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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
イメージストリーマーは、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るキャプチャー機能も提供します。このキャプチャー機能により、サーバー固有の構
成が削除され、一般化されたゴールデンイメージが提供されます。
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ローカル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では、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。これらのシナリオについて詳しくは、OS
ボリュームのステータスのシナリオを参照してください。
詳しくは
イメージストリーマーアプライアンス用語(10 ページ)
OS ボリュームとイメージストリーマー展開(35 ページ)
イメージストリーマーのアーキテクチャー(8 ページ)
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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。
HPE Synergy イメージストリーマーモジュール（OS 展開サーバー）
ユーザーインターフェイスとAPI

1

イメージストリーマー管理アプリケーション

2

2つのパーティションを持つソリッドステートドライブ（SSD）
レポジトリパーティション
3
ファイルシステム、バイナリ、データベース、アーティファクト
(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)
サーバーボリュームストレージパーティション

4

抽出されたゴールデンイメージとOSボリューム
(迅速な展開イメージと展開されたサーバーOSボリューム)
HPE Synergyフレーム

図 1: イメージストリーマーのコンポーネント
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。
1

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 により、管理者は、展開管理を
含むアーティファクトと OS ボリューム管理の管理アプリケーションにアクセスできま
す。

2

イメージストリーマーの管理アプリケーションでは、ゴールデンイメージの作成やアプラ
イアンスペア間のアーティファクトレプリケーションなどのアーティファクト管理を実
行します。また、ゴールデンイメージの展開と OS ボリュームの管理も処理します。

3

イメージストリーマーの SSD レポジトリパーティションには、管理アプリケーション
データ、アーティファクト、およびゴールデンイメージが格納されます。このレポジトリ
パーティションの容量は約 69 GB です。

4

イメージストリーマーの SSD サーバーボリュームストレージパーティションには、抽出
された形式のゴールデンイメージと OS ボリュームが格納されます。OS ボリュームは、
特定のサーバー用に展開されたか、または展開用に作成されたばかりかによって、ステー
トフルまたはステートレスになります。このパーティションの容量は約 600 GB です。

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。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
高可用性(40 ページ)
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イメージストリーマーのステートレスアーキテクチャー

本番環境ネットワーク

外付ストレージ
NASまたはSAN

データ
ファブリック

UID
UID

Active
Power

Active

イメージ
ストリーマー
iSCSI展開
ネットワーク

Power

HPE
Synergy SAS
(シリアル接続
SCSI)

HPEイメージストリーマー

HPEコンピュートモジュール

サーバーパーソナライズ、
アプリケーション、
および構成ファイルを含む
クローンブートOSボリューム

CPU、メモリ、およびストレージ
ローカルディスク（スワップとジャーナル
ファイル用）専用の一時コンテンツ

UID

Synergy D3940
Storage Module

HPE Synergyストレージ
モジュール
フレーム内のすべての
コンピュートモジュールへの
割り当てが可能なドライバー

凡例：
OSボリューム

一時ファイル

データファイル

図 2: ステートレスアーキテクチャーの図
この図では、イメージストリーマーがコンピュートおよびストレージと一体化して、ステートレスアーキ
テクチャーを実現する方法について示しています。
イメージストリーマーモジュールには、コンピュートモジュールの OS ボリュームを構成および管理する
ために必要なアプリケーション、ストレージ、およびその他のコンポーネントが含まれています。OS ボ
リュームは、状態情報（アプリケーションデータ）を持たずに完全に構成されたゴールデンイメージから
構成されます。ゴールデンイメージには、ユーティリティ、アプリケーション、およびアプリケーション
構成ファイルが含まれる場合があります。
HPE OneView サーバープロファイルが OS 展開プランで作成され、コンピュートモジュールに割り当て
られると、イメージストリーマーは、指定された OS 展開プランに関連付けられたゴールデンイメージを
複製して OS ボリュームを構成します。ホスト名や IP アドレスなどのパーソナライズ情報は、HPE
OneView サーバープロファイルで指定された値を使用して構成された OS ボリュームに追加されます。
OS ボリュームはイメージストリーマーに存在し、OS イメージやパーソナライズデータなどの状態情報
を持っています。コンテンツを定義する状態は個別にホストされるため、コンピュートモジュールはス
テートレスのままです。これらのステートレスコンピュートモジュールは、必要に応じ、異なる時間に異
なる OS ボリュームに割り当ててワークロードを動的に切り替えることができます。ゴールデンイメー
ジベースの展開では、OS が破損した場合にこれらの OS ボリュームを同じ状態で再作成することもでき
ます。
注記: ダイナミックワークロードで動作している間、イメージストリーマーのストレージボリュームに保
存されたデータは、ストレージボリュームが別の目的で使用されない限り永続的です。
必要に応じて、HPE OneView サーバープロファイルが OS ボリュームのパーソナライゼーションを定義
している場合、コンピュートモジュールに割り当てられるストレージも定義できます。ストレージは
HPE Synergy D3940 ストレージモジュールドライブであっても、外部の NAS または SAN ストレージで
あってもかまいません。ストレージデバイスは、アプリケーションデータが保存される場所です。

イメージストリーマーの概要

9

図に示すように、イメージストリーマーの構成済み OS ボリュームには状態情報が含まれています。通
常、コンピュートモジュールのローカルストレージはスワップファイルとジャーナルファイルにのみ使用
されます。外付けのストレージモジュールが構成されている場合、そのモジュールにはアプリケーション
ファイルとデータファイルが含まれます。
一般に、Hewlett Packard Enterprise が提供するリファレンスアーキテクチャー（RA）またはリファレン
ス構成（RC）に従って、アプリケーションは OS とともにインストールおよび構成されます。アプリケー
ションは、ゴールデンイメージの一部として追加するか、パーソナライズプロセス中にインストールでき
ます。展開時にアプリケーションのカスタマイズが必要な場合、HPE OneView サーバープロファイルに
よって参照されるプランスクリプトを使用して、OS ボリュームのパーソナライズの一部としてカスタマ
イズを定義できます。
詳しくは
イメージストリーマーを使用した展開(11 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 つの論理エンクロージャーは最大で 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。Hewlett Packard Enterprise では、実務環境において 3 フレーム構成を最低限要求し
ています。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
可用性の高い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。

10

イメージストリーマーの概要

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。HPE
Synergy サーバーにオペレーティングシステムを展開するには、イメージストリーマーでは 4 つのアー
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ティファクトを使用します。これらの 4 つのアーティファクトは、イメージストリーマーの構成要素で
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。
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。

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 3: 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。
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イメージストリーマーの展開プロセス

サーバー
プロファイル

HPE OneView

HPE Synergyイメージストリーマー
展開プラン
4

5

3 ゴールデン
イメージ

サーバー固有の
OSボリューム
コレクション
6

2 ビルドプラン

プラン
スクリプト
アーティファクト
バンドル

1

レポジトリ
パーティション

iSCSI
サーバー接続

OSボリューム
OSボリューム 展開されたサーバーの
ボリュームストレージ

イメージ
ストリーマー
モジュール
間のiSCSI
接続

サーバーボリュームの
ストレージパーティション

図 4: イメージストリーマーの展開プロセスフロー
1

アーティファクトはレポジトリパーティションに格納され、Guestfish プランスクリプ
ト、ビルドプラン、ゴールデンイメージ、および展開プランから構成されます。認定され
た OS バージョンおよびハイパーバイザー用のアーティファクトバンドルが利用可能で
す。バンドルは、Hewlett Packard Enterprise GitHub サイトからダウンロードできます。

2

ビルドプランは、順次追加されたプランスクリプトで構成されます。

3

ゴールデンイメージは、OS またはハイパーバイザーのクリーンインストールで作成され
ます。ゴールデンイメージの作成プロセス中、OS またはハイパーバイザーのゴールデン
イメージがインストールされる空のボリュームに、OS ボリュームイメージが作成されま
す。OS またはハイパーバイザーのインストールと構成が完了すると、ステートレスな
ゴールデンイメージとしてイメージストリーマーに保存されます。ゴールデンイメージ
は、抽出された形式で、サーバー OS ブートボリュームの高速展開に使用されます。

4

展開プランでは、展開に使用するビルドプランとゴールデンイメージを指定します。

5

サーバープロファイルは、サーバーコンピュートリソースおよびメモリリソースで使用す
るためにゴールデンイメージ展開が必要となるたびに、管理者が HPE OneView を使用し
て作成します。サーバープロファイルは、指定されたコンピュートモジュールに使用する
展開プランを指定します。コンピュートモジュールで使用するストレージの定義、ネット
ワーク構成、およびその他のステートフル情報は、サーバープロファイルに含まれていま
す。展開プロセスの結果、OS ボリュームはサーバープロファイルで利用可能な情報とと
もにゴールデンイメージから取得されます。

6

HPE OneView サーバープロファイルでは、コンピュートモジュールの UEFI（Unified
Extensible Firmware Interface）ファームウェアを構成して、OS ボリュームへの iSCSI 接
続を開始します。UEFI でサーバーが起動されると、iSCSI セッションの詳細がオペレー
ティングシステムに渡されます。オペレーティングシステムは、OS ボリュームへの
iSCSI 接続を開始し、OS ボリュームから実行を続けます。
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展開におけるユーザーの役割
展開を実行するには、表にリストされたアクションをユーザーの役割にマッピングします。
インフラストラクチャ管理者

エンクロージャーに HPE Synergy コンポーザーお
よびイメージストリーマーアプライアンスを構成
します。

ソフトウェア管理者

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

HPE OneView 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。

OS 展開用に Hewlett Packard Enterprise が提供したサンプルアーティファクトを使用したり、カスタマ
イズされたアーティファクトの開発を支援したりします。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。
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
展開について(35 ページ)
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イメージストリーマーを開始するには
HPE Synergy 12000 フレームセットアップ/インストールガイド（http://www.hpe.com/info/synergydocs）には、イメージストリーマーの構成方法に関する情報が記載されています。

イメージストリーマーの初期構成
HPE OneView はイメージストリーマーアプライアンスを使用してステートレスサーバーを展開できま
す。
イメージストリーマーアプライアンスの使用をサポートするように HPE OneView リソースを構成する
順序は、イメージストリーマーデバイスが初期 HPE Synergy セットアップ時に存在するかどうか、また
はイメージストリーマーデバイスが後で HPE Synergy 構成の初期セットアップ完了後に追加されるかど
うかによって異なることがあります。
HPE OneView ヘルプは、関連するイメージストリーマー構成の注釈を含むタスクのための初期セット
アップガイドを提供します。その考えとは、イメージストリーマーアプライアンス用のリソースを構成す
ると同時に、同じリソースを他の目的のためにも構成するということです。
既存の Synergy 構成へのイメージストリーマーデバイスの追加については、イメージストリーマー構成
に固有のタスクのためのガイドを提供します。既存の構成にイメージストリーマーデバイスを追加する
ときに、これらの手順を使用します。構成の組み合わせが有効性チェックに失敗した場合、HPE Oneview
はアラートを生成します。HPE Synergy ケーブル接続ガイドでは、構成の検証、および誤ったケーブル
接続の組み合わせに関する情報を提供します。
イメージストリーマー展開ワークフローは、イメージストリーマーをセットアップして OS 展開に使用す
る場合に必要な数々の手順を、対話形式で説明します。
イメージストリーマーを HPE OneView で管理するための構成が完了したら、イメージストリーマー展開
サーバーを使用する準備をし、HPE OneView を構成してオペレーティングシステムをサーバーハード
ウェアに展開できます。これらのタスクを実行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。

イメージストリーマーを使用するための準備
HPE OneView にイメージストリーマー OS 展開サーバーを追加したら、HPE OneView のアプライアン
ス > OS 展開サーバー画面にあるリンクから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
セスできます。
ソフトウェア管理者は、イメージストリーマーのインターフェイスを介してバンドルからアーティファク
トをアップロードして展開したりゴールデンイメージや他の OS ビルドアーティファクトを作成したり
することができます。
前提条件
• 権限：ソフトウェア管理者
• HPE OneView はイメージストリーマーアプライアンスを管理するように完全に構成されています。
手順
1. サンプルアーティファクトバンドルを HPE Synergy イメージストリーマー用 GitHub Web サイトか
らダウンロードします。
2. イメージストリーマー GUI にナビゲートして、イメージストリーマーにサンプルアーティファクトバ
ンドルを追加します。
イメージストリーマーアーティファクトは、サーバー管理者によって展開できます。

イメージストリーマーを開始するには
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既存の Synergy 構成へのイメージストリーマーデバイスの追
加について
以下のステップでは、イメージストリーマーアプライアンスが既存の Synergy 構成に追加された場合に管
理できるように、HPE Synergy イメージストリーマーを HPE OneView に組み込む方法について説明しま
す。
1. イメージストリーマー用に HPE OneView 管理ネットワークを作成または変更する。
2. HPE Synergy イメージストリーマーの展開ネットワークを作成する。
3. すべてのエンクロージャーにイメージストリーマーが含まれる場合にエンクロージャーグループを変
更する。
4. イメージストリーマー OS 展開サーバーの追加。
5. 論理エンクロージャーへのイメージストリーマーの追加。
6. イメージストリーマー展開サーバーを使用するための準備をする。
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプで、これらの各手順を行う方法につて詳細に説明しています。

HPE OneView のイメージストリーマー検出の確認
HPE OneView が組み込まれている HPE Synergy コンポーザーでは、自動検出が実行され、HPE Synergy
イメージストリーマーデバイスに関する情報がインポートされます。インフラストラクチャ管理者は、
HPE OneView にログインして検出および有効性を確認する必要があります。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者
• 1 つまたは複数のイメージストリーマーアプライアンスがインストールされ、検証されている。
手順
1. HPE OneView にログインします。
2. インベントリリストに予定される数のイメージストリーマーアプライアンスが含まれていることを、
アプライアンス > ハードウェアセットアップ画面で確認します。
3. チェックリストを表示して、イメージストリーマーアプライアンスのハードウェアまたは獲得関連の
アラートを解決します。

イメージストリーマーアプライアンスの再獲得について
アプライアンスベイに挿入されているどのイメージストリーマーアプライアンスも、OS の展開に使用す
るには、HPE OneView により獲得されなければなりません。イメージストリーマーアプライアンスをア
プライアンスベイに挿入すると、HPE OneView はアプライアンスを獲得しようとします。
HPE OneView ユーザーインターフェイスのサーバー > エンクロージャー画面のアクティビティビュー
で、アプライアンス獲得の進行状況を監視できます。この画面上のイメージストリーマーアプライアンス
の横にあるアイコンは、アプライアンスの電源がオンになっているかどうか、ハードウェアの問題がある
かどうかを示します。
獲得プロセスで問題があり、イメージストリーマーアプライアンスをリセットしなければならない場合
は、エンクロージャー画面にアラートが表示されます。アラートには、問題の詳細と、イメージストリー
マーアプライアンスを出荷時の状態にリセットして獲得プロセスを再開するためのリンクが記されてい
ます。

16

イメージストリーマーを開始するには

イメージストリーマーアプライアンスが以前に一度同じ HPE Synergy コンポーザードメインで獲得され
ている場合、HPE OneView は、工場出荷時設定へのリセット用に認証情報を記憶しているため、ユーザー
がこれ以上操作しなくても手順を完了します。
別の HPE Synergy コンポーザードメインで使用されていたため、あるいはコンポーザーが再イメージさ
れていたために、イメージストリーマーアプライアンスが以前に HPE OneView によって獲得されていな
い場合は、認証情報を入力するように求めるダイアログボックスが表示されます。以前に獲得された
HPE Synergy コンポーザードメインで設定された正しい認証情報を入力すると、イメージストリーマーア
プライアンスがリセットされ、獲得プロセスが開始します。
注記: このアクションにより、以前に構成された OS ボリューム、ネットワーク設定、およびログが消去
されます。
アプライアンスをリセットするための認証情報がわからない場合は、イメージストリーマーアプライアン
スを再イメージしなければなりません。
注記: イメージストリーマーの Maintenance Console から工場出荷時設定へのリセットを行うと、アプラ
イアンスを獲得するためのアラートリンクは HPE OneView ユーザーインターフェイスに表示されませ
ん。Maintenance Console から、REST API を使用して獲得を開始しなければなりません。HPE OneView
API リファレンスに HPE OneView のヘルプサイドバーからアクセスできます。

イメージストリーマーの管理ネットワークを作成するタイミング
新しい管理ネットワークを作成するよりも、イメージストリーマーが使用されるように既存の管理ネット
ワークを変更する方が時間を短縮できます。そのため、HPE OneView ユーザーインターフェイスの設
定 > ネットワークで管理ネットワークの設定をチェックして、管理ネットワークが定義されているかどう
かを確認してください。
注記: イメージストリーマーで使用される管理ネットワークの構成には、HPE OneView の IP アドレスを
含める必要もあります。
管理ネットワークが定義されているが、HPE OneView の IP アドレスのみが含まれ、VLAN は含まれてい
ない場合は、管理ネットワークを削除してから、イメージストリーマーがサポートされるように再作成す
る方が時間を短縮できます。
管理ネットワークが定義されていて HPE OneView の IP アドレスと VLAN や他の属性が含まれる場合
は、その管理ネットワークをイメージストリーマーで使用されるように変更します。
管理ネットワークが定義されていない場合は、イメージストリーマーの管理ネットワークを作成します。
管理ネットワークを作成、変更、および削除する手順については、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘ
ルプを参照してください。

論理エンクロージャーへのイメージストリーマーの追加
注記: イメージストリーマーアプライアンスを含める論理エンクロージャーごとに以下の手順を実行しま
す。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者
• OS 展開サーバーをイメージストリーマーに、HPE OneView ユーザーインターフェイスを使用して追
加する必要があります。

イメージストリーマーを開始するには
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手順
1. HPE OneView ユーザーインターフェイスのサーバー > 論理エンクロージャー画面で更新リンクをク
リックします。
2. グループの操作からの更新をクリックします。
注記: イメージストリーマーアプライアンスを既存の論理エンクロージャーに追加するには、約 50 分
かかります。
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イメージストリーマーを開始するには

イメージストリーマーのドキュメントとヘルプ
へのアクセス方法
この章では、アプライアンスからヘルプにアクセスする方法、公開されているオンライン情報ライブラリ
にアクセスする方法、および REST API の参考資料の場所について説明します。
オンラインヘルプ
コンテキスト依存のオンラインヘルプは、次の情報が含まれ、タスク情報に焦点があてられています。
• アーティファクトとユーザーインターフェイス画面の説明
• ユーザーインターフェイスでタスクを実行するための段階的な手順
アイコンをクリックすると、ヘルプサイドバーが開きます。ヘルプサイドバーにあるこのページのヘ
ルプで、現在の画面のヘルプが開きます。ヘルプを参照で、ヘルプシステムのホームページが開きます。
画面またはダイアログボックスの
す。

をクリックすると、そのダイアログボックスのヘルプが表示されま

ユーザーガイド
このユーザーガイドはオンラインヘルプを補足するもので、次の情報を記載します。
• アプライアンスとその機能の概要
• アプライアンスの Maintenance Console、および Maintenance Console を使用して実行できるタスク
に関する情報
• アプライアンスのセキュリティ情報
ユーザーガイドやその他のマニュアルは、Enterprise Information Library で入手できます。

イメージストリーマーのドキュメントとヘルプへのアクセス方法
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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 REST API スクリプトの使用方法
イメージストリーマーでは、ユーザーインターフェイスまたは REST（REpresentational State Transfer）
API を使用して、OS の展開を可能にします。
イメージストリーマーのユーザーインターフェイス
イメージストリーマーは、ユーザーフレンドリで直感的な表示、メニュー方式を特長としたインターフェ
イスです。日常的なタスクの実行をガイドします。進捗状況とステータスを示すアラートおよびアク
ティビティを提供します。ユーザーインターフェイスでは、詳細な情報が得られるイメージストリーマー
のオンラインヘルプへのリンクも提供されます。
ユーザーインターフェイスでは、間違いを防いだり訂正したりできるように、画面上にヒントやコツが表
示されます。また、タスクに関する詳細情報へのリンクも表示されます。各画面の一番上には、ヘルプシ
ステムにアクセスできるヘルプアイコンがあります。
イメージストリーマーの REST API
REST は、HTTP POST、GET、PUT、DELETE を使用してリソース上で実行される基本的な Create、
Read、Update、Delete（作成、読み取り、更新、削除（CRUD））操作を使用する Web サービスです。
REST API の特長は以下のとおりです。
• 他の管理プラットフォームとのオープンな統合を実現するための業界標準のインターフェイスを提供
します。
• 任意のスクリプト言語またはプログラミング言語を使用して、ユーザーインターフェイスから実行で
きるすべての操作を自動化できます。
• 高い拡張性を実現するように設計されています。
イメージストリーマーの REST API リファレンスでは、各アーティファクトの API 仕様を参照できます。
URI、メソッド、パラメーター、リクエストボディ、およびレスポンスボディは、イメージストリーマー
の REST API を呼び出して、これらの呼び出しに基づいてスクリプトを構築するために提供されていま
す。

20

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 REST API スクリプトの使用方法

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）、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。
プランスクリプトを削除する機能は、その読み取り専用プロパティと使用法によって異なります。
読み取り専用プロパティの
値

使用中のシナリオ

プランスクリプトの削除が
可能か。

はい

OS ビルドプランで使用

いいえ

はい

未使用

いいえ

いいえ

OS ビルドプランで使用

はい（警告が表示されます
が、プランスクリプトを削除
できます）

いいえ

サーバープロファイルで使用

いいえ

Hewlett Packard Enterprise が提供する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(21 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

アーティファクト
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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最終値を
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
スタム属性制約は、HPE OneView の OS ビルドプラン、展開プラン、およびサーバープロファイルでカ
スタム属性を制約するために使用されます。サーバープロファイルに表示され、かつ読み取り専用のカス
タム属性を、展開プランを使用して制御できます。
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。

カスタム属性のタイプ
• 文字列
• パスワード
• IPv4 アドレス
• ホスト名
• FQDN
• 番号
• オプション
• ネットワークインターフェイスコントローラー（NIC）

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

最長 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。
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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。

最小長

必要な文字の最小数。

最大長

必要な文字の最大数。

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。
ホスト名カスタム属性値の制約：
長さ

最長 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（-）を含める
ことができます。
• ハイフン（-）で始め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

最長 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。
• 文字、数字、下線、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。

アーティファクト
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番号カスタム属性の制約：
最小

使用できる最小値

最大

使用できる最大値

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
• サーバープロファイルの作成
• サーバープロファイルの編集
• サーバープロファイルのコピー
• 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。
• チーミング
• 未チーミング
チーミングされた 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、チーミングさ
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。チーミングさ
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。
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• 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。
• dns1
• dns2
• dns3
• netmask
• gateway
• vlanid -ネットワークセット内でネットワークを識別するための一意の ID です。
• 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。
チーミングされていない NIC 属性
チーミングされていない 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
• vlanid -ネットワークセット内でネットワークを識別するための一意の ID です。
• 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。

アーティファクト
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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。
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。
ネットワーク接続なしを許可
このオプションは、サーバープロファイルで NIC の接続を提供しなくても良いことを示します。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なしを許可
このオプションは、サーバープロファイルがチーミングされた NIC に単一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、チーミングされた 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: チーミングされていない NIC のオプション例
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静的

DHCP

ネットワーク接続なしを
許可

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: チーミングされた NIC のオプション例
ネットワーク接続なしを許可

ネットワークチーミングなしを許
可

未選択

未選択

チーミング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、接続がチーミングされている
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。

チーミングされた 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、チーミングされた 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イメージストリーマー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。
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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。
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カスタム属性も含まれます。
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
ンドルに含めてからダウンロードで転送し、次にアーティファクトバンドルをアップロードして抽出する
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 5: 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。
最初のゴールデンイメージの作成時の推奨事項
• 最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。

アーティファクト

31

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。

Github からのアーティファクトのダウンロード
対応するオペレーティングシステムとリリースに必要なアーティファクトをダウンロードできます。
前提条件
サンプルアーティファクトを github からダウンロードするためインターネットにアクセスできることが
必要です。
手順
1. ご使用のオペレーティングシステムの要件に合わせて、次のリンクのいずれかに移動します。
a. Microsoft Windows：https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-windows
b. RHEL： https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-rhel
c. SLES： https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-sles
d. VMware vSphere（ESXi）： https://github.com/HewlettPackard/image-streamer-esxi
2. リリースに対応するブランチを、ブランチメニューを使用して選択します。
デフォルトでは、最新のブランチが選択されます。
3. artifact-bundles フォルダーを選択します。
フォルダーに、Hewlett Packard Enterprise がアップロードしたアーティファクトバンドルが表示され
ます。
4. 日付順にソートしたとき最新のアーティファクトバンドルをクリックします。
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詳しくは、README.md ドキュメントを参照してください。

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 で入手可能な最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 - <date>）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 が提供する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
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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-streamertools 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。

OS 展開のためのイメージストリーマー
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。
注記: イメージストリーマーを使用して展開されたサーバー上では iSCSI タイムアウトを削減しないでく
ださい。

OS ボリュームとイメージストリーマー展開
HPE Synergy 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 OS ボリュームは保持される
ウェアに割り当てられた、または割り当て解除され
た
サーバープロファイルが、別のエンクロージャーグ OS ボリュームは保持される
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
サーバープロファイルが割り当て解除され、これに OS ボリュームは削除される
伴って対応する論理エンクロージャーが削除され
た
表は続く
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シナリオ

OS ボリュームのステータス

別の論理エンクロージャー内にあるため、OS ボリ OS ボリュームが削除され、OS 展開プランから再
ュームにアクセスできないサーバーハードウェア 生成される
にサーバープロファイルが割り当てられている
サーバープロファイルのサーバーハードウェアタ
イプが変更されている

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

展開グループ
展開グループとは、イメージストリーマーコンポーザードメイン内の HPE Synergy 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、獲得プロセスが 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獲得ステータスは、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
アンスの獲得に失敗すると、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。
獲得タスクは、イメージストリーマーアプライアンスを工場出荷時設定にリセットするためのリンクとと
もに、HPE OneView のエンクロージャーページに表示されます。工場出荷時設定にリセットするための
リンクをクリックすると、アプライアンスがリセットされ、獲得プロセスが 開始します。

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 コンポーザードメインでは、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。
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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。
注記: プライマリ展開アプライアンスを変更する前に、プライマリ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の両方が同じ状態になっている必要があります。両方のアプラ
イアンスとも使用可能な状態であるか、両方のアプライアンスとも使用不可能な状態である必要がありま
す。アプライアンスペアのいずれかのアプライアンスが使用できない場合、プライマリアプライアンスを
変更する前にアクティブな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する必要があります。
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。
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（HPE Synergy 用）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。
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4. アプライアンス > OS 展開サーバー画面のアクション > 削除オプション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（HPE Synergy 用）ヘルプを参照してください。

最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。
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、最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
最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、機能しているアプライアンスに再割り当て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、再割り当てします。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（HPE Synergy 用）ヘルプを参照
してください。
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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。
対処方法
1. シャットダウンされたアプライアンスの電源を入れます。
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。
プライマリ展開アプライアンスの変更方法については、HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプを参
照してください。
これらの手順を実行すると、シャットダウンされた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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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。オペレーティングシステムはイメージストリーマーでホス
トされ、コンピュートモジュールで実行されます。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(10 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最大で 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。
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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。
たとえば、2 つのイメージストリーマーアプライアンスでの 3 フレームセットアップでは、次のとおりで
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。
• 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。
イメージストリーマーでのシングルまたはマルチフレーム構成の例図については、https://www.hpe.com/
info/synergy-docs で入手可能な HPE Synergy ケーブル接続ガイドを参照してください。

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。
重要: Microsoft Windows オペレーティングシステムをキャプチャーする前に、sysprep コマンドを
使用して、まず手動でシステムを一般化する必要があります。Microsoft Windows オペレーティング
システムの一般化とキャプチャーを行う方法については、https://github.com/HewlettPackard/
image-streamer-windows/を参照してください。

高度な管理仮想マシン
注記: Image Streamer 5.0 では、この機能は廃止されています。詳しくは、認定されたサポート担当者に
お問い合わせください。
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、
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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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ステートレスサーバーへのアプリケーションの
インストール
イメージストリーマーおよびステートレスサーバーの有用性は、OS ボリュームをイメージストリーマー
に展開できることであり、この OS ボリュームにホストされているオペレーティングシステムはどのサー
バーでも実行できます。OS のインストール、構成、および展開に関して、ゴールデンイメージの作成お
よびステートレスサーバーの展開プロセスは容易です。ただし、ステートレスサーバーでのアプリケー
ションのインストールと構成には、慎重な検討が必要です。
注記: セッションのための一時的なデータでない限り、アプリケーションデータは常にコンピュートモ
ジュールの外部のストレージに保存されます。
アプリケーションとその構成ファイルが保存される可能性のある場所は 4 箇所あります。
• オプション 1：イメージストリーマーのゴールデンイメージの一部として(44 ページ)
• オプション 2：イメージストリーマーの OS ボリュームの一部として(44 ページ)
• オプション 3：コンピュートモジュールのローカルストレージ(44 ページ)
• オプション 4：外付ストレージ(45 ページ)
このセクションでは、これら 4 つのそれぞれの場所にアプリケーションがインストールされる要件につい
て説明します。

アプリケーションのインストールに関する留意事項
• イメージストリーマーを使用する場合、iSCSI 接続によって、OS はコンピュートリソースおよびメモ
リリソースから分離されます。iSCSI 接続には、デフォルトのリクエストされた帯域幅（2.5 Gb/s）と
最大帯域幅（10 Gb/s 以上）があります。このため、データ集約型アプリケーション、OS、CPU、お
よびメモリアプリケーションのパフォーマンスが影響を受ける可能性があります。また、CPU、メモ
リ、およびスワップファイルと OS との相互作用により、この帯域幅に負荷がかかります。したがっ
て、HPE OneView サーバープロファイルで指定されているリクエストされた帯域幅を、OS およびア
プリケーションの帯域幅要件に対応するレベルに増やすことをお勧めします。通常、帯域幅の要件は
不明であるため、ベストプラクティスは、許可されている最大帯域幅まで、リクエストされた帯域幅
を増やすことです。
• 通常、ローカルストレージの SATA ドライブには 6 Gb/s の帯域幅があります。
• HPE Synergy D3940 ストレージモジュールの帯域幅は 12 Gb/s ですが、一部のドライブでは 6 Gb/s
でのみ機能する場合があります。詳しくは、ストレージモジュールの QuickSpecs を参照してくださ
い。
• 外部 NAS および SAN ストレージは、ネットワークアダプター、構成、およびトラフィックによって
変わる場合があります。
• セットアップ時のコンピュートモジュールの数
注記: Hewlett Packard Enterprise がアプリケーションのリファレンスアーキテクチャー（RA）またはリ
ファレンス構成（RC）を提供した場合、使用する環境にとってそれらのガイドラインが非実用的でない
限り、ガイドラインに従う必要があります。

ステートレスサーバーへのアプリケーションのインストール
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オプション 1：イメージストリーマーのゴールデンイメージの
一部として
アプリケーションが以下の要件のいずれかまたはすべてを満たしている場合は、ゴールデンイメージを作
成する前にインストールすることをお勧めします。
• ゴールデンイメージのすべての展開で、関連するアプリケーションが必要。
• インストール後の構成を除くアプリケーションのインストールプロセスで、すべてのゴールデンイ
メージ展開にパーソナライズを必要としない。
• すべてのアーティファクトに必要なスペースなど、イメージストリーマーおよびゴールデンイメージ
に対する現在および今後の要件を考慮する。このような考慮をした場合、ゴールデンイメージ内のこ
のアプリケーションおよび他のアプリケーションのための十分なスペースがレポジトリパーティショ
ンに存在します。
• アプリケーションは OS またはハイパーバイザーと密に結合している。
• アプリケーションまたはアプレットがコンパクトである。

オプション 2：イメージストリーマーの OS ボリュームの一部
として
アプリケーションが以下の要件のいずれかまたはすべてを満たしている場合は、OS ボリュームの構成プ
ロセス中にインストールすることをお勧めします。
• 提案されたアプリケーションのインストールが、OS ボリュームのパーソナライズプロセスの一部であ
る。このため、アプリケーションは複数の OS ボリュームに複製されます。その結果、OS ボリューム
にはより多くの容量が必要になります。他の OS ボリュームとともにこのような大きな OS ボリュー
ムの場合、600 GB のサーバーボリュームストレージパーティションのスペースで十分です。
• パーソナライズを含むアプリケーションのインストールが、Guestfish プランスクリプトを使用してス
クリプト化できる。
注記: イメージストリーマーのゴールデンイメージの一部としてインストールされたアプリケーション
は、OS ボリュームの構成の一部としてパーソナライズが必要になる場合があります。
Hewlett Packard Enterprise がアプリケーションのインストールとパーソナライズ用のプランスクリプト
を既に提供している場合を除き、プランスクリプトを作成する必要があります。

オプション 3：コンピュートモジュールのローカルストレージ
アプリケーションのインストールに関する推奨事項は、HPE OneView サーバープロファイルでコン
ピュートモジュール用に構成されているストレージのタイプによって異なります。
• ステートレスサーバー環境では、既存のローカルストレージは、スワップファイル、ページファイル
などの一時ファイル、およびサポートダンプの場所としてのみ使用する必要があります。内蔵スト
レージのみが構成されている場合、新しいアプリケーションのインストールと既存のアプリケーショ
ンの構成は、手動またはスクリプトを使用して実行する必要があります。これは、コンピュートモ
ジュールへのストレージの割り当てが、OS ボリュームが構成されるまで発生しないためです。アプリ
ケーションのインストールと構成に使用されるスクリプトは、ゴールデンイメージに含めることも、
OS ボリュームのパーソナライズで作成することもできます。
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注記: ローカルストレージに格納されているアプリケーションのインストールまたは構成に使用され
るすべてのファイルは、現在のサーバープロファイルが削除されると失われます。そのため、Hewlett
Packard Enterprise は、アプリケーションデータにローカルストレージを使用することをお勧めしてい
ません。
• ストレージが構成されていない場合、OS ボリュームにインストールおよび構成されたアプリケーショ
ンのみがコンピュートモジュールで使用できます。
• 外付ストレージのみが構成されている場合、オプション 4：外付ストレージを使用してください。
• 内蔵ストレージと外付ストレージの両方が構成されている場合：
◦ 現在の外付ストレージにアクセスできるように構成された今後のゴールデンイメージ展開に、アプ
リケーションと構成ファイルが使用できるようにするには、オプション 4：外付ストレージを使用
してください。
◦ それ以外の場合は、内蔵ストレージのみの構成オプションを使用します。

オプション 4：外付ストレージ
HPE Synergy 環境では、外付ストレージは、HPE Synergy フレーム内の HPE Synergy D3940 ストレージ
モジュール、リモート NAS、または SAN ストレージである場合があります。他の場所に保存されていな
いアプリケーションおよびアプリケーション構成ファイルは、アプリケーションデータとともにこれらの
永続的なストレージボリュームに格納できます。ストレージボリュームのコンテンツは、ボリュームとボ
リュームのコンテンツが削除されない限り保持されます。
注記: HPE Synergy D3940 ストレージモジュールのボリュームには、同じフレーム内のコンピュートモ
ジュールのみがアクセスできます。インストールされたアプリケーション、構成ファイル、またはデータ
で、他のフレームのコンピュートモジュールからのアクセスが必要となる場合、すぐに、あるいは今後、
フレームの外部のストレージにインストールおよび保存する必要があります。
新しいアプリケーションのインストールと既存のアプリケーションの構成は、手動またはスクリプトを使
用して実行する必要があります。これは、コンピュートモジュールのストレージの割り当てが、OS ボ
リュームが構成されるまで発生しないためです。アプリケーションのインストールと構成に使用される
スクリプトは、ゴールデンイメージに含めることも、OS ボリュームのパーソナライズで作成することも
できます。
注記: ストレージがサーバープロファイルで割り当てられ、かつストレージボリュームのコンテンツが削
除されてない場合、アプリケーションのインストールと構成のためのすべてのファイル、および永続的な
外付ストレージに格納されているデータは、今後追加されるコンピュートモジュールで利用できるように
なります。
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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再イメージ
• アプライアンスを再イメージするための USB フラッシュドライブの作成(46 ページ)
• プリロード済み USB ドライブを使用したアプライアンスの再イメージ(47 ページ)

アプライアンスを再イメージするための 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
アプライアンスを再イメージするための 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 Maintenance Console
• HPE OneView で、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：最大値
◦ アロケーションユニットサイズ：4096 バイト
◦ 最初と最後のブロック：デフォルト値
5. 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。

プリロード済み USB ドライブを使用したアプライアンスの再イメージ
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、アプライアンスの再イメージが必要で
す。
注意: この操作では、再イメージ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。
• プリロード済み 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。
プリロード済み USB フラッシュドライブを使用したアプライアンスの再イメージ
手順
1. 、再イメージ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. 再イメージするアプライアンスの USB ポートに、プリロード済み USB フラッシュドライブを挿入し
ます。

アプライアンスの管理
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図 6: プリロード済み 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. 再イメージと再起動操作を監視するための HPE Synergy コンソールに接続します。
a. 次のいずれかの場所にある 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
• 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
ます。
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図 7: 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、再イメージは行われま
せん。
10 秒後にアクティブ LED が点滅を開始し、再イメージのプロセスがトリガーされたことを示す
Power/Reset LED インジケーターがオレンジ色に変わります。
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、再イメージプロセス中ずっと青に点滅します。
再イメージ後、アプライアンスが再起動し、プリロード済み USB ドライブ上のバージョンにファーム
ウェアがアップデートされ、HPE OneView が開始します。再イメージは約 90 分で完了し、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 Maintenance Console 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、および最終的なクラスター形成がトリガーされます。
注記: アプライアンスの再イメージ中、以下のメッセージが表示される場合があります。
The appliance signature is not valid. Retry the reimage process with a USB
that contains a properly signed appliance image. The reimage of appliance
encountered errors and could not complete.
このメッセージが表示される場合、最初にバージョン 3.10.xx にアプライアンスを再イメージしてか
ら、4.0.xx に再イメージを行う必要があります。
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7. 設定画面のアプライアンスパネル上、または Maintenance Console 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、アプライアンスが再イメージ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。
注記: アプライアンスを取り外す前に、Maintenance Console 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、Maintenance Console 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、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 Maintenance Console 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イメージストリーマーを挿入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。
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• アプライアンスを取り外す前に Maintenance Console 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最大 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 のエンクロージャ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。
• 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エンクロージャー画面
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。
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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• エンクロージャー画面上のイメージストリーマーアプライアンスの削除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
了まで最大 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。

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最大 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サーバー > エンクロージャー画面で追跡できます。
• 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サーバー > 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最大 6 分かかる場合があります。

• アプライアンスを挿入してクラスター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。
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• 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。

• 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。続いて、HPE OneView ユーザーインターフェイスの
サーバー > エンクロージャー画面で工場出荷時設定へのリセットリンクをクリックする必要がありま
す。
注記: CIM がローカルリングにある場合、アラート内の工場出荷時設定へのリセットリンクにより自動
的に電源がオンになります。CIM がリモートリングにある場合、CIM の電源を手動でオンにしてから、
工場出荷時設定へのリセットリンクをクリックする必要があります。
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
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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
グに最大 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。
• サーバー > エンクロージャ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。

• 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。
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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。
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。
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。
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。
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。
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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。
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。
注記: 5.0 以降、イメージストリーマーは更新前のヘルスチェックを実行して、更新の失敗を引き起こす可
能性のある問題を特定し、適切な警告を表示します。
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ユーザーインターフェイス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。
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。
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、最新のイメージストリーマー
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。
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。この要件は、OS ボリュームへのアクセスやその他の
ネットワークへの接続に使用される展開ネットワークに適用されます。
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。

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、本番環境の最小要件として 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。
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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。
• 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 のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > サーバープロファイル > アク
ション > 編集
HPE OneView のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > サーバープロファイルテンプ
レート > アクション > 編集
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 のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > 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 のユーザーインターフェイスのアクション：ネットワーク > 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 のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > 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。
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HPE OneView のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > 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 のユーザーインターフェイスのアクション：アプライアンス > 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（HPE
Synergy 用）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を再イメージします。
重要: 新しいイメージストリーマーのバージョンは、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アプライアンスを取り外して、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、新たに獲得
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、獲得したら、OS 展開サーバーを
作成します。
HPE OneView のユーザーインターフェイスのアクション：アプライアンス > 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。
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 のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > 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 のユーザーインターフェイスのアクション：ネットワーク > 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 のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > 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 のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > 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。
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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 のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > サーバープロファイル > アク
ション > 編集
HPE OneView のユーザーインターフェイスのアクション：サーバー > 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(59 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(59 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(60 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(60 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(60 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(60 ページ)

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、Maintenance Console
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。
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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。

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。

60

アプライアンスの管理

アーティファクトのバックアップ
アーティファクトはプライマリアプライアンスとそのスタンバイペア上に保存され、定期的にセカン
ダリアプライアンスに複製されます。プライマリアプライアンスを変更するように展開サーバーが編
集されている場合は、すぐに最新のアーティファクトがセカンダリアプライアンスから新しいプライ
マリアプライアンスに複製されます。プライマリの変更が完了すると、新しいプライマリアプライア
ンス上に存在するアーティファクトが現在のアーティファクトになります。新しいプライマリアプラ
イアンス上で使用できないアーティファクトが存在する場合は、以前にバックアップされたアーティ
ファクトからリストアできます。
イメージストリーマーのユーザーインターフェイスを使用して、イメージストリーマー内のすべての
アーティファクトを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。アーティ
ファクトのバックアップバンドルを作成する手順については、HPE Synergy イメージストリーマーヘ
ルプを参照してください。
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 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。
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は、常にバックアップを作成することが重要で
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
最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。
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 リストア操作により、バックアップバンドルのアー
なく、イメージストリーマーアプライアンスにはな ティファクトがイメージストリーマーアプライア
い。
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アプラ リストア操作により、イメージストリーマーアプラ
イアンスにしかなく、バックアップバンドルにはな イアンスにしかないアーティファクトが削除され
い。
ます。
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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。
• 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。
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1.

HPE OneView メインメニューからサーバー > 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サーバー > 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アプライアンス > 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。
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8.

HPE OneView メインメニューからアプライアンス > 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アプライアンス > 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 のユーザーインターフェイスから、サーバー > 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 ユーザーメニューからサーバー > 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（HPE Synergy 用）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。
• 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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アプライアンスをリストアするためのベストプラクティス
項目

ベストプラクティス

はじめる前に

1. バックアップを実施した同じアプライアンスにリストアする場合は、リストア操作
の前にサポートダンプを取得します。サポートダンプを取得すると、リストア操作
を行う前に存在していた可能性がある問題をサポート担当者がトラブルシューティ
ングする際に役立ちます。
2. 既存の監査ログをダウンロードし、保管します。
3. リストアするアプライアンスからバックアップファイルにアクセスできるようにし
ます。バックアップファイルを保管するためにエンタープライズバックアップ製品
を使用している場合は、バックアップ製品によって要求される手順に従ってリスト
ア操作の準備をしてください。
警告: リストアプロセス中に、アプライアンスに保存されている現在のバック
アップファイルは削除されます。将来のリストアのため、バックアップファイ
ルをダウンロードして、アプライアンス以外の安全な場所に保管してくださ
い。

ユーザーへの
通知

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

正しいバック
アップファイ
ルの使用

• アプライアンスをリストアするには、最新のバックアップファイルを使用してくだ
さい。バックアップファイルには、バックアップファイルが作成された後に行われ
た変更は含まれません。
• リストアされるアプライアンスと、バックアップファイルを作成したアプライアン
スでアプライアンスファームウェアバージョンが同じであることを確認してくださ
い。バックアップファイルがアプライアンス上のファームウェアと互換性がない場
合は、アップロードの実行中にエラーが返り、リストア操作は停止します。ファー
ムウェアをアップデートするか、別のバックアップファイルを選択する必要があり
ます。

イメージストリーマーアプライアンスの獲得およびリセット
CIM スロットに挿入されているどのイメージストリーマーアプライアンスも、OS の展開に使用するには、
HPE OneView によってあらかじめ獲得されている必要があります。イメージストリーマーアプライアン
スを CIM スロットに挿入すると、HPE OneView はアプライアンスを獲得しようとします。HPE
OneView ユーザーインターフェイスのサーバー > エンクロージャー画面で、アプライアンス獲得の進行
状況を監視できます。
注記: サーバー > エンクロージャー画面上のイメージストリーマーアプライアンスの横にあるアイコン
は、アプライアンスの電源がオンになっているかどうか、ハードウェアの問題があるかどうかを示しま
す。HPE OneView によるイメージストリーマーアプライアンスの獲得が成功したかどうかは示しませ
ん。
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。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。
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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 Maintenance Console 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。
注記: 工場出荷時へのリセットを実行する前に、最近のバックアップファイルがあることを確認してくだ
さい。
工場出荷時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。
ユーザーインターフェイスを使用したアプライアンスのリセット
獲得プロセスで問題があり、イメージストリーマーアプライアンスをリセットする必要がある場合は、
HPE OneView ユーザーインターフェイスのサーバー > エンクロージャー画面にアラートが表示されま
す。このアラートには、問題の詳細と、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、獲得プロセスを再開するためのリンクが記されています。このリンクをクリックする
と、イメージストリーマーアプライアンスがリセットされ、獲得プロセスが再開します。
HPE OneView では、イメージストリーマーアプライアンスが以前に一度同じ HPE Synergy コンポーザー
ドメインで獲得されている場合、HPE OneView では工場出荷時設定へのリセット用に認証情報を記憶し
ているため、ユーザーがこれ以上操作しなくても手順を完了します。獲得されていないと、ダイアログ
ボックスで認証情報の入力が求められます。以前の HPE Synergy コンポーザードメインで設定された正
しい認証情報を入力すると、イメージストリーマーアプライアンスがリセットされ、獲得プロセスが開始
します。
アプライアンスをリセットするための認証情報を忘れた場合は、イメージストリーマーアプライアンスの
イメージを再構築する必要があります。
Maintenance Console を使用したアプライアンスのリセット
Maintenance Console を使用して工場出荷時設定へのリセットを実行することにした場合、工場出荷時設
定へのリセット後、イメージストリーマーアプライアンスは獲得されていない状態になります。
次の API を使用してアプライアンスの獲得を開始します。
• PUT /rest/deployment-servers/discover-appliance/{id}
• PUT /rest/deployment-servers/re-discover/{id}
API リファレンスページは、HPE OneView のユーザーインターフェイスからアクセスできます。
Hewlett Packard Enterprise Information Library から HPE Synergy イメージストリーマー API リファ
レンスをダウンロードすることもできます。

サポートダンプについて
サポートダンプには、ホスト名、IP アドレス、およびアプライアンスの監査ログのような、カスタマーの
個人データが含まれています。その他の指定をしない限り、サポートダンプファイル内のすべてのデータ
は、認定テクニカルサポート担当者だけがアクセスできるように暗号化されます。
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アプライアンスのサポートダンプを作成して、分析のために認定テクニカルサポートに送信することを勧
めるメッセージが表示される場合があります。サポートダンププロセスでは、以下の機能が実行されま
す。
• 以前のサポートダンプファイルを削除する
• デバッグに必要なログやその他の情報を収集する
• 次の形式の名前が付いた圧縮ファイルを作成する
hostname-identifier—timestamp.sdmp
ここで、UI から作成されたサポートダンプファイルの場合、identifier は CI（アプライアンスサポート
ダンプを示す）と LE（論理エンクロージャーサポートダンプを示す）のいずれかです。
注記: 複数のサポートダンプを同時に作成しないでください。
サポートダンプファイルには次の内容が含まれます。
• オペレーティングシステムログ
• 製品ログ
• 特定のオペレーティングシステムと製品関連のコマンドの結果
クラスター化されたアプライアンスでは、この情報がアクティブアプライアンスとスタンバイアプライア
ンスの両方からサポートダンプファイルに挿入されます。スタンバイアプライアンスにアクセスできな
い場合、そのダンプファイルデータは含まれません。アクティブアプライアンスのダンプデータのみが提
供されます
サポートダンプファイルに記録される項目は、UTC 時刻に従って記録されます。
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イメージストリーマー Maintenance Console
注記: この章で説明されている Maintenance Console の操作を実行するには、認定サポート担当者に問い
合わせてください。

Maintenance Console について
例に示すように、アプライアンスの Maintenance Console では、アプライアンスの特定の管理コマンドを
利用できます。HPE OneView UI 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 Maintenance Console は、アプライアンスの問題のトラブルシューティングのための重要なツールで
す。
アプライアンスの Maintenance Console は、メンテナンス IP アドレスが構成されている場合、前面パネ
ルコンソールまたは SSH セッションから、常に使用可能です。
多くのアプライアンスの Maintenance Console 画面では、左上にローカルアプライアンスが場所（エンク
ロージャー識別子およびアプライアンスベイ番号）またはホスト名で示されます。

図 8: Maintenance Console のメインメニューの例
アプライアンスの Maintenance Console には、アプライアンスの状態に関するアイコンおよびメッセージ
が表示されます。以下の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
• アプライアンスは工場出荷時デフォルト設定にリセット中
メインメニューのボディ部には、使用できるコマンドが前のスクリーンショットに表示されます。
Maintenance Console で表示されるコマンドは、アプライアンスの現在の状態と Maintenance Console の
アクセス方法によって異なります。
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ます。そうしないと、
Maintenance Console は、次回コンソールを接続し、Enter キーを押すと、Shut down のようなコマンド
を実行する準備ができている状態のままになってしまいます。
詳しくは
アプライアンスの Maintenance Console へのログイン(70 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(77 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(80 ページ)
アプライアンスの Maintenance Console にアクセスします(68 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。
• 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。
• 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。

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(70 ページ)。
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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. Actions > 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(70 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。

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）。
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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(70 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メンテナンスコン
ソール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、アプライアンスのメンテナンスコンソールのメイン
メニューがすぐに表示されます。
最初のコマンドを入力すると、そのコマンドが実行される前に、ログイン画面が表示されます。
注記: パスワードのリセットオプションには、チャレンジ/レスポンス認証が必要です。
2. SSH 経由のアクセスでは、すぐにログイン画面が表示されます。
3. このアプライアンスのローカルインフラストラクチャ管理者アカウントのユーザー名とパスワードを
入力します。
注記: 認証ディレクトリサービスによって認証されたインフラストラクチャ管理者アカウントを使用
してログインすることはできません。
アプライアンスのメンテナンスコンソール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、アプライアンスのメンテナンスコンソールのセッションが閉じます。

アプライアンスの Maintenance Console パスワードについて
アプライアンスの Maintenance Console には、初期パスワードがありません。設定するには、アプライア
ンスの Maintenance Console のパスワードをリセット(76 ページ)を参照してください。
アプライアンスの Maintenance Console パスワードは、以下の最小要件を満たす必要があります。
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• 14 文字の長さ
• 1 文字以上の大文字英字
• 1 文字以上の小文字英字
• 1 文字以上の数字
• 1 文字以上の特殊文字
HPE OneView メンテナンスアカウント用に設定されているパスワードは、フレームリンクモジュール
（FLM）用のサービスアクセスパスワードを設定するためにも使用されます。パスワードを設定したり、
エンクロージャーを更新したりすると、メンテナンスアカウントのパスワードとサービスコンソールアク
セスの状態が、リング内のすべてのローカルおよびリモート FLM に伝達されます。
バックアップ操作では、アプライアンスの Maintenance Console パスワードはバックアップされません。
アプライアンスの Maintenance Console のパスワードを他の方法で記憶または取得できるようにしてく
ださい。また、アップグレード後は Maintenance Console のパスワードの同期が取れていません。HPE
OneView にアップグレードしたら、パスワードを設定または変更して、FLM に伝達する必要があります。
重要: アプライアンスの Maintenance Console パスワードのリセットは、アプライアンスを元の工場
出荷時設定にリセットすることによってのみ可能であり、これによりパスワードが無い状態になり
ます。
アプライアンスクラスターについての留意事項
• アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスで、アプライアンスの Maintenance Console
パスワードを異なるものにすることができます。
• アクティブアプライアンスとスタンバイアプライアンスの間では、アプライアンスの Maintenance
Console パスワードは同期されません。
詳しくは
Maintenance Console について(67 ページ)
アプライアンスの Maintenance Console のパスワードをリセット(76 ページ)

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

アプライアンスの Maintenance Console を識別します。

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

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

状態テキスト

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

通知バナー

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

コマンド

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

詳細情報
• Maintenance Console について
• SSH 接続からアプライアンスの Maintenance Console へのアクセス(68 ページ)
• アプライアンスの Maintenance Console へのログイン(70 ページ)
• アプライアンスの詳細の表示(76 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(79 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(77 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。

72

イメージストリーマー Maintenance Console

画面コンポーネン 説明
ト
タイトル

アプライアンスの Maintenance Console を識別します。

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

アプライアンスの全般的な状態を右上に示します。

状態テキスト

アイコンの状態について詳しく説明するため、さらに 1～3 行のテキストが表示され
ます。状態テキストの例は、次のとおりです。
Restoring from backup
Starting
Active
Standby / Synchronizing

通知バナー

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

Host name
IP address
Model

アプライアンスのホスト名を表示します。
アプライアンスの IP アドレスを表示します。
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。
表は続く
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画面コンポーネン 説明
ト
Firmware

アプライアンス

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最後に更新された日時。
アプライアンスクラスターについて、最初にローカルアプライアンス、次にピアア
プライアンスに、以下の項目が表示されます。
スタンドアロンアプライアンスでは、1 回のみ、以下の項目が表示されます。
識別子

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 address

Serial number

個々のアプライアンスに関連付けられたメンテナンス IP アドレ
ス。UI ではなく、メンテナンス IP アドレスを使用して、アプライ
アンスの Maintenance Console に接続します。
アプライアンスハードウェアのシリアル番号です。

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。
状態

状況

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

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

ディスクに障害が発生

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。

操作

認定テクニカルサポートに問
い合わせて障害が発生した
ディスクを交換します

表は続く
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状態

状況

操作

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。

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は、1 つのアプ
ライアンスとしての動作を続けます。
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
詳細と解決策については、ア
いるが、ピアアプライアンスに到達できませ クティビティ画面にリストさ
ん。
れているアラートを参照して
ください。
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。

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

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。

ディスクに障害が発生

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。
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。
スタンバイ
同調中

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

認定テクニカルサポートに問
い合わせて障害が発生した
ディスクを交換します

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

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。
表は続く
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状態

状況

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。

起動中

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。

操作

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(72 ページ)を参照してくださ
い。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. View details を選択します。
アプライアンスの Maintenance Console の詳細画面が表示されます。

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。
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4. 現在のパスワードと、新しいパスワードを 2 回入力します。1 回は確認のためです。
5. OK を選択します。

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

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

アプライアンスの Maintenance Console を使用したアプライ
アンスのシャットダウン
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。
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前提条件
すべてのユーザーがログアウトされ、処理中のすべての作業が完了していることを確認します。
手順
1. アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューにアクセスします。
2. Restart を選択します。
3. アプライアンスを再起動することを確認します。
4. 再起動を観察して、確認します。

アプライアンスの Maintenance Console 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。
サポートダンプファイルはデフォルトで暗号化されます。
前提条件
• 権限：インフラストラクチャ管理者
• NTFS または FAT32 ファイルシステム形式でフォーマットされたパーティションが 1 つだけある
USB 2.0 または 3.0 デバイスドライブを使用してください。必要に応じて、コンピューターを使用して
USB ドライブをフォーマットしてください。
USB ドライブには、サポートダンプファイルを保存するために十分な空き容量（通常、1～4 GB）が
必要です。
手順
1. USB ドライブが、ローカルアプライアンスの USB ポートにインストールされていることを確認しま
す。
重要: 操作が完了し、USB ドライブを取り外しても安全であることがアプライアンスの
Maintenance Console で示されるまでは、USB ドライブを取り外さないでください。
2. アプライアンスコンソールを使用して、アプライアンスの Maintenance Console のメインメニューに
アクセスします。
3. Support dump を選択します。
4. 新しい一連のコマンドが表示されます。
5. 以下のいずれかを実行します。
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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。

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(79 ページ)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。
（イメージストリーマーアプライアンスでは、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
Maintenance Console 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。
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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。
• 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 Maintenance Console 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。
イメージストリーマーでのシングルまたはマルチフレーム構成の例図については、https://www.hpe.com/
info/synergy-docs で入手可能な HPE Synergy ケーブル接続ガイドを参照してください。

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 Maintenance Console からこのタスクを実行する場
合：
1. Maintenance Console 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 Maintenance Console 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 Maintenance Console 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。
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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。

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。
注記: ポートの目的を変更すると、MGMT ポートが管理接続用に使用されていることを示すアラート
がエンクロージャー画面に表示されます。さらなる障害によってサーバーの操作が中断されるため、
この状態からできるだけ早く回復してください。

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 Maintenance Console からこのタスクを実行する場
合：
1. Maintenance Console 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 Maintenance Console 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 Maintenance Console 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

イメージストリーマー Maintenance Console
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この章では、イメージストリーマーのセキュリティ条件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。

役割と権限
HPE OneView はイメージストリーマーユーザーに権限を与えます。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のみサポート
しています。

表 5: ユーザーの役割と権限

84

役割

イメージストリーマーのアーティ OS の展開時の HPE OneView の
ファクト管理
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

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
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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。

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。

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管理用 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

証明書の管理
イメージストリーマーでは、HTTPS を使用してリモートサーバーと通信します。HTTPS は、トランス
ポート層セキュリティ（TLS）に基づいています。HTTPS と TLS には以下の利点があります。
• 機密保持：データは、対称キー暗号方式を使用して回線上で暗号化されます。
• メッセージの完全性：セキュアハッシュ関数により完全性が確保されます。
• 認証：イメージストリーマーは、HTTPS 接続のリモートエンドポイントを認証します。公開キー暗号
方式は、HTTPS および TLS の認証に使用されます。
デフォルトでは、新たに取り付けられたアプライアンス上に生成される証明書は、RSA 証明書です。現
在、アプライアンスの証明書に RSA 証明書のみが対応しています。
公開キー暗号方式では、公開キーと秘密キーのペアを使用してデータを暗号化および解読します。パブ
リックキーシステムでは、デジタル証明書は公開キーの所有権を保証します。デジタル証明書は、許容さ
れるそのキーの用途（デジタルシグネチャー、証明書の署名、暗号化など）も保証します。
イメージストリーマーは、正式な公開キーインフラストラクチャ（PKI）において、自己署名証明書と認
証機関（CA）発行証明書の両方の使用をサポートしています。それぞれのセキュリティモデルは異なり
ます。

セキュリティ
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デフォルトのアプライアンス証明書は、キー長が 2048 ビットの、FIPS に準拠した SHA 256 証明書です。

Web ブラウザーとイメージストリーマー間の信頼の確立
イメージストリーマーアプライアンスにログインすると、アプライアンス証明書がブラウザーのトラスト
ストアに存在しないというセキュリティ警告が表示されることがあります。アプライアンスで自己署名
証明書と認証機関（CA）証明書のどちらを使用しているかに応じて、次の手順に従って証明書を検証し
ます。
手順
1. 自己署名証明書の場合、以下の手順を実行します。
a. 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アプライアンス証明書の指紋を表
示します。
2. 指紋が、イメージストリーマーへの接続時にブラウザーで表示されるものと一致することを確認しま
す。指紋が一致する場合は、ブラウザーのトラストストアに証明書を保存します。
3. CA 署名証明書の場合、以下の手順を実行します。
a. CA ルート、およびイメージストリーマー証明書に署名した適切な中間証明書をブラウザーのトラ
ストストアに追加します。
注記: イメージストリーマーでは、CA 署名済みアプライアンス証明書をアプライアンスにインポー
トする際に、アプライアンスの CA 署名済み証明書の完全チェーンを形成するルート証明書と中間
証明書もイメージストリーマー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での証明書
展開アプライアンス画面のアクション > 証明書の管理オプションには、次の種類の証明書が表示されま
す。
• 信頼済みの証明書：証明書の管理画面に表示されるすべての証明書は、イメージストリーマーによっ
て信頼済みです。すべての信頼された証明書は、イメージストリーマーと安全に通信することができ
ます。
信頼済みとして表示される証明書には以下が含まれます。
◦ ルート CA 証明書：これらの証明書は、イメージストリーマーに事前にバンドルされているか、ユー
ザーによってインポートされます。ルート CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、
ルート CA 証明書の CRL をアップロードします。
◦ 中間 CA 証明書：これらの証明書は、イメージストリーマーに事前にバンドルされているか、ユー
ザーによってインポートされます。中間 CA によって署名された証明書の失効確認を行うには、中
間 CA 証明書の CRL をアップロードします。
◦ リーフレベルの証明書
– 自己署名証明書：これらの証明書は、HPE OneView の獲得処理中、およびセカンダリイメージ
ストリーマーアプライアンスの構成中に、アプライアンスのトラストストアに追加されます。
CA 署名済み証明書とは異なり、自己署名証明書はホスト名検証や失効確認の対象とはなりませ
ん。
– CA 署名済み証明書 通常、CA 署名済みリーフ証明書は、アプライアンスのトラストストアに保
存されません。ただし、ユーザーが信頼強制オプションを使用して、リーフ証明書をトラストス
トアに強制的に追加した場合に保存されることがあります。その証明書に署名した CA がアプ
ライアンスに存在しない場合、アプライアンス内のこのような CA 署名済みリーフ証明書は自己
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署名証明書と同様に扱われます。このような強制的に信頼された CA 署名済み証明書は、ホスト
名検証や失効確認の対象となりません。
これらの証明書は、HPE OneView とイメージストリーマーのアプライアンス間で確立された自動初期
信頼の一部としてインポートされます。

証明書失効リスト
認証機関（CA）署名付き証明書は、CA が不正な証明書を発行した場合や、証明書の秘密キーが損なわれ
た場合に、取り消すことができます。失効した証明書に関する情報は、証明書失効リスト（CRL）として
CA によって発行されます。証明書の CRL ファイルは、証明書の CRL 配布ポイント（CRL DP）フィー
ルドで指定されます。CRL は、HTTP を使用してアクセス可能であり、発行元の CA によってデジタル記
号が付けられています。
イメージストリーマーでは、ユーザーは CA からダウンロードした CRL ファイルをアプライアンスにイ
ンポートすることができます。その後、この CRL に対して CA によって署名されたすべての証明書がイ
メージストリーマーで検証されます。CRL に有効期限があるため、その前に、アプライアンスにアップ
ロードする必要があります。
証明書失効確認は、デフォルトで有効です。失効した証明書はアプライアンスにインポートできません。
ただし、CA 発行の証明書がイメージストリーマーにインポートされていない場合、またはインポートさ
れた CRL の期限が切れている場合、証明書失効確認はデフォルトでスキップされます。
イメージストリーマーは、CRL が期限切れに近づくか、期限切れになった場合にアラートを発行します。
デフォルトでは、これらの通知は無効になっています。
http://www.hpe.com に属する証明書の CRL の失効チェックには、以下の CRL をアップロードする必要が
あります。
• VeriSign Class 3 パブリックプライマリ CA
• VeriSign ユニバーサルルート CA
• Symantec Class 3 セキュアサーバー CA
• Symantec Class 3 セキュアサーバー SHA256 SSL CA
• DigiCert ルート CA - DigiCert グローバルルート G2
• DigiCert 中間 CA - DigiCert グローバル CA G2
HPE OneView（HPE Synergy 用）ヘルプの CRL の配付ポイントを見つけるでは、これらの証明書の CRL
DP を検索する方法について詳しく説明していることを確かめてください。

証明書のステータスチェック
イメージストリーマーは、証明書のステータスを定期的にチェックします。スケジュールされたジョブ
が、イメージストリーマー内で毎正時に実行されます。このジョブでは、イメージストリーマー内にある
すべての証明書のステータス（期限切れ、まもなく期限切れ、失効、または信頼できない）がチェックさ
れます。

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。
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データ保護
HPE OneView は不正アクセスからイメージストリーマーアーティファクトを保護します。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。

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
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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。

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。

セキュリティ

89

イメージストリーマーのトラブルシューティン
グ
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ヘルプ
を参照してください。

プライマリアプライアンスで変更を行った後に 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アプライアンスを取り外し、後
でプライマリアプライアンスと同じアプライアンスを復元する場合は、次の手順を実行します。
1. イメージストリーマーユーザーインターフェイスで OS 展開サーバーの編集画面から展開アプライア
ンスの変更操作を起動します。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。
2. 古いプライマリアプライアンスを CIM スロットに再挿入し、この古いプライマリアプライアンス上で
論理エンクロージャーを再構成して、展開アプライアンスの変更操作を再実行します。これらのタス
クを実行することで、新しいプライマリアプライアンスとして再挿入されたアプライアンスが割り当
てられました。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。
3. プライマリアプライアンス上で OS の展開を再開します。
ただし、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。
Unable to expand golden image
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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. ローカルレ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、Maintenance Console 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 画面のサーバー > サーバープロファイルページに移動します。この画面に、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アプライアンス > 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。

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。

92

イメージストリーマーのトラブルシューティング

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. HPE OneView のサーバー > エンクロージャー画面にあるリンクを使用して、アプライアンスを工
場出荷時にリセットします。
c. HPE OneView ユーザーインターフェイスのアプライアンス > OS 展開サーバー画面にある作成オ
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。
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
アンスを獲得しない
症状
Maintenance Console 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
を実行した後、HPE OneView がイメージストリーマーアプライアンスを獲得しない。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獲得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 によってまだ獲
得されていない。
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アクション
Maintenance Console から工場出荷時設定へのリセットを行った後、アプライアンスを取り付けなおす
か、REST API PUT/rest/deployment-servers/discover-appliance/{id}を発行して、もう一
度アプライアンスを要求します。HPE Synergy イメージストリーマー API リファレンスは、HPE
OneView のユーザーインターフェイスからアクセスすることも、Hewlett Packard Enterprise
Information Library からダウンロードすることもできます。

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. Maintenance Console を使用してイメージストリーマーアプライアンスを工場出荷時設定にリセット
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。

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。
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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 Synergy 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。
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>/
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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。
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. バックアップを使用できる場合に、プライマリ展開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アクセスします。
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セカンダリアプライアンスで使用できるバックアップは、プライマリアプライアンスが機能してい
たときの最後のバックアップを反映します。プライマリアプライアンスが動作していないときは、
重要な構成変更を行わないでください。変更した場合、その変更はセカンダリアプライアンスで有
効でない場合があります。
b. 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。
c. 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をクリックし、最
近選択した展開アプライアンスを最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。
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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。
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。
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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. Maintenance Console 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、最後にこのオプションを使用します。
Maintenance Console 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 ユーザーインターフェイスのアプライアンス > OS 展開サーバー画面を使
用して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
この問題は、複数のエンクロージャーのセットアップで発生します。イメージストリーマーアプライアン
スがリモートエンクロージャー内にあり、かつ手動でアプライアンスの電源を入れると、次のエラーメッ
セージが HPE OneView のエンクロージャー画面に表示されます。
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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
このエラーメッセージは無視してください。
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HPE Synergy のドキュメントリソース
Hewlett Packard Enterprise Information Library（https://www.hpe.com/info/synergy-docs）では、イン
ストール手順書、ユーザーガイド、メンテナンスおよびサービスガイド、ベストプラクティス、追加リ
ソースへのリンクなど、すべての HPE Synergy ドキュメントを包括的に 1 箇所に集めたライブラリを提
供します。ライブラリは、検索性を向上させるフィルタリングをサポートしています。
ドキュメント

以下の内容を提供

HPE Synergy ソリューション
はじめに

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

リリースノート

HPE Synergy、HPE Synergy イメージストリーマー、HPE OneView
などの製品に関する、リリースの説明、新機能、ドキュメントの更
新、問題点、および推奨されるアクション。

Migration Guide

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

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

アプライアンスのモジュール管理、構成、およびセキュリティの概
要。

ケーブル接続ガイド

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

構成および互換性ガイド

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

フレームリンクモジュールユーザ
ーガイド

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

Power Management Overview
Guide

HPE Synergy が HPE Synergy 12000 フレームの電力使用量を管
理する方法に関する追加の詳細情報を取得したい個人向け。

トラブルシューティングガイド

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

エラーメッセージガイド

特定のエラーメッセージに関連する問題を解決するための情報。

ドキュメントマップ

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

用語集

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

HPE Synergy イメージストリーマ
ー
表は続く

HPE Synergy のドキュメントリソース
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ドキュメント

以下の内容を提供

展開ワークフロー

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

サポートマトリックス

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

ユーザーガイド

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

GitHub

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

ヘルプ

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

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

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

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

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

トラブルシューティングの資料

ツール内のトラブルシューティング画面、オンラインヘルプ、およ
びユーザーガイドのトラブルシューティングの章。

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

以下を内容を提供

ファームウェアおよびドラ ファームウェアのアップデート方法、および HPE OneView が提供する
イバーのアップデートガイ ファームウェアおよびドライバーをアップデートするための推奨のベスト
ド
プラクティスに関する情報。
HPE Synergy ソフトウェアリリース情報サイト（http://www.hpe.com/info/synergy-sw-releaseinformation）では、ファームウェアアップデート情報のインタラクティブリソースを提供します。HPE
Synergy ファームウェアアップデートリソースは、HPE OneView 内でも利用できます。
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図 13: HPE Synergy ソフトウェアリリース情報
HPE Synergy ソフトウェ
アリリース情報サイト：

以下を内容を提供

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

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

アップグレードパス表

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

VMware のサポート

VMware vSphere OS を HPE Synergy カスタム SPP で使用するための情
報と要件。

HPE Synergy のドキュメントリソース
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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
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HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメントマップ）

プランニング

管理

• HPE Synergy Migration Guide

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy 12000 Frame Site Planning
Guide

• HPE Synergy イメージストリーマーヘルプ

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

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

ハードウェアの取り付け
• HPE Synergy はじめに（フレームに付属）
• HPE Synergy 12000 フレームセットアッ
プ/インストールガイド

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

• HPE ラックレールインストール手順 HPE
メンテナンス
Synergy 12000 フレーム用（フレームに付
属）
• Product maintenance and service guides
• HPE Synergy 12000 Frame Rack Template • HPE OneView for Synergy Firmware and Driver
（フレームに付属）
Update Guide
• フードラベル

• HPE OneView Synergy ヘルプ

• ユーザーガイド類

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザーガイド

• HPE Synergy ケーブル接続ガイド

• HPE Synergy Appliances Maintenance and Service
Guide

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

トラブルシューティング

管理および監視の構成

• HPE OneView アラートの詳細

• HPE OneView Synergy ヘルプ

• HPE Synergy トラブルシューティングガイド

• HPE OneView（HPE Synergy 用）ユーザー • HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy
ガイド
エラーメッセージガイド
• HPE OneView API Reference for HPE
Synergy
• ユーザーガイド類
• HPE Synergy Firmware Comparison Tool
• HPE Synergy アップグレードパス（Web サ
イト）

• HPE ProLiant Gen10 および HPE Synergy ⽤のイン
テグレーテッドマネジメントログメッセージおよび
トラブルシューティングガイド
• 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

HPE Synergy ドキュメントの概要（ドキュメントマップ）
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Web サイト
全般的な Web サイト
Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise Worldwide の連絡先
http://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
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja
ソフトウェアデポ
http://www.hpe.com/support/softwaredepot
カスタマーセルフリペア
http://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
http://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。
https://www.hpe.com/jp/ja/contact-hpe.html
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンター
の Web サイトにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/hpesc
ご用意いただく情報
• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）
• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
• オペレーティングシステム名およびバージョン
• ファームウェアバージョン
• エラーメッセージ
• 製品固有のレポートおよびログ
• アドオン製品またはコンポーネント
• 他社製品またはコンポーネント

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

サポートと他のリソース
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重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから
アクセスするときに製品の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
HPE データセンターケアサービス
http://www.hpe.com/services/datacentercare
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証に関する情報を表示するには、以下のリンクを参照してください。
HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション
http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー
http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
HPE ストレージ製品
http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品
http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくださ
い。
http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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規定に関する追加情報
Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的
な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全
力で取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/reach
RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについ
ては、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/ecodata
社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する
情報については、次を参照してください。
http://www.hpe.com/info/environment

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

サポートと他のリソース

109

