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摘要

このガイドでは、イメージストリーマーのアーキテクチャー、機能、インターフェイス、および
作業環境について説明します。イメージストリーマーを使用したサーバー展開プロセス、その目
的、イメージストリーマーアーティファクトのライフサイクル、およびアーティファクトを使用
して実行できるアクションについて説明します。また、イメージストリーマーリソースの使用に
際する推奨事項や、イメージストリーマーの認証、権限、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。
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HPE Synergy イメージストリーマーの初期セッ
トアップ

HPE Synergy イメージストリーマーの展開ワークフローは、次のいくつかのステップで構成されます。

• ハードウェアのセットアップ

• ネットワーク構成

• 展開サーバーのセットアップ

• 展開インフラストラクチャのセットアップ

• アーティファクト管理

• OS の展開

展開ワークフローのこれらの手順は、Hewlett Packard Enterprise Information Library にあるインタラク
ティブガイドの HPE Synergy イメージストリーマー展開ワークフローで説明されています。
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イメージストリーマーの概要

イメージストリーマーの概要
HPE Synergy イメージストリーマーは、HPE Synergy コンピュートモジュールのオペレーティングシステム
のホスト、構成、およびサービス提供に使用される HPE Synergy 管理アプライアンスです。HPE OneView
によって管理されるイメージストリーマーアプライアンスは、HPE OneView と同じサブネットに存在する必
要があります。イメージストリーマーのユーザーインターフェイスにアクセスするには、HPE OneView から
シングルサインオンを使用する必要があります。

イメージストリーマーアプライアンスは、以下のアーティファクトを使用して、HPE Synergy コンピュート
モジュールのオペレーティングシステムの展開と構成を行います。

• プランスクリプト

• OS ビルドプラン

• ゴールデンイメージ

• 展開プラン

また、イメージストリーマーは、OS ビルドプランとプランスクリプトを使用して、インストールされた OS
ボリュームからゴールデンイメージをキャプチャーするキャプチャー機能を提供します。

ステートレスサーバー

イメージストリーマーでは、コンピュートモジュールのステートレスサーバー展開が許可されます。ステート
レスサーバーは、アプリケーションデータのストレージを持たない物理サーバーです。ステートレスサーバー
には、スワップ領域などの一時的なローカルストレージが含まれる場合もあります。ただし、サーバー上で実
行されるアプリケーションではリモートストレージが使用されます。コンピュートモジュールは、イメージス
トリーマーアプライアンス上でホストされる OS ボリュームから起動され、実行されます。

イメージストリーマーは、HPE OneView サーバープロファイルの一部として OS 展開の状態を維持すること
によって、ステートレスサーバー上での OS 展開を実現します。サーバープロファイルは、物理サーバーとは
別に、サーバーの論理ハードウェアとソフトウェアの状態を保持します。サーバープロファイルの論理状態
は、必要に応じて、物理サーバーに割り当てられます。ソフトウェアの状態にはファームウェア構成、ネット
ワーク接続、起動設定、および iLO 構成が含まれます。展開状態には、ゴールデンイメージ（起動可能なオペ
レーティングシステム、アプリケーション、および I/O ドライバーのバージョンの組み合わせ）と特性（ホス
ト名、IP 構成）が含まれます。展開状態は、イメージストリーマー OS ボリュームに格納されます。このス
テートレスな環境は、一貫性のあるソフトウェアの展開とアップデート、およびサーバーの簡単な修理または
交換を行うのに役立ちます。

イメージストリーマーは、サーバープロファイルが物理サーバーに割り当てられ、割り当て解除され、また物
理サーバー間で移動したときに、OS ボリュームが保持されます。イメージストリーマーで OS ボリュームが
保持されない場合のシナリオがいくつかあります。これらの例外については、このユーザーガイドの「OS ボ
リューム」で説明されています。イメージストリーマーは、ゴールデンイメージを再展開し、すべての OS 構
成の変更を処理します。

詳しくは

イメージストリーマーアプライアンス用語(8 ページ)
イメージストリーマーの構成要素(9 ページ)
OS ボリューム(27 ページ)

イメージストリーマーアプライアンス用語
HPE Synergy コンポーザードメインには複数のイメージストリーマーアプライアンスペアを含めることがで
きます。イメージストリーマーアプライアンスペアは 1 つの論理エンクロージャーに機能を提供し、1 つの論
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理エンクロージャーは 大で 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つことができます。1 つ
のイメージストリーマーアプライアンスペアをプライマリアプライアンスペアとして指定し、他のすべてのア
プライアンスペアをセカンダリアプライアンスペアとして指定します。

イメージストリーマーアプライアンスペアでは、

• アクティブ/スタンバイ管理クラスターは、アーティファクト管理および OS 展開の機能を提供します。

• アクティブ/アクティブストレージクラスターは、OS ボリュームストレージを提供します。

HPE OneView インスタンスによって管理されるすべてのイメージストリーマーアプライアンスが、1 つの展
開サーバーとして動作します。イメージストリーマー展開サーバーは、任意のアプライアンスペア内にある
OS ボリュームの展開とキャプチャーを含め、すべてのイメージストリーマーアプライアンスペアを管理する
ための単一のインターフェイスとして機能します。また、展開とキャプチャーに関する詳細を提供するアー
ティファクトを管理し、必要に応じて、複数のアプライアンス上のアーティファクトを複製します。

1 つのイメージストリーマーアプライアンスを使用する特別な単一フレーム構成を開発またはテスト環境で
使用できます。実務環境では、3 フレーム構成が 低限必要です。以下のリストでアプライアンスとクラス
ターの概念を説明します。

イメージストリーマーアプライアンス

HPE Synergy フレームに配置された個々の HPE Synergy イメージストリーマーモジュール、または高可
用性の冗長ペアを形成するために連携して機能するイメージストリーマーモジュールのペア。

プライマリイメージストリーマーアプライアンス

展開サーバーのプライマリアプライアンスペア。プライマリアプライアンスペアは、サーバー展開を管理
したり、アーティファクトを作成したり、論理エンクロージャー内のコンピュートモジュールの OS ボ
リュームに対してストレージを提供したりします。

セカンダリイメージストリーマーアプライアンス

セカンダリアプライアンスペアは、論理エンクロージャー内のコンピュートモジュールの OS ボリューム
に対してストレージを提供します。プライマリアプライアンスが使用できなくなった場合、インフラスト
ラクチャ管理者はセカンダリアプライアンスをプライマリアプライアンスと指定して、展開プロセスを管
理できます。

プライマリアクティブイメージストリーマーアプライアンス

このアプライアンスは、展開サーバーのユーザーインターフェイス、アーティファクト管理、および展開
制御の機能を提供します。プライマリアプライアンスを割り当てることができます。

プライマリスタンバイイメージストリーマーアプライアンス

アクティブなアプライアンスが使用できなくなると、スタンバイのアプライアンスがアクティブアプライ
アンスの管理機能を引き継いで、アクティブアプライアンスになります。

セカンダリアプライアンスは、プライマリアプライアンスで利用可能なアーティファクトのコピーを含み、
OS ボリュームの展開を支援します。スタンバイアプライアンスは、必要に応じて冗長のアーティファクトス
トレージおよび展開機能を提供します。スタンバイアプライアンスにもアクティブな OS ボリュームスト
レージが含まれます。

イメージストリーマーの構成要素
イメージストリーマーには、イメージストリーマーの基本構成要素として機能する 4 つのアーティファクトが
あります。アーティファクトには、プランスクリプト、OS ビルドプラン、ゴールデンイメージ、および展開
プランがあります。この図は、単一展開プランのシナリオにおけるイメージストリーマーの構成要素を示して
います。

イメージストリーマーの構成要素 9



展開プラン

ゴールデンイメージ

OSビルドプラン

プランスクリプト

図 1: イメージストリーマーの構成要素

プランスクリプト

コンピュートモジュールのオペレーティングシステムを展開したり、オペレーティングシステムボリュー
ムからゴールデンイメージをキャプチャーしたりする guestfishスクリプト。OS ビルドプランでは展

開とキャプチャーのプランスクリプトを使用します。

OS ビルドプラン

展開またはキャプチャープロセス中に OS ボリュームの構成を追加、変更、または削除するために使用す
る、プランスクリプトのセット。

ゴールデンイメージ

以前に展開された OS ボリュームのブロック単位のコピーであり、コンピュートモジュールのオペレー
ティングシステムの展開と構成に使用します。以前に展開された OS ボリュームは、ブート可能なオペ
レーティングシステム、アプリケーション、I/O ドライバーバージョンで構成されている可能性がありま
す。

展開プラン

ゴールデンイメージと OS ビルドプランの組み合わせであり、サーバープロファイルの入力として機能し
ます。その後、このサーバープロファイルを OS 展開で使用します。

アーティファクトバンドル

ほかのアーティファクトを 1 つのアーカイブファイルにパッケージ化することができる、アーティファク
トのバンドル。このパッケージ化により、別の HPE Synergy コンポーザードメインにまたがってイメー
ジストリーマーアプライアンス間でアーティファクトを移動することができます。この形式は、Hewlett
Packard Enterprise 提供のアーティファクトのリリースで使用されます。

Hewlett Packard Enterprise 提供のサンプルアーティファクトは OS 展開で使用できるほか、カスタマイズし
たアーティファクトの開発に役立ちます。これらのサンプルアーティファクトをコピーして機能をカスタマ
イズしたり、構成設定用の追加のカスタム属性を含めたりします。Hewlett Packard Enterprise 提供のサンプ
ルアーティファクトについて詳しくは、https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-tools を参照
してください。

技術的な支援を得るためには、必ず、展開アクティビティに Hewlett Packard Enterprise 提供のアーティファ
クトを使用してください。

詳しくは

アーティファクト(14 ページ)
https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-tools
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イメージストリーマーのアーキテクチャー
イメージストリーマーアプライアンスは、HPE Synergy のコンポーザブルインフラストラクチャマネー
ジャー（CIM）スロットのいずれかに配置されます。次の図に、イメージストリーマーアプライアンスのアー
キテクチャーのさまざまなコンポーネントを示します。

Image Streamer User Interface and API

Image Streamer artifact and deployment management

Image Streamer
artifact repository 

Solid State Drive

Image Streamer Appliance HPE Synergy
Frame

Compute modules
Operating

System volumes

Deployment and
OS volume

management

図 2: イメージストリーマーのアーキテクチャー

イメージストリーマーアプライアンスには、次のコンポーネントがあります。

• イメージストリーマーのユーザーインターフェイスとアプリケーションプログラミングインターフェイス

管理者は、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスと API を使用して、OS ボリュームからの
ゴールデンイメージのキャプチャーを含むアプライアンスのアーティファクトにアクセスし、管理します。

• イメージストリーマーのアーティファクトと展開の管理

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスと API では以下を制御できます。

◦ アプライアンスペア間でのアーティファクトの複製を含むアーティファクトの管理。

◦ 適切なアプライアンスペアにおける OS ボリュームの検索を含むゴールデンイメージの展開。

• イメージストリーマーのアーティファクトレポジトリ

イメージストリーマーのアーティファクトレポジトリは、イメージストリーマーのアーティファクトを保
存するレポジトリです。

イメージストリーマーのアーキテクチャー 11



イメージストリーマーのユーザーの役割
HPE OneView を使用してイメージストリーマーの構成やアクセスを行う場合には、以下のユーザーの役割が
あります。

インフラストラクチャ管理者

インフラストラクチャ管理者は、HPE OneView とイメージストリーマーを構成する完全な管理権限を持
ちます。以下は、インフラストラクチャ管理者が実行するアクションの一部です。

• イメージストリーマーのセットアップ

• ファームウェアアップデート

• アプライアンスの追加、交換、および削除

サーバー管理者

サーバー管理者は、HPE OneView のサーバープロファイルからサーバーのプロビジョニングと OS 展開
を実行します。

ソフトウェア管理者

ソフトウェア管理者は、以下のアクションを実行できます。

• プランスクリプト、OS ビルドプラン、ゴールデンイメージ、展開プランなどのアーティファクトを作
成し、管理します。

• アーティファクトバンドルを管理し、ロードします。

• OS ボリュームからゴールデンイメージをキャプチャーします。

• サーバー管理者が展開に必要とするデフォルト構成の設定を指定します。

• ソフトウェア管理者がカスタマイズする構成の設定を決定します。

バックアップ管理者

バックアップ管理者は、以下のアクションを実行できます。

• 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。

HPE OneView のその他のユーザー役割について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
にある HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。

イメージストリーマーを使用した展開
展開とは、サーバーにオペレーティングシステムをインストールして構成する手順のことです。

注記: HPE Synergy サーバーでは、コンピュートモジュールとサーバーは同義として使用されます。

展開の実行手順

12  イメージストリーマーのユーザーの役割
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• インフラストラクチャ管理者は HPE Synergy コンポーザーとイメージストリーマーアプライアンスをエ
ンクロージャーに構成します。

• ソフトウェア管理者は、REST API またはユーザーインターフェイスを使用して、アプライアンスにアー
ティファクトとカスタム属性を作成します。

• サーバー管理者は、HPE OneView のサーバープロファイルを使用して、OS 展開設定を指定します。

• イメージストリーマーアプライアンスが OS ボリュームを作成し、OS ボリュームで指定されたユーザー設
定を使用して OS の展開を実行します。

• 展開が正常に完了すると、コンピュートモジュールの電源がオンになります。コンピュートモジュールは
OS ボリュームから起動し、実行します。展開が正常に行われたら、OS ボリュームの詳細情報に基づき
サーバープロファイルが更新されます。

詳しくは

展開について(27 ページ)

イメージストリーマーの概要 13



アーティファクト

アーティファクトは、以下を実行するために使用されるエンティティです。

• コンピュートモジュールのプロビジョニングを行うための OS ボリュームへのオペレーティングシステム
およびアプリケーションの展開

• OS ボリュームのためのオペレーティングシステムとアプライアンスのゴールデンイメージのキャプ
チャー

イメージストリーマーアプライアンスでは、プランスクリプト（PS）、OS ビルドプラン（BP）、ゴールデン
イメージ（GI）、および展開プラン（DP）などのアーティファクトがあります。

プランスクリプトについて
プランスクリプトとは、イメージストリーマーアプライアンスの構成要素の 1 つで、展開およびキャプチャー
プロセスで重要な役割を果たします。プランスクリプトは、パーソナライゼーション（展開）または一般化

（キャプチャー）を実行する guestfishスクリプトです。

プランスクリプトには、3 つのタイプがあります。

• 展開 - 展開に使われるプランスクリプト

• キャプチャー - キャプチャーに使われるプランスクリプト

• 全般 - 展開またはキャプチャーに使われるプランスクリプト

タイプが「展開」のプランスクリプトには、サーバー固有の構成情報を指定するためのカスタム属性が含まれ
ます。OS ビルドプランは、展開またはキャプチャープロセスでプランスクリプトを必ず参照する必要があり
ます。そのため OS ビルドプランが使用しているプランスクリプトは削除できません。

Hewlett Packard Enterprise 提供のプランスクリプトは読み取り専用です。ただし、コピーを作成して編集す
ることができます。

詳しくは

カスタム属性について(14 ページ)
http://libguestfs.org/guestfish.1.html
https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-tools

カスタム属性について

カスタム属性は、アーティファクトでサーバー固有の構成情報を指定するために使用されます。カスタム属性
は、展開タイプのプランスクリプトにのみ追加できます。プランスクリプトでカスタム属性のデフォルト値を
指定することができます。イメージストリーマーの OS ビルドプランおよび展開プランでカスタム属性のデ
フォルト値を変更し、HPE OneView のサーバープロファイルで使用されるように 終値を指定できます。

カスタム属性には名前、タイプ、値、およびカスタム属性のタイプごとに適用される制約があります。カスタ
ム属性名を指定し、オプションでプランスクリプトの値を指定します。OS ビルドプラン画面で、カスタム属
性のタイプおよび制約を指定し、オプションで、オーバーライドデフォルト値を指定します。カスタム属性の
制約を使用して、OS ビルドプラン、展開プラン、および HPE OneView のサーバープロファイルのカスタム
属性値を制限します。展開プランを使用すると、サーバープロファイルに表示されるカスタム属性と読み取り
専用のカスタム属性を制御できます。

プランスクリプトでのカスタム属性の構文は、@customattribute_name@です。デフォルト値のカスタム

属性は、@customattribute_name:customattribute_value@として指定できます。
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カスタム属性のタイプ

文字列

文字列タイプのカスタム属性は、OS ビルドプランで正規表現の制約が指定されていない限り、任意の値を持
つことができます。

文字列カスタム属性値の制約：

正規表現 指定した値が正規表現に一致する必要があります。
たとえば、^[A-Za-z0-9]+$という正規表現の制約

は、カスタム属性値には大文字のアルファベット、小
文字のアルファベット、および数字のみを含める必要
があることを意味します。文字列全体と一致させる
には、開始文字として^および終了文字として$を常に

指定してください。

空白のままの場合、カスタム属性値は検証されませ
ん。

長さ 長 4095 文字を使用できます。

パスワード

パスワードの値は暗号化されて保存され、入力中はマスクされます。

パスワードカスタム属性値の制約：

正規表現 正規表現の制約が指定されている場合、パスワードが
一致する必要があります。文字列全体と一致させる
には、開始文字として^および終了文字として$を常に

指定してください。

小長 必要な文字の 小数。

大長 必要な文字の 大数。

IPv4 アドレス

IPv4 アドレスタイプは、クラスターコントローラーなど、展開されているオペレーティングシステムで使用
されている他のサーバーを指定するために使用されます。NIC タイプのカスタム属性は、指定されたサーバー
のネットワークインターフェイスを構成するために使用されます。

IPv4アドレスタイプのカスタム属性の値には、有効な IPv4 アドレスを含める必要があります。

ホスト名

タイプホスト名のカスタム属性の値には、有効なホスト名を含める必要があります。

カスタム属性のタイプ 15



ホスト名カスタム属性値の制約：

長さ 長 254 文字を使用できます。

許可される文字
• ピリオド（.）を含めることはできません。

• アルファベット、数字、ハイフン（-）、およびア

ンダースコア（_）を含めることができます。

• 先頭をハイフン（-）またはアンダースコア（_）
にすることはできません。

FQDN
タイプ FQDNのカスタム属性の値は、有効な完全修飾ドメイン名でなければなりません。

FQDNカスタム属性値の制約：

長さ 長 254 文字を使用できます。

許可される文字
• 少なくとも 1 つのピリオド（.）を含める必要があ

ります。

• アルファベット、数字、ハイフン（-）、およびア

ンダースコア（_）を含めることができます。

• 先頭をハイフン（-）またはアンダースコア（_）
にすることはできません。

番号

番号タイプのカスタム属性の値には、整数または 10 進数を指定できます。たとえば、42 や 7.82 です。

番号カスタム属性の制約：

小 使用できる 小値

大 使用できる 大値

表は続く

16  FQDN



増分 値を増加または減少していく数。増分オプションま
たは減算オプションが次の画面で使用されます。

• 展開プランの作成

• 展開プランの編集

• 展開プランのコピー

• Create Server Profile

• サーバープロファイルの編集

• サーバープロファイルの作成

• サーバープロファイルテンプレートの作成

• サーバープロファイルテンプレートの編集

• サーバープロファイルテンプレートのコピー

• テンプレートからサーバープロファイルの作成

単位 該当の数字に対応する単位。

たとえば、GiB や MiB です。数字のカスタム属性の単
位はオプションです。

オプション

カスタム属性値をユーザー指定の値に制限します。

ネットワークインターフェイスコントローラー（NIC）

プランスクリプトには、ネットワークインターフェイスコントローラー（NIC）属性を含めることができま
す。NIC 属性は複雑なカスタム属性であり、ネットワークインターフェイス構成パラメーターを含んでいま
す。

NIC 属性は<name>.<parameter>の形式に従います。カスタム属性は、.<parameter>構成パラメーター構

文によって自動的に NIC として認識されます。NIC タイプのカスタム属性は変更できません。

NIC 属性パラメーターは、単一属性名の下、OS ビルドプランおよび展開プラン内でグループ化され、NIC タ
イプになります。NIC 属性のタイプには、次の 2 つがあります。

• チーム化

• 未チーム化

チーム化された NIC 属性

HPE Synergy メンテナンス操作中にサーバーが継続的にネットワークに接続できるように、チーム化された
ネットワーク接続が使用されます。また、可用性を向上させるためにも使用されます。チーム化された NIC
属性には、次のパラメーターを含めることができます。

• ipaddress1 - mac1パラメーターを使用する場合、このパラメーターは必須です。

• ipaddress2
• mac1 - mac1属性が任意の値に設定されていない場合、プランスクリプトの noneに展開されます。

• mac2 - mac2属性が任意の値に設定されていない場合、プランスクリプトの noneに展開されます。
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• dns1
• dns2
• dns3
• netmask
• gateway
• dhcp - このパラメーターの値 Trueは、サーバープロファイルで DHCP が選択されていることを示しま

す。

• networkuri - このパラメーターの値は、接続に関連付けられているネットワークを示します。

networkuri値と一致する NIC は、同じネットワークに接続されます。

• ipv4disable - このパラメーターの値 Trueは、NIC で IPv4 ネットワークが無効になっているをことを

示します。

チーム化されていない NIC 属性

チーム化されていない NIC 属性には、次のパラメーターを含めることができます。

• ipaddress
• mac - mac属性が任意の値に設定されていない場合、プランスクリプトの noneに展開されます。

• dns1
• dns2
• dns3
• netmask
• gateway
• dhcp - このパラメーターの値 Trueは、サーバープロファイルで DHCP が選択されていることを示しま

す。

• networkuri - このパラメーターの値は、接続に関連付けられているネットワークを示します。

networkuri値と一致する NIC は、同じネットワークに接続されます。

• ipv4disable - このパラメーターの値 Trueは、NIC で IPv4 ネットワークが無効になっているをことを

示します。

重要: サーバープロファイルからの NIC 属性設定と、ネットワーク接続の構成方法は、MAC アドレスを
使用した適切なネットワークアダプター機能の OS 設定に関係しています。このため、プランスクリプ
トには、各 NIC 属性の.macサブタイプが含まれる必要があります。

IPv4 構成オプション

サーバープロファイルは、OS の展開のために要求されたネットワーク構成を示す<name>.<parameter>値
を提供します。プランスクリプトでネットワーク構成パラメーターを使用しない場合、サーバープロファイル
はパラメーターを要求しません。

OS ビルドプラン画面のカスタム属性の編集ダイアログで IPv4 構成を設定して、サーバープロファイルで選
択できる構成を制限できます。
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静的

このオプションは、サーバープロファイルが静的 IP アドレスで NIC を構成するように要求できることを
示します。設定しない場合、サーバープロファイルでは静的 IP 構成は許可されません。静的 IP 構成が許
可されている場合は、静的 IP 構成を入力することができます。または、HPE OneView にネットワークの
IP プールがある場合はプールから割り当てることができます。

DHCP

このオプションは、サーバープロファイルが NIC を DHCP 用に構成するように要求できることを示しま
す。具体的には、このオプションでは.dhcp値を指定できます。設定しない場合、サーバープロファイル

では DHCP を選択できません。

ネットワーク構成の無効化

このオプションは、サーバープロファイルが NIC の接続を提供できないことを示します。設定する
と、.macまたは.mac1および.mac2値は、プランスクリプトの noneに展開されます。設定しない場

合、NIC 属性のサーバープロファイルでネットワーク接続を指定する必要があります。

ネットワークチーミングを許可しない

このオプションは、サーバープロファイルがチーム化された NIC の 1 つの接続を提供できることを示しま
す。設定すると、.mac2値はプランスクリプトの noneに展開されます。設定しない場合、サーバープロ

ファイルでは、チーム化された NIC での単一のネットワーク接続のみは許可されません。

これらの設定を結合して、展開する OS の特定のデータセンターポリシーまたは機能に準拠するネットワーク
構成のみを許可するように制限できます。

表 1: チーム化されていない NIC のオプション例

静的 DHCP ネットワーク構成の無効
化

選択 選択 未選択 ネットワーク接続を指定
する必要があります、静
的または DHCP のいずれ
かの構成を指定できま
す。

未選択 選択 選択 ネットワーク接続はオプ
ションです。接続を指定
する場合、DHCP 構成が
使用されます。

選択 選択 選択 ネットワーク接続はオプ
ションです。接続を指定
する場合、DHCP または
静的構成を使用できま
す。
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表 2: チーム化された NIC のオプション例

ネットワーク構成の無効化 ネットワークチーミングを許可し
ない

未選択 未選択 チーム化された構成を許可するに
は、複数の接続が必要です。

選択 未選択 NIC はサーバープロファイルで接
続されていない可能性があります
が、チーミング用に接続された複数
の接続が必要です。

未選択 選択 NIC には接続が必要ですが、単一の
接続または複数の接続が許可され
ます。サーバープロファイルでは、
接続がチーム化されているかどう
かを判別できます。

選択 選択 サーバープロファイルは、NIC を未
接続のままにして単一の接続を提
供するか、チーミングのために複数
の接続を提供できます。

チーム化された NIC のプランスクリプトでは、.ipaddress2の使用を選択できる場合とできない場合があり

ます。.ipaddress2を使用する場合、静的な構成のために 2 番目の IP アドレスが構成されま

す。.ipaddress2を使用しない場合、複数の接続が行われるときでも、チーム化された NIC には単一の IP
アドレスが指定されます。OS で NIC チーミングを構成するためには、多くの場合単一の IP アドレスのみが
必要です。

NICカスタム属性の制約：

デフォルト値 NIC 属性はデフォルト値を持つことができません。
値は、IP プールから自動的に設定するか（HPE
OneView のサーバープロファイルで autoモードが

有効になっている場合）、ユーザーが指定できます。

カスタム属性のルール

• プランスクリプトの実行前に、カスタム属性は、サーバープロファイルで指定された値またはデフォルト
値に置き換えられます。このアクションは、属性拡張と呼ばれます。

• カスタム属性名にはスペースまたは特殊文字は使用できない。数字、下線、およびダッシュは使用できる。

• カスタム属性のデフォルト値には@文字は使用できない。隣接するカスタム属性は@ca1@@ca2@の形式で

使用できる。

• プランスクリプトに@文字を含めるには、@@を使用する。

• カスタム属性値には特殊文字またはスペースは使用できない。そのため、プランスクリプトの guestfish
または bashコマンドで使用する場合、カスタム属性は単一引用符または二重引用符で囲む必要がある。

• プランスクリプトで指定されたカスタム属性のデフォルト値には@文字は使用できない。メールアドレス

などの@文字を含むデフォルト値は、OS ビルドプランまたは展開プランにデフォルト値として配置でき

る。カスタム属性のデフォルト値はブランクのままにすることができる。
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• カスタム属性値内の他のカスタム属性への参照はサポートされていない。

• NIC カスタム属性はデフォルト値を持つことができない。

システム属性

イメージストリーマーでは、プランスクリプト内でシステム属性を使用して、OS ボリュームおよび iSCSI イ
ニシエーターの詳細にアクセスできます。システム属性の構文はカスタム属性の構文と似ています。パーソ
ナライゼーション中に、イメージストリーマーまたは HPE OneView からシステム属性が取得され、プランス
クリプトに記載されている対応する属性で置き換えられます。

OS ボリュームの詳細へのアクセスでサポートされるシステム属性は次のとおりです。

_Target.dev パーソナライゼーション中にマウントされる OS ボリュームの
デバイス ID。このシステム属性は固定値の/dev/sdaを持ちま

す

_Target.name OS ボリュームの名前

_Target.ip OS ボリュームの IP アドレス

_Target.port OS ボリュームのポート

_Target.lun OS ボリュームの論理ユニット番号

iSCSI イニシエーターのボリューム詳細へのアクセスでサポートされるシステム属性は次のとおりです。

iSCSI イニシエーター 1

_Initiator1.mac イニシエーター 1 の MAC アドレス

_Initiator1.name イニシエーター 1 の IQN

_Initiator1.ip イニシエーター 1 の IP アドレス

_Initiator1.netmask イニシエーター 1 のサブネットマスク

iSCSI イニシエーター 2

_Initiator2.mac イニシエーター 2 の MAC アドレス

_Initiator2.name イニシエーター 2 の IQN

_Initiator2.ip イニシエーター 2 の IP アドレス

_Initiator2.netmask イニシエーター 2 のサブネットマスク

1 つのインターコネクトモジュールを含む単一フレーム構成用の iSCSI イニシエーター 2 に対応するシステ
ム属性がプランスクリプトに含まれる場合、システム属性は展開されません。例：単一フレーム構成内の
@_Initiator2.netmask@は展開されません。

OS ビルドプランについて
OS ビルドプランには、OS ボリュームのサーバー固有の内容を追加、変更、または削除するために、プラン
スクリプトでの実行順序を指定します。
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展開タイプのビルドプランでは、ゴールデンイメージを複製して、OS ボリュームを作成するとともに OS ボ
リュームの内容を変更し、サーバープロファイルで指定された設定に基づいて、特定のコンピュートモジュー
ルをパーソナル化します。

キャプチャータイプのビルドプランでは、OS ボリュームを複製して、サーバー固有の内容を削除するように
変更された一時コピーを作成します。この一般化後、変更された OS ボリュームは、新しいゴールデンイメー
ジにキャプチャーされます。

OS ビルドプランには、構成情報を指定できる custom attributesも含まれます。

OS ビルドプランは、展開プランが展開を実行する際に使用します。展開プランが参照している OS ビルドプ
ランは削除できません。

ゴールデンイメージについて
ゴールデンイメージは、インストール済みのオペレーティングシステムのブロック単位のコピーであり、サー
バー固有の構成を削除するために一般化されています。ゴールデンイメージは、常に圧縮ファイルの形式で
す。

展開の場合、カスタム属性を使用してサーバー固有の構成を指定することで、イメージをカスタマイズできま
す。キャプチャーの場合、サーバー固有の構成を削除することでイメージを一般化します。イメージは OS ボ
リュームから取得できます。

ゴールデンイメージのライフサイクル

ゴールデンイメージは、通常、1 つのサーバーからキャプチャーされ、その後、1 つ以上のコンピュートモ
ジュールに展開されます。ゴールデンイメージは、1 台以上の OS 展開サーバー間で、ダウンロードプロセス
と追加プロセスによって圧縮ファイルとして転送することができます。また、アーティファクトバンドルに含
めて、アーティファクトバンドルのダウンロードと抽出によって転送することもできます。

ゴールデンイメージは、次の操作のいずれかを使用して OS 展開サーバーに追加できます。

• 追加 - ゴールデンイメージを圧縮ファイル形式でアップロードします

• 作成 - OS ボリュームキャプチャーから新しいゴールデンイメージを作成します

• アーティファクトバンドルからのインポート - アーティファクトバンドルからゴールデンイメージをイン
ポートします

アプライアンスのイメージは、すぐに使用できる形式のゴールデンイメージであり、展開、ダウンロード、お
よびエクスポートに使用できます。次の図では、アプライアンスにゴールデンイメージを追加またはインポー
ト、キャプチャー、ダウンロードまたはエクスポート、および展開する方法について説明します。
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図 3: ゴールデンイメージのライフサイクル
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表 3: ゴールデンイメージのライフサイクルでの一連のイベント

順序 操作 説明

1 追加 ノートパソコンからゴールデンイメージを追加します。

1 キャプチャー 1 展開されたサーバーまたは OS ボリュームのいずれかからゴールデン
イメージを作成します。

1 インポート インポートされたアーティファクトバンドルから、アプライアンスに
ゴールデンイメージを追加します。

2 展開 展開プランを使用して、コンピュートモジュール上にゴールデンイメー
ジを展開します。

3 エクスポート ゴールデンイメージをアーティファクトバンドルにコピーします。こ
れは、後で別のイメージストリーマーアプライアンスにインポートでき
ます。

3 ダウンロード 一般化された OS ボリュームのコンテンツのブロックごとのコピーが
含まれている単純な圧縮ファイルとして、ご使用のノートパソコンに
ゴールデンイメージをダウンロードします。

4 削除 ゴールデンイメージを削除します。

1 キャプチャーとは、ゴールデンイメージを作成するプロセスのことです。

推奨事項

Hewlett Packard Enterprise では、イメージストリーマーアプライアンスでゴールデンイメージを使用する場
合に、以下の事項を推奨しています。

初のゴールデンイメージの作成時の推奨事項

• 初のゴールデンイメージを作成するには、オペレーティングシステムと追加のソフトウェアのインス
トール先となる空の OS ボリュームが必要です。空の OS ボリュームを作成するには、特別な展開プラン
（HPE - Foundation - create empty OS Volume）を使用します。この展開プランは、イメージス

トリーマーアプライアンスのストレージの HPE Foundation Artifact Bundleの一部として利用で

きます。

• OS（キャプチャーするオペレーティングシステム）のインストール後、オペレーティングシステムで構成
を変更できます。コンピュートモジュール固有ではない構成情報は、サーバーのシャットダウンおよび
ゴールデンイメージのキャプチャーを行う前に、OS で完了しておく必要があります。別のコンピュート
モジュールの構成設定は、別のゴールデンイメージセットを使用するか、OS ビルドプランをカスタマイ
ズすることで処理できます。

展開プランについて
展開プランには、OS ビルドプランとゴールデンイメージが含まれます。HPE OneView のサーバープロファ
イルでは、展開プランをサーバーの展開に使用します。一般に、ソフトウェア管理者が展開プランを作成し、
サーバー管理者が展開用のサーバープロファイルでそれを使用します。HPE OneView サーバープロファイ
ルが使用している展開プランは編集または削除できません。
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アーティファクトバンドルについて
アーティファクトバンドルは、Hewlett Packard Enterprise 提供またはユーザー作成の zipファイルであり、

アーティファクトが含まれます。バンドルに含まれるアーティファクトは、ユーザーが作成することも
Hewlett Packard Enterprise が提供することもでき、その両方を組み合わせにすることもできます。アーティ
ファクトバンドルは、アプライアンス上の既存のアーティファクトから作成されます。

アーティファクトバンドルでの操作

• アプライアンス上に複数のアーティファクトバンドルを作成することもできます。

• アーティファクトバンドルをローカルシステムにダウンロードしたり、プライマリアクティブイメージス
トリーマーアプライアンスにアーティファクトバンドルをアップロードすることができます。

• バンドルからアーティファクトを抽出し、アプライアンスにインポートできます。インポート操作では、
アーティファクトがバンドルからコピーされて展開されます。

• また、バンドルに入れられたアーティファクトを別のアプライアンス上にロードした後であっても、それ
らに読み取り専用属性を設定して、変更されないようにすることもできます。読み取り専用アーティファ
クトを編集するには、アーティファクトを別の場所にコピーして、編集可能なコピーを作成します。

アーティファクトバンドルの抽出

アーティファクトバンドルを抽出すると、名前が競合するすべてのアーティファクトの概要を示す抽出ダイア
ログが開きます。アプライアンス上の既存のアーティファクトが、バンドルから抽出しようとしているアー
ティファクトと一致する場合、そのアーティファクトはアプライアンスにコピーされません。アーティファク
トがアプライアンスにコピーされるのは、バンドル内でアプライアンスの名前変更を確認した後のみです。

工場出荷時のアーティファクトバンドル
必ず https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-tools で入手可能な 新のアーティファクトを使
用してください。ただし、インターネットにアクセスできない場合は、イメージストリーマーアプライアンス
で使用可能な工場出荷時のアーティファクトバンドルを使用します。

新しいイメージストリーマーアプライアンスに対して、またはイメージストリーマーアプライアンスの工場出
荷時リセット後に、Foundation アーティファクトバンドルと Support アーティファクトバンドルが自動的に
作成され、使用可能になります。

工場出荷時のアーティファクトバンドルは、プライマリイメージストリーマーアプライアンス上への OS 展開
サーバーの作成時に作成されます。工場出荷時のアーティファクトバンドルは、HPE OneView を使用して
OS 展開サーバーを作成した後、アーティファクトバンドル画面で確認できます。

Foundation バンドル

Foundation アーティファクトバンドルは、イメージストリーマーの基本操作を実行できるようにするアー
ティファクトで構成されます。イメージストリーマーの基本操作には、空の OS ボリュームの作成、パー
ソナライゼーションなしでのオペレーティングシステムの展開、オペレーティングシステムのキャプ
チャーがあります。

Support バンドル

Support アーティファクトバンドルは、サンプルのゴールデンイメージを使用してイメージストリーマー
アプライアンスの展開およびキャプチャー機能を検証するためのアーティファクトで構成されます。

Support アーティファクトバンドルで提供されるサンプルのゴールデンイメージ（HPE - Support 1.0 -
UEFI Test Image - 2016-11-17）には UEFI サポートが必要です。

工場出荷時のアーティファクトバンドルは読み取り専用であり、自動的には解凍されません。デフォルトの
アーティファクトを使用するには、工場出荷時のアーティファクトバンドルを解凍します。工場出荷時のアー
ティファクトバンドルは、工場出荷時設定へのリセット操作の影響を受けないままになります。アプライアン
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スのアップグレード時に、アップグレードに工場出荷時のアーティファクトバンドルの新しいバージョンが含
まれている場合は、既存の工場出荷時のアーティファクトバンドルが置き換えられます。

アーティファクトの使用に関するベストプラクティス
イメージストリーマーアーティファクトの使用に関するベストプラクティスについて詳しくは、https://
github.com/HewlettPackard/image-streamer-tools で HPE Synergy イメージストリーマーアーティファク
ト開発のベストプラクティスを参照してください。

既存のアーティファクトをテンプレートとして使用

Hewlett Packard Enterprise は、OS ビルドプランを含むアーティファクトバンドルを提供しています。既存の
OS ビルドプランは、そのまま使用することも、テンプレートとして使用することもできます。Hewlett
Packard Enterprise 提供のアーティファクトについて詳しくは、https://github.com/HewlettPackard/image-
streamer-tools にあるイメージストリーマーのアーティファクトに関するドキュメントを参照してくださ
い。Hewlett Packard Enterprise 提供のアーティファクトは読み取り専用です。ただし、コピーを作成して編
集することができます。アーティファクトをコピーし、変更を可能にする方法について詳しくは、HPE
Synergy イメージストリーマーオンラインヘルプを参照してください。

Hewlett Packard Enterprise の命名規則の使用

Hewlett Packard Enterprise では、イメージストリーマーアプライアンスとともに提供されるアーティファク
トに対して以下の命名規則を使用しています。

組織 - OSとバージョン - アクションモディファイヤー

組織

名前の競合を回避するため、Hewlett Packard Enterprise が提供するアーティファクト名の冒頭には組織名が
付きます。そのため、Hewlett Packard Enterprise が提供していないアーティファクトには、HPEを使用しな

いでください。

OSとバージョン

組織名の後には、オペレーティングシステム名とバージョンが続きます。OS とバージョンの詳細情報に加
え、階層化されたアプリケーションソフトウェアに関する情報も含めることもできます。通常、このファイル
命名規則はゴールデンイメージの命名に便利です。

アクション

ファイル名のオペレーティングシステムとバージョンの詳細の後には、アーティファクトが実行するアクショ
ンが続きます。通常、このファイル命名規則は、プランスクリプトの命名に便利です。

モディファイヤー

モディファイヤーには、アーティファクトを説明する他の情報を含めることができます。通常、ファイル命名
規則のモディファイヤーはプランスクリプトの命名に便利です。

詳しくは、http://www.software.hpe.com と、https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-tools
の HPE Synergy イメージストリーマーアーティファクト開発のベストプラクティスを参照してください。
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展開

展開について
サーバー展開とは、サーバーにオペレーティングシステムをインストールし、使用できるよう構成するプロセ
スのことです。通常のサーバー展開ツールは、サービス OS と呼ばれるメモリ上のオペレーティングシステム
を使用し、ターゲットサーバーで実行されます。一般的に、サービス OS は、ターゲットサーバー上に展開さ
れるオペレーティングシステムと一致します。展開ツールがサービス OS を起動し、サービス OS がストレー
ジレイアウトの設定、オペレーティングシステムソフトウェアのインストール、オペレーティングシステムの
構成を行います。構成が完了するとサーバーが再起動し、展開されたオペレーティングシステムが実行されま
す。

イメージストリーマーを使用した展開

イメージストリーマーを使用した展開では、まずゴールデンイメージをブロックごとにコピーし、OS ボ
リュームを作成します。このコピーは、OS のボリュームサイズに関係なく、5 秒以内に作成されます。OS
ボリュームが作成されると、隔離された環境でプランスクリプトが実行され、ターゲットサーバー用に OS ボ

リュームがカスタマイズされます。カスタム属性は、プランスクリプトの実行中にプランスクリプトの値に置
き換えられます。

注記: 隔離された環境は展開されたオペレーティングシステムとは無関係であるため、パーソナライゼーショ
ンが複雑になる可能性があります。そのため、複雑さを軽減する戦略や、各コンピュートモジュールをカスタ
マイズする方法を検討することが重要です。パーティションレイアウトや展開の構成をシンプルにすると、各
サーバーのカスタマイズの複雑さを軽減できます。

OS ボリューム
イメージストリーマーは、展開プロセスの結果として OS ボリュームを作成します。OS ボリュームは、HPE
OneView サーバープロファイルに関連付けられ、必要に応じて、物理サーバーに割り当てることができます。
イメージストリーマーでは、可能であれば、サーバープロファイルが物理サーバーに割り当てられ、割り当て
解除され、またサーバー間で移動したときに、OS ボリュームが保持されます。OS ボリュームは、サーバー
プロファイルおよび論理エンクロージャーで実行されたアクションに基づいて、保持、削除、または再生成で
きます。

表 4: OS ボリュームのステータスのシナリオ

シナリオ OS ボリュームのステータス

サーバープロファイルが物理的なサーバーハードウ
ェアに割り当てられた、または割り当て解除された

OS ボリュームは保持される

サーバープロファイルが、別のエンクロージャーグル
ープに移動された論理エンクロージャーに割り当て
られている

OS ボリュームは保持される

サーバープロファイルが割り当て解除され、これに
伴って対応する論理エンクロージャーが削除された

OS ボリュームは削除される

別の論理エンクロージャー内にあるため、OS ボリュ
ームにアクセスできないサーバーハードウェアにサ
ーバープロファイルが割り当てられている

OS ボリュームが削除され、OS 展開プランから再生
成される

サーバープロファイルの Server Harware Type
が変更されている

OS ボリュームが削除され、OS 展開プランから再生
成される
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展開グループ
展開グループとは、HPE Synergy コンポーザードメイン内のイメージストリーマーアプライアンスのグルー
プです。HPE Synergy コンポーザードメインには、一度に 1 つの展開グループのみ作成できます。

展開アプライアンス
展開アプライアンスとは、CIM スロットに挿入される単独のイメージストリーマーアプライアンスです。展開
アプライアンスのペアにはアクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスがあり、高可用性を実現し
ています。

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンス画面では、アプライアンスペアの全
体的なヘルスステータスや、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場所と詳細の表示、サ
ポートダンプの作成、イメージストリーマーアプライアンスのアップデートや再起動、シャットダウン操作を
実行できます。

イメージストリーマーアプライアンスが CIM スロットに挿入されると、要求プロセスが HPE OneView でト
リガされます。イメージストリーマーアプライアンスの要求ステータスは、HPE OneView ユーザーインター
フェイスのアクティビティ画面で確認できます。HPE OneView がイメージストリーマーアプライアンスの
要求に失敗すると、HPE OneView ユーザーインターフェイスのエンクロージャー画面のアラートでエラーが
通知されます。アラートでは、イメージストリーマーアプライアンスの工場出荷時設定へのリセットを実行し
てから、更新リンクをクリックして要求プロセスをトリガするように再度指示します。

プライマリ展開アプライアンス

プライマリ展開アプライアンスは、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスが作動しているクラス
ターです。イメージストリーマーアプライアンスのアーティファクトと詳細なステータス、メンテナンスを管
理するためのインターフェイスを提供します。また、サーバープロファイルの指示に従って展開を調整しま
す。プライマリアプライアンスは、イメージストリーマー展開サーバーを追加するときに選択します。任意の
イメージストリーマーアプライアンスを、プライマリアプライアンスとして選択できます。プライマリアプラ
イアンスを変更しても、OS ボリュームへのサーバーアクセスは中断しません。

プライマリ展開アプライアンスの変更について

複数のフレームを持つ HPE Synergy コンポーザーでは、多くのイメージストリーマーアプライアンスが存在
する可能性があります。プライマリアプライアンスに指定されていないすべてのイメージストリーマーアプ
ライアンスは、セカンダリアプライアンスと見なされます。セカンダリアプライアンスは、論理エンクロー
ジャー内のコンピュートモジュールのオペレーティングシステムボリュームをホスト管理および操作し、プラ
イマリアプライアンスが故障した場合のバックアップの働きをします。

プライマリアプライアンスに問題がある場合は、プライマリアプライアンスを取り外すか、廃棄する必要性が
生じる可能性があります。このようなシナリオでは、展開サーバーを編集して、別のイメージストリーマーを
プライマリアプライアンスとして選択できます。展開サーバーを編集して新しいプライマリアプライアンス
が選択されるまで、OS 展開はできません。新しいプライマリアプライアンスには、再構成してアプライアン
スのグループを制御するための時間が必要になります。その間、サーバーは OS ボリュームに途切れることな
くアクセスできます。

プライマリアプライアンスが物理的に取り外される前に、新しいプライマリアプライアンスを選択する必要が
あります。新しいプライマリアプライアンスが選択される前にプライマリアプライアンスを取り外すと、アー
ティファクトを管理することができなくなり、OS 展開が失敗します。新しいプライマリアプライアンスを選
択すると、通常の動作が再開されます。

問題を回避するには、プライマリ展開アプライアンスを変更するための一般的な手順を次の順序で実行する必
要があります。
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1. イメージストリーマーアーティファクトをすべて手動でバックアップします。

2. プライマリアプライアンスは機能しているなら、いずれのタスクの実行にも使用されていない時間を、1
時間以上確保するようにしてください。

3. 新しいプライマリアプライアンスとしてセカンダリアプライアンスが選択されていることを確認します。
選択したセカンダリアプライアンスでは論理エンクロージャーが構成され、このアプライアンスが問題な
く機能している必要があります。

新しいプライマリアプライアンスとしてセカンダリアプライアンスを選択するには、HPE OneView ユー
ザーインターフェイスの OS 展開サーバー画面を使用します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスを使用してプライマリ展開アプライアンスを変更するための前提
条件と手順については、HPE OneView ヘルプを参照してください。

プライマリ展開アプライアンスを変更するときのシナリオ

プライマリ展開アプライアンスを変更するときには注意が必要で、タスクを実行したときに発生する可能性が
あるシナリオを把握しておく必要があります。以下のトピックでは、実行する可能性があるアクションとその
アクションの結果について説明します。

論理エンクロージャーのないセカンダリアプライアンスへのプライマリ展開アプライアンスの変
更

アクション

論理エンクロージャーが作成されていないセカンダリアプライアンスにプライマリ展開アプライアンスを変
更します。

結果

プライマリ展開アプライアンスの変更に失敗し、次のエラーが表示されます。

新規プライマリの論理エンクロージャーがまだ構成されていません。

対処方法

HPE OneView のユーザーインターフェイスで以下のタスクを実行して、前のプライマリアプライアンスに手
動で戻します。

1. プライマリアプライアンスペアから提供されているサーバープロファイルを削除します。

2. エンクロージャーグループを設定して、イメージストリーマーの目的を削除します。

3. 論理エンクロージャー画面でグループからアップデートをクリックします。

4. OS 展開サーバー画面の削除アクションを使用して OS 展開サーバーを削除します。

5. プライマリイメージストリーマーアプライアンスペアと新しいセカンダリアプライアンスを入れ替え、セ
カンダリアプライアンスを取り付け直します。

各手順の詳細については、HPE OneView ヘルプを参照してください。

近作成したアーティファクトがプライマリアプライアンスの変更後に使用できなくなる

アクション

プライマリアプライアンスが突然正常に動作しなくなり、機能しているプライマリアプライアンスへの変更は
正常にできたとき。
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結果

新しいプライマリアプライアンスに、障害が発生する直前に作成されたアーティファクトが含まれていない可
能性があります。

対処方法

定期的に手動でバックアップを行うようにしてください。バックアップを行わなかった場合に、プライマリア
プライアンスが突然正常に動作しなくなると、 近作成したアーティファクトが新しいプライマリアプライア
ンスで使用できなくなる可能性があります。バックアップがない場合は、欠落しているアーティファクトを手
動で再作成する必要があります。

ゴールデンイメージのアップロード直後のプライマリアプライアンスの変更

アクション

ゴールデンイメージをアップロードした直後にプライマリアプライアンスを変更します。

結果

近アップロードしたゴールデンイメージを使った OS 展開プランを使用する OS ボリューム展開が失敗す
ることがあります。

対処方法

新しいプライマリアプライアンスにゴールデンイメージを再度アップロードし、OS 展開プランを再作成しま
す。

障害が発生したプライマリアプライアンスからのコンピュートモジュールの起動

アクション

障害が発生したプライマリアプライアンスからコンピュートモジュールを起動します。

結果

障害が発生したプライマリアプライアンスから起動したコンピュートモジュールは、サーバープロファイルの
割り当てが解除され、変更されるまで動作しません。

対処方法

1. 機能している別のアプライアンスにプライマリアプライアンスを変更します。

2. コンピュートモジュールのサーバープロファイルの割り当てを解除し、変更します。サーバープロファイ
ルの割り当てとその解除方法については、HPE OneView ヘルプを参照してください。

プライマリアプライアンスは機能するが、現在シャットダウンしている

アクション

プライマリアプライアンスは機能しますが、現在シャットダウンしています。

結果

プライマリアプライアンスを変更しても、この古いプライマリアプライアンスが新しいセカンダリアプライア
ンスとして変換されません。
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対処方法

1. プライマリアプライアンスの電源をオンにします。

2. 別のアプライアンスにプライマリアプライアンスを変更します。

これらの手順を実行すると、元のプライマリアプライアンスがセカンダリアプライアンスになります。
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機能

ステートレスな操作
イメージストリーマーアプライアンスでは、HPE Synergy コンピュートモジュールでのオペレーティングシ
ステムの展開をステートレスに行えます。ステートレスな状態を実現するため、コンピュートモジュールのソ
フトウェア状態と OS ボリュームの展開状態は個別に維持されます。ソフトウェアの状態にはファームウェ
ア構成、ネットワーク接続、ブート設定、および iLO 構成が含まれます。ソフトウェアの状態は、HPE OneView
で使用できるサーバープロファイルに格納されます。展開された OS ボリュームには、ゴールデンイメージ
（起動可能なオペレーティングシステム、アプリケーション、および I/O ドライバーのバージョンの組み合わ
せ）と特性（ホスト名、IP 構成など）が含まれます。展開された OS ボリュームは、イメージストリーマー
OS ボリュームに格納されます。サーバーには、アプリケーションデータのストレージはありません。これら
のコンピュートモジュールは、イメージストリーマーアプライアンスに格納された OS ボリュームから起動し
ます。こうしたステートレスなサーバー操作により、オペレーティングシステムの迅速な展開が可能になりま
す。

注記: 永続的なローカルストレージを使用する場合は、イメージストリーマーアプライアンスはステートレス
なコンピュートモジュールを提供することができません。ステートレスな方法では、スワップ領域など一時的
なローカルストレージを使用できます。

高可用性
イメージストリーマーアプライアンスは、ペアで動作して高可用性を実現します。さらに、1 つの HPE
Synergy コンポーザードメインに複数ペアのアプライアンスを作成することで、アプライアンスの拡張性を強
化します。プライマリアプライアンスペアのアクティブおよびスタンバイの両方のアプライアンスに障害が
発生した場合、セカンダリアプライアンスが新しいプライマリアプライアンスペアとして指定されます。

アプライアンスのストレージが、アクティブ/アクティブクラスターを構成します。このモードにより、アク
ティブアプライアンスに障害が発生したときでも OS ボリュームへのサービス提供が継続して行われます。

イメージストリーマーアプライアンスペアでは、アーティファクト管理と OS 展開機能がアクティブ/スタン
バイ管理クラスターによって提供され、OS ボリュームストレージがアクティブ/アクティブストレージクラス
ターによって提供されます。

詳しくは

イメージストリーマーアプライアンス用語(8 ページ)

OS ボリュームの高可用性

イメージストリーマーアプライアンスは仮想ストレージアプライアンスを使用して、コンピュートモジュール
のアクティブ/アクティブストレージクラスターを提供します。アクティブ/アクティブクラスターでは、OS
ボリュームのアクティブ/スタンバイデータパスを使用して OS ボリュームの高可用性が実現されます。イ
メージストリーマーアプライアンスは、クラスター内のいずれかのストレージノードを利用できない場合にア
ラートを使用してユーザーに通知します。

アプライアンスの高可用性およびアーティファクト管理

HPE Synergy コンポーザードメインには複数のイメージストリーマーアプライアンスペアを含めることがで
きます。イメージストリーマーアプライアンスペアは 1 つの論理エンクロージャーに機能を提供し、1 つの論
理エンクロージャーは 大で 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つことができます。イ
メージストリーマーアプライアンスペアの 1 つをプライマリアプライアンスとして指定し、他のすべてのアプ
ライアンスペアをセカンダリアプライアンスとして指定します。

イメージストリーマーアプライアンスは、アクティブ/スタンバイアプライアンスペアとして動作し、アプラ
イアンスの高可用性と、ユーザーインターフェイスによるアーティファクト管理を実現します。アクティブア
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プライアンスが失敗した場合、アプライアンスペア内のスタンバイアプライアンスは、ユーザーインターフェ
イスとアーティファクト管理を 3 分以内に引き継ぐことができます。プライマリアプライアンスのアクティ
ブおよびスタンバイの両方のアプライアンスが失敗した場合、利用可能なセカンダリアプライアンスの 1 つを
新しいプライマリアプライアンスとして指定する必要があります。アプライアンスペア内のアクティブアプ
ライアンスとスタンバイアプライアンスの詳細を表示するには、イメージストリーマーのユーザーインター
フェイスで展開アプライアンスページに移動します。

イメージストリーマーアプライアンスは、アプライアンスが高可用性でない場合にアラートを使用してユー
ザーに通知します。
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図 4: 3 フレームセットアップでの高可用性

1～6 デバイスベイ

7～8 インターコネクト

図は、3 フレームセットアップにおけるイメージストリーマーの高可用性の例を示しています。

2 つのイメージストリーマーアプライアンスを使用する 3 フレームセットアップの概要を次に示します。

• 高可用性を確保するには 2 つのイメージストリーマーアプライアンスが必要です。

• イメージストリーマーアプライアンスのペアには少なくとも 3 つのフレームが必要です。

• HPE OneView とイメージストリーマーが共存するフレーム 2 では、アプライアンスを任意の CIM スロッ
トに区別なく配置できます。
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• イメージストリーマーアプライアンスのペアごとにインターコネクトのペアが存在する必要があります。

• 各インターコネクトの位置は対称的でなければなりません。例の図では、フレーム 2 とフレーム 3 のデバ
イスベイ 3 と 6 にインターコネクトがそれぞれ存在します。

キャプチャー

イメージストリーマーアプライアンスを使用したキャプチャー

イメージストリーマーアプライアンスのキャプチャー機能を使用すると、コンピュートモジュール上のオペ
レーティングシステムの既存のインスタンスをキャプチャーできます。イメージストリーマーのリソース管
理インターフェイスは、インストールされたオペレーティングシステムからゴールデンイメージを作成する前
に、すべてのサーバー固有情報を削除します。このプロセスは一般化とも呼ばれます。ゴールデンイメージを
初めて作成する場合は、オペレーティングシステムのインストール用として空のイメージストリーマー OS ボ
リュームが必要です。Hewlett Packard Enterprise では、空のボリュームを作成するために、イメージストリー
マーアプライアンスのストレージに特別な展開プランを提供しています。

重要: 使用中の OS ボリュームからゴールデンイメージをキャプチャーすると、破損したゴールデンイ
メージが作成される場合があります。

高度な管理仮想マシン
高度な管理仮想マシン（AMVM）は、プランスクリプトと OS ビルドスクリプト内に存在する、イメージスト
リーマーのアーティファクトおよび関連するカスタム属性の検証に主に使用されます。AMVM は、HPE
OneView での論理エンクロージャーの作成時に作成されます。AMVM は、論理エンクロージャーが存在する
限り使用できます。

AMVM を使用するには、次のユーザーの役割のいずれかの権限が必要です。

• インフラストラクチャ管理者

• サーバー管理者

• ソフトウェア管理者

AMVM はデバッグ環境を提供します。この環境により、管理者が次の操作を実行できます。

• プランスクリプトと OS ビルドプラン内に存在するアーティファクトとカスタム属性を検証します。

• コンピュートモジュールを起動する前に使用中の OS ボリュームにアクセスします。

• アーティファクトを作成またはインポートするコマンドを実行するスクリプトを実行します。

AMVM は次の機能を備えています。

• イメージストリーマーアプライアンス内の不正なゴールデンイメージによって起動に失敗した場合に、コ
ンピュートモジュールをトラブルシューティングする機能。

• コンピュートモジュールを起動する前に OS ボリュームにアクセスし、OS ボリュームの内容を検証する機
能。
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アプライアンスの管理

イメージストリーマーのイメージの再構築

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

重要: 現在インストールされているアプライアンスイメージ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インストールおよび更新後すぐに
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。

前提条件

• 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

アプライアンスのイメージを再構築するための USB ドライブの作成

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。

ファームウェアバージョンを表示します。

• 表示オプションを使用したアプライアンスのメンテナンスコンソール

• HPE OneView では、OS 展開サーバー画面を使用して、メンバーアプライアンスのインストール済み
ファームウェアバージョンを表示します。全般で、展開サーバーインターフェイスへのハイパーリンク
を選択し、展開アプライアンスを選択します。

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 または W95 FAT32 パーティション用に 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コマンドを使用します。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。

• 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。
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• プライマリパーティションを 1 つだけ作成します。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。

◦ 容量： 大値

◦ アロケーションユニットサイズ：4096 バイト

◦ 初と 後のブロック：デフォルト値

5. Web サイト http://www.hpe.com/downloads/Synergy からリカバリイメージ（.zip ファイル）をダウン
ロードします。

ダウンロードするリカバリイメージは、手順 1 で決定したバージョンと一致する必要があります。USB の
リカバリのために完全なイメージをダウンロードするようにしてください。既存のイメージのファーム
ウェアアップデートには、完全なイメージは含まれていません。

6. 圧縮されたイメージを解凍します。

7. イメージファイルの内容を 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. 必要に応じて、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。

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

ディスクを交換する場合や、クラスター構成内で、現在挿入しているアプライアンスのファームウェアが現在
動作中のアプライアンスのファームウェアと一致しない場合、アプライアンスのイメージ再構築が必要です。

注意: この操作では、イメージが再構築されたアプライアンス上のデータは破壊されます。

前提条件

• 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。

あらかじめロードされている USB フラッシュドライブを使用したアプライアンスのイメージ再構築

手順

1. 、イメージを再構築するアプライアンスを識別します。

修理したアプライアンスを挿入する場合は、すぐにそのアプライアンスを挿入します。再起動には 15 分か
ら 20 分かかります。

2. イメージを再構築するアプライアンスの USB ポートに、あらかじめロードされている USB フラッシュド
ライブを挿入します。
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図 5: あらかじめロードされている USB ドライブをアプライアンスに挿入する

番号 説明

1 アプライアンスの USB ポート

3. イメージの再構築および再起動の動作を監視するために HPE Synergy コンソールをインストールするこ
とをお勧めします。

a. 次の場所にある DisplayPort および USB ポートに、キーボード、ビデオ、およびマウスを接続します。

• フレームのフロントパネルまたは

• フレームの背面にある HPE Synergy フレームリンクモジュール

接続すると HPE Synergy コンソールが表示されます。

b. 画面の右上にあるモニターアイコンをクリックします。

c. アプライアンスサブメニューから監視するアプライアンスを選択します。

シリアルコンソールウィンドウが開きます。

d. Enter を押します。

4. 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。

5. アプリケータを使用して、ピンホールボタン（Power/Reset LED インジケーター内）を 10 秒以上押し下
げます。
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図 6: ボタンとインジケーターパネル

番号 説明

1 Power/Reset インジケーター内のピンホールボタン

2 Power/Reset LED インジケーター

3 Active LED インジケーター

このピンホールボタンを瞬間的に押すと、アプライアンスが再起動しますが、イメージの再構築は行われ
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 インジケーターが黄色に変わります。

6. アクティブ LED が点滅するのを見たら、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、HPE 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、イメージの再構築プロセス中ずっと青に点滅します。

イメージの再構築後、アプライアンスが再起動し、あらかじめロードされている 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。イメージの再構築は約 1 時間
で完了し、その時点で初期の HPE OneView ログイン画面が HPE Synergy コンソールに表示されます。

イメージストリーマーの場合、管理者がアプライアンスのメンテナンスコンソールにログインし、イメー
ジストリーマーアプライアンスをシャットダウンして、取り付け直す必要があります。アプライアンスを
取り付け直すと、検出、要求、および 終的なクラスター形成がトリガーされます。

7. 設定画面のアプライアンスパネル上、またはメンテナンスコンソールの View details コマンドを使用して
ファームウェアバージョン番号を調べ、アプライアンスのイメージが再構築されたことを確認します。

8. 必要に応じて、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。

イメージストリーマーの再挿入
アプライアンスコンポーネントに障害が発生したりアプライアンスが取り外されたりすると、イメージスト
リーマーのユーザーインターフェイスのアクティビティ画面に障害や取り外しに関するアラートが通知され
ます。
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注記: アプライアンスを取り外す前に、メンテナンスコンソールを使用してアプライアンスをシャットダウン
する必要があります。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の電源を切っている場合
は、メンテナンスコンソールを使用します。両方のアプライアンスの電源が切れている場合は、メンテナンス
コンソールのイメージストリーマーのユーザーインターフェイスを使用できます。

修理されたアプライアンスまたは同じアプライアンスを再挿入すると、HPE OneView の OS 展開サーバー画
面に進行状況バーが表示され、挿入操作の進行状況が示されます。

注記: OS 展開サーバー画面に進行状況バーが表示されるのは、OS 展開サーバーをすでに作成している場合の
みです。OS 展開サーバーをまだ作成していない場合は、HPE OneView ユーザーインターフェイスを使用し
て、エンクロージャー画面で削除タスクのステータスを確認してください。

クラスターの形成が中断する可能性があるため、挿入操作が完了するまで、挿入したアプライアンスを取り外
さないでください。クラスターの形成プロセス中にアプライアンスを取り外すと、既存の OS ボリュームにア
クセスできなくなる場合があります。

以下のセクションでは、既存のアプライアンスを新しいアプライアンスに交換する、または同じアプライアン
スを取り外して再挿入するときのガイドラインと特別な考慮事項について説明します。

イメージストリーマーアプライアンスの交換手順について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library で入手できる HPE Synergy Appliances Maintenance and Service Guide for HPE
Synergy Composer and HPE Synergy Image Streamer を参照してください。

イメージストリーマーアプライアンスの取り外しに関するガイドライン

• CIM スロットからイメージストリーマーアプライアンスを削除する前に、イメージストリーマーアプライ
アンスのクラスターのヘルスと OS ボリュームのステータスが正常であるかどうかを確認してください。
イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンス画面に、クラスターのヘルスと
OS ボリュームのステータスが表示されます。クラスターのヘルスまたは OS ボリュームのステータスを
確認せずにアプライアンスを削除すると、OS ボリュームにアクセスできなくなる可能性があります。

• イメージストリーマーアプライアンスを取り外す前に、エンクロージャー画面、HPE OneView の OS 展開
サーバー画面、またはイメージストリーマーの展開アプライアンス画面でイメージストリーマーアプライ
アンスに未処理の警告がないことを確認します。

たとえば、次のような警告が表示される可能性があります。Changes made on <enclosure1>
appliance bay<number> are being synchronized to <enclosure2> appliance
bay<number>
いずれかのアプライアンスですでに障害が発生している場合、これらの画面にクリティカルアラートが表
示されます。アラートに示されている解決策に従ってエラーを解決します。解決策に従っても問題が解決
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。

• アプライアンスを取り外す前にメンテナンスコンソールを使用してアプライアンスをシャットダウンしま
す。

• アプライアンスを CIM スロットから取り外したら、取り外し操作が完了するまで 大 20 分かかる場合が
あります。取り外し操作の進行状況は、HPE OneView の OS 展開サーバー画面で追跡できます。取り外し
操作が完了するまで待ってから、修理したアプライアンスまたは別のアプライアンスを同じ CIM スロット
に挿入します。

注記: OS 展開サーバー画面に進行状況バーが表示されるのは、OS 展開サーバーをすでに作成している場
合のみです。OS 展開サーバーをまだ作成していない場合は、HPE OneView ユーザーインターフェイスを
使用して、エンクロージャー画面で削除タスクのステータスを確認してください。

• アプライアンスの取り外し操作は、HPE OneView ユーザーインターフェイスの OS 展開サーバー画面の進
行状況バーで取り外し操作の完了が示された時点で完了します。
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アプライアンスが正常に取り外されると、展開アプライアンス画面のメンバーアプライアンスセクション
に既存のアプライアンスに関する情報のみが表示されます。

• アプライアンスが取り外されると、3〜4 分後に HPE OneView のエンクロージャー画面にアラートが表示
されます。このアラートは、アプライアンスの取り外し操作が開始されるとすぐに表示され、予期される
イメージストリーマーアプライアンスが見つからないことを通知します。

このアラートは、アプライアンスの取り外し操作が開始されたことを示します。解決策のメッセージには
アプライアンスを挿入するためのユーザーアクションが示されていますが、取り外し操作が正常に完了す
るまでアプライアンスを挿入しないでください。

• アプライアンスの取り外し操作が進行中の場合、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展
開アプライアンス画面に表示される次のアラートは無視してください。
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• アプライアンスの取り外し操作が進行中の場合、HPE OneView ユーザーインターフェイスの OS 展開サー
バー画面に表示される次のアラートは無視してください。

• OS 展開サーバー画面上の Remove Image Streamer Appliance タスクがエラーで終了した場合、エラー
メッセージの中で推奨されている解決策に従います。

• アクティブなアプライアンスが取り外されると、スタンバイアプライアンスに引き継がれます。フェイル
オーバーが完了するまで 3〜5 分かかる場合があります。まれに、このフェイルオーバー操作の完了まで
大 10 分かかる場合があります。この間、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスに次の画面が
表示されます。
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スタンバイアプライアンスが取り外されても、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスには引
き続きアクセスできます。

イメージストリーマーアプライアンスの挿入に関するガイドライン

• イメージストリーマーアプライアンスを挿入した場合、挿入したアプライアンスが高可用性モードで動作
できるようになるまで 大 1 時間かかります。挿入操作でクラスターの形成が中断する可能性があるた
め、挿入操作が完了するまでアプライアンスを取り外さないでください。挿入操作の進行状況は、HPE
OneView ユーザーインターフェイスの OS 展開サーバー画面で追跡できます。

注記: OS 展開サーバー画面に進行状況バーが表示されるのは、OS 展開サーバーをすでに作成している場
合のみです。OS 展開サーバーをまだ作成していない場合は、HPE OneView ユーザーインターフェイスを
使用して、エンクロージャー画面で削除タスクのステータスを確認してください。

• アプライアンスを挿入すると、HPE OneView ユーザーインターフェイスのエンクロージャー画面にクリア
済状態の相互接続リンクトポロジに関するアラートが表示されます。アプライアンスの挿入時点からこの
状態の更新まで 大 6 分かかる場合があります。
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• アプライアンスを挿入してクラスタの形成が開始されると、イメージストリーマーのユーザーインター
フェイスの展開アプライアンス画面にクォーラム構成のアラートが表示される場合があります。このア
ラートはクラスター形成プロセスの一部であるため無視してください。クラスターが形成されると、ア
ラートは自動的にクリアされます。このアラートが 30 分以上アクティブのままである場合、認定サポート
担当者にお問い合わせください。

• アプライアンスの挿入はイメージストリーマーのアップデートアクティビティが正常に完了した時点で完
了し、展開アプライアンス画面に 2 つのメンバーアプライアンスに関する情報が表示されます。このメッ
セージが表示されるまで、挿入したアプライアンスを取り外さないでください。
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• 以前に取り外された同じアプライアンスを再挿入すると、再挿入したアプライアンスは工場出荷時の設定
にリセットされ、電源がオフになります。次に、手動で電源を投入し、工場出荷時設定へのリセットを実
行して、HPE OneView ユーザーインターフェイスのエンクロージャー画面の更新リンクをクリックしま
す。

このプロセス中に GEC エラーが発生する可能性があります。アラートがクリアされるまで、アラートに示
されている推奨事項に従ってください。エンクロージャーの更新とアプライアンスの再挿入が数回必要に
なる場合があります。GEC エラーが解決されると、アプライアンスの構成とクラスターリングに 大 1 時
間かかり、これにより高可用性がリストアされます。

イメージストリーマーアプライアンスの取り外しまたは挿入中の既知の問題

以下の場合は、HPE OneView およびイメージストリーマーアプライアンスのサポートダンプを取得して認定
サポート担当者にお問い合わせください。

• OS 展開サーバー画面上のイメージストリーマーアプライアンスの挿入またはイメージストリーマーアプ
ライアンスの削除タスクでエラーが報告され、認定サポート担当者に問い合わせるよう指示されている。

• アプライアンスを挿入した後、クリティカルアラートが 1 時間以上持続し、サポートに問い合わせるよう
メッセージの解決策で指示されている。

ストレージクォーラムが失われ、OS ボリュームにアクセスできなくなる

症状

アプライアンスを挿入した後：

• イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンス画面にクォーラム構成のアラー
トが表示され、30 分以上持続する。
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• コンピュートモジュールがすぐにシャットダウンする。

注記: Linux を実行しているコンピュートモジュールはすぐにシャットダウンする場合があります。
VMware ESXi を実行するコンピュートモジュールはメモリから引き続き機能する場合がありますが、OS
ボリュームに長時間アクセスしません。OS ボリュームにアクセスできないことを通知するアラートがな
いため、VMware ESXi を実行するコンピュートモジュールではこの症状を確認できない場合があります。

• イメージストリーマーを使用する新しい OS 展開が失敗し、次のエラーが表示される：OSボリュームを展

開できません。

• 以降のアプライアンスの取り外しまたは挿入の試みがすべて失敗する。

原因

ネットワーク接続などの技術的な問題により、新しく挿入されたアプライアンスに既存のアプライアンスが到
達できない。原因として、ストレージがクォーラムを失った可能性がある。ストレージがクォーラムを失う
と、対応する OS ボリュームにアクセスできなくなり、これらの OS ボリュームを使用するコンピュートモ
ジュールが影響を受ける。

アクション

HPE OneView およびイメージストリーマーアプライアンスからサポートダンプを作成した後、認定サポート
担当者にお問い合わせください。

イメージストリーマーのアップデート
新しいバージョンのイメージストリーマーのファームウェアには、新しい機能または更新された機能や修正点
が含まれます。新しいバージョンについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library にあ
る HPE Synergy イメージストリーマーリリースノートを参照してください。

イメージストリーマーのファームウェアバージョンには、HPE Synergy コンポーザーのファームウェアバー
ジョンに対する互換性要件があります。これらのバージョン間の互換性について詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise Information Library にある HPE Synergy イメージストリーマーサポートマトリックスを参照し
てください。
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ファームウェアアップデートの推奨手順は以下のとおりです。

1. HPE OneView を更新します。

2. プライマリイメージストリーマーアプライアンスペアのファームウェアをアップデートします。

3. セカンダリイメージストリーマーアプライアンスペアのファームウェアを 1 つずつアップデートします。

4. フレームリンクモジュールとインターコネクトモジュールをアップデートします。

重要: 以下の場合は、フレームリンクモジュールとインターコネクトモジュールをアップデートしな
いでください。

• イメージストリーマーアプライアンスクラスターが正常でない場合。

• OS ボリュームの状態が正常でない場合。

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンス画面を使用して、イメージ
ストリーマーアプライアンスクラスターのステータスと OS ボリュームのステータスを確認できま
す。

注記: 次のペアを更新する前に、イメージストリーマーアプライアンスペアでアップデートプロセスを完了し
ます。

アプライアンスペア内の個々のイメージストリーマーアプライアンスは自動的に更新されるため、サーバーは
アップデートプロセス中に中断することなく OS ボリュームにアクセスできます。アップデートプロセスが
完了すると、アプライアンスのストレージは同期化されます。そのため、スタンバイアプライアンスのアップ
デート後に、アプライアンスペア内のアプライアンスを同期化することが重要です。この結果、アプライアン
スペアのアップデートプロセスを完了するのに必要な時間が変わる場合があります。

アップデートプロセス中は、異なるイメージストリーマーアプライアンスペアに異なるファームウェアのバー
ジョンが付与されます。イメージストリーマーアプライアンスは、このモードで動作した場合に、OS ボ
リュームに中断することなくアクセスできるように設計されています。イメージストリーマーアプライアン
スは、アップデートプロセス中、またはアプライアンスペアのファームウェアバージョンが異なる場合、展開
またはアーティファクトの管理をサポートしません。

ネットワークチーミングに対してサーバーが正しく構成されていることが重要です。この構成によって、HPE
Synergy のさまざまな個所のファームウェアアップデートでネットワークの一部に一時的に割り込みがあっ
たとしても、OS の問題は発生しません。これには、OS ボリュームアクセスおよび他のネットワークへの接
続に使用される展開ネットワーク接続が含まれます。

ただし、アーティファクトの開発とテストに使用される 1 つのイメージストリーマー構成のファームウェア
アップデートは、サーバーの動作に障害を与えます。イメージストリーマーのファームウェアアップデートが
完了する前に、イメージストリーマーの OS ボリュームを使用するサーバーをシャットダウンする必要があり
ます。

イメージストリーマーを新しいバージョンにアップデートする方法については、HPE Synergy イメージスト
リーマーオンラインヘルプを参照してください。

アップデートプロセス

イメージストリーマーアプライアンスペアのアップデートプロセスは以下の順序で行います。

1. HPE OneView ファームウェアとの整合性と互換性および現在のイメージストリーマーのファームウェア
について新しいファームウェアファイルを検証します。

2. アクティブアプライアンスの管理ソフトウェアをアップデートします。

3. アクティブアプライアンスのストレージソフトウェアをアップデートします。
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4. スタンバイアプライアンスのストレージソフトウェアをアップデートします。

5. スタンバイアプライアンスの管理ソフトウェアをアップデートします。

6. ペアのアプライアンス間でストレージを同期します。

更新の成功または失敗についてイメージストリーマーのアクティビティ画面でアラートメッセージと通知を
確認できます。イメージストリーマーのユーザーインターフェイスのアクティビティ画面でスタンバイアプ
ライアンスのアップデートプロセスのステータスを監視できます。

アクティブアプライアンスで更新に失敗すると、イメージストリーマーは更新が開始される前のバージョンに
復帰します。イメージストリーマーを使用して展開を実行するには、 新の HPE OneView ファームウェア
バージョンと復帰したイメージストリーマーのバージョンに互換性がある必要があります。互換性がない場
合は、まずアップデートプロセスに関する問題を修正して、更新を正常に完了し、バージョンの互換性を対応
させる必要があります。

シングルフレーム構成のイメージストリーマーのアップデート

Hewlett Packard Enterprise は、本番環境の 小要件として 3 フレーム構成を推奨しています。1 つのイメー
ジストリーマーアプライアンスを使用する特別な単一フレーム構成を開発またはテスト環境で使用できます。
ただし、シングルフレーム構成のイメージストリーマーアプライアンスのアップデートはサポートされませ
ん。

重要: この手順によって、少なくとも 6～7 時間のダウンタイムが発生し、既存のすべての構成も失われ
ます。

前提条件

• イメージストリーマーがテストまたはアーティファクトの開発目的でシングルフレームセットに構成され
ている。

および

• このテストまたは開発セットアップを新しいバージョンにアップデートするための要件。

手順

1. バックアップバンドルを作成して、イメージストリーマーのアーティファクトをすべてバックアップしま
す。

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスのアクション：展開グループ > アクション > バック
アップバンドルの作成

2. 作成したバックアップバンドルは、後でアーティファクトの復元のために使用できるように、ローカルマ
シンにダウンロードします。

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスのアクション：展開グループ > アクション > バック
アップバンドルのダウンロード

3. OS 展開プランを使用するすべてのサーバープロファイルとサーバープロファイルテンプレートを編集
します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：サーバープロファイル > アクション > 編集

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：サーバープロファイルテンプレート > アクショ
ン > 編集
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a. 展開プランセクションでなしを選択します。

b. 関連付けられている展開ネットワーク iSCSI ブート接続を削除します。

c. ブート設定のブート順序の管理のチェックを外し、OK をクリックします。

注記: 関連付けられている OS ボリュームの削除に関する警告が表示されます。OK をクリックして
次に進みます。

4. 論理エンクロージャーからイメージストリーマーの目的を削除します。

a. エンクロージャーグループを編集して、展開ネットワークタイプをなしに設定し、論理エンクロー
ジャーから論理インターコネクトグループを削除します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：エンクロージャーグループ > アクション >
編集

b. 論理インターコネクトグループを編集して、イメージストリーマーのアップリンクセットを削除しま
す。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：論理インターコネクトグループ > アクショ
ン > 編集

c. エンクロージャーグループを編集して、先に削除した論理インターコネクトグループを追加します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：エンクロージャーグループ > アクション >
編集

d. 論理エンクロージャーを編集して、グループからアップデートします。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：論理エンクロージャー > アクション > グ
ループからのアップデート

注記: グループからのアップデート操作が完了するのを待ってから、次の手順に進みます。

5. OS 展開サーバーを削除します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：OS 展開サーバー > アクション > 削除

6. 必要なイメージストリーマーバージョンをサポートするバージョンに HPE OneView をアップデートし
ます。

HPE OneView を新しいバージョンにアップデートする方法については、HPE OneView ヘルプを参照し
てください。

7. 必要なバージョンを使用してイメージストリーマーのイメージを再構築します。

重要: 新しいイメージストリーマーのバージョンは、手順 3 でアップデートされた HPE OneView
のバージョンと互換性がある必要があります。

8. イメージの再構築後、イメージストリーマーを削除して、取り付け直します。このアクションによって、
HPE OneView はイメージストリーマーアプライアンスを検出し、新たに要求します。

9. HPE OneView がイメージストリーマーアプライアンスを検出し、要求したら、OS 展開サーバーを作成
します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：OS 展開サーバー > OS 展開サーバーの追加+

10. 論理エンクロージャーにイメージストリーマーの目的を追加します。
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a. エンクロージャーグループを編集して、論理エンクロージャーから論理インターコネクトグループを
削除します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：エンクロージャーグループ > アクション >
編集

b. 論理インターコネクトグループを編集して、イメージストリーマーのアップリンクセットを作成しま
す。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：論理インターコネクトグループ > アクショ
ン > 編集

c. エンクロージャーグループを編集して、展開ネットワークタイプを外部に設定し、展開ネットワーク
を展開のために作成したネットワークに設定し、先に削除した論理インターコネクトグループを追加
します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：エンクロージャーグループ > アクション >
編集

d. 論理エンクロージャーを編集して、グループからアップデートします。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：論理エンクロージャー > アクション > グ
ループからのアップデート

11. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスを使用して、手順 2 でダウンロードしたバックアッ
プバンドルを復元します。

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスのアクション：展開グループ > アクション > バンド
ルバックアップからのリストア

12. サーバープロファイルとサーバープロファイルテンプレートを編集して、OS 展開プランを使用します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：サーバープロファイル > アクション > 編集

HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクション：サーバープロファイルテンプレート > アクショ
ン > 編集

a. OS 展開セクションで OS 展開プランを選択します。

iSCSI ブート接続が自動的に作成されます。

b. OK をクリックします。

アップデートシナリオ

アプライアンスの更新中に次のようなシナリオが発生する場合があります。

• アクティブおよびスタンバイアプライアンスのアップデートが成功した(50 ページ)

• アップデートの試行により検証エラーが返される(50 ページ)

• アクティブアプライアンスのアップデートが失敗する(50 ページ)

• アクティブアプライアンスのアップデート中にストレージのアップデートが失敗する(50 ページ)

• アクティブアプライアンスのアップデートが失敗し、ストレージのアップデートが成功する(51 ページ)

• アクティブアプライアンスとストレージのアップデートが成功し、スタンバイアプライアンスのアップ
デートが失敗する(51 ページ)
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アクティブおよびスタンバイアプライアンスのアップデートが成功した

アップデートが成功し、これ以上のアクションは必要ありません。

ヒント: イメージストリーマーのアップデート後、イメージストリーマーのユーザーインターフェイス
のアクティビティ画面でアップデートのステータスを確認します。ステータスの表示が完了したら、
ゴールデンイメージの作成に進む前に約 45～60 分間待ちます。この待機時間により、イメージスト
リーマーアプライアンスのクラスターが再編成されます。続行する前に、メンテナンスコンソールで
[V] View detailsオプションを使用してクラスターステータスを確認できます。

アップデートの試行により検証エラーが返される

アプライアンスを更新しようとすると、次の場合に検証エラーが返されます。

• 選択した update.binファイルが壊れている。

• アプライアンスの既存のバージョンが、選択した update.binバージョン以降である。

アプライアンスを以前のバージョンのファームウェアに更新するには、アプライアンスのイメージの再構
築が必要です。この操作は、既存のイメージストリーマー構成でアプライアンスを追加または交換した場
合にのみお勧めします。

• 選択した update.binでは、既存のバージョンからのアップデートがサポートされない。

アクティブアプライアンスのアップデートが失敗する

アクティブアプライアンスのアップデートが失敗する場合：

• スタンバイアプライアンスのアップデートは開始されません。

• アクティブアプライアンスはアップデート前のバージョンに戻ります。

• イメージストリーマーアプライアンスペアは、アクティブアプライアンスの復帰とストレージ同期の後に、
高可用性モードで動作を継続します。このアクションには、約 45～60 分かかる場合があります。

アップデートの失敗原因をトラブルシューティングするには、認定サポート担当者に連絡してください。

アクティブアプライアンスのアップデート中にストレージのアップデートが失敗する

アクティブアプライアンスのアップデート中にストレージのアップデートが失敗する場合：

• スタンバイアプライアンスのアップデートは開始されません。

• アクティブアプライアンスはアップデート前のバージョンに戻ります。

• ストレージソフトウェアはアップデート前のバージョンに戻ります。

一般に、イメージストリーマーアプライアンスは、ストレージのアップデートが失敗しても、OS ボリューム
への中断のないアクセスを提供し続けます。ただし、問題を解決せずに、さらにアップデート操作を試行して
はいけません。サーバーを破壊する可能性があります。アップデートの失敗原因をトラブルシューティング
するには、認定サポート担当者に連絡してください。
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アクティブアプライアンスのアップデートが失敗し、ストレージのアップデートが成功する

アクティブアプライアンスのアップデートが失敗し、ストレージのアップデートが成功する場合：

アクティブアプライアンスはアップデート前のバージョンに戻りますが、アップデートされたストレージの
バージョンは保持されます。

アップデートされたストレージバージョンに既存のアプライアンスバージョンとの互換性がある限り、アク
ションは不要です。互換性の問題が発生した場合は、認定サポート担当者に連絡してください。

アクティブアプライアンスとストレージのアップデートが成功し、スタンバイアプライアンスの
アップデートが失敗する

アクティブアプライアンスとストレージのアップデートが成功し、スタンバイアプライアンスのアップデート
が失敗する場合：

• スタンバイアプライアンスのバージョンがアクティブアプライアンスのバージョンと互換性がないため、
アクティブ/スタンバイクラスターを形成できません。

• スタンバイアプライアンスを使用できないため、高可用性が影響を受けます。

スタンバイアプライアンスのイメージをアクティブアプライアンスと同じバージョンに再構築し、再度挿入し
ます。

バックアップ、リストア、およびリカバリ

バックアップ

イメージストリーマーのバックアップでは、2 つの要素をバックアップします。

アーティファクトのバックアップ

イメージストリーマーのすべてのアーティファクトは、展開グループ > アクション > バックアップバンド
ルの作成を使用してバックアップできます。バックアップバンドルには、バックアップの時点で、イメー
ジストリーマーアプライアンスで利用可能なすべてのアーティファクトが含まれます。

構成データのバックアップ

構成データには、イメージストリーマーアプライアンスペアのアクティブアプライアンスとスタンバイア
プライアンスに関する情報、IP アドレス、プライマリアプライアンスとセカンダリアプライアンスの詳細
が含まれます。構成情報は HPE OneView にあり、HPE OneView バックアップの一部としてバックアッ
プされます。HPE OneView のバックアップを作成するには、HPE OneView メインメニューで設定 >
バックアップの作成の順に選択します。HPE OneView バックアップの作成方法について詳しくは、HPE
OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。

Hewlett Packard Enterprise では、アーティファクトや構成情報に重要な変更を加えた場合にバックアップを
作成することをお勧めしています。HPE OneView バックアップおよびイメージストリーマーバックアップ
を作成すると、構成とアーティファクトの情報が確実に保持されます。

リストアとリカバリ

以下のような状況の場合は、イメージストリーマーアプライアンスのリストアまたはリカバリを検討する必要
があります。

アーティファクトのリストア

後のバックアップバンドルを作成したインスタンスまでアーティファクトをリストアするには、展開グルー
プ > アクション > バックアップバンドルからのリストアオプションを使用します。
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バックアップバンドルからリストアすると、バックアップバンドルおよびイメージストリーマーアプライアン
ス内のアーティファクトのステータスに基づき、以下のアクションが実行されます。

アーティファクトのステータス イメージストリーマーのリストア操作によって実行
されるアクション

バックアップバンドルとイメージストリーマーアプ
ライアンスに同じアーティファクトがあり、イメージ
ストリーマーアプライアンス内のアーティファクト
がバックアップ後に変更されていない。

リストア操作ではアクションは実行されません。

バックアップバンドルとイメージストリーマーアプ
ライアンスに同じアーティファクトがあり、イメージ
ストリーマーアプライアンス内のアーティファクト
がバックアップ後に変更されている。

リストア操作により、バックアップバンドルのアー
ティファクトがイメージストリーマーアプライアン
スにリストアされます。

アーティファクトがバックアップバンドルにしかな
く、イメージストリーマーアプライアンスにはない。

リストア操作により、バックアップバンドルのアー
ティファクトがイメージストリーマーアプライアン
スにリストアされます。

アーティファクトがイメージストリーマーにしかな
く、バックアップバンドルにはない。

リストア操作により、イメージストリーマーにしかな
いアーティファクトが削除されます。

アーティファクトバンドルのインポート操作は、バックアップバンドルからのリストア操作とは異なるので注
意してください。

アーティファクトバンドルには、アーティファクトバンドルの作成時に指定したアーティファクトしか含まれ
ません。バックアップバンドルには、バックアップバンドル作成時にアプライアンス内にあったすべてのアー
ティファクトが含まれます。

アーティファクトバンドルのインポート操作を実行するときに、アーティファクトバンドルとイメージスト
リーマーアプライアンスに同じアーティファクトがある場合、そのアーティファクトは別の名前でイメージス
トリーマーアプライアンスにインポートされます。インポートされたアーティファクト名には、区別できるよ
うに連番が付加されます。

ただし、バックアップバンドルからのリストア操作の実行中に、バックアップバンドルとイメージストリー
マーアプライアンスにあるアーティファクトをリストアできるかどうかは、そのアーティファクトがバック
アップ後に変更されたかどうかによります。

通常、アーティファクトバンドルのインポート操作では、別のソース（別のイメージストリーマー構成や
Hewlett Packard Enterprise 提供のサンプルアーティファクトなど）のアーティファクトをイメージストリー
マーアプライアンスにインポートする必要があります。

イメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアに障害が発生し、セカンダリアプライアン
スペアが使用可能な場合のリカバリ

このリカバリオプションは、複数のイメージストリーマーのアプライアンスペアを持つ、マルチエンクロー
ジャー構成でのみ使用できます。このオプションは、現在のプライマリアプライアンスが動作を停止したか撤
去され、リカバリの方法がない場合にのみ使用する必要があります。

イメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアに障害が発生したか撤去されたが、エンクロージャー
内でセカンダリアプライアンスペアを利用できる場合は、HPE OneView ユーザーインターフェイスを使用し
てイメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアを変更できます。イメージストリーマーのプライ
マリアプライアンスペアの変更方法について詳しくは、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参照して
ください。

イメージストリーマーのプライマリアプライアンスペアに障害が発生し、セカンダリアプライアン
スペアがない場合のリカバリ

このリカバリオプションは、以下のものがある場合に使用できます。
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• 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つ、シングルエンクロージャー構成

• 1 つのイメージストリーマーアプライアンスペアを持つ、マルチエンクロージャー構成

プライマリアプライアンスペアに障害が発生し、セカンダリアプライアンスペアがない場合には、次の一連の
タスクを実行してリカバリを行う必要があります。

1. HPE OneView メインメニューからサーバープロファイル画面を開き、利用可能なサーバープロファイル
のリストとその値をメモします。

2. プライマリイメージストリーマーアプライアンスペアが属する論理エンクロージャーのサーバープロ
ファイルを削除します。

3. HPE OneView メインメニューから論理エンクロージャー画面を開きます。

4. プライマリイメージストリーマーアプライアンスが属する論理エンクロージャーを削除します。

5. CIM スロットからイメージストリーマーアプライアンスを取り外します。

6. HPE OneView メインメニューから OS 展開サーバー画面を開き、OS 展開サーバーを削除します。

7. CIM スロットに新しいイメージストリーマーアプライアンスを挿入します。

8. HPE OneView メインメニューから OS 展開サーバー画面を開き、新しい OS 展開サーバーを作成しま
す。

9. HPE OneView メインメニューから OS 展開サーバー画面を開き、イメージストリーマー UI リンクをク
リックして、イメージストリーマーのユーザーインターフェイスを開きます。

10. イメージストリーマーのメインメニューから展開グループ > アクション > バックアップバンドルからの
リストアを選択し、リストア操作を実行します。

11. HPE OneView メインメニューから論理エンクロージャー > 論理エンクロージャーの作成を選択し、論理
エンクロージャーを作成します。

12. HPE OneView メインメニューからサーバープロファイル > サーバープロファイルの作成を選択し、サー
バープロファイルを作成します。

HPE OneView ユーザーインターフェイスおよびイメージストリーマーのユーザーインターフェイスを使用
して一連の各タスクを実行する方法について詳しくは、HPE OneView ヘルプおよび HPE Synergy イメージ
ストリーマーヘルプを参照してください。

イメージストリーマーでの HPE OneView のリストアの影響

イメージストリーマーを管理する HPE OneView インスタンスでリストア操作が実行されると、イメージスト
リーマーはリストア後の妥当性確認を実行し、その状態と構成を HPE OneView のリストア後の状態と照らし
合わせます。リカバリプロセスは以下の順序で行われます。

1. ユーザーがイメージストリーマーを管理する HPE OneView インスタンスでリストア操作を実行します。

2. イメージストリーマーは、HPE OneView のリストア後の状態に対して妥当性確認を行い、その状態と構成
を更新します。

3. 次の場合は警告が通知されます。
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• HPE OneView の OS 展開サーバーの構成とイメージストリーマーの構成との間に不一致がある場合。
構成に不一致があるまま続行するか、修正アクションを実行して構成の不一致を解決するかを選択でき
ます。

• HPE OneView の論理エンクロージャーの構成とイメージストリーマーの構成との間に不一致がある場
合。構成に不一致があるまま続行するか、修正アクションを実行して構成の不一致を解決するかを選択
できます。

• HPE OneView サーバープロファイルの OS の展開と、イメージストリーマー内の OS ボリュームとの
間に不一致がある場合。リストア操作の後、HPE OneView に対応するサーバープロファイルのない孤
立した OS ボリュームを、イメージストリーマーから削除することができます。

4. 展開プランは、HPE OneView のリストア操作が完了した後に、HPE OneView とイメージストリーマーの
間で自動的に同期されます。
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イメージストリーマーのメンテナンスコンソー
ル

メンテナンスコンソールについて
例に示すように、アプライアンスのメンテナンスコンソールでは、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 またはイメージストリーマー UI を使用できない場合、アプライアンスのメン
テナンスコンソールは、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。

アプライアンスのメンテナンスコンソールは、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。

多くのアプライアンスのメンテナンスコンソール画面では、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。

図 7: メンテナンスコンソールのメインメニューの例

アプライアンスのメンテナンスコンソールには、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。以下のいずれかの状態が示されます。

• 正常に動作しています。

• アプライアンスはオフライン

• アプライアンスは更新中

• 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
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• 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。

• アプライアンスを工場出荷時設定へリセットする。

• メンテナンスコンソールのパスワードをリセットする。

• 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。

• 展開ネットワーク接続用 MGMT ポートを構成する。

• 管理ネットワーク接続用 MGMT ポートを構成する。

• メンテナンスコンソール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、メンテナンスコンソールは、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。

注記: メンテナンスコンソール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メンテナンスコン
ソールのアクセス方法によって異なります。

詳しくは

アプライアンスの Maintenance Console へのログイン(58 ページ)
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(65 ページ)
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(69 ページ)
アプライアンスの Maintenance Console にアクセスします。(56 ページ)

アプライアンスの Maintenance Console にアクセスします。
次のいずれかのオプション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 から管理者パスワードをリセットで
きます。

• SSH 接続からアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス(57 ページ)

• HPE Synergy フレームリンクモジュールからアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス
(57 ページ)

• 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(58
ページ)
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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(58 ページ).

HPE Synergy フレームリンクモジュールからアプライアンスの Maintenance
Console へのアクセス

手順

1. 次の場所にあるモニターポートおよび USB ポートに、キーボード、ビデオ、およびマウスを接続します。

• フレームの前面パネル（左側の図）

• フレームの背面にある HPE Synergy フレームリンクモジュール（右側の図）

接続すると Synergy コンソールが表示されます。

2. Action > Serial consoles > Appliances を選択し、アクセス先のアプライアンスを選択します。

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(58 ページ)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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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(58 ページ)を行って、アプライアンスの
Maintenance Console にアクセスします。

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。

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。
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Reset password と Launch service console の 2 つは例外であり、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。

アプライアンスのメンテナンスコンソールパスワードについて
アプライアンスのメンテナンスコンソールには、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(65 ページ)を参照してください。

アプライアンスのメンテナンスコンソールパスワードは、以下の 小要件を満たす必要があります。

• 14 文字の長さ

• 1 文字以上の大文字英字

• 1 文字以上の小文字英字

• 1 文字以上の数字

• 1 文字以上の特殊文字

バックアップ操作では、アプライアンスのメンテナンスコンソールパスワードはバックアップされません。ア
プライアンスのメンテナンスコンソールのパスワードを他の方法で記憶または取得できるようにしてくださ
い。

重要: アプライアンスのメンテナンスコンソール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

• 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、アプライアンスのメンテナンスコンソールパ
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、アプライアンスのメンテナンスコン
ソールパスワードは同期されません。

詳しくは

メンテナンスコンソールについて(55 ページ)
工場出荷時リセット操作について(59 ページ)
アプライアンスの Maintenance Console のパスワードをリセット(65 ページ)

工場出荷時リセット操作について
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。工場出荷時設定へのリセット操作はイメージス
トリーマーのメンテナンスコンソールからのみ実行できます。
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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）。

アプライアンスが高可用性である（アプライアンスのメンテナンスコンソールで View details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。そのため、工場出荷時へのリセット操作を実行する前に、必ず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する必要があります。

注意: 工場出荷時へのリセットを実行する前に、 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。

工場出荷時リセット操作の実行中は、ネットワーク設定を保存するよう選択しないでください。常に工
場出荷時設定に完全にリセットするよう選択します。

アプライアンスのメンテナンスコンソール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、アプライアンスのメンテナンスコンソールからログインしたアプライア
ンスを示します。

画面の各部 説明

タイトル アプライアンスのメンテナンスコンソールを識別します。

アプライアンス識
別子

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

表は続く
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画面の各部 説明

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、アプライアンスのメンテナンスコンソールの幅になります。

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

詳しくは

メンテナンスコンソールについて(55 ページ)
SSH 接続からアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス(57 ページ)
アプライアンスの Maintenance Console へのログイン(58 ページ)
アプライアンスの詳細の表示(64 ページ)
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(68 ページ)
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(65 ページ)

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
ト

説明

タイトル アプライアンスの Maintenance Console を識別します。

アプライアンス識
別子

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。

表は続く

アプライアンスの Maintenance Console の詳細画面の詳細 61



画面コンポーネン
ト

説明

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

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 アプライアンスのホスト名を表示します。

IP アドレス アプライアンスの IP アドレスを表示します。

モデル イメージストリーマーが動作しているアプライアンスのモデル番号。

ファームウェア イメージストリーマー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 後に更新された日時。

アプライアンス アプライアンスクラスターについて、 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 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。

状態 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。

IP アドレス 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。

シリアル番号 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 アクション

アクティブ 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。

アクティブ

ディスクに障害が発生

アプライアンスクラスターではありません。 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

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。

スタンバイのアプライアンスでは、制御を 1 つ
のアプライアンスと想定しています。

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のディスクに障
害が発生しました。

アクティブなアプライアンスは、1 つのアプラ
イアンスとしての動作を続けます。

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

アクティブ

スタンバイの同調中

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。

アクティブ

スタンバイに到達不能

同調されていない変更

ローカルアプライアンスは正常に動作してい
るが、ピアアプライアンスに到達できません。

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。

詳細と解決策については、アク
ティビティ画面にリストされ
ているアラートを参照してく
ださい。

スタンバイ 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。

スタンバイ

ディスクに障害が発生

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。

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と
して使用できなくなりました。

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

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。

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

表は続く
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状態 状況 アクション

スタンバイ

同調中

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。

オフライン

手動のアクションが必要

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。

オフライン

復旧不能エラー

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、オンラインヘルプで
「アプライアンスのエラー画
面」を参照してください。

オフライン

使用不能（不完全なデータ）

アプライアンスデータの完全なコピーがない
ため、ローカルアプライアンスをアクティブ化
できません。

リセット中 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。

再起動中 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。

バックアップからのリスト
ア

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。

起動 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。

シャットダウン中 ローカルアプライアンスがシャットダウンし
ます。

一時的に利用不可 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。

更新中 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(61 ページ)を参照してください。
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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. 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。

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。

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。

お客様の認定サポート担当者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。
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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、認定サポート担当者
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。

• SSH を介して Maintenance Console にアクセスした場合には、この機能は使用できません。別のローカル
インフラストラクチャ管理者のパスワードが分かっている場合、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 にアクセスします。(56 ページ).

2. Reset password を選択します。

アプライアンスの Maintenance Console にリクエストコードが表示されます。

3. 認定サポート担当者に電話して、担当者に以下の情報を提供します。

• パスワードのリセットを要求する人の名前。

• アプライアンスを所有する会社の名前。

• アプライアンスの Maintenance Console からのリクエストコード。

認定サポート担当者は、情報を検証してから、ファイル上の認定されたメールアドレスにメッセージを送
信します。このメッセージには、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。
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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。

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 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。
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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。
それ以外の場合は、サポートダンプのデータは、ローカルアプライアンスについてのみ作成されます。

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、バックアップファイルをダウンロードします。

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

• 特権：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。

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. サポートダンプを選択します。

4. 新しい一連のコマンドが表示されます。

5. 次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、Create support dump 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、Download existing support
dump 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。
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アプライアンスの Maintenance Console を使用して工場出荷時
設定へのリセットを実行

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。

• 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(68 ページ)を行って、
安全に保管するために外部の場所に保管します。

手順

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。

常に工場出荷時設定に完全にリセットするようにします。

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. N を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。

4. 後続のダイアログ ボックスで、工場出荷時設定へのリセットを実行することを確定します。

5. 次のダイアログボックスで、以下のいずれかを実行します。

a. Y を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作を続行します。

b. N を入力し、工場出荷時設定へのリセット操作をキャンセルし、メインメニューに戻ります。

6. 動作を観察して、確認します。

注記: 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。

MGMT ポートの用途の変更について
メンテナンスコンソールの MGMT ポートの再利用オプションを使用すると、管理接続の問題によりエンク
ロージャーリングとそのコンポーネントにアクセスできなくなった場合に復旧することができます。

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 69
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図 8: 3 エンクロージャーセットアップ

1～6 デバイスベイ

7～8 インターコネクト

この図は、3 エンクロージャーセットアップの構成例を示しています。フレーム内の 1 つまたは両方の
MGMT ポートが管理ネットワークに接続されます。フレーム内の両方の MGMT ポートが管理ネットワーク
に接続されている場合、2 つのポートのうち 1 つだけが管理ネットワークトラフィックをアクティブに伝送し
ます。もう一方のポートはスタンバイモードのままです。管理ネットワークトラフィックを伝送する MGMT
ポートに接続の問題がある場合、管理ネットワークトラフィックはフレーム内のスタンバイ MGMT ポートに
自動的に切り替えられます。

注記: イメージストリーマーアプライアンスをフレームから取り外す場合は、そのフレームの展開ネットワー
ク接続を切断します。イメージストリーマーアプライアンスを取り外すと、潜在的な管理ネットワーク接続で
ポートを使用できるようになります。

管理ネットワーク接続があるフレームが使用できなくなった場合、または管理ネットワークに接続しているす
べての MGMT ポートが接続を失った場合、エンクロージャリングがネットワーク接続を失います。この状態
から復旧するには、展開ネットワークに現在接続されているポートのいずれかを切り替えて、管理ネットワー
クに接続できます。エンクロージャリングへの接続を回復するために、以前に展開トラフィックを伝送してい
たポートに管理ネットワークトラフィックを切り替えると、高可用性が損なわれます。障害のあるフレームが
復旧したらすぐにこの状態を高可用性状態に戻す必要があります。MGMT ポートの用途を展開トラフィック
から管理トラフィックに変更するには、次のいずれかのオプションを使用します。

70 イメージストリーマーのメンテナンスコンソール



• イメージストリーマーと HPE OneView アプライアンスの両方を持つフレームのいずれかのフレームリン
クモジュールの MGMT ポートを管理ネットワークに接続します。

• イメージストリーマーアプライアンスのみを持つフレームのフレームリンクモジュールの MGMT ポート
を管理ネットワークに接続します。

注記: UID ランプ表示に基づいてアプライアンスのメンテナンスコンソールを使用してポートを構成する場
合、ケーブル接続を変更する必要があります。

詳しくは

展開ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成(72 ページ)
管理ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成(71 ページ)

管理ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成

この手順は、3 つ以上のエンクロージャーを使用するセットアップに適用されます。

前提条件

スタンバイイメージストリーマーアプライアンスのメンテナンスコンソールからこのタスクを実行する場
合：

1. メンテナンスコンソールのメインメニューの[V] View details オプションを使用して、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間の接続が正常であるかどうかを確認します。

2. 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間の接続が正常でない場合は、接続が回復するま
で待つか、アクティブイメージストリーマーアプライアンスのメンテナンスコンソールからこのタスクを
実行します。

手順

1. シリアルコンソールを使用して HPE OneView に接続し、HPE OneView が機能しているかどうかを確認し
ます。HPE OneView が開始またはフェイルオーバー中の場合は、プロセスが完了するまで待ちます。

2. イメージストリーマーのメンテナンスコンソールのメインメニューにアクセスします。

3. Configure MGMT port for management network connectivity を選択します。

4. 確認のためのメッセージが表示されます。OK を選択して続行します。

この手順を実行すると、管理ネットワークに接続する必要があるエンクロージャーの MGMT ポートの UID
ランプが点灯します。
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図 9: 管理ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成

5. UID ランプの表示に基づいて MGMT ポートを管理ネットワークに接続します。

展開ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成

この手順は、3 つ以上のエンクロージャーを使用するセットアップに適用されます。

前提条件

スタンバイイメージストリーマーアプライアンスのメンテナンスコンソールからこのタスクを実行する場
合：

1. メンテナンスコンソールのメインメニューの[V] View details オプションを使用して、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間の接続が正常であるかどうかを確認します。

2. 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間の接続が正常でない場合は、接続が回復するま
で待つか、アクティブイメージストリーマーアプライアンスのメンテナンスコンソールからこのタスクを
実行します。

手順

1. シリアルコンソールを使用して HPE OneView に接続し、HPE OneView が機能しているかどうかを確認し
ます。HPE OneView が開始またはフェイルオーバー中の場合は、プロセスが完了するまで待ちます。

2. イメージストリーマーのメンテナンスコンソールのメインメニューにアクセスします。

3. Configure MGMT port for deployment network connectivity を選択します。

4. 確認のためのメッセージが表示されます。OK を選択して続行します。

この手順を実行すると、展開ネットワークに接続する必要があるエンクロージャーの MGMT ポートの青色
UID ランプが点灯します。
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図 10: 展開ネットワーク接続用の MGMT ポートの構成

5. UID ランプの表示に基づいて MGMT ポートを展開ネットワークに接続します。

6. HPE OneView ユーザーインターフェイスのエンクロージャー画面に移動して、アクション > 構成の再適
用から構成を再適用します。

単一エンクロージャーセットアップ用の MGMT ポートの再利用

単一エンクロージャーセットアップへの接続が失われた場合、HPE Synergy インターコネクトモジュールの
HPE Virtual Connect SE 40Gb F8 Module にエンクロージャーを接続しているケーブルを取り外します。こ
のアクションによって、管理ネットワークに接続されているもう一方の MGMT ポート経由で管理トラフ
フィックがリダイレクトされます。取り外した、インターコネクトモジュールへのケーブルを数秒後に接続す
ることができます。

アプライアンスの手動によるアクティブ化
アクティブ化オプションは、新しいアクティブアプライアンスを手動で指定するためにユーザー操作が必要な
場合に、Maintenance Console のメインメニューで使用できます。ユーザー操作は、イメージストリーマーア
プライアンスペアのアクティブおよびスタンバイアプライアンス間の通信が切断され、アクティブアプライア
ンスの有無をスタンバイアプライアンスが確認できない場合に必要となります。

図 11: Maintenance Console のメインメニューのアクティブ化オプション
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セキュリティ

前提条件
イメージストリーマーアプライアンスでは、以下のセキュリティ条件が満たされていることを前提としていま
す。

• イメージストリーマーアプライアンスが安全な HPE OneView 管理対象環境で動作しており、安全な管理
ネットワークに接続されている。

• 管理者は、信頼できるソースからゴールデンイメージを取得している。

• アプライアンスでパーソナライゼーションまたは一般化用に使用されるスクリプトには、マルウェアが含
まれていない。

• ゴールデンイメージが、イメージストリーマーの OS 展開サーバーに常駐している。ただし、OS 展開サー
バーはゴールデンイメージの機密データの作成や管理は行いません。

認証
HPE OneView は安全な通信チャネルを使用して、イメージストリーマーアプライアンスと通信します。HPE
OneView は、OS 展開サーバーの作成時にアプライアンスの認証設定を構成します。構成後、HPE OneView
はアプライアンスにアクセスするための認証情報を保持します。ユーザーがイメージストリーマーの操作を
実行すると、HPE OneView はシングルサインオン認証トークンを使用してユーザーを認証します。

役割と権限
HPE OneView は、イメージストリーマーのユーザーに権限を提供します。HPE OneView では、イメージス
トリーマーのアーティファクトを管理する権限をユーザーに与える役割を、ソフトウェア管理者に付与してい
ます。ユーザーの役割と権限の表では、さまざまなユーザーの役割と、アーティファクトおよび展開プロセス
に対する権限レベルを示します。

注記: イメージストリーマーは、デフォルトのグローバルスコープであるすべてのリソースをサポートしてい
ます。

表 5: ユーザーの役割と権限

役割 イメージストリーマーのアーティ
ファクト管理

OS の展開時の HPE OneView の
サーバープロファイル

ソフトウェア管理者 すべての特権 表示のみ

サーバー管理者 表示のみ すべての特権

インフラストラクチャ管理者 すべての特権 すべての特権

バックアップ管理者 表示のみ アクセス不可

ネットワーク管理者 表示のみ アクセス不可

表は続く
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役割 イメージストリーマーのアーティ
ファクト管理

OS の展開時の HPE OneView の
サーバープロファイル

ストレージ管理者 表示のみ アクセス不可

スコープオペレーター アクセス不可 アクセス不可

スコープ管理者 アクセス不可 アクセス不可

サーバーファームウェア管理者 アクセス不可 アクセス不可

スコープベースのアクセス制御

OS 展開プランは、異なるサーバー管理者が異なる展開プランのサブセットにアクセスできるように範囲を限
定することができます。

新しい展開プランを作成するか、イメージストリーマーにロードすると、これらの展開プランを使用してサー
バーをプロビジョニングできるユーザーを特定するように HPE OneView 範囲管理を構成できます。イメー
ジストリーマーアプライアンスのアーティファクトは、HPE OneView インスタンス間を移動するため、ス
コープ制御の影響を受けません。

アーティファクトの開発者は、頻繁に新しいアーティファクトを作成し、サーバー上で展開をテストしたい場
合に、特別な配慮を要求する可能性があります。このような操作では、広範囲の HPE Synergy リソースタイ
プのセットを変更するスコープとパーミッションを構成する必要があります。

通信
次の表に、さまざまな種類のデータトラフィックを保護するセキュリティメカニズムを示します。

表 6: セキュリティメカニズム

トラフィック セキュリティメカニズム

イメージストリーマーの管理のための REST API
コール

HTTPS

ブレードサーバーを起動するための iSCSI コマンド IQN 認証

アプライアンスの検出
イメージストリーマーアプライアンスは、LLDP を使用して識別されます。エンクロージャーの管理インター
フェイスは、LLDP メッセージを使用してイメージストリーマーアプライアンスの固有情報を確認し、HPE
OneView はその固有情報をエンクロージャー管理インターフェイスから読み取ります。

データ保護
HPE OneView は、イメージストリーマーのアーティファクトを未許可アクセスから保護します。イメージス
トリーマーの OS 展開サーバーは、悪意あるスクリプトからアプライアンスを保護する環境内で、プランスク
リプトを実行します。

iSCSI プロトコルにはイニシエーターとターゲット IQN に基づくアクセス制御メカニズムがあり、iSCSI スト
レージボリュームへの未許可アクセスを制限します。OS ボリュームは、アプライアンス内部の SAN テクノ
ロジーによってサポートされます。SAN データストレージは暗号化されていません。
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パスワードの保存

イメージストリーマーの OS 展開サーバーは、OS ボリュームを管理するためのパスワードをランダムに生成
し、暗号化ストレージに保存します。管理者の認証情報は、イメージストリーマーアプライアンスではなく
HPE OneView で保存および管理されます。

ネットワークセキュリティ
イメージストリーマーアプライアンスは、iSCSI、オペレーティングシステムの管理ネットワーク、オペレー
ティングシステムの高可用性機能、RAID ストレージメカニズムなどのセキュリティ保護されたチャネルを使
用し、さまざまなタイプのデータを保護します。ネットワークトラフィックは、セキュリティメカニズムの表
に記載されているセキュリティメカニズムでさらに保護されています。

監査ログ
イメージストリーマーアプライアンスは、監査ログを使用してイベントを記録します。次のようなイベントが
記録されます。

• アプライアンスの起動

• アプライアンスのシャットダウン

• アプライアンスでのリソースの作成、変更、削除

• ステートレスサーバーの展開または再展開

• 設定の変更

• 権限または認証の問題

展開グループ画面のアクションメニューで、監査ログをダウンロードできます。

準拠
イメージストリーマーの OS 展開サーバーは、コード署名などの Hewlett Packard Enterprise セキュリティポ
リシーに準拠しており、マルウェアおよびバックドアから保護されています。

展開とメンテナンス
次の要因により、アプライアンスとその基礎となるオペレーティングシステムがセキュリティ保護されていま
す。

• イメージストリーマーは、ソフトウェアアップデート時に無停止のソフトウェアアップデートメカニズム
を提供しています。

• イメージストリーマーは、ストレージボリュームに影響しない無停止のバックアップおよびリストアメカ
ニズムを提供します。バックアップファイルの形式は、Hewlett Packard Enterprise 独自の形式です。
Hewlett Packard Enterprise では、追加のセキュリティ対策としてバックアップファイルを暗号化し、機密
データを保護することをお勧めしています。

• イメージストリーマーは、メンテナンスアクティビティの前にアプライアンスのデータを消去する工場出
荷時設定へのリセットメカニズムを提供しています。
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既知の問題
イメージストリーマーによって使用されるプロトコルには、既知のセキュリティ問題があります。ただし、
HPE OneView およびイメージストリーマーアプライアンス環境に関する前提条件と、アプライアンスに組み
込まれたセキュリティ対策を考慮すると、これらのセキュリティ問題にはあまりリスクはありません。

• アプライアンスのストレージボリュームで使用される iSCSI プロトコルはクリアテキストプロトコルで、
強力なセキュリティメカニズムではない IQN および CHAP 認証に依存しています。

• 高可用性と RAID の通信はクリアテキストです。
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イメージストリーマーのトラブルシューティン
グ

トラブルシューティングの基本的な手法
イメージストリーマー OS 展開サーバーには、問題の解決に役立つさまざまなトラブルシューティングのメカ
ニズムがあります。イメージストリーマーのユーザーインターフェイスを使用して画面とアクティビティロ
グを調べることで、アクティビティと発生したエラーの履歴を取得できます。

• アクティビティの詳細には、操作や発生した可能性のある問題に関する追加情報が表示されます。アク
ティビティの詳細を表示するには、メインメニューからアクティビティを選択します。

• 展開の失敗は、スクリプトの問題に関連している可能性があります。スクリプトの実行エラーを確認する
には、展開とキャプチャーのアクティビティの詳細を確認します。アクティビティの説明で使用できるダ
ウンロードリンクを使用して、展開およびキャプチャーのログをダウンロードできます。

• イメージストリーマー展開アプライアンスページで気が付いたアラートを参照してください。イメージス
トリーマーのダッシュボードを表示して、さまざまなリソースのステータスを取得することもできます。

• HPE OneView で気付いたアラートを参照して、イメージストリーマーでの問題を把握できます。

• 問題をトラブルシューティングできない場合は、サポートダンプを作成して、デバッグに必要なログなど
の情報を収集します。その後、サポートダンプファイルを分析のために認定サポート担当者と共有できま
す。サポートダンプを作成する方法については、HPE Synergy イメージストリーマーのオンラインヘルプ
を参照してください。

プライマリイメージストリーマーアプライアンスが取り外されて
再挿入された後、OS の展開が失敗する

症状

マルチエンクロージャーのセットアップで、CIM スロットからプライマリイメージストリーマーアプライアン
スペアを取り外す場合：

• すでに展開された OS ボリュームを継続的に管理し、新しい展開をサポートするために、HPE OneView
ユーザーインターフェイスの OS 展開サーバーの編集画面から展開アプライアンスの変更を実行します。
このアクションによって、論理エンクロージャーが既に構成されている既存のセカンダリイメージスト
リーマーアプライアンスペアが新しいプライマリイメージストリーマーアプライアンスとして割り当てら
れます。

• 削除されたプライマリイメージストリーマーアプライアンスは、各 CIM スロットに再挿入できます。古い
プライマリアプライアンスを再挿入したあと、この古いプライマリアプライアンスの論理エンクロー
ジャーを再構成し、展開アプライアンスの変更を再実行すると、古いプライマリアプライアンスを新しい
プライマリアプライアンスとして再度割り当てることができます。このアクションによって、プライマリ
イメージストリーマーアプライアンスペアの挿入/削除にかかわらず、イメージストリーマーアプライアン
スのトポロジ全体は影響を受けなくなります。

• 再挿入したアプライアンスがプライマリ展開アプライアンスとして割り当てられると、新しく割り当てた
プライマリアプライアンスで OS の展開を再開できます。

ただし、上記の一連のタスクを実行すると、新しい展開を実行したときに次のエラーが発生する可能性があり
ます。
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Unable to expand golden image

原因

複数の論理エンクロージャーが構成されている環境では、プライマリイメージストリーマーアプライアンスペ
アに新規にアップロードされたゴールデンイメージがセカンダリイメージストリーマーアプライアンスペア
と定期的に同期されます。この定期的な同期は 30 分ごとに実行されます。新規にアップロードされたゴー
ルデンイメージがセカンダリイメージストリーマーアプライアンスペアと同期される前に、展開アプライアン
スの変更を実行した可能性があります。

アクション

1. ローカルリポジトリでのゴールデンイメージのバックアップは必ず、CIM スロットからプライマリイメー
ジストリーマーアプライアンスペアを取り外す前に実行してください。

このプライマリアプライアンスからのゴールデンイメージのバックアップを、任意の場所に保存します。

2. 取り外したプライマリアプライアンスを再挿入して、プライマリ状態に復元した後で、OS の展開の前に
バックアップからゴールデンイメージを復元する必要があります。

3. OS の展開前にゴールデンイメージを復元しなかったために、Unable to expand golden imageエ

ラーが発生した場合は、ゴールデンイメージをバックアップから復元して、OS 展開を再試行してくださ
い。

アクティブ/スタンバイイメージストリーマーアプライアンスペ
アが高可用性ではない

症状

高可用性が損なわれている。アプライアンスペア内のアクティブアプライアンスとスタンバイアプライアン
スが高可用性ではない。

原因

アクティブ/スタンバイアプライアンスペアのアプライアンスのいずれかが動作していない。このようなシナ
リオではアクティブアプライアンスが機能していない場合、アプライアンスペア内のスタンバイアプライアン
スがこれを引き継ぎ、新しいアクティブアプライアンスになる。

アクション

1. ピアアクティブアプライアンスが操作可能で到達可能なエンクロージャー内にあることを確認します。詳
細な診断情報については、メンテナンスコンソールを使用してください。

2. 高可用性を復元するには、機能していないアプライアンスを取り外して、再び取り付けます。

コンピュートモジュール設定への変更がイメージストリーマーに
反映されない

症状

再起動後にコンピュートモジュール設定への変更が反映されない。

原因

インターコネクトからコンピュートモジュールへのダウンリンクが切れている。
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アクション

インターコネクトからコンピュートモジュールへのダウンリンクが動作していることを確認してください。

イメージストリーマーからの OS ボリュームを使用できないた
め、コンピュートモジュールが PXE ブートモードで待機する

症状

ダウンタイムの後、コンピュートモジュールが電源オンになるが PXE ブートモードで待機する。

原因

ダウンタイムの後にエンクロージャーの電源を入れると、コンピュートモジュールはすぐに電源オンになる
が、イメージストリーマーアプライアンスが起動するまでに 15 分から 20 分かかる。この間、HPE iLO はブー
トシーケンスに OS ボリュームを追加しません。イメージストリーマーの準備ができる前にコンピュートモ
ジュールを起動しようとすると、起動が失敗するか、コンピュートモジュールが PXE ブートモードで待機し
ます。

注記: この問題を避けるには、イメージストリーマーの電源がオンになった後、30 分待ってからコンピュート
モジュールを起動します。

アクション

1. 以下の手順のいずれかまたはすべてを使用して、イメージストリーマーアプライアンスが使用可能かどう
かを特定します。

a. HPE OneView のユーザーインターフェイスのサーバープロファイルページに移動します。サーバープ
ロファイルページに、OS ボリュームを非可用性に関するアラートが表示されます。アラートがクリア
されるまで待ちます。

b. HPE OneView ユーザーインターフェイスの OS 展開サーバー画面で、OS 展開サーバーの状態が接続済
みと表示されているかどうかを確認します。

c. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンス画面にイメージストリー
マーアプライアンスの詳細が表示されているかどうかを確認します。

d. 新しい OS ボリュームと拡張されたゴールデンイメージの使用可能なストレージ容量がボリューム
バーに表示されるかどうかを確認します。ボリュームバーは、イメージストリーマーのユーザーイン
ターフェイスの展開アプライアンス画面に表示されます。

e. イメージストリーマーのユーザーインターフェイスの OS ボリュームページに移動します。OS ボ
リュームページに、OS ボリュームの可用性に関するアラートが表示されます。アラートがクリアされ
るまで待ちます。

f. ブートシーケンス中に Unable to read storage system detailsというアラートが表示されて

いるかどうかを確認します。アラートがクリアされるまで待ちます。

2. HPE OneView のユーザーインターフェイスを使用して、コンピュートモジュールを再起動します。
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IP アドレスの競合のため、OS 展開サーバー（イメージストリー
マー）の作成が失敗する

症状

IP アドレスの競合のため、HPE OneView の OS 展開サーバーの作成が失敗する。

原因

選択した IP アドレスがすでに使用されている。

アクション

1. 正しい IP アドレス範囲が指定されていて、利用可能な十分な数の IP アドレスがあることを確認します。

2. IP アドレスの可用性の確認後：

a. 障害の発生した OS 展開サーバーを削除します。

b. CIM スロットにイメージストリーマーアプライアンスペアを挿入します。

c. HPE OneView ユーザーインターフェイスの OS 展開サーバー画面の作成オプションを使用して、新し
い OS 展開サーバーを作成します。

サーバーハードウェアのサーバープロファイルの作成を、バイン
ドされたエンクロージャーグループの論理エンクロージャーの作
成後すぐに試行すると、失敗する場合がある

症状

以下の場合に、HPE OneView でサーバープロファイルの作成に失敗する場合がある。

• 論理エンクロージャーの作成直前に追加された OS 展開プランでサーバープロファイルを作成しようとし
た。

および

• 論理エンクロージャーの作成後すぐにこの操作を試みた。

原因

選択した OS 展開プランのゴールデンイメージが展開されていない。
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アクション

15～20 分後に OS ボリュームの作成を再試行してください。

HPE OneView がリセット後にイメージストリーマーアプライア
ンスを要求しない

症状

メンテナンスコンソールを使用してイメージストリーマーアプライアンスの工場出荷時設定へのリセットを
実行したあと、HPE OneView がイメージストリーマーアプライアンスを要求しない。HPE OneView ユー
ザーインターフェイスのアクティビティ画面上の要求タスクが一覧表示されないため、これを特定できない。

原因

アクティブなイメージストリーマーアプライアンスはリセットされたが、HPE OneView によってまだ要求さ
れていない。

アクション

メンテナンスコンソールからの工場出荷時設定へのリセット後、HPE OneView ユーザーインターフェイスの
エンクロージャー画面で更新リンクをクリックします。

HPE OneView とイメージストリーマー間の通信の問題のために
OS 展開サーバーの作成が失敗する

症状

HPE OneView とイメージストリーマー間の通信の問題のために OS 展開サーバーの作成が失敗する。

原因

この問題は以下の場合に発生します。

イメージストリーマーアプライアンスと HPE OneView 間の通信が機能していない。

アクション

1. メンテナンスコンソールを使用してイメージストリーマーアプライアンスの工場出荷時設定へのリセット
を実行します。

2. イメージストリーマーアプライアンスを再挿入してください。

3. エンクロージャーを更新してください。

4. OS 展開サーバーの作成ページにイメージストリーマーアプライアンスが表示されているかどうかを確認
してください。

5. OS 展開サーバーが存在する場合は削除し、新しい OS 展開サーバーを再作成します。
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単一エンクロージャーのセットアップでイメージストリーマーア
プライアンスが管理ネットワーク接続を失う

症状

単一エンクロージャーのセットアップでイメージストリーマーアプライアンスが管理ネットワーク接続を失
う。

原因

管理ポートがリンクネットワークに切り替わる。

アクション

単一エンクロージャーセットアップ用の MGMT ポートの再利用を参照してください。

イメージストリーマーの AMVM を使用できない

症状

AMVM を使用できない。AMVM がアプライアンスにインストールされていないと、HPE イメージストリー
マーのユーザーインターフェイスの展開アプライアンス画面のアプライアンス仮想マシンセクションに、次の
メッセージが表示される。

アプライアンス仮想マシンを展開アプライアンスで使用することはできません。

論理エンクロージャーの作成が成功していない場合に、アクション > 仮想マシン設定の編集からアプライア
ンス仮想マシン設定を編集しようとすると、ユーザーインターフェイスに次のメッセージが表示される。

仮想マシンの設定を作成するには、まず展開アプライアンスの論理エンクロージャーを作成する必要がありま
す。

解決方法 1

原因

論理エンクロージャーの作成時に AMVM が作成されない。

アクション

1. イメージストリーマーのアクティビティページで、イメージストリーマーのアップデートタスクの説明に
表示されているステータスメッセージを確認してください。

2. 次のエラーメッセージがイメージストリーマーのアップデートタスクの説明に表示されている場合は、次
の API を使用して AMVM を再インストールしてください。Failed to create amvm：

a. GETコマンドを使用して、現在のネットワーク構成を読み取ります。

curl -ikg -H 'X-API-Version : 300' -H 'Auth : <Authtoken>' -X GET https://
<ImageStreamerClusterIPFromBrowser>/rest/appliance/i3s/amvm
GETの応答：{"managementipv4address": "MGMT_IP", "managementipv4gateway":
"MGMT_GW", "dataipv4address": "DATA_IP", "managementipv4subnet":
"MGMT_MASK", "dataipv4subnet": "DATA_MASK", "amvmstate": "shut off"}

b. DELETEコマンドを使用して、AMVM をアンインストールします。このコマンドは、論理エンクロー

ジャーの作成時に AMVM のインストールを試行しても、AMVM をインストールできなかった場合に役
立ちます。

単一エンクロージャーのセットアップでイメージストリーマーアプライアンスが管理ネットワーク接続を失う
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curl -ikg -H 'X-API-Version : 300' -H 'Auth : <Authtoken>' -X DELETE
https://<ImageStreamerClusterIPFromBrowser>/rest/appliance/i3s/amvm
DELETEの応答：{"status": "success", "reason": ""}
イメージストリーマーアプライアンスペアのスタンバイノードから AMVM を削除するには、前述の
URL に?ispeerrequest=trueを付加します。

c. POSTコマンドを使用して、AMVM をインストールおよび構成します。 GETコマンドを使用して取得し

たのと同じ IP の詳細を使用します。

curl -ikg -H 'X-API-Version:300' -H 'Content-Type:application/json' -H
'Auth: <Authtoken>' -X POST https://<ImageStreamerClusterIPFromBrowser>/
rest/appliance/i3s/amvm -d '{"mgmtipv4subnet":
"MGMT_MASK","mgmtipv4gateway": "MGMT_GW","amvmhostname":
"amvmhost","dataipv4": "DATA_IP","dataipv4subnet": "DATA_MASK", "mgmtipv4":
"MGMT_IP"}'
POSTの応答：{"reason": "", "status": "success"}
イメージストリーマーアプライアンスペアのスタンバイノードに AMVM をインストールするには、前
述の URL に?ispeerrequest=trueを付加します。

重要: AMVM のインストールには約 2～3 分かかります。インストール中に操作を終了しないで
ください。

注記: いずれのインスタンスでも、AMVM は、アクティブまたはスタンバイのクラスターノードのいず
れか一方でのみ動作します。

解決方法 2

原因

仮想マシンをホストするアクティブアプライアンスが失敗する。

アクション

新しいアクティブアプライアンスで、仮想マシンを起動するための REST コールを再発行してください。
REST コールを再発行する方法については、HPE Synergy イメージストリーマーのオンラインヘルプを参照
してください。

イメージストリーマープライマリアプライアンスが応答しない

症状

現在のプライマリアプライアンスが応答しないため、管理インターフェイスを表示できない。

原因

現在のプライマリアプライアンスが機能していない、または使用停止されている。このプライマリアプライア
ンスを使用できない状況から復旧するには、以下のアクションセクションに記載されている手順を実行しま
す。
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アクション

1. HPE OneView で OS 展開サーバーに対するアラートがあるかどうかを確認してください。

2. イメージストリーマーアプライアンスを使用して構成されたセカンダリ論理エンクロージャーを使用でき
ない場合は、次の手順を実行してください。

a. OS 展開サーバーを削除して再作成します。OS 展開サーバーを削除して再作成する方法について詳し
くは、HPE OneView ヘルプを参照してください。

3. イメージストリーマーアプライアンスを使用して構成されたセカンダリ論理エンクロージャーを使用でき
る場合は、次の手順を実行してください。

a. イメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにした後、2 時間以上待ってからプライマリ展開ア
プライアンスの変更を試みてください。

これにより、スケジュールされたバックアップ操作のための時間が確保され、 新のバックアップを使
用してアプライアンスを復元できます。

b. バックアップを使用できる場合に、プライマリ配置アプライアンスを変更する準備ができたら、HPE
OneView ユーザーインターフェイスの OS 展開サーバーの編集画面に移動します。

c. 展開アプライアンスドロップダウンメニューからアプライアンスを選択します。

d. 展開アプライアンスの変更確認ダイアログで、はい、展開アプライアンスを変更しますをクリックし、
近選択した展開アプライアンスを 新のバックアップで復元し、プライマリ展開アプライアンスの変

更に進みます。

イメージストリーマーのリストア操作が突然停止する

症状

イメージストリーマーのリストア操作が突然停止する。

解決方法 1

原因

バックアップバンドル内のアーティファクトがアプライアンスにすでに存在する。

アクション

イメージストリーマーアプライアンス内の既存のアーティファクトを削除し、リストア操作を再試行してくだ
さい。

解決方法 2

原因

バックアップバンドル内のアーティファクトのいずれかが、ゴールデンイメージのない展開プランである。
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アクション

ゴールデンイメージのない展開プランを使用しないでください。ゴールデンイメージのない展開プランは
OS 展開で使用できません。

イメージストリーマーを使用した OS 展開が失敗する

症状

イメージストリーマーを使用した OS 展開が失敗する。

原因

次のいずれかまたはすべての理由により、OS 展開で使用する展開プランが無効である。

• 展開で使用するプランスクリプトが無効であり、エラーを含んでいる。

• サーバープロファイル内のコンピュートモジュール用に作成された接続が有効ではない。

アクション

• 展開で使用するプランスクリプトが有効であることを確認してください。

• サーバープロファイル内のコンピュートモジュール用に作成された接続が有効であることを確認してくだ
さい。

• イメージストリーマーユーザーインターフェイスのアクティビティページから展開ログをダウンロードし
て、エラーがないかどうかを確認してください。

イメージストリーマースタンバイアプライアンスの機能の問題

症状

スタンバイアプライアンスが使用できない、またはアクティブ化できない。

解決方法 1

原因

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との間の同期が進行中である。この同期化は、アプラ
イアンスの再起動または再挿入後にアクティブ/スタンバイクラスターが再編成される場合にトリガーされる
可能性があります。

アクション

対応は不要です。アクティブアプライアンス上で実行された変更がスタンバイアプライアンスに同期される
まで待ってください。

待機時間は、同期が進行中のデータ量によって異なります。通常、60 分から 90 分かかります。

解決方法 2

原因

スタンバイアプライアンスが存在するアプライアンスベイが機能していない。

86  イメージストリーマーを使用した OS 展開が失敗する



アクション

1. HPE OneView ユーザーインターフェイスのアクティビティ画面でアプライアンスベイのエラーメッセー
ジを確認します。

2. スタンバイアプライアンスを、その他のスタンバイアプライアンスの構成と似ている、同一インターコネ
クトリンクトポロジ内の別のエンクロージャーに移動してください。

解決方法 3

原因

スタンバイアプライアンスが故障している。

アクション

スタンバイアプライアンスを交換してください。

HPE OneView からイメージストリーマーアプライアンスにアク
セスできない

症状

HPE OneView からイメージストリーマーアプライアンスにアクセスできない。

解決方法 1

原因

イメージストリーマー管理ネットワークが HPE OneView ユーザーインターフェイスの設定と一致していな
い。

アクション

HPE OneView ユーザーインターフェイスのネットワーク設定が変更されていないことを確認してください。

解決方法 2

原因

イメージストリーマーアプライアンスがフェイルオーバーまたは再起動中である。

アクション

1. フェイルオーバーまたはリブートが完了するのを待ちます。フェイルオーバーが正常に完了するまで、約
15～20 分かかる場合があります。

2. メンテナンスコンソールを使用して、フェイルオーバー操作のステータスを確認してください。

または

アクション

1.
注記: その他のオプションが選択した後、 後にこのオプションを使用します。
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メンテナンスコンソールを使用してプライマリアプライアンスのステータスをチェックし、アプライアン
スが何らかの操作中でないことを確認します。

2. イメージストリーマーアプライアンスを使用して構成されたセカンダリ論理エンクロージャーが存在する
場合は、HPE OneView の OS 展開サーバーページからプライマリアプライアンスを変更してください。

スタンバイイメージストリーマーアプライアンスについてのサ
ポートダンプを含めることができない

症状

イメージストリーマーのユーザーインターフェイスまたはサービスコンソールから作成されたサポートダン
プにアクティブアプライアンスの情報のみが含まれていない。

原因

アクティブ-スタンバイクラスター形成に問題があり、サポートダンプがアクティブアプライアンスについて
のみ作成されている。

アクション

スタンバイアプライアンスのサービスコンソールを使用して、スタンバイアプライアンスのサポートダンプを
作成してください。

複数エンクロージャーのセットアップでリモートエンクロー
ジャーのイメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにで
きない

症状

複数エンクロージャーのセットアップでリモートエンクロージャーのイメージストリーマーアプライアンス
の電源をオンにしようとすると、HPE OneView のエンクロージャー画面に次のエラーメッセージが表示され
る。
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図 12: リモートエンクロージャーのイメージストリーマーアプライアンスの電源をオンにしたときのエラー
メッセージ

アクション

イメージストリーマーアプライアンスの電源を手動でオンにしてください。

リモートエンクロージャーで使用できるイメージストリーマーアプライアンスの電源を、HPE OneView を使
用してオンにすることはできません。
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HPE Synergy のドキュメントおよびトラブル
シューティングの資料

HPE Synergy のドキュメント
Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）はタスクベースの
レポジトリです。 インストール手順、ユーザーガイド、メンテナンスとサービスガイド、ベストプラクティ
ス、およびその他のリソースへのリンクが含まれています。この Web サイトを使用して、次のような 新の
ドキュメントを入手してください。

• HPE Synergy テクノロジーについての学習

• HPE Synergy のインストールおよびケーブル接続

• HPE Synergy コンポーネントの更新

• HPE Synergy の使用および管理

• HPE Synergy のトラブルシューティング

HPE Synergy 構成および互換性ガイド

HPE Synergy 構成および互換性ガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy 管理とファブリックアーキテクチャー
の概要、詳細なハードウェアコンポーネントの識別および構成、およびケーブルの接続例が示されています。

HPE Synergy フレームリンクモジュールユーザーガイド

HPE Synergy フレームリンクモジュールユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。本ガイドでは、フレームリンクモジュールの
管理、構成、およびセキュリティについて説明します。

HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。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が示されています。

HPE OneView Global Dashboard
HPE OneView Global Dashboard は、HPE OneView によって複数のプラットフォームとデータセンターサイ
ト間で管理される、ヘルス、アラート処理、およびキーリソースの統合ビューを提供します。HPE OneView
Global Dashboard ユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/
info/synergy-docs）から入手できます。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説明します。

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ユーザーガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。このユーザーガイドでは、イメージストリー
マーを使用した OS 展開プロセス、イメージストリーマーの機能、およびイメージストリーマーアーティファ
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クトの目的とライフサイクルについて説明します。また、認証、権限、およびイメージストリーマーのトラブ
ルシューティングに関する情報も含まれます。

HPE Synergy イメージストリーマー GitHub
HPE Synergy イメージストリーマー GitHub レポジトリ（https://github.com/HewlettPackard）には、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ます。また、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。

HPE Synergy Software Overview Guide
HPE Synergy Software Overview Guide は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy をサポートするさまざまなソフトウェ
アおよび構成ユーティリティの概要と詳細な参考資料について説明します。 このガイドは、タスクベースで
あり、かつ以下について利用可能な、サポートされるすべてのソフトウェアおよび構成ユーティリティに関す
るドキュメントとリソースについて説明しています。

• HPE Synergy のセットアップと構成

• OS の展開

• ファームウェアの更新

• トラブルシューティング

• リモートサポート（HPE 通報サービス）

HPE Synergy ファームウェアアップデートの概要

HPE Synergy ファームウェアアップデートの概要は、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。本書では、HPE Synergy のファームウェアをアップ
デートする方法について説明します。

HPE Synergy ファームウェアとドライバー更新のためのベストプラクティス

HPE Synergy ファームウェアとドライバー更新のためのベストプラクティスは、Hewlett Packard Enterprise
Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE OneView が提供す
る HPE Synergy コンポーザーを介してファームウェアおよびドライバーを更新するための推奨のベストプラ
クティスに関する情報が記載されています。

HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックス

HPE OneView（HPE Synergy 用）サポートマトリックスは、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE OneView のソフトウェアおよびファー
ムウェアの 新の要件、サポートされるハードウェア、および構成の上限を維持します。

HPE Synergy イメージストリーマー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は、Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy イメージストリーマーのソフ
トウェアおよびファームウェアの 新の要件、サポートされるハードウェア、および構成の上限を維持しま
す。
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HPE Synergy 用語集

Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）内の HPE Synergy
用語集では、HPE Synergy に関連する一般的な用語を定義します。

HPE Synergy のトラブルシューティング資料
HPE Synergy トラブルシューティング資料は、HPE OneView 内および Hewlett Packard Enterprise
Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。

HPE OneView でのトラブルシューティング

HPE OneView グラフィカルユーザーインターフェイスには、HPE OneView 内のトラブルシューティングの
ための、アラート通知およびオプションが含まれています。UI は、リソースのステータスとメッセージの潜
在的な問題の解決を示す色の付いたアイコンを含む、HPE Synergy コンポーネントの複数のビューを示しま
す。

検出されたすべての HPE Synergy ハードウェアのステータスをすばやく表示するには、エンクロージャー
ビューおよびマップビューも使用できます。

HPE Synergy トラブルシューティングガイド

HPE Synergy トラブルシューティングガイドは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy ハードウェアおよびソフトウェアコン
ポーネントの両方に対し、一般的な問題の解決のための情報、障害の分離と識別のための手順、問題の解決、
および保守を提供します。

Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy
Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy は、Hewlett Packard Enterprise
Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-docs）から入手できます。HPE Synergy ハードウェ
アおよびソフトウェアコンポーネントの両方で受け取った特定のエラーメッセージに関連する、一般的な問題
を解決するための情報を提供します。

HPE OneView ヘルプ、HPE OneView REST API スクリプティングヘルプ、および
HPE OneView API リファレンス

HPE OneView ヘルプ、 HPE OneView REST API スクリプティングヘルプ、および HPE OneView API リファ
レンスは、HPE OneView ユーザーインターフェイス内で利用できる、簡単にアクセスできる組み込みのオン
ラインヘルプです。これらのヘルプファイルには、HPE Synergy 内の一般的な問題、および問題のトラブル
シューティング手順と例への「詳細情報」リンクが含まれています。

このヘルプファイルは、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://www.hpe.com/info/synergy-
docs）からも入手できます。

HPE Synergy QuickSpecs
HPE Synergy には、システムの仕様のほか、個々の製品およびコンポーネントの仕様があります。仕様の完
全な情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/qs）から入手で
きる HPE Synergy および個々の HPE Synergy 製品の QuickSpecs を参照してください。
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HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメン
トマップ）

http://www.hpe.com/info/synergy-docs

プランニング

• HPE Synergy 12000 Frame Site Planning
Guide

• 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

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 Synergy 12000 フレームセットアップ/
インストールガイド

• HPE ラックレールインストール手順 HPE
Synergy 12000 フレーム用（フレームに付属）

• HPE Synergy 12000 Frame Rack Template
（フレームに付属）

• フードラベル

• ユーザーガイド類

• HPE Synergy Cabling Interactive Guide

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

管理および監視の構成

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザー
ガイド

• HPE OneView API Reference for HPE
Synergy

• HPE OneView REST API スクリプティング
ヘルプ（HPE Synergy 用）

• ユーザーガイド

管理

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ

• HPE Synergy イメージストリーマーユーザーガイド

• 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

• HPE OneView Global Dashboard ユーザーガイド

メンテナンス

• Product maintenance and service guides

• HPE Synergy ファームウェアとドライバー更新のため
のベストプラクティス

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプ

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy Appliances Maintenance and Service
Guide for HPE Synergy Composer and HPE Synergy
Image Streamer

トラブルシューティング

• 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

• Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers
and HPE Synergy

• Integrated Management Log Messages and
Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 and
HPE Synergy

• HPE OneView API Reference for HPE Synergy

• 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
www.hpe.com/info/EIL

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise Worldwide の連絡先

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

www.hpe.com/support/e-updates
ソフトウェアデポ

www.hpe.com/support/softwaredepot
カスタマーセルフリペア

www.hpe.com/support/selfrepair

製品固有の Web サイト

HPE Synergy イメージストリーマーのドキュメント

www.hpe.com/info/synergy-imagestreamer-docs

HPE Synergy のドキュメント

www.hpe.com/info/synergy-docs

HPE イメージストリーマー Github

https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-tools
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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。

http://www.hpe.com/assistance

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

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

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

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

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

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

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

http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。
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http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンクしたりする
には、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support
Materials ページにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

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

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

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

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

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

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

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

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

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関
する情報に関するドキュメントを確認するには、下記の Web サイトを参照してください。

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

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション

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

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

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

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

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

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

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要
求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り
組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

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

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

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

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

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

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