス中にアプライアンスが再起動し、Maintenance Console にアクセスできなく
なることがあります。リストアプロセスの進行状況を監視するには、5 分後に Maintenance Console
に再接続します。
リストアプロセスが完了するまで待ちます。ステータスページに進行状況が表示されます。
リストアプロセスが完了すると、リストアされたアプライアンスにログインできるログインページに
戻ります。

9.

SPP ダウンロードページ https://www.hpe.com/servers/spp/download から最新の Service Pack
for ProLiant（SPP）をダウンロードします。Hewlett Packard Enterprise では、https://www.hpe.com/
downloads/synergy にある適切なソフトウェアリリースから HPE Synergy カスタム SPP を使用す
ることをお勧めします。

10. アプライアンスにログインして、リストア操作で自動的に解決できない不整合を解決することによ
り、リストア操作が成功したことを確認します。
次の手順：
リストア後の作業

リストア後の作業
リストア操作の実行中、アプライアンスは、バックアップファイル内のデータと管理対象環境の現在の状
態を照合します。バックアップファイルの作成後にサーバーを追加した場合など、リストア操作が自動的
に解決できない不整合がある場合があります。このようなサーバーのネットワーク構成は、リストア後の
アプライアンスには分からないことであり、結果として MAC アドレスと World Wide Name（WWN）が
重複する可能性があります。
リストア操作の完了後に、残りのアラートを手動で解決し、これらのサーバーを再度アプライアンスに追
加して、ID が重複するリスクをなくす必要があります。また、サーバープロファイルが強制的に割り当て
解除されている場合や、最初に構成を解除せずにハードウェアを強制的に取り外した場合は、ハードウェ
ア（サーバー、インターコネクト、およびエンクロージャー）の手動クリーンアップも実行する必要があ
ります。
手順
1. リストア操作の完了後に、選択したバックアップ以降に追加されたエンクロージャーまたはサーバー
ハードウェアを再追加します。
2. プロファイルがサーバーハードウェアと一致しないというアラートを表示するサーバープロファイル
の場合は、次のようにします。
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a. タイプが一致しないというエラーメッセージを表示するすべてのサーバープロファイルを特定しま
す。これらのサーバープロファイルと、割り当てられているサーバーハードウェアのリストを作成
します。
b. サーバーの電源をオフにしてから、すべてのサーバープロファイルの割り当てを個別に解除します。
サーバープロファイル画面から、アクション > 編集を選択し、次に、サーバーハードウェアのド
ロップダウンセレクターから未割当てを選択します。OK をクリックします。
c. アクション > 編集をもう一度選択してから、文書化されたすべてのプロファイルを、文書化された
サーバーハードウェアに再割り当てします。
3. ID の範囲に関するアラートの場合、ネットワーク管理者は、アドレスと識別子の範囲を調べ、必要に
応じてそれらを編集する必要があります。
4. 手順 1 で追加したエンクロージャー内のサーバー用のプロファイルを再作成します。

あらかじめロードされている USB ドライブを使用したアプラ
イアンスのイメージ再構築
重要: フレームを工場出荷時設定にリセットするべきですか?
Synergy コンポーザーを再イメージした後で HPE Synergy コンポーザーの設定をバックアップ
ファイルからリストアするとき、管理していたエンクロージャー用の管理構成がそのバックアップ
ファイルに含まれている場合、管理対象フレームを工場出荷時設定にリセットしてはなりません。
それ以外の場合は、コンポーザーによって管理されるフレームコンポーネントを工場出荷時設定に
リセットする必要があります。
すべてのフレームのコンポーネントをリセットする必要がある場合は、コンポーザーコンポーザー
のイメージを再構築しているときに、フレームリンクモジュールを工場出荷時設定にリセットしな
いように確認してください。コンポーザーのイメージ再構築後は、フレームリンクモジュールをリ
セットする必要があります。
前提条件
この手順を使用して、現在の構成に追加するか、不具合のあるコンポーザーを置き換える必要がある HPE
Synergy コンポーザーのイメージの再構築を行います。コンポーザーのイメージの再構築を行うことに
より、コンポーザーのファームウェアバージョンが、構成内の他のすべてのコンポーザーと確実に同じに
なります。
注意: この操作により、イメージが再構築された HPE Synergy コンポーザー上のデータが破壊され
ます。
• システムで、アプライアンスを取り外す準備ができている
• あらかじめロードされている USB フラッシュドライブ
• アプライアンスのフロントパネルへのアクセス
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手順
1.

フレーム内に 2 つの HPE Synergy コンポーザーアプライアンスが存在する場合は、イメージを再構
築するコンポーザーを識別します。

2.

コンポーザーが高可用性クラスターを形成する場合は、ピアアプライアンス（イメージを再構築しな
いもの）をスタンバイに移動し、スタンバイアプライアンスを物理的に削除します。
注記: 高可用性エラーのリカバリがイメージ再構築に影響しないようにするため、いずれかのクラス
ターアプライアンスを取り外します。

3.

再イメージする HPE Synergy コンポーザーの USB ポートに、プリロード済み USB フラッシュドラ
イブを挿入します。

1 USB ポート
4.

Hewlett Packard Enterprise では、再イメージおよび再起動の動作を監視するために、HPE Synergy
コンソールを使用することをお勧めします。
a. モニターケーブルをモニターポートに接続して、USB ケーブルを、次のいずれかの USB ポート
に接続します。
• フレームの前面にあるフロントパネルモジュール。
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• フレームの背面にある HPE Synergy フレームリンクモジュール

• HPE Synergy 4 ポートフレームリンクモジュールに接続された HPE Synergy 4 ポートフレー
ムリンクモジュールの USB アダプター。フレームリンクモジュールは、フレームリンクモ
ジュールベイに取り付ける必要があります。
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接続すると Synergy コンソールが表示されます。
5.

モニターケーブルを使用してモニターをフレームに接続します。

6.

USB キーボードおよびマウスをモニターの USB ポートに接続し、モニター USB を USB ケーブルで
フレームに接続します。
USB キーボードおよびマウスを、フレームに接続されている USB ハブに接続する方法もあります。

7.

アプライアンスサブメニューから監視する HPE Synergy コンポーザーを選択します。
シリアルコンソールウィンドウが開きます。

8.

Enter を押します。

9.

HPE Synergy アプライアンスのフロントパネルの Power/Reset LED インジケーターを見つけます。
2 つのコンポーザーアプライアンスが存在する場合は、イメージを再構築する方のインジケーターを
見つけます。

アプライアンスの管理

211

1 Power/Reset ボタン内のピンホール
10. アプリケーターまたはペーパークリップを使用して、Power/Reset ボタン内のピンホールを 10 秒以
上押します。
注記: このボタンを瞬間的に押すと、HPE Synergy コンポーザーが再起動しますが、再イメージは行
われません。
10 秒後にアクティブ LED が点滅を開始し、イメージ再構築のプロセスがトリガーされたことを示す
Power/Reset LED インジケーターがオレンジ色に変わります。
11. Active LED が点滅するのが見えたら、できるだけ早くピンホールボタンを離します。
接続されている場合、Synergy コンソールは進行状況メッセージを表示します。フロントパネルの
UID は、再イメージプロセス中ずっと青に点滅します。
再イメージ後、HPE Synergy コンポーザーが再起動し、プリロード済み USB ドライブ上のバージョ
ンにファームウェアがアップデートされ、HPE OneView が開始します。再イメージは約 90 分で完
了する必要があります。その時点で初期の HPE OneView ログイン画面が Synergy コンソールに表
示されます。
12. ☆☆ファームウェアのバージョン番号を調べて、HPE Synergy コンポーザーのイメージが再構築さ
れたことを確認します。バージョン番号は、設定 > アプライアンス画面で確認するか、Maintenance
Console の View details コマンドを使用して確認できます。
13. オプション。あらかじめロードされた USB フラッシュドライブを取り外し、将来使用するために保
存します。
14. HPE OneView GUI またはアプライアンスの Maintenance Console を使用して、HPE Synergy コン
ポーザーをバックアップファイルからリストアします。
詳細情報
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• アプライアンス Maintenance Console を使用して、HPE Synergy コンポーザーをバックアップファ
イルからリストア
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「フレームリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセッ
トについて」。
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「アプライアンスクラスターからの HPE Synergy コン
ポーザーの取り外し」。

iLO を介した HPE Synergy コンポーザー 2 へのリモートアク
セス
リモートアクセス用の HPE Synergy コンポーザー 2 は、内蔵管理プロセッサー（iLO）を介して構成でき
ます。この構成では、コンポーザー 2 をリモートで管理したり、これまでデータセンターでコンポーザー
コンソールにローカルでアクセスする必要があった特定のコンポーザー 2 の管理操作を実行したりでき
ます。
コンポーザー 2 にリモートアクセスすると、iLO が構成されます。
• iLO 内蔵リモートコンソール（iLO IRC）を使用して、コンポーザー 2 の物理コンソールにアクセスで
きます。物理コンソールは、HPE OneView Maintenance Console へのアクセスを提供します。コン
ポーザー 2 iLO は独立した IP アドレスを持っており、コンポーザー 2 が使用できない場合でもアクセ
ス可能です。
• iLO を介して仮想 USB ドライブをコンポーザー 2 にマウントし、アプライアンスに物理的にアクセス
することなく、サポートダンプの再イメージ、リストア、バックアップ、作成など、重要な操作を実
行できます。
• アプライアンスの電源をオフまたはオフにすることができます。

リモートアクセス用のコンポーザー 2 iLO の構成
リモートアクセス用の HPE Synergy コンポーザー 2 の iLO は、設定 > アプライアンス画面で構成できま
す。スタンバイまたはスタンドアロンコンポーザー 2 ノードを含め、HPE OneView によって管理される
エンクロージャー内に存在するすべてのコンポーザー 2 ノードを構成できます。
コンポーザー 2 iLO 設定
HPE OneView でコンポーザー 2 iLO に構成できる設定を以下に示します。
• コンポーザー 2 iLO にログインするために必要な iLO ユーザーアカウントとパスワード。
• 外部ブラウザーからコンポーザー 2 iLO にアクセスできるネットワークパラメーター。ネットワーク
パラメーターには、iLO のホスト名、iLO の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、および
DNS サーバー名が含まれます。IPv4 および IPv6 アドレスの両方がサポートされます。
要件
• 単一の iLO ユーザーアカウントがサポートされている。ユーザーアカウントを作成すると、既存の
ユーザーアカウントが置き換えられます。
• iLO のユーザー名を「Administrator」にしたり「 _ 」で始めたりすることはできない。
• iLO ユーザーアカウントには、ユーザーが制限された iLO 操作セットを実行できるようにする事前定義
された特権セットが割り当てられています。具体的には、iLO アカウントには電源を制御し、iLO 内蔵
リモートコンソール（iLO IRC）を使用して、iLO 仮想メディアを使用する権限があります。
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注記: iLO .NET IRC または iLO Java IRC を使用します。このドキュメントの執筆時点で、iLO HTML5
IRC は仮想メディア機能をサポートしていません。

詳細情報
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「HPE Synergy コンポーザー 2 のリモートアクセス用の iLO
ユーザーの作成」。

iLO 内蔵リモートコンソールを介してコンポーザー 2 でサポートされる操作
HPE Synergy コンポーザー 2 iLO 内蔵リモートコンソール（iLO IRC）を使用すると、以下の操作を実行
できます。
• グラフィカルコンソールまたはコンポーザー 2 Maintenance Console を切り替えます。デフォルトで
は、コンポーザー 2 コンソールにはグラフィカルブラウザーインターフェイスが表示されます。Ctrl
+Alt+F1 と Ctrl+Alt+F2 を使用して、グラフィカルインターフェイスと Maintenance Console を切り
替えます。
• 初期セットアップの場合、ハードウェアの検出プロセスが開始する前に、アプライアンスのネットワー
クを構成することをお勧めします。
• iLO リモートコンソールの内蔵電源制御オプションを使用して、アプライアンスの電源をオン/オフに
します。
• コンポーザー 2 iLO 仮想メディア機能を使用して、ローカルワークステーションの USB ドライブをコ
ンポーザー 2 の仮想 USB ドライブとしてマウントします。
USB ドライブを仮想的にマウントすると、次のことが可能になります。
◦ 仮想 USB ドライブの DD イメージからコンポーザー 2 を再イメージします。
◦ 仮想 USB ドライブにサポートダンプファイルを作成します。
注記: 仮想 USB ドライブとローカル USB ドライブの両方がコンポーザー 2 に接続されている場
合、デフォルトにより仮想 USB ドライブが選択されています。コンポーザー 2 に接続されている
USB ドライブを選択するには、仮想 USB ドライブをアンマウントします。iLO IRC で、仮想ドラ
イブを選択し、仮想ドライブの選択をクリアして仮想 USB ドライブをアンマウントします。
HPE OneView の Maintenance Console から仮想 USB ドライブをアンマウントすることもできま
す。
◦ 仮想 USB ドライブのバックアップイメージからコンポーザー 2 のイメージをリストアします。

詳細情報
アプライアンスの Maintenance Console へのアクセス

HPE Synergy コンポーザー 2 iLO の設定
HPE Synergy コンポーザー 2 を iLO リモートアクセス向けに構成している間、HPE OneView は、コン
ポーザー 2 の iLO 設定とシリアル番号を保存します。設定を保存することで、以下のシナリオでアプライ
アンスへの中断のないリモートアクセスが可能になります。
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• HPE OneView バックアップからのコンポーザー 2 アプライアンスのリストア中。
• エンクロージャからコンポーザー 2 アプライアンスを取り外して再挿入した後。
• システムボードの交換などのサービス修理の後。
• 工場出荷時設定へのリセットの後。
• iLO を使用して実行されるイメージの再構築中。
HPE OneView では、以下のシナリオで iLO パスワードをアップデートする必要があります。
• コンポーザー 2 のイメージの再構築の後。
• コンポーザー 2 を iLO リモートアクセス向けに構成した後に、アプライアンスを別のエンクロー
ジャーに移動した場合。

iLO 内蔵リモートコンソールを介してコンポーザー 2 にアクセスする
この手順では、HPE Synergy コンポーザー 2 iLO にログインして、iLO 内蔵リモートコンソール（iLO
IRC）を起動する方法について説明します。
前提条件
• ユーザーアカウントは HPE Synergy コンポーザー 2 iLO にアクセスするようセットアップされます。
• iLO .NET IRC を使用する場合、HTTP プロトコルとポート 80 が、システムの Web ブラウザー（コン
ポーザー 2 iLO に対して iLO IRC を起動する場所から）とコンポーザー 2 iLO の間のファイアウォール
（ある場合）で有効になります。
手順
1. ブラウザーを使用してコンポーザー 2 iLO にログインします。
2. iLO IRC を起動してコンポーザー 2 にアクセスします。
グラフィカルコンソールまたはコンポーザー 2 Maintenance Console を切り替えます。デフォルトで
は、コンポーザー 2 コンソールにはグラフィカルブラウザーインターフェイスが表示されます。Ctrl
+Alt+F1 と Ctrl+Alt+F2 を使用して、グラフィカルインターフェイスと Maintenance Console を切り
替えます。

Composer2 用の iLO 内蔵リモートコンソールを使用した初期セットアップ
この手順では、iLO 内蔵リモートコンソール（iLO IRC）を使用して HPE Synergy コンポーザー 2 の初期
セットアップ（FTS）を実行する方法について説明します。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者
• ユーザーアカウントは HPE Synergy コンポーザー 2 iLO にアクセスするようセットアップされます。
• iLO .NET IRC を使用する場合、HTTP プロトコルとポート 80 が、システムの Web ブラウザー（コン
ポーザー 2 iLO に対して iLO IRC を起動する場所から）とコンポーザー 2 iLO の間のファイアウォール
（ある場合）で有効になります。
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手順
1. ブラウザーを使用してコンポーザー 2 iLO にログインします。
2. iLO IRC を起動して、コンポーザー 2 にアクセスします。
グラフィカルコンソールまたはコンポーザー 2 Maintenance Console を切り替えます。デフォルトで
は、コンポーザー 2 コンソールにはグラフィカルブラウザーインターフェイスが表示されます。Ctrl
+Alt+F1 と Ctrl+Alt+F2 を使用して、グラフィカルインターフェイスと Maintenance Console を切り
替えます。
3. HPE OneView の UI に切り替え、管理者としてログインします。
4. ハードウェアセットアップをクリックします。
5. ネットワーク設定を適用します。
ネットワーク設定がコンポーザー 2 に適用されたら、外部ブラウザーを介してコンポーザー 2 にアクセス
できます。

仮想 USB ドライブを HPE Synergy コンポーザー 2 にマウントする
この手順では、iLO 内蔵リモートコンソール（iLO IRC）を使用して、仮想 USB ドライブを HPE Synergy
コンポーザー 2 にマウントする方法について説明します。
重要な情報
USB ドライブを挿入すると、iLO IRC では、仮想ドライブタブのドロップダウンメニューに新しいデバイ
スが表示されます。新しいデバイスが表示されない場合は、iLO が USB ドライブを検出していないか、
USB ドライブが正しく挿入されていません。結果として、USB ドライブは自動的にマウントされなくな
ります。
USB ドライブを再挿入するか、USB ドライブのポートを変更するか、新しい USB ドライブを挿入するこ
とができます。
前提条件
• ユーザーアカウントは HPE Synergy コンポーザー 2 iLO にアクセスするようセットアップされます。
• iLO .NET IRC を使用する場合、HTTP プロトコルとポート 80 が、システムの Web ブラウザー（コン
ポーザー 2 iLO に対して iLO IRC を起動する場所から）とコンポーザー 2 iLO の間のファイアウォール
（ある場合）で有効になります。
• NTFS（サポートダンプ用）または FAT32（イメージの再構築用）ファイルシステムでフォーマットさ
れたパーティションが 1 つだけある USB 2.0 または 3.0 ドライブを使用してください。必要に応じ
て、コンピューターを使用して USB ドライブをフォーマットしてください。USB ドライブには、サ
ポートダンプファイルを保存するために十分な空き容量（通常、1～4 GB）が必要です。最大 16 GB
の容量の USB ドライブがサポートされています。
手順
1. USB ドライブをラップトップに挿入します。
2. ブラウザーを使用してコンポーザー 2 iLO にログインします。
3. iLO IRC を起動します。
4. 仮想ドライブを選択し、マウントする USB ドライブを選択します。
仮想 USB ドライブはアプライアンスにマウントされます。
詳細情報
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• サポートダンプを作成し、iLO 内蔵リモートコンソールを介して仮想 USB ドライブに書き込む
• iLO 内蔵リモートコンソールを使用した HPE Synergy コンポーザー 2 の再イメージ
• iLO 内蔵リモートコンソールを使用したアプライアンスのリストア

iLO 内蔵リモートコンソールを使用した HPE Synergy コンポーザー 2 の再イ
メージ
この手順では、iLO 内蔵リモートコンソール（iLO IRC）を使用して HPE Synergy コンポーザー 2 を再イ
メージする方法について説明します。
重要な情報
• 仮想 USB ドライブからの再イメージプロセスは、コンポーザー 2 に直接接続されている USB ドライ
ブからの再イメージより、時間がかかる場合があります。
再イメージプロセスには、1.5 時間から最大 3 時間かかります。処理時間は、リモートインストールが
実行されているシステム（USB が挿入されているノートパソコンまたはデスクトップ）とデータセン
ターのコンポーザー 2 間のネットワーク速度によって異なります。
• DD イメージのインストールの進行状況について、コンポーザー 2 に接続されている iLO IRC を監視す
ることができます。iLO IRC では、短い間隔で次のメッセージが表示され再イメージが進行中であるこ
とを示します。
Booting 'Intelligent Provisioning'
Loading kernel ...
Loading rardisk ...
Verifying appliance signature for re-image content - this can take time.
Re-image of appliance from USB - this process can take up to 10 minutes.
Re-image of appliance still in progress.
• iLO IRC では、次のメッセージを含むログイン画面が表示されることにより、再イメージが成功したこ
とを示します。
This management appliance is a company owned asset and provided for the exclusive use of authorized
personnel. Unauthorized use or abuse of this system may lead to corrective action including termination, civil
and/orcriminal penalties.
ci-9488270e680 login: r_

前提条件
• ユーザーアカウントは HPE Synergy コンポーザー 2 iLO にアクセスするようセットアップされます。
• 次の USB のいずれかのバージョン：
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0 と USB 3.0 の両方がサポートされています。パフォーマンスを向上させるには、Hewlett
Packard Enterprise では、USB 3.0 を使用することをお勧めします。
• iLO .NET IRC を使用する場合、HTTP プロトコルとポート 80 が、システムの Web ブラウザー（コン
ポーザー 2 iLO に対して iLO IRC を起動する場所から）とコンポーザー 2 iLO の間のファイアウォール
（ある場合）で有効になります。
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手順
1. USB ドライブをラップトップに挿入します。
2. DD イメージをダウンロードして USB ドライブに解凍します。
3. iLO IRC を起動します。
4. 仮想 USB ドライブをコンポーザー 2 にマウントします。
5. 情報 > 診断を選択します。
6. 再イメージをクリックします。
注意:
• 再イメージの進行中は、仮想 USB ドライブをアンマウントしたり、iLO からログアウトした
りしないでください。
• 再イメージプロセス中にエラーが発生すると、コンポーザー 2 の電源がオフになります。コ
ンソールにはエラーメッセージは表示されません。
• ファームウェアのアップグレード中に、リモートコンソールセッションが閉じられ、次のメッ
セージが表示されます。
Session closed due to Firmware Upgrade.

再イメージが成功すると、ログイン画面が表示されます。
詳細情報
仮想 USB ドライブを HPE Synergy コンポーザー 2 にマウントする

サポートダンプを作成し、iLO 内蔵リモートコンソールを介して仮想 USB ドラ
イブに書き込む
この手順では、サポートダンプファイルを作成し、そのダンプファイルを iLO 内蔵リモートコンソール
（iLO IRC）を使用して仮想 USB ドライブに書き込む方法について説明します。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者
• ユーザーアカウントは HPE Synergy コンポーザー 2 iLO にアクセスするようセットアップされます。
• バックアップファイルを現在作成中でないことを確認してください。バックアップが進行中である場
合、サポートダンプを作成すると、バックアップの操作は停止され、バックアップファイルは上書き
されます。
• iLO .NET IRC を使用する場合、HTTP プロトコルとポート 80 が、システムの Web ブラウザー（コン
ポーザー 2 iLO に対して iLO IRC を起動する場所から）とコンポーザー 2 iLO の間のファイアウォール
（ある場合）で有効になります。
手順
1. USB ドライブをラップトップに挿入します。
2. ブラウザーを使用してコンポーザー 2 の iLO にアクセスします。
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3. iLO IRC を起動します。
4. 仮想 USB ドライブをコンポーザー 2 にマウントします。
5. Maintenance Console または HPE OneView UI にログインします。
6. サポートダンプファイルを作成します。
サポートダンプファイルが仮想 USB ドライブにダウンロードされます。
7. サポートダンプファイルがダウンロードされ、サポートダンプが正常に作成されて、USB ドライブを
取り外しても安全であることを示すメッセージが画面に表示されるまで待ちます。
8. 仮想ドライブを選択し、仮想ドライブの選択をクリアして仮想 USB ドライブをアンマウントします。
9. USB ドライブの内容を調べることで、サポートダンプファイルが保存されたことを確認します。

iLO 内蔵リモートコンソールを使用したアプライアンスのリストア
この手順では、iLO 内蔵リモートコンソール（iLO IRC）を使用して HPE Synergy コンポーザー 2 をリス
トアする方法について説明します。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者
• ユーザーアカウントは HPE Synergy コンポーザー 2 iLO にアクセスするようセットアップされます。
• iLO .NET IRC を使用する場合、HTTP プロトコルとポート 80 が、システムの Web ブラウザー（コン
ポーザー 2 iLO に対して iLO IRC を起動する場所から）とコンポーザー 2 iLO の間のファイアウォール
（ある場合）で有効になります。
手順
1. バックアップファイルを含む USB ドライブをノートパソコンに挿入します。
2. ブラウザーを使用してコンポーザー 2 の iLO にアクセスします。
3. iLO IRC を起動します。
4. 仮想 USB ドライブをコンポーザー 2 にマウントします。
5. HPE OneView Maintenance Console にログインします。
6. Restore from backup を選択します。USB の内容が表示されます。選択するバックアップファイル
を選択します。
7. リストアが完了したら、仮想ドライブを選択し、仮想ドライブの選択をクリアして仮想 USB ドライブ
をアンマウントします。
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詳細情報
仮想 USB ドライブを HPE Synergy コンポーザー 2 にマウントする

アプライアンスのイメージを再構築するための USB フラッ
シュドライブの作成
前提条件
重要: 現在インストールされている HPE OneView のバージョンと一致する USB フラッシュドライ
ブを常に保持するために、アプライアンスファームウェアのアップデート後すぐに USB フラッシュ
ドライブを作成することをお勧めします。
複数のバージョンの HPE OneView がある環境では、バージョンごとに 1 つずつ別の USB ドライブ
を作成します。
• Linux または Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行しているコンピューター
• 4 GB またはそれ以上のメモリを搭載した USB フラッシュドライブ
• インターネット接続
手順
1. アプライアンスイメージのバージョンを識別します。
HPE OneView の設定画面のアプライアンスパネルで、ファームウェアバージョンを表示します。
表示されているファームウェアバージョンは、ステップ 5 でダウンロードして USB ドライブに含める
イメージのバージョンです。
2. コンピューターの USB ポートに USB フラッシュドライブを挿入します。
3. 必要な場合は、十分な空きディスク容量を確保するために不要なパーティションを削除します。
4. 次のガイドラインを使用して、1 つの FAT32 パーティションまたは W95 FAT32 用に USB フラッシュ
ドライブをフォーマットします。
• Linux オペレーティングシステムの場合は、/sbin/fdisk /dev/sdx を使用します。ここで x
は、使用される USB ポートのドライブ番号です。
• Windows オペレーティングシステムの場合は、コンピューターウィンドウで USB のアイコンを右
クリックしてフォーマットを選択します。
注記: USB フラッシュドライブをフォーマットする手順については、オペレーティングシステムの
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。
• USB ドライブにラベルを指定します。任意の名前を指定できますが、予約されている名前である
EMBEDDED を除きます。ラベルの一部として日付を使用することを検討してください。
• プライマリパーティションを 1 つだけ作成します。必要な場合は、既存のパーティションを削除し
ます。
• 要求された場合は、以下のパラメーターを指定します。
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◦ 容量：最大値
◦ アロケーションユニットサイズ：4096 バイト
◦ 最初と最後のブロック：デフォルト値
5. 次の Web サイトから圧縮されたイメージ（.zip ファイル）をダウンロードします。
https://www.hpe.com/downloads/Synergy
6. 圧縮されたイメージを解凍します。
7. 圧縮されたイメージの内容を USB フラッシュドライブにコピーします。
重要: ファイルの名前は変更しないでください。
8. オプション。USB フラッシュドライブを取り外し、将来使用するために保存します。
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アプライアンス Maintenance Console
• アプライアンスの Maintenance Console について
• アプライアンスの Maintenance Console へのアクセス
• 工場出荷時設定へのリセット操作
• アプライアンスの Maintenance Console パスワードについて
• HPE Synergy コンポーザーの回復について
• 高可用性がない場合に手動で HPE Synergy コンポーザーをアクティブ化
• アプライアンス Maintenance Console からアプライアンスネットワークを構成
• アプライアンスの Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成する
• アプライアンスの Maintenance Console へのログイン
• アプライアンスの Maintenance Console のメインメニュー画面の詳細
• アプライアンスの Maintenance Console の詳細画面の詳細
• アプライアンスの Maintenance Console でのアプライアンスの状態
• アプライアンスの Maintenance Console を使用して工場出荷時設定へのリセットを実行
• HPE Synergy コンポーザーの回復
• アプライアンスの Maintenance Console を使用した管理者パスワードのリセット
• アプライアンスの Maintenance Console のパスワードをリセット
• アプライアンスの Maintenance Console を使用したアプライアンスの再起動
• アプライアンス Maintenance Console を使用して、HPE Synergy コンポーザーをバックアップファ
イルからリストア
• アプライアンスの Maintenance Console を使用したアプライアンスのシャットダウン
• アプライアンスの Maintenance Console からの CPLD ファームウェアのアップデート
• アプライアンスの詳細の表示

アプライアンスの Maintenance Console について
例に示すように、アプライアンスの Maintenance Console では、アプライアンスの特定の管理コマンドを
利用できます。
HPE OneView UI を使用できない場合、アプライアンスの Maintenance Console は、アプライアンスの問
題のトラブルシューティングのための重要なツールです。
アプライアンスの Maintenance Console は、メンテナンス IP アドレスが構成されている場合、前面パネ
ルコンソールまたは SSH セッションから、常に使用可能です。
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多くのアプライアンスの Maintenance Console 画面では、左上にローカルアプライアンスが場所（エンク
ロージャー識別子およびアプライアンスベイ番号）またはホスト名で示されます。
アプライアンスの Maintenance Console には、アプライアンスの状態に関するアイコンおよびメッセージ
が表示されます。以下のようなアクションが示されます。
• 通常動作中。
• アプライアンスはオフライン。
• アプライアンスはアップデート中。
◦ アプライアンスは CPLD ファームウェアのアップデートのために再起動中。
• アプライアンスはクラスター内の他のアプライアンスと同期中。
• アプライアンスは起動中、シャットダウン中、再起動中、または一時的に使用不可。
• アプライアンスはバックアップファイルからリストア中。
• アプライアンスは工場出荷時デフォルト設定にリセット中。
コマンド
メインメニューの本体には、次の操作に使用できるコマンドが含まれます。
• アプライアンスの詳細を表示する。
• ローカルアプライアンスを再起動する。
• アプライアンスをシャットダウンする。
• CPLD ファームウェアをアップデートする。CPLD ファームウェアのアップデートについて詳しくは、
アプライアンスの Maintenance Console からの CPLD ファームウェアのアップデートを参照してく
ださい。
• オフラインのアプライアンスをアクティブにする。
• 管理者パスワードをリセットする。
• アプライアンスを工場出荷時設定へリセットする。
• サービスコンソールを起動する。このコンソールは、認定テクニカルサポート担当者が問題の診断や
修正に使用できます。
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• サポートダンプを作成、または（アプライアンスの USB ポートに接続されている）USB ストレージデ
バイスに既存のサポートダンプをダウンロードする。
• アプライアンスネットワークを構成する。
• バックアップファイルから HPE Synergy コンポーザーをリストアする。
• Maintenance Console からログアウトする。
コンソール（モニター、キーボード、およびマウス）を削除する前にログアウトしたことを確認しま
す。そうしないと、アプライアンスの Maintenance Console は、次回コンソールを接続し、Enter キー
を押すと、Shut down のようなコマンドを実行する準備ができている状態のままになってしまいます。
• 次のシナリオのいずれかで E 選択してください。
◦ アプライアンス暗号化キーエラー状態になったアプライアンスを回復させるため。
◦ アプライアンスが iLO と通信できないときに、[蓄積データの保護]オプションを無効にするため。
[蓄積データの保護]オプションが有効にされた HPE OneView には、[E]アプライアンス暗号化キーの管
理オプションがデフォルトで組み込まれています。
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプで、
「アプライアンスの問題のトラブルシューティング」ト
ピックを参照して、これの問題とその解決策の詳細を確認してください。
注記: アプライアンスの Maintenance Console で表示されるコマンドは、アプライアンスの現在の状態と
アプライアンスの Maintenance Console のアクセス方法によって異なります。

操作
• アプライアンスの Maintenance Console の画面内を移動するには、タブキーと矢印キーを使用します。
• コマンドは、対応するホットキーとともに表示されます。これらのキーは、アプライアンスの
Maintenance Console のメインメニューの例画面で大カッコに囲まれて表示されます。ホットキー
を押すと、コマンドが選択されます。
• Enter キーを使用して選択を起動できます。つまり、選択した後に Enter キーを押すと、コマンドが実
行されます。
詳細情報
• アプライアンスの Maintenance Console へのアクセス
• アプライアンスの Maintenance Console へのログイン
• アプライアンスの詳細の表示

アプライアンスの Maintenance Console へのアクセス
次のオプションのいずれかを使用してアプライアンスの Maintenance Console にアクセスします。
注記: 認証情報を求めるプロンプトが表示されたら、インフラストラクチャ管理者の役割を持つローカル
ユーザーの認証情報を使用します。アプライアンスの Maintenance Console を使用した管理者パスワー
ドのリセットを行うことができます。
• SSH 接続からアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス。
•
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• キーボード、ビデオモニター、マウスを使用したアプライアンスの Maintenance Console へのアクセ
ス。
• ノートブックまたはラップトップを通じたアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス。

ノートブックまたはラップトップを通じたアプライアンスの Maintenance
Console へのアクセス
前提条件
• フレームに物理的にアクセスできること
• ノートブックコンピューターのイーサーネットポートを DHCP 用に構成して、自動ネゴシエーション
を有効にしている
• 1 本の CAT5 ケーブル
手順
1. CAT5 ケーブルをノートブックコンピューター上のイーサーネットポートに接続します。
2. CAT5 ケーブルをフレームの前面および前面パネルモジュールのノートブックポートに接続します（図
を参照）。

3. ノートブックコンピューターで、VNC クライアントアプリケーションを起動して HPE Synergy コン
ソールに接続します。
VNC クライアントによってメッセージが表示されたら、接続に使用する HPE Synergy フレームの IP
アドレス（ポート 5900 を含む）、192.168.10.1 を入力します。
4. HPE Synergy コンソールが、VNC クライアント接続で使用できるようになりました。
5. アプライアンスの Maintenance Console へのログインを行って、アプライアンスの Maintenance
Console にアクセスします。
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SSH 接続からアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス
注記: SSH 接続を通じてアプライアンスの Maintenance Console へアクセスする場合、これらのツールの
使用をお勧めします。
• PuTTY
• MTPuTTY

手順
1. 推奨されるツールのいずれかをローカルコンピューターで実行します。
2. アプライアンスにアクセスするには、その完全修飾ドメイン名または IP アドレスを指定します。
3. ログインプロンプトでユーザー名 maintenance を入力します。
4. アプライアンスの Maintenance Console へのログイン。

キーボード、ビデオモニター、マウスを使用したアプライアンスの Maintenance
Console へのアクセス
この手順では、内蔵 USB ハブを使用してキーボードとマウスをモニターに接続する方法を説明します。
スタンドアロンの USB ハブを使用しても、キーボードおよびマウスを接続することができます。
前提条件
フレームリンクモジュールは、フレームリンクモジュールベイに取り付けます。
手順
1. モニターケーブルをモニターポートに接続して、USB ケーブルを、次のいずれかの USB ポートに接続
します。
• フレームの前面にあるフロントパネルモジュール。

• フレームの背面にある HPE Synergy フレームリンクモジュール

アプライアンス Maintenance Console

226

• HPE Synergy 4 ポートフレームリンクモジュールに接続された HPE Synergy 4 ポートフレームリ
ンクモジュールの USB アダプター。

接続すると Synergy コンソールが表示されます。
2. モニターケーブルを使用してモニターをフレームに接続します。
3. USB キーボードおよびマウスをモニターの USB ポートに接続し、モニター USB を USB ケーブルで
フレームに接続します。
USB キーボードおよびマウスを、フレームに接続されている USB ハブに接続する方法もあります。
4. HPE Synergy コンソールで、アクション > シリアルコンソール > アプライアンスを選択し、アクセス
先のアプライアンスを選択します。
5. ログインプロンプトでユーザー名として maintenance を入力します。
6. アプライアンスの Maintenance Console にアクセスするには、Maintenance Console にログインしま
す。
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アプライアンスの Maintenance Console へのログイン
アプライアンスコンソールにアクセスすると、ログイン画面、またはアプライアンスの Maintenance
Console のメインメニューのいずれかが表示されます。
手順
1. アプライアンスコンソールからアクセスすると、アプライアンスの Maintenance Console のメインメ
ニューがすぐに表示されます。
最初のコマンドを入力すると、そのコマンドが実行される前に、ログイン画面が表示されます。
注記: パスワードのリセットオプションには、チャレンジ/レスポンス認証が必要です。
2. SSH 経由のアクセスでは、すぐにログイン画面が表示されます。
3. このアプライアンスのローカルインフラストラクチャ管理者アカウントのユーザー名とパスワードを
入力します。
注記: 認証ディレクトリサービスによって認証されたインフラストラクチャ管理者アカウントを使用
してログインすることはできません。
アプライアンスの Maintenance Console のログインの有効期間は 1 時間です。非アクティブ状態で 1
時間経過すると、パスワードを再入力する必要があります。非アクティブ状態で 24 時間経過すると、
アプライアンスの Maintenance Console のセッションが閉じます。

アプライアンスの Maintenance Console パスワードについて
アプライアンスの Maintenance Console には、初期パスワードがありません。設定するには、アプライア
ンスの Maintenance Console のパスワードをリセットを参照してください。
アプライアンスの Maintenance Console パスワードは、以下の最小要件を満たす必要があります。
• 14 文字の長さ
• 1 文字以上の大文字英字
• 1 文字以上の小文字英字
• 1 文字以上の数字
• 1 文字以上の特殊文字
HPE OneView メンテナンスアカウント用に設定されているパスワードは、フレームリンクモジュール
（FLM）用のサービスアクセスパスワードを設定するためにも使用されます。パスワードを設定したり、
エンクロージャーを更新したりすると、メンテナンスアカウントのパスワードとサービスコンソールアク
セスの状態が、リング内のすべてのローカルおよびリモート FLM に伝達されます。
バックアップ操作では、アプライアンスの Maintenance Console パスワードはバックアップされません。
アプライアンスの Maintenance Console のパスワードを他の方法で記憶または取得できるようにしてく
ださい。また、アップグレード後は Maintenance Console のパスワードの同期が取れていません。HPE
OneView にアップグレードしたら、パスワードを設定または変更して、FLM に伝達する必要があります。
重要: アプライアンスの Maintenance Console パスワードのリセットは、アプライアンスを元の工場
出荷時設定にリセットすることによってのみ可能であり、これによりパスワードが無い状態になり
ます。
アプライアンスクラスターについての留意事項
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• アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスで、アプライアンスの Maintenance Console
パスワードを異なるものにすることができます。
• アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの間では、アプライアンスの Maintenance
Console パスワードは同期されません。

工場出荷時設定へのリセット操作
工場出荷時設定へのリセットでは、アプライアンスを元の工場出荷時設定にリストアしますが、インス
トールされているファームウェアのバージョンは変更されません。
注意: デフォルトでは、工場出荷時設定へのリセット操作により、HPE OneView 内のログ、ネット
ワーク設定、および管理対象デバイス設定などのアプライアンスデータが消去されます。ネット
ワーク設定とログを明示的に保存するオプションがあります。ネットワーク設定を維持するオプ
ションは、暗号化モードも維持します。
アプライアンスをエラーから復旧しようとするときは、アプライアンスがネットワークからアクセ
スできる状態を維持するためにネットワーク設定を保存するのが最も安全なオプションです。
この操作を行う前に、最近のバックアップファイルがあることを確認してください。
工場出荷時設定へのリセット操作は UI から、またはアプライアンスの Maintenance Console から実行で
きます。
次の理由のいずれかの場合、工場出荷時設定へのリセットを使用します。
• ハードウェアに移行することができるようにアプライアンスを撤去する。
アプライアンスを撤去する場合は、ネットワーク設定およびログを保存せずに、工場出荷時設定への
リセットを実行します。HPE Synergy アプライアンスが高可用性でない場合に、HPE OneView へのア
クセスを回復するためには、前面パネル表示モジュールからフレームリンクモジュールをリセットす
る必要があります。フレームリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセット操作により、実行中の
ワークロードが中断されます。
• アプライアンスを再利用するために既知の状態に戻す（たとえば、バックアップファイルからアプラ
イアンスをリストアする場合）。
バックアップファイルからアプライアンスをリストアしたり、改めて新規構成を適用する場合は、ネッ
トワーク設定とログを保持したことを確認します。
アプライアンスが高可用性である（アプライアンスの Maintenance Console で詳細の表示コマンドを実行
するとアクティブとスタンバイの両方の操作が表示される）場合、工場出荷時設定へのリセット操作は失
敗します。
まず HPE OneView GUI を使用して、アプライアンスクラスターからスタンバイアプライアンスを削除し
ます。

HPE Synergy コンポーザーの回復について
HPE Synergy コンポーザーには、コンポーネントのフレームリンクトポロジと対話するために必要な専有
情報が含まれます。情報は、アプライアンスクラスターとバックアップファイルの両方のアプライアンス
に保存されます。エラーが発生して、両方のコンポーザーを同時に交換、または工場出荷時にリセットす
る必要がある場合は、コンポーザーがフレームリンクトポロジを管理できるようになる前に、交換用アプ
ライアンスに情報をリストアしなければなりません。コンポーザーを回復して、フレームリンクトポロジ
を管理し続けるには、バックアップファイルをリストアすることをお勧めします。他の方法では、フレー
ムリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセットを必要とし、ハードウェアの検出プロセスを再トリ
ガーするため、作成環境が中断されます。
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詳細情報
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「フレームリンクトポロジについて」。
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「フレームリンクモジュールの工場出荷時設定へのリセッ
トについて」。
• HPE Synergy コンポーザーの回復

コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスからコンポーザー 2
アプライアンスへの移行
アクティブな HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスから構成設定とデータを新しい
HPE Synergy コンポーザー 2 アプライアンスに転送することを移行と呼びます。このプロセスでは、
HPE OneView のバックアップとリストア機能をいくつかの追加手順と共に使用します。
注記: HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）と HPE Synergy コンポーザー 2 の両方に言及するために、
一般的な用語「HPE Synergy コンポーザー」および「コンポーザー」が使用されます。
重要: リリース 5.0 以降、HPE OneView はコンポーザー 2 のサポートを追加しました。HPE
Synergy コンポーザー（第 1 世代）とコンポーザー 2 で HPE OneView のバージョンが同じでなけ
ればなりません。このバージョンは、HPE OneView 5.0 以降である必要があります。
コンポーザー 2 の現在の HPE OneView のバージョンを確認するには、HPE Synergy コンソールから
Maintenance Console を使用します。コンポーザー 2 のバージョンが正しくない場合は、コンポーザー 2
を正しいバージョンに再イメージします。
移行アクティビティは、次のアクションに分かれています。
• バックアップの作成
• ハードウェアのスワップ
• バックアップのリストア
注記: 最新のデータが最新のバックアップに確実に保存されるようにするには、コンポーザー 2 でのリス
トア操作が正常に完了したことを確認した後、HPE OneView の別のバックアップを作成してダウンロー
ドします。
コンポーザー 2 アプライアンスへの移行プロセスは中断しません。コンポーザー 2 への移行プロセスが
失敗した場合は、電源をオフにして HPE Synergy コンポーザー 2 アプライアンスを削除してから、元の
HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスを再挿入することで、元のアプライアンスを再
有効化できます。
詳細情報
• バックアップの作成
• ハードウェアのスワップ
• あらかじめロードされている USB ドライブを使用したアプライアンスのイメージ再構築
• バックアップのリストア
• HPE Synergy 移行ガイド
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バックアップの作成
移行の準備をするには、以下の手順に従います。
手順
1. HPE OneView の設定 > バックアップ画面で、アプライアンスのバックアップを作成します。バック
アップのダウンロードアクションを使用してファイルを外部の場所に保存します。
HPE OneView 5.0 以降のリリースに最近アップグレードされたアプライアンスのバックアップを取る
前に、ファームウェアアップデート手順に従ってください。これにより、新しいコンポーザー 2 にリ
ストアされるバックアップを取る前に、アプライアンスが確実に正常になります。
2. アプライアンスが高可用性クラスターの一部である場合は、設定 > アプライアンス画面のスタンバイ
を削除アクションを使用してスタンバイコンポーザーを取り外します。
取り外されたスタンバイコンポーザーは工場出荷時設定にリセットされ、電源がオフになります。
3. 今後のために、設定 > ネットワーク画面に表示されたアプライアンスのネットワーク構成設定、クラ
スター IP、および 2 つのメンテナンス IP アドレスをメモします。
4. 蓄積データの保護オプションが、設定 > セキュリティ画面で有効になっている場合は、暗号化キーが
あることを確認します。
5. 設定 > アプライアンス画面から、アクション > シャットダウンに移動し、アプライアンスをシャット
ダウンします。
注記: バックアップにはアプライアンス証明書は含まれていません。
詳細情報
HPE OneView for HPE Synergy Firmware and Driver Update Guide

ハードウェアのスワップ
この手順では、アプライアンスを取り外して新しい HPE Synergy コンポーザー 2 を挿入する方法につい
て説明します。
手順
1. HPE Synergy フレームから既存のアクティブなコンポーザーを取り外します。アプライアンスが高可
用性クラスターの一部である場合は、以前のスタンバイコンポーザーも取り外します。
2. アクティブなコンポーザーが取り外されたのと同じ CIM スロットの HPE Synergy フレームに、新規ま
たは工場出荷時設定にリセットされた HPE Synergy コンポーザー 2 アプライアンスを挿入します。
3. ノートパソコンや KVM（キーボード、モニター、およびマウス）を使用して HPE Synergy コンソー
ルに接続します。
4. Maintenance Console の UI から、ネットワーク設定の構成オプションを使用して、バックアップの作
成アクティビティ中に記録された設定で、新しいコンポーザー 2 アプライアンスのネットワーク設定
を構成します。
この手順は、HPE OneView の UI を使用してバックアップをリストアする場合にのみ必要です。USB
フラッシュデバイスのバックアップからリストアする場合は、この手順を省略してください。
5. 高可用性構成を使用している場合は、新規または工場出荷時設定にリセットされたコンポーザー 2 ア
プライアンスを使用可能なコンポーザブルインフラストラクチャアプライアンススロットに挿入しま
す。
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スタンバイコンポーザー 2 アプライアンスを追加する場合、スタンバイ Synergy コンポーザーアプラ
イアンスが含まれていたものと同じコンポーザブルインフラストラクチャアプライアンススロットを
使用することをお勧めします。
詳細情報：
• キーボード、ビデオモニター、マウスを使用したアプライアンスの Maintenance Console へのアクセ
ス
• バックアップの作成
• HPE Synergy 12000 フレームセットアップ/インストールガイド

バックアップのリストア
注記:
• リストアには、管理対象環境のサイズに応じて、1～4 時間かかります。
• HPE Synergy コンポーザー 2 アプライアンスには、動作するための、CNSA 強度証明書が付属してい
ます。コンポーザー 2 アプライアンスのデフォルトの証明書は、自己署名の CNSA 強度証明書です。
アプライアンスの証明書はバックアップの一部ではないため、バックアップをリストアした後でも、
コンポーザー 2 アプライアンスには CNSA 強度の自己署名証明書が含まれています。
HPE Synergy コンポーザー（第 1 世代）アプライアンスに CA 署名証明書があった場合は、新しい
CNSA 強度 CA 署名証明書を再生成し、それをリストアプロセスの前か後にコンポーザー 2 アプライ
アンスにインポートします。
以下は、HPE OneView GUI を使用してリストアする手順です。
手順
1. Maintenance Console で設定された IP アドレスで HTTPS を介して HPE OneView に接続します。
2. ライセンス契約とサポートオプションを承認します。
3. 次の認証情報を使用して HPE OneView にログインします。
ユーザー：Administrator
パスワード：admin
4. プロンプトが表示されたら、管理者パスワードを変更します。
5. 移行アクティビティの準備中に記録されたアプライアンスネットワーク設定の構成を終了します。
ハードウェアがまだ検出されていないことを示すメッセージが表示されます。
6. 閉じるをクリックします。
7. 設定 > バックアップ画面に移動し、バックアップからのリストアをクリックして、保存したバックアッ
プファイルをアップロードします。
蓄積データの保護が有効になっている場合は、バックアップの作成中に保存された暗号キーを入力す
るよう求められます。
8. HPE OneView の設定 > アクティビティウィンドウでアラートを表示し、アクティビティウィンドウの
「解決策」セクションに記載されている指示に従って、残りの移行手順を完了します。
詳細情報
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• アプライアンス Maintenance Console を使用して、HPE Synergy コンポーザーをバックアップファ
イルからリストア
• バックアップの作成

アプライアンスの Maintenance Console のメインメニュー画
面の詳細
ローカルアプライアンスへの参照は、アプライアンスの Maintenance Console からログインしたアプライ
アンスを示します。
画面コンポーネン 説明
ト
タイトル

アプライアンスの Maintenance Console を識別します。

アプライアンス識 アプライアンスクラスターについて、このテキストは、そのエンクロージャーとア
別子
プライアンスのベイ番号で、ローカルアプライアンスを識別します。
このテキストは、そのホスト名でスタンドアロンアプライアンスを識別します。
タイトルの直下にあります。
アイコン

アプライアンスの全般的な状態を示します。アイコンはコンソール画面の右上に配
置されています。

状態テキスト

アイコンが表す状態について詳しく説明するため、さらに 1～3 行のテキストが表示
されます。以下は、状態の例です。
Restoring from backup
Starting
Active
Standby / Synchronizing

通知バナー

アプライアンスまたはアプライアンスクラスターに関する状況を通知または警告し
ます。
通知バナーの幅は、アプライアンスの Maintenance Console の幅になります。
未解決の通知がない場合には、通知バナーは表示されません。

コマンド

アプライアンスの状態に適した使用可能なコマンドを示します。例：
View details
Restart
Shut down
Reset password
Support dump
Factory reset
Launch service console

詳細情報
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• アプライアンスの Maintenance console について
• SSH 接続からアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス
• アプライアンスの Maintenance Console へのログイン
• アプライアンスの詳細の表示
• アプライアンスの Maintenance Console からサポートダンプファイルを作成する
• アプライアンスの Maintenance Console を使用したアプライアンスの再起動
• アプライアンスの Maintenance Console を使用したアプライアンスのシャットダウン
• アプライアンスの Maintenance Console を使用した管理者パスワードのリセット
• アプライアンスの Maintenance Console を使用して工場出荷時設定へのリセットを実行

アプライアンスの Maintenance Console の詳細画面の詳細
View details コマンドでは、この画面が表示されます。
ローカルアプライアンスへの参照は、アプライアンスの Maintenance Console からログインしたアプライ
アンスを示します。
ピアアプライアンスは、役割に関係なく、アプライアンスクラスター内の他のアプライアンスを指しま
す。
画面コンポーネン 説明
ト
タイトル

アプライアンスの Maintenance Console を識別します。

アプライアンス識 アプライアンスクラスターについて、このテキストは、そのエンクロージャーとア
別子
プライアンスのベイ番号で、ローカルアプライアンスを識別します。
このテキストは、そのホスト名でスタンドアロンアプライアンスを識別します。
タイトルの直下にあります。
アイコン

アプライアンスの全般的な状態を右上に示します。

状態テキスト

アイコンの状態について詳しく説明するため、さらに 1～3 行のテキストが表示され
ます。状態テキストの例は、次のとおりです。
バックアップからのリストア
起動
アクティブ
スタンバイ/同調中
表は続く
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画面コンポーネン 説明
ト
通知バナー

アプライアンスまたはアプライアンスクラスターに関する状況を通知または警告し
ます。
通知バナーの幅は、アプライアンスの Maintenance Console の幅になります。
未解決の通知がない場合には、通知バナーは表示されません。

ホスト名
IP アドレス
モデル
ファームウェア

アプライアンス

アプライアンスのホスト名を表示します。
アプライアンスの IP アドレスを表示します。
HPE OneView が動作しているアプライアンスのモデル番号。
HPE OneView アプライアンスで動作しているファームウェアのバージョン番号、お
よびファームウェアが最後にアップデートされた日時。
アプライアンスクラスターについて、最初にローカルアプライアンス、次にピアア
プライアンスに、以下の項目が表示されます。
スタンドアロンアプライアンスでは、1 回のみ、以下の項目が表示されます。
識別子

状態

IP アドレス

シリアル番号

そのエンクロージャーとアプライアンスベイで、個々のアプライ
アンスを識別します。
アイコンとテキストは、ローカルアプライアンスの観点から、ア
プライアンスの状態を示しています。たとえば、ピアアプライア
ンスの状態は、接続されていない可能性がありますが、ローカル
アプライアンスには当てはまらない可能性があります。
個々のアプライアンスに関連付けられたメンテナンス IP アドレ
ス。UI ではなく、メンテナンス IP アドレスを使用して、アプライ
アンスの Maintenance Console に接続します。
アプライアンスハードウェアのシリアル番号です。

アプライアンスの Maintenance Console でのアプライアンス
の状態
アプライアンスの Maintenance Console では、アプライアンスの状態に関するアイコンとメッセージが右
上隅に表示されます。状態は、特に高可用性アプライアンスのクラスターでは状況による場合があり、ア
クションが必要な場合もあります。
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状態

状況

Active

ローカルアプライアンスはアプライア
ンスクラスターのアクティブなアプラ
イアンスであり、正常に動作していま
す。

Active

アクティブなアプライアンスのディス
クに障害が発生しました。

Disk has failed

操作

認定テクニカルサポートに問い合
わせて障害が発生したディスクを
交換します

スタンバイのアプライアンスでは、制御
をアクティブアプライアンスと想定し アプライアンスの故障したディス
ています。
クを交換し、現在のアクティブアプ
ライアンスと同じ HPE OneView
バージョンのディスクのイメージ
の再構築を行います。イメージの
再構築手順については、HPE
OneView（HPE Synergy 用）ヘル
プの「あらかじめロードされている
USB ドライブを使用したアプライ
アンスのイメージ再構築」を参照し
てください。
注記: 故障したディスクを、動作し
ている別のアプライアンスのディ
スクとは交換しないでください。
これを行うと、アプライアンスの
保証シリアル番号が正しくアップ
デートされなくなります。
Active
Standby is synchronizing

ローカルアプライアンスは正常に動作
しています。
ピアアプライアンスが同調されていま
す。同調が完了する前に障害が発生し
た場合、アクティブにできません。

Active
Standby is unreachable

ローカルアプライアンスは正常に動作 詳細と解決策については、アクティ
しているが、ピアアプライアンスに到達 ビティ画面にリストされているア
できません。
ラートを参照してください。

Unsynchronized changes

障害が発生した場合、ピアアプライアン
スはアクティブなアプライアンスにな
ることはできません。

Standby

ローカルアプライアンスはアプライア
ンスクラスター内のスタンバイのアプ
ライアンスであり、正常に動作していま
す。
表は続く
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状態

状況

操作

Standby

ローカルアプライアンス上のディスク
に障害が発生しました。

認定テクニカルサポートに問い合
わせて障害が発生したディスクを
交換します

Disk has failed

ローカルアプライアンスは、アプライア
ンスクラスター内のスタンバイのアプ アプライアンスの故障したディス
ライアンスとして使用できなくなりま クを交換し、現在のアクティブアプ
した。
ライアンスと同じ OneView バー
ジョンのディスクのイメージの再
構築を行います。イメージの再構
築手順については、HPE OneView
（HPE Synergy 用）ヘルプの「あら
かじめロードされている USB ドラ
イブを使用したアプライアンスの
イメージ再構築」を参照してくださ
い。
注記: 故障したディスクを、動作し
ている別のアプライアンスのディ
スクとは交換しないでください。
これを行うと、アプライアンスの
保証シリアル番号が正しくアップ
デートされなくなります。
スタンバイアプライアンスでディ
スクの交換を行う前に、アプライア
ンスがアプライアンスクラスター
に再度参加できるように、HPE
OneView で設定 > アプライアン
ス > スタンバイを削除操作を実行
します。
ピアアプライアンス上のディスクに障
害が発生しました。
ローカルアプライアンスは現在のスタ
ンバイのアプライアンスですが、自動的
にアクティブ化されます。
Standby
Synchronizing

認定テクニカルサポートに問い合
わせて障害が発生したディスクを
交換します

ローカルアプライアンスがスタンバイ
のアプライアンスであり、同調されてい
ます。
同調が完了する前に障害が発生した場
合、アクティブにできません。

Offline
Manual action required

ピアアプライアンスが実行されていな
いことを確認できないため、ローカルア
プライアンスを自動的にアクティブ化
できません。

この問題の解決方法の詳細につい
ては、アプライアンスがオフライン
であり、手動操作が必要を参照して
ください。
表は続く
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状態

状況

操作

Offline

復旧不能エラーによりアプライアンス
に障害が発生しました。

この問題の解決方法について詳し
くは、HPE OneView（HPE
Synergy 用）ヘルプの「アプライ
アンスのエラー画面」を参照してく
ださい。

Unrecoverable error

Offline
Unusable (incomplete
data)
Resetting

アプライアンスデータの完全なコピー この問題の解決方法の詳細につい
がないため、ローカルアプライアンスを ては、 アプライアンスはオフライ
アクティブ化できません。
ンで使用できないを参照してくだ
さい。
アプライアンスは工場出荷時のデフォ
ルト設定にリセット中です。
アプライアンスクラスターでは、この操
作はスタンバイアプライアンスがアク
ティブなアプライアンスになる前に発
生します。

Restarting

アプライアンスは再起動中で、まもなく
利用可能になります。

Restoring from backup

リストアが完了した後、アプライアンス
が再起動されます。

Starting

アプライアンスは起動中で、まもなく利
用可能になります。

Shutting down

ローカルアプライアンスがシャットダ
ウンします。

Temporarily unavailable

ローカルアプライアンスは移行中で、状
態は変更されます。

Updating

ローカルアプライアンスは、ソフトウェ
アのアップデート中です。

アプライアンスの Maintenance Console のパスワードをリ
セット
前提条件
• パスワード要件を満たす新しいパスワードを作成します。
• アプライアンスの Maintenance Console の現在のパスワードを忘れた場合、バックアップを実行して
ダウンロードした後、アプライアンスの工場出荷時リセットを実行します。
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手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. ログインのプロンプトで、ユーザー名である maintenance とパスワード（設定している場合）を使
用してログインします。
3. Reset maintenance console password を選択します。
4. 現在のパスワードと、新しいパスワードを 2 回入力します。1 回は確認のためです。
5. OK を選択します。

アプライアンスの Maintenance Console を使用した管理者パ
スワードのリセット
重要: リクエストコードは、アプライアンスの Maintenance Console のパスワードのリセット画面を
使用している間のみ有効です。メインメニューに戻ったり、アプライアンスの Maintenance
Console セッションを終了したりした場合、リクエストコードは無効になります。新しいリクエス
トコードを取得するには、再度この手順をやり直す必要があります。
担当のサポートスペシャリストへの連絡が必要となります。担当者は情報の検証後に認証コード
（レスポンスコードとも呼ばれます）を送信します。
1 時間内に認証コードを入力する必要があります。入力しないと、このコードは無効になります。
注記:
• この操作は、アプライアンス上のローカル管理者アカウントのパスワードをリセットします。ディレ
クトリサービスによって認証された管理者アカウントには適用されません。
アプライアンスクラスターでは、この操作によって、両方のアプライアンスで管理者アカウントのパ
スワードがリセットされます。
• この操作によって、ローカル管理者アカウントにシングルユースパスワードを設定できます。
次にこのアカウントで UI にログインするときは、このシングルユースパスワードを使用します。新し
いパスワードを設定するように求めるプロンプトが表示されます。

前提条件
ローカル管理者パスワードを紛失または忘れたときに、仮想コンソールからアプライアンスの
Maintenance Console にアクセスできる場合は、次の手順に従ってリセットします。この操作により、担
当のサポートスペシャリストに連絡する際に使用する一意のリクエストコードが提供されます。
注記: SSH を介してアプライアンスの Maintenance Console にアクセスした場合は、ユーザーインター
フェイス（UI）を使用して管理者パスワードをリセットします。
スタンドアロンアプライアンスのコンソール、またはアプライアンスクラスターの場合はいずれかのクラ
スターメンバーのコンソールにアクセスできます。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console へのアクセス.
2. Reset password を選択します。
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アプライアンスの Maintenance Console にリクエストコードが表示されます。
3. 担当のサポートスペシャリストに電話して、担当者に以下の情報を提供します。
• パスワードのリセットを要求する人の名前。
• アプライアンスを所有する会社の名前。
• アプライアンスの Maintenance Console からのリクエストコード。
サポートスペシャリストは、情報を検証してから、ファイル上の認定されたメールアドレスにメッセー
ジを送信します。このメッセージには、認証コードが含まれます。認証コードでもある ISO イメージ
がメッセージに添付されます。
4. レスポンスフィールドに認証コードを入力します。
5. シングルユースの管理者パスワードを決定します。
6. プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力および再入力します。
7. OK を選択して、シングルユースパスワードを設定します。
8. ログアウトしてから、新しいパスワードでこのアカウントにログインして確認します。

アプライアンスの Maintenance Console を使用したアプライ
アンスの再起動
この手順では、アプライアンスをシャットダウンして再起動するためのアプライアンスの Maintenance
Console の使用方法について説明します。
この操作は、アプライアンスクラスターのローカルアプライアンスのみに影響します。
ローカルアプライアンスが、アプライアンスクラスターのアクティブアプライアンスである場合、ローカ
ルアプライアンスを再起動すると実行中のサービスを停止します。ピアアプライアンスがこれらのサー
ビスを再起動するまでは、高可用性が一時的に停止されます。
前提条件
すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. Restart を選択します。
3. アプライアンスを再起動することを確認します。
4. 再起動を観察して、確認します。

アプライアンスの Maintenance Console を使用したアプライ
アンスのシャットダウン
この手順では、アプライアンスを適切にシャットダウンするためのアプライアンスの Maintenance
Console の使用方法について説明します。
この操作では、アプライアンスクラスターのローカルアプライアンスのみがシャットダウンします。
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前提条件
すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. メインメニューで Shut down を選択します。
3. アプライアンスをシャットダウンすることを確認します。
4. シャットダウンを観察して、確認します。

アプライアンスの Maintenance Console からサポートダンプ
ファイルを作成する
この手順では、アプライアンスの Maintenance Console を使用してローカルアプライアンス（アプライア
ンスの Maintenance Console が実行中のアプライアンス）からサポートダンプファイルを作成し、それを
USB ドライブに保存する方法について説明します。
ローカルアプライアンスが、アプライアンスクラスターのアクティブアプライアンスであり、スタンバイ
アプライアンスが到達可能である場合は、サポートダンプには両方のクラスターメンバーのデータが含ま
れます。それ以外の場合、サポートダンプは、到達不能なアプライアンスの最小限のログファイルととも
にローカルアプライアンスのデータで作成されます。
ローカルアプライアンスが、アプライアンスクラスターのスタンバイアプライアンスであり、アクティブ
アプライアンスが到達可能である場合は、サポートダンプには両方のクラスターメンバーのデータが含ま
れます。それ以外の場合、サポートダンプは、到達不能なアプライアンスの最小限のログファイルととも
にローカルアプライアンスのデータで作成されます。
注意: サポートダンプファイルを作成すると、アプライアンス上に存在するすべてのバックアップ
ファイルが上書きされます。可能であれば、安全な保管のために外部の場所にバックアップファイ
ルをコピーしていない場合は、サポートダンプを作成しないようにします。ユーザーインターフェ
イスを使用し、アプライアンスを手動でバックアップします。
サポートダンプファイルはデフォルトで暗号化されます。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者
• NTFS または FAT32 ファイルシステム形式でフォーマットされたパーティションが 1 つだけある
USB 2.0 または 3.0 デバイスドライブを使用してください。必要に応じて、コンピューターを使用して
USB ドライブをフォーマットしてください。
USB ドライブには、サポートダンプファイルを保存するために十分な空き容量（通常、1～4 GB）が
必要です。
手順
1. USB ドライブが、ローカルアプライアンスの USB ポートにインストールされていることを確認しま
す。
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重要: 操作が完了し、USB ドライブを取り外しても安全であることがアプライアンスの
Maintenance Console で示されるまでは、USB ドライブを取り外さないでください。
2. アプライアンスコンソールを使用して、アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューに
アクセスします。
3. Support dump を選択します。
4. 新しい一連のコマンドが表示されます。
5. 以下のいずれかを実行します。
a. 新しいサポートダンプを作成し、USB ドライブにコピーするには、サポートダンプの作成を選択し
ます。
b. サポートダンプをアプライアンスから USB ドライブにコピーするには、既存のサポートダンプを
ダウンロードを選択します。
6. サポートダンプファイルがコピーされるまで待ちます。サポートダンプが正常に完了し、USB ドライ
ブを取り外しても安全であることを示すメッセージが画面に表示されます。

アプライアンスの Maintenance Console を使用して工場出荷
時設定へのリセットを実行
前提条件
• すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。
• すべてのユーザーファイルをバックアップします。
• 暗号化されていないサポートダンプファイルを作成し、安全に保管するために外部の場所に保存しま
す。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. メインメニューで Factory reset を選択します。
3. 後続のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。
a. Y を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。
注意: このオプションは、ネットワーク設定とログを消去します。このオプションは、アプラ
イアンスを撤去するのに使用します。
b. P を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を進める一方でネットワークの設定およびログを保
存します。
このオプションは、バックアップファイルからアプライアンスをリストアする場合、または新しい
構成を適用したい場合に使用します。
c. N を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。
4. 後続のダイアログボックスで、工場出荷時設定へのリセットを実行することを確定します。
5. 次のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。
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a. Y を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。
b. N を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。
6. 動作を観察して、確認します。
注記: 詳細を表示して、画面の右上で進行状況を確認できます。リセットが完了すると Reset
successful が表示されます。

アプライアンス Maintenance Console からアプライアンス
ネットワークを構成
アプライアンスネットワークがダウンして、HPE OneView ユーザーインターフェイスを使用して再構成
できない状況が発生した場合は、アプライアンス Maintenance Console からアプライアンスネットワーク
を構成できます。
注記: Synergy コンポーザーがクラスターの一部であり、HPE OneView からコンポーザーにアクセスでき
る場合、Hewlett Packard Enterprises では、HPE OneView GUI で設定 > ネットワーキングの順に選択し
てネットワークを構成することを推奨します。
前提条件
HPE Synergy コンポーザーのコンソールに物理的にアクセスできる。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console へのログイン。
2. ネットワーク設定の構成を選択します。
メニューオプションは、アプライアンスがクラスターの一部ではない場合にのみ使用できます。
クラスターが正常でない場合、アプライアンスの状態をチェックして HPE Synergy コンポーザーの回
復手順を実行するには、アプライアンス Maintenance Console を使用します。
3. IPv4 ネットワーク設定、IPv6 ネットワーク設定、または IPv4 および IPv6（デュアルモード）のネッ
トワーク設定の構成を選択します。
4. IP アドレス、サブネットマスクまたは CIDR、およびゲートウェイアドレスを入力します。
5. Yes を選択してネットワーク構成を適用します。
6. アプライアンス Maintenance Console に、ネットワーク設定が正しく構成されているというメッセー
ジが表示されることを確認します。

高可用性がない場合に手動で HPE Synergy コンポーザーをア
クティブ化
前提条件
HPE Synergy コンポーザーが自動的にアクティブ化できない場合、手動でアクティブ化することができま
す。
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• 高可用性アプライアンスは、ピアアプライアンスが実行されているかどうか確認できません。
• アプライアンス Maintenance Console の状態は、「オフラインであり、手動操作が必要」です。
• 「アプライアンスがオフラインであり、手動操作が必要である」のトラブルシューティング手順が実行
されました。
手順
1. クラスターでアクティブアプライアンスになるアプライアンスのアプライアンス Maintenance
Console で、アクティブ化するを選択します。
注意: 高可用性クラスターのアプライアンスの 1 つのみで、この操作を実行します。両方のアプ
ライアンスで実行すると、高可用性の消失を引き起こした元の障害が修復されたときに修復不能
なデータの消失につながります。
2. 1 つのアプライアンスのみアクティブ化する場合は、Y を入力して確認します。または、N を入力して
キャンセルします。

HPE Synergy コンポーザーの回復
前提条件
HPE Synergy コンポーザーをリストアまたは交換する必要があるときに、フレームリンクトポロジの管理
を継続できます。本番環境を中断することなくコンポーザーを回復するには、バックアップファイルをリ
ストアすることをお勧めします。
注記: 高可用性クラスター内の HPE Synergy コンポーザーを交換必要がある場合、バックアップからリ
ストアする必要はありません。
• 権限：インフラストラクチャ管理者またはソフトウェア管理者。
• HPE Synergy アプライアンスメンテナンスおよびサービスガイドで説明するとおりに、アプライアン
スモジュールが交換されている。
• バックアップファイルからリストアする前に、クラスターに含まれていない（高可用性でない）単一
の HPE Synergy コンポーザーが交換されている。
• 交換用の HPE Synergy コンポーザーのバージョンがバックアップファイル内のバージョンと一致し
ている必要がある。
• HPE Synergy コンポーザーは正常な状態でなければならない。HPE OneView にアクセスできない場
合は、バックアップファイルからリストアする前にアプライアンスの Maintenance Console を使用し
て工場出荷時設定へのリセットを実行 またはあらかじめロードされている USB ドライブを使用した
アプライアンスのイメージ再構築を行っておいてください。
手順
1. 交換用の HPE Synergy コンポーザーでバックアップファイルをリストアする方法を以下から 1 つ選
択します。
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• HPE OneView GUI を使用してバックアップファイルから HPE Synergy コンポーザーをリスト
ア。
• アプライアンス Maintenance Console を使用して、HPE Synergy コンポーザーをバックアップ
ファイルからリストア。
注記: HPE OneView GUI とアプライアンス Maintenance Console のいずれにもアクセスできない場
合は、データセンターにいる間にあらかじめロードされている USB ドライブを使用したアプライアン
スのイメージ再構築を行ってください。

高可用性クラスター内の HPE Synergy コンポーザーを交換
前提条件
高可用性クラスター内の HPE Synergy コンポーザーに障害または不具合がある場合は、この手順を実行
します。
特権：インフラストラクチャ管理者またはソフトウェア管理者
手順
1. 障害が発生しているコンポーザーがスタンバイアプライアンスであることを確認して、コンポーザー
をアプライアンスクラスターから削除します。
2. 交換用のコンポーザーを追加します。
交換用のコンポーザーが自動的に検出され、スタンバイアプライアンスとしてアプライアンスクラス
ターに参加します。
詳細情報
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「アプライアンスクラスターからの HPE Synergy コ
ンポーザーの取り外し」。
• HPE Synergy アプライアンスメンテナンスおよびサービスガイドの「アプライアンスモジュール
の削除と交換」。

アプライアンス Maintenance Console を使用して、HPE
Synergy コンポーザーをバックアップファイルからリストア
前提条件
この手順では、アプライアンス Maintenance Console を使用してバックアップファイルから Synergy コ
ンポーザーをリストアする方法について説明します。HPE OneView GUI に接続できない場合（たとえば、
HPE Synergy コンポーザーが工場出荷時設定にリセットされたか、非 HA Synergy コンポーザー構成で交
換された場合など）は、アプライアンス Maintenance Console を使用します。
重要: リストアプロセス中にアプライアンスが再起動し、Maintenance Console にアクセスできなく
なることがあります。リストアプロセスの進行状況を監視するには、5 分後に Maintenance Console
に再接続します。
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• スタンドアロンアプライアンスのコンソール、またはアプライアンスクラスターの場合はアクティブ
なクラスターメンバーのコンソールに物理的にアクセスできる。
注記: クラスターメンバーの役割はアプライアンスの詳細の表示で確認してください。
• アプライアンスをリストアするためのベストプラクティスがすべて完了している。
• USB フラッシュドライブ上にバックアップファイルがある。
手順
1. バックアップファイルを格納した USB フラッシュドライブを、リストアする Synergy コンポーザーの
USB スロットに挿入します。

1 USB ポート
2. リストアするアプライアンスのアプライアンス Maintenance Console にアクセスします。
3. Restore from backup を選択します。
4. Y と入力して続行します。
5. 最新のバックアップファイルに移動して、そのファイルを選択します。
6. 正しいバックアップファイルが選択されていることを確認し、Y と入力して続行します。
正しいバックアップファイルを選択しなかった場合は、N と入力してファイルのリストに戻り、正し
いファイルを選択します。
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7. リストアプロセスが完了したら、フロントパネルコンソールから HPE OneView GUI にログインして、
アプライアンス Maintenance Console からアプライアンスネットワークを構成を行えるようになり
ます。
8. サーバープロファイル、エンクロージャー、および論理インターコネクトで使用されるファームウェ
アバンドルをアップロードします。これらはバックアップファイルの一部としては保存されていませ
ん。各プロファイルの Firmware baseline 設定を参照して、必要なベースラインのファイル名を確
認してください。
9. アプライアンスにログインして、リストア操作で自動的に解決できない不一致を解決することにより、
リストア操作が成功したことを確認します。
次の手順：
リストア後の作業
詳細情報
アプライアンスのリストア

アプライアンスの Maintenance Console からの CPLD
ファームウェアのアップデート
通常、ファームウェアアップデートは HPE OneView からアクティブ化されます。重要な要件に対処する
場合は、アプライアンス Maintenance Console から Complex Programmable Logic Device（CPLD）ファー
ムウェアのみをアップデートします。このアップデートプロセスは、標準の HPE OneView アプライアン
スのアップデートとは無関係です。一度にアップデートできるアプライアンスは、1 つだけです。順序は
問いません。CPLD ファームウェアのアップデートプロセスは、約 10〜15 分で完了します。この手順は、
HPE Synergy コンポーザー 2 に適用されます。
アプライアンスの Maintenance Console からの CPLD ファームウェアをアップデートするには、以下を
実行します。
前提条件
• 権限：システム管理者。
• アプライアンスに物理的にアクセスできること。
• CPLD ファームウェアのインストールは、USB デバイスからのみ可能である。CPLD ファームウェア
アップデートを USB デバイスにインストールし、USB をアプライアンスに接続した。
• アプライアンスは、Red Hat Package Manager（RPM）からのアップグレード中である。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. Update CPLD Firmware を選択します。
3. Y を入力します。
4. Maintenance Console が再起動し、ファームウェアがアップデートされます。
5. CPLD ファームウェアがアップデートされたことを確認するには、監査ログに移動し、CPLD Firmware
update is successful メッセージがあるかどうかを確認します。
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アプライアンスの詳細の表示
この手順を使用してアプライアンスの詳細を表示します。たとえば、状態、ホスト名、IP アドレス、モデ
ル、ファームウェアのほか、アプライアンスクラスターの場合はピアアプライアンスの状態が表示されま
す。詳しくは、 アプライアンスの Maintenance Console の詳細画面の詳細を参照してください。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. View details を選択します。
アプライアンスの Maintenance Console の詳細画面が表示されます。
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アプライアンスのトラブルシューティング
以下のトピックでは、HPE OneView の外部でのアクションが必要となる問題に対処する場合のトラブル
シューティング情報を提供します。
• アプライアンスはオフラインで使用できない
• アプライアンスがオフラインであり、手動操作が必要
• アプライアンスがオフラインで復旧不能エラー
• アプライアンスのパフォーマンスが低い
• アプライアンスがアダプターを検出できない
• アプライアンスが HPE OneView のログインを拒否している
• ブラウザーに HPE OneView ユーザーインターフェイスが表示されない
• 工場出荷時リセットまたはリストア後にアプライアンスにリモートアクセスできない
• 工場出荷時設定へのリセット操作後に HPE OneView にログインできない
• シャットダウン後にアプライアンスを再起動できない
• スタンバイアプライアンスをアップデートできない
• ハードウェアをセットアップするユーザーがログインできない
• HPE OneView でログイン画面が表示されない
• HPE Synergy コンポーザーおよびフレームリンクモジュール（FLM）を工場出荷時設定へリセットし
た後、ネットワークが中断される
• iLO が適切に動作するようにリモートコンソールを再インストールする
• HPE Synergy コンポーザーのリストア操作に失敗した

HPE Synergy コンポーザーおよびフレームリンクモジュール
（FLM）を工場出荷時設定へリセットした後、ネットワークが
中断される
症状
コンポーザーと FLM を工場出荷時設定へリセットし、さらに、HPE OneView で初回のハードウェアセッ
トアップを実行した後、コンピュートノードのネットワークが中断される。
原因
ネットワーク中断は、コンポーザーと FLM を工場出荷時設定にリセットし、さらに、VNC ケーブルまた
は DisplayPort ケーブルを使用してフレームのフロントパネルを接続することによって HPE OneView
GUI を使用して初回のハードウェアセットアップを実行した後、コンピュートノードでネットワーク中断
が発生することがあります。
このイベントシーケンスを修復する唯一の方法は、コンポーザーと FLM を工場出荷時設定にリセットす
る前に取得済みバックアップファイルをリストアすることです。
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アクション
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. バックアップファイルを使用してリストア操作を実行し、FLM を工場出荷時設定にリセットします。
FLM を工場出荷時設定にリセットすると、HPE OneView のバックアップファイルからコンポーザーを
リストアできます。
詳細情報
HPE Synergy 12000 フレームセットアップ/インストールガイド、HPE Synergy 12000 Frame
Maintenance and Service Guide、および HPE OneView Troubleshooting Guide for HPE Synergy。

アプライアンスがオフラインで復旧不能エラー
症状
復旧不能エラーによりアプライアンスがオフラインになっています。HPE OneView にアプライアンスの
エラー画面が表示されます。
原因
HPE OneView で内部エラーが発生しました。
アプライアンスのエラー画面にはエラーに関する詳細が表示され、判明している場合は、エラー検出に基
づいて推奨される対応策が表示されます。
以下の操作の 1 つまたは複数を実行するよう指示される場合があります。
アクション
1. アプライアンスを再起動します。
2. プロンプトが表示されたら、サポートダンプファイルを作成して、認定サポート担当者に問い合わせ
ます。
3. アプライアンスをシャットダウンして、HPE OneView と同じバージョンの新しいアプライアンスに
バックアップをリストアします。
4. 新しいアプライアンスへの HPE OneView のリカバリが完了するまでは、古いアプライアンスを削除し
ないでください。エラー状態のアプライアンスを復旧する必要がある場合は、認定サポート担当者に
お問い合わせください。
詳しくは、HPE OneView のオンラインヘルプの「設定：バックアップ」のセクションを参照してくだ
さい。

アプライアンスはオフラインで使用できない
症状
アプライアンスがオフラインであり、データが不完全なためにアプライアンスを使用できないことが、
Maintenance Console に示されている。
アプライアンスクラスター内のどのアプライアンスもアクティブではない。データ整合性の制約により、
アプライアンスの自動アクティブ化ができない。
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原因
オフラインおよび使用不能（不完全なデータ）状態のアプライアンスがデータの同期中に機能停止した
か、ディスクの書き込みエラーが発生した。この状態のアプライアンスはアクティブ化できません。
アクション
1.

クラスター内の他のアプライアンスと、オフラインおよび使用不能のアプライアンスを再接続しま
す。

2.

別のアプライアンスに最新のデータがある可能性が高いです。

3.

アプライアンスの間の接続を再確立するとデータ同期を完了することができます。

4.

最新のアプライアンスのエンクロージャーをオンラインに戻します。

5.

最新のアプライアンスの Maintenance Console から View details コマンドを使用して場所（エンク
ロージャーとアプライアンスのベイ）を見つけます。

6.

そのエンクロージャー、またはフレームリンクモジュールがオフラインの場合、電源をオンにすると
問題が解決する可能性があります。

7.

エンクロージャーまたはフレームリンクモジュールをオンラインに戻すことができない場合は、動作
中のエンクロージャーに最新のアプライアンスを移動します。

8.

障害保護を改善するため、クラスター化されたアプライアンスはできるだけ別々のエンクロージャー
にインストールしてください。

9.

LINK ポート間の接続を修復します。

10. 最新のアプライアンスが動作中である場合、LINK ポートをリンクしているケーブルが切断されてい
る可能性があります。このようなケーブルすべてが正しく接続されていることを確認します。再接
続すると問題が解決する可能性があります。
11. バックアップからリストアします。
12. 最新のアプライアンスが、復旧不能な状態にある場合は、リストア操作にアプライアンスのデータの
バックアップコピーを使用します。
a. 両方のアプライアンスを工場出荷時設定へリセットまたは再イメージします。
b. 1 つのアプライアンスを互換性のある最近のバックアップ ファイルからリストアします。
c. その他（または別の）アプライアンスが、リストアされたアプライアンスとともに高可用性クラ
スターに参加することを許可します。
13. 交換用アプライアンスが必要な場合は、高可用性をリストアするために後で追加できます。

アプライアンスがオフラインであり、手動操作が必要
症状
アプライアンスがオフラインであり、安全なリストア操作のために手動操作が必要なことが、Maintenance
Console に示されている。
アプライアンスクラスター内のどのアプライアンスもアクティブではない。データ整合性の制約により、
アプライアンスの自動アクティベーションができない。
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解決方法 1
原因
リンクエンクロージャーネットワークでの、ネットワークの問題、または複数の切断により、障害が発生
した可能性があります。エンクロージャーの LINK ポートに接続するケーブルが切断されています。
アクション
1. 障害の原因を修正することで高可用性をリストアします。可能であれば、
a. ネットワーク接続を修復します。
すべてのリンクエンクロージャーのネットワークケーブルが正しく接続されていることを確認しま
す。
b. LINK ポートを接続するケーブルを接続しなおします。
2. エンクロージャーをオンラインに戻します。
Maintenance Console の View details コマンドを使用して、ステータスが確認できないアプライアンス
を識別します。アプライアンスは、そのエンクロージャーとアプライアンスのベイ番号で識別されま
す。
対応するエンクロージャー、またはフレームリンクモジュールがオフラインの場合、電源をオンにす
ると問題が解決する可能性があります。
3. エンクロージャーまたはフレームリンクモジュールをオンラインに戻すことができない場合は、動作
中のエンクロージャーにアプライアンスを移動します。
障害保護を改善するため、クラスター化されたアプライアンスはできるだけ別々のエンクロージャー
にインストールしてください。
解決方法 2
原因
アプライアンスが機能できず、高可用性をリストアすることはできません。
注意: この手順では、データの整合性保護をオーバーライドする必要があります。この手順では、細
心の注意を払ってください。
アクション
1. アプライアンスのクラスター内で両方のアプライアンスの位置を確認します。位置は、エンクロー
ジャーとアプライアンスのベイから得られます。Maintenance Console の View details アクションを
使用すると、いずれかのアプライアンスから他のアプライアンスのこの情報を提供できます。
注意: アプライアンスを誤認すると、復旧不能なデータ損失につながる可能性があります。
2. 各アプライアンスについて以下を確認します。
• エンクロージャー内に存在するか。
• 電源が投入されているか。
• Maintenance Console の通知バナーに、アプライアンス間で同期されていない変更についての警告
が表示されているか。
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3. アクティブ化するアプライアンスを選択します。以下の要件を使用してください。
• アプライアンスに、同期されていない変更の警告が表示されている場合はそれを選択します。
• アプライアンスが以下の場合は、他のアプライアンスを選択します。
◦ 失われていて、回復することができない。
◦ オンラインにできない。
同期されていない変更が、失われたアプライアンスに含まれている場合は、修復不能なデータ損失
が発生する可能性があります。
4. 選択していないアプライアンスについて以下を確認します。
• 電源が切れていること。
• エンクロージャーから削除されていること、または
• 再起動の直後であること。
重要: この手順は、両方のアプライアンスが同時にアクティブにならないことを確実にするため
に重要です。そうしないと、それらを再同期することが不可能になり、復旧不能なデータ損失が
発生します。
5. 選択したアプライアンスの Maintenance Console で、Activate を選択し、アクションを確認します。
詳しくは、
「高可用性がない場合、手動で Synergy コンポーザーをアクティブ化する」を参照してくだ
さい。
進捗をモニターするには、状態を参照してください。

アプライアンスのパフォーマンスが低い
症状
アプライアンスは動作するが、パフォーマンスが低い。
原因
アプライアンスの構成が最適なパフォーマンスのために設定されていません。
アクション
1. 物理コンポーネントが HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスに記載されている要
件を満たしていることを確認します。
2. アプライアンスと管理対象デバイスの間で適切なネットワーク接続を確認してください。
3. 使用可能なストレージが許容可能なことを確認します。
4. ローカルコンピューターから ping コマンドを使用して、ping の往復時間が許容可能かどうかを確認
します。長い時間は、ブラウザーの問題を示すことがあります。
5. ブラウザー設定が正しいことを確認します。
6. プロキシサーバーをバイパスすることを検討してください。
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7. 規模の制限を超えていないことを確認します。HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリッ
クスを参照してください。
8. サポートダンプファイルを作成して、認定テクニカルサポートに問い合わせます。

アプライアンスが HPE OneView のログインを拒否している
症状
ログイン画面はあるが、アプライアンスがログインを拒否している。
解決方法 1
原因
ローカルユーザーアカウントの認証が無効です。
アクション
1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力します。
2. インフラストラクチャ管理者に、ログイン名と役割設定を確認します。アプライアンスが元の工場出
荷時設定にリセットされた場合、インフラストラクチャ管理者がユーザーを復権させる必要が生じる
ことがあります。
3. インフラストラクチャ管理者として以下を実行します。
a. アカウント名を確認し、ユーザーに役割が割り当てられていることを確認します。
b. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

解決方法 2
原因
認証ディレクトリサービスの認証が無効です。
アクション
1. 間違えた場合は、ログイン名とパスワードを再入力し、正しい認証ディレクトリを選択します。
2. ログイン名、グループと、インフラストラクチャ管理者のパーミッションを確認します。アプライア
ンスが元の工場出荷時設定にリセットされた場合、インフラストラクチャ管理者がユーザーを復権さ
せる必要が生じることがあります。
3. インフラストラクチャ管理者として以下を実行します。
a. アカウント名を確認し、ユーザーがディレクトリサービス内のグループのメンバーであることを確
認します。
b. 認証ディレクトリサービスが正しく構成されていることを確認します。
c. ディレクトリサーバーが動作していることを確認します。HPE OneView オンラインヘルプの
「ディレクトリサービスが使用できない」を参照してください。
d. ディレクトリサービスホスト証明書が有効であることを確認します。有効でなければ、証明書を再
取得してインストールします。
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e. ディレクトリサービスプロバイダーに問い合わせて、認証情報が正確であることを確認します。
f. アプライアンスを再起動し、もう一度やり直してください。

アプライアンスがアダプターを検出できない
症状
HPE OneView 4.2 以前のバージョンでは、アプライアンスはネットワークアダプターとの通信を失いま
す。アプライアンスは、次のいずれかのエラーを表示します。
サーバーのポート情報が検出されなかったため、サーバーハードウェアタイプをこのサーバーに関連付け
ることができません。
または
ネットワークアダプターをインベントリできません。
原因
• MCTP が HPE iLO で無効になっている。
• メザニンカードとの通信中にアプライアンスサービスが失敗した。
• iLO またはメザニンアダプターとの通信に関する問題。
• ファームウェアフラッシュプロセスが進行中である可能性がある。
アクション
以下の手順を一度に 1 つずつ、問題が解決されるまで実行します。
1. サーバーハードウェアの QuickSpecs ドキュメントに記載されているように、装着されているメザニン
スロットをサポートするために必要なソケットに CPU が取り付けられていることを確認します。
2. サーバーハードウェアが、サポートされるネットワークアダプターで構成されているか確認してくだ
さい。サポートされるネットワークアダプターについては、HPE OneView（HPE Synergy 用）サポー
トマトリックスを参照してください。
3. MCTP エンドポイントが、サーバー全体に対して、または個々のメザニンスロットで無効になってい
ないことを iLO サーバーで確認します。
4. ファームウェアのフラッシュのアップデートが進行中の場合は、操作を再試行するまで数分間待ちま
す。
5. HPE OneView から、サーバーを更新します。
6. HPE OneView から、iLO をリセットします。iLO のリセットが完了するまで数分待ちます。
詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドの「iLO のリセット」トピックを参照し
てください。
7. HPE Synergy ソフトウェアリリースの一部である Service Pack for ProLiant（SPP）を起動して展開す
る Smart Update Manager ツールを使用してアダプターまたは iLO ファームウェアをアップデートし
ます。
8. サーバー内のアダプターを取り外して、再挿入します。
9. いずれのオプションも機能しない場合は、アダプターまたはサーバーのハードウェアを交換してくだ
さい。
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ブラウザーに HPE OneView ユーザーインターフェイスが表
示されない
症状
ブラウザーに HPE OneView ユーザーインターフェイスが表示されない。
解決方法 1
原因
ブラウザーがサポートされていません。
アクション
サポートされているブラウザーを使用してください。HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマト
リックスを参照してください。
解決方法 2
原因
ブラウザーのキャッシュがいっぱいになっている。
アクション
1. ブラウザーのキャッシュをクリアして、再試行します。
2. ブラウザーを更新するか、再ロードします。
解決方法 3
原因
JavaScript が有効でない。
アクション
ブラウザーで JavaScript を有効にします。
解決方法 4
原因
アプライアンスとの接続に問題があります。
アクション
1. ブラウザーのプロキシ設定が正確であることを確認します。
2. ブラウザーを更新するか、再ロードします。
3. アプライアンスがネットワークにアクセスできることを確認します。
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解決方法 5
原因
HPE OneView で、ブラウザーからの要求に応答できないというエラーが発生しました。
アクション
1. アプライアンスの Maintenance Console へのログイン.
2. アプライアンスの状態を調べます。
3. アプライアンスの Maintenance Console でのアプライアンスの状態に記載されている適切なアク
ションを使用します。

工場出荷時リセットまたはリストア後にアプライアンスにリ
モートアクセスできない
症状
工場出荷時リセットまたはリストア後に（HPE OneView GUI または SSH 接続を使用した Maintenance
Console から）アプライアンスにリモートアクセスできない
原因
アプライアンスネットワークが正しく構成されなかったか、または工場出荷時リセット時にアプライアン
スのネットワーク設定を保存しますオプションが選択されませんでした。
アクション
1. フレームリンクモジュールから Maintenance Console にアクセスします。
2. Maintenance Console からアプライアンスネットワークを構成します。

工場出荷時設定へのリセット操作後に HPE OneView にログ
インできない
症状
工場出荷時設定へのリセット操作後にログインが許可されない。
原因
工場出荷時設定へのリセットによって認証が削除されました。
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アクション
初めてログインしたときに使用したデフォルトの認証情報でアプライアンスにログインします。

シャットダウン後にアプライアンスを再起動できない
症状
再起動操作の結果、再起動ではなくシャットダウンした。
原因
内部サーバーエラーが発生した可能性があります。
アクション

必要な権限：インフラストラクチャ管理者
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. 再起動操作を再実行します。
3. Maintenance Console から再起動操作を再試行します。
4. 問題が解決しない場合は、サポートダンプを作成します。
5. 認定テクニカルサポートに連絡して、サポートダンプを提供します。

スタンバイアプライアンスをアップデートできない
症状
高可用性クラスター内のスタンバイアプライアンスでアプライアンスのアップデートが完了しない
原因
スタンバイアプライアンスが使用できないか、接続されていない
アクション
1. データセンターで、次のオプションから選択します。
• プリロード済み USB ドライブを使用した HPE Synergy アプライアンスのイメージを再構築しま
す。
• スタンバイアプライアンス上で一時 IP アドレスを構成します。これにより、認証された HPE
OneView ユーザーがスタンバイアプライアンス上でアップデートアクションを再試行できます。
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詳細情報
プリロード済み USB ドライブを使用したアプライアンスのイメージ再構築

ハードウェアをセットアップするユーザーがログインできない
症状
ハードウェアをセットアップするユーザーの認証がブロックされる。
原因
アプライアンスは、ハードウェアをセットアップするユーザーに対してアクセスを拒否するように構成さ
れています。
アクション
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. セキュリティの編集画面にアクセスします。
詳細については、
「設定：セキュリティ」セクション（HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ）を
参照してください。
3. ハードウェアセットアップアクセスを有効にします。
4. ログアウトし、ハードウェアをセットアップするユーザーとしてログインしなおします。
5. 操作を再試行してください。

HPE OneView でログイン画面が表示されない
症状
ログイン画面がない
原因
アプライアンスがまだ起動していないか、ブラウザーが正しく動作していない
アクション
1. アプライアンスが完全に起動するまで待ちます。
2. ブラウザーを更新して、再試行します。
3. 新しいブラウザーを開いて、再試行します。
4. インフラストラクチャ管理者として、REST API を使用してアプライアンスを再起動します。
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iLO が適切に動作するようにリモートコンソールを再インス
トールする
症状
Windows クライアントで Firefox または Chrome を実行しているときは、iLO リモートコンソールの初回
のインストールにより、インストールダイアログボックスが再度表示されることがなくなります。コン
ソールソフトウェアを再インストールする必要がある場合は、インストールダイアログボックスをリセッ
トする必要があります。インストールダイアログボックスが表示されない。
原因
iLO リモートコンソールソフトウェアのインストールに使用したブラウザー（Firefox または Chrome）と
は異なるブラウザーを使用中の場合は、ソフトウェアがすでにインストールされていても、ソフトウェア
をインストールするよう求めるダイアログボックスが表示されます。
アクション
1. コンソールを再インストールするには、Shift キーを押し、アクション > コンソールの起動を選択しま
す。
2. ソフトウェアを再インストールするには、ソフトウェアのインストールをクリックし、アプリケーショ
ンのインストールのためのダイアログボックスをすべて閉じます。
3. インストール完了 — コンソールの起動をクリックして、インストール後にコンソールを起動します。

HPE Synergy コンポーザーのリストア操作に失敗した
症状
リストア操作と工場出荷時設定へのリセット操作が失敗したため、アプライアンスは再起動できませんで
した。
解決方法 1
原因
バックアップファイルに互換性がない。
アクション
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. 次の条件を満たす最新のバックアップファイルを使用してリストア操作を再試行してください。
リストア中のアプライアンスの HPE OneView メジャーおよびマイナーのバージョン番号が、バック
アップファイルが作成されたアプライアンスと同じであること。設定画面には、次の形式でバージョ
ン番号が表示されます。
バージョンメジャー.マイナー.nn-nnnnn 月—日—年
3. リストア操作で自動的に解決できなかった不整合を調整します。
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解決方法 2
原因
重大なエラーが発生した。
アクション
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. 認定サポート担当者にお問い合わせいただく必要がある場合、サポートダンプファイルを作成します。
3. 可能であれば、アプライアンスを工場出荷時設定にリセットします。それ以外の場合、HPE Synergy
コンポーザーを再イメージします。
4. リストア操作を再試行します。
解決方法 3
原因
リストア操作が失敗する。
アクション
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. 認定サポート担当者にお問い合わせいただく必要がある場合、サポートダンプファイルを作成します。
3. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。
• 最新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。
• アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行います。
4. 問題が解決しない場合は、認定サポート担当者にお問い合わせください。
解決方法 4
原因
リストア操作のステータスは、進行中だが、変化の比率（%）が 2.5 時間以上変更されません。
アクション
1. インフラストラクチャ管理者としてログインします。
2. アプライアンスを再起動します。
3. 以下のいずれかまたは両方の操作を行います。
• 最新のバックアップファイルを指定して、リストア操作を再試行します。
• アプライアンスと互換性のある別のバックアップファイルでリストア操作を行います。
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HPE OneView における管理と監視
HPE OneView では、物理および論理サーバー、ネットワーク、およびストレージリソースを簡単に監視、
構成、および管理できます。物理リソースと論理リソースを管理および監視するためのタスクは、HPE
OneView（HPE Synergy 用）ヘルプに記載されています。
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプには、HPE OneView の各リソースを対象とした概念情報とタ
スク情報が記載されています。
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シリアルコンソールアクセス用の CLI
CLI を使用して、HPE Synergy インターコネクトおよびサーバーのシリアルコンソールにアクセスできま
す。インターコネクトのシリアルポートにアクセスすることによって、他の方法では取得できない診断情
報を利用できるようになります。

CLI を使用したネットワークの問題のトラブル
シューティング
デスクトップから HPE Synergy インターコネクトモジュールへの直接的なパスウェイを確立することに
よって、ネットワーク管理者はインターコネクトのシリアルポートを介して診断情報にアクセスできま
す。
HPE Synergy コンポーザーの SSH ポートに接続してから、CLI を使用して、特定のインターコネクトの
シリアルコンソールセッションを確立します。
CLI には次のような一般的な機能があります。
• シリアルコンソールに接続するためのデスクトップツール（SSH や PuTTY など）
• コマンド履歴
• コマンドラインの編集と Tab キーによる補完
• オンラインヘルプ
• コマンドの大文字と小文字の区別
コマンドの履歴と Tab キーによる補完
CLI では、セッション中に入力されたコマンドラインの履歴が保持されます。以前に入力したコマンドを
再度呼び出して編集するには、最新のシェルと同じ方法で矢印キーを使用します。カーソルの前の文字を
削除するには、バックスペースを使用します （これを行うには、十分な機能を備えたターミナルまたはエ
ミュレーターが接続されていることが必要です）。
コマンドラインでは、Tab キーを使用して、コマンドと引数キーワードのテキスト入力を補完できます。
フィールド名と属性値を Tab キーで補完することはできません。
詳細情報
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「HPE Synergy コンポーザーへの SSH を使用したイン
ターコネクトへのアクセス」トピック
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドの「CLI コマンド」トピック

SSH 経由での CLI への接続
注記: Hewlett Packard Enterprise では、SSH 接続を通じてアプライアンス Maintenance Console にアク
セスする場合は、以下のツールの使用をお勧めします。
• PuTTY
• MTPuTTY
• シェルプロンプトからの ssh コマンドライン
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SSH が無効になっている場合は、フレームリンクモジュールに接続されたコンソールを使用してデバイ
スのシリアルコンソールにアクセスします。
手順
1. 推奨されるツールのいずれかをローカルコンピューターで実行します。
2. 完全修飾ドメイン名または IP アドレスを指定して HPE Synergy コンポーザーにアクセスします。
3. HPE OneView 認証情報を使用してログインします。ログインするには、デバイスに接続するための正
しい権限とスコープが必要です。
注記: CLI コマンドを ssh コマンドラインに対して引数として発行して、指定されたコマンドを呼び出す
ことができます。ssh コマンドは実行が完了した後で強制終了します。
コマンドが connect コマンドの場合、I/O は指定されたシリアルコンソールに接続され、ssh コマンドは
接続が強制終了されるまで終了しません。次に例を示します。
$ ssh -t Administrator@appliance_address "console-view; connect interconnect
EM1FFFF101 1 1"
詳細情報
• HPE OneView オンラインヘルプの「SSH アクセスの有効化または無効化」トピック
• HPE OneView オンラインヘルプの「スコープについて」トピック
• HPE OneView ユーザーガイドの「フレームリンクモジュールから Maintenance Console へのアクセ
ス」トピック

CLI コマンド
次の CLI コマンドセットは、シリアルコンソールへのアクセスをサポートします。
• ?
• connect
• console-view
• efuse
• exit
• help
• kill
• quit
• return
• show

シリアルコンソールアクセス用の CLI

264

?コマンド
使用法
?
main-view> ?
console-view
exit
help
quit

Enter the
Exit from
Show help
Exit from

Console View
command line interpreter
for <command> or list all commands for the view
current command view

説明
?コマンドを使用すると、コマンドラインのその場所に入力できるすべてのコマンドのリストを取得でき
ます。

connect コマンド
使用法
connect (blade | interconnect) <enclosure-name | enclosure-uuid>
<bay-number> [<console-index>]
[force]
blade
interconnect
<enclosure-name>
<enclosure-uuid>
<bay-number>
<console-index>

Open a text console session to a blade
Open a text console session to an interconnect
Specify the name of the enclosure
Specify the UUID of the enclosure
Specify the bay-number
Specify the console index which can be found using the
"show" command
Force the

force
connection
* Arguments listed in parenthesis () and separated by the pipe symbol | are
mutually exclusive choices.
* Arguments listed in square brackets [] are optional arguments and can be
omitted.
* Fields listed in angle brackets <> should be replaced with the value
indicated.
説明
connect コマンドを使用するには、まず console-view コマンドを入力する必要があります。
シリアルコンソールに接続するには、目的のシリアルコンソールを表す一意の識別子を指定します。この
識別子には以下の情報が含まれています。
• デバイスのタイプ（インターコネクトとブレードのどちらか）
• デバイスを含んでいるエンクロージャー
• デバイスのベイ番号
• コンソールのインデックス（コンソールが複数ある場合）
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コンソールインデックスは、デバイスに複数のシリアルコンソールがある場合にどのシリアルコンソール
に接続するかを示します。この情報は show コマンドの出力に表示されます。デバイスにシリアルコン
ソールが 1 つしかない場合、コンソールインデックスを指定する必要はありません。ただし、デバイスで
複数のシリアルコンソールが使用可能な場合にコンソールインデックスが指定されていないと、エラーが
表示されます。
接続を確立できる場合は、同じターミナルウィンドウで既存の CLI がシリアルコンソールインターフェイ
スで置き換えられます。その時点で、すべての入力と出力が接続済みシリアルコンソールによって処理さ
れます。シリアルコンソール接続を強制終了すると、CLI が再開されて CLI プロンプトが表示され、追加
のコマンドを入力できるようになります。接続を確立できない場合は、接続が失敗した理由に関するエ
ラーメッセージが表示され、CLI プロンプトに戻ります。
Control キーシーケンス
順序

キー

説明

Ctrl+_ .

Control キーを押しながら、 CLI とフレームリンクモジュール間のシリアルコンソール接
アンダースコアキー、ピリ 続を強制終了します。
オドの順に押します。

~.

波ダッシュキー、ピリオド CLI セッションを強制終了します。このシーケンスはデフォ
の順に押します。
ルトの SSH エスケープシーケンス（ユーザーによる設定が可
能）で、CLI とのユーザー接続を破棄するとともに、フレー
ムリンクモジュールとの接続が現在開いている場合にそれを
閉じます。

シリアル接続のインターコネクトサーバー側にはモデム制御信号がありません。HPE OneView からフ
レームリンクモジュールへのシリアルコンソール接続が強制終了された場合、インターコネクトまたは
サーバーには何も表示されません。
force オプション
既存の接続が多すぎるために接続を確立できない場合は、要求された接続を正常に確立できるよう、同じ
デバイスとの既存の接続の切断を試みる force オプションを指定できます。
例
console-view> connect blade MXQ73406DF 3
Connecting to blade...
To return to the CLI, enter <Ctrl>_. (Control + Shift + Underscore followed
by a period (.) which must be at the beginning of a line)
console-view> connect interconnect MXQ73406DF 1
Connecting to interconnect...
To return to the CLI, enter <Ctrl>_. (Control + Shift + Underscore followed
by a period (.) which must be at the beginning of a line)

console-view コマンド
使用法
console-view
main-view> console-view
console-view> ?
connect Open a text console session

シリアルコンソールアクセス用の CLI

266

help
kill
return
show

Show help for <command> or list all commands for the view
Terminate a text console session
Exit to Main View
Display device information

説明
console-view コマンドを実行すると、メインビューからコンソールビューに切り替わります。

efuse コマンド
使用法
efuse (deviceBay | interconnectBay | managerBay | applianceBay)
<enclosure-name | enclosure-uuid> <bay-number>
deviceBay
Electrically reset a device bay in a frame
interconnectBay Electrically reset an interconnect bay in a frame
managerBay
Electrically reset a manager bay in a frame
applianceBay
Electrically reset an appliance bay in a frame
<enclosure-name> Specify the name of the enclosure
<enclosure-uuid> Specify the UUID of the enclosure
<bay-number>
Specify the bay-number
* Arguments listed in parenthesis () and separated by the pipe symbol | are
mutually exclusive choices.
* Fields listed in angle brackets <> should be replaced with the value
indicated.
説明
Electronic Fuse（efuse）コマンドを使用すると、アプライアンスの Maintenance Console から電源をオ
ン/オフにすることで、エンクロージャーベイの電源リセットを行うことができます。efuse コマンドを
使用して、サーバーを物理的に取り外したり挿入したりせずに、サーバーへの電力を切断することができ
ます。Efuse コマンドは、サーバーを取り外して iLO を再起動する補助電源にも影響します。
Efuse は次のタイプのターゲットで動作します。
• デバイスベイ
• インターコネクトベイ
• マネージャーベイ
• アプライアンスベイ
Maintenance Console のターゲットのタイプと場所を選択して、フレーム内のベイを電気的にリセットす
ることができます。
例
console-view> show enclosure list
Name
UUID
Serial Number Blades Interconnects
----------- ---------------- ------------- ------ ------------CRN754408RN 000000CN754408RN CN754408RN
7
3
console-view> efuse deviceBay CN754408RN 3
Efused console session for device, bay 3
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exit コマンド
使用法
exit
説明
exit コマンドを実行すると、CLI シェルが終了し、接続が閉じられます。

help コマンド
使用法
console-view> help help
Show help for <command> or list all commands for the view
Usage: help [<command>]
exit
Exit the command line interpreter
return Exit to Main View
quit
Exit from current command view
connect Open a text console session
show
Display device information
kill
Terminate a text console session
help
Show help for <command> or list all commands for the view
* Arguments listed in parenthesis () and separated by the pipe symbol | are
mutually exclusive choices.
* Arguments listed in square brackets [] are optional arguments and can be
omitted.
* Fields listed in angle brackets <> should be replaced with the value
indicated.
説明
help コマンドは、サポートされているすべてのコマンドの使用法と説明を表示します。表示される説明
は、help コマンドの引数のコンテキストによって異なります。

kill コマンド
使用法
kill (blade | interconnect) <enclosure-name | enclosure-uuid>
<bay-number> [<console-index>]
blade
Terminate a text console session to a blade
interconnect
Terminate a text console session to an interconnect
<enclosure-name> Specify the name of the enclosure
<enclosure-uuid> Specify the UUID of the enclosure
<bay-number>
Specify the bay-number
<console-index> Specify the console index which can be found using the
"show" command
* Arguments listed in parenthesis () and separated by the pipe symbol | are
mutually exclusive choices.
* Arguments listed in square brackets [] are optional arguments and can be
omitted.
* Fields listed in angle brackets <> should be replaced with the value
indicated.
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説明
kill コマンドを使用すると、シリアルコンソールとの開いている接続を終了できます。どのセッションを
終了するかを指定するには、connect コマンドで説明されているのと同様のコンソール識別子を指定しま
す。show コマンドを sessions キーワードとともに使用することで、コンソール識別子の指定に必要な
情報に加え、開いている接続のリストも見つけることができます。
この機能は、接続がまだ存在しているにもかかわらず、シリアルコンソールと通信できなくなった場合、
または別のユーザーによって作成された既存の接続が原因で、優先度の高い接続を確立できない場合に使
用してください。
例
console-view> show interconnect sessions
Enclosure Bay Console Index Login Time
---------- --- ------------- -----------------------MXQ73406DF 1
1
2017-11-08T23:52:16+0000
console-view> kill interconnect MXQ73406DF 1
Terminated console session for interconnect, bay 1

quit コマンド
使用法
quit
説明
quit コマンドを実行すると、任意のビューから上位レベルのビューに戻ります。quit コマンドをメイン
ビューで実行すると、CLI シェルが終了し、接続が閉じられます。

return コマンド
使用法
return
説明
return コマンドを実行すると、メインビューに戻ります。

show コマンド
使用法
show enclosure (list | sessions) [<enclosure-name | enclosure-uuid>]
show (interconnect | blade) (list | sessions)
[<enclosure-name | enclosure-uuid> [<bay-number>]]
enclosure
Display enclosure information
list
Display a listing of information
sessions
Display open sessions
<enclosure-name> Specify the name of the enclosure
<enclosure-uuid> Specify the UUID of the enclosure
blade
Display blade information
interconnect
Display interconnect information
<bay-number>
Specify the bay-number
* Arguments listed in parenthesis () and separated by the pipe symbol | are
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mutually exclusive choices.
* Arguments listed in square brackets [] are optional arguments and can be
omitted.
* Fields listed in angle brackets <> should be replaced with the value
indicated.
説明
show コマンドを使用すると、管理対象エンクロージャーとエンクロージャー内のデバイス（具体的には
インターコネクトとサーバー）に関する情報をさまざまなビューに表示できます。これらの情報には、ど
のシリアルコンソールを接続に使用できるかに関する情報が含まれます。
デバイスに関する情報の表示方法には、次の 2 つのサブコマンドが影響します。
• list - デバイス属性のサブセットの簡単なリストが表形式で表示されます。複数のデバイスの情報を
表示する場合に最適です。
• sessions - 1 つまたは複数のフレームリンクモジュールとの間で開かれているシリアル接続がリス
ト表示されます。
エンクロージャー識別子またはベイ番号が指定されている場合、出力結果は、指定された識別子または番
号と一致するコンポーネントのみが含まれるようにフィルタリングされます。
例
console-view> show interconnect list
Enclosure Bay Console Indices Model
---------- --- --------------- --------------------------------------------MXQ73406DF 1
1
Virtual Connect SE 16Gb FC Module for Synergy
MXQ73406DF 2
[empty]
MXQ73406DF 3
1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy
MXQ73406DF 4
1
Virtual Connect SE 16Gb FC Module for Synergy
MXQ73406DF 5
[empty]
MXQ73406DF 6
1
Virtual Connect SE 40Gb F8 Module for Synergy
console-view> show blade list
Enclosure Bay Console Indices
---------- --- --------------MXQ73406DF 1
1
MXQ73406DF 2
[empty]
MXQ73406DF 3
1
MXQ73406DF 4
[empty]
MXQ73406DF 5
1
MXQ73406DF 6
1
MXQ73406DF 7
1
MXQ73406DF 8
[empty]
MXQ73406DF 9
[empty]
MXQ73406DF 10 [empty]
MXQ73406DF 11 1
MXQ73406DF 12 1

Serial Number
------------1CG720002H
2TV71600RT
1CG714003F
2TV71600Q1

Model
Serial Number
----------------- ------------Synergy 480 Gen10 CN770903LN
Synergy 480 Gen10 MXQ73406D5
Synergy 660 Gen9 MXQ73407LY
Synergy 660 Gen10 CN770909HC
Synergy 480 Gen9 MXQ73406DB
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vCenter のデータセンター名を変更する
vCenter のデータセンター名を変更するには、以下の手順に従います。
前提条件
権限：インフラストラクチャ管理者またはネットワーク管理者。
手順
1. vSphere Client を使用して vCenter Server にログインし、vCenter のデータセンターの名前を変更しま
す。
2. 古い vCenter コントローラーのインスタンスを APIC から削除します。
3. 新しいデータセンター名を使用し、APIC で新しい vCenter コントローラーインスタンスを作成しま
す。
管理コントローラーの状態が「Online」であることを確認します。
4. HPE OneView からファブリックマネージャーを削除します。
5. ファブリックマネージャーを HPE OneView に追加し、監視対象のテナントを選択します。
注記: ファブリックマネージャー名は、英語でのみ入力してください。
6. 不整合性が存在する可能性があるため、コンソールで整合性レポートを確認します。
不整合性は APIC ポリシーおよび HPE OneView リソースによって異なります。
7. 必要に応じ、修復を実行します。
詳細情報
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「ファブリックマネージャー」。
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HPE OneView Update Readiness Checker
HPE OneView Update Readiness Checker は、HPE OneView ユーザーが、アプライアンスのアップデー
トに進む前に、一連の既知の条件について HPE OneView アプライアンスの正常性を評価するために提供
されています。現在のところ、このチェッカーはアプライアンスの状態のみを評価し、管理対象環境は評
価しません。
チェッカーは HPE OneView アプライアンスの外側にあるクライアントシステムで実行され、Windows お
よび Linux プラットフォームでサポートされています。このチェッカーは、HPE Synergy コンポーザーお
よび VM アプライアンス上の HPE OneView4.2 以降のバージョンでサポートされています。チェッカー
は、HPE Image Streamer アプライアンスではサポートされていません。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者。
• チェックを実行するターゲット HPE OneView アプライアンスの IP アドレスまたは FQDN を取得し
ている。
• クライアントシステムへの HPE OneView アプライアンスの証明書のインポートを含む、クライアント
システムとアプライアンス間のセキュアな通信が有効になっている。
• https://www.hpe.com/support/ov-urc から最新のバージョンをダウンロードしている。
証明書の有効化とチェッカーの使用について詳しくは、ダウンロードに含まれる README を参照してく
ださい。
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HPE OneView Remote Technician
HPE OneView Remote Technician を使用すると、問題のトラブルシューティングおよび解決のサポート
が迅速かつ容易になります。招待により、認証された Hewlett Packard Enterprise サポート技術者が、問
題のトラブルシューティングと診断に安全な TLS 接続を通じて HPE OneView アプライアンスにアクセ
スします。FTP サイトを必要としないログの直接ダウンロードなど、信頼されたサポート技術者が問題を
診断する際に現場にいる必要がありません。
HPE OneView Remote Technician は、追加のアプリケーションなしで HPE OneView 4.1 以降に組み込ま
れています。
詳細情報
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの「HPE OneView アプライアンスへのリモートアクセスサー
ビスの構成」。
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HPE OneView 製品に関するフィードバック
Hewlett Packard Enterprise へのフィードバックの送信
Hewlett Packard Enterprise に、Hewlett Packard Enterprise 製品についてのフィードバックをお寄せくだ
さい。Hewlett Packard Enterprise に直接フィードバックを送信するには、https://www.hpe.com/jp/ja/
contact-hpe.html にアクセスして、Submit and check case status > [+]Feedback を選択します。
Gartner Peer Insights へのフィードバックの送信
Hewlett Packard Enterprise は、率直なフィードバックを送信する別のオプションとして、いくつかの第
三者のサイトと提携しています。最初の提携は、情報テクノロジーの有益な情報を提供する主要な研究お
よびコンサルティング会社である Gartner です。Hewlett Packard Enterprise は、HPE OneView をレ
ビューし、15 分以内にフィードバックを送信できる Gartner Peer Insights の調査をセットアップするた
めに Gartner と提携しています。HPE OneView のフィードバックをご提供いただける場合は、リンク
https://gtnr.it/2jgx9Ju にアクセスしてください。
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HPE Synergy のドキュメントリソース
Hewlett Packard Enterprise Information Library（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）では、イン
ストール手順書、ユーザーガイド、メンテナンスおよびサービスガイド、ベストプラクティス、追加リ
ソースへのリンクなど、すべての HPE Synergy ドキュメントを包括的に 1 箇所に集めたライブラリを提
供します。ライブラリは、検索性を向上させるフィルタリングをサポートしています。
ドキュメント:

以下を提供:

HPE Synergy ソリューション
はじめに

ハードウェアのインストールから HPE OneView の構成まで、HPE
Synergy ソリューションの初回セットアップ手順。

リリースノート

HPE Synergy、HPE Synergy イメージストリーマー、HPE OneView
などの製品のリリースの説明、新機能、ドキュメントのアップデー
ト、問題と推奨処置。

移行ガイド

HPE Synergy コンポーザーから HPE Synergy コンポーザー 2 へ
の移行、および HPE Synergy フレームリンクモジュールから HPE
Synergy 4 ポートフレームリンクモジュールへの移行に関する情
報。

HPE Synergy アプライアンスのフ システムでの初期使用のために HPE Synergy アプライアンスを準
ァームウェアの確認：HPE Synergy 備する手順。
アプライアンスの初期セットアッ
プの準備
Appliances User Guide

アプライアンスのモジュール管理、構成、およびセキュリティの概
要。

ケーブル接続ガイド

管理ネットワーク、HPE Synergy イメージストリーマー、インター
コネクト、および電源のケーブル接続例。

構成および互換性ガイド

HPE Synergy 管理とファブリックアーキテクチャー、詳細なハード
ウェアコンポーネントの識別、およびハードウェアコンポーネント
の構成要件の概要。

フレームリンクモジュールユーザ
ーガイド

HPE Synergy 4 ポートフレームリンクモジュール、HPE Synergy
フレームリンクモジュール、および HPE Synergy 管理コンソール
の管理、構成、およびセキュリティに関する情報。

Power Management Overview
Guide

HPE Synergy が HPE Synergy 12000 フレームの電力使用量を管
理する方法に関する追加の詳細情報。

トラブルシューティングガイド

一般的な問題を解決するための情報、および障害の分離と特定、問
題の解決、およびメンテナンスのための一連のアクション。

エラーメッセージガイド

特定のエラーメッセージに関連する問題を解決するための情報。

ドキュメントマップ

必要な HPE Synergy ドキュメントをフィルタリングして見つける
ための説明マップ。

用語集

製品の理解と、HPE Synergy エコシステムの習熟に役立つ用語、説
明、および図面。

HPE Synergy イメージストリーマ
ー
表は続く
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ドキュメント:

以下を提供:

展開ワークフロー

OS 展開用の HPE Synergy イメージストリーマーのセットアップ
に関連するさまざまな手順のインタラクティブな説明、および手順
の詳細な指示を含むさまざまなドキュメントへの参照。

サポートマトリックス

HPE Synergy イメージストリーマーに関する、ソフトウェアおよび
ファームウェアの最新要件、サポート済みハードウェア、および最
大構成。

ユーザーガイド

HPE Synergy イメージストリーマーを使用した OS 展開プロセス、
HPE Synergy イメージストリーマーの機能、および HPE Synergy
イメージストリーマーアーティファクトの目的とライフサイクル。
また、HPE Synergy イメージストリーマーの認証、権限付与、およ
びトラブルシューティングに関する情報も含まれます。

GitHub

サンプルアーティファクトと、サンプルアーティファクトの使用法
に関するドキュメントが含まれるレポジトリ（github.com/
HewlettPackard）。また、HPE Synergy イメージストリーマーを使
用して実行できる展開手順について説明するテクニカルホワイト
ペーパーも含まれます。

ヘルプ

HPE Synergy イメージストリーマーの基本的な概念とユーザーイ
ンターフェイスベースのタスクに関する情報。

HPE OneView（HPE Synergy 用）
サポートマトリックス（HPE
Synergy 用）

HPE OneView に関する、ソフトウェアおよびファームウェアの最
新要件、サポート済みハードウェア、および最大構成。

ユーザーガイドおよびヘルプ（HPE リソース機能、プランニングタスク、クイックスタートタスクの構
Synergy 用）
成、グラフィカルユーザーインターフェイスのナビゲーションツー
ル、および HPE OneView のサポートと参照情報。
Global Dashboard のユーザーガイ
ドおよびヘルプ

HPE OneView Global Dashboard のインストール、構成、ナビゲー
ション、およびトラブルシューティングについての説明。

HPE Synergy のトラブルシューテ
ィングガイド

HPE Synergy Composer に組み込まれている HPE OneView の一
般的なトラブルシューティング手順。

トラブルシューティングの資料

ツール内のトラブルシューティング画面、オンラインヘルプ、およ
びトラブルシューティングガイド。

HPE Synergy ファームウェアアップデートリ
ソース
HPE OneView（HPE
Synergy 用）：

以下を提供:

ファームウェアおよびドラ ファームウェアのアップデート方法、および HPE OneView が提供する
イバーのアップデートガイ ファームウェアおよびドライバーをアップデートするための推奨のベスト
ド
プラクティスに関する情報。
HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サイト（https://www.hpe.com/info/synergy-sw-releaseinformation）では、ファームウェアアップデート情報のインタラクティブリソースを提供します。HPE
Synergy ファームウェアアップデートリソースは、HPE OneView 内でも利用できます。
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図 2: HPE Synergy ソフトウェアリリース情報
HPE Synergy ソフトウェ
アリリース情報サイト：

以下を提供:

ファームウェア比較ツール 選択された HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせによってサポート
される HPE Synergy カスタム SPP を比較するために使用する HPE
Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせリスト。
ファームウェアの機能表

選択された HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせによってサポート
される HPE Synergy カスタム SPP を比較するために使用するファームウ
ェア機能のリスト。

アップグレードパス表

HPE Synergy コンポーザーと HPE Synergy イメージストリーマーのアッ
プグレードパス、および HPE Synergy 管理ソフトウェアの組み合わせに関
する情報。

VMware OS のサポート

VMware vSphere OS を HPE Synergy カスタム SPP で使用するための情
報と要件。
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HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメン
トマップ）
https://www.hpe.com/info/synergy-docs
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プランニング

管理

• HPE Synergy 移行ガイド

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy 12000 Frame Site Planning
Guide

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ

• HPE Synergy 構成および互換性ガイド
• HPE OneView（HPE Synergy 用）サポート
マトリックス
• HPE Synergy イメージストリーマーサポー
トマトリックス
• Setup Overview for HPE Synergy
• HPE Synergy Software Overview Guide

• HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド
• HPE Synergy イメージストリーマー API リファレン
ス
• HPE Synergy イメージストリーマー展開ワークフ
ロー
• HPE Synergy フレームリンクモジュールユーザーガ
イド
監視
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

ハードウェアの取り付け

• HPE Synergy はじめに（フレームに付属） • HPE OneView Global Dashboard ユーザーガイド
• HPE Synergy 12000 フレームセットアッ
プ/インストールガイド

メンテナンス

• Product maintenance and service guides
• HPE ラックレールインストール手順 HPE
Synergy 12000 フレーム用（フレームに付 • HPE OneView for HPE Synergy Firmware and Driver
属）
Update Guide
• HPE Synergy 12000 Frame Rack Template •
（フレームに付属）
•
• フードラベル
•
• ユーザーガイド
• HPE Synergy ケーブル接続ガイド

HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ
HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド
HPE Synergy アプライアンスメンテナンス&サービ
スガイド

トラブルシューティング

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ
— ハードウェアセットアップ

• HPE OneView アラートの詳細
• HPE Synergy トラブルシューティングガイド

管理および監視の構成
• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

• HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy
エラーメッセージガイド

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザー • Integrated Management Log Messages and
ガイド
Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 and
HPE Synergy
• HPE OneView API Reference for HPE
Synergy
• HPE OneView API Reference for HPE Synergy
• ユーザーガイド

• HPE Synergy の HPE OneView トラブルシューティ
ングガイド

• HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サ
イト
• HPE Synergy イメージストリーマー API リファレン
ス
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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/enterprise/docs
Hewlett Packard Enterprise Worldwide
https://www.hpe.com/assistance
サブスクリプションサービス/サポートのアラート
https://www.hpe.com/support/e-updates-ja
上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
製品の Web サイト
HPE OneView のドキュメント
https://www.hpe.com/info/synergy-docs
HPE 3PAR StoreServ ストレージ
https://www.hpe.com/info/storage
HPE Integrated Lights-Out（iLO）
https://www.hpe.com/info/ilo
Insight Remote のドキュメント
https://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
HPE Primera のドキュメント
https://www.hpe.com/info/Primera600-docs
HPE Insight Control のドキュメント
https://www.hpe.com/info/insightcontrol/docs
HPE OneView Global Dashboard のドキュメント
https://www.hpe.com/info/ovgd-docs
Smart Update（SUM/SPP/iSUT/iSUT）のドキュメント
https://www.hpe.com/info/sut-docs
Single Point of Connectivity Knowledge (SPOCK) の Storage compatibility matrix
https://www.hpe.com/storage/spock
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート
https://www.hpe.com/storage/whitepapers
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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。
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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。
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
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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
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。

サポートと他のリソース

283

