HPE Integrated Lights-Out セキュリティテ
クノロジーの概要

摘要
HPE Integrated Lights-Out（iLO）は、データセンターでサーバーをリモート管理するための標準
として広く受け入れられています。データセンターにはあらゆる面でセキュリティ上の重要な懸
念（リモート管理を含む）があるため、本書では、不正アクセスのリスクを防ぐために iLO が使
用するファームウェアおよびハードウェア上の方式について説明します。さらに、iLO とそのホス
トシステムにアクセスポイントを提供するユーティリティおよびサービスについて説明します。
また、iLO のセキュリティパラメーターおよび iLO 接続オプションの構成に関する推奨事項を提示
します。すべての機能とユーティリティがすべての iLO に使用できるわけではありません。
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ご注意
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービス
に対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかなる内容
も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中
の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。
本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製には、
Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。米国政府の連邦調達規則である FAR
12.211 および 12.212 の規定に従って、コマーシャルコンピューターソフトウェア、コンピューターソフト
ウェアドキュメンテーションおよびコマーシャルアイテムのテクニカルデータ（Commercial Computer
Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items）は、ベンダーが提供
する標準使用許諾規定に基づいて米国政府に使用許諾が付与されます。
他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。Hewlett
Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報を管理する権限を持たず、また
責任を負いません。

商標
Microsoft®および Windows®は、Microsoft Corporation の商標です。

はじめに
HPE iLO は、サーバーに組み込まれた自律型管理プロセッサーです。このプロセッサーにより、サーバーの
セットアップが簡素化され、サーバーのヘルス監視、電力と温度の最適化、リモートサーバーの容易な管理が
可能になります。サーバーのオペレーティングシステム、さらにはサーバーのハードウェアの状態にも依存せ
ず、このような幅広い範囲の制御を使用できます。そのため iLO は、その強力な機能が許可されていないユー
ザーに対して確実に保護されるように設計されています。
重要:
データセンターの管理者は、施設の物理面のセキュリティに対して責任を負っています。サーバーへの
物理的なアクセス権限を持つユーザーは、本書の後半で説明するように、誰であってもセキュリティオー
バーライドスイッチを介して iLO のセットアップを変更できます。サーバーシャーシ内へのアクセス権
限を持つユーザーはスーパーユーザーまたは管理者であるものとします。
iLO を使用すると、懸念なしにご使用の ProLiant サーバーを展開できます。強力な認証、高度に構成可能で強
力な承認プロセスを持つユーザー権限、およびデータ、キーストローク、およびセキュリティキーの暗号化を
使用します。ハードウェア設計では、キーと、パスワードの機密情報を保護し、すべてのサーバートラフィッ
クから iLO の管理トラフィックを分離できます。

FIPS モードおよび共通の基準
HPE iLO 3 ファームウェア v1.50 は、FIPS 140–2 レベル 1 で検証されています。詳しくは、NIST の Web サ
イト（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140sp/140sp2173.pdf）にある本ドキュメ
ントを参照してください。HPE iLO 3 ファームウェア v1.50 は Common Criteria EAL 4 +認定も取得していま
す。詳しくは、共通基準の Web サイトにある以下のドキュメントを参照してください。https://
www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/383-4-209%20CR%20v1.0e.pdf。
HPE iLO 4 ファームウェア v2.11 の暗号モジュールは、FIPS 140-2 レベル 1 で検証済みです。詳しくは、NIST
の Web サイト（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/140sp/140sp2574.pdf）にある
本ドキュメントを参照してください。iLO 4 v2.11 は Common Criteria EAL 2+認定も取得しています。
現在、HPE iLO 5 v1.11 は、FIPS 認証と Common Criteria 認定が見込まれています。

はじめに
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ファームウェアベースの保護
iLO は、不正アクセスやフラッシングから保護を行うファームウェアベースのメカニズムを使用しています。

不正アクセスの防止
iLO ポータルを介したアクセスには、認証、認可、データ整合性、およびセキュリティキーを含むマルチレイ
ヤーのセキュリティプロセスが関与しています。iLO ファームウェアはプライベートキーを使用してデジタ
ル署名されており、不正なファームウェアは実行できません。
認証
Kerberos などの識別情報の検証方式を使用して、ネットワーク接続のもう一方の端にいる対象を判断しま
す。認証は、ローカルで実行したり、Active Directory、SSO、Smartcard などの認証方式を使用するディ
レクトリサービスを介して実行したりできます。
認可
特定のアクションを実行しようとするユーザーが、そのアクションを実行する権限を持っているかどうか
を判断します。ローカルアカウントを使用して個別の iLO ユーザーを定義し、そのサーバーアクセス権限
を変えることができます。ディレクトリサービスを使用して、数千ものユーザーとシステム管理ロールを
サポートしているスケーラブルな中央データベースで、ネットワークのユーザーアカウントとセキュリ
ティポリシーを維持します。
データ整合性
受信したコマンドまたはデータが変更されていないことを検証します。iLO は、デジタル署名と、iOS お
よび Android で使用可能な信頼済みの.NET、Java、および iLO モバイルアプレットを使用します。
セキュリティキー
機密データおよびトランザクションの機密保持を管理します。iLO は、Web ページの TLS による暗号化、
およびリモートコンソールと仮想シリアルポートデータの AES による暗号化を介してプライバシーを保
護します。最高の暗号化方式（AES など）のみの使用を許可するように iLO を構成できます。iLO はセ
キュリティのレイヤーと業界標準方式を使用して、サーバーに安全にアクセスします。たとえば、iLO の
暗号化キーは、128 ビットの最小キー長を使用し、業界標準に準拠しています。高度な暗号化モードが使
用されていない場合、iLO はより強度の弱いキーまたはアルゴリズムをネゴシエートすることがあります。

フラッシングの防止
フラッシングは永続的なサービス拒否（PDOS）攻撃です。理論的に、PDOS 攻撃はネットワークベースの
ファームウェアの更新中に脆弱性を利用する場合があります。PDOS 攻撃を受けてインストールされた不正
なファームウェアは、許可されていないサーバーアクセスや、恒久的なハードウェアの損傷を引き起こす可能
性があります。
iLO は、以下の保護機能を提供します。
• 承認されたファームウェア更新 ― iLO ファームウェアイメージは、4096 ビットのプライベートキーでデ
ジタル署名されています。ブートブロックは、iLO がリセットされるたびにデジタル署名を確認します。
iLO は、ファームウェアの更新を許可する前にデジタル署名を確認します。リモートのフラッシングには、
オプションの Two-Factor 認証を含むログイン認証と承認が必要です。
• 暗号化されていないポート ― iLO はポートの暗号化ステータスを明確に定義します。暗号化されていな
いポート（IPMI など）へのアクセスを無効にできます。iLO にアクセスするには、パスワードを無効にす
る場合を除き、パスワードが必要です。
• 認証と監査トレール ― iLO では、すべてのインターフェイスでの認証の失敗と成功のログが作成されま
す。SSH キー認証により、ブルートフォースアタックの成功の可能性をかなり低くすることができます。
保護をさらに強化するため、iLO 5 では 2048 ビットの RSA キーを使用し、SuiteB のセキュリティ状態で
は ECDSA 384 ビットのキーを必要とします。
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• ログイン失敗時の遅延 ― iLO は、すべてのログイン動作を取得します。ブルートフォースアタックおよび
ディクショナリアタックを妨げるため、失敗するログイン試行中にタイミングを漸進的に遅延します。
• 重要なセキュリティパラメーターのアクセスと変更の制限 ― iLO は、ユーザーアカウント、ログの変更、
証明書など、多くのセキュリティパラメーターの変更を記録します。これにより、情報への潜在的な不正
アクセスをトレースできます。

ファームウェアベースの保護
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ハードウェアベースの保護
iLO サブシステムには、独立した命令キャッシュとデータキャッシュを搭載した 32 ビットの iLO RISC プロ
セッサコア、メモリコントローラー、SDRAM、NVRAM、管理 ROM、および NIC が組み込まれています。
iLO サブシステムには、システムヘルスモニタリング、コンソールリダイレクション、ホスト/ファイアウォー
ルブリッジ、サーバー NIC、仮想メディアなどの他の構成要素も含まれます。図 1: iLO プロセッサーのブロッ
ク図(10 ページ)で示すように、iLO は、システムの電源投入機能（サーバーの電源が入っているときにのみ
使用可能）と補助電源投入機能（サーバーに電源が供給されている間は使用可能）から構成されます。
Auxiliary-powered
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Mgmt
ROM

NVRAM
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System
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Virtual
Media
Memory Controller

Host
Firewall/
Bridge

Console
Redirection

iLO
Mgmt
Port

10/100/1000
NIC

iLO
RISC
Processor

Host
Server
Port

Host
PCI
Bus

Host Power/
Fault Isolation

Server
NIC

図 1: iLO プロセッサーのブロック図

保護された管理 ROM
iLO ファームウェアイメージの署名チェックは 2 種類あります。1 つは iLO のフラッシュデバイスにプログ
ラムされる前に新しいイメージを検証すること、もう 1 つは iLO のブート時にこのイメージの整合性を
チェックすることです。

イメージの検証
イメージ全体が SHA512 でハッシュされ、Hewlett Packard Enterprise の RSA 4096 ビットプライベートキー
を使用して署名されます。この署名ブロックは、ファームウェアのバイナリイメージの先頭に追加されます。
ファームウェアの更新を実行する場合、ハッシュは Hewlett Packard Enterprise のパブリックキーを使用して
現在実行中の iLO ファームウェアによって復号化されます。このハッシュはイメージ全体のハッシュと比較
されます。一致している場合、ファームウェアの更新は続行可能です。署名ブロックは破棄されます。

Silicon Root of Trust(シリコンレベルの信頼性)
iLO 5 チップセットは Silicon Root of Trust の機能を実行し、チップ製造施設でシリコンハードウェアに組み
込まれる暗号化されたハッシュが含まれています。これにより、ブートプロセスを破壊する可能性のあるマル
ウェア、ウイルス、または侵害されたコードを入り込ませることが事実上不可能になります。iLO ファーム
ウェアが起動するたびにファームウェアの整合性をチェックするのではなく、iLO チップセットシリコンに永
続的に格納されている暗号化ハッシュに一致するかどうかに基づいて、iLO 5 ハードウェアが iLO ファーム
ウェアを実行するかどうかを決定します。
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Silicon Root of Trust は、かつてないレベルのハードウェアセキュリティを実現します。Silicon Root of Trust
には次のような特徴があります。
• シリコンチップハードウェア自体に直接組み込まれています
• 事実上、変更不可能です
• ファームウェアをサプライチェーンまで遡って認証可能です
• 安全な起動プロセスを実現します
ファームウェアイメージが壊れていて起動しない場合は、iLO が自動的にシステムリカバリセットのバック
アップイメージから復旧します。iLO ファームウェアイメージの各要素（カーネルなど）も署名されていま
す。これらの整合性署名は、フラッシュプロセス中に破棄されません。

保護された PCI バス
iLO は、メモリとファームウェアに保存されたキーとデータを保護し、PCI バス経由のキーへの直接アクセス
を許可しません。

ホストアクセス構成ロック
iLO 5 のセキュリティ状態が「高セキュリティ」以上に設定されている場合、ホストのオペレーティングシス
テムから iLO へのアクセスは、ホストアクセス構成ロックを使用して構成の変更を防ぐことができます。
RIBCL または IPMI を使用する場合、ロックが有効な間は権限レベルが不十分であるとのエラーで応答します
（なお IPMI の場合、いずれのコマンドにもセッションのログインが必要であり、ロックが有効な場合に取得で
きる最大の権限レベルを設定することができます。）

ネットワークポートとマネジメントポート
iLO のファイアウォールおよびブリッジロジックによって、iLO マネジメントポートとサーバーの Ethernet
ポートとの間の接続ができません。共有ネットワークポート（SNP）を使用しても、iLO は自身の 10/100/1000
Ethernet ポートとサーバーの Ethernet ポートとの間のトラフィックをブリッジできません。このため、サー
バーネットワークでの攻撃が iLO を危険にさらすことはありません。その逆も同様です。

共有ネットワークポート
iLO を搭載するほとんどの ProLiant ML および DL サーバーは、SNP をサポートしています。ご使用の
ProLiant サーバーが SNP をサポートしているかどうかを確認するには、サーバーのドキュメントを参照して
ください。Hewlett Packard Enterprise は、HPE BladeSystem サーバーのブレードまたは Synergy システム上
では SNP をサポートしていません。
SNP では、iLO マネジメントトラフィックは、もう 1 つ別のポートを専用で iLO マネジメントトラフィック
に割り当てるのではなく、サーバー NIC 上でのサイドバンド接続を可能にします。iLO のトラフィックはサー
バーの OS トラフィックとポートを共有しますが、iLO とサーバー NIC の両方で、独自の MAC と IP アドレ
スを持ちます。これにより、他のデバイスは確実に iLO のアドレスを個別に指定できます。このことは、管理
および本番の両方のトラフィックを処理するために 1 つのネットワークインフラストラクチャを設置して維
持する場合の利点です。

ハードウェアベースの保護
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一般的なネットワーク
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図 2: 共有および専用のネットワークのトラフィックパス

仮想 LAN での共有ネットワークポート
仮想 LAN（VLAN）タグを実装すると、iLO SNP セキュリティが強化されます。VLAN タグを有効にすると、
iLO SNP は仮想 LAN の一部になります。VLAN は、ネットワークトラフィックをセグメントに分離する論理
ネットワークです。作成したルールに従って、あるセグメントのトラフィックは別のセグメントに入らないた
め、セキュリティが向上します。物理的に同じ LAN に接続されている場合でも、同じ VLAN タグを持つすべ
てのネットワークデバイスが、独立した LAN にあるかのように表示されます。SNP NIC は、Ethernet フレー
ムで VLAN ID を調べて、その ID の設定値と比較します。両者が一致している場合、SNP は VLAN タグのフ
レームを除去して iLO に転送します。一致しない場合、SNP はそのフレームをサーバーに転送します。SNP
NIC は、すべての送信 Ethernet フレームに VLAN タグを挿入します。

セキュリティオーバーライドスイッチ
iLO のすべてのセキュリティ認証チェックを無効にするには、セキュリティオーバーライドスイッチをオンに
します。これにより、以下のタスクにアクセスできます。
• ROM ベースセットアップ（RBSU）が無効な場合でも、RBSU を介して iLO を再構成します。
• 認証情報なしで iLO にログインします。
重要: iLO が高度なセキュリティモード以上の場合、セキュリティオーバーライドスイッチは認証情報な
しでは iLO へのログインを許可しません。

Trusted Platform Module および Trusted Module
Trusted Platform Module および Trusted Module は、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安全に格
納するコンピューターチップです。iLO 概要ページに以下の TPM ステータスまたは TM ステータス情報が表
示されます。
• 未サポート ― TPM または TM はサポートされていません。
• 存在しません ― TPM または TM は取り付けられていません。
• 装着: 有効 ― TPM が取り付けられていて、有効になっています。
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TPM または TM のモジュールがサーバーに取り付けられている場合は、モジュールタイプが表示に追加され
ています。モジュールタイプは、TPM が取り付けられているかサポートされているかを示すステータス、ま
たはサポートされているモジュールのバージョンを示すステータスのいずれかを表示します。
• TPM 1.2
• TPM 2.0
• TM 1.0
• 未指定
• 未サポート

ハードウェアベースの保護
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IT インフラストラクチャセキュリティの留意事
項
次のセクションでは、以下の 2 つの特定の IT 環境における iLO セキュリティについて説明します。
• 外部ファイアウォールと内部ネットワークの間のインフラストラクチャ（DMZ）で動作する場合
• サーバーブレード環境で動作する場合

iLO のネットワークへの接続
企業ネットワークまたは専用の管理ネットワーク（推奨）に iLO を接続できます。企業ネットワークでは、
サーバーには企業ネットワークに接続する 2 種類のネットワークポート（サーバー NIC および 1 枚の iLO
NIC）があります。図 3: 企業ネットワークのダイアグラム(14 ページ)を参照してください。
Main NIC

Client PCs

iLO
Hub/ Switch

Corporate
Network

Main NIC

iLO
Management Client
図 3: 企業ネットワークのダイアグラム
専用の管理ネットワークの使用をお勧めします。このネットワークでは、iLO ポートは別のネットワーク上に
あり、インターネットに直接接続されていません。図 4: 専用管理ネットワークのダイアグラム(15 ページ)
を参照してください。
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Client PCs

Hub/ Switch

Main NIC
Main NIC
iLO
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Network

Hub/ Switch

iLO

Dedicated
iLO Management
Network
Management Client

図 4: 専用管理ネットワークのダイアグラム

DMZ 内での iLO のサーバーの動作
一般的に、インターネットに接続されたアーキテクチャーは、より安全性が高い非武装地帯（DMZ）を持ち
ます。DMZ ゾーンは、企業サーバーとインターネットの間に位置します。DMZ ゾーンには、企業とインター
ネット間の領域にトラフィックの流れを限定するファイアウォールがあるのが一般的です。ファイアウォー
ルを介して、一般に利用可能なインターネットサービスを提供するサーバーにアクセスする場合があります。
ただし、内部ネットワーク上でこれらのサービスにアクセスすることはできません。より安全なこのゾーン
は、内部ネットワークから分離された、外部の攻撃に備えて強化された領域を提供します。DMZ のセキュリ
ティ面の課題に対処する際は、重要なセキュリティ要件と、効率的な管理やシステムメンテナンスの必要性と
の間でバランスを取る必要があります。

IT インフラストラクチャセキュリティの留意事項
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図 5: DMZ の構成例
iLO は、プライマリまたは本番環境ネットワークと並行して、独立したセカンダリネットワーク上に存在する
ことができます。このデュアルネットワークアーキテクチャーでは、本番環境ネットワークのトラフィックか
ら管理トラフィックを分離します。分離することによって、DMZ 内のサーバーを含むグループサーバー管理
アクティビティを行うことができます。本番環境ネットワークへのアクセスを制限することによって、最大限
のセキュリティが維持されます。
この図は、最初の防御線として機能するパケットフィルタリングルーターを示しています。このルーターの後
ろにあるのがファイアウォールです。インターネットまたは外部ルーターから内部ネットワークに直接接続
されていません。内部ネットワーク間のトラフィックは、すべてファイアウォールを通る必要があります。追
加したルーターでは、DMZ 内のパブリックサービスを宛先とするパケットをフィルタリングしたり、パブリッ
クアクセスから内部ネットワークを保護したりします。
ファイアウォールは、トラフィックの発信元と宛先で異なるルールに基づいてトラフィックを評価するように
構成できるサーバーです。
• インターネットから DMZ に
• DMZ からインターネットに
• インターネットから内部ネットワークに
• 内部ネットワークからインターネットに
• DMZ から内部ネットワークに
• 内部ネットワークから DMZ に
DMZ 内および内部ネットワーク上のサーバーでは、iLO プロセッサーを使用できます。DMZ ネットワークと
iLO ネットワーク間にデータフローはありません。iLO へのネットワーク接続は、サーバー上のネットワーク
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ポートから完全に分離されています。DMZ ネットワークが危険にさらされたとしても、iLO ネットワークの
安全は維持されます。この分離により、機密データを損なうことなく、DMZ 内または内部ネットワーク内に
あるサーバーで iLO を使用できます。管理者は、専用の NIC または SNP を VLAN で使用することで、この分
離を実現します（セクション共有ネットワークポート(11 ページ)を参照してください）。

iLO とサーバーブレードまたは Synergy システム間の通信
HPE BladeSystem アーキテクチャーでは、単一のエンクロージャーで複数のサーバーを保持します。独立し
た電源サブシステムは、そのエンクロージャー内のすべてのサーバーに電源を供給します。ProLiant c-Class
サーバーブレードおよび Synergy システムでは、iLO を使用してアラートおよび管理情報をサーバーブレード
インフラストラクチャ全体に送信します。
サーバーまたはシステムのコンポーネント間には厳密な通信階層があります。Onboard Administrator（OA）
の管理モジュール（または Synergy の FLM - フレームリンクモジュール）は、各サーバーブレードまたは
Synergy システム上の iLO プロセッサーと通信します。OA モジュールまたは FLM は、独立した IP アドレス
を提供します。iLO デバイスも、独立した IP アドレスを保持します。iLO ファームウェアは、iLO から OA モ
ジュールまたは FLM へのすべての通信を独占的に制御します。iLO プロセッサーまたは OA モジュール/FLM
からサーバー NIC への接続はありません。iLO プロセッサーは、インフラストラクチャ内にある他のサーバー
ブレード/システムの存在に関する情報、および起動するために必要な電流が電源サブシステムから供給でき
るかどうかに関する情報を保持しているだけです。エンクロージャーの背面にある 1 つの物理ポートが、サー
バーブレードまたは Synergy システム上の iLO ネットワーク接続にアクセスできます。これにより、配線が
簡素化および削減されます。

セキュリティ監査
企業のポリシーにより、定期的なセキュリティ監査が求められる場合があります。iLO は、iLO の構成および
操作で発生したイベントに関連する、日付および時刻のスタンプが付いた情報を含むイベントログを保持しま
す。iLO ブラウザーインターフェイスの System Status タブを介して、手動でこのログにアクセスできます。
また、HPE RESTful API コマンドと RESTful コマンドを使用すると、自動化テストをセットアップしたり、
日付/時刻ごとに、およびセキュリティイベントに関する情報にアクセスできる認証済みユーザーごとに、イ
ベントログを解析する抽出プロセスをセットアップしたりできます。

セキュリティ脆弱性スキャナーと iLO
セキュリティ脆弱性スキャナーは、調査および対処が必要な脆弱性を調査するための、サーバー環境で一般的
に使用されるツールです。iLO チームは、iLO ファームウェアのリリースごとに、弊社の品質研究所でセキュ
リティ脆弱性スキャナーを使用します。セキュリティ脆弱性スキャナーの使用に関連する、既知の問題とベス
トプラクティスがあります。組織のビジネス要件によって脆弱性スキャンが必要とされる場合は、iLO 5 のセ
キュリティ状態を高度なセキュリティ以上に設定することがセキュリティのベストプラクティスであること
を覚えておいてください。
ベストプラクティスは、本番環境に展開する前に、ラボ環境で新しいバージョンのセキュリティ脆弱性スキャ
ナーをテストすることです。定義により、セキュリティ脆弱性スキャナーは既知または疑いのある脆弱性のイ
ンターフェイスを調査しています。実際には、スキャナーはテスト対象のインターフェイスのハッキングを試
みています。この操作は、スキャン対象のシステムの安定性に悪影響を与える可能性があります。このため、
小規模な範囲から始めて、さらに広い範囲、そして本番環境へと移すことが賢明です。
ほとんどのセキュリティ脆弱性スキャナーが特定する既知の問題がいくつかあります。これらの項目は、以下
のセクションに一覧表示されており、修復の推奨事項が含まれています。示されている問題の多くは、iLO 5
のセキュリティ状態を高度なセキュリティまたはそれ以上に設定することによって解決されます。
参照ドキュメント、HPE iLO 5 ユーザーガイド、および HPE iLO 5 スクリプティング/コマンドラインガイド
は、HPE Information Library（http://www.hpe.com/info/ilo/docs）にあります。
iLO RESTful API のドキュメントは、https://hewlettpackard.github.io/ilo-rest-api-docs/にあります。
RESTful インターフェイスツールのドキュメントは、https://hewlettpackard.github.io/python-redfishutility/にあります。

IT インフラストラクチャセキュリティの留意事項
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X.509 証明書のサブジェクト CN がエンティティ名と一致しない
デフォルトの自己署名の SSL 証明書を、認証機関によって署名された証明書と置き換えてください。iLO が
工場から出荷される時点では、お客様のサーバーの DNS 名と IP アドレスは不明です。そのため、iLO は自己
署名の証明書を使用します。iLO ファームウェアは、お客様が自身のシステムに合った署名済み証明書を要求
または作成するために使用できる証明書署名リクエスト（CSR）を作成する機能を提供します。その後、こ
の署名済み証明書を iLO にインポートできます。
これは、HPE iLO 5 ユーザーガイドに記載されています。
iLO の XML スクリプティングを使用するか、RESTful インターフェイスツールと iLO RESTful API を使用す
ることで、CSR プロセスを実行することもできます。特定の XML スクリプティングコマンドは iLO スクリプ
ティング/コマンドラインユーザーガイドに記載されており、RESTful インターフェイスツールおよび iLO
RESTful API のドキュメントは GitHub サイトで入手できます。

IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証 HMAC パスワードハッシュの暴露
IPMI 仕様で要求される IPMI ハンドシェイクは、より安全でなければなりません。iLO 5 では IPMI はデフォル
トで無効になっています。積極的に IPMI を使用していないお客様の場合、IPMI over LAN インターフェイス
を無効のままにしておくことをお勧めします。代わりに、IPMI over LAN 機能の代替機能として、iLO RESTful
API（プログラムインターフェイス）および業界標準の「Redfish」を使用することをお勧めします。
• この問題に関するセキュリティ報告は、http://www.hpe.com/support/iLO234-SB-CVE-2013-4786 にあり
ます。
• IPMI の有効化/無効化は、iLO 5 ユーザーガイドに記載されています。
• IPMI の有効化/無効化は、iLO の XML スクリプティングを使用しても実行できます。その内容は iLO スク
リプティング/コマンドラインガイドに記載されています。
IPMI を使用する必要がある場合に再度有効にすると、この問題が露見します。iLO RESTful API および
RESTful インターフェイスツールについて詳しくは、http://www.hpe.com/info/redfish または GitHub レポジ
トリを参照してください。

TLS/SSL サーバー X.509 証明書が信頼されていない
デフォルトの自己署名の SSL 証明書を、認証機関によって署名された証明書と置き換えてください。iLO が
工場から出荷される時点では、お客様のサーバーの DNS 名と IP アドレスは不明です。そのため、iLO は自己
署名の証明書を使用します。iLO ファームウェアは、お客様が自身のシステムに合った署名済み証明書を要求
または作成するために使用できる証明書署名リクエスト（CSR）を作成する機能を提供します。その後、こ
の署名済み証明書を iLO にインポートできます。
RESTful インターフェイスツールと iLO RESTful API を使用するか、iLO の XML スクリプティングを使用す
ることで、CSR プロセスを実行することもできます。

IPMI 1.5 GetChannelAuth レスポンス情報の暴露
これは IPMI プロトコルの HPE のサポートに基づく仮想的な脆弱性です。iLO 自体は、この脆弱性の影響を受
けやすくありません。この脆弱性レポートは、RAKP の脆弱性の説明に従って IPMI を無効にすることで抑止
できます。

TCP シーケンス番号予測の脆弱性
iLO は TCP シーケンス番号のランダム化を使用しており、TCP シーケンス番号予測攻撃に対する抵抗性があ
ります。iLO はこの脆弱性の影響を受けやすくありません。
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IPMI 2.0 RAKP RMCP +認証ユーザー名の暴露
IPMI 仕様では、あらかじめ認証されたクライアントが構成済みのユーザー名の存在を確認できます。デフォ
ルトのユーザー名を変更することをお勧めします。さらに、積極的に IPMI を使用していない場合は、RAKP
の脆弱性の説明に従ってインターフェイスを無効にすることをお勧めします。

脆弱な暗号化キー
この脆弱性は、iLO 5 のセキュリティ状態を高度なセキュリティに設定することで対処できる場合がありま
す。これには、iLO がより強度の強い暗号を使用する必要があります。
この脆弱性は、デフォルトの SSL 証明書を使用している場合も報告されます。上記で説明したように、証明
書署名要求を作成して、CA の署名付き証明書をインポートすることで解決されます。
RESTful インターフェイスツールと iLO RESTful API を使用するか、iLO の XML スクリプティングを使用す
ることで、CSR プロセスを実行することもできます。

TCP タイムスタンプ応答
これは標準の TCP 動作です。この動作は、理論的にシステムの稼動時間を見積もるために使用できるため、
さらなる攻撃に利用される可能性があります。CVE 脆弱性評価は 1 であり、非常に低くなっています。

IT インフラストラクチャセキュリティの留意事項
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HPE iLO 5 のセキュリティに関する推奨事項
iLO は、強力な権限付与、認証、および暗号化によって、ネットワーク化された環境に本来備わっている多く
のセキュリティリスクを最小限に抑えます。セキュリティの推奨事項に従い、iLO デバイスとそのサーバーへ
のアクセスポイントを認識し、ネットワークを構成して不必要なサービスを無くすことで、攻撃の危険性をさ
らに減らすことができます。
以下のセキュリティ対策を遵守されることをおすすめします。
• 独立した管理ネットワークを使用します。ご使用のデータネットワークとは別のプライベート管理ネット
ワークを構築して、管理者のみがその管理ネットワークへのアクセス権限を持つことをお勧めします。
• 共有ネットワークに iLO デバイスを接続する場合、iLO デバイスを個々のサーバーと考え、それらのデバ
イスをセキュリティおよびネットワークの監査対象に含まれるようにします。
• iLO は、インターネットに直接接続しないでください。iLO プロセッサーは、運用管理ツールであり、イン
ターネットのゲートウェイではありません。ファイアウォール保護を提供する企業 VPN を使用してイン
ターネットに接続します。
• すぐに、デフォルトの iLO パスワードをより関連のあるパスワードに変更します。サーバーの管理者パス
ワードと同じガイドラインに従って iLO 管理パスワードを変更してください。
• ディレクトリサービスを実装します。これにより、同じログインプロセスを使用してネットワーク全体で
認証および承認を行うことができます。同時に複数の iLO デバイスを制御する方法を提供します。ディレ
クトリは、時刻と位置に基づく非常に特殊なロールおよび権限で、iLO へのロールベースのアクセスを提
供します。
• Two-Factor 認証を実装します。この認証により、さらにセキュリティが強化されます。特に、リモート
で、またはローカルネットワークの外で接続できる場合に有効です。
• SNMP トラフィックを保護します。管理パスワードと同じガイドラインに従ってコミュニティストリング
をリセットします。また、特定の送信元と送信先のアドレスのみを受け入れるようにファイアウォールま
たはルーターを設定します。必要ない場合は、サーバーで SNMP を無効にします。また、iLO の SNMP パ
ススルーを無効にできます。
• デフォルトの自己署名証明書を信頼された CA の証明書で置き換えます。
• 使用できる場所では、ユニバーサルデータセンターロックを有効にします。
• iLO のセキュリティ状態の高度なセキュリティまたはそれ以上を有効にします。より強度の高い保護を行
うには、FIPS モードを有効にします。
• IPMI を無効にします。
• UEFI/BIOS アクセスを無効にするかどうかを決定します。iLO をホスト管理者に固定したいお客様は、iLO
RBSU へのログイン要求設定を有効にしてください。

IPMI/DCMI 設定
iLO は、IPMI 2.0 および DCMI 業界標準プロトコルをサポートします。IPMI は業界標準プロトコルであり、
Intel が開発し、200 社を越えるベンダー（Hewlett Packard Enterprise、IBM、Dell、Cisco、NEC、FujitsuSiemens、Supermicro など）がサポートしています。IPMI について詳しくは、Intel の Web サイト http://
www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/ipmi-home.html を参照してください。
Data Center Management Interface（DCMI）は、IPMI で定義されているのと同じインターフェイスを使用し
ますが、オプションのインターフェイスは少なくなっています。DCMI 1.0 仕様では、データセンターに必要
な必須機能のコアセットとインターフェイスを識別し、IPMI 2.0 に追加された拡張機能のサブセットを含め
て、データセンター内の DCMI 機能をさらに高めています。DCMI が IPMI と異なるのは、データセンターの
管理ニーズに特化して設計されたという点です。
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iLO では、業界標準の IPMI と DCMI のコマンドを LAN 経由で送信することができます。IPMI/DCMI ポートは
デフォルトでは 623 に設定されていますが、変更することができます。LAN 経由の IPMI/DCMI の有効/無効を
切り替えるには、iLO インターフェイスのセキュリティ > アクセス設定ページの LAN 経由の IPMI/DCMI に関
連したコントロールを使用します。この設定により、クライアント側のアプリケーションを使用して IPMI/
DCMI コマンドを LAN 経由で送信することができます。この設定が無効になっている場合でも、サーバー側
の IPMI/DCMI アプリケーションは引き続き機能します。
IPMI/DCMI over LAN を使用する場合は、以下のガイドラインが推奨されます。
• IPMI/DCMI トラフィックをネットワークのそれ以外のトラフィックから分離します。共有 NIC 接続を使
用する場合、iLO に VLAN を使用してこの分離を実行できます。ファイアウォールを使用して IPMI/管理サ
ブネットを分離して、アクセスを認可された管理者に制限します。
• ネットワークの外からの IPMI/DCMI トラフィックを許可しません。
• iLO は、IPMI 1.5 よりも強度な暗号化を使用している IPMI 2.0 をサポートしています。暗号スイート 3 お
よび 17 をお勧めします。

iLO バックアップとリストア
バックアップとリストア機能を使用すると、バックアップ元のシステムと同じハードウェア構成を持つシステ
ムに iLO 構成をリストアできます。この機能は、構成を複製して別の iLO システムに適用するものではあり
ません。
一般に、リストア操作をユーザーが実行する必要があることは予期されていません。ただし、構成のバック
アップを取っておくことで、通常の動作環境に容易にすばやく戻ることができる場合があります。
あらゆるコンピューターシステムと同様に、データをバックアップして障害の影響を最小限に抑えることをお
勧めします。Hewlett Packard Enterprise は、iLO ファームウェアを更新するたびにバックアップを実行する
ことをお勧めします。
次のような状況では iLO 構成のリストアが必要になる場合があります。
バッテリの障害または取り外し
さまざまな構成パラメーターがバッテリ駆動の SRAM に保存されています。まれですが、バッテリ障害
が発生する場合があります。状況によっては、バッテリの取り外しと交換が必要になる場合があります。
構成情報の消失を避けるために、バッテリの交換後にバックアップファイルから iLO 構成をリストアしま
す。
デフォルト設定へのリセット
場合によっては、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットし、iLO 以外の設定を消去することが必
要になることがあります。iLO を工場出荷時の設定にリセットすると、iLO の構成は消去されます。iLO
構成をすばやく復旧するには、工場出荷時のデフォルト設定へのリセットが完了した後、バックアップ
ファイルから構成をリストアします。
構成の偶発的または不適切な変更
場合によって、iLO 構成が不適切に変更され、重要な設定が消失することがあります。iLO を工場出荷時
のデフォルト設定に設定したり、ユーザーアカウントを削除したりした場合にこのような状況が発生する
ことがあります。元の構成を回復するには、バックアップファイルから構成をリストアします。
システムボードの交換
ハードウェアの問題に対処するためにシステムボードの交換が必要な場合、この機能を使用して iLO 構成
を元のシステムボードから新しいシステムボードに転送できます。
ライセンスキーの喪失
ライセンスキーが誤って置き換えられた、または iLO を工場出荷時のデフォルトの設定にリセットした場
合に、インストールするキーがわからないときは、ライセンスキーと他の構成設定をバックアップファイ
ルからリストアできます。

HPE iLO 5 のセキュリティに関する推奨事項
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詳しくは、iLO Management Backup and Restore のビデオをご覧ください。

解決された脆弱性
2013 年 7 月、US-CERT はアラート（TA13–207A）Risks of Using the Intelligent Platform Management
Interface（IPMI）（https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-207A）を発行しました。
Hewlett Packard Enterprise は、脆弱性に対して以下の対策を採っています。
• 暗号 0 は、認証をバイパスできるオプションです。iLO は、IPMI クライアントが暗号 0 を選択できなくす
ることで、これに対処しました。
• IPMI 仕様では、匿名ログインをサポートするためにユーザー ID 1 が使用されます。iLO は、ユーザー ID 1
を使用した匿名ログインをサポートしません。
• IPMI 仕様では、無効化されたユーザー ID は、ユーザー名とパスワードで構成されます。多くの場合、こ
れは製造時に既知のユーザー ID とパスワードにあらかじめ設定されます。iLO は、無効化されたユーザー
ID、ユーザー名およびパスワードを保持しません。iLO は、製造時に固有のパスワードであらかじめ設定
された 1 つのユーザー名を持ちます。Hewlett Packard Enterprise は、お客様がこのデフォルトユーザーを
すぐに再設定することを提案します。
• IPMI 仕様では、NULL のパスワードを許可していますが、iLO はユーザーのパスワードの NULL 設定をサ
ポートしていません。
• IPMI 仕様では、RAKP 認証のサポートが必要であるため、リモートでパスワードハッシュを取得して、オ
フラインパスワード推測攻撃を実行できます。これは IPMI プロトコル自身の一部であるため、もし使用し
ていない場合は IPMI over LAN を無効にすること、または IPMI 管理サブネットを分離することをお勧めし
ます。

カスタマーアドバイザリ、報告、および通知の表示
手順
1. http://www.hpe.com/support/iLO5 に進みます。
2. ドキュメントタブをクリックします。
3. ページの左側にあるドキュメントタイプボックス内の検索結果の絞り込みで、アラートを選択します。
アドバイザリ、報告、通知などの iLO 5 に関連するすべてのアラートが表示されます。
4.（オプション）ページの左側にある関連性ボックスで Top Resolutions を選択して、優先度の高い問題に
関連するドキュメントのみを表示します。
5.（オプション）アラート通知の申し込みをクリックして、iLO 5 に対する更新があるときに自動的に通知さ
れるイベントの登録ページを完成させます。
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iLO セキュリティ設定の構成
iLO インターフェイス、iLO RBSU、または iLO 5 構成ユーティリティを使用して、iLO アクセスオプション
を構成できます。

iLO セキュリティ
iLO Web インターフェイスを使用して、設定できるセキュリティ機能にアクセスするには、ナビゲーション
ツリーのセキュリティをクリックします。

セキュリティに関する一般的なガイドライン
iLO をセットアップして使用する場合は、セキュリティを最大化するために、次のガイドラインを考慮してく
ださい。
• 専用の管理ネットワーク上に iLO を構成します。
• iLO は、インターネットに直接接続しないでください。
重要: iLO がインターネットに直接接続されている場合、iLO ユーザー アカウントのパスワードをす
ぐに変更してください。
• 認証機関（CA）によって署名されている SSL 証明書をインストールします。
SSL 証明書情報ページでこのタスクを実行できます。
• デフォルトのユーザーアカウントを含め、ユーザーアカウントのパスワードを変更します。
このタスクは、ユーザー管理ページからも実行できます。
重要: ユーザーアカウントを作成および更新する場合、iLO ユーザーアカウントのパスワードのガイ
ドラインに従います。
• すべての権限を持つアカウントを作成する代わりに、権限の数が少ないアカウントを複数作成します。
• iLO およびサーバーファームウェアを常に最新の状態に保持します。
• できれば Two-Factor 認証の認証サービス（Active Directory や OpenLDAP など）を使用します。
• 使用しないポートおよびプロトコル（SNMP や IPMI/DCMI over LAN など）を無効にします。
アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。
• 使用しない機能（リモートコンソールや仮想メディアなど）を無効にします。
アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。
• 統合リモートコンソールに HTTPS を使用します。
このオプションを構成するには、リモートコンソール&メディアページのセキュリティタブで IRC は iLO
内の信頼された証明書を要求しますを有効にします。
• サーバー OS コンソールを自動的にロックするにように統合リモートコンソールを構成します。
このオプションを構成するには、リモートコンソール&メディアページのセキュリティタブにある、リモー
ト コンソールのコンピューター ロック設定を構成します。
• 暗号化設定ページで、より高いセキュリティ状態を構成してください。
• ユーザーが UEFI システムユーティリティの iLO 構成ユーティリティにアクセスする場合にログイン認証
情報を要求するよう iLO を構成します。

iLO セキュリティ設定の構成
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アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。
• 認証エラーを記録するよう iLO を構成します。
アクセス設定ページでこのタスクを実行できます。
• ファームウェア検証スキャンを有効にします。
このタスクは、ファームウェア検証ページで実行できます。
• セキュリティダッシュボードページを使用して、セキュリティリスクと推奨事項を監視します。
詳しくは、Top 10 security settings for iLO 5 および Recommended Security Settings in HPE iLO 5 の
ビデオをご覧ください。

重要なセキュリティ機能
次の Web インターフェイスページで、iLO セキュリティ機能を設定します。
アクセス設定
• iLO インターフェイスおよび機能を有効または無効にします。
• iLO が使用する TCP/IP ポートをカスタマイズします。
• 認証失敗ログおよび遅延を設定します。
• iLO 5 構成ユーティリティをセキュリティ保護します。
iLO サービスポート
iLO サービスポートの可用性、認証、およびサポートされるデバイスを構成します。
セキュアシェルキー
SSH キーを iLO ユーザーアカウントに追加し、セキュリティを強化します。
証明書マッピングおよび CAC スマートカード
CAC スマートカード認証を設定して、ローカルユーザーのスマートカード証明書を設定します。
SSL 証明書
X.509 CA 署名証明書をインストールして、暗号化通信を有効にします。
ディレクトリ
Kerberos 認証とディレクトリ統合を構成します。
iLO は、ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行えるように設定することができ
ます。この構成により、ユーザーの数の制限がなくなります。また、この構成は、エンタープライズ内の
iLO デバイスの数に合わせて、簡単に拡張できます。ディレクトリにより iLO デバイスとユーザーを集中
的に管理することもでき、より強力なパスワードポリシーを適用できます。
暗号化
iLO のセキュリティ状態をデフォルトの製品レベルから強力な設定に変更して、高度なセキュリティ環境
を実装します。
HPE SSO
サポートされているツールで、iLO によるシングルサインオンを設定します。
ログインセキュリティバナー
iLO ログインページにセキュリティ通知を追加します。
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サービス設定
セキュリティ > アクセス設定タブのネットワークセクションに、使用可能な iLO ネットワークサービスに関
連する設定とポートの値が表示されます。iLO が使用する以下のポートが設定可能であり、ポート設定に関す
る任意のサイト要件またはセキュリティ構想に適合できます。これらの設定は、ホストシステムには影響しま
せん。
通常、これらの設定を変更するには、標準の通信と SSL 通信に使用される Web ブラウザーの設定を変更する
必要があります。これらの設定を変更すると、iLO は変更を有効にするためにリセットを開始します。

表 1: ネットワーク設定とポート
アクセス設定

説明またはデフォルト値

IPMI/DCMI over LAN

LAN 経由の iLO との IPMI/DCMI通信を許可するかど
うかを指定します。デフォルトは、無効です。

IPMI/DCMI over LAN ポート

UDP 623

リモートコンソール

リモートコンソールを有効にするか無効にするかを
指定できます。

リモートコンソールポート

TCP 17990

セキュアシェル（SSH）

iLO の SSH 機能を有効にするか無効にするかを指定
できます。SSH は、暗号化された iLO CLP へのアク
セスを提供します。

セキュアシェル（SSH）ポート

TCP 22

SNMP

iLO が外部の SNMP 要求に応答するかどうかを指定
します。SNMP アクセスはデフォルトで有効になっ
ています。

SNMP ポート

SNMP アクセス用の業界標準（デフォルト）の SNMP
ポートは、161 です。

SNMP トラップポート

SNMP アラート（またはトラップ）用の業界標準（デ
フォルト）の SNMP ポートは、UDP 162 です。送信
のみ。
注記: SNMP トラップポートの値をカスタマイズす
ると、一部の SNMP 監視アプリケーション（HPE
SIM など）が、iLO で正しく動作しない場合がありま
す。この値をカスタマイズする前に、これらのアプ
リケーションが標準以外の SNMP トラップポートの
使用をサポートしていることを確認してください。

Web サーバー

iLO の Web インターフェイスを有効にするか無効に
するかを指定できます。

Web サーバー非 SSL ポート（HTTP）

TCP 80

Web サーバー SSL ポート（HTTPS）

TCP 443
表は続く

iLO セキュリティ設定の構成
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アクセス設定

説明またはデフォルト値

仮想メディア

仮想メディアを有効にするか無効にするかを指定で
きます。

仮想メディアポート

TCP 17988

また、セキュリティ管理者は以下のポートを知っておく必要があります。各ポートは記載されている iLO の
Web インターフェイスの場所にあります。
注記: これらのポートは、サードパーティの送信サービス用です。

表 2: iLO が使用するその他のポート
ポート

プロトコル

タイトルの設定

iLO 内のロケーション

88

TCP

Kerberos KDC サーバー
ポート

セキュリティ > ディレク
トリ

636

TCP

ディレクトリサーバー
LDAP ポート

25

TCP

SMTP

管理 > アラートメール

514

UDP

syslog

管理 > リモート Syslog

TPM と TM
Trusted Platform Module および Trusted Module は、プラットフォームの認証に使用される仕掛けを安全に格
納するコンピューターチップです。これらの仕掛けには、パスワード、証明書、暗号鍵などが含まれます。ま
た、TPM または TM を使用すると、プラットフォームの測定値を格納してプラットフォームの信頼性を保証
することができます。
サポートされているシステムでは、ROM は、TPM または TM レコードを復号化し、設定ステータスを iLO、
iLO RESTful API、CLP、および XML インターフェイスに渡します。

TPM または TM のステータスの表示
手順
ナビゲーションツリーで情報をクリックします。

TPM または TM のステータス値
• 未サポート ― TPM または TM はサポートされていません。
• 存在しません ― TPM または TM は取り付けられていません。
• 装着: 有効 - TPM または TM が取り付けられていて、有効になっています。

セキュリティダッシュボードの使用
セキュリティダッシュボードページには、重要なセキュリティ機能のステータス、システムの全体セキュリ
ティステータス、セキュリティ状態およびサーバー構成ロック機能の現在の構成が表示されます。ダッシュ
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ボードを使用して、構成の潜在的なリスクについて評価します。リスクが検知されたら、詳細情報とシステム
セキュリティを向上させる方法についてのアドバイスを見ることができます。
前提条件
無視オプションを構成するための iLO 設定の構成権限。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、セキュリティダッシュボードタブをクリックします。
2. オプション：テーブルの列でソートするには、列見出しをクリックします。
ソート順を昇順または降順に変更するには、列見出しをもう一度クリックするか、列見出しの横にある矢
印アイコンをクリックします。
3. セキュリティダッシュボード表で検出されたリスクについて確認します。
セキュリティ機能にリスクステータスが付いて表示されている場合は、ステータスの値をクリックすると
詳細情報が表示されます。詳細情報には、リスクと可能な解決策についての情報が含まれています。
4. オプション：無視オプションをセキュリティ機能に構成します。
• 無視オプションは、デフォルトでは無効になっています。
• 無視オプションをセキュリティ機能に対して有効にすると、iLO が全体セキュリティステータスを判定
するときその機能のステータスは無視されます。セキュリティ機能のステータスを無視しても、セキュ
リティダッシュボード表のステータス値は変わりません。
セキュリティ機能の無視値を変更すると、iLO が全体セキュリティステータスを再計算します。

セキュリティダッシュボード詳細
全体セキュリティステータス
•

OK—iLO が監視対象のセキュリティ機能に関連したセキュリティリスクを検出しませんでした。

•

リスク—iLO が 1 つ以上の監視対象セキュリティ機能に関連した潜在的セキュリティリスクを検出
しました。

•

無視—iLO が 1 つ以上の監視対象セキュリティ機能に関連した潜在的セキュリティリスクを検出し
ました。影響を受けるすべての機能が全体セキュリティステータスから除外されるよう設定されてい
ます。
このステータスは、概要ページと iLO のコントロールにも表示されます。

セキュリティ状態
構成されているセキュリティ状態。表示される値は、以下のとおりです。
• 本番稼働
• 高セキュリティ
• FIPS
• CNSA
• Synergy セキュリティモード

iLO セキュリティ設定の構成
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詳しくは、iLO セキュリティ状態(96 ページ)を参照してください。
サーバー構成ロック
構成されるサーバー構成ロックの設定。この機能は、管理者にデバイスの置き換え、デバイスの追加、
ハードウェアの取り外し、セキュアブートの変更、ファームウェアのインストールのような作業について
警告します。この機能を UEFI システムユーティリティで構成したり、iLO RESTful API を使用して構成
することができます。
セキュリティダッシュボードページでサーバー構成ロック情報を表示するには、以下を行う必要がありま
す。
• この機能をサポートしているシステム ROM/BIOS ファームウェアのバージョンをインストールする。
Intel ベースのサーバーではバージョン 2.00 が必要で、AMD ベースのサーバーではバージョン 1.40 が
必要です。
• iLO 5 1.40 以降にアップグレードした後でサーバーを再起動する。
• iLO Advanced ライセンスをインストールする。
セキュリティダッシュボード表
• セキュリティパラメーター—監視対象のセキュリティ機能の名前。
iLO Web インターフェイスで構成できる機能については、この列のリンクをクリックして関連する
web インターフェイスページに移動してください。
• ステータス—監視対象のセキュリティ機能のセキュリティステータス。
◦

OK-iLO がこの機能に関連したセキュリティリスクを検出しませんでした。

◦

リスク-iLO がこの機能に関連した潜在的なセキュリティリスクを検出しました。

• 状態-監視対象のセキュリティ機能の現在の状態。表示される値は、以下のとおりです。
◦ 有効-機能は有効です。
◦ 無効-機能は無効です。
◦ 不十分-機能は有効ですが、推奨される構成は使用されていません。
◦ オフ-機能はオフに設定されています。
◦ オン—機能はオンに設定されています。
◦ OK-機能は iLO のセキュリティ推奨事項に準拠しています。
◦ 失敗-機能は障害を報告しました。
◦ 修正済み-機能は、修正された障害を報告しました。
• 無視-この列に表示されるスイッチを使って、機能を無視するよう設定できます。無視設定を有効にす
ると、監視対象の機能は全体セキュリティステータス値に含まれません。
機能を無視しても、セキュリティダッシュボード表に表示されるステータス値は変わりません。

リスク詳細
セキュリティダッシュボードページでセキュリティ機能のリスク詳細を表示すると、以下の情報が利用可能で
す。
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• 説明 - セキュリティ機能がリスクステータスになっている理由の説明。
• 推奨されるアクション - 推奨される解決策。
無視オプションが有効になっている場合、この値は表示されません。
• 無視 - 無視オプションが有効になった日時。
• 以下によって無視 - 無視オプションを有効にしたユーザーの名前。

セキュリティリスク状態の原因
以下のセキュリティ機能がセキュリティダッシュボードページで監視されます。サーバーでサポートされな
い機能は表示されません。
IPMI/DCMI over LAN
IPMI/DCMI over LAN 機能が有効になっています。これにより、サーバーは既知の IPMI セキュリティ脆
弱性にさらされます。
Hewlett Packard Enterprise では、アクセス設定ページのこの機能を無効にすることをお勧めします。
最小パスワード長
最小パスワード長が推奨の長さよりも短くなっています。これにより、サーバーは辞書攻撃に対して脆弱
になります。
Hewlett Packard Enterprise では、アクセス設定ページでこの値を 8（デフォルト）以上に設定することを
お勧めします。
iLO RBSU へのログイン要求
iLO は、UEFI システムユーティリティの iLO 構成ユーティリティへのアクセスにログイン認証情報を要
求するよう構成されていません。この構成では、システムブート中に iLO 構成への未認証のアクセスが許
可されます。
Hewlett Packard Enterprise では、アクセス設定ページのこの機能を有効にすることをお勧めします。
認証失敗ログ
iLO は、認証の失敗を記録するように構成されていません。
Hewlett Packard Enterprise では、アクセス設定ページのこの機能を有効にすることをお勧めします。
パスワードの複雑さ
iLO は、パスワードの複雑さのガイドラインを適用するように構成されていません。これにより、サーバー
は辞書攻撃に対して脆弱になります。
Hewlett Packard Enterprise では、アクセス設定ページのこの機能を有効にすることをお勧めします。
セキュリティオーバーライドスイッチ
サーバーのセキュリティオーバーライドスイッチ（システムメンテナンススイッチとも呼ばれる）が有効
になっています。セキュリティオーバーライドスイッチを有効にすると、ログイン認証が不要なため、こ
の構成は 1 つのリスクです。
Hewlett Packard Enterprise では、この機能を無効にすることをお勧めします。
セキュアブート
UEFI セキュアブートオプションが無効になっています。この構成では、UEFI システムファームウェア
は、信頼された署名がブートローダー、オプション ROM ファームウェア、およびシステムソフトウェア
の実行ファイルにあるかどうかの検証をスキップします。これにより、電源オン時に iLO によって確立さ
れた信頼チェーンが壊れます。
Hewlett Packard Enterprise では、この機能を有効にすることをお勧めします。

iLO セキュリティ設定の構成
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詳しくは、UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してください。
最新のファームウェアスキャン結果
最新のファームウェア検証テストが失敗しました。ファームウェアコンポーネントが壊れているか、その
整合性が損なわれています。
Hewlett Packard Enterprise では、影響のあるファームウェアコンポーネントを、検証済みのイメージに
アップデートすることをお勧めします。
この機能を使用するには、ライセンスをインストールする必要があります。使用可能なライセンスタイ
プ、およびサポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあ
るライセンス文書を参照してください。
アクセスパネルステータス
シャーシの侵入検知コネクターにより、アクセスパネルのステータスが侵入になっていることが報告され
ました。
この機能は、シャーシの侵入検知が構成されているサーバーでのみ使用できます。
Hewlett Packard Enterprise では、IML と iLO イベントログに記録されたイベントを監査し、監視ビデオを
チェックしてサーバーへの物理的な侵入活動がないかどうかを確認することをお勧めします。
ホスト認証が必要
ホスト認証が必要機能は無効になっており、iLO は高セキュリティのセキュリティ状態を使用するように
構成されています。この機能が無効な場合、HPONCFG や iLOREST などのホストベースユーティリティ
を使用するときに iLO 認証情報が不要になります。
Hewlett Packard Enterprise では、アクセス設定ページのこの機能を有効にすることをお勧めします。

ライセンス情報の表示
手順
ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。

ライセンスの詳細
• ライセンス - ライセンス名
• ステータス - ライセンスのステータス
• アクティベーションキー - インストールされているキー

iLO ライセンス
iLO 標準機能はすべてのサーバーに搭載され、サーバーのセットアップ、サーバーヘルスの監視、電力および
温度制御の監視、およびリモートサーバー管理を簡素化します。
iLO ライセンスは、マルチユーザーコラボレーション用のグラフィカルリモートコンソール、ビデオの録画と
再生のような機能や他の多くの機能を有効にします。
詳しくは、Licensing Options のビデオをご覧ください。
iLO ライセンスを登録する理由
• 登録により、一意の HPE サポート契約 ID（SAID）が有効になります。SAID はユーザーとユーザーが使
用する製品を識別します。
• SAID を使用すると、より迅速な HPE サポートサービスが得られます。
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• HPE サポートセンターにアクセスできます。
• HPE アップデートセンターでソフトウェアアップデートにアクセスできます。
• 重要な製品アラートを受信します。
• HPE ライセンスポータルを使用して 1 つの場所で HPE 製品ライセンスキーを追跡します。
iLO ライセンスを登録する方法
1. ライセンス権利付与証明書またはライセンスの確認メールで権利付与注文番号（EON）を探します。
2. HPE ライセンスポータルで EON を入力します。
ライセンスキー情報
• 無料の iLO トライアルライセンスの取得については、iLO ライセンスガイドを参照してください。
ライセンスキーの購入、登録、および取得については、iLO ライセンスガイドを参照してください。
ライセンスガイドは次の Web サイトで入手できます。http://www.hpe.com/support/ilo-docs
• 製品をインストールして使用するサーバーごとに 1 つの iLO ライセンスが必要です。ライセンスは譲渡で
きません。
• 別のサーバータイプを意味するライセンスキーを使用してサーバーにライセンスを適用することはできま
せん。
• iLO Advanced ライセンスは Synergy コンピュートモジュールに自動的に付属します。
• ライセンスキーを無くした場合、無くなったライセンスキーに対する手順に従います。

ブラウザーを使用したライセンスキーのインストール
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックし、ライセンスタブをクリックします。
2. アクティブ化キーボックスにライセンスキーを入力します。
アクティベーションキーボックスで、セグメント間でカーソルを移動するには、Tab キーを押す、または
ボックスのセグメントの内側をクリックします。 アクティベーションキーボックスのセグメントにデー
タを入力すると、カーソルは自動的に次に進みます。
3. インストールをクリックします。
エンドユーザー使用許諾契約を読み、合意したことを確認するプロンプトが iLO で表示されます。
エンドユーザー使用許諾契約の詳細は、ライセンスパックオプションキットに記載されています。
4. 同意するをクリックします。
これで、ライセンスキーは有効になります。

失われたライセンスキーの復旧
iLO のライセンスキーが失われた場合、以下のメールアドレスのいずれかに交換要求とお客様の購入の証明を
送信してください。

iLO セキュリティ設定の構成
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• 南北アメリカ：licensing.ams@hpe.com
• 欧州、中東、およびアフリカ：licensing.emea@hpe.com
• アジア太平洋地域および日本：licensing.apj@hpe.com

セキュリティ構成のガイドラインと手順
注記: 以下のセクションでは、iLO のセキュリティパラメーターを構成するための一般的なガイドラインと手
順について説明します。iLO セキュリティの構成について詳しくは、iLO 5 ユーザーガイドを参照してくださ
い。
iLO の構成には、以下のセキュリティ方式が関係します。
• ネットワークの接続タイプ
• インフラストラクチャの認証/ディレクトリサーバーの認証
• iLO RBSU および構成ユーティリティのセキュリティ
• SSH キーや SSL 証明書管理

パスワード
Hewlett Packard Enterprise は、パスワードに関する以下のガイドラインに従うことをおすすめします。
• パスワードは
◦ 書き留めたり記録したりしないでください
◦ パスワードを他のユーザーと共有しないでください
◦ 辞書にあるような単語を使用しないでください
◦ 会社名、製品名、ユーザー名、ログイン名のような推測しやすいものを避けてください
• パスワードには、少なくとも以下の 3 つの特性が必要です。
◦ 1 文字以上の数字
◦ 1 文字以上の特殊文字
◦ 1 文字以上の小文字
◦ 1 文字以上の大文字
アクセス設定タブの最小パスワード長設定によって、パスワードの長さは最小 0（パスワードなし）から最大
39 文字まで可能です。デフォルトの最小パスワード長は、8 文字です。
重要: 保護されたデータセンターの外側に拡大されることのない物理的に安全な管理ネットワークがな
い場合は、パスワード長を 8 文字以上に設定することをおすすめします。
パスワードの複雑さ設定を使用した安全なパスワードの強制
HPE iLO では、セキュリティ > アクセス設定画面のアカウントサービスセクションの下に、パスワードの複
雑さを強制する機能があります。ユーザーアカウントを作成または編集するときに必要なパスワードの複雑
さを強制するには、この設定を有効にします。
この設定を有効にすると、新しいまたは更新したユーザーアカウントパスワードには、次の特性のうちの 3 つ
が含まれる必要があります。
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• 少なくとも 1 つの大文字 ASCII 文字
• 少なくとも 1 つの小文字 ASCII 文字
• 少なくとも 1 つの ASCII 数字
• 少なくとも 1 つの他の文字タイプ（記号、特殊文字、句読点など）。
この設定を無効（デフォルト）にした場合、これらのパスワード特性は適用されません。

iLO アクセス設定
アクセス設定のデフォルト値は、ほとんどの環境に適しています。アクセス設定ページで変更できる値を使用
すると、特殊環境向けの iLO 外部アクセス方法をカスタマイズできます。
アクセス設定ページに入力された値は、すべての iLO ユーザーに適用されます。

iLO アクセス設定の構成
この手順は、iLO 機能を除くすべてのアクセス設定を対象とします。iLO 機能を無効にするには、iLO 機能の
無効化(34 ページ)を参照してください。
前提条件
• すべてのアクセス設定の変更に関する前提条件：
◦ iLO の設定を構成する権限
• アップデートサービス設定の変更に関する前提条件。
◦ iLO の設定を構成する権限
◦ リカバリセット権限
◦ この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、および
サポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセ
ンス文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックします。
アクセス設定ページが表示されます。
2.

をクリックします。
以下から選択します。
• サーバー
• アカウントサービス
• iLO
• アップデートサービス
• ネットワーク

設定タイプページが開きます。
3. 必要に応じて、設定を更新し、OK をクリックします。
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変更した設定のタイプに応じて、以下が実行される場合があります。
• iLO が、アップデートが完了したことを通知します。
• iLO が、保留中の変更を有効にするにはリセットを必要であることを通知します。
ヒント: リセットを必要とする変更を加え、そのリセットの前に変更を元に戻した場合は、
クリックして、リセットメッセージを無視します。

を

場合によって、リセットが完了する前に即座に影響することがあります。たとえば、リモートコ
ンソールを介したアクセスを無効にした場合、OK をクリックするとリモートコンソールセッショ
ンを開始できません。構成の変更を完了するには、リセットが必要です。
4. オプション：2～3 の手順を繰り返して、追加のアクセス設定を更新します。
5. リセットが必要な場合、アクセス設定の更新が完了したら、iLO をリセットをクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
6. はい、iLO をリセットしますをクリックします。
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。

iLO 機能の無効化
iLO 機能設定は、iLO 機能が使用可能かどうかを制御します。
• この設定が有効（デフォルト）になっている場合、iLO ネットワークを使用でき、オペレーティングシス
テムドライバーとの通信がアクティブです。
• この設定が無効になっている場合、iLO ネットワークと、オペレーティングシステムドライバーとの通信
が切断されます。
iLO 機能を再度有効にするには、UEFI システムユーティリティを使用します。詳しくは、UEFI システムユー
ティリティユーザーガイドを参照してください。
iLO 機能は、ProLiant サーバーブレードまたは Synergy コンピュートモジュールでは無効にできません。
この手順の目的は、iLO 機能設定を変更することです。他の iLO アクセス設定を更新するには、iLO アクセス
設定の構成 (33 ページ)を参照してください。
前提条件
iLO の設定を構成する権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックします。
アクセス設定ページが表示されます。
2.

（iLO アクセス設定セクションの横にある）をクリックします。
iLO の編集ページが開きます。

3. アドバンスト設定を表示をクリックします。
4. iLO 機能セクションで無効をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
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5. iLO の機能の無効の確認チェックボックスを選択します。
6. はい、iLO の機能を無効にしますをクリックします。
注意: このボタンをクリックした場合、iLO にはどのインターフェイスからもアクセスできなくなり
ます。iLO の機能を復元するには、UEFI システムユーティリティを使用できます。
iLO はセッションを終了します。iLO 機能設定を再度有効にするまで、どの iLO インターフェイスからも
接続できません。

サーバーアクセスの設定
アクセス設定ページのサーバーセクションでは、以下の設定を構成できます。
サーバー名
ホストサーバー名を指定することができます。この値を手動で割り当てることができますが、オペレー
ティングシステムをロードするとホストソフトウェアによって上書きされることがあります。サーバー
名は最大 49 バイトまで入力できます。
サーバーの FQDN/IP アドレス
サーバーの FQDN または IP アドレスを指定できます。この値を手動で割り当てることができますが、オ
ペレーティングシステムをロードするとホストソフトウェアによって上書きされることがあります。
FQDN または IP アドレスは最大 255 バイトまで入力できます。

アカウントサービスのアクセス設定オプション
アクセス設定ページのアカウントサービスセクションでは、以下の設定を構成できます。
遅延前の認証の失敗時
iLO がログイン遅延を課すまでに許容されるログインの失敗数を設定できます。有効な値は 1、3、5 回、
または各ログイン試行の失敗時です。
デフォルト設定は 1 です。これは、2 度目に試したログインが失敗するまでログイン遅延は課せられない
ことを意味します。
認証の失敗時の遅延時間
ログインに失敗した後の iLO ログイン遅延の継続期間を構成できます。有効な値は 2、5、10、および 30
秒です。
デフォルト値は 10 秒です。
認証失敗ログ
認証失敗のログ記録条件を構成できます。以下の設定が有効です。
• 有効-毎回失敗時 - ログインに失敗するたびに、失敗したログインログエントリーが記録されます。
• 有効-2 回の失敗ごと— ログイン試行に 2 回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリーが記録
されます。
• 有効-3 回の失敗ごと（デフォルト） - ログイン試行に 3 回失敗するごとに、ログインの失敗のログエ
ントリーが記録されます。
• 有効-5 回の失敗ごと— ログイン試行に 5 回失敗するごとに、ログインの失敗のログエントリーが記録
されます。
• 無効— ログインの失敗のログエントリーは記録されません。
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最小パスワード長
ユーザーパスワードの設定または変更の際に許可される文字の最小数を指定します。指定する文字数は、
0～39 文字の値でなければなりません。デフォルト値は 8 です。
パスワードの複雑さ設定を有効にした場合、iLO は、最小パスワード長を満たすパスワードを許可しない
ことがあります。たとえば、最小パスワード長を 1 に設定した場合、1 文字のパスワードはパスワードの
複雑さ要件を満たさないため無効になります。
パスワードの複雑さ
ユーザーアカウントを作成するときのパスワードの複雑さチェックの動作を制御します。
この設定を有効にすると、新しいまたは更新したユーザーアカウントパスワードには、次の特性のうちの
3 つが含まれる必要があります。
• 少なくとも 1 つの大文字 ASCII 文字
• 少なくとも 1 つの小文字 ASCII 文字
• 少なくとも 1 つの ASCII 数字
• 少なくとも 1 つの他の文字タイプ（記号、特殊文字、句読点など）。
この設定を無効（デフォルト）にした場合、これらのパスワード特性は適用されません。

ネットワークアクセス設定
アクセス設定ページのネットワークセクションでは、iLO の機能を有効および無効にしたり、それらの機能で
使用するポートを構成したりできます。
iLO が使用する TCP/IP ポートは構成可能であり、ポート設定に関する任意のサイト要件およびセキュリティ
のイニシアチブに適合できます。これらの設定は、ホストシステムには影響しません。iLO で有効なポートの
値の範囲は 1～65535 です。使用されているポートの番号を入力すると、iLO により別の値を入力するよう求
められます。
通常、これらの設定を変更するには、標準の通信と SSL 通信に使用される Web ブラウザーの設定を変更する
必要があります。
匿名データ
この設定は、以下を制御します。
• 基本システム情報の匿名要求への応答で iLO が提供する XML オブジェクト。
• /redfish/v1 に対する Redfish の匿名呼び出しへの応答で提供される情報。
この設定が有効になっている（デフォルト）場合は、次のようになります。
• 他のソフトウェアは、ネットワーク上の iLO システムを検出および特定できます。iLO が提供する
XML 応答を表示するには、XML を表示をクリックします。
• /redfish/v1 に対する Redfish の匿名呼び出しには、次のような情報が含まれます。
"ManagerFirmwareVersion": "1.40",
"ManagerType": "iLO 5",
"Status": {"Health": "OK"}
• iLO のヘルスステータスが劣化の場合は、iLO のヘルスステータスと問題の説明がログインページに表
示されます。iLO ヘルスステータスは、iLO 診断セルフテストを組み合わせた結果に基づいています。
セキュリティ侵害の可能性があるセルフテスト障害は、説明には表示されません。
このオプションが無効になっている場合は、次のようになります。
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• iLO は空の XML オブジェクトを使用して要求に応答します。
• iLO のバージョン情報はログインページに表示されません。
• /redfish/v1 に対する Redfish の匿名呼び出しに次の情報は含まれません。
ManagerFirmwareVersion、ManagerType、および Status。
高セキュリティ、FIPS、または CNSA のセキュリティ状態を有効にすると、この設定は自動的に無効に
なります。
IPMI/DCMI over LAN
業界標準の IPMI および DCMI コマンドを LAN 経由で送信できます。
この設定は、デフォルトでは無効になっています。
この設定が無効になっていると、iLO は LAN 経由で IPMI/DCMI を無効にします。この機能が無効にされ
ても、サーバー側の IPMI/DCMI アプリケーションは依然として機能します。
この設定が有効になっている場合、iLO では、クライアント側のアプリケーションを使用して LAN 経由で
IPMI/DCMI コマンドを送信できます。
IPMI/DCMI over LAN が無効にされている場合、ポートスキャナーを使用して、セキュリティの脆弱性を
スキャンするセキュリティ監査で、設定されている IPMI/DCMI over LAN ポートが検出されません。
FIPS または CNSA のセキュリティ状態を有効にすると、この設定は自動的に無効になります。
IPMI/DCMI over LAN ポート
IPMI/DCMI ポート番号を設定します。デフォルト値は 623 です。
リモートコンソール
iLO リモートコンソール経由のアクセスを有効または無効にすることができます。
このオプションを無効にすると、HTML5 IRC、.NET IRC、Java IRC、スタンドアロンリモートコンソー
ル、テキストベースのリモートコンソールが無効になります。ポートスキャナーを使用して、セキュリ
ティの脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、設定されているリモートコンソールポートが検出され
ません。
リモートコンソールを無効にしても、リモートコンソールサムネイルは無効になりません。リモートコン
ソールサムネイルを無効にするには、iLO のアクセス設定セクションでリモートコンソールサムネイルオ
プションを編集します。
リモートコンソールポート
リモートコンソールポートを設定します。デフォルト値は 17990 です。
セキュアシェル（SSH）
SSH 機能を有効または無効にすることができます。
SSH は、iLO コマンドラインプロトコル（CLP）に暗号化されたアクセスを提供します。
セキュアシェル（SSH）ポート
SSH ポートを設定します。デフォルト値は 22 です。
SNMP
iLO が外部の SNMP 要求に応答するかどうかを指定します。
SNMP アクセスを無効にすると、iLO はそのまま動作を続行し、iLO Web インターフェイスに表示される
情報は更新されます。この状態では、警告は生成されず、SNMP アクセスは許可されません。
SNMP アクセスが無効になっている場合、SNMP 設定ページのほとんどのボックスは使用できません。
FIPS または CNSA のセキュリティ状態を有効にすると、この設定は自動的に無効になります。
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SNMP ポート
SNMP ポートを設定します。SNMP アクセス用の業界標準（デフォルト）の SNMP ポートは、161 です。
SNMP ポートの値をカスタマイズすると、標準以外の SNMP ポートの使用をサポートしない一部の
SNMP クライアントが、iLO で正しく動作しない場合があります。
SNMP オプションが無効になっている場合、この値を更新することはできません。
SNMP トラップポート
SNMP トラップポートを設定します。SNMP アラート（またはトラップ）用の業界標準（デフォルト）の
SNMP ポートは、162 です。
SNMP トラップポートをカスタマイズすると、標準以外の SNMP トラップポートの使用をサポートしな
い一部の SNMP 監視アプリケーションが、iLO で正しく動作しない場合があります。
HPE SIM 7.2 以降で SNMP v3 を使用するには、SNMP トラップポートの値を 50005 に変更します。
SNMP オプションが無効になっている場合、この値を更新することはできません。
仮想メディア
iLO 仮想メディア機能を有効または無効にすることができます。
このオプションを無効にすると、ローカルおよび URL ベースの仮想メディア機能が無効になります。
ポートスキャナーを使用してセキュリティ脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、構成されている仮
想メディアポートが検出されません。
仮想メディアポート
iLO が着信ローカル仮想メディア接続をリスンするために使用するポート。デフォルト値は 17988 です。
仮想シリアルポートログ
仮想シリアルポートの記録を有効または無効にします。
この設定が有効になっている場合、仮想シリアルポートの動作が iLO メモリ内の 150 ページの循環バッ
ファーに記録されます。CLI コマンド vsp log を使用して、記録された情報を表示できます。仮想シリ
アルポートのバッファーサイズは 128 KB です。
この設定が無効（デフォルト）になっている場合、仮想シリアルポートの動作は記録されません。
Web サーバー
iLO Web サーバー経由のアクセスを有効または無効にすることができます。
注意: この値を無効に設定した場合、iLO は、Web サーバー非 SSL ポートまたは Web サーバー SSL
ポートでの通信をリスンしません。Web サーバーが無効になっている場合、次の機能は正常に動作
しません。RIBCL、iLO RESTful API、リモートコンソール、iLO 連携、および iLO Web インター
フェイス。
このオプションを無効にすると、ポートスキャナーを使用してセキュリティ脆弱性をスキャンするセキュ
リティ監査で、構成されている Web サーバー非 SSL ポート（HTTP）および Web サーバー SSL ポート
（HTTPS）が検出されません。
Web サーバー非 SSL ポート（HTTP）
HTTP ポートを設定します。デフォルト値は 80 です。
Web サーバー SSL ポート（HTTPS）
HTTPS ポートを設定します。デフォルト値は 443 です。
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SSH クライアントによる iLO ログイン
SSH クライアントで iLO にログインすると、表示されるログインプロンプトの回数は、認証失敗ログオプショ
ンの値（無効の場合は 3）に一致します。SSH クライアントはログインが失敗すると実装も遅延するため、
SSH クライアント設定は、プロンプトの回数に影響を与える場合があります。
たとえば、デフォルト値（有効-3 回目の失敗時）で SSH 認証失敗ログを生成するには、SSH クライアント
が、3 回に設定されたパスワードプロンプトで構成されている場合、連続した 3 回のログイン失敗が次のよう
に発生します。
1. SSH クライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。
パスワードプロンプトが 3 回表示されます。正しくないパスワードを 3 回入力すると、接続が終了し、最
初のログイン失敗が記録されます。SSH ログイン失敗カウンターが 1 に設定されます。
2. SSH クライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。
パスワードプロンプトが 3 回表示されます。正しくないパスワードを 3 回入力すると、接続が終了し、2
番目のログイン失敗が記録されます。SSH ログイン失敗カウンターが 2 に設定されます。
3. SSH クライアントを起動し、正しくないログイン名とパスワードでログインします。
パスワードプロンプトが 3 回表示されます。正しくないパスワードを 3 回入力すると、接続が終了し、3
番目のログイン失敗が記録されます。SSH ログイン失敗カウンターが 3 に設定されます。
iLO ファームウェアは、失敗した SSH ログインログエントリーを記録し、SSH ログイン失敗カウンターを 0
に設定します。

iLO アクセス設定オプション
アクセス設定ページの iLO セクションでは、以下の設定を構成できます。
アイドル接続タイムアウト（分）
iLO セッションで、ユーザーの操作がないまま経過し、自動的に終了するまでの時間を指定します。
各接続は別個のセッションであるため、iLO Web インターフェイスおよび.NET IRC および Java IRC は、
アイドル時間を別々に追跡します。アイドル接続タイムアウトに達すると、アイドル状態のセッションの
みが終了します。
iLO Web インターフェイスと HTML5 コンソールは、同じ iLO セッションを共有します。アイドル接続タ
イムアウトに達すると、共有セッションは終了します。
有効な値は次のとおりです。
• 15、30、60、120 分間 — デフォルト値は 30 分です。
• 無限 - 非アクティブなユーザーはログアウトされません。
異なるサイトにアクセスしたりブラウザーウィンドウを閉じたりすることによって iLO からログアウト
しなかった場合も、アイドル接続になります。iLO ファームウェアがサポートする接続数には制限があり
ます。無限タイムアウトオプションを乱用すると、他のユーザーが iLO にアクセスできなくなる場合があ
ります。アイドル接続は、期限が切れると再利用されます。
この設定は、ローカル/ディレクトリのユーザーに適用されます。ディレクトリサーバータイムアウト設定
は、iLO 設定を優先的に使用する場合があります。
設定を変更しても、現在のユーザーセッションでただちに有効にならない場合がありますが、すべての新
しいセッションでただちに強制設定されます。
iLO 機能
この設定については、iLO 機能の無効化(34 ページ)を参照してください。
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iLO RIBCL インターフェイス
iLO と通信するために RIBCL インターフェイスを使用できるかどうかを指定します。この設定はデフォ
ルトで有効になっています。
この機能を無効にすると、HTTP/HTTPS を介した RIBCL、インバンド通信経由の RIBCL、および OA ポー
ト経由の RIBCL は機能しません。
HPE OneView から Insight Remote Support Central Connect またはリモートサポートにサーバーを登録
する場合、このオプションを有効にする必要があります。
無効の場合、RIBCL を使用しようとすると次のメッセージが表示されます。
<?xml version="1.0"?>
<RIBCL VERSION="2.23">
<RESPONSE
STATUS="0x00FC"
MESSAGE='RIBCL is disabled.'
/>
</RIBCL>
この値を変更すると、iLO リセットが必要です。
iLO ROM ベースセットアップユーティリティ
UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションを有効または無効にします。
• この設定が有効（デフォルト）になっている場合、UEFI システムユーティリティへのアクセス時に iLO
構成オプションを使用できます。
• この設定が無効になっている場合、UEFI システムユーティリティへのアクセス時に iLO 構成オプショ
ンを使用できません。
システム BIOS でオプション ROM のプロンプトが無効になっている場合、この設定を有効にできません。
このオプションは、UEFI システムユーティリティでは iLO 5 構成ユーティリティと呼ばれています。
この値を変更すると、iLO リセットが必要です。
iLO Web インターフェイス
iLO と通信するために iLO Web インターフェイスを使用できるかどうかを指定します。この設定はデ
フォルトで有効になっています。
この値を変更すると、iLO リセットが必要です。リセットの完了後は、UEFI システムユーティリティまた
は iLO RESTful API を使用してこの設定を再度有効にするまで、Web ブラウザー経由で iLO インターフェ
イスにアクセスすることはできません。
リモートコンソールサムネイル
iLO でリモートコンソールのサムネイルイメージのアクセシビリティを有効または無効にします。
サムネイルを無効にしても、リモートコンソール機能は無効になりません。
この設定を無効にすると、Web インターフェイスがサムネイルの表示を中止するのに約 30 秒かかりま
す。
この設定を有効にする場合は、ブラウザーウィンドウを更新してサムネイルを表示します。iLO からログ
アウトしてからログインし直して、サムネイルを表示することもできます。
ホスト認証が必要
HPONCFG や iLOREST などのホストベースのユーティリティで iLO ユーザー認証情報が必要かどうか
を決定します。これらのユーティリティは、オペレーティングシステムのコマンドラインから実行され、
管理者アクセスまたはルートアクセスが可能なシステムアカウントが必要です。
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• この設定が有効になっている場合は iLO ユーザー認証情報が必要で、すべてのコマンドに権限チェッ
クが適用されます。
• この設定が無効になっている場合、iLO 認証情報は必要ありません。この構成では、HPONCFG およ
び iLOREST は iLO 管理者権限で動作します。
iLO が FIPS または CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、この設定は無効に
できません。
iLO RBSU へのログイン要求
UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションにユーザーがアクセスしたときに、ユーザー認証情
報プロンプトを表示するかどうかを決定します。
• この設定が無効（デフォルト）になっている場合、UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプショ
ンにユーザーがアクセスするときに、ログインは不要です。
• この設定が有効になっている場合、UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションにユーザーが
アクセスするときに、ログインダイアログボックスが開きます。
FIPS および CNSA のセキュリティ状態が有効になっている場合、iLO は、このオプションが無効な場合
でもユーザー認証情報プロンプトを表示します。
このオプションは、UEFI システムユーティリティでは iLO 5 設定のためのログインが必要と呼ばれます。
シリアルコマンドラインインターフェイス速度
CLI 機能のシリアルポートの速度を変更できます。
以下の速度（ビット/秒）が有効です。
• 9600（デフォルト）
Synergy コンピュートモジュールの場合のみ：この値を必ず 9600 に設定してください。別の値を使用
した場合、Synergy コンソールおよびコンポーザーの CLI からシリアルコマンドラインインターフェ
イスにアクセスできません。
• 19200
• 38400 - UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションではこの値はサポートされていません。
• 57600
• 115200
正常に動作させるには、シリアルポート構成をパリティなし、データビット 8、ストップビット 1（N/
8/1）に設定する必要があります。
この値は、UEFI システムユーティリティで構成されたシリアルポート速度と一致するように設定します。
シリアルコマンドラインインターフェイスステータス
シリアルポート経由での CLI 機能のログインモデルを変更できます。以下の設定が有効です。
• 有効-認証が必要（デフォルト） - ホストシリアルポートに接続された端末から SMASH CLP コマンド
ラインにアクセスできます。有効な iLO ユーザー証明書が必要です。
• 有効-認証は不要 - ホストシリアルポートに接続された端末から SMASH CLP にアクセスできます。
iLO ユーザー証明書は不要です。
• 無効 - ホストシリアルポートから SMASH CLP へのアクセスを無効にします。物理シリアルデバイス
を使用する予定の場合は、このオプションを使用してください。
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POST 中に iLO IP を表示
ホストサーバーの POST 中に iLO のネットワーク IP アドレスを表示できます。
• この設定が有効（デフォルト）になっている場合、POST 実行中に iLO の IP アドレスが表示されま
す。
• この設定が無効になっている場合、POST 実行中に iLO の IP アドレスが表示されません。
外部モニターにサーバーヘルスを表示
外部モニターでサーバーヘルスサマリー画面の表示を有効にします。
• この設定が有効になっている場合は、サーバーの UID ボタンを押して放して、外部モニターにサーバー
ヘルスサマリー画面を表示できます。
• この設定が無効になっている場合は、サーバーの UID ボタンを押して放しても、サーバーヘルスサマ
リー画面は開きません。
注意: この機能を使用するには、UID ボタンを押して放します。5 秒以上押しつづけると、適切な
iLO の再起動またはハードウェア iLO の再起動を開始します。ハードウェア iLO の再起動中にデー
タの損失や NVRAM の破損が発生する可能性があります。
この機能は、Synergy Compute Module ではサポートされません。
サーバーヘルスサマリー画面について詳しくは、HPE iLO 5 トラブルシューティングガイドを参照してく
ださい。
VGA ポート検出オーバーライド
システムのビデオポートに接続されているデバイスの検出方法を制御します。動的検出によってシステ
ムが異常なポート電圧から保護されます。
• この設定が有効になっている場合（デフォルト）、iLO ファームウェアは、ビデオ出力の使用を開始す
る前に、接続されているデバイスを検出します。
• この設定が無効になっている場合、iLO ハードウェアは、ビデオ出力の使用を開始する前に、接続され
ているデバイスを検出します。
この設定は、ディスプレイ、KVM コンセントレーター、またはアクティブなドングルへのビデオ出力が
ない場合のトラブルシューティングで使用できます。
この設定は、Synergy Compute Module ではサポートされません。
仮想 NIC
USB サブシステム経由で仮想 NIC を使用して、ホストオペレーティングシステムから iLO にアクセスで
きるかどうかを決定します。
• この設定が有効になっている場合は、以下のことができます。
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◦ ホスト OS で動作している RESTful インターフェイスツールまたは別のクライアントから iLO
RESTful API コマンドを開始する。
◦ ホスト OS で動作している SSH クライアントで iLO に接続する。
◦ ホスト OS で動作しているサポート対象のブラウザーを使用して iLO Web インターフェイスにア
クセスする。
• この設定が無効になっている場合（デフォルト）、仮想 NIC を使用して iLO にアクセスすることはでき
ません。

サービスアクセス設定の更新
ダウングレードポリシー
iLO から更新できるファームウェアタイプをダウングレードする要求を iLO がどのようにして処理するか
を指定します。
この機能にはライセンスが必要です。この機能をサポートするライセンスがインストールされていない
場合、このオプションは表示されません。使用可能なライセンスタイプ、およびサポートされている機能
については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス文書を参照してくださ
い。
以下の値から選択します。
• ダウングレードの許可（デフォルト）-iLO 設定の構成権限を持つすべてのユーザーがファームウェア
をダウングレードできます。
• ダウングレードにはリカバリセットの権限が必要です-iLO 設定の構成権限とリカバリセット権限を持
つユーザーのみがファームウェアをダウングレードできます。
• ダウングレードを永遠に不許可-ユーザーはファームウェアをダウングレードできません。
注意: この設定を構成すると iLO に対して永続的な変更が行われます。永遠にダウングレード
を禁止するよう iLO を構成した後は、iLO のどのインターフェイスやユーティリティからもこの
設定の構成を変更することができなくなります。iLO を出荷時のデフォルト設定に設定しても、
この値はリセットされません。

HPE ProLiant Gen10 のシステムメンテナンススイッチ
HPE ProLiant Gen10 サーバーには、次のようなサーバーセキュリティのさまざまな側面を制御する、ハード
ウェアのシステムメンテナンススイッチが搭載されています。
• iLO のセキュリティ（位置 1） — このスイッチは、iLO にアクセスするためにパスワードが必要かどうか
を制御します。
注記: このスイッチは、iLO が高度なセキュリティモード（製品モード以外）に設定されているときに iLO
にログインするためのパスワード要件を、無効にしません。
• システム構成ロック（位置 2） — オフの場合、このスイッチはシステム構成への変更を許可します。オン
の場合、システム構成はロックされています。
• 電源投入時パスワードの制御（位置 5） — このスイッチは、コールドブートを実行するたびにサーバーが
パスワードを要求するかどうかを制御します。オフ（デフォルト）の場合、システムの電源が切断されて
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いてコールドブートを実行するたびに、電源投入時パスワードが必要です。オンの場合、電源投入時パス
ワードは無効です。UEFI システムユーティリティでパスワードを設定します。
• デフォルトに戻す（位置 6） — スイッチがオンの位置にある場合（デフォルトはオフ）、すべての製造時
デフォルト設定が復元されます。ただし、UEFI でセキュアブートを有効にした場合、以下の項目は工場出
荷時のデフォルト設定にリセットされません。
◦ セキュアブートは無効にならず、有効のままとなります。
◦ ブートモードがレガシーに設定されている場合でも、ブートモードは UEFI ブートモードのままとなり
ます。
◦ セキュアブートデータベースはそのデフォルトの状態に復元されません。
◦ iSCSI Software Initiator の構成設定はデフォルト設定に復元されません。
システムメンテナンススイッチの仕様について詳しくは、ご使用のサーバーのハードウェアガイドを参照して
ください。

システムメンテナンススイッチを使用した iLO セキュリティ
システムメンテナンススイッチの iLO セキュリティ設定により、管理者は、サーバーのシステムボードを物理
的に制御して、緊急時にアクセスすることができます。セキュリティを無効にすると、iLO が製品セキュリ
ティ状態を使用するように構成されている場合に、すべての権限によるユーザー ID とパスワードを使用しな
いログインアクセスを許可します。
システムメンテナンススイッチは、サーバー内部にあるため、サーバーエンクロージャーを開かないとアクセ
スできません。システムメンテナンススイッチを操作するときは、サーバーの電源がオフであり、電源から切
り離されていることを確認します。iLO セキュリティを有効または無効に設定し、サーバーの電源を投入しま
す。システムメンテナンススイッチを使用して iLO セキュリティを有効および無効にする方法については、
サーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
iLO セキュリティを制御するシステムメンテナンススイッチ位置は、iLO セキュリティオーバーライドスイッ
チと呼ばれることがあります。
iLO セキュリティを無効にする理由
• ユーザーアカウント管理権限を持つすべてのユーザーアカウントがロックアウトされた。
• 不適切な設定により、ネットワーク上に iLO が表示されず、ROM ベースの構成ユーティリティが無効に
なっている。
• iLO NIC がオフになっていて、ROM ベースの構成ユーティリティを実行してオンにし直すことが不可能か
または不便である。
• ユーザー名が 1 つだけ設定され、パスワードを忘れた。
iLO セキュリティの無効化の影響
iLO が本番環境セキュリティ状態を使用するように設定されており、iLO セキュリティを無効にしている場
合、次のようになります。
• すべてのセキュリティ認証確認が無効になる。
• ホストサーバーがリセットされると、ROM ベースの構成ユーティリティが実行される。
• iLO が無効化されず、設定に従って、ネットワーク上で表示できる。
• iLO 機能が無効にされても、サーバーの電源を切って再度投入するまで、iLO は、ユーザーをログアウトし
たり無効化プロセスを実行したりしない。
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• iLO Web インターフェイスページに、iLO セキュリティが無効であることを示す警告メッセージが表示さ
れる。

• iLO のログに、iLO セキュリティの変更を記録するエントリーが追加される。
• SNMP アラート送信先が設定されている場合、システムメンテナンススイッチを使用して iLO セキュリ
ティを有効または無効にしてから iLO を開始すると、SNMP アラートが送信される。
• この権限を持つ既存のアカウントのユーザー認証情報を入力した場合でも、システムリカバリ権限が必要
なアクションはどれも実行できない。
セキュリティが無効なときに iLO にログインすると、既存のアカウントと一致するユーザー名とパスワー
ドを入力した場合でも、匿名アカウントが使用される。

iLO ユーザーアカウント
iLO では、セキュアメモリにローカルで保存されているユーザーアカウントを管理できます。
ユーザー指定のログイン名と高度なパスワード暗号化を使用してローカル ユーザー アカウントを最大 12 個
作成することができます。権限は各ユーザーの設定を制御し、ユーザーのアクセス要件に合わせてカスタマイ
ズできます。
iLO と連携し、サポートされるアプリケーションにサービスアカウントが必要な場合は、ユーザーアカウント
を追加して、このアカウントをサービスアカウントとして指定できます。また、サポートされるアプリケー
ションまたは iLO RESTful API を使用して、サービスアカウントを追加することもできます。
13 ユーザー以上をサポートするには、ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行うよ
う iLO を構成します。

ローカルユーザーアカウントの追加
前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. 新規をクリックします。
3. 次の詳細を入力します。
• ログイン名
• ユーザー名
• パスワードとパスワードの確認
4. 次の権限のいずれかを選択します。
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• ログイン
• リモートコンソール
• 仮想電源およびリセット
• 仮想メディア
• ホスト BIOS 構成
• iLO 設定の構成
• 管理者ユーザーアカウント
• ホスト NIC
• ホストストレージ
• リカバリセット
使用できるすべてのユーザーの権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。
5. オプション：アカウントをサポートされているアプリケーションのサービスアカウントとして使用する場
合は、サービスアカウントチェックボックスを選択します。
サポートされているアプリケーションには、iLO Amplifier Pack や Onboard Administrator があります。
サービスアカウントのプロパティは、最初のユーザーアカウントの作成時にのみ構成できます。既存の
ユーザーアカウントでこの設定を編集することはできません。
6. 新しいユーザーを保存するには、ユーザーの追加をクリックします。
iLO はアカウントが追加されたことを通知します。

ローカルユーザーアカウントの編集
前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. ユーザーを選択し、編集をクリックします。
3. 必要に応じて、以下の値をローカルユーザーの追加/編集ページに入力します。
• ログイン名
• ユーザー名
4. パスワードを変更するには、パスワードを変更チェックボックスをクリックし、パスワードとパスワード
の確認の値を更新します。
5. 次の権限のいずれかを選択します。
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• ログイン
• リモートコンソール
• 仮想電源およびリセット
• 仮想メディア
• ホスト BIOS 構成
• iLO の構成
• 管理者ユーザーアカウント
• ホスト NIC
• ホストストレージ
• リカバリセット
6. 使用できるすべてのユーザーの権限を選択するには、すべてを選択チェックボックスをクリックします。
7. ユーザーアカウントの変更を保存するには、ユーザーの更新をクリックします。
iLO は、選択したアカウントが更新されたことを通知します。

ユーザーアカウントの削除
前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理タブが表示されます。
2. 1 つまたは複数の削除するユーザーアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 削除をクリックします。
4. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、削除しますをクリックします。
iLO は、選択されたアカウントが削除されたことを通知します。

iLO ユーザーアカウントオプション
• ユーザー名は、ユーザー管理ページのユーザーリストに表示されます。ログイン名と同じである必要はあ
りません。ユーザー名の最大長は 39 文字です。ユーザー名には、印字可能な文字を使用する必要がありま
す。わかりやすいユーザー名を割り当てると、各ログイン名の所有者を識別でき便利です。
• ログイン名は、iLO にログインするときに使用する名前です。この名前は、ユーザー管理ページのユーザー
リスト、セッションリストページ、ユーザーアイコンをクリックしたときに表示されるメニュー、および
ログに表示されます。ログイン名は、ユーザー名と同じである必要はありません。ログイン名の最大長は
39 文字です。ログイン名には、印字可能な文字を使用する必要があります。
• パスワードおよびパスワードの確認では、iLO にログインするために使用するパスワードを設定および確
認します。
• サービスアカウント - サービスアカウントとして、アカウントを指定します。サービスアカウントは、iLO
で動作するサポート製品で使用されます。
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サポートされているアプリケーションには、iLO Amplifier Pack や Onboard Administrator があります。
サービスアカウントのプロパティは、最初のユーザーアカウントの作成時にのみ構成できます。既存の
ユーザーアカウントでこの設定を編集することはできません。

iLO ユーザーの権限
次の権限は、ユーザーアカウントに適用されます。
•
•

ログイン - iLO にログインできます。
リモートコンソール - ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めホストシステムのリモートコンソール
にアクセスできます。
この権限を持つユーザーは BIOS にアクセスできるため、ホストベースの BIOS、iLO、ストレージ、およ
びネットワーク構成タスクを実行できる場合があります。

•

•

仮想電源およびリセット - ホストシステムの電源再投入やリセットを実行できます。これらの操作は
システムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システムに NMI を生成ボタンを使用してシ
ステムを診断できます。
仮想メディア - ホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。

•

ホスト BIOS 構成 - アクティブなシステム ROM を冗長化システム ROM に置き換えることができま
す。UEFI システムユーティリティを使用してホスト BIOS 設定を構成できます。

•

iLO 設定の構成 - セキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、iLO ファームウェアを更新す
ることができます。この権限では、ローカルユーザーアカウントは管理できません。
iLO を構成したら、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、Web インターフェイス、iLO RESTful
API、HPQLOCFG、または CLI による再構成を防止します。UEFI システムユーティリティまたは
HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続き iLO を再構成することができます。ユーザーアカウン
ト管理権限を持つユーザーのみがこの権限を有効または無効にできます。

•

管理者ユーザーアカウント - ユーザーは、ローカル iLO ユーザーアカウントを追加、編集、および削除
できます。この権限を持つユーザーは、すべてのユーザーの権限を変更できます。この権限が割り当てら
れていないと、本人の設定の表示と本人のパスワードの変更しか実行できません。

•

ホスト NIC 構成 - ホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - ホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - ユーザーがシステムリカバリセットを管理できるようにします。
デフォルトでは、この権限はデフォルトの管理者アカウントに割り当てられます。この権限を別のアカウ
ントに割り当てるには、すでにこの権限を持つアカウントでログインします。
セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無効にするように設定
されている場合、この権限を使用できません。

次の権限は、CLI または RIBCL スクリプトから使用できません。ホスト NIC、ホストストレージ、リカバリ
セット、ホスト BIOS 構成、およびログイン。
次の権限は、UEFI システムユーティリティの iLO 5 構成ユーティリティを介して使用できません。ログイン、
およびリカバリセット。
ホスト BIOS 構成、ホスト NIC、およびホストストレージの各権限は、ホストベースのユーティリティを使用
した構成に影響しません。
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パスワードに関するガイドライン
Hewlett Packard Enterprise では、ユーザーアカウントを作成および更新する場合に、以下のパスワードに関
するガイドラインに従うことをおすすめします。
• パスワードを使用する場合：
◦ パスワードをメモまたは記録しないでください。
◦ パスワードの共有は避けてください。
◦ 辞書に載っている言葉を組み合わせたパスワードを使用しないでください。
◦ 会社名、製品名、ユーザー名、ログイン名のような推測しやすい単語が含まれるパスワードを使用しな
いでください。
◦ パスワードを定期的に変更します。
◦ iLO デフォルト認証情報を安全な場所に保管します。
• 強化パスワードには、少なくとも以下の 3 つの特性が必要です。
◦ 少なくとも 1 つの大文字 ASCII 文字
◦ 少なくとも 1 つの小文字 ASCII 文字
◦ 少なくとも 1 つの ASCII 数字
◦ 少なくとも 1 つの他の文字タイプ（記号、特殊文字、句読点など）。
アクセス設定ページのパスワードの複雑さ設定を有効にした場合、ユーザーアカウントを作成または編集
するときに iLO によってこれらのパスワード特性が強制されます。
• ユーザーアカウントのパスワードの最低文字数は、アクセス設定ページで設定します。構成された最小パ
スワード長値によって、パスワードの長さは最小 0 文字（パスワードなし）から最大 39 文字まで可能で
す。デフォルトの最小パスワード長は、8 文字です。
重要: Hewlett Packard Enterprise では、保護されたデータセンターの外側に拡大されることのない物
理的に安全な管理ネットワークがない場合、最小パスワード長を 8 文字未満に設定することはおすす
めできません。

IPMI/DCMI ユーザー
iLO ファームウェアは、IPMI 2.0 仕様に準拠しています。IPMI/DCMI ユーザーを追加する場合、ログイン名は
最長 16 文字、パスワードは最長 20 文字です。
iLO ユーザー権限を選択すると、同等の IPMI/DCMI ユーザー権限が上記の設定に基づく IPMI/DCMI 権限ボッ
クスに表示されます。
• ユーザー - ユーザーは読み取り専用アクセス権を持っています。ユーザーは、iLO の設定または書き込み
やシステムの操作は実行できません。
IPMI ユーザー権限については、すべての権限を無効にします。オペレーターレベルを満たさない権限の任
意の組み合わせは、IPMI ユーザーです。
• オペレーター - オペレーターは、システムの操作を実行できますが、iLO を設定したり、ユーザーアカウ
ントを管理したりすることはできません。

iLO セキュリティ設定の構成
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IPMI オペレーター権限については、リモートコンソールアクセス、仮想電源およびリセット、および仮想
メディアを有効にします。管理者レベルを満たさないオペレーター以上の権限の任意の組み合わせは、
IPMI ユーザーです。
• 管理者 - 管理者は、すべての機能に対する読み取り/書き込みアクセス権を持っています。
IPMI 管理者権限については、すべての権限を有効にします。

ユーザーアカウントの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックします。
ユーザー管理ページが表示されます。
ローカルユーザーテーブルには、各ローカルユーザーのログイン名、ユーザー名、および割り当てられて
いる権限が表示されます。
割り当てられた権限がチェックマークのアイコンで表示され、割り当てられていない権限が X アイコンで
表示されます。
サービスアカウントが構成されている場合、サービステーブルには、各サービスアカウントのログイン名、
ユーザー名、および割り当てられている権限が表示されます。サービスアカウントが存在しない場合、こ
のテーブルは表示されません。
2. オプション：権限の名前を表示するには、カーソルを権限アイコン上に移動します。

iLO ディレクトリグループ
13 ユーザー以上をサポートするには、無制限のディレクトリベースのユーザーアカウントを統合できるライ
センスキーをインストールする必要があります。
MMC または ConsoleOne を使用してディレクトリベースのユーザーアカウントを管理し、iLO を使用して
ディレクトリグループを管理します。iLO は最大 6 つのディレクトリグループをサポートします。

ディレクトリグループの追加
前提条件
• iLO 設定の構成権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. 新規をクリックします。
3. グループ情報セクションで、以下の詳細を提供します。
• グループ DN
• グループ SID（Kerberos 認証および Active Directory 統合のみ）
4. 次の権限のいずれかを選択します。
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• ログイン
• リモートコンソール
• 仮想電源およびリセット
• 仮想メディア
• ホスト BIOS 構成
• iLO 設定の構成
• 管理者ユーザーアカウント
• ホスト NIC
• ホストストレージ
• リカバリセット
5. 新しいディレクトリグループを保存するには、グループの追加をクリックします。

ディレクトリグループの編集
前提条件
• iLO 設定の構成権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. ディレクトリグループセクションでグループを選択し、編集をクリックします。
3. グループ情報セクションで、以下の詳細を提供します。
• グループ DN
• グループ SID（Kerberos 認証および Active Directory 統合のみ）
4. 次の権限のいずれかを選択します。
• ログイン
• リモートコンソール
• 仮想電源およびリセット
• 仮想メディア
• ホスト BIOS 構成
• iLO 設定の構成
• 管理者ユーザーアカウント

iLO セキュリティ設定の構成
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• ホスト NIC
• ホストストレージ
• リカバリセット
5. ディレクトリグループの変更を保存するには、グループの更新をクリックします。

ディレクトリグループの削除
前提条件
• iLO 設定の構成権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
2. 削除するディレクトリグループの横にあるチェックボックスを選択します。
3. 削除をクリックします。
4. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、削除しますをクリックします。
グループが削除されたことが iLO によって通知されます。

ディレクトリグループのオプション
各ディレクトリグループには、DN、SID、およびアカウントの権限が含まれます。Kerberos ログインの場合、
グループの SID は、iLO に設定されているディレクトリグループの SID と比較されます。ユーザーが複数の
グループのメンバーである場合、そのユーザーアカウントにはすべてのグループの権限が付与されます。
グローバルグループおよびユニバーサルグループを使用して権限を設定できます。ドメインローカルグルー
プは、サポートされていません。
ディレクトリグループを iLO に追加するときは、以下の値を設定します。
• グループ DN（セキュリティグループ DN） - このグループのメンバーには、グループに設定された権限が
付与されます。ここで指定するグループは、ディレクトリに存在しなければならず、iLO にアクセスする
必要があるユーザーは、このグループのメンバーでなければなりません。ディレクトリに存在する DN を
入力します（たとえば、CN=Group1, OU=Managed Groups, DC=domain, DC=extension）。
短縮された DN もサポートされます（たとえば、Group1）。短縮された DN は、一意に一致するものでは
ありません。Hewlett Packard Enterprise では、完全修飾の DN を使用することをおすすめします。
• グループ SID（セキュリティ ID） - Microsoft セキュリティ ID（SID）は、Kerberos およびディレクトリ
グループの権限付与に使用されます。この値は、Kerberos 認証に必要です。必要な形式は、S-1-5-2039349
です。

ディレクトリグループ権限
次の権限は、ディレクトリグループに適用されます。

52

iLO セキュリティ設定の構成

ログイン - ディレクトリユーザーが iLO にログインできます。

•
•

リモートコンソール - ディレクトリユーザーが、ビデオ、キーボード、マウスの制御を含めて、ホスト
システムのリモートコンソールにアクセスできます。
この権限を持つユーザーは BIOS にアクセスできるため、ホストベースの BIOS、iLO、ストレージ、およ
びネットワーク構成タスクを実行できる場合があります。

•

仮想電源およびリセット - ディレクトリユーザーがホストシステムの電源再投入やリセットを実行で
きます。これらの操作はシステムの可用性を中断します。この権限を持つユーザーは、システムに NMI を
生成ボタンを使用してシステムを診断できます。

•

仮想メディア - ディレクトリユーザーがホストシステム上の仮想メディア機能を使用できます。

•

ホスト BIOS 構成 - ディレクトリユーザーが UEFI システムユーティリティを使用することでホスト
BIOS 設定を構成できます。

•

iLO 設定の構成 - ディレクトリユーザーはセキュリティ設定を含むほとんどの iLO 設定を構成し、iLO
ファームウェアを更新することができます。この権限は、ローカルユーザーアカウント管理を有効にしま
せん。
iLO を構成したら、すべてのユーザーからこの権限を取り消して、iLO Web インターフェイス、iLO RESTful
API、HPQLOCFG、または CLI による再構成を防止します。UEFI システムユーティリティまたは
HPONCFG にアクセスできるユーザーは、引き続き iLO を再構成することができます。ユーザーアカウン
ト管理権限を持つユーザーのみがこの権限を有効または無効にできます。

•

管理者ユーザーアカウント - ディレクトリユーザーはローカルの iLO ユーザーアカウントを追加、編
集、および削除できます。

•

ホスト NIC 構成 - ディレクトリユーザーがホスト NIC 設定を構成できます。

•

ホストストレージ構成 - ディレクトリユーザーがホストストレージ設定を構成できます。

•

リカバリセット - ディレクトリユーザーがシステムリカバリセットを管理できます。
デフォルトでは、この権限はデフォルトの管理者アカウントに割り当てられます。この権限を別のアカウ
ントに割り当てるには、すでにこの権限を持つアカウントでログインします。
セッションを開始したときにシステムメンテナンススイッチが iLO セキュリティを無効にするように設定
されている場合、この権限を使用できません。

ホスト BIOS 構成、ホスト NIC、およびホストストレージの各権限は、ホストベースのユーティリティを使用
した構成に影響しません。

ディレクトリグループの表示
手順
1. ナビゲーションツリーで管理をクリックしてから、ディレクトリグループタブをクリックします。
ディレクトリグループテーブルには、構成されたグループのグループ DN、グループ SID、および割り当て
られた権限が表示されます。
割り当てられた権限がチェックマークのアイコンで表示され、割り当てられていない権限が X アイコンで
表示されます。
2. オプション：権限の名前を参照するには、カーソルを権限アイコン上に移動します。
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SSH キーの管理
セキュアシェルキー（SSH）ページには、SSH ホストキーと、各ユーザーに関連付けられた SSH パブリック
キーのハッシュが表示されます。各ユーザーに割り当てられるキーは 1 つだけです。SSH キーを表示、追加、
または削除するには、このページを使用します。

SSH キー
iLO に SSH キーを追加する場合、SSH キーファイルを iLO に貼り付けて、そのファイルにユーザーが生成し
たパブリックキーが含まれる必要があります。iLO ファームウェアは、選択したローカルユーザーアカウント
に各キーを関連付けます。ユーザーに対して SSH キーが認証された後にそのユーザーが削除されると、SSH
キーが削除されます。
サポートされている SSH キーフォーマット
• RFC 4716
• OpenSSH キー形式
• レガシー iLO 形式
SSH キーの操作
• iLO Web インターフェイスおよび CLI では、サポートされている SSH キー形式がサポートされます。
• RIBCL スクリプトでは、レガシー iLO 形式のみがサポートされています。
• 対応するプライベートキーを使用して認証される SSH 接続は、キーの所有者として認証され、同じ権限を
持ちます。
• iLO ファームウェアは、1,366 バイト以下の長さの SSH キーをインポートすることができます。キーが
1,366 バイトを超える場合、認証に失敗することがあります。認証に失敗する場合は、SSH クライアント
ソフトウェアを使用して、より短いキー生成してください。
• iLO の Web インターフェイスを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーに関連付けら
れたユーザーを選択します。
• iLO RESTful API を使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーとともにユーザー名が
POST 本文で提供されます。
• CLI を使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーが、iLO にログインするために入力した
ユーザーに結び付けられます。
• HPQLOCFG および RIBCL スクリプトを使用してパブリックキーを入力する場合は、パブリックキーデー
タに iLO ユーザー名を追加します。パブリックキーは、ユーザー名とともに格納されます。

Web インターフェイスを使用した新しい SSH キーの認証
前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ssh-keygen、puttygen.exe、または別の SSH キーユーティティを使用して、2,048 ビットの DSA キー
または RSA キーを生成します。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384 曲線を使用する
ECDSA 384 ビットキーが必要です。
2. key.pub ファイルを生成します。

54

iLO セキュリティ設定の構成

3. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキータブをクリックします。
4. SSH キーを追加するユーザーの名前の左にあるチェックボックスを選択します。
5. 新しいキーの認証をクリックします。
6. パブリックキーをコピーしてパブリックキーインポートデータボックスに貼り付けます。
キーは、2,048 ビットの DSA キーまたは RSA キーでなければなりません。
7. パブリックキーのインポートをクリックします。

CLI を使用した新しい SSH キーの認証
前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ssh-keygen、puttygen.exe、または別の SSH キーユーティリティを使用して、2,048-bit DSA または
RSA SSH キーを生成します。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、NIST P-384 曲線を使用する
ECDSA 384 ビットキーが必要です。
2. key.pub ファイルを生成します。
3. アクセス設定ページでセキュアシェル（SSH）アクセスが有効になっていることを確認します。
4. Putty.exe を使用して、ポート 22 を使用した SSH セッションを開きます。
5. ディレクトリを切り替えます（cd /Map1/Config1）。
6. 次のコマンドを入力します。
load sshkey type "oemhpe_loadSSHkey -source <protocol://username:password@hostname:port/filename>"

このコマンドを使用するときは次の点に留意してください。
• protocol の値は必須で、HTTP または HTTPS を指定します。
• hostname および filename の値は必須です。
• username:password および port の値は省略可能です。
• oemhpe_loadSSHkey は、大文字と小文字が区別されます。
CLI では、入力した値の構文は大まかにしか検証されません。よく見て、URL が正しいことを確認してく
ださい。次の例でコマンド構造を示します。
oemhpe_loadSSHkey -source http://192.168.1.1/images/path/sshkey.pub

SSH キーの削除
SSH キーを 1 つ以上のユーザーアカウントから削除するには、以下の手順を使用します。
SSH キーを iLO から削除すると、SSH クライアントは、iLO に対して、対応するプライベートキーを使用し
て認証できなくなります。
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前提条件
ユーザーアカウント管理権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、セキュアシェルキータブをクリックします。
2. 認証済み SSH キーリストで、1 つまたは複数のユーザーアカウントの左にあるチェックボックスを選択し
ます。
3. 選択したキーの削除をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
4. はい、削除しますをクリックします。
選択した SSH キーが iLO から削除されます。

HPE SIM サーバーからの SSH キーを認証するための要件
mxagentconfig ユーティリティを使用すると、HPE SIM サーバーから SSH キーを認証できます。
• キーを認証するには、mxagentconfig を使用する前に、iLO で SSH が有効になっている必要がありま
す。
• mxagentconfig に入力したユーザー名とパスワードは、iLO 設定の構成権限を持つユーザーアカウント
に対応する必要がありますこのユーザーは、ディレクトリユーザーであってもローカルユーザーであって
もかまいません。
• キーは、iLO で認証され、mxagentconfig コマンドで指定されるユーザー名に対応します。
mxagentconfig について詳しくは、iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

CAC Smartcard 認証
Common Access Card（CAC）とは、米国防総省（DoD）の多要素認証スマートカードです。Common Access
Card は、現役軍人、予備員、軍属、DoD 外政府職員、州兵、指定業者社員の標準 ID として発行されます。
ID カードとして使用されるだけでなく、共通アクセスカードは官庁施設やコンピューターネットワークへア
クセスする際に必要です。
各 CAC に埋め込まれているスマートカード証明書は、iLO Web インターフェイスでローカルユーザーアカウ
ントと関連付けられなければなりません。証明書マップページのコントロールを使用して、スマートカード証
明書をアップロードし、アカウントと関連付けます。
LDAP ディレクトリサポートを備えた CAC 認証ではディレクトリサービスに対して認証するサービスアカウ
ントを使用し、ユーザーアカウントは設定されたディレクトリサーバーと同じドメイン内に存在する必要があ
ります。さらに、ユーザーアカウントは、設定されたグループまたは拡張スキーマロールの直接メンバーでな
ければなりません。クロスドメイン認証とネスト化グループはサポートされません。
ツーファクター認証
連邦政府認証を満たすために必要な要件の一部がツーファクター認証です。ツーファクター認証は、CAC の
二重認証です。たとえば CAC では、実際にカードを所有していてそのカードに関連付けられた PIN 番号を
知っていなければならないことで、ツーファクター認証が成立します。CAC 認証に対応するためには、スマー
トカードが PIN を必要とするように構成されていなければなりません。
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CAC Smartcard 認証設定の構成
前提条件
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
• オプション：LDAP サーバー CA 証明書をディレクトリ統合のためにインストールする。
• オプション：LDAP ディレクトリ統合を、ディレクトリ統合のためのディレクトリデフォルトスキーマモー
ドで構成します。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼済み CA 証明書をインストールします。
この証明書は、iLO に提示される証明書の検証に使用します。証明書は設定されている iLO セキュリティ
状態に準拠していなければなりません。
3. 以下の認証オプションを設定します。
a. CAC Smartcard 認証を有効にします。
b. オプション：CAC 厳密モードを有効にします。
4. オプション（ディレクトリ統合のため）
：ディレクトリユーザー証明書名マッピングセクションでオプショ
ンを選択します。
この設定は、ユーザー証明書のどの部分がディレクトリユーザーアカウントの識別に使用されるかを特定
します。
5. 認証オプションおよびディレクトリユーザー証明書名マッピング設定を保存するには、適用ボタンをク
リックします。
6. オプション：証明書失効リスト（CRL）をインポートするには、失効リストの URL ボックスに URL を入
力して、適用をクリックします。
この手順により、以前に発行されて、失効した証明書を無効にできます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
7. オプション：オンライン証明書ステータスプロトコルを使用してユーザー証明書を確認するには、HTTP
または HTTPS URL を入力して、適用をクリックします。
8. スマートカード証明書をアップロードしてローカル iLO ユーザー アカウントにマップします（iLO をロー
カルユーザー認証で使用する場合のみ）。

CAC Smartcard 認証の設定
認証オプション
CAC Smartcard 認証
共通アクセススマートカードを使用した認証を有効または無効にします。
CAC 厳密モード
iLO への接続ごとにクライアント証明書を要求する CAC 厳密モードを有効または無効にします。この
モードが有効になっている場合、iLO は接続時にユーザー名やパスワードを受け付けず、キーベースの認
証方法のみが許可されます。
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注記: 信頼済みの証明書がない場合、iLO にアクセスできません。iLO Web インターフェイスにアクセス
しようとすると、エラーが生成されます。

ディレクトリユーザー証明書名マッピング
ディレクトリユーザー名の場合
ユーザー証明書の一部分を選択して、ご自分のディレクトリのユーザー名として使用できます。
• 証明書 SAN UPN を使用 - サブジェクト代替名（SAN）の、userPrincipalName（UPN）タイプの最初
のフィールドをユーザー名として使用します。これには、ユーザー名とドメイン名がメールアドレス
形式で含まれています。たとえば、upn:testuser@domain.com の場合、testuser@domain.com
となります。
• 証明書のサブジェクト CN を使用 - サブジェクトの CN または CommonName の部分だけをユーザー
名として使用します。たとえば、cn=test user, ou=users, dc=domain, dc=com という DN で
は、共通名は test user です。
• 完全な証明書のサブジェクト DN を使用 - ディレクトリサービスでユーザーを検索するとき、完全な
識別名をユーザー名として使用します。たとえば、識別名は cn=test user, ou=users,
dc=domain, dc=com と表されます。
• 証明書 SAN RFC822 名を使用 - SAN の、rfc822Name タイプの最初のフィールドをユーザー名として
使用します。これにはメールアドレスが含まれています。たとえば、
rfc822Name:testuser@domain.com の場合、ユーザー名は testuser@domain.com となります。

OCSP 設定
OCSP URL
設定されている場合、認証用に入力されたユーザー証明書は、オンライン証明書ステータスプロトコルを
使用して確認されます。
HTTP および HTTPS URL のみが受け付けられます。
応答が不明または失効状態の場合、認証は失敗します。

CAC Smartcard 認証用の信頼済み証明書の管理
信頼済み CA 証明書のインポート
前提条件
• iLO 設定の構成権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. ダイレクトインポートセクションに信頼済み CA 証明書を貼り付けます。
証明書は、PEM でエンコードされた Base64 フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
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操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセー
ジが表示されていないかどうかを確認します。

信頼済み CA 証明書の削除
前提条件
• iLO 設定の構成権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼できる CA 証明書を管理セクションまでスクロールします。
3. 削除する証明書の横にあるチェックボックスを選択します。
4. 削除をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
5. はい、削除しますをクリックします。
証明書が削除されます。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にエラーメッセージが表示されてい
ないかどうかを確認します。

証明書失効リスト（CRL）を URL からインポート
取り消された発行済み証明書を無効にするには、CRL をインポートします。
前提条件
• iLO の設定を構成する権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 失効リストのインポートセクションに URL を入力するか貼り付けます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
4. はい、インポートしますをクリックします。
CRL が証明書失効リスト（CRL）セクションに追加され、CRL の説明とシリアル番号が表示されます。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセー
ジが表示されていないかどうかを確認します。
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証明書失効リストの削除
前提条件
• iLO の設定を構成する権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 証明書失効リスト（CRL）セクションまで下にスクロールします。
3. 削除をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
4. はい、削除しますをクリックします。

証明書マッピング
証明書マップページには、システムのローカルユーザーと、それぞれに関連付けられた SHA-256 証明書指紋
が表示されます。このページのコントロールを使用して、証明書を追加または削除します。
スマートカードまたは CAC 環境（CAC/Smartcard ページで構成）でスマートカードアクセスを許可するに
は、ローカルユーザーのスマートカード証明書が保存され、そのユーザーアカウントにマップされている必要
があります。

新しいローカルユーザー証明書の承認
前提条件
• ユーザーアカウント管理権限
• 証明書が埋め込まれたスマートカードまたは他の CAC
証明書は設定されている iLO セキュリティ状態に準拠していなければならない。
• CAC Smartcard 認証が CAC/Smartcard タブで有効である。
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックしてから、証明書マッピングタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリストが表
示されます。
2. ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックして、ユーザーアカウントを選択します
3. 新しい証明書の承認をクリックします。
証明書インポートデータ貼り付けボックスが表示されます。
4. 選択したユーザーアカウントの証明書を PEM にエンコードされた Base64 形式でエクスポートします。
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5. 証明書をテキストエディターで開きます。
6. 証明書をコピーして、証明書インポートデータボックスに貼り付けます。
7. 証明書のインポートをクリックします。

ローカルユーザー証明書の削除
前提条件
• ユーザーアカウント管理権限
• 証明書が関連付けられた 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントがシステムに存在する。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックしてから、証明書マップタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリストが表
示されます。
2. 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントを、ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックし
て選択します。
3. 選択された証明書の削除をクリックします。
証明書はすぐに削除されて、証明書が削除されました。のメッセージが表示されます。

SSL 証明書の管理
SSL プロトコルは、データがネットワークを移動しているときに、他人がデータを見たり、変更したりでき
ないようにデータを暗号化するための規格です。SSL 証明書は、暗号化キー（サーバーの公開キー）とサー
バー名をデジタル的に結合した小さなコンピューターファイルです。対応するプライベートキーを所有する
サーバーのみが、ユーザーとサーバー間で認証済みの双方向通信を実現できます。
証明書は署名がないと有効になりません。認証機関（CA）によって署名され、その CA が信頼される場合、
CA によって署名されるすべての証明書も信頼されます。自己署名証明書は、証明書の所有者がそれ自身の
CA として機能する証明書です。
iLO は、SSL 接続で使用するために自己署名の電子証明書をデフォルトで作成します。この電子証明書によ
り、構成手順を追加することなく、iLO の動作を有効にすることができます。
重要: 自己署名証明書を使用するよりも、信頼済み証明書をインポートするほうが安全です。Hewlett
Packard Enterprise では、信頼済み証明書をインポートして iLO ユーザー認証情報を保護することをお
勧めします。
iLO のバックアップおよび復元機能を使用する場合、証明書が含まれます。

SSL 証明書情報の表示
手順
証明書情報を表示するには、ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリッ
クします。

SSL 証明書の詳細
• 発行先 - 証明書の発行先の名前。
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iLO 自己署名証明書を表示する際、この値は、Hewlett Packard Enterprise ヒューストンオフィスに関する
情報を表示します。
• 発行元 - 証明書を発行した CA。
iLO 自己署名証明書を表示する際、この値は、Hewlett Packard Enterprise ヒューストンオフィスに関する
情報を表示します。
• 有効開始日 - 証明書の有効期限の開始日。
• 有効期限 - 証明書の有効期限の終了日。
• シリアル番号 - 証明書に割り当てられたシリアル番号。この値は、自己署名証明書の場合は iLO によって
生成され、信頼済み証明書の場合は CA によって生成されます。

SSL 証明書の取得とインポート
iLO では、iLO にインポートする信頼済みの SSL 証明書を取得するために証明機関に送信できる証明書署名要
求を作成できます。
SSL 証明書は、対応する CSR を使用して生成されたキーがないと動作しません。iLO が工場出荷時のデフォ
ルト設定にリセットされる場合、または前の CSR に対応する証明書がインポートされる前に別の CSR が生
成される場合、証明書は動作しません。その場合には、新しい CSR を生成し、この CSR を使用して CA か
ら新しい証明書を取得する必要があります。
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. 認証機関（CA）から信頼済み証明書を取得します。
2. 信頼済み証明書を iLO にインポートします。

CA からの信頼済み証明書の取得
前提条件
iLO の設定を構成する権限
手順
1.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリックします。

2.

証明書のカスタマイズをクリックします。

3.

SSL 証明書カスタマイズページで、次のように入力します。
• 国(C)
• 州または県(ST)
• 都市または地域(L)
• 組織名(O)
• 組織ユニット(OU)
• 共通名(CN)

4.
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iLO IP アドレスを CSR に含める場合、iLO の IP アドレスを含みますチェックボックスを選択します。
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注記: 多くの CA では、この入力を受け入れられません。使用中の CA でこの入力を受け入れることがわ
かっていない場合は、このオプションを選択しないでください。
このオプションが有効な場合、iLO の IP アドレスが CSR サブジェクト代替名（SAN）の拡張子に含まれ
ます。
5.

CSR の生成をクリックします。
CSR を生成中であり、その処理に最大で 10 分かかる可能性があることを伝えるメッセージが表示されま
す。

6.

数分（最大 10 分）後に、CSR の生成を再度クリックします。
CSR が表示されます。
CSR には、クライアントブラウザーと iLO 間の通信を検証するパブリックキーとプライベートキーのペ
アが含まれています。iLO は、SHA-256 を使用して署名された 2048 ビット RSA キーまたは CNSA 準拠
キーを生成します。生成された CSR は、新しい CSR が生成されるか、iLO が工場出荷時のデフォルト
設定にリセットされるか、または証明書がインポートされるまで、メモリに保持されます。

7.

CSR テキストを選択してコピーします。

8.

ブラウザーウィンドウを開き、第三者認証機関に移動します。

9.

画面の指示に従って、CSR を CA に送信します。
CSR を CA に送信するときに、ご使用の環境でサブジェクト代替名の指定が要求される可能性がありま
す。必要に応じて、iLO DNS 名を入力します。
CA は証明書を生成します。証明書署名ハッシュは、CA によって決定されます。

10. 証明書を取得したら、以下の事項を確認してください。
• CN が iLO FQDN と一致している。この値は、概要ページに iLO ホスト名として表示されます。
• 証明書が Base64 でエンコードされた X.509 証明書である。
• 証明書に開始行と終了行が含まれている。

信頼済みの証明書のインポート
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリックします。
2. 証明書のカスタマイズをクリックします。
3. 証明書のインポートをクリックします。
4. 証明書のインポートウィンドウで、テキストボックスに証明書を貼り付けて、インポートをクリックしま
す。
iLO は、3 KB まで（プライベートキーで使用される 1,187 バイトを含む）の 2048 ビット SSL 証明書をサ
ポートします。
iLO が要求を確認して iLO をリセットするように求めます。
5. はい、適用およびリセットをクリックします。
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iLO は、証明書をインポートしてからリセットします。

CSR 入力の詳細
CSR を作成するときは、次の詳細情報を入力します。
• 国（C） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織が存在する国を識別する 2 文字の国番号。2
文字の省略表記を大文字で入力します。
• 州または県（ST） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織が存在する州または県。
• 都市または地域（L） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織が存在する市町村。
• 組織名（O） - この iLO サブシステムを所有する会社または組織の名前。
• 組織ユニット（OU） - （省略可能）この iLO サブシステムを所有する会社または組織の中の単位。
• 共通名（CN） - この iLO サブシステムの FQDN。
FQDN は、共通名（CN）ボックスに自動的に入力されます。
iLO が CSR に FQDN を入力できるように、ネットワーク共通設定ページでドメイン名を設定します。
• iLO の IP アドレスを含みます - CSR に iLO IP アドレスを含めるには、このチェックボックスを選択しま
す。
注記: 多くの CA では、この入力を受け入れられません。使用中の CA でこの入力を受け入れることがわ
かっていない場合は、このオプションを選択しないでください。

SSL 証明書の削除
この機能を使用して、SSL 証明書を削除し、iLO 自己署名証明書を再生成します。
次の理由から、証明書を削除する場合があります。
• 証明書の有効期限が切れた。
• 証明書に無効な情報が含まれている。
• 証明書に関してセキュリティ上の問題がある。
• 実績のあるサポート組織から証明書を削除するよう勧められた。
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、SSL 証明書タブをクリックします。
2. 削除をクリックします。
iLO が既存の証明書を削除し、iLO をリセットしてから、新しい自己署名証明書を生成することを確認する
ように求めます。
3. はい、削除しますをクリックします。
iLO がカスタム SSL 証明書を削除し、リセットしてから、新しい自己署名証明書を生成します。
iLO で新しい証明書を生成するには数分かかる場合があります。
4. 推奨：信頼済みの証明書を取得してインポートします。
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Hewlett Packard Enterprise では、信頼済みの証明書をインポートすることをおすすめします。

ディレクトリの認証と認可
iLO ファームウェアは、Microsoft Active Directory による Kerberos 認証をサポートします。また、Active
Directory や OpenLDAP ディレクトリサーバーとのディレクトリ統合もサポートします。
ディレクトリ統合を構成するときに、スキーマフリーオプションや HPE 拡張スキーマを使用することができ
ます。HPE 拡張スキーマは、Active Directory の場合のみサポートされます。iLO ファームウェアは、ディレ
クトリサービスに接続する場合に、SSL 接続を使用してディレクトリサーバーの LDAP ポートに接続します。
スキーマフリーおよび HPE 拡張スキーマのディレクトリサーバー証明書検証オプションは、CA 証明書をイ
ンポートすると、有効にできます。この機能により、iLO が LDAP 認証時に正しいディレクトリサーバーに接
続できます。
認証およびディレクトリサーバーの設定は、ディレクトリまたは Kerberos 認証を使用するための iLO 構成プ
ロセスの手順の 1 つです。

認証およびディレクトリサーバー設定を構成するための前提条件
手順
1. ご使用の iLO ユーザーアカウントに iLO 設定の構成権限があることを確認します。
2. この機能をサポートするライセンスをインストールします。
3. Kerberos 認証またはディレクトリ統合をサポートするように環境を構成します。
4. Kerberos キータブファイルを生成します（Kerberos 認証のみ）。

iLO で Kerberos 認証の設定を構成します
前提条件
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。
2. Kerberos 認証を有効にします。
3. Kerberos 認証と同時にローカル ユーザー アカウントを使用する場合は、ローカル ユーザー アカウントを
有効に設定します。
4. Kerberos レルムの名前を入力します。
5. Kerberos KDC サーバーアドレスを入力します。
6. Kerberos KDC サーバーポートを入力します。
7. Kerberos キータブファイルを追加する場合は、参照（Internet Explorer、Edge、または Firefox）もしくは
ファイルを選択（Chrome）をクリックしてから、画面上の指示に従ってください。
8. 設定の適用をクリックします。
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Kerberos の設定
• Kerberos 認証 - Kerberos ログインを有効または無効にします。Kerberos ログインが有効で、正しく構成
されている場合、ログインページにゼロサインインボタンが表示されます。
• Kerberos レルム ― iLO プロセッサーが動作している Kerberos レルムの名前。この値は最大 127 文字で
す。レルム名は、通常、大文字に変換された DNS 名です。レルム名は、大文字と小文字が区別されます。
• Kerberos KDC サーバーアドレス - Key Distribution Center（KDC）の IP アドレスまたは DNS 名。この値
は最大 127 文字です。各レルムには、認証サーバーおよびチケット交付サーバーを含む 1 つ以上の Key
Distribution Center（KDC）がある必要があります。これらのサーバーは、結合させることができます。
• Kerberos KDC サーバーポート - KDC がリスンしている TCP または UDP ポート番号。デフォルト値は
88 です。
• Kerberos キータブ - サービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードのペアが含まれているバイナリ
ファイル。Windows 環境下では、ktpass ユーティリティを使用してキータブファイルを生成します。

iLO におけるスキーマフリーディレクトリ設定の構成
前提条件
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
手順
1.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。

2.

LDAP ディレクトリ認証メニューでディレクトリデフォルトスキーマを使用を選択します。

3.

ディレクトリ統合と同時にローカルユーザーアカウントを使用する場合は、ローカルユーザーアカウント
を有効に設定します。

4.

OpenLDAP ユーザーのみ：汎用 LDAP を有効にします。
この設定は、ディレクトリデフォルトスキーマを使用を選択している場合のみ使用可能です。

5.

CAC/Smartcard 認証が有効な構成では、CAC LDAP サービスアカウントとパスワードを iLO オブジェク
ト識別名 CAC LDAP サービスアカウントおよび iLO オブジェクトパスワードボックスに入力します。

6.

ディレクトリサーバーアドレスボックスに、ディレクトリサーバーの FQDN または IP アドレスを入力し
ます。

7.

ディレクトリサーバー LDAP ポートボックスにディレクトリサーバーのポート番号を入力します。

8.

オプション：新しい CA 証明書をインポートします。
a. 証明書ステータスボックスでインポートをクリックします。
b. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。

9.

オプション：既存の CA 証明書を置換します。
a. 証明書ステータスボックスで一覧をクリックします。
b. 証明書詳細ウィンドウで新規をクリックします。
c. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。
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10. 1 つまたは複数のディレクトリユーザーコンテキストボックスに有効な検索コンテキストを入力します。
11. 設定の適用をクリックします。
12. ディレクトリサーバーと iLO 間の通信をテストするには、設定のテストをクリックします。
13. ディレクトリグループを構成するには、ディレクトリグループリンクをクリックします。

スキーマフリーディレクトリの設定
• ディレクトリデフォルトスキーマを使用 ― ディレクトリ内のユーザーアカウントを使用するディレクト
リ認証および権限付与を選択します。ユーザーの認証と権限付与には、ユーザーアカウントとグループメ
ンバーシップが使用されます。
この構成では、Active Directory および OpenLDAP がサポートされます。
• 汎用 LDAP - この構成では OpenLDAP でサポートされている BIND メソッドを使用することを指定しま
す。
• iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービスアカウント － CAC/Smartcard 認証が構成され、スキーマフ
リーディレクトリオプションで使用される場合の、CAC LDAP サービスアカウントを指定します。
iLO がディレクトリサーバーにアクセスするときに、ユーザー検索コンテキストは iLO オブジェクト DN
に適用されません。
• iLO オブジェクトパスワード － CAC/Smartcard 認証が構成され、スキーマフリーディレクトリオプショ
ンで使用される場合の、CAC LDAP サービスアカウントのパスワードを指定します。
• ディレクトリサーバーアドレス - ディレクトリサーバーのネットワーク DNS 名または IP アドレスを指定
します。ディレクトリサーバーアドレスは最大 127 文字です。
FQDN を入力する場合、iLO で DNS 設定が構成されていることを確認します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリサーバーを定義するときに DNS ラウンドロビンを使用する
ことをおすすめします。
• ディレクトリサーバー LDAP ポート - サーバー上の安全な LDAP サービス用のポート番号を指定します。
デフォルト値は 636 です。ディレクトリサービスが別のポートを使用するように構成されている場合は、
別の値を指定できます。セキュリティ保護された安全な LDAP ポートを入力することを確認します。iLO
セキュリティ保護されていない LDAP ポートには接続できません。
• ディレクトリユーザーコンテキスト - これらのボックスを使用して、ユーザーがログイン時に完全な DN
を入力する必要がないように、共通のディレクトリサブコンテキストを指定できます。すべてのディレク
トリユーザーコンテキストの合計で 1904 文字の制限があります。
• 証明書ステータス - ディレクトリサーバーの CA 証明書がロードされているかどうかを示します。
ステータスがロード済の場合は、一覧をクリックすると CA 証明書の詳細が表示されます。CA 証明書が
ロードされていない場合、ステータスは未ロードと表示されます。iLO は、4 KB までのサイズの SSL 証明
書をサポートしています。

iLO における HPE 拡張スキーマディレクトリ設定の構成
前提条件
ご使用の環境がこの機能を使用するための前提条件を満たしていること。
手順
1.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。

2.

LDAP ディレクトリ認証メニューで HPE 拡張スキーマを使用を選択します。
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3.

ディレクトリ統合と同時にローカル ユーザー アカウントを使用する場合は、ローカル ユーザー アカウ
ントを有効に設定します。

4.

この iLO インスタンスの位置を iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービスアカウントボックスの
ディレクトリツリー内に入力します。

5.

ディレクトリサーバーアドレスボックスに、ディレクトリサーバーの FQDN または IP アドレスを入力し
ます。

6.

ディレクトリサーバー LDAP ポートボックスにディレクトリサーバーのポート番号を入力します。

7.

オプション：新しい CA 証明書をインポートします。
a. 証明書ステータステキストボックスでインポートをクリックします。
b. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。

8.

オプション：既存の CA 証明書を置換します。
a. 証明書ステータステキストボックスで一覧をクリックします。
b. 証明書詳細ウィンドウで新規をクリックします。
c. Base64 でエンコードされた X.509 証明書データを証明書のインポートウィンドウに貼り付けてイン
ポートをクリックします。

9.

1 つまたは複数のディレクトリユーザーコンテキストボックスに有効な検索コンテキストを入力します。

10. 設定の適用をクリックします。
11. ディレクトリサーバーと iLO 間の通信をテストするには、設定のテストをクリックします。

HPE 拡張スキーマディレクトリの設定
• HPE 拡張スキーマを使用 ‐ HPE 拡張スキーマで作成されたディレクトリオブジェクトを使用するディ
レクトリ認証および権限付与を選択します。HPE 拡張スキーマを使用してディレクトリが拡張されてい
る場合は、このオプションを選択します。HPE 拡張スキーマは、Microsoft Windows のみで動作します。
この構成では、Active Directory をサポートしています。
• iLO オブジェクト識別名/CAC LDAP サービスアカウント - HPE 拡張スキーマ構成で、この設定はこの
iLO インスタンスがディレクトリツリーのどこにリストされるかを指定します。以下に例を示します。
cn=Mail Server iLO,ou=Management Devices,o=ab
iLO がディレクトリサーバーにアクセスするときに、ユーザー検索コンテキストは iLO オブジェクト DN
に適用されません。
• ディレクトリサーバーアドレス - ディレクトリサーバーのネットワーク DNS 名または IP アドレスを指定
します。ディレクトリサーバーアドレスは最大 127 文字です。
FQDN を入力する場合、iLO で DNS 設定が構成されていることを確認します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリサーバーを定義するときに DNS ラウンドロビンを使用する
ことをおすすめします。
• ディレクトリサーバー LDAP ポート - サーバー上の安全な LDAP サービス用のポート番号を指定します。
デフォルト値は 636 です。ディレクトリサービスが別のポートを使用するように構成されている場合は、
別の値を指定できます。セキュリティ保護された安全な LDAP ポートを入力することを確認します。iLO
セキュリティ保護されていない LDAP ポートには接続できません。
• 証明書ステータス - ディレクトリサーバーの CA 証明書がロードされているかどうかを示します。
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ステータスがロード済の場合は、一覧をクリックすると CA 証明書の詳細が表示されます。CA 証明書が
ロードされていない場合、ステータスは未ロードと表示されます。iLO は、4 KB までのサイズの SSL 証明
書をサポートしています。
• ディレクトリユーザーコンテキスト - これらのボックスを使用して、ユーザーがログイン時に完全な DN
を入力する必要がないように、共通のディレクトリサブコンテキストを指定できます。すべてのディレク
トリユーザーコンテキストの合計で 1904 文字の制限があります。

ディレクトリユーザーコンテキスト
固有 DN を使用すると、ディレクトリに表示されるすべてのオブジェクトを識別できます。ただし、DN が長
かったり、ユーザーが自分の DN を知らなかったり、ユーザーが異なるディレクトリコンテキストにアカウン
トを持っている場合があります。ユーザーコンテキストを使用した場合、iLO は DN でディレクトリサービス
への接続を試みたあと、ログインに成功するまで順番に検索コンテキストを適用します。
• 例 1 - 検索コンテキスト ou=engineering,o=ab を入力すると、cn=user,ou=engineering,o=ab の
代わりにユーザーとしてログインできます。
• 例 2 - IM、サービス、およびトレーニング部門がシステムを管理している場合、次の検索コンテキストを
使用することでこれらの部門のユーザーが彼らの共通名を使用してログインすることが可能となります。
◦ ディレクトリユーザーコンテキスト 1:ou=IM,o=ab
◦ ディレクトリユーザーコンテキスト 2:ou=Services,o=ab
◦ ディレクトリユーザーコンテキスト 3:ou=Training,o=ab
ユーザーが IM 部門とトレーニング部門の両方に所属する場合は、最初に cn=user,ou=IM,o=ab として
ログインが試みられます。
• 例 3（Active Directory 専用） - Microsoft Active Directory では、代替ユーザー認証情報フォーマットを使
用できます。ユーザーは、user@domain.example.com としてログインすることができます。検索コン
テキスト@domain.example.com を入力すると、ユーザーとしてログインできます。成功したログイン試
行のみが、この形式の検索コンテキストをテストできます。
• 例 4（OpenLDAP ユーザー） - ユーザーが DN UID=user, ou=people, o=ab を持っており、かつ検
索コンテキストを ou=people, o=ab を入力した場合、ユーザーは DN を入力する代わりにユーザーとし
てログインすることができます。
この形式を使用するには、セキュリティ - ディレクトリページで汎用 LDAP を有効にする必要がありま
す。

ディレクトリサーバー CA 証明書
LDAP 認証時に iLO がディレクトリサーバー証明書を、CA 証明書がすでにインポートされている場合に検証
します。証明書が正しく検証されるように、必ず正しい CA 証明書をインポートしてください。証明書の検証
が失敗すると、iLO ログインが拒否されてイベントが記録されます。CA 証明書がインポートされていない場
合、ディレクトリサーバー証明書の検証手順はスキップされます。
ディレクトリサーバーと iLO 間の SSL 通信を検証するには、設定のテストをクリックします。

Kerberos 認証およびディレクトリ統合によるローカル ユーザー アカウント
iLO がディレクトリまたは Kerberos 認証を使用するように設定した場合、ローカルユーザーアカウントをア
クティブにすることができます。この構成では、ローカルおよびディレクトリベースのユーザーアクセスを使
用できます。
以下事項に留意してください。
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• ローカルユーザーアカウントが有効になっている場合、設定されているユーザーはローカルに保存された
ユーザー認証情報を使用してログインできます。
• ローカルアカウントが無効になっている場合、ユーザーアクセスは有効なディレクトリ認証情報に制限さ
れます。
• Kerberos またはディレクトリを介して有効なアクセスを確保するまでは、ローカルユーザーアクセスを無
効にしないでください。
• Kerberos 認証またはディレクトリの統合を使用する場合、Hewlett Packard Enterprise は、ローカルユー
ザーアカウントを有効にして管理者権限を持つユーザーアカウントを構成することをおすすめします。
iLO がディレクトリサーバーと通信できない場合、このアカウントを使用できます。
• ローカルユーザーアカウントを介したアクセスは、ディレクトリサポートが無効になっている場合、また
はライセンスが取り消された場合に有効になります。

ディレクトリテストの実行
ディレクトリテストを使用すると、設定が済んだディレクトリの設定を検証できます。ディレクトリテストの
結果は、ディレクトリ設定が保存されるとき、またはディレクトリテストが開始されるときにリセットされま
す。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、ディレクトリタブをクリックします。
2. ディレクトリページの下部にある設定のテストをクリックします。
iLO により、ディレクトリ設定の有効性を確認するために設計された一連の簡単なテストの結果が表示さ
れます。ディレクトリ設定を正しく構成した後にこれらのテストを再実行する必要はありません。ディレ
クトリテストページでは、ディレクトリユーザーとしてログインする必要はありません。
3. ディレクトリテスト制御セクションで、ディレクトリ管理者識別名ボックスとディレクトリ管理者パス
ワードボックスに、ディレクトリ管理者の DN およびパスワードを入力します。
Hewlett Packard Enterprise は、ディレクトリ内に iLO オブジェクトを作成する際に使用するものと同じ識
別名とパスワードを使用することをおすすめします。これらの識別名とパスワードは、iLO によって保存
されるものではなく、iLO オブジェクトとユーザー検索コンテキストを確認するために使用されます。
4. ディレクトリテスト制御セクションで、テストユーザー名ボックスとテストユーザーパスワードボックス
に、テストユーザーの名前およびパスワードを入力します。
5. テストの開始をクリックします。
複数のテストがバックグラウンドで開始し、最初にサーバーとの SSL 接続を確立し、ユーザー権限を評価
して、ネットワーク経由でのディレクトリユーザーに対する Ping が実行されます。
テストの実行中、ページは定期的に更新されます。テストはいつでも停止でき、ページを手動で更新する
こともできます。

ディレクトリテストの入力値
ディレクトリテストを実行するときに次の値を入力します。
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• ディレクトリ管理者識別名 - iLO オブジェクト、ロール、および検索コンテキストについてディレクトリ
を検索します。このユーザーは、ディレクトリ読み取り権限を持っている必要があります。
• ディレクトリ管理者パスワード - ディレクトリ管理者を認証します。
• テストユーザー名およびテストユーザーパスワード - iLO へのログインとアクセス権をテストします。
ユーザー検索コンテキストを適用できるため、ユーザー名は完全修飾である必要はありません。このユー
ザーは、この iLO のロールに関連付けられている必要があります。
通常、このアカウントは、iLO これはディレクトリ管理者アカウントでもかまいませんが、スーパーユー
ザーアカウントではテストでユーザー認証を検証できません。iLO には、これらの認証情報が保存されま
せん。

ディレクトリテストのステータス値と制御
iLO に以下のディレクトリテストのステータス値が表示されます。
• 実行中 - ディレクトリテストが現在バックグラウンドで実行されていることを示します。
現在のテストを取り消すには、テストの中止 をクリックします。最新の結果でページの内容を更新するに
は、更新 をクリックします。テストの中止ボタンを使用しても、テストがただちに終了されない場合があ
ります。
• 未テスト - ディレクトリテストは最新であり、新しいパラメーターを指定してテストを再度実行できるこ
とを示します。
テストの開始ボタンを使用してテストを開始し、現在のテスト制御値を使用することができます。ディレ
クトリテストは、すでに実行中の場合には、開始できません。
• 停止中 - ディレクトリテストがまだ停止できる段階に達していないことを示します。ステータスが未テス
トに変わるまでは、テストを再開できません。テストが完了したかどうかを確認するには、更新ボタンを
使用してください。

ディレクトリテスト結果
ディレクトリテスト結果セクションには、ディレクトリテストのステータスが最後の更新日時とともに表示さ
れます。
• 全体のステータス - テストの結果の要約が示されます。
◦ 未実行- テストは実行されていません。
◦ 不明 - 結果は報告されませんでした。
◦ パス - エラーは報告されませんでした。
◦ 問題が見つかりました - 問題が報告されました。
◦ 失敗 - 特定のサブテストが失敗しました。問題を特定するには、画面上のログを調べます。
◦ 警告 - 1 つ以上のディレクトリテストが、警告ステータスを報告しました。
• テスト - 各テストの名前。
• 結果 - 特定のディレクトリ設定のステータス、または 1 つまたは複数のディレクトリ設定による動作のス
テータスが報告されます。これらの結果は、テストシーケンスを実行すると生成されます。テストの実行
が終了したとき、テストが失敗して先に進めないとき、またはテストを停止したとき、結果は停止します。
テスト結果を示します。
◦ パス - テストは正常に実行されました。複数のディレクトリサーバーがテストされた場合は、テストを
実行したすべてのサーバーで成功しています。
◦ 未実行 - テストは実行されませんでした。
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◦ 失敗 - 1 つまたは複数のディレクトリサーバーについてテストが成功しませんでした。それらのサー
バーでは、ディレクトリサポートを使用できない可能性があります。
◦ 警告 - テストが実行され、証明書エラーなどの警告状態を報告しました。注意列で、警告状態を解消す
るために推奨される処置を確認してください。
• 注意 - ディレクトリテストのさまざまな段階の結果を示します。データは、エラーの詳細と、すぐには入
手できない情報（ディレクトリサーバーの証明書のサブジェクトや、どのロールの評価が成功したかなど）
によって更新されます。

iLO ディレクトリテスト
ディレクトリサーバー DNS 名
ディレクトリサーバーが FQDN フォーマット（directory.company.com）で定義されている場合、iLO は、
名前を FQDN フォーマットから IP フォーマットに解決し、設定された DNS サーバーに問い合わせます。
iLO が、構成されたディレクトリサーバーの IP アドレスを取得した場合、テストは成功します。iLO が
ディレクトリサーバーの IP アドレスを取得できない場合、このテストと以後のテストすべてが失敗しま
す。
ディレクトリサーバーが IP アドレスで構成されている場合、iLO はこのテストを省略します。
ディレクトリサーバーへの Ping
iLO は、設定されたディレクトリサーバーに対する ping を開始します。
iLO が ping 応答を受信する場合、テストは成功します。ディレクトリサーバーが iLO に応答しない場合、
テストは失敗します。
テストが失敗した場合、iLO は以後のテストを続行します。
ディレクトリサーバーへの接続
iLO は、ディレクトリサーバーとの LDAP 接続交渉を試みます。
iLO が接続を開始できた場合、テストは成功します。
指定したディレクトリサーバーとの LDAP 接続を iLO が開始できなかった場合、テストは失敗します。以
後のテストは、停止します。
SSL を使用しての接続
iLO は、ポート 636 経由で SSL ハンドシェーク、交渉、およびディレクトリサーバーとの LDAP 通信を
開始します。
iLO とディレクトリサーバー間の SSL ハンドシェークと交渉が成功した場合、テストは成功します。
LDAP サーバー証明書の検証エラーはこのテストの結果に報告されます。
ディレクトリサーバーへのバインド
このテストでは、接続は、テストコントロールに指定したユーザー名とバインドされます。ユーザーを指
定しない場合、 iLO は匿名バインドを実行します。
ディレクトリサーバーがバインドを受け付けると、テストは成功します。
ディレクトリ管理者のログイン
ディレクトリ管理者識別名とディレクトリ管理者パスワードを指定した場合、iLO は、これらの値を使用
して、管理者としてディレクトリサーバーにログインします。これらの値の指定は省略できます。
ユーザー認証
iLO は、指定したユーザー名とパスワードでディレクトリサーバーに認証されます。
提供したユーザー認証情報が正しい場合、テストは成功します。
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ユーザー名および/またはパスワードが正しくない場合、テストは失敗します。
ユーザー承認
このテストは、指定したユーザー名が指定したディレクトリグループに属し、ディレクトリサービスの設
定中に指定したディレクトリ検索コンテキストに含まれることを確認します。
ディレクトリユーザーコンテキスト
ディレクトリ管理者識別名を指定した場合、iLO は、指定したコンテキストを検索しようと試みます。
iLO が管理者認証情報を使用し、ディレクトリ内のコンテナーを検索してコンテキストを見つけると、テ
ストは成功します。
@記号で始まるコンテキストをテストできる唯一の方法はユーザーログインです。
失敗は、コンテナーが見つからなかったことを示します。
LOM オブジェクトの存在
このテストは、セキュリティ - ディレクトリページで構成された iLO オブジェクト識別名を使用して、
ディレクトリサーバー内の iLO オブジェクトを検索します。
iLO がそれ自体を表現するオブジェクトを見つけると、テストは成功します。
このテストは、LDAP ディレクトリ認証が無効になっていても実行されます。

CAC Smartcard 認証
Common Access Card（CAC）とは、米国防総省（DoD）の多要素認証スマートカードです。Common Access
Card は、現役軍人、予備員、軍属、DoD 外政府職員、州兵、指定業者社員の標準 ID として発行されます。
ID カードとして使用されるだけでなく、共通アクセスカードは官庁施設やコンピューターネットワークへア
クセスする際に必要です。
各 CAC に埋め込まれているスマートカード証明書は、iLO Web インターフェイスでローカルユーザーアカウ
ントと関連付けられなければなりません。証明書マップページのコントロールを使用して、スマートカード証
明書をアップロードし、アカウントと関連付けます。
LDAP ディレクトリサポートを備えた CAC 認証ではディレクトリサービスに対して認証するサービスアカウ
ントを使用し、ユーザーアカウントは設定されたディレクトリサーバーと同じドメイン内に存在する必要があ
ります。さらに、ユーザーアカウントは、設定されたグループまたは拡張スキーマロールの直接メンバーでな
ければなりません。クロスドメイン認証とネスト化グループはサポートされません。
ツーファクター認証
連邦政府認証を満たすために必要な要件の一部がツーファクター認証です。ツーファクター認証は、CAC の
二重認証です。たとえば CAC では、実際にカードを所有していてそのカードに関連付けられた PIN 番号を
知っていなければならないことで、ツーファクター認証が成立します。CAC 認証に対応するためには、スマー
トカードが PIN を必要とするように構成されていなければなりません。

CAC Smartcard 認証設定の構成
前提条件
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
• オプション：LDAP サーバー CA 証明書をディレクトリ統合のためにインストールする。
• オプション：LDAP ディレクトリ統合を、ディレクトリ統合のためのディレクトリデフォルトスキーマモー
ドで構成します。
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手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼済み CA 証明書をインストールします。
この証明書は、iLO に提示される証明書の検証に使用します。証明書は設定されている iLO セキュリティ
状態に準拠していなければなりません。
3. 以下の認証オプションを設定します。
a. CAC Smartcard 認証を有効にします。
b. オプション：CAC 厳密モードを有効にします。
4. オプション（ディレクトリ統合のため）
：ディレクトリユーザー証明書名マッピングセクションでオプショ
ンを選択します。
この設定は、ユーザー証明書のどの部分がディレクトリユーザーアカウントの識別に使用されるかを特定
します。
5. 認証オプションおよびディレクトリユーザー証明書名マッピング設定を保存するには、適用ボタンをク
リックします。
6. オプション：証明書失効リスト（CRL）をインポートするには、失効リストの URL ボックスに URL を入
力して、適用をクリックします。
この手順により、以前に発行されて、失効した証明書を無効にできます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
7. オプション：オンライン証明書ステータスプロトコルを使用してユーザー証明書を確認するには、HTTP
または HTTPS URL を入力して、適用をクリックします。
8. スマートカード証明書をアップロードしてローカル iLO ユーザー アカウントにマップします（iLO をロー
カルユーザー認証で使用する場合のみ）。

CAC Smartcard 認証の設定
認証オプション
CAC Smartcard 認証
共通アクセススマートカードを使用した認証を有効または無効にします。
CAC 厳密モード
iLO への接続ごとにクライアント証明書を要求する CAC 厳密モードを有効または無効にします。この
モードが有効になっている場合、iLO は接続時にユーザー名やパスワードを受け付けず、キーベースの認
証方法のみが許可されます。
注記: 信頼済みの証明書がない場合、iLO にアクセスできません。iLO Web インターフェイスにアクセス
しようとすると、エラーが生成されます。
ディレクトリユーザー証明書名マッピング
ディレクトリユーザー名の場合
ユーザー証明書の一部分を選択して、ご自分のディレクトリのユーザー名として使用できます。
• 証明書 SAN UPN を使用 - サブジェクト代替名（SAN）の、userPrincipalName（UPN）タイプの最初
のフィールドをユーザー名として使用します。これには、ユーザー名とドメイン名がメールアドレス
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形式で含まれています。たとえば、upn:testuser@domain.com の場合、testuser@domain.com
となります。
• 証明書のサブジェクト CN を使用 - サブジェクトの CN または CommonName の部分だけをユーザー
名として使用します。たとえば、cn=test user, ou=users, dc=domain, dc=com という DN で
は、共通名は test user です。
• 完全な証明書のサブジェクト DN を使用 - ディレクトリサービスでユーザーを検索するとき、完全な
識別名をユーザー名として使用します。たとえば、識別名は cn=test user, ou=users,
dc=domain, dc=com と表されます。
• 証明書 SAN RFC822 名を使用 - SAN の、rfc822Name タイプの最初のフィールドをユーザー名として
使用します。これにはメールアドレスが含まれています。たとえば、
rfc822Name:testuser@domain.com の場合、ユーザー名は testuser@domain.com となります。
OCSP 設定
OCSP URL
設定されている場合、認証用に入力されたユーザー証明書は、オンライン証明書ステータスプロトコルを
使用して確認されます。
HTTP および HTTPS URL のみが受け付けられます。
応答が不明または失効状態の場合、認証は失敗します。

CAC Smartcard 認証用の信頼済み証明書の管理
信頼済み CA 証明書のインポート
前提条件
• iLO 設定の構成権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. ダイレクトインポートセクションに信頼済み CA 証明書を貼り付けます。
証明書は、PEM でエンコードされた Base64 フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセー
ジが表示されていないかどうかを確認します。

信頼済み CA 証明書の削除
前提条件
• iLO 設定の構成権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
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手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 信頼できる CA 証明書を管理セクションまでスクロールします。
3. 削除する証明書の横にあるチェックボックスを選択します。
4. 削除をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
5. はい、削除しますをクリックします。
証明書が削除されます。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にエラーメッセージが表示されてい
ないかどうかを確認します。

証明書失効リスト（CRL）を URL からインポート
取り消された発行済み証明書を無効にするには、CRL をインポートします。
前提条件
• iLO の設定を構成する権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 失効リストのインポートセクションに URL を入力するか貼り付けます。
CRL のサイズ制限は 100 KB であり、CRL は DER フォーマットでなければなりません。
3. 適用をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
4. はい、インポートしますをクリックします。
CRL が証明書失効リスト（CRL）セクションに追加され、CRL の説明とシリアル番号が表示されます。
操作が正常に実行されていないように思われる場合は、ページの上部にスクロールして、エラーメッセー
ジが表示されていないかどうかを確認します。

証明書失効リストの削除
前提条件
• iLO の設定を構成する権限
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
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手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、CAC Smartcard 認証タブをクリックします。
2. 証明書失効リスト（CRL）セクションまで下にスクロールします。
3. 削除をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
4. はい、削除しますをクリックします。

証明書マッピング
証明書マップページには、システムのローカルユーザーと、それぞれに関連付けられた SHA-256 証明書指紋
が表示されます。このページのコントロールを使用して、証明書を追加または削除します。
スマートカードまたは CAC 環境（CAC/Smartcard ページで構成）でスマートカードアクセスを許可するに
は、ローカルユーザーのスマートカード証明書が保存され、そのユーザーアカウントにマップされている必要
があります。

新しいローカルユーザー証明書の承認
前提条件
• ユーザーアカウント管理権限
• 証明書が埋め込まれたスマートカードまたは他の CAC
証明書は設定されている iLO セキュリティ状態に準拠していなければならない。
• CAC Smartcard 認証が CAC/Smartcard タブで有効である。
• この機能をサポートするライセンスがインストールされている。使用可能なライセンスタイプ、およびサ
ポートされている機能については、Web サイト（http://www.hpe.com/jp/servers/ilo）にあるライセンス
文書を参照してください。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックしてから、証明書マッピングタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリストが表
示されます。
2. ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックして、ユーザーアカウントを選択します
3. 新しい証明書の承認をクリックします。
証明書インポートデータ貼り付けボックスが表示されます。
4. 選択したユーザーアカウントの証明書を PEM にエンコードされた Base64 形式でエクスポートします。
5. 証明書をテキストエディターで開きます。
6. 証明書をコピーして、証明書インポートデータボックスに貼り付けます。
7. 証明書のインポートをクリックします。
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ローカルユーザー証明書の削除
前提条件
• ユーザーアカウント管理権限
• 証明書が関連付けられた 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントがシステムに存在する。
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックしてから、証明書マップタブをクリックします。
iLO で、ローカルユーザーアカウントとそれぞれに関連付けられている SHA 256 証明書指紋のリストが表
示されます。
2. 1 つまたは複数のローカルユーザーアカウントを、ログイン名の横にあるチェックボックスをクリックし
て選択します。
3. 選択された証明書の削除をクリックします。
証明書はすぐに削除されて、証明書が削除されました。のメッセージが表示されます。

iLO での Kerberos 認証
Kerberos のサポートにより、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力する代わりに、ログインページの
Zero サインインボタンをクリックして、iLO にログインすることができます。正常にログインするには、ク
ライアントワークステーションがドメインにログインし、ユーザーが、iLO が設定されているディレクトリグ
ループのメンバーでなければなりません。ワークステーションがドメインにログインしていない場合でも、
ユーザーは、Kerberos UPN とドメインパスワードを使用して iLO にログインできます。
システム管理者はユーザーサインオンの前に iLO とドメイン間の信頼関係を確立するため、
（Two-Factor 認証
を含む）任意の形式の認証がサポートされます。Two-Factor 認証をサポートするようにユーザーアカウント
を設定する方法については、サーバーオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

Kerberos 認証の設定
手順
1. iLO ホスト名およびドメイン名を設定します。
2. iLO ライセンスをインストールして Kerberos 認証を有効にします。
3. ドメインコントローラーで Kerberos サポートを準備します。
4. Kerberos キータブファイルを生成します。
5. ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることを確認します。
6. iLO で Kerberos サポートを設定します
7. サポートされるブラウザーでシングルサインオンを設定します

Kerberos 認証用の iLO ホスト名とドメイン名の設定
使用したいドメイン名または DNS サーバーが DHCP サーバーによって供給されない場合：
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手順
1.

ナビゲーションツリーで iLO 専用ネットワークポートをクリックします。

2.

IPv4 タブをクリックします。

3.

次のチェックボックスの選択を解除して、送信をクリックします。
• DHCPv4 のドメイン名の使用
• DHCPv4 の DNS サーバーの使用

4.

IPv6 タブをクリックします。

5.

次のチェックボックスの選択を解除して、送信をクリックします。
• DHCPv6 のドメイン名の使用
• DHCPv6 の DNS サーバーの使用

6.

全般タブをクリックします。

7.

オプション：iLO サブシステム名（ホスト名）を更新します。

8.

ドメイン名を更新します。

9.

送信をクリックします。

10. iLO を再起動するには、リセットをクリックします。

Kerberos 認証の iLO ホスト名とドメイン名の要件
• ドメイン名 - iLO ドメイン名の値は、通常大文字に変換されたドメイン名である Kerberos レルム名と一致
している必要があります。たとえば、親ドメイン名が somedomain.net である場合、Kerberos レルム名
は、SOMEDOMAIN.NET になります。
• iLO サブシステム名（ホスト名） - 設定された iLO ホスト名は、キータブファイルを生成するときに使用
する iLO ホスト名と同じでなければなりません。iLO ホスト名は大文字小文字が区別されます。

ドメインコントローラーでの Kerberos サポートの準備
Windows Server 環境で、Kerberos サポートはドメインコントローラーに含まれ、Kerberos レルム名は通常、
大文字に変換されたドメイン名になります。
手順
1. iLO システムごとにドメインディレクトリにコンピューターアカウントを作成して有効にします。
Active Directory ユーザーとコンピュータースナップインでユーザーアカウントを作成します。例：
• iLO ホスト名：myilo
• 親ドメイン名：somedomain.net
• iLO ドメイン名（完全修飾）：myilo.somedomain.net
2. iLO へのログインが許可されている各ユーザーについて、ドメインディレクトリにユーザーアカウントが
存在していることを確認します。
3. ドメインディレクトリにユニバーサルおよびグローバルユーザーグループを作成します。
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iLO で権限を設定するには、ドメインディレクトリにセキュリティグループを作成する必要があります。
iLO にログインするユーザーには、そのユーザーがメンバーとなっているすべてのグループの一切の権限
が付与されます。権限の設定には、グローバルユーザーグループおよびユニバーサルユーザーグループの
みを使用できます。ドメインローカルグループは、サポートされていません。

Windows 環境での iLO 用キータブファイルの生成
手順
1. Ktpass.exe ツールを使用して、キータブファイルを生成し、共有秘密を設定します。
2. オプション：Setspn コマンドを使用して、Kerberos SPN を iLO システムに割り当てます。
3. オプション：Setspn -L <iLO name>コマンドを使用して、iLO システム用 SPN を表示します。
HTTP/myilo.somedomain.net サービスが表示されることを確認します。

Ktpass
構文
Ktpass [options]
説明
Ktpass は、Kerberos 認証用のサービスプリンシパル名と暗号化されたパスワードのペアが含まれている
キータブファイルと呼ばれるバイナリファイルを生成します。
パラメーター
+rndPass
ランダムパスワードを指定します。
-ptype KRB5_NT_SRV_HST
プリンシパルタイプ。ホストサービスインスタンス（KRB5_NT_SRV_HST）タイプを使用します。
-princ <principal name>
大文字と小文字が区別されるプリンシパル名を指定します。たとえば、HTTP/
myilo.somedomain.net@SOMEDOMAIN.net などです。
• サービスタイプは大文字を使用する必要があります（HTTP）。
• iLO ホスト名は小文字を使用する必要があります（myilo.somedomain.net）。
• レルム名は大文字を使用する必要があります（@SOMEDOMAIN.NET）。
-mapuser <user account>
プリンシパル名を iLO システムドメインアカウントにマップします。
-out <file name>
.keytab ファイルのファイル名を指定します。
-crypto <encryption>
.keytab ファイルに生成されるキーの暗号化を指定します。
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iLO で、高度なセキュリティ、FIPS、または CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場
合、AES Kerberos キータイプを使用する必要があります。
kvno
キーバージョン番号を上書きします。
重要: このパラメーターは使用しないでください。このオプションを使用すると、キータブファイ
ルの kvno と Active Directory の kvno が同期しなくなります。
コマンド例
Ktpass +rndPass -ptype KRB5_NT_SRV_HST -princ
HTTP/myilo.somedomain.net@SOMEDOMAIN.NET -mapuser myilo$@somedomain.net
-out myilo.keytab
出力例
Targeting domain controller: domaincontroller.example.net
Using legacy password setting method
Successfully mapped HTTP/iloname.example.net to iloname.
WARNING: pType and account type do not match. This might cause problems.
Key created.
Output keytab to myilo.keytab:
Keytab version: 0x502
keysize 69 HTTP/iloname.example.net@EXAMPLE.NET ptype 3
(KRB5 _NT_SRV_HST) vno 3 etype 0x17 (RC4-HMAC) keylength 16
(0x5a5c7c18ae23559acc2 9d95e0524bf23)
Ktpass コマンドでは、UPN を設定できないことに関するメッセージが表示される場合があります。この結
果は、iLO がユーザーではなくサービスであるため、問題ありません。コンピューターオブジェクトで、パス
ワード変更を確認するように求められる場合があります。ウィンドウを閉じ、キータブファイルの作成を続行
するには、OK をクリックします。

Setspn
構文
Setspn [options]
説明
Setspn コマンドは、SPN を表示、修正、および削除します。
パラメーター
-A <SPN>
追加する SPN を指定します。
-L
システムの現在の SPN を一覧表示します。
コマンド例
SetSPN -A HTTP/myilo.somedomain.net myilo
SPN コンポーネントでは大文字と小文字が区別されます。プライマリ（サービスタイプ）は、たとえば HTTP
のように大文字でなければなりません。インスタンス（iLO ホスト名）は、たとえば myilo.somedomain.net
のように小文字でなければなりません。
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SetSPN コマンドでは、UPN を設定できないことに関するメッセージが表示される場合があります。この結
果は、iLO がユーザーではなくサービスであるため、問題ありません。コンピューターオブジェクトで、パス
ワード変更を確認するように求められる場合があります。OK をクリックしてウィンドウを閉じ、キータブ
ファイルの作成を続行します。

ご使用の環境が Kerberos 認証の時刻要件を満たしていることの確認
Kerberos 認証が正常に機能するには、iLO プロセッサー、KDC、およびクライアントワークステーションの
間で日付と時刻が同期している必要があります。サーバーで iLO の日付および時刻を設定するか、iLO 内で
SNTP 機能を有効にしてネットワークから日付および時刻を取得してください。
手順
1. 以下の日付と時間が互いに 5 分以内で設定されていることを確認します。
• iLO の日付と時刻の設定
• Web ブラウザーを実行するクライアント
• 認証を実行するサーバー

iLO での Kerberos サポートの設定
手順
1. iLO Kerberos 固有のパラメーターを設定します。
2. ディレクトリグループを設定します。

サポートされるブラウザーでのシングルサインオンの設定
ユーザーが iLO にログインするには、権限が割り当てられたグループのメンバーになっている必要がありま
す。Windows クライアントの場合、ワークステーションのロックまたはロック解除によって、iLO へのログ
インに使用される認証情報が更新されます。Home バージョンの Windows オペレーティングシステムは、
Kerberos ログインをサポートしていません。
iLO に関して Active Directory が適切に設定されており、Kerberos ログインに関して iLO が適切に設定されて
いる場合には、このセクションの手順によって、ログインが有効になります。

Internet Explorer でのシングルサインオンの有効化
以下の手順は、Internet Explorer 11 に基づいています。その他のバージョンのブラウザーでは、手順が異なる
場合があります。
手順
1. Internet Explorer で認証を有効にします。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. 詳細設定タブをクリックします。
c. セキュリティセクションまでスクロールします。
d. 統合 Windows 認証を有効にするが選択されていることを確認します。
e. OK をクリックします。
2. iLO ドメインをイントラネットゾーンに追加します。
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a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. セキュリティタブをクリックします。
c. ローカルイントラネットアイコンをクリックします。
d. サイトボタンをクリックします。
e. 詳細設定ボタンをクリックします。
f. この Web サイトをゾーンに追加するボックスに、追加するサイトを入力します。
企業ネットワークでは、*.example.net で十分です。
g. 追加をクリックします。
h. 閉じるをクリックします。
i. ローカルイントラネットダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
j. インターネットオプションダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
3. イントラネットゾーンでのみ自動的にログオンする設定を有効にします。
a. ツール > インターネットオプションの順に選択します。
b. セキュリティタブをクリックします。
c. ローカルイントラネットアイコンをクリックします。
d. レベルのカスタマイズをクリックします。
e. ユーザー認証セクションまでスクロールします。
f. イントラネットゾーンでのみ自動的にログオンするオプションが選択されていることを確認します。
g. セキュリティ設定 - ローカルイントラネットゾーンウィンドウを閉じるには、OK をクリックします。
h. インターネットオプションダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。
4. 手順 1～3 でオプションを変更した場合は、Internet Explorer を閉じて再起動します。
5. シングルサインオンの設定を確認します。

Firefox でのシングルサインオンの有効化
手順
1. ブラウザーの場所ツールバーに about:config と入力して、ドメインの設定ページを開きます。
Firefox には次のメッセージが表示されます。
動作保証対象外になります!
2. 危険性を承知の上で使用するボタンをクリックします。
3. 検索ボックスに network.negotiate と入力します。
4. network.negotiate-auth.trusted-uris をダブルクリックします。
5. iLO の DNS ドメイン名を入力し（たとえば、example.net）、OK をクリックします。
6. シングルサインオンの設定を確認します。
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Chrome でのシングルサインオン
Chrome では設定は必要ありません。

シングルサインオン（Zero サインイン）設定の確認
手順
1. iLO ログインページ（例：http://iloname.example.net）に移動します。
2. Zero サインインボタンをクリックします。

名前によるログインが動作していることの確認
手順
1. iLO ログインページに移動します。
2. Kerberos UPN 形式のユーザー名（例：user@EXAMPLE.NET）を入力します。
3. 関連付けられているドメインパスワードを入力します。
4. ログイン をクリックします。

スキーマフリーディレクトリ認証
スキーマフリーディレクトリ認証オプションを使用すると、ユーザーおよびグループがディレクトリに存在
し、グループ権限が iLO の設定に存在します。iLO はディレクトリログイン証明書を使用してディレクトリ内
のユーザーオブジェクトを読み取り、ユーザーグループのメンバーシップを取得します。これらのグループ
は、iLO 内に保存されているグループ構成と比較されます。ディレクトリユーザーアカウントが、構成されて
いる iLO ディレクトリグループのメンバーとして確認されると、iLO のログインに成功します。
スキーマフリーディレクトリ統合の利点
• ディレクトリスキーマを拡張する必要がありません。
• ディレクトリ内のユーザーについては、設定はほとんど必要ありません。何も設定しない場合、ディレク
トリは、既存のユーザーとグループメンバーシップを使用して iLO にアクセスします。たとえば、User1
という名前のドメイン管理者がいる場合、ドメイン管理者セキュリティグループの DN を iLO にコピーし
て完全な権限を付与することができます。すると、User1 は iLO にアクセスできるようになります。
スキーマフリーディレクトリ統合の欠点
グループ権限は、各 iLO システムで管理されます。この欠点は、グループ権限がほとんど変更されないため最
小限に抑えられ、グループのメンバーシップを変更するタスクは、各 iLO システムでなく、ディレクトリで管
理されます。Hewlett Packard Enterprise は、同時に多数の iLO システムを構成できるツールを提供していま
す。
スキーマフリー構成オプション
スキーマフリーのセットアップオプションは、ディレクトリ用の設定にどの方法を用いても同じです。最も柔
軟でないログイン、より柔軟なログイン、または非常に柔軟なログインのディレクトリ設定を構成できます。
最も柔軟でないログイン
この構成を使用すると、完全 DN とパスワードを入力して iLO にログインできます。iLO が認識するグ
ループのメンバーでなければなりません。
この構成を使用するには、次の設定を入力します。
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• ディレクトリサーバーの DNS 名または IP アドレスと LDAP ポート。通常、SSL 接続用の LDAP ポー
トは、636 です。
• 少なくとも 1 つのグループの DN。このグループは、セキュリティグループ（例：Active Directory の
場合は CN=Administrators,CN=Builtin,DC=HPE,DC=com、OpenLDAP の場合は
UID=username,ou=People,dc=hpe,dc=com）、または目的の iLO ユーザーがグループメンバーで
あれば、別のどのグループでもかまいません。
より柔軟なログイン
この構成を使用すると、ログイン名とパスワードを入力して iLO にログインできます。iLO が認識するグ
ループのメンバーでなければなりません。ログイン時に、ログイン名とユーザーコンテキストが結合され
て、ユーザー DN になります。
この構成を使用するには、最も柔軟でないログインの設定と少なくとも 1 つのディレクトリユーザーコン
テキストを入力します。
たとえば、ユーザーが JOHN.SMITH としてログインし、ユーザーコンテキスト
CN=USERS,DC=HPE,DC=COM が構成されている場合は、iLO で
CN=JOHN.SMITH,CN=USERS,DC=HPE,DC=COM という DN が使用されます。
非常に柔軟なログイン
この構成を使用すると、完全な DN とパスワード、ディレクトリに表示される名前、NetBIOS 形式（domain/
login_name）、または電子メール形式（login_name@domain）を使用して iLO にログインできます。
この構成を使用するには、IP アドレスの代わりにディレクトリの DNS 名を入力して、iLO にディレクト
リサーバーアドレスを構成します。DNS 名は、iLO およびクライアントシステムの両方から、IP アドレス
に解決できなければなりません。

スキーマフリーディレクトリ統合を使用するための前提条件
手順
1. Active Directory および DNS をインストールします。
2. ルート CA をインストールして、SSL を有効にします。iLO は、安全な SSL 接続でのみ、ディレクトリと
通信します。
Active Directory での証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してくださ
い。
3. 少なくとも 1 人のユーザーのディレクトリ DN とそのユーザーが含まれているセキュリティグループの
DN が、使用可能であることを確認します。この情報は、ディレクトリのセットアップを検証するために使
用されます。
4. ディレクトリサービス認証を有効にする iLO ライセンスをインストールします。
5. iLO ネットワーク設定の IPv4 または IPv6 のページで、正しい DNS サーバーが指定されていることを確認
します。

プロセスの概要：スキーマフリーのディレクトリ統合のための iLO の設定
手順
1. iLO スキーマフリーディレクトリのパラメーターを設定します。
2. ディレクトリグループを設定します。
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スキーマフリーの入れ子型グループ（Active Directory のみ）
多くの組織では、ユーザーや管理者をグループ分けしています。このように整理すると、グループを 1 つまた
は複数の iLO システムに関連付けることができるので便利です。グループメンバーを追加または削除すると、
構成を更新できます。
Microsoft Active Directory では、あるグループを別のグループ内に配置した入れ子型のグループの作成がサ
ポートされています。
スキーマフリー構成では、間接メンバー（プライマリグループの入れ子型グループであるグループのメン
バー）であるユーザーに iLO へのログオンが許可されます。
CAC スマートカード認証を使用する場合は、入れ子型グループがサポートされません。

HPE 拡張スキーマディレクトリ認証
HPE 拡張スキーマディレクトリ認証オプションを使用すると、以下のことを行うことができます。
• 統合されたスケーラブルな共有ユーザーデータベースからユーザーを認証します。
• ディレクトリサービスを使用して、ユーザーの権限を制御（権限付与）します。
• ディレクトリサービスでは、iLO 管理プロセッサーおよび iLO ユーザーのグループレベルの管理にロール
を使用します。
HPE 拡張スキーマディレクトリ統合の利点
• グループが各 iLO 上ではなく、ディレクトリ内で維持管理されます。
• 柔軟なアクセス制御 - アクセスを特定の時間だけに制限したり、特定の IP アドレス範囲に制限したりする
ことができます。

プロセスの概要：Active Directory を使用した HPE 拡張スキーマの設定
手順
1. 計画
以下の内容を確認してください。
• ディレクトリ対応リモート管理
• ディレクトリサービススキーマ（詳しくは、iLO 5 ユーザーガイドの付録ディレクトリサービススキー
マを参照してください。）
• HPE 拡張スキーマ構成のための Active Directory の要件
2. インストール
a. ディレクトリサービス認証を有効にする iLO ライセンスをインストールします。
b. ProLiant 管理プロセッサーのディレクトリサポートパッケージをダウンロードし、ご使用の環境に必
要なユーティリティをインストールします。
スキーマエクステンダー、スナップイン、および ProLiant 管理プロセッサーのディレクトリサポート
ユーティリティをインストールすることができます。
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c. スキーマエクステンダーを実行してスキーマを拡張します。
d. 1 台または複数の管理ワークステーションに、ご使用のディレクトリサービスに適したスナップインを
インストールします。
3. アップデート
iLO の Web インターフェイスのページで、管理プロセッサーオブジェクトのディレクトリサーバー設定と
DN を設定します。
このステップは、ProLiant 管理プロセッサーのディレクトリサポートソフトウェアを使用して実行するこ
ともできます。
4. ロールとオブジェクトの管理
a. スナップインを使用して管理デバイスオブジェクトとロールオブジェクトを作成します。
b. 必要に応じて、ロールオブジェクトに権限を割り当て、役割を管理デバイスオブジェクトと関連付けま
す。
c. ユーザーをロールオブジェクトに追加します。
5. 例外の取り扱い
iLO ユーティリティは、単一のロールで簡単に使用できます。ディレクトリに複数の役割を作成すること
を計画している場合は、LDIFDE または VBScript ユーティリティのようなディレクトリスクリプティング
ユーティリティを使用する必要がある場合があります。これらのユーティリティは複雑なロールの関係を
作成します。

HPE 拡張スキーマの設定を使用して Active Directory を設定するための前提条件
手順
1. Active Directory および DNS をインストールします。
2. ルート CA をインストールして、SSL を有効にします。iLO は、安全な SSL 接続でのみ、ディレクトリと
通信します。
Active Directory での証明書サービスの使用について詳しくは、Microsoft のドキュメントを参照してくださ
い。
iLO には、ディレクトリサービスと通信するためにセキュリティ保護された接続が必要です。この接続に
は、Microsoft CA をインストールする必要があります。詳しくは、Microsoft Knowledge Base の Article ID
番号 321051 を参照してください。サードパーティの証明機関が SSL 経由で LDAP を有効にする方法
3. Active directory のスナップインとスキーマをインストールする前に、次の Microsoft Knowledge Base の記
事を参照してください。299687 MS01-036: LDAP over SSL の機能によりパスワードの変更が可能になる

ディレクトリサービスのサポート
iLO ソフトウェアは、Microsoft Active Directory ユーザーとコンピュータースナップイン内で動作するように
設計されており、ユーザーは、ディレクトリ経由でユーザーアカウントを管理できます。
iLO は、HPE 拡張スキーマ構成で Microsoft Active Directory をサポートします。
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iLO ディレクトリサポートソフトウェアのインストール
手順
1. ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートパッケージを Web サイト http://www.hpe.com/
support/ilo5 からダウンロードします。
2. .NET Framework 3.5 以降をターゲットサーバーにインストールします。
.NET Framework 3.5 以降は、ProLiant 管理プロセッサーソフトウェア用のディレクトリサポートをインス
トールするために使用します。
3. ダウンロードした EXE ファイルをダブルクリックします。
4. Next をクリックしてください。
5. I accept the terms of the license agreement をクリックし、Next をクリックします。
6. Directories Support ウィンドウで、Schema Extender をクリックし、Schema Extender ソフトウェアを
インストールします。
a. Schema Extender セットアップウィザードウィンドウで、Next をクリックします。
b. License Agreement ウィンドウで、I Agree を選択し、Next をクリックします。
c. Select Installation Folder ウィンドウで、インストールディレクトリとユーザー設定を選択し、Next
をクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、Next をクリックします。
Installation Complete ウィンドウが開きます。
e. Close をクリックします。
7. コンソールのスナップインをインストールするには、MMC コンソールが閉じられていることを確認してか
ら、Snap-ins (x86)または Snap-ins (x64)をクリックします。
a. スナップインセットアップウィザードウィンドウで、Next をクリックします。
b. License Agreement ウィンドウで、I Agree を選択し、Next をクリックします。
c. Information ウィンドウで詳細を読んで、Next をクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、Next をクリックします。
Installation Complete ウィンドウが開きます。
8. ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートソフトウェアをインストールするには、Directories
Support for ProLiant Management Processors をクリックします。
a. Welcome ウィンドウで、Next をクリックします。
b. License Agreement ウィンドウで、I Agree を選択し、Next をクリックします。
c. Select Installation Folder ウィンドウで、インストールディレクトリとユーザー設定を選択し、Next
をクリックします。
d. インストール要求を確認するメッセージが表示されたら、Next をクリックします。
Installation Complete ウィンドウが開きます。
e. Close をクリックします。
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ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートのインストールオプション
• Schema Extender - Schema Extender とバンドルされている.xml ファイルには、ディレクトリに追加さ
れるスキーマが格納されます。通常、これらのファイルのうち 1 つに、サポートされているすべてのディ
レクトリサービスに共通のコアスキーマが格納されます。他のファイルには、製品固有のスキーマが格納
されます。スキーマインストーラーには、.NET Framework が必要です。
Windows Server Core をホストするドメインコントローラー上でスキーマインストーラーを実行すること
はできません。セキュリティおよびパフォーマンス上の理由から、Windows Server Core は、GUI を使用
しません。スキーマインストーラーを使用するには、ドメインコントローラーに GUI をインストールする
か、より古いバージョンの Windows をホストするドメインコントローラーを使用する必要があります。
• Snap-ins (x86)または Snap-ins (x64) - マネジメントスナップインインストーラーは、Microsoft Active
Directory Users and Computers ディレクトリまたは Novell ConsoleOne ディレクトリで、iLO オブジェク
トを管理するためのスナップインをインストールします。
iLO スナップインは、iLO ディレクトリを作成する際に次のタスクを実行するために使用されます。
◦ iLO オブジェクトとロールオブジェクトを作成して管理する
◦ iLO オブジェクトとロールオブジェクトとの関連を作成する
• ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポート - このユーティリティでは、iLO での Kerberos 認
証およびディレクトリサービスを設定できます。
HPLOMIG.exe ファイル、必要な DLL、ライセンス契約、およびその他のファイルが、C:\Program Files
(x86)\Hewlett Packard Enterprise\Directories Support for ProLiant Management
Processors ディレクトリにインストールされます。別のディレクトリを選択することもできます。イ
ンストーラーが、スタートメニューに ProLiant 管理プロセッサー用のディレクトリサポートへのショート
カットを作成します。
インストールユーティリティは、.NET Framework がインストールされていないことを検出すると、エラー
メッセージを表示して終了します。

Schema Extender の実行
手順
1. Windows のスタートメニューから Management Devices Schema Extender を起動します。
2. Lights Out Management が選択されていることを確認してから、次へを選択します。
3. Preparation ウィンドウの情報を読んでから、次へを選択します。
4. Schema Preview ウィンドウで次へをクリックします。
5. Setup ウィンドウで、
• ディレクトリサーバーの種類、名前、およびポートを入力します。
• ディレクトリログイン情報と SSL の設定
Results ウィンドウには、スキーマを拡張できたかどうかや変更された属性など、インストールの結果が
表示されます。
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Schema Extender で必要な情報
ディレクトリサーバー
• タイプ - ディレクトリサーバーのタイプ。
• 名前 - ディレクトリサーバーの名前。
• ポート - LDAP 通信に使用するポート。
ディレクトリログイン
• ログイン名 - ディレクトリにログインするユーザーの名前。
スキーマの拡張を完了するためにディレクトリユーザーの名前とパスワードが必要である場合があり
ます。
認証情報を入力するときに、Administrator ログインをドメイン名とともに使用する必要がありま
す（例：Administrator@domain.com または domain\Administrator）。
Active Directory でスキーマを拡張するには、ユーザーが認証されているスキーマ管理者でなければな
りません。また、スキーマが書き込み禁止であってはなりません。さらに、そのディレクトリがツリー
内で FSMO ロールオーナでなければなりません。インストーラーは、ターゲットディレクトリサー
バーをフォレストの FSMO スキーママスターにしようとします。
• パスワード - ディレクトリにログインするためのパスワード。
• Use SSL for this Session - 使用する安全な認証の形式を設定します。このオプションを選択すると、
SSL 経由でのディレクトリ認証が使用されます。このオプションを選択せず、Active Directory を選択
すると、Windows 認証が使用されます。

ディレクトリサービスオブジェクト
ディレクトリベースの管理で大切なことの 1 つは、ディレクトリサービス内の管理対象デバイスを正しく仮想
化することです。この仮想化によって、管理者は、ディレクトリサービス内の管理対象デバイスとユーザーま
たはグループとを関連付けることができます。iLO のユーザー管理では、ディレクトリサービス内に以下の基
本オブジェクトが必要です。
• Lights-Out Management オブジェクト
• Role オブジェクト
• User オブジェクト
各オブジェクトは、ディレクトリベースの管理に必要なデバイス、ユーザー、関連を意味します。
スナップインのインストール後、iLO オブジェクトと iLO ロールを、ディレクトリ内で作成できます。ユー
ザーは、Active Directory Users and Computers ツールを使用して次の作業を行います。
• iLO オブジェクトとロールオブジェクトの作成
• ロールオブジェクトへのユーザーの追加
• ロールオブジェクトの権限と制限の設定
注記: スナップインがインストールされた後、新しいエントリーを表示するには、ConsoleOne および MMC
を再起動します。
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ディレクトリ対応リモート管理（HPE 拡張スキーマ構成）
この項は、ディレクトリサービスと iLO 製品に習熟し、iLO 用の HPE スキーマディレクトリ統合オプション
を使用したい管理者を対象にしています。
ディレクトリ対応リモート管理により、以下の作業を実行できます。
Lights-Out Management オブジェクトの作成
ディレクトリサービスを使用してユーザーの認証や権限付与を行うデバイスごとに、そのデバイスを表す
LOM デバイスオブジェクトを 1 つ作成する必要があります。Hewlett Packard Enterprise スナップインを
使用して LOM オブジェクトを作成することができます。
LOM デバイスには、意味のある名前（デバイスのネットワークアドレス、DNS 名、ホストサーバー名、
シリアル番号など）を付けることをおすすめします。
Lights-Out マネジメントデバイスの設定
ユーザーの認証や権限付与にディレクトリサービスを使用するすべての LOM デバイスは、適切なディレ
クトリ設定を使用して設定する必要があります。一般に、各デバイスを、適切なディレクトリサーバーア
ドレス、LOM オブジェクト DN、およびユーザーコンテキストを使用して設定します。サーバーアドレス
は、ローカルディレクトリサーバーの IP アドレスもしくは DNS 名、またはマルチホスト DNS 名（冗長
性を高くする場合）です。

組織構造に基づいたロール
組織内の管理者は、下級管理者が上級管理者から独立して権限を割り当てなければならない階層体制に属して
いる場合があります。このような場合、上級管理者によって割り当てられる権限を表すロールを 1 つ作成する
とともに、下級管理者が独自のロールを作成して管理することを許可すると便利です。
既存のグループの使用
多くの組織では、ユーザーや管理者をグループ分けしています。多くの場合、既存のグループを使用し、その
グループを 1 つまたは複数の LOM ロールオブジェクトに関連付けると便利です。デバイスがロールオブ
ジェクトに関連付けられている場合、管理者は、グループのメンバーを追加または削除することによって、そ
のロールに関連付けられた Lights-Out デバイスへのアクセスを制御します。
Microsoft Active Directory を使用する場合は、あるグループを別のグループ内に配置できます（つまり、入れ
子型のグループを使用できます）。ロールオブジェクトはグループとみなされ、他のグループを直接含むこと
ができます。既存の入れ子型グループを直接ロールに追加し、適切な権限と制限を割り当ててください。新し
いユーザーを、既存のグループまたはロールのいずれかに追加できます。
トラスティまたはディレクトリ権限割り当てを使用してロールのメンバーシップを拡張する場合、ユーザー
は、LOM デバイスを表す LOM オブジェクトを読み出すことができる必要があります。一部の環境では、正常
なユーザー認証を行うために、ロールのトラスティが、オブジェクトの読み出すトラスティでもある必要があ
ります。
複数のロールの使用
ほとんどのデプロイメントでは、同じユーザーが、同じデバイスを管理する複数のロールに入っている必要は
ありません。ただし、これらの構成は、複雑な権限関係を構築する際には便利です。ユーザーが複数のロール
の関係を構築すると、そのユーザーには、該当する各ロールによって割り当てられるすべての権限が付与され
ます。ロールは、権限を付与することしかできず、権限を取り消すことはできません。あるロールがユーザー
に権限を付与する場合、そのユーザーは、その権限を付与しない別のロールに入っていても、その権限を持ち
ます。
一般に、ディレクトリ管理者は、最小の数の権限が割り当てられたベースロールを作成し、追加のロールを作
成して権限を追加します。これらの追加権限は、特定の状況で、またはベースロールユーザーの特定のサブ
セットに追加されます。
たとえば、組織は、LOM デバイスまたはホストサーバーの管理者と LOM デバイスのユーザーという 2 つの
タイプのユーザーを持つことがあります。この状況では、管理者のロールとユーザーのロールという 2 つの
ロールを作成することが有効です。両方のロールにはいくつかの同じデバイスが含まれますが、これらのロー
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ルは異なる権限を付与します。より小さなロールに包括的な権限を割り当てて、LOM 管理者をそのロールと
管理者ロールに入れると便利な場合があります。
複数の（重複する）ロールには、管理者ユーザーがユーザーロールからログイン権限を取得し、管理者ロール
から高度な権限が割り当てられる例を示します。
仮想電源およびリセット、
およびリモートコンソール権限

管理者ユーザー

ログ

管理者ロール

イン

権限

サーバー
ログイン権限
ユーザー

ユーザーロール

図 6: 複数の（重複する）ロール
重複するロールを使用しない場合は、複数の（独立した）ロールに示すように、ログイン、仮想電源およびリ
セット、およびリモートコンソール権限を管理者ロールに割り当て、ログイン権限をユーザーロールに割り当
てることがあります。
ログイン、仮想電源およびリセット、
およびリモートコンソール権限

管理者ユーザー

管理者ロール

サーバー
ログイン権限
ユーザー

ユーザーロール

図 7: 複数の（独立した）ロール

ロールアクセス制限の適用方法
ディレクトリユーザーによる LOM デバイスへのアクセスは、2 段階の制限によって限定することができます。
• ユーザーアクセス制限は、ディレクトリへの認証を受けるためのユーザーアクセスを限定します。
• ロールアクセス制限は、1 つまたは複数のロールでの指定に基づいて LOM 権限を受けることができる認証
済みユーザーの機能を限定します。
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ディレクトリへの認証を受けるには
ユーザー制限を満たす必要がある
ディレクトリ サーバーが
制限を適用

1つまたは複数のロールに
よって付与される制限を
取得するにはロール制限を
満たす必要がある
LOM が制限を適用
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図 8: ディレクトリのログイン制限

ユーザーアクセス制限
ユーザーのアドレス制限
管理者は、ディレクトリユーザーアカウントにネットワークアドレス制限を設定できます。ディレクトリサー
バーには、これらの制限が適用されます。
LDAP クライアント（LOM デバイスへのユーザーのログインなど）へのアドレス制限の適用について詳しく
は、ディレクトリサービスのドキュメントを参照してください。
ディレクトリのユーザーに設定したネットワークアドレス制限は、ディレクトリユーザーがプロキシサーバー
経由でログインする場合は、予期したとおりに適用されない場合があります。ユーザーがディレクトリユー
ザーとして LOM デバイスにログインする場合は、LOM デバイスが、そのユーザーとしてのディレクトリへの
認証を試みます。つまり、ユーザーアカウントに設定されたアドレス制限が、LOM デバイスへのアクセス時
に適用されます。プロキシサーバーが使用される場合は、認証が試みられるネットワークアドレスがクライア
ントワークステーションのものではなく、LOM デバイスのものになります。

IPv4 アドレス範囲制限
IP アドレス範囲制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するネットワークアドレスを指定する
ことができます。
アドレス範囲は、一般に、
「最小-最大」範囲フォーマットで指定します。アドレス範囲を指定して、単一のア
ドレスのアクセスを許可または拒否することもできます。
「最小-最大」IP アドレス範囲内のアドレスには、IP
アドレス制限が適用されます。

IPv4 アドレスおよびサブネットマスク制限
IP アドレスおよびサブネットマスク制限によって、管理者は、アクセスを許可または拒否するアドレスの範
囲を指定することができます。
このフォーマットは、IP アドレス範囲制限に似ていますが、ご使用のネットワーク環境によっては特有のも
のになる場合があります。IP アドレスおよびサブネットマスク範囲は、一般に、同じ論理ネットワーク上の
アドレスを特定するサブネットアドレスおよびアドレスビットマスクによって指定します。
2 進数演算で、クライアントマシンのアドレスのビットにサブネットマスクのビットを加えたものが制限にあ
るサブネットアドレスと一致する場合、クライアントは制限を満たします。

DNS ベース制限
DNS ベース制限では、ネットワークネームサービスを使用して、クライアント IP アドレスに割り当てられた
マシン名を検出することによって、クライアントマシンの論理名を調べます。DNS 制限には、正常に動作し
ているネームサーバーが必要です。ネームサービスがダウンしていたり、利用できなかったりすると、DNS
制限が満たされず、クライアントマシンは制限を満たすことができなくなります。
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DNS ベース制限を使用すると、特定マシン名や、共通のドメインサフィックスを共有するマシンへのアクセ
スを制限できます。たとえば、www.example.com という DNS 制限は、www.example.com というドメイン
名が割り当てられているホストによって満たされ、*.example.com という DNS 制限は、example 社が提供
元になっているすべてのマシンによって満たされます。
マルチホームホストを使用している場合があるので、DNS 制限では、あいまいさが発生する可能性がありま
す。DNS 制限は、必ずしも単一のシステムに一対一で適用されるわけではありません。
DNS ベース制限を使用すると、セキュリティが複雑になる場合があります。ネームサービスプロトコルは、
安全ではありません。ネットワークにアクセスできる悪意を持ったユーザーは、誰でも、不正な DNS サー
バーをネットワークに配置して偽のアドレス制限基準を作成することができます。DNS ベースのアドレス制
限を実装している場合は、組織的なセキュリティポリシーを考慮に入れてください。

ユーザーの時間制限
時間制限によって、ディレクトリへのユーザーのログイン（認証）が限定されます。通常、時間制限は、ディ
レクトリサーバーの時間を使用して適用されます。ディレクトリサーバーが異なるタイムゾーンにある場合
または異なるタイムゾーンにあるレプリカサーバーにアクセスしている場合は、管理対象オブジェクトからの
タイムゾーン情報を使用して相対的な時間を調整することができます。
ディレクトリサーバーは、ユーザーの時間制限を確認しますが、判定方法は、タイムゾーンの変化や認証メカ
ニズムによって複雑になる場合があります。
ディレクトリサーバーが
ユーザーの時間制限を適用
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図 9: ユーザーの時間制限

ロールのアクセス制限
制限によって、管理者は、ロールの範囲を限定することができます。ロールは、ロールの制限を満たすユー
ザーだけに権限を付与します。制限付きロールを使用することによって、ユーザーに、時間帯やクライアント
のネットワークアドレスによって変化する動的権限を付与することができます。
ディレクトリが有効な場合、iLO システムへアクセス可能かどうかは、該当する iLO オブジェクトを含むロー
ルオブジェクトへの読み取りアクセス権が、ユーザーにあるかどうかによって決まります。このユーザーに
は、ロールオブジェクトで許可されているメンバーも含まれますが、そのメンバーに限定されません。継承可
能な権限を親から伝達できるようにロールを設定すると、読み出し権限を持つ親のメンバーも iLO にアクセス
できます。
アクセス制御リストを表示するには、Active Directory Users and Computers に移動し、ロールオブジェク
トのプロパティページを開き、セキュリティタブをクリックします。セキュリティタブを表示するには、MMC
で Advanced View を有効にする必要があります。

ロールベースの時間制限
管理者は、LOM ロールに時間制限を設定することができます。ユーザーには、そのユーザーがロールのメン
バーであり、そのロールの時間制限を満たしている場合にのみ、そのロールに示されている LOM デバイスに
ついて、指定された権限が付与されます。
ロールベースの時間制限は、LOM デバイスで時間が設定されている場合にのみ、機能します。LOM デバイス
は、ローカルホストの時間に従って、時間制限を適用します。LOM デバイスの時計が設定されていない場合、

94

iLO セキュリティ設定の構成

ロールに対して時間制限が指定されていない限り、ロールベースの時間制限は適用されません。時間は、通
常、ホストの起動時に設定されます。
時間設定は、SNTP を設定することで維持できます。これにより、LOM デバイスでうるう年を補正すること
や、ホストとの時間のずれを最小限に抑えることができます。予定外の停電や LOM ファームウェアのフラッ
シュなどのイベントによって、LOM デバイスの時計が設定されないことがあります。また、LOM デバイスが
ファームウェアをフラッシュする時間の設定を保持するために、ホストの時間は正確でなければなりません。

ロールベースのアドレス制限
LOM ファームウェアでは、クライアントの IP ネットワークアドレスに基づいてロールベースのアドレス制限
が適用されます。ロールのアドレス制限が満たされる場合、そのロールによって付与される権利が適用されま
す。
ファイアウォールの外からのアクセスやネットワークプロキシ経由のアクセスが試みられる場合、アドレス制
限は、管理が困難になる場合があります。これらの方式のアクセスが可能な場合、クライアントの見かけ上の
ネットワークアドレスが変更されることがあるので、アドレス制限の予期しない適用が発生する場合がありま
す。

複数の制限およびロール
権限の適用される状況が限定されるように 1 つまたは複数のロールを制限したい場合には、多数のロールを作
成すると非常に便利です。他のロールが、異なる権限を異なる制限で付与します。複数の制限とロールを使用
すると、管理者は、任意の複雑な権限関係を最小限のロールで作成できます。
たとえば、組織が、LOM 管理者について、「企業ネットワーク内から LOM デバイスを使用できるが通常の業
務時間外にはサーバーのリセットしかできない」というセキュリティポリシーを設定しているとします。
ディレクトリ管理者は、2 つのロールを作成してこの状況に対応しようと考えるかもしれませんが、この場合
には特別の注意が必要です。必要なサーバーリセット権限を付与するロールを作成し、このロールを業務時間
外に制限すると、管理者が企業ネットワークの外からサーバーをリセットできるようになる場合があり、多く
の場合セキュリティポリシーに反します。
制限およびロールの作成では、セキュリティポリシーで、一般的な使用を企業サブネット内のクライアントに
制限しており、サーバーリセット操作を業務時間外に制限していることを示しています。
ログイン権限に企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる
一般使用ロール

ユーザー
サーバー
リセットロール

仮想電源およびリセット権限に
月～金曜日の午前8～午後5時を
「拒否」する時間制限を割り当
てる

図 10: 制限およびロールの作成
また、ディレクトリ管理者は、ログイン権限を付与するロールを作成し、このロールを企業ネットワークに制
限した後、サーバーリセット権限だけを付与する別のロールを作成し、これを業務時間外に制限しようと考え
るかもしれません。この設定では管理が簡単になりますが、継続的な管理によって企業ネットワーク外部のア
ドレスからのユーザーにログイン権限を付与する別のロールが作成される場合があるため、危険性が増しま
す。サーバーリセットロールに属する LOM 管理者がロールの時間制限を満たす場合、このロールは意図せず
に、この LOM 管理者にどこからでもサーバーをリセットできる権限を付与する可能性があります。
制限およびロールの作成に示されている設定は、企業のセキュリティ要件を満たしています。ただし、ログイ
ン権限を付与する別のロールを追加することによって、間違って、業務時間外に企業サブネットの外からサー
バーをリセットする権限を付与する可能性があります。リセットロールと一般使用ロールの制限で示すよう
に、リセットロールと一般使用ロールを制限することによって、より管理しやすいソリューションを実現でき
ます。
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ログイン権限に企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる
一般使用ロール

ユーザー
サーバー
リセットロール

仮想電源およびリセット権限、
およびログイン権限に月～金曜日
の午前 8 ～午後 5 時を「拒否」
する時間制限と企業サブネット
以外を「拒否」する IP 制限を
割り当てる

図 11: リセットロールと一般使用ロールの制限

HPE ProLiant Gen10 のセキュリティ状態
すべての ProLiant Gen10 サーバーに付属している HPE iLO 標準の機能によって、お客様は次の 3 つのセキュ
リティ状態のいずれかでサーバーを構成することができます。iLO Advanced Premium Security Edition のラ
イセンスでは、CNSA の最上位レベルの暗号化機能を必要とするお客様は 4 つ目のセキュリティ状態を利用で
きます。
セキュリティの段階が上がると、サーバーは、Web ページ、SSH、およびネットワーク通信に対してより強
力な暗号化規則を適用します。各ネットワーク接続の両端が暗号化規則をサポートしている必要があること
に注意してください。そうでないと通信はできず、インターフェイスによっては潜在的なセキュリティ上の脅
威を制限するためにシャットダウンされます。
セキュリティ状態は、次のとおりです。
• 製品
• 高度なセキュリティ
• FIPS
• SuiteB/CNSA

iLO セキュリティ状態
製品（デフォルト）
このセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。
• iLO は工場出荷時のデフォルトの暗号化設定を使用します。
• iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にします。
高セキュリティ
iLO がこのセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。
• iLO は、ブラウザー、SSH ポート、iLO RESTful API、および RIBCL 経由の安全な HTTP 伝送を含め、安
全なチャネル経由の AES 暗号の使用を強制します。高度なセキュリティが有効になっている場合、サポー
トされている暗号を使用してこの安全なチャネル経由で iLO に接続する必要があります。このセキュリ
ティ状態は、安全でないチャネル経由の通信と接続には影響しません。
• このセキュリティ状態を使用するように iLO が構成されている場合、ホストシステムから実行される iLO
RESTful API および RIBCL コマンドに対してユーザー名とパスワードの制限が適用されます。
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• リモートコンソールデータは、AES-128 双方向暗号化を使用します。
• HPQLOCFG ユーティリティは、iLO との SSL 接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗号を
使用して RIBCL スクリプトをネットワーク経由で iLO に送信します。
• TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできま
せん。
• iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしません。
FIPS
iLO がこのセキュリティ状態に設定されている場合：
• iLO は、FIPS 140-2 レベル 1 の要件への準拠を目的とするモードで動作します。
FIPS は、米国政府機関および契約業者によって適用を義務付けられている一連のコンピューターセキュリ
ティ規格です。
FIPS のセキュリティ状態は、FIPS 承認済みと同じではありません。FIPS 承認済みは、Cryptographic
Module Validation Program を完了することにより承認を受けたソフトウェアを意味します。
詳しくは、iLO による FIPS 承認済み環境の構成(101 ページ)を参照してください。
• iLO は、ブラウザー、SSH ポート、iLO RESTful API、および RIBCL 経由の安全な HTTP 伝送を含め、安
全なチャネル経由の AES 暗号の使用を強制します。FIPS が有効になっている場合、サポートされている
暗号を使用してこの安全なチャネル経由で iLO に接続する必要があります。このセキュリティ状態は、安
全でないチャネル経由の通信と接続には影響しません。
• このセキュリティ状態を使用するように iLO が構成されている場合、ホストシステムから実行される iLO
RESTful API および RIBCL コマンドに対してユーザー名とパスワードの制限が適用されます。
• リモートコンソールデータは、AES-128 双方向暗号化を使用します。
• HPQLOCFG ユーティリティは、iLO との SSL 接続をネゴシエーションした後、利用可能な最強の暗号を
使用して RIBCL スクリプトをネットワーク経由で iLO に送信します。
• TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできま
せん。
• iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしません。
CNSA
CNSA セキュリティ状態（SuiteB モードとも呼ばれる）は、FIPS セキュリティ状態が有効になっている場合
にのみ使用できます。
このセキュリティ状態に設定されている場合、次のようになります。
• iLO は、NSA により定義された CNSA 要件への準拠を目的とするほか、米国政府機密として分類された
データを保持するために使用するシステムを保護することを目的とするモードで動作します。
• TLS 1.2 をサポートしていないネットワークベースのツールを使用してサーバーに接続することはできま
せん。
• iLO セキュリティをバイパスするためのシステムメンテナンススイッチ設定（iLO セキュリティオーバーラ
イドスイッチと呼ばれる場合もある）は、iLO へのログインに関するパスワード要件を無効にしません。
• iLO への接続に使用するソフトウェアまたはユーティリティはすべて、CNSA に準拠している必要があり
ます。
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以下に例を示します。
◦ ファームウェアアップデートユーティリティ
◦ SSH クライアント
◦ HPE および他社製のスクリプティングツールとコマンドラインツール
◦ HPE および他社製の管理ツール
◦ アラートメール、syslog、LDAP、またはキーマネージャーサーバー
◦ Remote Support ソフトウェア
準拠を確認するには、ソフトウェアのベンダーに確認するか、Wireshark などのユーティリティを使用しま
す。
Synergy セキュリティモード
サポートされるデバイスで使用される特別なセキュリティ状態。このモードを使用するデバイスのセキュリ
ティ状態は変更できません。

暗号化の設定
製品または「高セキュリティ」セキュリティ状態の有効化
この手順を使用して、iLO がセキュリティ状態として 製品を使用するか「高セキュリティ」を使用するかを設
定します。
FIPS および CNSA セキュリティ状態を使用するように iLO を構成するには、FIPS および CNSA セキュリ
ティ状態を有効にするを参照してください。
前提条件
iLO の設定を構成する権限
手順
1. オプション：必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。
2. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。
3. セキュリティ状態メニューで本番環境または高セキュリティを選択します。
4. 適用をクリックします。
iLO は、新しい設定を適用するために iLO の再起動を確認するよう要求します。
5. 使用中のブラウザー接続を終了し、iLO を再起動するには、はい、適用してリセットしますをクリックし
ます。
接続が再確立されるまでに、数分かかることがあります。
6. 開いているブラウザ ウィンドウをすべて閉じます。
ブラウザーセッションが開いたままになっていると、設定されたセキュリティ状態に誤った暗号が使用さ
れる場合があります。
7. オプション：
「高セキュリティ」セキュリティ状態を有効にした場合は、アクセス設定ページの匿名データ
が無効になっていることを確認します。
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FIPS および CNSA セキュリティ状態を有効にする
この手順を使用して iLO が FIPS および CNSA セキュリティ状態を使用するように構成します。iLO が製品
または「高セキュリティ」のセキュリティ状態を使用するように構成するには、製品または「高セキュリ
ティ」セキュリティ状態の有効化(98 ページ)を参照してください。
iLO を FIPS 承認済み環境に構成するには、iLO による FIPS 承認済み環境の構成(101 ページ)を参照してくだ
さい。
Common Criteria コンプライアンス、Payment Card Industry コンプライアンス、またはその他の標準には
FIPS セキュリティ状態が必要になる場合があります。
FIPS または CNSA のセキュリティ状態を有効にした後、ライセンスが期限切れになるか、ライセンスをダウ
ングレードした場合、iLO は構成されたセキュリティモードで引き続き動作しますが、期限切れになったまた
はダウングレードしたライセンスによってアクティブ化された他のすべての機能は使用できなくなります。
前提条件
• iLO の設定を構成する権限
• オプションの CNSA セキュリティ状態を有効にする予定の場合は、この機能をサポートするライセンスが
インストールされていること。
• デフォルトの iLO ユーザー認証情報があること。
手順
1.

オプション：iLO バックアップ機能または HPONCFG を使用して、iLO の現在の構成をキャプチャーし
ます。
詳しくは、iLO バックアップとリストアまたは iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

2.

オプション：必要に応じてファームウェアおよびソフトウェアのアップデートをインストールします。

3.

ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。

4.

セキュリティ状態メニューで FIPS を選択して、適用をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
注意: FIPS セキュリティ状態を有効にすると iLO が工場出荷時のデフォルト設定にリセットされ
ます。すべての iLO 設定とユーザーデータ、ほとんどの構成設定、ログが消去されます。インス
トール済みのライセンスキーは保持されます。
FIPS セキュリティ状態を無効にする唯一の方法は、iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセット
することです。

5.

FIPS セキュリティ状態を有効にする要求を確認するためには、はい、適用およびリセットをクリックし
ます。
iLO が FIPS セキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるまでに 90
秒以上かかります。

6.

オプション：CNSA セキュリティ状態を有効にします。
a. デフォルトのユーザー認証情報を使用して iLO にログインします。
b. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、暗号化タブをクリックします。
c. セキュリティ状態メニューで CNSA を選択して、適用をクリックします。
iLO が要求を確認するように求めます。
d. CNSA を有効にする要求を確認するためには、はい、適用およびリセットをクリックします。
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iLO が CNSA セキュリティ状態を有効にした状態で再起動します。接続の再確立が試みられるまでに
90 秒以上かかります。
e. デフォルトの iLO 認証情報を使用して iLO に再度ログインします。
7.

信頼済みの証明書をインストールします。
FIPS セキュリティ状態が有効な場合、デフォルトの自己署名 SSL 証明書は許可されません。それまでに
インストールされていた信頼済みの証明書は、iLO が FIPS セキュリティ状態を使用するように設定され
ると、削除されます。

8.

アクセス設定ページで IPMI/DCMI over LAN アクセス、匿名データ、および SNMP アクセスオプション
を無効にします。
重要: IPMI および SNMP の標準準拠実装など、一部の iLO インターフェイスは、FIPS に準拠して
おらず、FIPS 準拠にすることはできません。
構成が FIPS に準拠しているかどうかを確認するには、構成を iLO FIPS 妥当性確認プロセスの一部で
あったセキュリティポリシードキュメントと照合してください。妥当性確認済みのセキュリティポリ
シードキュメントは、NIST Web サイト（http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/
140-1/140val-all.htm）で入手できます。iLO FIPS 情報は証明書 3122 の下に表示されます。

9.

オプション：iLO 復元機能または HPONCFG を使用して、iLO 構成を復元します。
HPONCFG を使用して構成を復元するときは、ユーザーの権限が必要です。必要なユーザーの権限が割
り当てられていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
詳しくは、iLO バックアップとリストアまたは iLO スクリプティング/CLI ガイドを参照してください。

10. オプション：構成を復元した場合は、ローカル iLO ユーザーアカウントに新しいパスワードを設定しま
す。
11. オプション：構成をリストアした場合は、アクセス設定ページで IPMI/DCMI over LAN アクセス、匿名
データ、および SNMP アクセスが無効になっていることを確認します。
これらの設定は、構成を復元するとリセットされる可能性があります。
12. オプション：ログインセキュリティバナーを構成して iLO ユーザーにシステムが FIPS セキュリティ状態
を使用していることを知らせます。

高セキュリティ状態を使用する場合の iLO への接続
デフォルト値（製品）よりも高いセキュリティ状態を有効にすると、iLO は、AES 暗号を使用して安全なチャ
ネルを通じて接続することを要求します。
iLO が CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されている場合、AES 256 GCM 暗号が必要です。
Web ブラウザー
ブラウザーが TLS 1.2 および AES 暗号をサポートするよう設定します。ブラウザーが AES 暗号を使用
していない場合、iLO に接続できません。
ブラウザーが異なると、交渉済み暗号を選択する方法も異なります。詳しくは、ブラウザーのドキュメン
トを参照してください。
ブラウザーの暗号設定を変更する前に、現在のブラウザーを通じて iLO からログアウトしてください。
iLO にログインしている間に行った暗号設定の変更により、ブラウザーで AES 以外の暗号がそのまま使用
できる場合があります。
SSH 接続
使用可能な暗号の設定については、SSH ユーティリティのドキュメントを参照してください。
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RIBCL
• HPQLOCFG は、以下のような暗号詳細を出力表示します。
Detecting iLO...
Negotiated cipher: 256-bit Aes256 with 0-bit Sha384 and 384-bit 44550
• HPONCFG では、
「高セキュリティ」、FIPS、または CNSA のセキュリティ状態が有効なときユーザー
認証情報が必要になります。必要なユーザーの権限が割り当てられていない場合は、エラーメッセー
ジが表示されます。
iLO RESTful API
TLS 1.2 と AES 暗号をサポートするユーティリティを使用します。

iLO による FIPS 承認済み環境の構成
以下の手順を使用して、iLO を FIPS 検証済み環境で操作します。FIPS セキュリティ状態を iLO で使用するに
は、FIPS および CNSA セキュリティ状態を有効にする(99 ページ)を参照してください。
重要なのは、FIPS 検証済みバージョンの iLO がご使用の環境に必要かどうか、あるいは iLO を FIPS セキュ
リティ状態を有効にして実行することで十分かどうかを判断することです。検証プロセスに時間がかかるた
め、FIPS 検証済みバージョンの iLO が、新機能とセキュリティ強化が加わった非検証バージョンに置き換え
られている場合があります。このような状況では、FIPS 検証済みバージョンの iLO が最新バージョンよりも
安全性が低くなる場合があります。
手順
FIPS 検証済みバージョンの iLO による環境をセットアップするには、iLO FIPS 承認プロセスの一部であった
セキュリティポリシードキュメントの手順に従ってください。
検証済みバージョンの iLO のセキュリティポリシードキュメントは、NIST の Web サイトにあります。iLO に
関する情報を確認するには、iLO というキーワードを Validated FIPS 140-1 and FIPS 140-2 Cryptographic
Modules ドキュメントで検索してください。

FIPS モードの無効化
手順
1. iLO の FIPS モードを無効にするには（たとえばサーバーを運用停止する場合）、iLO を工場出荷時のデフォ
ルト設定に設定します。
このタスクを実行するには、RIBCL スクリプト、iLO RESTful API、または iLO 5 構成ユーティリティを使
用します。
注意: iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、iLO のユーザーデータ、ライセンスデー
タ、構成設定およびログを含むすべての設定が消去されます。サーバーに工場でインストールされた
ライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。
この手順によりログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントは iLO イベン
トログおよびインテグレーテッドマネジメントログに記録されません。
2. サーバーのオペレーティングシステムを再起動します。
工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOS レコードはクリアされます。メモリおよびネッ
トワーク情報は、サーバー OS の再起動が完了するまで iLO Web インターフェイスに表示されません。
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CNSA モードの無効化
手順
1. CNSA モードを無効にするには、次のいずれかの操作を行います。
• CNSA モードを無効にして、FIPS セキュリティ状態を引き続き使用するには、セキュリティ状態を
CNSA から FIPS に変更します。
• CNSA モードと FIPS を無効にするには、iLO を工場出荷時のデフォルト設定に設定します。
このタスクを実行するには、RIBCL スクリプト、iLO RESTful API、または iLO 5 構成ユーティリティ
を使用します。
注意: iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、iLO のユーザーデータ、ライセンス
データ、構成設定およびログを含むすべての設定が消去されます。サーバーに工場でインストー
ルされたライセンスキーがある場合、このライセンスキーは保持されます。
この手順によりログ内のすべてのデータが消去されるため、リセットに関するイベントは iLO イ
ベントログおよびインテグレーテッドマネジメントログに記録されません。

2. iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合、サーバーのオペレーティングシステムを再起動
します。
工場出荷時のデフォルト設定へのリセット中に、SMBIOS レコードはクリアされます。メモリおよびネッ
トワーク情報は、サーバー OS の再起動が完了するまで iLO Web インターフェイスに表示されません。

SSH 暗号、キー交換、および MAC のサポート
iLO は、安全な CLP トランザクションのために、SSH ポート経由の強化された暗号化を提供します。
設定されているセキュリティ状態に基づいて、iLO は以下をサポートします。
本番稼働
• AES256-CBC、AES128-CBC、3DES-CBC、および AES256-CTR 暗号
• diffie-hellman-group14-sha1 および diffie-hellman-group1-sha1 キー交換
• hmac-sha1 または hmac-sha2-256 MAC
FIPS または高セキュリティ
• AES256-CTR、AEAD_AES_256_GCM、および AES256-GCM 暗号
• diffie-hellman-group14-sha1 キー交換
• hmac-sha2-256 または AEAD_AES_256_GCM MAC
CNSA
• AEAD_AES_256_GCM および AES256-GCM 暗号
• ecdh-sha2-nistp384 キー交換
• AEAD_AES_256_GCM MAC
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Synergy セキュリティモード
• AEAD_AES_256_GCM および AES256-GCM 暗号
• ecdh-sha2-nistp384 キー交換
• AEAD_AES_256_GCM MAC

SSL 暗号および MAC のサポート
iLO は、分散型 IT 環境でのリモート管理用に強化されたセキュリティを提供します。SSL 暗号化により、Web
ブラウザーのデータが保護されます。SSL で提供される HTTP データの暗号化により、データがネットワー
ク経由で転送されるときのデータの安全性が保証されます。
ブラウザーから iLO にログインすると、ブラウザーと iLO は、セッション中に使用する暗号設定をネゴシエー
トします。ネゴシエートされた暗号は暗号化ページに表示されます。
サポートされている暗号の次の一覧は、LDAP サーバー、キーマネージャーサーバー、SSO サーバー、Insight
Remote Support サーバー、仮想メディアで使用される https:// URL、iLO RESTful API、CLI コマンド、iLO
連携グループのファームウェアアップデートへの接続など、すべての iLO SSL 接続に適用されます。
構成されているセキュリティ状態に基づいて、iLO は以下の暗号をサポートします。
本番稼働
• RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AESGCM
• RSA、ECDH、および SHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による 256 ビット AES
• RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES256-SHA）による 256 ビット AES
• RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM
• RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による 256 ビット AES
• RSA、DH、および SHA1 MAC（DHE-RSA-AES256-SHA）による 256 ビット AES
• RSA および AEAD MAC（AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM
• RSA および SHA256 MAC（AES256-SHA256）による 256 ビット AES
• RSA および SHA1 MAC（AES256-SHA）による 256 ビット AES
• RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AESGCM
• RSA、ECDH、および SHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES
• RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA）による 128 ビット AES
• RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM
• RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES
• RSA、DH、および SHA1 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA）による 128 ビット AES
• RSA および AEAD MAC（AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM
• RSA、および SHA256 MAC（AES128-SHA256）による 128 ビット AES
• RSA および SHA1 MAC（AES128-SHA）による 128 ビット AES
• RSA、ECDH、および SHA1 MAC（ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES
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• RSA、DH、および SHA1 MAC（EDH-RSA-DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES
• RSA および SHA1 MAC（DES-CBC3-SHA）による 168 ビット 3DES
FIPS または高セキュリティ
これらのセキュリティ状態には TLS 1.2 が必要です。
• RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AESGCM
• RSA、ECDH、および SHA384 MAC（ECDHE-RSA AES256-SHA384）による 256 ビット AES
• RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM
• RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA AES256-SHA256）による 256 ビット AES
• RSA および AEAD MAC（AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット AES-GCM
• RSA および SHA256 MAC（AES256-SHA256）による 256 ビット AES
• RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AESGCM
• RSA、ECDH、および SHA256 MAC（ECDHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES
• RSA、DH、および AEAD MAC（DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM
• RSA、DH、および SHA256 MAC（DHE-RSA-AES128-SHA256）による 128 ビット AES
• RSA および AEAD MAC（AES128-GCM-SHA256）による 128 ビット AES-GCM
• RSA、および SHA256 MAC（AES128-SHA256）による 128 ビット AES
CNSA
このセキュリティ状態には TLS 1.2 が必要です。
• ECDSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット
AES-GCM
• クライアントのみ：RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE_RSA_AES256_GCM_SHA384）によ
る 256 ビット AES-GCM
Synergy セキュリティモード
• ECDSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384）による 256 ビット
AES-GCM
• クライアントのみ：RSA、ECDH、および AEAD MAC（ECDHE_RSA_AES256_GCM_SHA384）によ
る 256 ビット AES-GCM

HPE SSO
HPE SSO を使用すると、HPE SSO 準拠アプリケーションから、ログイン手順を間に挟むことなく iLO に直
接接続できます。
この機能を使用するには、以下の手順に従ってください。
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• サポートされるバージョンの、HPE SSO に準拠したアプリケーションが必要です。
• SSO 準拠アプリケーションを信頼するように iLO を構成します。
• CAC 厳密モードが有効な場合は、信頼済み証明書をインストールします。
iLO には、HPE SSO 証明書の最小要件を決定するために HPE SSO アプリケーションのサポートが含まれま
す。HPE SSO 準拠アプリケーションの中には、iLO に接続したときに自動的に信頼証明書をインポートする
ものがあります。この機能を自動的に実行しないアプリケーションの場合は、HPE SSO ページを使用して
SSO 設定を構成してください。

HPE SSO 用の iLO の設定
前提条件
iLO の設定を構成する権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。
2. SSO 信頼モード設定を構成します。
Hewlett Packard Enterprise では証明書による信頼モードを使用することをおすすめします。
3. 各役割の iLO 権限は、シングルサインオン設定セクションで設定します。
4. SSO 設定を保存するには、適用をクリックします。
5. 証明書による信頼または名前による信頼を選択した場合は、信頼済みの証明書または DNS 名を iLO に追加
します。
手順については、信頼済みの証明書の追加(106 ページ)または直接 DNS 名のインポート(107 ページ)を参
照してください。
6. iLO で SSO を構成した後、HPE SSO 準拠アプリケーションにログインして iLO にアクセスします。
たとえば、HPE SIM にログインし、システムページに移動して iLO プロセッサーを見つけて、詳細情報セ
クションの iLO リンクをクリックします。
システムが信頼済みサーバーとして登録されていても、現在の信頼モードや証明書のステータスによって
SSO が拒否されることもあります。たとえば、SSO が拒否されるのは次のようなときです。
• サーバーが信頼済みサーバーとして登録されていて、証明書がインポートされておらず、信頼モードが
証明書による信頼に設定されている。
• サーバー証明書がインポートされているが、失効している。
• インストールされている証明書が iLO のセキュリティ要件を満たしていない。
◦ 高セキュリティまたは FIPS セキュリティ状態が有効な場合、2048 ビット証明書が必要です。
◦ CNSA セキュリティ状態が有効な場合は、3072 ビット RSA キーまたは NIST P-384 曲線の 384
ビット ECDSA キーを含む証明書が必要です。
信頼済みサーバーのリストは、SSO が無効になっているときは使用されません。iLO は SSO サーバー証
明書失効を強制しません。

シングルサインオン信頼モードオプション
シングルサインオン信頼モードは、HPE SSO 要求に対する iLO の応答方法に影響します。
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• 信頼なし（SSO 無効）（デフォルト） - すべての SSO 接続要求を拒否します。
• 証明書による信頼（最も安全） - iLO に事前にインポートされている証明書と一致させて、HPE SSO 対応
アプリケーションから SSO 接続を有効にします。
• 名前による信頼 - 直接インポートされた IP アドレスまたは DNS 名を一致させて、HPE SSO 準拠アプリ
ケーションから SSO 接続を有効にします。
• すべて信頼（最も安全性が低い） - どの HPE SSO 対応アプリケーションから開始された SSO 接続も、す
べて受け入れます。

SSO ユーザー権限
HPE SSO 準拠アプリケーションにログインする場合、HPE SSO 準拠アプリケーションの役割割り当てに基
づいて認可されます。割り当てられている役割は、SSO が試みられるときに、iLO に渡されます。
SSO はシングルサインオン設定セクションで割り当てられた権限のみを受け入れようとします。iLO ディレ
クトリ設定は適用されません。
デフォルトの権限設定は以下のとおりです。
• ユーザー — ログインのみ
• オペレーター - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、およびホスト
BIOS 構成
• 管理者 - ログイン、リモートコンソール、仮想電源およびリセット、仮想メディア、ホスト BIOS 構成、
iLO の設定の構成、ユーザーアカウント管理、ホスト NIC 構成、およびホストストレージ構成

信頼済みの証明書の追加
証明書レポジトリは、標準的な証明書を 5 つ保持できます。標準的な証明書が発行されない場合、証明書のサ
イズは一定ではありません。割り当てられた保管領域がすべて使われると、それ以上のインポートは受け付け
られません。
特定の HPE SSO 対応アプリケーションから証明書を抽出する方法については、HPE SSO 対応アプリケー
ションのドキュメントを参照してください。
前提条件
iLO の設定を構成する権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。
2. インポートをクリックします。
3. 次のいずれかの方法を使用して、信頼済み証明書を追加します。
• ダイレクトインポート - Base64 でエンコードされた証明書の X.509 データをコピーし、ダイレクトイ
ンポートセクションのテキストボックスに貼り付けてから、適用をクリックします。
• インダイレクトインポート - DNS 名、IP アドレス、または証明書 URL を URL からのインポートセク
ションのテキストボックスに入力してから、適用をクリックします。
iLO はネットワーク経由で HPE SSO 対応アプリケーションに接続して、証明書を取得して保存します。
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直接 DNS 名のインポート
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。
2. インポートをクリックします
3. 直接 DNS 名のインポートセクションに DNS 名または IP アドレスを入力し（最大 64 文字）、適用をクリッ
クします。

信頼済みの証明書とレコードの表示
信頼済み証明書および記録を管理テーブルに、現在の iLO 管理プロセッサーで SSO を使用するように構成さ
れている信頼済みの証明書およびレコードのステータスが表示されます。
手順
ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。

信頼済みの証明書およびレコードの詳細
ステータス
証明書またはレコードのステータス。以下のステータス値が表示されます。
•

証明書またはレコードは有効です。

•

証明書またはレコードに問題があります。考えられる原因は、以下のとおりです。
◦ レコードに DNS 名が含まれており、信頼モードが証明書による信頼に設定されています（証明書
のみが有効）。
◦ 証明書が構成されており、信頼モードが名前による信頼に設定されています（直接インポートされ
た IP アドレスまたは DNS 名のみが有効）。
◦ 信頼なし（SSO 無効）が選択されています。
◦ 証明書は構成されている iLO セキュリティ状態に準拠していません。

•

証明書またはレコードが無効です。考えられる原因は、以下のとおりです。
◦ 証明書の期限が切れています。証明書の詳細で詳細情報を確認してください。
◦ iLO のクロックが設定されていないか、正しく設定されていません。iLO のクロックは、証明書の
発効日と有効期限で示される範囲内に含まれている必要があります。

証明書
レコードに証明書が保存されていることを示します。アイコンの上にマウスカーソルを移動すると、証明
書の詳細情報（サブジェクト（被認証者）、発行元、日付など）が表示されます。
説明
サーバーの名前または証明書のサブジェクト（被認証者）。

iLO セキュリティ設定の構成
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信頼済みの証明書とレコードの削除
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックし、HPE SSO タブをクリックします。
2. 信頼済みの証明書および記録を管理テーブルから 1 つ以上の信頼済みの証明書またはレコードを選択しま
す。
3. 削除をクリックします。
iLO に、選択した証明書またはレコードの削除を確認するプロンプトが表示されます。
リモート管理システムの証明書を削除すると、iLO でリモート管理システムを使用する際に正常に機能し
ないことがあります。
4. はい、削除しますをクリックします。

ログインセキュリティバナーの構成
ログインセキュリティバナー機能を使用すると、iLO ログインページに表示されるセキュリティバナーを設定
できます。たとえば、メッセージとサーバー所有者の連絡先情報を入力できます。
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでセキュリティをクリックして、ログインセキュリティバナーをクリックします。
2. ログインセキュリティバナーを有効設定を有効にします。
iLO は、ログインセキュリティバナーに以下のデフォルトテキストを使用します。
This is a private system. It is to be used solely by authorized users
and may be monitored for all lawful purposes. By accessing this system,
you are consenting to such monitoring.
3. オプション：セキュリティメッセージをカスタマイズするには、セキュリティメッセージテキストボック
スにカスタムメッセージを入力します。
テキストボックスの上にあるバイトカウンターに、メッセージに使用できる残りのバイト数が表示されま
す。最大は 1,500 バイトです。
空白スペースまたは空白行をセキュリティメッセージに追加しないでください。空白スペースと空白行は
バイト数にカウントされ、ログインページのセキュリティバナーには表示されません。
ヒント: デフォルトのテキストを復元するには、デフォルトのメッセージを使用をクリックします。
4. 適用をクリックします。
次のログイン時にセキュリティメッセージが表示されます。
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リモートコンソールセキュリティの設定
HPE は、次のリモート管理のセキュリティオプションを提供しています。
• リモートコンソールのセキュリティのロック
リモートコンソールセッションが終了したり、iLO に対するネットワークリンクが失われたりした場合に、
自動的にオペレーティングシステムをロックしたりユーザーをログアウトさせたりすることによって、
サーバーのセキュリティを向上させます。
• 統合リモートコンソールの信頼設定
.NET 統合リモートコンソールセッションを起動するときに信頼できる SSL 証明書が必要かどうかを制御
します。

リモートコンソールのコンピューターロック設定を構成する
この機能により、リモートコンソールセッションが終了したり iLO へのネットワークリンクが失われると、
OS がロックされるかユーザーがログアウトされます。この機能が設定されているときにリモートコンソー
ルウィンドウを開いた場合、ウィンドウを閉じるときにオペレーティングシステムがロックされます。
前提条件
iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリックし
ます。
2. 以下のリモートコンソールコンピューターロック設定から選択します。Windows、カスタム、および無
効。
3. コンピューターロックのキーシーケンスを選択します。
4. 変更を保存するには、適用をクリックします。

リモートコンソールのコンピューターロックのオプション
• Windows - Windows オペレーティングシステムを実行している管理対象サーバーをロックします。iLO
リモートコンソールセッションが終了した場合や iLO ネットワークリンクが失われた場合は、サーバーに
コンピューターロックダイアログボックスが表示されます。
• カスタム - カスタムキーシーケンスを使用して管理対象サーバーをロックしたりサーバーにログインして
いるユーザーをログアウトさせたりできます。iLO 最大で 5 つのキーをリストから選択できます。リモー
トコンソールセッションが終了した場合や iLO ネットワークリンクが失われた場合は、選択されたキー
シーケンスがサーバーのオペレーティングシステムに自動的に送信されます。
• 無効（デフォルト） - リモートコンソールのコンピューターロック機能を無効にします。リモートコンソー
ルセッションが終了したり、iLO ネットワークリンクが失われた場合でも、管理対象サーバー上のオペレー
ティングシステムはロックされません。

リモートコンソールのコンピューターロックキーとホットキーを設定するための
キー
リモートコンソールのホットキーとリモートコンソールのコンピューターロックキーを設定する場合、次の
キーがサポートされます。

リモートコンソールセキュリティの設定
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統合リモートコンソールの信頼設定（.NET IRC）の設定
.NET IRC は、Microsoft .NET Framework の一部である Microsoft ClickOnce を介して起動します。ClickOnce
では、SSL 接続からインストールされるすべてのアプリケーションが信頼できるソースからのものでなけれ
ばなりません。ブラウザーが iLO プロセッサーを信頼するように設定されていないときにこの設定が有効に
設定されている場合、ClickOnce は、アプリケーションを起動できないことを通知します。
Hewlett Packard Enterprise では、信頼された SSL 証明書をインストールして、IRC は iLO 内の信頼された証
明書を要求します設定を有効にすることをおすすめします。この構成では、.NET IRC は HTTPS 接続を使用
することにより起動します。IRC は iLO 内の信頼された証明書を要求します設定が無効の場合、.NET IRC は
SSL 以外の接続を使用することで起動し、.NET IRC が暗号化キーの交換を開始した後で SSL が使用されま
す。
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前提条件
iLO の設定を構成する権限
手順
1. ナビゲーションツリーでリモートコンソール&メディアをクリックして、セキュリティタブをクリックし
ます。
2. IRC は iLO 内の信頼された証明書を要求します設定の有効と無効を切り替えるには、切り替えスイッチを
クリックします。
3. 変更を保存するには、適用をクリックします。

リモートコンソールセキュリティの設定
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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/assistance
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトにアクセスします。
http://www.hpe.com/support/hpesc
ご用意いただく情報
• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）
• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
• オペレーティングシステム名およびバージョン
• ファームウェアバージョン
• エラーメッセージ
• 製品固有のレポートおよびログ
• アドオン製品またはコンポーネント
• 他社製品またはコンポーネント

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

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

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リモー
トサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard
Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅速か
つ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめします。
ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてくだ
さい。
リモートサポートおよびプロアクティブケア情報
HPE 通報サービス
http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス
http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト
http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証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

サポートと他のリソース
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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。この電子メールに
は、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載
ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの
版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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アクセス設定
表 3: アクセスオプション
オプション

デフォルト値

説明

サーバー名

なし

この設定では、ホストサーバー名を指定することができます。こ
の値を手動で割り当てることができますが、オペレーティングシ
ステムをロードするとホストソフトウェアによって上書きされる
ことがあります。サーバー名は最大 49 バイトまで入力できます。
ブラウザーの更新を強制するには、この設定を保存して F5 キーを
押します。

サーバーの FQDN/IP
アドレス

なし

この設定では、サーバーの FQDN または IP アドレスを指定できま
す。この値は手動で割り当てることもできますが、オペレーティ
ングシステムがロードされる際にホストソフトウェアによって上
書きされるサーバー FQDN/IP アドレスである場合があります。
FQDN または IP アドレスは最大 255 バイトまで入力できます。
ブラウザーの更新を強制するには、この設定を保存して F5 キーを
押します。

遅延前の認証の失敗
時

1

iLO がログイン遅延を課すまでに許容されるログインの失敗数を
設定できます。有効な値は 1、3、5 回、または各ログイン試行の
失敗時です。

認証の失敗時の遅延
時間

10 秒

ログインに失敗した後の iLO ログイン遅延の継続期間を構成でき
ます。有効な値は 2、5、10、および 30 秒です。

認証失敗ログ

有効-3 回目の失
敗時

この設定により、失敗した認証のログ記録条件を設定できます。
すべてのログインタイプがサポートされ、それぞれのログインタ
イプは個別に動作します。有効な値は、次のとおりです。
有効-毎回失敗時— ログイン試行に失敗するごとに、ログインの失
敗のログエントリーが記録されます。
有効-2 回目の失敗時— ログイン試行に 2 回失敗するごとに、ログ
インの失敗のログエントリーが記録されます。
有効-3 回目の失敗時 - ログインに 3 回失敗するたびに、失敗した
ログインログエントリーが記録されます。
有効-5 回目の失敗時— ログイン試行に 5 回失敗するごとに、ログ
インの失敗のログエントリーが記録されます。
無効— ログインの失敗のログエントリーは記録されません。
SSH クライアントでこの設定を使用する方法について詳しくは、
iLO ユーザーガイドを参照ください。

最小パスワード長

8

この設定により、ユーザーパスワードの設定または変更の際に許
可される文字の最小数を指定します。指定する文字数は、0～39
の範囲の値でなければなりません。
パスワードの複雑さ設定を有効にした場合、iLO は、最小パスワー
ド長を満たすパスワードを許可しないことがあります。たとえ
ば、最小パスワード長を 1 に設定した場合、1 文字のパスワード
はパスワードの複雑さ要件を満たさないため無効になります。
表は続く
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オプション

デフォルト値

説明

パスワードの複雑さ

無効

ユーザーアカウントを作成するときのパスワードの複雑さチェッ
クの動作を制御します。
この設定を有効にすると、新しいまたは更新したユーザーアカウ
ントパスワードには、次の特性のうちの 3 つが含まれる必要があ
ります。
• 少なくとも 1 つの大文字 ASCII 文字
• 少なくとも 1 つの小文字 ASCII 文字
• 少なくとも 1 つの ASCII 数字
• 少なくとも 1 つの他の文字タイプ（記号、特殊文字、句読点な
ど）。
この設定を無効にした場合、これらのパスワード特性は適用され
ません。

匿名データ

有効

基本システム情報の匿名要求への応答で iLO が提供する XML オ
ブジェクトを制御します。この設定が有効になっている場合、
ネットワーク上の iLO システムを他のソフトウェアが検出して識
別することが許可されます。iLO が提供する XML 応答を表示す
るには、XML を表示をクリックします。このオプションが無効に
なっている場合、iLO は空の XML オブジェクトで要求に応答しま
す。

IPMI/DCMI over LAN

無効

業界標準の IPMI および DCMI コマンドを LAN 経由で送信できま
す。
この設定が無効になっていると、iLO は LAN 経由で IPMI/DCMI を
無効にします。この機能が無効にされても、サーバー側の IPMI/
DCMI アプリケーションは依然として機能します。
この設定が有効になっている場合、iLO では、クライアント側の
アプリケーションを使用して LAN 経由で IPMI/DCMI コマンドを
送信できます。
IPMI/DCMI over LAN が無効にされている場合、ポートスキャナー
を使用して、セキュリティの脆弱性をスキャンするセキュリティ
監査で、設定されている IPMI/DCMI over LAN ポートが検出され
ません。
FIPS または CNSA のセキュリティ状態を有効にすると、この設定
は自動的に無効になります。

IPMI/DCMI over LAN
ポート

623

IPMI/DCMI ポート番号を設定します。

表は続く
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オプション

デフォルト値

説明
iLO リモートコンソール経由のアクセスを有効または無効にする
ことができます。

リモートコンソール

このオプションを無効にすると、HTML5 IRC、.NET IRC、Java
IRC、スタンドアロンリモートコンソール、テキストベースのリ
モートコンソールが無効になります。ポートスキャナーを使用し
て、セキュリティの脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、
設定されているリモートコンソールポートが検出されません。
リモートコンソールを無効にしても、リモートコンソールサムネ
イルは無効になりません。リモートコンソールサムネイルを無効
にするには、リモートコンソールサムネイルオプションを編集し
ます。
17990

リモートコンソールポートを設定します。

セキュアシェル
（SSH）

有効

SSH 機能を有効または無効にすることができます。

セキュアシェル
（SSH）ポート

22

SSH ポートを設定します。

有効

iLO が外部の SNMP 要求に応答するかどうかを指定します。

リモートコンソール
ポート

SNMP

SSH は、iLO コマンドラインプロトコル（CLP）に暗号化された
アクセスを提供します。

SNMP アクセスを無効にすると、iLO はそのまま動作を続行し、
iLO Web インターフェイスに表示される情報は更新されます。こ
の状態では、警告は生成されず、SNMP アクセスは許可されませ
ん。
SNMP アクセスが無効になっている場合、ほとんどの SNMP 設定
は使用できません。
FIPS または CNSA のセキュリティ状態を有効にすると、この設定
は自動的に無効になります。
SNMP ポート

161

SNMP ポートを設定します。
SNMP ポート値をカスタマイズする場合、クライアントが非標準
の SNMP ポートの使用をサポートしない限り、一部の SNMP クラ
イアントが iLO で正しく動作しない可能性があります。
SNMP オプションが無効になっている場合、この値を更新するこ
とはできません。

SNMP トラップポー
ト

162

SNMP トラップポートを設定します。
SNMP トラップポートをカスタマイズすると、標準以外の SNMP
トラップポートの使用をサポートしない一部の SNMP 監視アプ
リケーションが、iLO で正しく動作しない場合があります。
HPE SIM 7.2 以降で SNMP v3 を使用するには、SNMP トラップ
ポートの値を 50005 に変更します。
SNMP オプションが無効になっている場合、この値を更新するこ
とはできません。
表は続く
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オプション

デフォルト値

説明

仮想メディア

有効

iLO 仮想メディア機能を有効または無効にすることができます。
このオプションを無効にすると、ローカルおよび URL ベースの仮
想メディア機能が無効になります。ポートスキャナーを使用して
セキュリティ脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、構成さ
れている仮想メディアポートが検出されません。

仮想メディアポート

17988

iLO が着信ローカル仮想メディア接続をリスンするために使用す
るポート。

仮想シリアルポート
ログ

無効

仮想シリアルポートの記録を有効または無効にします。この設定
が有効になっている場合、仮想シリアルポートの動作が iLO メモ
リ内の 150 ページの循環バッファーに記録されます。CLI コマン
ド vsp log を使用して、記録された情報を表示できます。仮想シ
リアルポートのバッファーサイズは 128 KB です。この設定が無
効になっている場合、仮想シリアルポートの動作は記録されませ
ん。

Web サーバー

有効

iLO Web サーバー経由のアクセスを有効または無効にすることが
できます。
注意: この値を無効に設定した場合、iLO は、Web サーバー
非 SSL ポートまたは Web サーバー SSL ポートでの通信を
リスンしません。Web サーバーが無効になっている場合、
次の機能は正常に動作しません。RIBCL、iLO RESTful API、
リモートコンソール、iLO 連携、および iLO Web インター
フェイス。
このオプションを無効にすると、ポートスキャナーを使用してセ
キュリティ脆弱性をスキャンするセキュリティ監査で、構成され
ている Web サーバー非 SSL ポート（HTTP）および Web サーバー
SSL ポート（HTTPS）が検出されません。

Web サーバー非 SSL 80
ポート

HTTP ポートを設定します。

Web サーバー SSL
ポート

443

HTTPS ポートを設定します。

アイドル接続タイム
アウト（分）

30

この設定では、セッションが自動的に終了するまでに、どの程度
ユーザーが非アクティブな状態でいられるかを分単位で指定しま
す。有効な設定値は、15 分、30 分、60 分、120 分、または無限
です。この値を［無限］に設定すると、非アクティブなユーザー
はログアウトされません。iLO からのログアウトに失敗すると、
アイドル接続が生成されます。iLO ファームウェアがサポートす
る iLO 接続数には制限があります。
「無限」タイムアウトオプショ
ンを使用すると、他のユーザーが iLO にアクセスできなくなる場
合があります。

iLO 機能

有効

iLO の機能が無効になっている場合、iLO ネットワークおよびオペ
レーティングシステムドライバーとの通信は切断されます。iLO
の機能が無効になっている場合、iLO を有効にするために、セキュ
リティオーバーライドスイッチを使用する必要があります。iLO
機能は、ブレードサーバーでは無効にできません。
表は続く
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オプション

デフォルト値

説明

iLO RIBCL インター
フェイス

有効

iLO との通信に RIBCL コマンドを使用できるかどうかを指定しま
す。この機能を無効にすると、HTTP/HTTPS を介した RIBCL、イ
ンバンド通信経由の RIBCL、および OA ポート経由の RIBCL は機
能しません。HPE OneView から Insight Remote Support Central
Connect またはリモートサポートにサーバーを登録する場合、こ
のオプションを有効にする必要があります。

iLO ROM ベースセッ 有効
トアップユーティリ
ティまたは iLO 5 構
成ユーティリティ
（UEFI）

UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションを有効また
は無効にします。この設定が有効になっている場合、UEFI システ
ムユーティリティへのアクセス時に iLO 構成オプションを使用で
きます。この設定が無効になっている場合、UEFI システムユー
ティリティへのアクセス時に iLO 構成オプションを使用できませ
ん。システム BIOS でオプション ROM のプロンプトが無効に
なっている場合、この設定を有効にできません。このオプション
は、UEFI システムユーティリティでは iLO 5 構成ユーティリティ
と呼ばれています。

iLO Web インター
フェイス

有効

iLO と通信するために iLO Web インターフェイスを使用できるか
どうかを指定します。

リモートコンソール
サムネイル

有効

iLO でリモートコンソールのサムネイルイメージのアクセシビリ
ティを有効または無効にします。
サムネイルを無効にしても、リモートコンソール機能は無効にな
りません。
この設定を無効にすると、Web インターフェイスがサムネイルの
表示を中止するのに約 30 秒かかります。
この設定を有効にする場合は、ブラウザーウィンドウを更新して
サムネイルを表示します。iLO からログアウトしてからログイン
し直して、サムネイルを表示することもできます。

ホスト認証が必要

有効

HPONCFG や iLOREST などのホストベースのユーティリティで
iLO ユーザー認証情報が必要かどうかを決定します。これらの
ユーティリティは、オペレーティングシステムのコマンドライン
から実行され、管理者アクセスまたはルートアクセスが可能なシ
ステムアカウントが必要です。
• この設定が有効になっている場合は iLO ユーザー認証情報が
必要で、すべてのコマンドに権限チェックが適用されます。
• この設定が無効になっている場合、iLO 認証情報は必要ありま
せん。この構成では、HPONCFG および iLOREST は iLO 管理
者権限で動作します。iLO が FIPS または CNSA セキュリティ
状態を使用するように構成されている場合、この設定は無効に
できません。
この設定を使用できるのは、iLO が「高セキュリティ」のセキュ
リティ状態を使用するよう構成されている場合だけです。
表は続く
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オプション

デフォルト値

iLO RBSU へのログ
無効
イン要求または iLO 5
構成ユーティリティ
（UEFI）へのログイン
要求

シリアルコマンドラ
インインターフェイ
ス速度

9600

説明
UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションにユーザー
がアクセスしたときに、ユーザー認証情報プロンプトを表示する
かどうかを決定します。この設定が無効になっている場合、UEFI
システムユーティリティの iLO 構成オプションにユーザーがアク
セスするときに、ログインは不要です。この設定が有効になって
いる場合、UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプションに
ユーザーがアクセスするときに、ログインダイアログボックスが
開きます。FIPS および SuiteB のセキュリティ状態が有効になっ
ている場合、iLO は、このオプションが無効な場合でもユーザー
認証情報プロンプトを表示します。このオプションは、UEFI シス
テムユーティリティでは iLO 5 設定のためのログインが必要と呼
ばれます。
CLI 機能のシリアルポートの速度を変更できます。以下の速度
（ビット/秒）が有効です。
• 9600 - Synergy コンピュートモジュールの場合のみ：この値を
必ず 9600 に設定してください。別の値を使用した場合、
Synergy コンソールおよびコンポーザーの CLI からシリアル
コマンドラインインターフェイスにアクセスできません。
• 19200
• 38400 - UEFI システムユーティリティの iLO 構成オプション
ではこの値はサポートされていません。
• 57600
• 115200
正常に動作させるには、シリアルポート構成をパリティなし、デー
タビット 8、ストップビット 1（N/8/1）に設定する必要がありま
す。
この値は、UEFI システムユーティリティで構成されたシリアル
ポート速度と一致するように設定します。

シリアルコマンドラ
インインターフェイ
スステータス

有効-認証が必要

シリアルポート経由での CLI 機能のログインモデルを変更できま
す。以下の設定が有効です。
• 有効-認証が必要 - ホストシリアルポートに接続された端末か
ら SMASH CLP にアクセスできます。有効な iLO ユーザー証
明書が必要です。
• 有効-認証は不要 - ホストシリアルポートに接続された端末か
ら SMASH CLP にアクセスできます。iLO ユーザー証明書は
不要です。
• 無効 - ホストシリアルポートから SMASH CLP へのアクセス
を無効にします。物理シリアルデバイスを使用する予定の場
合は、このオプションを使用してください。

POST 中に iLO IP を
表示
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有効

ホストサーバーの POST 中に iLO のネットワーク IP アドレスを
表示できます。この設定が有効になっている場合、POST 実行中
に iLO の IP アドレスが表示されます。この設定が無効になって
いる場合、POST 実行中に iLO の IP アドレスが表示されません。

iLO 5 の推奨されるセキュリティ設定
iLO 5 のセキュリティ関連の機能へのパスと推奨設定については、次の表を参照してください。実装するセ
キュリティレベルを決定するには、組織は、iLO のセキュリティ設定と、システムの使用を妨げる不必要に限
定的なセキュリティ設定の導入とのバランスを見い出す必要があります。ご使用の環境のデータを保護する
ニーズと、許可されたユーザーがそのデータに容易にアクセスするニーズを比較検討してください。使用可能
な推奨されるセキュリティ設定をすべて有効にするのは、組織にとって最適な方法ではない場合があります。
特長または機能

パス

TPM または TM のステー 情報 > 概要
タス

設定

推奨される設定値

TPM ステータス

読み取り専用

モジュールのタイプ

読み取り専用（TPM また
は TM が存在する場合の
み表示されます）
最小限のアクセスのセキ
ュリティ原則をサポート
する個々のユーザー権限
の設定の範囲で、最大 12
のローカルアカウント

ローカルユーザーアカウ
ントの制御

管理 > ユーザー管理

ローカルユーザーの新規
追加、編集、および削除

ディレクトリグループア
カウントの制御

管理 > ディレクトリグル
ープ

ディレクトリグループの
新規追加、編集、および削
除

iLO ネットワーク設定

セキュリティ > アクセス
設定

匿名データ

有効

IPMI/DCMI over LAN

無効

リモートコンソール

有効（ポートの設定も必
要）

セキュアシェル（SSH）

有効（ポートの設定も必
要）

SNMP

無効

仮想メディア

有効（ポートの設定も必
要）

仮想シリアルポートログ

有効

Web サーバー

有効（非 SSL および SSL
のポート設定も必要）1

iLO 機能

有効

iLO RIBCL インターフェ
イス

有効（ただし HPE では
iLO RESTful API の使用
を推奨）

iLO 設定

セキュリティ > アクセス
設定

iLO ROM ベースセットア 有効
ップユーティリティ
iLO Web インターフェイ
ス

有効

ホスト認証が必要

有効
表は続く
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特長または機能

パス

設定

推奨される設定値

iLO RBSU へのログイン
要求

有効

シリアルコマンドライン
インターフェイスステー
タス

有効 - 認証は必要（イン
ターフェイス速度の設定
も必要）

POST 中に iLO IP を表示 有効
iLO サーバー設定

iLO アカウントサービス
設定

iLO サービスポート

セキュリティ > アクセス
設定

セキュリティ > アクセス
設定

セキュリティ > iLO サー
ビスポート

Server Name

空白のままにしてホスト
OS で割り当てられるよ
うにする

サーバーの FQDN/IP ア
ドレス

空白のままにしてホスト
OS で割り当てられるよ
うにする

遅延前の認証の失敗時

1 回の失敗では遅延は発
生しない

認証の失敗時の遅延時間

10 秒

認証失敗ログ

有効-毎回失敗時

最小パスワード長

8

パスワードの複雑さ

有効

iLO サービスポート

有効

USB フラッシュドライブ 無効
認証が必要

有効

USB Ethernet アダプタ

無効

セキュアシェルキーの設
定

セキュリティ > セキュア
シェルキー

キーは 2048 ビットの
DSA または RSA（または
SuiteB セキュリティ状態
では ECDSA 384 ビット
キー）である必要がありま
す。

SSH キーを使用すると、
単純なパスワード認証よ
りもセキュリティが向上
します。

証明書マッピング

セキュリティ > 証明書マ
ッピング

各ローカルユーザーアカ
ウントには関連する証明
書が必要です。

証明書とともに
Smarcard を使用すると、
単純なパスワード認証よ
りもセキュリティが向上
します。

スマートカード

セキュリティ > CAC/
Smartcard

CAC Smartcard 認証

有効（iLO Advanced のラ
イセンスが必要）

CAC 厳密モード
信頼できる CA 証明書お
よび失効リストのインポ
ート

（オプション）有効
失効リストとともに、少な
くとも 1 つの信頼できる
CA 証明書をインストー
ルする必要があります。
表は続く
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特長または機能

パス

設定

推奨される設定値

SSL 証明書の管理

セキュリティ > SSL 証明 証明書のカスタマイズ
書

iLO ごとに信頼できる
SSL 証明書を作成しま
す。デフォルトの自己署
名証明書は安全ではあり
ません。

ディレクトリベースの認
証

セキュリティ > ディレク
トリ

LDAP ディレクトリ認証

HPE 拡張スキーマ（Active
Directory が必要）を使用、
またはディレクトリデフ
ォルトスキーマを使用（環
境に応じて、ページ上のす
べてのディレクトリサー
バー設定の設定も必要）

ローカルユーザーアカウ
ント

環境に応じて、有効または
無効。

Kerberos 認証

有効（レルム、サーバーア
ドレス、サーバーポート、
およびキータブファイル
の設定も必要）

暗号化

セキュリティ > 暗号化

セキュリティ状態

高セキュリティ

HPE SSO

セキュリティ > HPE
SSO

SSO 信頼モード

認証情報による信頼 2（ユ
ーザーの役割ごとに SSO
特権を選択する場合もあ
ります）

ログインセキュリティバ
ナー

セキュリティ > ログイン
セキュリティバナー

ログインセキュリティバ
ナーを有効

有効（セキュリティメッセ
ージの設定も必要）

1 無効の場合、RIBCL、iLO RESTful API、リモートコンソール、iLO 連携、および iLO Web インターフェイスに対するア

クセスは除外されます。
2 一部の HPE アプリケーションでは、iLO 5 のセキュリティ状態が「高セキュリティ」以上に設定されている場合は、SSO

が正常に使用されない場合があります。詳しくは、アプリケーションのドキュメントを参照してください。
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