HPE 内蔵サーバー管理製品の簡単セットアッ
プ

摘要
このガイドでは、HPE Intelligent Provisioning および HPE iLO 5 を使用した HPE Gen10 サーバー
のインストールと初期構成について説明します。
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HPE 内蔵サーバー管理製品の概要
中小企業では、従業員の生産性を向上させたり、顧客との関係を深めたりするために、モバイルやクラウドの
テクノロジーを取り入れています。お客様のビジネスには、増え続けるモバイルデバイスやクラウドベースの
アプリケーションに対応できる、手頃な価格の高性能かつセキュアな有線および無線のインフラストラクチャ
が必要です。
サーバーはどこからでも管理および監視する必要があります。サーバーのヘルスや運用を常に的確に判断で
きることを想像してみてください。HPE 内蔵管理製品は、世界中のどこからでもサーバーを効率的に管理し、
問題を迅速に解決し、ビジネスの運営を維持するためのツールを提供します。
このガイドは、HPE サーバーのセットアップ時に HPE の内蔵サーバー管理製品をうまく利用できるように設
計されています。

6

HPE 内蔵サーバー管理製品の概要

HPE 内蔵管理ソフトウェア
HPE 内蔵管理ソフトウェアによるサーバーのサポート
HPE では、新しいサーバーを構成し、完全に利用できる状態で維持するのに役立つ広範な内蔵管理製品セッ
トを提供します。
Intelligent Provisioning - HPE
ProLiant サーバーの初期構成と
OS の展開を迅速に行います。

HPE iLO - サーバーの運用状態に
関係なく、追加設定なしで必須の
リモート管理および制御を可能に
します。入手可能なライセンス機
能によって使用可能な管理制御を
さらに拡大します。

Service Pack for ProLiant HPE ProLiant サーバーおよびオ
プションハードウェア用の単一
のソリューションスタックとし
てまとめてテストされた、ファー
ムウェアおよびシステムソフト
ウェアコンポーネントの包括的
なコレクションを取得します。
SPP を使用すると、サーバーで
のソフトウェアとファームウェ
アのアップデートが容易になり
ます。

Active Health System - HPE
Active Health System（AHS）は、
iLO を含むすべての HPE Gen10
サーバー上のサーバーハードウェ
アとシステム構成の変化を監視
し、記録します。AHS は、システ
ム障害が発生したときに、問題の
診断と迅速な解決を支援します。

HPE Embedded Server
Management Products

すべてのサーバー管理製品について詳しくは、http://www.hpe.com/jp/servers/ilo を参照してください。

HPE 内蔵管理ソフトウェア
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HPE ProLiant サーバーのセットアップ
新しい HPE ProLiant サーバーをセットアップするには、この章の各セクションに以下の順序で従います。場
合によっては、リンクからガイドの別のセクションに移動してタスクを完了します。タスクが終了したら、必
ず元の場所に戻ってください。
ヒント: このドキュメントはお使いのコンピューターに保存してから、ブラウザー以外の任意の PDF
ビューアーを使用して開きます。こうすることで、Web リンクがブラウザーウィンドウで開いたときの
自分の場所を保持できます。
1. ハードウェアの取り付け
このセクションには、セットアップガイドへのリンクが含まれています。リストからサーバーのモデルを
見つけて、そのリンクをクリックします。
2. 構成の準備
必須の資料を用意し、構成プロセスの実行中に必要となるネットワーク接続を準備します。
3. 構成の実行
このセクションでは、Intelligent Provisioning を使用して新しいハードウェアを起動および構成するために
従う手順（オペレーティングシステムのインストールを含む）へのリンクを提供します。

HPE サーバーのセットアップ
ハードウェアの取り付け
サーバーのセットアップガイドに従って、新しいハードウェアを取り付けます。
ヒント: HPE には各サーバーの QR コードがあります。お手持ちのモバイルデバイスで QR コードをス
キャンして重要な情報にアクセスしてください。

QR コードのスキャンに関心がなくても 問題ありません。以下のサーバーへのリンクのいずれかをク
リックして、サーバーのクイックセットアップ用のモバイルページにアクセスしてください。
エントリーレベルサーバー：
• HPE ProLiant DL325 Gen10
• HPE ProLiant ML110 Gen10
• HPE ProLiant ML350 Gen10
HPE サーバーの完全なリストについては、http://www.hpe.com/qref/servers を参照してください。
トラブルシューティング情報は、HPE Information Library（http://www.hpe.com/info/Gen10troubleshooting）で入手できます。
構成の準備
以下のタスクを実行して、新しいサーバーを構成する準備をします。
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HPE ProLiant サーバーのセットアップ

• オペレーティングシステムのサポートの確認 - ProLiant サーバーでサポートされているオペレーティング
システムについては、オペレーティングシステムサポートマトリックス（http://www.hpe.com/info/
supportos）を参照してください。
• OS のインストールメディアとプロダクトキーの収集（Windows、Linux、VMware ESX）
インストールは、ディスク、ネットワーク共有、FTP、または USB から実行できます。必ずインストール
キーを用意し、OS に付属している実装に関する注意事項をお読みください。
• ネットワーク接続の確認
必要に応じてネットワーク接続がアクティブであることを確認します。可能であれば、システムをビジネ
スネットワークに接続する前にシステムを完全にアップデートします。
• インターネット接続の確認
ビジネスネットワークからインターネットにアクセスできることを確認します。ゲートウェイの IP アド
レスを書き留めます（後で必要になる場合があります）。
• USB ストレージデバイスを使用可能にする
小型のポータブルデータストレージデバイスは、サムドライブとも呼ばれ、任意の USB ポートに挿入でき
ます。USB ドライブは、Service Pack for ProLiant（SPP）のような情報の格納や OS インストールメディ
アに最適です。
• サーバーのネットワークアドレスへの対応策
DHCP がネットワーク上で有効になっていない場合は、ネットワークの詳細を準備する必要があります。
割り当てる IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、および DNS 名が必要です。初期セッ
トアップの場合、iLO を DHCP 対応のネットワークに接続することで、これらの詳細の自動割り当てを可
能にする方が簡単です。
Intelligent Provisioning を使用した構成の実行
セットアップを完了するには、このガイドに記載されている以下のリンクの情報に従います。
• 新しいサーバーを初めて起動し、Intelligent Provisioning を開始する
• ハードウェア設定を構成し、オペレーティングシステムをインストールする
• ファームウェアをアップデートする

HPE ProLiant サーバーのセットアップ
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初めての起動および Intelligent Provisioning への
アクセス
クイックタスク：Intelligent Provisioning を使用した新しいサー
バーのセットアップ
ヒント: 完成したチェックリストを確認しま
す。

「最初の HPE ProLiant SMB サーバーを購入したとこ
ろで、本番環境に移行する必要があります」
新しいサーバーの
電源を入れます。

F10 を押して、
Intelligent
Provisioning にア
クセスします。

続行する前に、セットアップチェックリストの
構成の準備セクションに記載された条件をす
べて満たしていることを確認します。

初期セットアップウィザードをクリッ
クし、その手順に従います。

プロセス全体の詳細な手順を確認するには、ここをクリックします。

初めての起動
手順
1. システムの電源をオンにする
電源ボタンを押します。
サーバーを直接セットアップする場合は、モニター、キーボード、およびマウスが接続されている必要が
あることに注意してください。サーバーをネットワークに接続した後にリモートでセットアップする場合
は、ネットワーク上の別のコンピューターから iLO 5 リモートコンソール機能を使用します。
ProLiant Gen10 サーバーの電源を初めてオンにすると、サーバーにブートサブシステムとセルフテストの
リストが表示されます。初期の電源投入時セルフテスト（POST）が終わると、サーバーに HPE ProLiant
の初期化画面が表示されます。右下のチェック済みアイコンは、各オプションがサーバーに存在するか、
インストールされていることを表します。
注記: DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使用している場合は、iLO の IP アドレスが左下に
表示されます。
2. Intelligent Provisioning を開始する (F10)
画面の下部に使用可能なファンクションキーのオプションが表示されたら、F10 キーを押して Intelligent
Provisioning を開始します。Intelligent Provisioning がロードされるまで待ちます。
Intelligent Provisioning の環境設定画面が表示されます。

Intelligent Provisioning について
Intelligent Provisioning は、HPE ProLiant サーバーにすでにインストールまたは内蔵されている必須の単一
サーバー用展開ツールであり、サーバーのセットアップを容易にするものです。
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初めての起動および Intelligent Provisioning へのアクセス

• Intelligent Provisioning は、システムに以下のインストールを準備させることにより、オペレーティングシ
ステムをインストールしやすくします。
◦ Microsoft Windows Server
◦ Red Hat Enterprise Linux
◦ SuSE Linux Enterprise Server
◦ VMware ESXi/vSphere
OS のすべてのバージョンがサポートされているわけではありません。サポート対象のオペレーティング
システムのバージョンについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある OS サポートマト
リックス（http://www.hpe.com/info/ossupport）を参照してください。
• Intelligent Provisioning では、Service Pack for ProLiant から HPE ProLiant サーバーのサポートソフトウェ
アを自動的に処理します。SPP は、HPE ProLiant のソフトウェアアップデートとファームウェアアップ
デートのバンドル用のインストールパッケージです。
• Intelligent Provisioning を使用すると、メインメニューからメンテナンス関連のタスクにすばやくアクセス
できます。
Intelligent Provisioning について詳しくは、HPE の Web サイト http://www.hpe.com/info/
intelligentprovisioning/docs を参照してください。

Intelligent Provisioning の操作
Intelligent Provisioning ウィンドウのアイコンは以下のとおりです。
操作アイコン

機能
言語
ホーム
Intelligent Provisioning のスタート画面に戻ります。
ジョブカート
ヘルプ
表示されている画面についての詳しい情報を表示します。
システム情報
システムに関する情報（Intelligent Provisioning のバージョンを含む）を表示しま
す。
終了
サーバーの電源を切るか、サーバーを再起動します。
ログアウト
戻る
選択を確認し、保存した後で前の画面に戻ります。
続行
選択を確認し、保存した後で次の画面に進みます。

初めての起動および Intelligent Provisioning へのアクセス

11

ハードウェア設定を構成し、オペレーティングシステムをインス
トールする
HPE ProLiant サーバーを構成し、インストールするには、以下の操作を行います。
• Intelligent Provisioning のセットアップウィザードを実行する
• オペレーティングシステムをインストールする

Intelligent Provisioning のセットアップウィザードの実行
HPE サーバーで Intelligent Provisioning に初めてアクセスしたときは、初期セットアップウィザードを実行す
る必要があります。これらの基本設定により、Intelligent Provisioning での適切な言語と時刻の表示、基本的
なブートオプションの設定、およびネットワーク上での通信が可能になります。アスタリスク（*）の付いた
エントリーは必須です。
前提条件
• サーバーが取り付けられ、使用可能な状態になっていること（ネットワークへのケーブル接続を含む）
• サーバーのタグから入手した初期認証情報
手順
1.

Intelligent Provisioning のメイン画面で、初期セットアップウィザードをクリックします。

2.

インターフェイス言語、キーボード言語、およびタイムゾーンを選択するか、またはデフォルトを受け入
れます。
日付をクリックすると、カレンダーを参照して日付を選択できます。時刻をクリックすると、クロックか
ら正しい時間を選択できます。

3.

ブート BIOS モードで、UEFI 最適化ブートを選択します。
以下のオプションを含む、その他のオプションも使用できます。
• レガシーブートモード
• UEFI 最適化ブートの無効化
機能の可用性と使いやすさを最大にするために、HPE では UEFI 最適化ブートを選択することを推奨し
ています。ウィザードの完了後に、必要に応じて利用可能な構成設定を使用し、他のブートモードに切り
替えることができます。
注記: システムのブートモードに加えた変更はすべて、OS のインストール中またはサーバーの次回再起
動時にのみ反映されます。

4.

次へをクリックします。
EULA 画面が表示されます。

5.

EULA を読み、Intelligent Provisioning の EULA に同意するを選択します。

6.

次へをクリックします。
最適化とプライバシーの設定画面が表示されます。

7.
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このサーバーを使用する目的は何ですか?メニューで、一般的な電力効率のコンピューティングを選択し
ます。使用可能な設定は一般的に、新しいサーバーのさまざまな使用目的をカバーします。これらの設定
には、最良の電力効率、最高のパフォーマンス、電力効率とパフォーマンスのバランスなどが含まれま
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す。ここで選択した内容に応じて、消費電力上限や CPU パフォーマンスなどの他の構成設定が自動的に
調整されます。これらの設定は、ウィザードの完了後に利用可能な BIOS/プラットフォーム構成設定で調
整できます。
8.

F10 機能を有効化するコントロールを有効にします（まだ有効にしていない場合）。
ヒント: 選択ボタンで設定を有効にするには、選択ボタンを右に動かします。項目が有効になると
ボタンが緑色に変わります。

9.

次へをクリックします。
ネットワーク設定画面が表示されます。

10. 以下のネットワーク設定から該当するものを選択します。
a. アップデートおよびインストール用のネットワークインターフェイスを選択するで、自動を選択しま
す。
自動を選択すると、Intelligent Provisioning によってサーバーで利用可能な NIC 上のトラフィックを簡
単にチェックしたり、接続が検出される最初の NIC を選択したりできます。選択された NIC は、今後
のアップデートやインストールに使用されます。
b.（オプション）プロキシを使用を有効にして、HTTP/HTTPS 形式の URL とポートを入力します。
この設定は、ネットワーク上でプロキシサーバーを使用する場合にのみ有効にします。この設定を有
効にした場合は、プロキシサーバー（またはセキュアプロキシサーバー）の URL とポートを入力する
必要があります。
c. DHCP の自動構成を有効にします。
これを選択すると、Intelligent Provisioning によってネットワーク上での通信に必要なネットワークの
詳細が自動的に決定されます。
11. iLO のネットワーク設定を選択します。
注記: iLO Web インターフェイスで iLO のネットワーク設定をすでに行った場合は、以下の設定が完了済
みであることがあります。その場合は、この手順をスキップしてください。

a. DHCP の自動構成を有効にします。
b. オフを無効のままにします。
オフの選択項目を有効にすると、iLO でサーバーが使用できなくなります。HPE は、この設定を無効
のままにしておくことを推奨します。
12. システムソフトウェアアップデートメニューで、 HPE.com から更新を選択します。
これを選択すると、アップデートが入手できる場合に Intelligent Provisioning からプロンプトが表示さ
れ、HPE の Web サイトから直接サーバーのソフトウェアアップデートをダウンロードできます。イン
ターネット接続が必要です。
13. 次へをクリックし、確認を求められたらはいをクリックします。
ジョブ構成ビューアー画面が表示されます。この画面には、初期セットアップウィザードという、
Intelligent Provisioning によっていつでも処理できる単一のジョブが表示されます。
14. 今すぐ起動するをクリックします。ウィザードをもう一度やり直す場合は、削除をクリックします。

初めての起動および Intelligent Provisioning へのアクセス
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その後、選択した設定が Intelligent Provisioning によって適用されるときに、ジョブのサーバーステータ
スが画面に表示されます。完了すると、Intelligent Provisioning のメイン画面が 2 つの新しいボタンとと
もに表示されます。これらのボタンは、Express OS インストールとメンテナンスの実行です。

Intelligent Provisioning を使用したオペレーティングシステムのインストール
次に、新しいサーバーで実行されるオペレーティングシステム（OS）をインストールします。
前提条件
• Intelligent Provisioning の初期セットアップウィザードが完了していること
• サーバーが Intelligent Provisioning に対して再起動されているか、または Always On Intelligent
Provisioning（AOIP）機能を使用して iLO Web インターフェイスからアクセスされていること
手順
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で Express OS インストールをクリックします。
オペレーティングシステムのインストール画面が表示されます。
2. RAID 構成オプションで推奨される設定を選択します。
サーバーによって存在するすべてのドライブが検証され、それらのドライブを使用するために適切なアレ
イ（プラン）が作成されます。Hewlett Packard Enterprise は、最初にサーバーをプロビジョニングすると
き、このオプションを選択することを推奨します。
注意: このオプションを選択すると、すべてのディスクがリセットされ、アレイが存在する場合はア
レイもリセットされます。初期セットアップ中は、アレイまたはディスクデータも存在しないため、
ディスクやアレイのリセットはサーバーには影響しません。しかし、サーバーを再プロビジョニング
するときにこのオプションを選択すると、データおよびディスクアレイが消失する場合があります。
HPE SSA について詳しくは、HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイドを参照してくださ
い。
3. コントローラーをリストから選択します。コントローラーの選択は、ご使用のオペレーティング環境に基
づきます。
4. ディスクをリストから選択します。ディスクの選択は、ご使用のオペレーティング環境に基づきます。
5. インストールソースをリストから選択します。オプションおよびそれぞれに必要な情報と操作は次の表で
説明します。
注記: Always On Intelligent Provisioning は、ネットワークインストールソースの使用のみに限定されます。
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メディアタイプ

必要な情報/操作

DVD-ROM メディア

DVD を挿入します。Always On Intelligent Provisioning の使用時は利用
できません。

USB

USB ドライブを挿入して、USB ドライブ上の OS インストールファイ
ルの場所に移動します。次に、ISO ファイルをダブルクリックします。
Always On Intelligent Provisioning の使用時は利用できません。
注記: FAT または exFAT フォーマット済み USB ドライブのみがサ
ポートされています。NTFS フォーマットでないと OS イメージファ
イルを USB にコピーできません。別のソースメディアを使用してく
ださい。

SMB (Server Message Block)

このオプションを選択した場合は、次の画面で以下のネットワーク接続
情報を入力する準備をしておきます。
• サーバー名または IP アドレス - OS のコンテンツをホストするサー
バーのサーバー名または IP アドレスです。サーバー名を指定する
場合、DNS 情報の入力も必須です。
• 共有名 - OS のコンテンツをホストする Server Message Block
（SMB）プロトコルを使用しているネットワーク共有の名前です。
• ネットワーク共有ユーザー - ネットワーク共有にアクセスするため
に使用するユーザー名です。
• ネットワーク共有パスワード（暗号化なし） - ネットワーク共有に
アクセスするために使用するユーザー名のパスワードです。

匿名 FTP サーバー

以下のネットワーク接続情報を入力します。
サーバー名または IP アドレス - OS のコンテンツをホストするサー
バーの FTP サーバー名または IP アドレスです。FTP をサポートする
には、FTP サーバーへの匿名アクセスが必要です。プロキシ経由の
FTP サーバーへの接続は未サポートです。
重要: FTP パスを入力する場合は、スペースおよび句読点を削除
してください。FTP サーバーディレクトリ構造は、スペースまた
は特殊文字（句読点を含む）を使用できません。Always On
Intelligent Provisioning を使用している場合は、FTP サーバーに格
納されているインストールデータが ISO 形式であってはならな
いことに注意してください。インストールを試みる前に、ISO を
展開し、データを FTP サーバーに配置します。

インターネットから ClearOS
をインストール

このオプションがサーバーで利用可能な場合は、ClearOS をダウンロー
ドしてインストールできます。ClearOS は、オープンソースモデルに基
づいて中小企業（SMB）向けに簡略化された低価格のハイブリッド IT
環境をもたらすオープンソースソフトウェアプラットフォームです。

6. ファームウェアアップデートの試行を実行するかどうかを選択します。

初めての起動および Intelligent Provisioning へのアクセス
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• 更新をスキップする - デフォルトです。OS インストール前にファームウェアアップデートは実行さ
れません。
• OS インストール前に更新する - 最新の SPP で定義されるベースラインに従って利用可能なファーム
ウェアアップデートは、OS インストール前に実行されます。
7. インストール方法で自動インストールを選択します。
注記: Always On Intelligent Provisioning を使用している場合は、自動インストールオプションのみが表示
されます。自動インストールは、高速インストールプロセスです。高速インストールプロセスでは、
Hewlett Packard Enterprise が定義したデフォルトを使用して、サーバーソフトウェアとファームウェアの
構成、ストレージのパーティション作成、および OS とドライバーのインストールを行います。また、ネッ
トワークがご使用の場所で利用可能なときは、ソフトウェアとファームウェアのアップデートを実行しま
す。Hewlett Packard Enterprise は、サーバーの初回セットアップには、このオプションを選択することを
推奨します。
Windows のインストールに Intelligent Provisioning の自動インストール方法を使用した場合は、AMS
（Agentless Management Service）および ProLiant iLO 5 チャネルインターフェイスドライバーが自動的に
インストールされます。ProLiant iLO 5 チャネルインターフェイスドライバーは、SUSE Linux Enterprise
Server および Red Hat Enterprise のインストール向けの標準です。
手動インストール方法は、OS のインストールに使用できます。手動インストールは、システムの起動中に
F10 キーを使用して Intelligent Provisioning にアクセスする場合（および DVD-ROM メディアからインス
トールする場合のみ）に使用できます。この方法は上級ユーザー向けであり、OS のインストールプロセス
全体に精通している必要があります。
8. 続行右矢印をクリックします。
重要: サポートされていないメディアデバイスが選択されている場合は、次の画面に進めません。こ
の問題を解決するには、サポートされていないメディアデバイスを取り外し、プロンプトが表示され
たときにサポートされているインストールソースであることを確認してください。

ClearOS について
HPE および ClearOS
Linux ベースのオープンソフトウェアオペレーティングプラットフォームである ClearOS は、ほぼすべての
IT 環境のニーズに合うように一意に調整されます。ClearOS は、シンプルかつセキュアで、価格も手頃です。
Community Edition、Home Edition、および Business Edition で利用でき、サーバーの完全な機能、ネットワー
クとルーティングの機能、ゲートウェイの統合された脅威管理およびフィルター機能を備えています。各エ
ディションの Webconfig 管理コンソールには ClearOS マーケットプレイスが組み込まれており、100 以上の
IT 関連アプリケーションのオンデマンドでのインストールや管理が可能です。
HPE および ClearOS を使用すると、以下のことを行えます。
• 1 つか 2 つのサーバーで高度なネットワークの展開および管理を簡素化します。
• すべてのオンボードサーバーアプリケーション、ネットワークプロトコル、およびゲートウェイセキュリ
ティを対象に、オンプレミスとオフプレミスの両方のソリューションのディレクトリを 1 つの中央のプ
ラットフォームのクラウド管理に集中させます。
• 正常に機能する IT ソリューションを追加設定なしで展開することで、ソリューションの展開に伴う複雑さ
とコスト全体を減らします。
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ClearOS で使用可能なサブスクリプション
現時点では、ClearOS は HPE ProLiant DL360 および DL380 Gen10 サーバーでサポートされています。詳し
くは、http://www.hpe.com/servers/clearoscert を参照してください。
• ClearOS Business Edition のサブスクリプションは、本番環境のユーザーが利用でき、4 つのオプションで
提供されます。2 つのオプションには、継続的にテストされるアップストリームアップデート、セキュリ
ティパッチ、優先順位のアップデート、他社製の市販のアドオンなどが含まれています（Bronze および
Silver）。
• ClearCenter には、ClearCARE サポート（Silver サブスクリプションの一部として提供されるものを含む）
を提供する 2 つのサブスクリプションレベル（Gold および Platinum）もあります。
• ClearOS サブスクリプションの価格は、サーバーごとに 1 年単位で設定され、複数の事業拠点や大規模な
ユーザー基盤を持つ組織では稼働中のサーバーの運用コストが軽減されます。
• ClearOS は、アプリケーション対応のプラットフォームとして動作するため、ClearOS マーケットプレイ
ス経由でアプリケーションが追加されると、動作中のアプリケーションがそれを検出し、指定されたハー
ドウェア仕様にとって最良のパフォーマンスをもたらすために最適な速度で機能するように自動的に調整
します。サーバーは、必須以外のソフトウェアのリソース消費量を削減しながら、その最高レベルで動作
します。
ClearOS Business サブスクリプションは、4 つのレベル（Bronze、Silver、Gold、Platinum）で利用でき、
個々のニーズに合わせてさまざまな付加価値、サポートサービス、および製品機能を提供します。
すべてのサブスクリプションは、以下を含む ClearOS Community Edition（常時無料）とは別に作成されま
す。
• 75 以上のオープンソース機能/アプリケーション
• アップストリームのソースコードアップデート
• Webconfig リモート管理
• アップストリームのセキュリティ修正
• 自動アップデート
ClearOS についての詳細情報の参照先
ClearOS について詳しくは、https://www.clearos.com を参照するか、または ClearOS 7 and ClearVM on
HPE ProLiant Servers Configuration Guide（http://www.hpe.com/support/ClearOS-IG）を参照してくださ
い。

新しいサーバーのファームウェアのアップデート
ファームウェアの手動によるアップデート
手順
Intelligent Provisioning の使用にあたって、ファームウェアの自動アップデートをスキップすることにしてい
ませんでしたか。あるいは、使用しているサーバーがすでに長期間動作し続けていないでしょうか。次の説明
に従い、アップデートされるようにしてください。

初めての起動および Intelligent Provisioning へのアクセス

17

「サーバーが 1 年間動作し続けており、実
行速度が遅くなってきました。そろそろ
ファームウェアをアップグレードしなけ
ればなりません」

サーバーを再起動
します。

ヒント: シンプルになったファームウェアのアップ
デート 初期構成時にファームウェアをスキップし
ていても、使用しているサーバーが長期間動作中で
あっても、Intelligent Provisioning によってアップ
デートがシンプルになります。

F10 を押して、Intelligent
Provisioning にアクセスし
ます。

メンテナンスの実行、ファーム
ウェアアップデートの順にクリッ
クします。詳細なファームウェア
アップデート手順については、
Intelligent Provisioning とコン
ポーネントファームウェアのアッ
プデート(19 ページ)を参照して
ください。

Service Pack for ProLiant
Service Pack for ProLiant（SPP）は、HPE ProLiant サーバー用に（互換性を確保するために）まとめてテス
トされた、アップデートの完全なコレクションが含まれているファイルセットです。
SPP には HPE ProLiant サーバーをアップデートするための重要な機能がいくつか含まれており、数種類の異
なる方法でインストールできます。
SPP の詳細または SPP のダウンロード方法については、HPE の Web サイト（http://www.hpe.com/jp/
servers/spp_dl）を参照してください。

カスタマイズされたファームウェアダウンロード
SPP をフィルタリングしてカスタマイズされたダウンロードを作成して、SPP サプリメントを追加したり、
定義済みフィルターセットまたは個々のフィルターオプションを選択してダウンロードサイズを縮小したり
できます。つまり、SPP のカスタムダウンロードでは、ユーザーの環境に適用できるコンポーネントのみを
含むカスタムのファームウェアおよびソフトウェアバンドルを簡単に作成できる方法が提供されます。

カスタム SPP のダウンロード
SPP カスタムダウンロードページで、以下の操作を実行できます。
• カスタム SPP を作成します
• 使用可能なファイルをダウンロードします
• カスタム SPP を削除します（デフォルトの SPP を除く）
SPP カスタムダウンロードページのヘルプについては、SPP カスタムダウンロードの FAQ ページを参照して
ください。
手順
1. Web ブラウザーを開いて https://www.hpe.com/servers/spp/custom にアクセスします。
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SPP へのアクセスは、HPE サポートセンターを介して確認する必要があります。SPP のダウンロードに
はアクティブ保証または HPE のサポート契約が必要とされるため、HPE パスポートへのログインが必須
です。
2. 必要に応じて、ここでのサインインをクリックして、HPE パスポートの認証情報を入力します。
3. ページの左側から、SPP を選択します。

Intelligent Provisioning とコンポーネントファームウェアのアップデート
HPE ProLiant サーバーおよびインストール済みのハードウェアオプションは、最新のファームウェアで事前
にロードされていますが、アップデートされたファームウェアが利用可能な場合があります。ファームウェア
アップデートユーティリティを使用して、最新のファームウェアを見つけて適用します。Intelligent
Provisioning のアップデートは、SPP のアップデートが提供されていれば実行できます。
手順
1. Intelligent Provisioning のホーム画面で、メンテナンスの実行をクリックします。
2. メンテナンスオプションでファームウェアアップデートを選択します。
このオプションを選択した直後に、システムは System Software Update 設定で構成されているソースの
ファームウェアを検索します。これには数分かかる場合があるので、結果が表示されるまで待ってくださ
い。
システムがデータを取得している間に、展開または閉じるをクリックして、検索の詳細を表示または非表
示にします。
SPP ISO をダウンロードし、DVD または USB キーにコピーすることができます。SPP をダウンロードす
る場合は、Web サイト http://www.hpe.com/jp/servers/spp_dl を参照してください。ISO の使用手順に
ついては、SPP のクイックスタートガイド（http://www.hpe.com/support/SPP_UG_jp）を参照してくだ
さい。
注記: ファームウェアアップデートでは、最新の SPP で定義されているベースラインに従って利用可能な
最新のアップデートが反映されます。最新の SPP のベースラインにない新しいアップデートは、アップ
デートリストに表示されません。
3. システムは、ファームウェアデータを取得すると、取り付けられているハードウェアコンポーネントを
チェックして、アップデートを推奨する項目を示します。検索結果によっては、続行をクリックして、ハー
ドウェアコンポーネントのチェックを開始するよう指示される場合があります。
これには数分かかる場合があるので、結果が表示されるまで待ってください。
注記: 入手できる新しいファームウェアがない場合は、ファームウェアアップデート画面に現在のバージョ
ンが表示されます。
4. アップデートする項目を選択し、インストールをクリックします。
テーブルが再表示されます、選択した項目のみがリストに表示されています。
5. リストに表示されているすべてのコンポーネントをインストールするために、続行をクリックします。
6. インストールを実行する準備が整ったら、警告で続行をクリックします。
各コンポーネントのインストール後、コンポーネント名の横にある左の列に緑色のチェックが自動的に表
示されます。
7. すべてのコンポーネントのインストール後、終了をクリックしてメンテナンスの実行画面に戻ります。
8. サーバーを再起動します。

初めての起動および Intelligent Provisioning へのアクセス
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iLO のセットアップ
iLO について
Integrated Lights-Out（iLO）は、HPE サーバーに同梱されている埋め込みテクノロジーであり、システム管
理者がいつでもどこからでもサーバーをリモートで監視および管理できるようにします。HPE iLO は、HPE
サーバーのインテリジェンスの中核となる基盤です。
HPE iLO は、サーバーを操作可能にして起動させるための鍵であり、サーバーセットアップの簡素化、ヘル
ス監視の有効化、電力および温度制御の監視に役立ちます。これらの機能は、iLO Standard のライセンスの
適用を受けているサーバーに付属しています。iLO はインストールの必要がなく、最小限のセットアップで済
みます。
HPE iLO は、サーバー展開時間の短縮、リモートアクセスの提供、操作の簡素化、生産性の向上、およびエ
ンドツーエンドのセキュリティの適用により、サーバー管理者の懸念とニーズに対処します。外出先でしょう
か。追加の管理サーバーを必要としないシンプルなサーバー管理が必要でしょうか。社内で制御および監視
ツールを標準化する必要はありませんか。サーバーに注意が必要なときに即座に通知が必要ではないでしょ
うか。HPE iLO がその答えです。
HPE サーバーには、サーバーの一部として iLO 標準機能が付属しています。iLO 標準機能以上のものが必要
になる場合もあります。ライセンス付与された機能は、組織のニーズに応じてサーバー管理者の生産性を向上
し、セキュリティを強化し、操作を簡素化します。
• iLO Advanced Premium Security Edition のライセンス
• iLO Advanced のライセンス
• iLO Advanced for Blades のライセンス
• iLO Essentials のライセンス
HPE では、これらの一部のライセンスで 60 日間のトライアルを提供しています。iLO Advanced のライセン
スを購入する場合は、https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.332279.html を参照してくだ
さい。
詳しくは
トライアルライセンス：60 日間無料(37 ページ)
HPE iLO の標準機能およびライセンスが必要な機能(40 ページ)

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。
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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。
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。

iLO 5 のセキュリティ設定に関する詳細
HPE では、iLO 5 のセキュリティ設定について学習するのに役立つビデオを開発しました。ビデオを表示する
には、以下のリンクをクリックします。
•

HPE が提供するビデオ

•

HPE YouTube ビデオ

HPE Gen10 セキュリティリファレンスガイド（http://www.hpe.com/support/gen10-security-ref-ja）でセ
キュリティの詳細をご覧ください。

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。

iLO のセットアップ

21

• 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。

iLO をセットアップするための準備
iLO 管理プロセッサーをセットアップする前に、ネットワークとセキュリティの処理方法を決める必要があり
ます。以下の質問に回答していくと、iLO の設定方法が明らかになります。
手順
1. iLO はどの方法でネットワークに接続しますか。
2. 共有ネットワークポート構成で NIC チーミングを使用しますか。
3. iLO はどの方法で IP アドレスを取得しますか。
4. どのようなアクセスセキュリティおよびユーザーアカウントと権限が必要ですか。
5. iLO の設定にどのようなツールを使用しますか。

iLO ネットワーク接続オプション
通常、iLO は、専用の管理ネットワークまたは本番環境ネットワークの共有接続を使用してネットワークに接
続します。
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専用管理ネットワーク
この設定では、独立したネットワークに iLO ポートを配置します。ネットワークが独立しているため、性能が
向上し、どのワークステーションをネットワークに接続するかを物理的に制御できるので、セキュリティが強
化されます。また、本番環境ネットワーク内のハードウェアに障害が発生した場合には、サーバーへの冗長ア
クセスが提供されます。この構成では、本番環境ネットワークから直接 iLO にアクセスすることはできませ
ん。専用管理ネットワークは、優先される iLO ネットワーク構成です。
HPE サーバー

iLO 専用 NIC
管理クライアント
ハブ/スイッチ
サーバー NIC

ハブ/スイッチ

本番環境クライアント

図 1: 専用管理ネットワーク
本番環境ネットワーク
この設定では、NIC と iLO ポートの両方を本番環境ネットワークに接続します。iLO で、このタイプの接続
は、共有ネットワークポート構成と呼ばれます。特定の Hewlett Packard Enterprise 内蔵 NIC とアドオンカー
ドが、この機能を提供します。この接続により、ネットワークのどこからでも iLO にアクセスできるため、
iLO をサポートするために必要なネットワーキングハードウェアとインフラストラクチャの量が減ります。
この設定の使用にはいくつかの欠点があります。
• 共有ネットワーク接続では、トラフィックによって、iLO のパフォーマンスが低下することがあります。
• サーバーのブートプロセス時およびオペレーティングシステム NIC ドライバーのロードおよびアンロー
ド時に、短時間（2～8 秒）、ネットワークから iLO にアクセスできません。この短い時間の経過後に、iLO
の通信がリストアされ、iLO がネットワークトラフィックに応答します。
このようなシチュエーションが起きた場合は、リモートコンソールと、接続されている iLO 仮想メディア
デバイスが切断されることがあります。

HPE サーバー

サーバー NIC/iLO 共有
ネットワーク ポート

管理クライアント

ハブ/スイッチ

本番環境クライアント

図 2: 共有ネットワーク接続
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共有ネットワークポート構成による NIC チーミング
NIC チーミングは、サーバー NIC のパフォーマンスと信頼性を向上させるために使用できる機能です。
NIC チーミングの制限
iLO で共有ネットワークポートを使用するように構成する際に、チーミングモードを選択した場合：
• 次の状況で iLO ネットワーク通信がブロックされます。
◦ 選択された NIC チーミングモードによって、iLO が接続されているスイッチは、iLO が共有するように
構成されているサーバー NIC/ポートからのトラフィックを無視するようになります。
◦ 選択された NIC チーミングモードによって、iLO 宛てのすべてのトラフィックが、iLO が共有するよう
に構成されていない NIC/ポートに送信されます。
• iLO とサーバーは同じスイッチポートで送受信するため、選択された NIC チーミングモードでは、スイッ
チが同じスイッチポートでの 2 つの異なる MAC アドレスを持つトラフィックを許容するようにする必要
があります。LACP（802.3ad）の一部の実装では、同じリンク上の複数の MAC アドレスを許容しません。
Hewlett Packard Enterprise NIC チーミングモード
サーバーで Hewlett Packard Enterprise NIC チーミングを使用するように構成した場合、次のガイドラインに
従ってください。
ネットワークフォールトトレランス（NFT）
サーバーは 1 つだけの NIC（プライマリアダプター）で送受信します。チームに含まれる他の NIC（セカ
ンダリアダプター）はトラフィックを送信せず、受信したトラフィックを無視します。このモードによ
り、iLO 共有ネットワークポートが正常に動作します。
iLO が優先プライマリアダプターとして使用する NIC/ポートを選択します。
送信ロードバランシング（TLB）
サーバーは、複数のアダプターで送信しますが、プライマリアダプターでのみ受信します。このモードに
より、iLO 共有ネットワークポートが正常に動作します。
iLO が優先プライマリアダプターとして使用する NIC/ポートを選択します。
スイッチアシストロードバランシング（SLB）
このモードタイプは、以下のことを指します。
• HPE ProCurve ポートトランキング
• Cisco Fast EtherChannel/Gigabit EtherChannel（静的モードのみ、PAgP なし）
• IEEE 802.3ad リンクアグリゲーション（静的モードのみ、LACP なし）
• ベイネットワークマルチリンクトランキング
• Extreme Network Load Sharing
このモードでは、プライマリアダプターとセカンダリアダプターの概念はありません。すべてのアダプ
ターはデータを送受信する目的で等しいと見なされます。このモードは、iLO 宛のトラフィックを受信で
きるサーバー NIC/ポートが 1 つだけであるため、iLO 共有ネットワークポート構成で最も問題となる可能
性があります。スイッチアシストロードバランシングの実装に対するスイッチベンダーの制限を判断す
るには、スイッチベンダーのドキュメントを参照してください。
サーバーで、別の NIC チーミングの実装を使用する場合の NIC チーミングモードの選択については、NIC チー
ミングの制限およびベンダーのドキュメントを参照してください。
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iLO IP アドレスの取得
iLO がネットワークに接続されてからアクセスを可能にするには、iLO 管理プロセッサーが IP アドレスとサブ
ネットマスクを取得する必要があります。動的アドレスまたは静的アドレスを使用することができます。
動的 IP アドレス
動的 IP アドレスは、デフォルトで設定されます。iLO は、DNS または DHCP サーバーから IP アドレス
とサブネットマスクを取得します。この方法が最も簡単です。
DHCP を使用する場合：
• iLO 管理ポートは、DHCP サーバーに接続されたネットワークに接続する必要があります。また、iLO
をネットワークに接続してから電源を入れなければなりません。DHCP は、電源が投入されるとただ
ちに要求を送信します。iLO が最初に起動したときに DHCP の要求に対する回答がない場合、DHCP
は、90 秒間隔で要求を再発行します。
• DHCP サーバーは、DNS および WINS 名前解決を提供するように設定しなければなりません。
静的 IP アドレス
ネットワークで DNS または DHCP サーバーを使用できない場合、静的 IP アドレスが使用されます。静
的 IP アドレスは、iLO 5 構成ユーティリティを使用して構成できます。
静的 IP アドレスの使用を予定する場合は、iLO セットアッププロセスを開始する前に IP アドレスが必要
です。

iLO アクセスセキュリティ
次の方法で iLO へのアクセスを管理できます。
ローカルアカウント
iLO には、最大 12 のユーザーアカウントを格納できます。この構成は、研究所や中小企業のような小規
模環境に最適です。
ローカルアカウントによるログインセキュリティは iLO アクセス設定およびユーザー権限によって管理
します。
ディレクトリサービス
iLO では、最大 6 つのディレクトリグループを設定することができます。ディレクトリサービスを使用し
て iLO アクセスの認証や権限付与を行います。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。
ディレクトリサービスを使用する場合でも、代替アクセスとして少なくとも 1 つのローカル管理者アカウ
ントを有効にしておきます。
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ができ、より強力なパスワードポリ
シーを適用できます。
CAC Smartcard 認証
ローカルアカウントとディレクトリサービスと共に Common Access Smartcard を設定して、iLO ユー
ザーアクセスを管理できます。

iLO 構成ツール
iLO は、設定と操作用にさまざまなインターフェイスをサポートしています。このガイドでは、次のインター
フェイスについて説明します。

iLO のセットアップ

25

iLO Web インターフェイス
iLO の Web インターフェイスは、Web ブラウザーを使用してネットワーク上の iLO に接続できる場合に
使用します。また、iLO 管理プロセッサーの設定を変更する場合も、この方法を使用できます。
ROM ベースセットアップ
システム環境が DHCP、DNS、または WINS を使用しない場合は、iLO 5 構成ユーティリティを使用しま
す。

その他の iLO 構成ツール
このガイドでは説明しませんが、その他に以下の iLO 構成オプションがあります。
Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning を起動するには、POST 中に F10 キーを押します。
iLO Web インターフェイス経由で Always On Intelligent Provisioning にアクセスすることもできます。詳
しくは、Intelligent Provisioning のユーザーガイドを参照してください。
iLO RESTful API
サーバー管理ツールから使用することで iLO 経由でサポート対象サーバーの構成、インベントリ、および
監視を実行できる管理インターフェイスです。詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://
www.hpe.com/info/redfish
HPE Scripting Toolkit
このツールキットは、サーバーの無人/自動での大量インストールを可能にする、IT エキスパート向けの
サーバーインストール製品です。詳しくは、Windows または Linux 用の Scripting Toolkit ユーザーガイド
を参照してください。
スクリプティング
スクリプティングを使用して複数の iLO 管理プロセッサーを設定できます。スクリプトは、RIBCL と呼ぶ
スクリプティング言語用に記述された XML ファイルです。iLO は、RIBCL スクリプトを使用して設定で
きます。ネットワーク経由での設定、初期展開の際の設定、展開済みのホストからの設定などさまざまな
設定が可能です。
以下の方法を使用できます。
• HPQLOCFG - ネットワーク経由で RIBCL スクリプトを iLO に送信する Windows コマンドライン
ユーティリティです。
• HPONCFG - ホスト上で実行され、RIBCL スクリプトをローカルの iLO に転送する、ローカルでのオ
ンラインのスクリプトによるセットアップユーティリティです。
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は、Linux 用 HPONCFG のみが
サポートされます。
• カスタムスクリプティング環境（LOCFG.PL） - iLO スクリプティングサンプルには、RIBCL スクリ
プトをネットワーク経由で iLO に送信するために使用できる Perl サンプルが含まれています。
• SMASH CLP - SSH または物理シリアルポートからコマンドラインにアクセスできるときに使用でき
るコマンドラインプロトコルです。
これらの方法について詳しくは、iLO スクリプティング/コマンドラインガイドを参照してください。
iLO のサンプルスクリプトは、次の Web サイトから入手できます。http://www.hpe.com/support/ilo5
詳しくは
Web サイト(90 ページ)
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初期セットアップ手順：プロセスの概要
iLO はデフォルト設定のままでも、ほとんどの機能を使用できます。ただし iLO では、複数の企業環境のため
に柔軟なカスタム設定が可能です。この章では、初期の iLO セットアップ手順について説明します。
手順
1. iLO のセットアップと使用方法については、一般的なセキュリティガイドラインを参照してください。
2. iLO をネットワークに接続します。
3. 動的 IP アドレスを使用しない場合は、ROM ベースセットアップユーティリティを使用して静的 IP アドレ
スを設定します。
4. ローカルアカウント機能を使用する場合は、ROM ベースセットアップユーティリティを使用してユーザー
アカウントを設定します。
5. オプション：iLO ライセンスをインストールします。
6. 必要に応じて、iLO ドライバーをインストールします。

iLO ネットワークに接続する
本番環境ネットワークまたは専用の管理ネットワークを使用して iLO をネットワークに接続します。
iLO は、標準 Ethernet ケーブル（RJ-45 コネクターの付いた CAT 5 UTP ケーブルなど）を使用します。標準
的な Ethernet ハブまたはスイッチへのハードウェアリンクを確立するには、ストレートケーブルが必要です。
ハードウェアのセットアップについて詳しくは、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

iLO 5 構成ユーティリティを使用した iLO のセットアップ
Hewlett Packard Enterprise は、初めて iLO をセットアップする場合と、DHCP、DNS、または WINS を使用
しない環境に iLO のネットワークパラメーターを構成する場合に、iLO 5 構成ユーティリティを使用すること
をおすすめします。
注記: Web ブラウザーを使用してネットワーク上の iLO に接続可能な場合、iLO Web インターフェイスを使用
して iLO を構成することもできます。サポートされているブラウザーを使用し、デフォルトの DNS 名、ユー
ザー名、およびパスワードを入力して、リモートネットワーククライアントから iLO にアクセスします。

静的 IP アドレスの構成（iLO 5 構成ユーティリティ）
この手順は、静的 IP アドレスを使用する場合にのみ必要です。動的 IP アドレスを使用する場合は、DHCP
サーバーによって iLO の IP アドレスが自動的に割り当てられます。
インストールを簡単にするために、Hewlett Packard Enterprise は iLO で DNS または DHCP を使用すること
をおすすめします。
手順
1.

オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始します。

2.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。

3.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。

4.

システム構成をクリックします。

5.

iLO 5 構成ユーティリティをクリックします。
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6.

DHCP を無効にします。
a. ネットワークオプションをクリックします。
b. DHCP 有効メニューでオフを選択します。
IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ IP アドレスボックスが編集可能になります。
DHCP 有効がオンに設定されている場合は、これらの値を編集できません。

7.

IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイ IP アドレスボックスに値を入力します。

8.

変更を保存して終了するには、F12 キーを押します。
iLO 5 構成ユーティリティによって、保留中の構成変更を保存するか確認するメッセージが表示されま
す。

9.

保存して終了するには、はい - 変更を保存をクリックします。
iLO 5 構成ユーティリティから、変更を反映するために iLO をリセットする必要があることが通知されま
す。

10. OK をクリックします。
iLO がリセットされ、iLO セッションが自動的に終了します。約 30 秒で再接続することができます。
11. 通常の起動プロセスを再開します。
a. iLO リモートコンソールを起動します。
iLO 5 構成ユーティリティは、前のセッションから開いたままになっています。
b. ESC キーを数回押して、システム構成ページに移動します。
c. システムユーティリティを終了し、通常のブートプロセスを再開するには、システムを終了して再起
動をクリックします。

iLO 5 構成ユーティリティを使用したローカルユーザーアカウントの管理
ユーザーアカウントの追加（iLO 5 構成ユーティリティ）
手順
1.

オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始します。

2.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。

3.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。

4.

システム構成、iLO 5 構成ユーティリティ、ユーザー管理、ユーザーの追加の順にクリックします。

5.

新しいユーザーの権限を選択します。
権限を割り当てるには、権限名の横にあるメニューではいを選択します。権限を削除するには、いいえを
選択します。
ログイン権限はデフォルトですべてのユーザーに割り当てられるため、iLO 5 構成ユーティリティでは表
示されません。
リカバリセット権限は iLO 5 構成ユーティリティを通じて割り当てることができないため、リストにあり
ません。
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6.

新しいユーザー名ボックスとログイン名ボックスにユーザー名とログイン名を入力します。

7.

パスワードを入力します。
a. カーソルをパスワードボックスに移動し、Enter キーを押します。
新しいパスワードを入力しますボックスが開きます。
b. パスワードを入力してから Enter キーを押します。
新しいパスワードを確認してくださいボックスが開きます。
c. 確認のためもう一度パスワードを入力して、Enter キーを押します。
iLO 5 構成ユーティリティは、新しいアカウントの作成を確認します。

8.

確認ダイアログボックスを閉じるには、OK をクリックします。

9.

必要な数のユーザーアカウントを作成し、F12 キーを押して変更を保存し、システムユーティリティを終
了します。

10. 変更を確認するよう求められた場合は、はい – 変更を保存をクリックしてユーティリティを終了し、
ブートプロセスを再開します。

ユーザーアカウントの編集（iLO 5 構成ユーティリティ）
手順
1.

オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始します。

2.

サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。

3.

サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
UEFI システムユーティリティが起動します。

4.

システム構成、iLO 5 構成ユーティリティ、ユーザー管理、ユーザーの編集/削除の順にクリックします。

5.

編集または削除するユーザー名のアクションメニューを選択し、編集を選択します。
アカウントのプロパティが表示されます。

6.

ログイン名を更新します。

7.

パスワードを更新します。
a. カーソルをパスワードボックスに移動し、Enter キーを押します。
新しいパスワードを入力しますボックスが開きます。
b. パスワードを入力してから Enter キーを押します。
新しいパスワードを確認してくださいボックスが開きます。
c. 確認のためもう一度パスワードを入力して、Enter キーを押します。

8.

ユーザーアカウントの権限を変更します。
権限を割り当てるには、権限名の横にあるメニューではいを選択します。権限を削除するには、いいえを
選択します。
ログイン権限はデフォルトですべてのユーザーに割り当てられるため、iLO 5 構成ユーティリティでは利
用できません。
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設定の構成権限は iLO 5 構成ユーティリティを通じて割り当てることができないため、リストにありませ
ん。
9.

必要な数のユーザーアカウントを更新し、F12 キーを押して変更を保存し、システムユーティリティを終
了します。

10. 変更を確認するよう求められた場合は、はい – 変更を保存をクリックしてユーティリティを終了し、
ブートプロセスを再開します。

ユーザーアカウントの削除（iLO 5 構成ユーティリティ）
手順
1. オプション：サーバーにリモートアクセスする場合、iLO リモートコンソールセッションを開始します。
2. サーバーを再起動するかまたは電源を入れます。
3. サーバーの POST 画面で F9 キーを押します。
システムユーティリティが起動します。
4. システム構成、iLO 5 構成ユーティリティ、ユーザー管理、ユーザーの編集/削除の順にクリックします。
5. 削除するユーザーのアクションメニューで、削除を選択します。
このページで変更を保存するときに削除するユーザー名にマークが付けられます。
6. 必要に応じて、削除する他のユーザーアカウントにマークを付けてから F12 キーを押して変更を保存し、
システムユーティリティを終了します。
7. 変更の確認を求めるメッセージが表示されたら、はい – 変更を保存をクリックしてユーティリティを終
了し、ブートプロセスを再開します。

iLO に初めてログインする方法
手順
1. https://<iLO ホスト名または IP アドレス>を入力します。
iLO の Web インターフェイスのアクセスには HTTPS（SSL 暗号セッションで交換される HTTP）が必要
です。
2. デフォルトのユーザー認証情報を入力して、ログインをクリックします。
ヒント: 初めて iLO にログインした後、Hewlett Packard Enterprise は、デフォルトのユーザーアカウ
ントのパスワードを変更することをおすすめします。

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。

サービス設定
アクセス設定ページのサービスセクションでは、以下の設定を構成できます。

30

iLO のセットアップ

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、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
SSH ポートを設定します。デフォルト値は 22 です。
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。
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。
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。
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。
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が使用できなくなり、
入力できなくなります。
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。
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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 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。
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。
IPMI/DCMI over LAN が無効になっている場合、iLO は LAN 経由の 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。
IPMI/DCMI over LAN 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。
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。

iLO サービス設定の構成
iLO が使用する TCP/IP ポートは設定可能であり、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。
iLO の機能を有効または無効にするには、アクセス設定ページのサービスセクションを使用します。
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。これらの設定を変更すると、変更を有効にするために iLO のリセットが必要になります。
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ます。
アクセス設定ページが表示されます。
2. 必要に応じて、サービス設定を更新します。
サービス設定を無効にするとき、iLO によって、変更を適用するとこのサービス設定に依存する機能を使
用できなくなることが通知されます。
3. 適用をクリックします。
変更を適用して iLO をリセットすることを確認するように iLO が要求します。
4. 今すぐ変更を適用して iLO をリセットするには、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。
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アクセスオプション
アクセス設定ページのアクセスオプションセクションでは、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 インターフェイスまたはリモートコンソールは、アイド
ル時間を別々に追跡します。仮想メディアデバイスが接続されている場合、この設定はリモートコンソー
ルセッションに影響を与えません。
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
iLO の機能が使用可能かどうかを指定します。
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。
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。
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
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STATUS="0x00FC"
MESSAGE='RIBCL is disabled.'
/>
</RIBCL>
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。
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。
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。
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。
匿名データ
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（デフォルト）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。
このオプションが有効で iLO ヘルスステータスが劣化の場合は、iLO 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。
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。
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• 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。
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。
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。
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。
• ブラウザーの更新を強制して新しい値を表示するには、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
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。
• ブラウザーの更新を強制して新しい値を表示するには、この設定を保存して F5 キーを押します。
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。
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• 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。
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。
遅延の前の認証エラー
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。

iLO アクセスオプションの構成
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、アクセス設定タブをクリックします。
2. 必要に応じて、アクセスオプションを更新します。
3. 適用をクリックします。
リセットを必要としない値を変更した場合、iLO は変更を完了して、ページを更新します。
リセットを反映する必要がある値を変更した場合、iLO は変更を保存して、iLO のリセットを確認するよう
求めます。
4. iLO がリセットするよう求めたら、はい、リセットしますをクリックしてブラウザー接続を終了し、iLO を
リセットします。
iLO のリセットが完了すると、変更が反映されます。

iLO デフォルト認証情報
iLO ファームウェアは、デフォルトのユーザー名、パスワード、および DNS 名が設定されています。デフォ
ルトの情報は、iLO 管理プロセッサーを搭載するサーバーに取り付けられているシリアルラベルプルタブに記
載されています。これらの値を使用し、Web ブラウザーを使用して、ネットワーククライアントからリモー
トで iLO にアクセスしてください。
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• ユーザー名 - Administrator
• パスワード - 無作為に選んだ 8 文字の文字列
• DNS 名 - ILOXXXXXXXXXXXX（X は、サーバーのシリアル番号）
重要: Hewlett Packard Enterprise は、初めて iLO にログインした後で、デフォルトのパスワードを変更
することをおすすめします。
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、リセット後にデフォルトの iLO アカウント
認証情報を使用してログインします。

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、サーバーセットアップの簡素化、ヘルス監視の実行、電力およ
び温度制御の監視、および円滑なリモートサーバー管理を実現します。
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。
標準機能と高度な機能の比較リストおよびライセンスの取得方法については、iLO ライセンスガイド（http://
www.hpe.com/support/iLOLicenseGuide-ja）を参照してください。iLO Advanced のライセンスを購入する
場合は、https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/detail/pip.332279.html を参照してください。
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。
• 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。

トライアルライセンス：60 日間無料
ライセンスされた機能をテストするために、60 日間無料トライアル iLO ライセンスにサインアップすること
ができます。
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注意: HPE の無料評価ライセンスを、アクティブな iLO ライセンス（ご購入いただいている iLO ライセ
ンス）を持つ HPE Gen10 サーバー上にインストールすると、既存の iLO ライセンスを上書きします。
トライアルライセンスを適用する前に、既存の iLO ライセンスを記録します。
既存のライセンスの記録、取得方法は次のいずれかを使用します。
• ライセンスポータルでキーを登録します。電子ライセンスを購入した場合、ライセンス権利付与証明
書または電子メールの指示に従います。
• このトライアルライセンスキーを適用する前にバックアップとリストア機能を使用します。

注記: すでにサインアップしてトライアルライセンスをサーバーに適用している場合、トライアルライセンス
を再度適用することはできません。無料トライアルライセンスキーは、サーバーに一度しか適用できません。
今すぐお試しください。
HPE iLO Advance Premium Security Edition
HPE iLO Advanced
HPE iLO Essentials

iLO ドライバーのサポート
iLO は、内蔵のオペレーティングシステムを実行する独立したマイクロプロセッサーです。このアーキテク
チャーでは、ホストのオペレーティングシステムとは関係なく、iLO のほとんどの機能を使用できます。iLO
ドライバーは、HPONCFG や Agentless Management Service などのソフトウェアが iLO と通信できるように
します。インストールされている OS とシステム構成によって、インストール要件が決定します。
Windows
iLO で Windows を使用する場合は、以下のドライバーを使用できます。
• iLO 5 チャネルインターフェイスドライバー for Windows - このドライバーは、Agentless Management
Service、HPQLOCFG、ファームウェアのフラッシュコンポーネント、および他のユーティリティが iLO
と通信する場合に必要です。SUM はこのドライバーを使用して、システムのファームウェアのインベント
リを実行します。すべての構成でこのドライバーをインストールしてください。
• iLO 5 自動サーバー復旧ドライバー - このドライバーは、オペレーティングシステムがクラッシュまたは
ロックアップした場合にサーバーをリセットする ASR ハードウェアタイマーを管理します。
Linux
iLO で Linux を使用する場合は、hpilo 1.5.0 以降のドライバーを使用できます。
このドライバーは、エージェントおよびツールアプリケーションの iLO へのアクセスを管理します。
hpilo は、このバージョンの iLO ファームウェアでサポートされているすべてのサーバーオペレーティング
システム用の Linux カーネルの一部です。
hpilo は起動時に自動的にロードされます。
VMware
iLO で VMware を使用する場合は、ilo ドライバーを使用できます。
このドライバーは、Agentless Management Service、WBEM プロバイダー、およびツールアプリケーション
の iLO へのアクセスを管理します。これは、カスタマイズされた Hewlett Packard Enterprise VMware イメー
ジに含まれています。元の VMware イメージを使用するには、手動でドライバーをインストールする必要が
あります。
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iLO ドライバーのインストール
手順
1. お使いの OS 用の iLO ドライバーを入手するには、ProLiant の Service Pack をダウンロードするか、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからドライバーをダウンロードします。
ドライバーは Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、および Ubuntu の Linux ディスト
リビューションに含まれています。
• Windows の場合 - SPP を使用して、iLO ドライバーをインストールするか、http://www.hpe.com/
support/hpesc の Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからダウンロードします。
• VMware の場合 - SPP を使用して、iLO ドライバーをインストールするか、Software Delivery
Repository の Web サイト http://www.hpe.com/support/SDR-Linux の vibsdepot セクションからド
ライバーをダウンロードします。
SPP の使用については、以下の Web サイトを参照してください。
• SPP のドキュメント：http://www.hpe.com/info/spp/documentation
• SPP カスタムダウンロードホスティングサービス：http://www.hpe.com/servers/spp/custom
ドライバーをダウンロードした場合、ソフトウェアに付属のインストール手順を実行します。
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HPE iLO 5 の使用
HPE iLO の使用を開始するためのいくつかの基本的なタスクと情報がここに記載されています。iLO につい
て詳しくは、HPE iLO 5 のユーザーガイド（http://www.hpe.com/support/ilo-docs）を参照してください。
信頼性がシステムヘルスにとってきわめて重要である場合に、HPE Integrated Lights-Out は、どこからでも
サーバーの完全な制御を維持できるように自動化されたインテリジェンスを提供し、すべての ProLiant サー
バーに搭載されています。
• HPE iLO Standard は、サーバーの運用状態に関係なく、ソフトウェアを追加インストールなしですぐに機
能します。
• HPE iLO Standard は、HPE ProLiant サーバーの一部として無料で提供されます。
• iLO Advanced の機能を利用する場合は、追加ライセンスで追加機能のロックを解除できます。
• Web ブラウザー、または iLO モバイルアプリケーションを介して任意の場所から HPE iLO にアクセスで
きます。
• サポート対象イベントのトラブルシューティング情報は、インテグレーテッドマネジメントログページの
リンクの詳細から入手できます。
HPE iLO による管理では、サーバーのセットアップを簡素化し、システムヘルス、電力、および温度制御の
監視をプロアクティブに行い、重要な管理タスクをリモートで実行できます。

HPE iLO の標準機能およびライセンスが必要な機能
次の表に、HPE Edgeline サーバーに追加費用なしで搭載される iLO 標準機能、および各 iLO ライセンスタイ
プで使用可能な iLO ライセンス機能を示します。
各機能については、HPE iLO ライセンスガイド（http://www.hpe.com/support/iLOLicenseGuide-ja）を参
照してください。
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表 1: HPE iLO の標準機能およびライセンスが必要な機能
iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

iLO Essentials

プラットフォームのサ iLO をサポー iLO 5 を搭載したすべて
ポート
トするすべて の Gen10 サーバー
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

Active Health System
診断

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

機能

iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

X

アドバンスト電力管理
（電力履歴グラフ、動的
消費電力上限）
Agentless
Management

X

自動でのセキュアリカ
バリ（Gen10 およびそ
れ以降）

X

バックアップとリスト X
ア（Gen10 およびそれ
以降）

X

Commercial National
Security Algorithm
（CNSA）モード
（Gen10 およびそれ以
降）

X

コアブースト（Gen10
およびそれ以降）1

X

X

ディレクトリサービス
認証

X

X

Discovery Service

X

X

Email ベースのアラー
ト

X

X

X

表は続く
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iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

iLO Essentials

プラットフォームのサ iLO をサポー iLO 5 を搭載したすべて
ポート
トするすべて の Gen10 サーバー
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

内蔵リモートサポート X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

機能

内蔵システムヘルス

iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

統合リモートコンソー
ルによるグローバル
チームコラボレーショ
ン
iLO 連携検出

X

iLO 連携管理

X

iLO リセット 2

X

X

X

X

iLO RESTful API

X

X

X

X

iLO Web インターフェ X
イス

X

X

X

統合リモートコンソー
ル（IRC/仮想 KVM - テ
キストと GUI をサ
ポート）

BL および WS X
を除くすべて
のサーバーで
はプリ OS の
み。BL およ
び WS サー
バーでは標準
提供

X

X

統合リモートコンソー
ルの録画および再生

X

X

IPMI Over LAN/DCMI

X

X

X

X

IPv6

X

X

X

X
表は続く
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機能

iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

プラットフォームのサ iLO をサポー iLO 5 を搭載したすべて
ポート
トするすべて の Gen10 サーバー
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

Jitter Smoothing
（Gen10 およびそれ以
降）
プリブートヘルス概
要3

X

リモート Syslog
RIBCL

X

X

X

X

X

X

X

不揮発性ストレージの
完全消去（NAND/ユー
ザーデータ）

X

テキストベースのリ
モートコンソール
（Textcons）
SSH 経由でのテキス
トベースのリモートコ
ンソール 4

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

X

スクリプト方式の仮想
メディア

X

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ
X

X

SSH コマンドライン
インターフェイス

iLO Essentials

X

ランタイムファーム
ウェア検証（Gen10 お
よびそれ以降）

Silicon Root of Trust
X
（シリコンレベルの信
頼性）
（Gen10 およびそ
れ以降）

iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

表は続く
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機能

iLO Standard iLO Advanced
Premium Security
Edition

プラットフォームのサ iLO をサポー iLO 5 を搭載したすべて
ポート
トするすべて の Gen10 サーバー
のサーバーで
追加費用なし
で搭載

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

iLO
Advanced/iLO
Advanced for
Blades

iLO Essentials

すべてのサー
バー（BL および
WS サーバー用
の iLO
Advanced for
Blade System）
および Edgeline
シャーシで使用
される iLO を備
えた Moonshot
カートリッジ

HPE ProLiant Gen9
100 シリーズと下位シ
リーズ、MicroServer、
HPE ProLiant Gen8
SL、BL、および DL160

X

X

統合リモートコンソー BL および WS X
ル経由での仮想メディ サーバーのみ
ア
標準提供

X

X

仮想電源ボタン

X

X

X

X

仮想シリアルポート

X

X

X

X

仮想シリアルポートの
録画および再生

X

X

Workload Matching プ X
ロファイル（Gen10 お
よびそれ以降）

X

X

X

1 コアブーストは、選択されたインテルプロセッサーで動作し、より多くのプロセッサーコアでより高いパフォーマンスを

実現します。詳しくは、http://www.hpe.com/support/gen10-intelligent-system-tuning-en で入手できる HPE Gen10 サーバ
ーの Intelligent System Tuning ホワイトペーパーを参照してください。
2 iLO リセットは HPE Gen9 以降のサーバー上でのみ使用できます。
3 プリブートヘルス概要は、HPE Gen9 以降のサーバーでのみ使用できます。
4 SSH 経由でのテキストベースのリモートコンソールは、レガシー BIOS ブートモードを使用するように構成されたサーバ

ーでのみサポートされます。UEFI モードを使用するように構成されたサーバーではサポートされません。

iLO へのリモートログイン
ヒント: 準備。
iLO Web インターフェイスやモバイルアプリケー
ションを使用して、いつでもどこからでもサーバー
表は続く
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「私は外出先でサーバーにアクセスする
必要があります」 「HPE iLO にリモート
でログインする方法はありますか」

を管理します。iLO Web インターフェイスでは、以
下の要件を満たすブラウザーが必要です。
• JavaScript
• Cookie が有効になっている
• ポップアップウィンドウが有効になっている
iLO ホスト名または IP アドレスを参照できるよう
に手元に置きます。iLO の IP アドレスは、POST の
実行中やシャーシに付属のタグから確認できます。
デフォルトの iLO ユーザー名とパスワードも、
シャーシのタグに記載されています。

ネットワークに接続されているコンピュータ
ー、またはモバイルアプリケーションを使用し
て、以下の操作を行います。
https://<iLO
ホスト名または
IP アドレス>を入
力します。

ログインページで、ローカ
ルユーザーのログイン名
とパスワードを入力して、
ログインをクリックしま
す。

サーバーの管理に必要なコント
ロールと機能にアクセスします。

iLO Web インターフェイスの概要
iLO の Web インターフェイスは、類似の作業をグループ化しており、容易なナビゲーションとワークフロー
を提供します。インターフェイスは、左ペインのナビゲーションツリーに編成されています。Web インター
フェイスを使用するには、ナビゲーションツリーで項目をクリックし、表示するタブの名前をクリックしま
す。

サーバータイプや設定でサポートしている場合のみ、ナビゲーションツリーに、以下のブランチが表示されま
す。

HPE iLO 5 の使用
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• また、ProLiant サーバーブレードがある場合は、BL c-Class ブランチが表示されます。
• Synergy コンピュートモジュールがある場合は、Synergy フレームブランチが表示されます。
• ProLiant XL サーバーがある場合は、シャーシブランチが表示されます。
• iLO でリモート管理ツールが使用されている場合は、<リモート管理ツール名>ブランチが含まれています。

iLO 制御の使用
iLO 制御のアイコン
iLO の Web インターフェイスにログインすると、iLO 制御を任意の iLO ページから使用できます。

• 電源アイコン - 仮想電源ボタン機能にアクセスするには、このアイコンをクリックします。
• UID アイコン - UID LED をオンまたはオフに切り替えるには、このアイコンをクリックします。
• 言語 - 現在の iLO Web インターフェイスセッションの言語を選択するには、このアイコンをクリックしま
す。
言語設定を表示または変更するには、言語アイコンをクリックし、設定を選択します。このアイコンを使
用できるのは、1 つまたは複数の言語パックがインストールされている場合だけです。
• ヘルスアイコン - iLO、サーバーのファン、温度センサー、および他の監視対象サブシステムの全体的なヘ
ルスステータスを表示するには、このアイコンをクリックします。Agentless Management Service
（AMS）以外のヘルス値では、コンポーネントをクリックすると追加情報が表示されます。
• セキュリティアイコン - iLO のセキュリティ状態。セキュリティダッシュボードページからの結合した結
果に基づいています。表示される値は、OK、無視、およびリスクです。
このアイコンをクリックすると、セキュリティダッシュボードページに移動します。
• ユーザーアイコン - このアイコンは、以下の場合にクリックします。
◦ 現在の iLO Web インターフェイスセッションからログアウトするには、ユーザーアイコンをクリック
し、ログアウトを選択します。
◦ アクティブな iLO セッションを表示するには、ユーザーアイコンをクリックし、セッションを選択しま
す。
◦ iLO ユーザーアカウントを表示または変更するには、ユーザーアイコンをクリックし、設定を選択しま
す。
• ヘルプアイコン - 現在の iLO Web インターフェイスページのオンラインヘルプを表示するには、このアイ
コンをクリックします。
• 省略記号アイコン - ブラウザーウィンドウが小さすぎるため完全なページが表示されない場合は、ファー
ムウェア & OS ソフトウェアページにこのアイコンが表示されます。ファームウェアアップデートおよ
び iLO レポジトリにアップロードオプションにアクセスするには、このアイコンをクリックします。これ
らのオプションは、ファームウェア & OS ソフトウェアのすべてのタブで利用可能です。

iLO ナビゲーションペイン
iLO には、折りたたみ表示可能なナビゲーションペインがあります。iLO Web インターフェイスの左上にある
コントロールを使用して、このナビゲーションペインを表示/非表示にできます。
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• ナビゲーションペインを非表示にするには、

をクリックします。

ナビゲーションペインを非表示にすると、cookie に保存されているご使用の優先設定が次の操作を行う際
も引き続き使用されます。
◦ 別のページの表示
◦ ブラウザーウィンドウのサイズ変更または更新
◦ ログイン/ログアウト
• ナビゲーションペインが非表示になっているときに再度表示するには、iLO Web インターフェイスの左上
にあるアイコンをクリックします。

iLO ナビゲーションペインのリモートコンソールのサムネイル
• ナビゲーションペインには、リモートコンソールのサムネイルが表示されます。リモートコンソールを起
動するには、サムネイルをクリックし、メニューからコンソールオプションを選択します。
• HTML5 IRC を固定モードで実行する場合、スタティックリモートコンソール サムネイルが変わって、ア
クティブリモート コンソールセッションを表示します。
• モニターを備えたサーバーの場合：スリープモードになっているモニターを起動するには、ナビゲーショ
ンペインでリモートコンソールのサムネイルをクリックし、Wake-Up モニターを選択します。

iLO デフォルト認証情報
iLO ファームウェアは、デフォルトのユーザー名、パスワード、および DNS 名が設定されています。デフォ
ルトの情報は、iLO 管理プロセッサーを搭載するサーバーに取り付けられているシリアルラベルプルタブに記
載されています。これらの値を使用し、Web ブラウザーを使用して、ネットワーククライアントからリモー
トで iLO にアクセスしてください。
• ユーザー名 - Administrator
• パスワード - 無作為に選んだ 8 文字の文字列
• DNS 名 - ILOXXXXXXXXXXXX（X は、サーバーのシリアル番号）
重要: Hewlett Packard Enterprise は、初めて iLO にログインした後で、デフォルトのパスワードを変更
することをおすすめします。
iLO を工場出荷時のデフォルト設定にリセットした場合は、リセット後にデフォルトの iLO アカウント
認証情報を使用してログインします。

サーバーヘルスの確認
ヒント: iLO Web インターフェイスでは、ナビゲー
ションやワークフローが簡単になるように、類似し
たタスクをグループ化しています。このインター
フェイスは、ページの左側にあるナビゲーションツ
リービューにまとめられています。iLO でリモート
管理ツールが使用されている場合は、そのリモート
ツールの名前が追加ブランチとして組み込まれま
す。
表は続く
HPE iLO 5 の使用
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「サーバーのヘルスを迅速に確認する方
法はありますか」
ネットワークに接続されているコンピュータ
ー、またはモバイルアプリケーションを使用し
て、以下の操作を行います。
https://<iLO
ホスト名または
IP アドレス>を入
力します。

ログインページで、ローカ
ルユーザーのログイン名
とパスワードを入力して、
ログインをクリックしま
す。

システム情報を開きます。

iLO の概要情報の表示
手順
ナビゲーションツリーで情報をクリックします。
iLO 概要ページは、サーバーと iLO サブシステムに関する高レベルな詳細情報を表示し、一般に使用される機
能へリンクします。

システム情報の詳細
• サーバー名 - ホストオペレーティングシステムで定義されたサーバー名。アクセス設定ページに移動する
には、サーバー名リンクをクリックします。
• 製品名 - この iLO プロセッサーを統合する製品。
• UUID - ソフトウェアがこのホストを識別するために使用する UUID（Universally Unique Identifier）。この
値は、システムの製造時に割り当てられます。
• UUID（論理） - ホストアプリケーションに提示されるシステム UUID。この値は、他のソフトウェアに
よって設定された場合にのみ表示されます。この値により、オペレーティングシステムとアプリケーショ
ンのライセンスが影響を受ける場合があります。UUID（論理）の値は、システムに割り当てられている論
理サーバープロファイルの一部として設定されます。論理サーバープロファイルを削除すると、システム
UUID の値が UUID（論理）の値から UUID の値に戻ります。UUID（論理）の値が設定されていないと、
この項目は表示されません。
• サーバーシリアル番号 - システムの製造時に割り当てられるサーバーシリアル番号。POST 実行時に
ROM ベースのシステムユーティリティを使用すると、この値を変更できます。
• シリアル番号（論理） - ホストアプリケーションに提示されるシステムシリアル番号。この値は、他のソ
フトウェアによって設定された場合にのみ表示されます。この値により、オペレーティングシステムとア
プリケーションのライセンスが影響を受ける場合があります。シリアル番号（論理）の値は、システムに
割り当てられている論理サーバープロファイルの一部として設定されます。論理サーバープロファイルを
削除すると、シリアル番号の値がシリアル番号（論理）の値からサーバーシリアル番号の値に戻ります。
シリアル番号（論理）の値が設定されていないと、この項目は表示されません。
• シャーシシリアル番号 - サーバーノードを内蔵するシャーシのシリアル番号。この値は HPE Apollo
シャーシ内のサーバーノードに対してのみ表示されます。
• 製品 ID - この値は、同じシリアル番号を持つ異なるシステムを区別します。製品 ID は、システムの製造時
に割り当てられます。POST 実行時に ROM ベースのシステムユーティリティを使用すると、この値を変
更できます。
• システム ROM - アクティブなシステム ROM のバージョン。
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• システム ROM 日付 - アクティブなシステム ROM の日付。
• 冗長化システム ROM - 冗長化システム ROM のバージョン。冗長化システム ROM は、システム ROM の
更新に失敗した場合や、システム ROM がロールバックされる場合に使用されます。この値は、システム
が冗長化システム ROM をサポートする場合のみ表示されます。
• 統合リモートコンソール - サーバーコンソールとのリモートのアウトオブバンド通信用に HTML5
IRC、.NET IRC、または Java IRC アプリケーションを起動するためのリンクを提供します。
アクセス設定ページでリモートコンソールオプションが無効な場合、無効の値が表示されます。
現在のユーザーがリモートコンソール権限を割り当てられていない場合、利用不可の値が表示されます。
リモートコンソールの使用可能なオプションについては、iLO リモートコンソール(56 ページ)を参照し
てください。
• ライセンスタイプ - ライセンス済み iLO ファームウェア機能のレベル。
• iLO ファームウェアバージョン - インストールされている iLO ファームウェアのバージョンと日付。
ファームウェアアップデートページに移動するには、iLO ファームウェアバージョンリンクをクリックし
ます。
• IP アドレス - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。
• リンクローカル IPv6 アドレス - iLO サブシステムの SLAAC リンクローカルアドレス。ネットワークサ
マリーページに移動するには、リンクローカル IPv6 アドレスリンクをクリックします。
• iLO ホスト名 - iLO サブシステムに割り当てられた完全修飾ネットワーク名。デフォルトで、ホスト名は
ILO+システムのシリアル番号および現在のドメイン名です。この値はネットワーク名に使用され、一意で
ある必要があります。

システムステータスの詳細
• システムヘルス - サーバーヘルスインジケーター。この値は、全体的なステータスや冗長性（障害処理能
力）など、監視対象サブシステムの状態を要約します。起動時にいずれかのサブシステムが冗長でなくて
も、システムヘルスステータスは劣化しません。表示される値は、OK、劣化、およびクリティカルです。
ヘルスサマリーページに移動するには、システムヘルスリンクをクリックします。
• iLO ヘルス - iLO ヘルスステータス。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。表示
される値は、OK および劣化です。診断ページに移動するには、iLO ヘルスリンクをクリックします。
• iLO セキュリティ— iLO のセキュリティ状態。セキュリティダッシュボードページからの結合した結果に
基づいています。表示される値は、OK、無視、およびリスクです。セキュリティダッシュボードページに
移動するには、 iLO セキュリティリンクをクリックします。
• サーバー電力 - サーバー電力の状態（オンまたはオフ）。仮想電源ボタン機能にアクセスするには、サー
バー電源アイコンをクリックします。
• UID インジケーター - UID LED の状態。UID LED を使用すると、特に高密度ラック環境でサーバーを特定
し、その位置を見つけることができます。状態には、UID オン、UID オフ、および UID 点滅があります。
iLO サービスポートが使用中の場合は、UID 点滅ステータスにサービスポートのステータスが含まれます。
表示される可能性がある値は、UID 点滅（サービスポートビジー）、UID 点滅（サービスポートエラー）
、
および UID 点滅（サービスポート完了）です。
UID LED をオンまたはオフに変更するには、UID インジケーターアイコンをクリックするか、iLO Web イ
ンターフェイスの上部にある UID 制御をクリックするか、サーバーの本体にある UID ボタンを使用しま
す。
UID が点滅していた後で点滅が停止すると、ステータスは前回の値（UID オンまたは UID オフ）に戻りま
す。UID LED が点滅している間に新しい状態を選択すると、UID LED が点滅を停止したときに新しい状態
が有効になります。

HPE iLO 5 の使用
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注意: UID LED は自動的に点滅して、ホストでリモートコンソールのアクセスやファームウェアアッ
プデートのような重大な操作が進行中であることを示します。UID LED の点滅中は、絶対にサー
バーの電源を切らないでください。
• TPM ステータスまたは TM ステータス - TPM または TM ソケットまたはモジュールのステータス。
表示される可能性のある値は未サポート、未装着、または装着: 有効です。
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、構成ステータスを iLO、
iLO RESTful API、CLP、および XML インターフェイスに渡します。
• モジュールタイプ - TPM または TM の種類と仕様のバージョン。指定できる値は、TPM 1.2、TPM 2.0、
TM 1.0、未指定、および未サポートです。この値は、サーバーに TPM または TM が存在する場合に表示さ
れます。
• SD カードステータス - 内蔵 SD カードのステータス。SD カードが存在する場合、SD カードのブロック
数が表示されます。
• アクセスパネルステータス - アクセスパネルの状態。表示される可能性のある値は、OK（アクセスパネル
が取り付けられている）および侵入（アクセスパネルが開いている）です。この値は、シャーシの侵入検
知が構成されているサーバーでのみ表示されます。
• iLO 日付/時刻 - iLO サブシステムの内蔵クロック。

HPE への接続ステータス
このセクションでは、サポートされているサーバーに関するリモートサポート登録ステータスが表示されま
す。
以下のステータス値が表示されます。
• リモートサポートに登録済み - サーバーは登録されています。
• 登録が完了していません - サーバーは、Insight Online Direct Connect のリモートサポートに登録されてい
ますが、登録プロセスの手順 2 が完了していません。
• 未登録 - サーバーは登録されていません。
• HPE リモートサポート情報を取得できません - 登録ステータスが特定できませんでした。
• リモートサポート登録エラー - リモートサポートの接続エラーが発生しました。

ヘルスサマリー情報の表示
ヘルスサマリーページには、監視対象サブシステムおよびデバイスのステータスが表示されます。このページ
の情報は、サーバー構成によって異なります。
サーバーの電源が切れている場合、このページのシステムヘルス情報は、最後に電源が切れた時点の情報にな
ります。ヘルス情報は、サーバーの電源が入っており、POST が完了している場合にのみ更新されます。
手順
1. ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックします。
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。
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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。

冗長ステータス
以下の項目に関する冗長ステータスが表示されます。
• ファンの冗長化
• 電源

サブシステムおよびデバイスのステータス
以下の項目に関するステータス情報が表示されます。
• Agentless Management Service
• BIOS/ハードウェアヘルス
• ファン
• メモリ
• ネットワーク
• プロセッサー
• ストレージ
• 温度
• Smart Storage Energy Pack（サポート対象のサーバーのみ）

サブシステムおよびデバイスステータスの値
ヘルスサマリーページでは、次のステータスの値を使用します。
•

冗長化—デバイスまたはサブシステム用のバックアップコンポーネントがあります。

•

OK—デバイスまたはサブシステムは正常に動作しています。

•

非冗長化—デバイスまたはサブシステム用のバックアップコンポーネントがありません。

•

利用不可能—コンポーネントは利用できないか、インストールされていません。

•

劣化—デバイスまたはサブシステムの機能が低下しています。
iLO では、一致しない電源装置が取り付けられている場合、電源装置のステータスは劣化となります。
非冗長ファンまたは電源装置を備えたサーバーを起動する場合、システムヘルスステータスは OK と表示
されます。システムの起動時に冗長ファンまたは電源装置で障害が発生すると、ファンまたは電源装置を
交換するまでシステムヘルスステータスは劣化と表示されます。

•

冗長化障害—デバイスまたはサブシステムは動作していません。

•

障害—デバイスまたはサブシステムの 1 つまたは複数のコンポーネントが動作していません。

•

その他 - 詳しくは、このステータスを報告するコンポーネントのシステム情報ページに移動してくださ
い。
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•

不明 - iLO ファームウェアがデバイスステータスに関するデータを受信していません。iLO をリセッ
トしたときにサーバーの電源が切れていた場合、サーバーの電源が切れているとステータスを更新できな
いため、一部のサブシステムでは、不明のステータスが表示されます。

•

未インストール—サブシステムまたはデバイスがインストールされていません。

サーバー電力のリモート管理
ヒント: サーバーをシャットダウンしますか。

「サーバーの電力をリモートで制御する
方法はありますか」

HPE では、仮想電源ボタンを使用してシャットダウ
ンを試みる前に、オペレーティングシステムコマン
ドを使用してサーバーの正常なシャットダウンを実
行することをうめします。

ネットワークに接続されているコンピュータ
ー、またはモバイルアプリケーションを使用し
て、以下の操作を行います。
電源を入れたり
切ったりするサー
バーの iLO にログ
インします。

電力管理 > サーバー電力
に移動します。

そのページで使用可能な選択肢か
らオプションを選択します。

サーバー電力の管理
サーバー電力ページの仮想電源ボタンセクションは、サーバーの現在の電源状態およびリモートサーバー電源
制御オプションを表示します。システム電源は、ページが初めて開かれるときのサーバー電源の状態を示しま
す。サーバー電源の状態は、オン、オフ、またはリセットのいずれかです。サーバー電源の現在の状態を表示
するには、ブラウザーの更新機能を使用します。サーバーは、まれにリセット状態に入ることがあります。
前提条件
仮想電源およびリセット権限
手順
1. ナビゲーションツリーで電力管理をクリックします。
サーバー電力タブが選択されたページが開きます。
2. 次のいずれかのボタンをクリックします。
• 瞬間的に押す
• 押し続ける
• リセット
• コールドブート
サーバーの電源が入っていない場合、押し続ける、リセット、およびコールドブートオプションは使用で
きません。
3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、OK をクリックします。
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仮想電源ボタンのオプション
• 瞬間的に押す - 物理的な電源ボタンを押す場合と同じです。サーバーの電源が切れている場合は、瞬間的
に押すを押すとサーバーに電源が投入されます。
一部のオペレーティングシステムは、瞬間的に押した後で適切なシャットダウンを開始するか、またはこ
のイベントを無視するように構成されている場合があります。Hewlett Packard Enterprise では、仮想電源
ボタンを使用してシャットダウンを実行する前に、システムコマンドを使用して正常なオペレーティング
システムのシャットダウンを完了することをおすすめします。
• 押し続ける - 物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続け、離すことと同じです。
サーバーはこの操作の結果、電源がオフになります。このオプションは、オペレーティングシステムの正
常なシャットダウン機能に影響する場合があります。
このオプションは、一部のオペレーティングシステムが実装している ACPI 機能を提供します。これらの
オペレーティングシステムは、瞬間的に押すと押し続けるによって動作が異なります。
• リセット - サーバーを強制的にウォームブートします。CPU と I/O リソースがリセットされます。この
オプションは、オペレーティングシステムの正常なシャットダウン機能に影響する場合があります。
• コールドブート - サーバーからただちに電源を切断します。プロセッサー、メモリ、および I/O リソース
は、メインの電力が失われます。サーバーは、約 8 秒後に再起動します。このオプションは、オペレーティ
ングシステムの正常なシャットダウン機能に影響する場合があります。

Active Health System
Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。
Active Health System は、以下の機能を提供します。
• 1,600 を超えるシステムパラメーターの継続的なヘルス監視
• すべての構成変更のログの取得
• ヘルスおよびサービス通知の統合（正確なタイムスタンプ付き）
• アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えないエージェントレスの監視
詳しくは
Active Health System Viewer を使用したトラブルシューティング(85 ページ)

Active Health System のデータ収集
Active Health System では、ユーザーの経営、財務、顧客、従業員、またはパートナーに関する情報を収集し
ません。
収集される情報の例を示します。
• サーバーモデルとシリアル番号
• プロセッサーのモデルと速度
• ストレージの容量と速度
• メモリの容量と速度
• ファームウェア/BIOS およびドライバーのバージョンと設定
Active Health System は、サードパーティのエラーイベントログ活動（たとえば、OS を介して作成し、渡し
た内容）から OS データを解析したり、変更したりしません。
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Active Health System ログ
Active Health System が収集したデータは Active Health System ログに保存されます。データは、安全に記録
され、オペレーティングシステムから分離され、しかも顧客データから独立しています。
Active Health System ログが満杯になると、ログ内の最も古いデータが新しいデータで上書きされます。
Active Health System ログがダウンロードされ、サポート担当者に送信されて、担当者がお客様の問題の解決
をサポートするのにかかる時間は 5 分以内です。
Active Health System データをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise に送信することで、お客様は、
分析、技術的な解決、および品質改善のためにデータが使用されることに同意したものと見なされます。収集
されるデータは、プライバシーに関する声明（http://www.hpe.com/info/privacy に掲載されています）に
従って管理されます。
ログを Active Health System Viewer にアップロードすることもできます。詳しくは、Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ahsv-docs）にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照してくださ
い。
この機能についてのビデオを視聴するには、次のリンクをクリックしてください。iLO Active Health
System and Viewer

日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。
Intelligent Provisioning、iLO サービスポート、またはその他の方法で Active Health System ログがダウン
ロードされている場合、Active Health System ログにアクセスできません。
2. ログに含める日付の範囲を入力します。デフォルト値は 7 日間です。
a. 開始ボックスをクリックします。
カレンダーが表示されます。
b. カレンダーで範囲の開始日を選択します。
c. 終了ボックスをクリックします。
カレンダーが表示されます。
d. カレンダーで範囲の終了日を選択します。
デフォルト値の範囲をリセットするには、

をクリックします。.

3. オプション：ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。
• サポートケース番号（最大 14 文字）
• 連絡先担当者の氏名
• 電話番号（最大 39 文字）
• メールアドレス
• 会社名
入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise のプライバシーに関する声明に準拠して取り扱われま
す。この情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。
4. ダウンロードをクリックします。
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5. ファイルを保存します。
6. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に
送信できます。
メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。
25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じて、
FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。
7. オプション：ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。
詳しくは、http://www.hpe.com/servers/ahsv をご覧ください。

Active Health System ログ全体のダウンロード
Active Health System ログ全体のダウンロードには、かなり時間がかかる場合があります。技術的な問題のた
めに Active Health System ログをアップロードする必要がある場合、Hewlett Packard Enterprise は、問題が
発生した特定の日付範囲のログをダウンロードすることをお勧めします。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。
Intelligent Provisioning、iLO サービスポート、またはその他の方法で Active Health System ログがダウン
ロードされている場合、Active Health System ログにアクセスできません。
2. アドバンス設定を表示をクリックします。
3. オプション：ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。
• サポートケース番号（最大 14 文字）
• 連絡先担当者の氏名
• 電話番号（最大 39 文字）
• メールアドレス
• 会社名
入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise のプライバシーに関する声明に準拠して取り扱われま
す。この情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。
4. ログ全体をダウンロードをクリックします。
5. ファイルを保存します。
6. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで gsd_csc_case_mngmt@hpe.com に
送信できます。
メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。
25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じて、
FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。
7. オプション：ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。
詳しくは、http://www.hpe.com/servers/ahsv をご覧ください。
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Active Health System ログの消去
ログファイルが壊れた場合、またはログを消去して再開する場合は、Active Health System ログを消去してく
ださい。
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情報をクリックして、Active Health System ログタブをクリックします。
Intelligent Provisioning、iLO サービスポート、または他の方法で Active Health System ログがダウンロー
ドされている場合、Active Health System ログにアクセスできません。
2. アドバンス設定を表示をクリックします。
3. ログをクリアセクションまでスクロールしてから、クリアをクリックします。
4. 要求を確認するメッセージが表示されたら、はい、クリアしますをクリックします。
ログがクリア中であることが iLO によって通知されます。
5. iLO をリセットします。
一部の Active Health System データは iLO の起動中にのみログに記録されるため、iLO をリセットする必
要があります。この手順を行うことにより、データ一式が確実にログに記録されます。
6. サーバーを再起動します。
サーバーの起動時にオペレーティングシステムの名前とバージョンなど、一部の情報がログに記録される
ため、サーバーの再起動が必要です。この手順を行うことにより、データ一式が確実にログに記録されま
す。

iLO 内蔵リモートコンソールの使用
ヒント: リモートコンソールは、スマートフォンから
もアクセスできます。詳しくは、http://
www.hpe.com/info/ilo/mobileapp を参照してくだ
さい。
「サーバーにインストールされているオ
ペレーティングシステムに iLO からリモ
ートでアクセスする方法はありますか」
ネットワークに接続されているコンピュータ
ー、またはモバイルアプリケーションを使用し
て、以下の操作を行います。
iLO にログインし
ます。

リモートコンソール > リ
モートコンソールページ
に移動します。

.NET、Java WebStart、または Java
アプレットを使用するかどうかを
選択し、適切な起動ボタンをク
リックします。

iLO リモートコンソール
iLO リモートコンソールを使用すると、ホストサーバーのグラフィックディスプレイ、キーボード、およびマ
ウスにリモートにアクセスできます。リモートコンソールを使用すると、リモートファイルシステムやネット
ワークドライブにアクセスできます。
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リモートコンソールでアクセスすれば、サーバーが起動するときの POST メッセージを確認することができ、
ROM ベースのセットアップアクティビティを開始してサーバーハードウェアを構成することができます。オ
ペレーティングシステムをリモートでインストールする場合、リモートコンソールにより（使用許諾されてい
る場合）、インストールプロセス全体をホストサーバーのモニターに表示して、制御することができます。
アクセスオプション
iLO Web インターフェイスから、以下のリモートコンソールオプションにアクセスできます。
• HTML5 統合リモートコンソール - サポートされているブラウザーを使用しているクライアント用。
• .NET 統合リモートコンソール - サポートされているバージョンの Windows .NET Framework を使用して
いる Windows クライアント用。これらのブラウザーでは、.NET アプリケーションを起動するための
ClickOnce 拡張機能をサポートしていないため、このコンソールは Google Chrome または Mozilla Firefox
ではサポートされていません。
• Java 統合リモートコンソール（Web Start） - Oracle JRE を使用している Windows クライアントまたは
Linux クライアント用。
• Java 統合リモートコンソール（Applet） - Java プラグインを使用している Windows クライアントまたは
Linux クライアント用。
iLO Web インターフェイスの外部から、以下のリモートコンソールオプションを使用できます。
• スタンドアロンのリモートコンソール（HPLOCONS） - iLO の Web インターフェイスを通過せずに、
Windows デスクトップからすべての iLO リモートコンソールに直接アクセスできます。
HPLOCONS の機能と要件は、.NET IRC と同じです。HPLOCONS は、Web サイト http://www.hpe.com/
support/ilo5 からダウンロードしてください。
• iOS デバイスおよび Android デバイス用の iLO モバイルアプリケーション - サポートされる携帯電話や
タブレットからリモートコンソールにアクセスする機能を提供します。
モバイルアプリケーションの機能とその使用方法については、Web サイト（http://www.hpe.com/support/
ilo-docs）のモバイルアプリケーションのドキュメントを参照してください。
一般的な使用方法とヒント
• 統合リモートコンソールは、遅延が大きい（モデム）接続に適しています。
• 同じサーバー上のホストオペレーティングシステムから iLO 統合リモートコンソールを実行しないでくだ
さい。
• Hewlett Packard Enterprise は、統合リモートコンソールを通じてサーバーにログインするユーザーに、コ
ンソールを閉じる前にログアウトすることを推奨します。
• 統合リモートコンソールの使用が完了したら、ウィンドウを閉じるか、ブラウザーの閉じるボタン（X）を
クリックして終了します。
• 統合リモートコンソールセッションがアクティブの場合、UID LED が点滅します。
• アイドル接続タイムアウトでは、ユーザーの操作がないまま経過し、統合リモートコンソールセッション
が自動的に終了するまでの時間を指定します。仮想メディアデバイスが接続されている場合、この値は統
合リモートコンソールセッションに影響を与えません。
• 統合リモートコンソールウィンドウ上にマウスが置かれている場合、コンソールウィンドウにフォーカス
があるかどうかに関係なく、コンソールはすべてのキーストロークをキャプチャします。
• アクセス設定ページでリモートコンソール機能を有効および無効にできます。
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.NET IRC 要件
Microsoft .NET Framework
.NET IRC には、Microsoft .NET Framework バージョン 4.5.1 以降が必要です。
Windows 7、8、8.1、および 10 では、サポートされる.NET Framework バージョンは、オペレーティングシ
ステムに含まれています。.NET Framework は、Microsoft ダウンロードセンター（http://
www.microsoft.com/download）でも入手できます。
Internet Explorer ユーザーのみ：iLO 統合リモートコンソールページは、サポートされているバージョン
の.NET Framework がインストールされているかどうかを示します。Internet Explorer がユーザーエージェン
ト文字列を非表示にするように設定されている場合、この情報は表示されません。
Microsoft Edge ブラウザーでは、インストールされている.NET Framework のバージョンに関する情報は表示
されません。

Microsoft ClickOnce
.NET IRC は、.NET Framework の一部である Microsoft ClickOnce を使用して起動します。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 システムを信頼するように設定されていないときに IRC は iLO 内の信頼された証
明書を要求しますの設定が有効に設定されている場合、ClickOnce に次のエラーメッセージが表示されます。
アプリケーションを起動できません。アプリケーションのダウンロードは成功しませんでした。
これらのブラウザーでは、.NET アプリケーションを起動するための ClickOnce 拡張機能をサポートしていな
いため、.NET IRC は Google Chrome または Mozilla Firefox ではサポートされていません。回避策として、別
のリモートコンソールオプションを選択するか、別のブラウザーを使用します。

内蔵リモートコンソールの起動
HTML5 IRC の起動
サポートされているブラウザーでリモートコンソールにアクセスするには、以下の手順を使用します。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• Microsoft Internet Explorer および Microsoft Edge ユーザーのみ：ホスト名または IPv4 アドレスを使用し
て、iLO Web インターフェイスに接続している。
HTML5 IRC は、Microsoft Internet Explorer や Microsoft Edge による IPv6 接続でサポートされていません。
Microsoft WebSocket 実装では、標準以外の IPv6 リテラルアドレスが必要です。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. HTML5 コンソールボタンをクリックします。
HTML5 IRC が起動します。
3. リモートコンソール機能を使用します。
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HTML5 IRC のコントロール
概要ページからの HTML5 IRC の起動
サポートされているブラウザーでリモートコンソールにアクセスするには、以下の手順を使用します。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• Microsoft Internet Explorer および Microsoft Edge ユーザーのみ：ホスト名または IPv4 アドレスを使用し
て、iLO Web インターフェイスに接続している。
HTML5 IRC は、Microsoft Internet Explorer や Microsoft Edge による IPv6 接続でサポートされていません。
Microsoft WebSocket 実装では、標準以外の IPv6 リテラルアドレスが必要です。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、概要タブをクリックします。
2. HTML5 リンクをクリックします。
HTML5 IRC が起動します。
3. リモートコンソール機能を使用します。

.NET IRC の起動
Windows クライアント上のサポートされているブラウザーでリモートコンソールにアクセスするには、以下
の手順を使用します。
これらのブラウザーでは、.NET アプリケーションを起動するための ClickOnce 拡張機能をサポートしていな
いため、このコンソールは Google Chrome または Mozilla Firefox ではサポートされていません。回避策とし
て、別のリモートコンソールオプションを選択するか、別のブラウザーを使用します。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• サポート対象のバージョンの Microsoft .NET Framework がインストールされている。
• ポップアップブロッカーが無効になっている。
場合によっては、.NET コンソールボタンを Ctrl を押したままクリックすることでポップアップブロッ
カーをバイパスできることがあります。
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ます。
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起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET コンソールボタンをクリックします。
リモートコンソールが、別のウィンドウで起動します。
3. リモートコンソール機能を使用します。

概要ページからの.NET IRC の起動
Windows クライアント上のサポートされているブラウザーでリモートコンソールにアクセスするには、以下
の手順を使用します。
これらのブラウザーでは、.NET アプリケーションを起動するための ClickOnce 拡張機能をサポートしていな
いため、このコンソールは Google Chrome または Mozilla Firefox ではサポートされていません。回避策とし
て、別のリモートコンソールオプションを選択するか、別のブラウザーを使用します。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• サポート対象のバージョンの Microsoft .NET Framework がインストールされている。
• ポップアップブロッカーが無効になっている。
場合によっては、.NET コンソールボタンを Ctrl を押したままクリックすることでポップアップブロッ
カーをバイパスできることがあります。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、概要タブをクリックします。
2. .NET リンクをクリックします。
3. リモートコンソール機能を使用します。

Java IRC の起動（Oracle JRE）
この手順を使用して、Windows または Linux と Oracle JRE の環境で Java IRC を起動します。Oracle JRE を
サポートする Java IRC のバージョンは、Java Web Start アプリケーションです。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• Oracle JRE がインストールされている。
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ます。
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起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Web Start ボタンをクリックします。
ブラウザーが、Hewlett Packard Enterprise JNLP ファイルを保存して開くように要求します。
3. JNLP ファイルを保存して開くには、ブラウザーの指示に従います。
4. セキュリティ警告ダイアログボックスが表示された場合は、続行をクリックします。
続行をクリックしないと、Java IRC は起動しません。
5. アプリケーションの実行を確認するプロンプトが表示されたら、実行をクリックします。
実行をクリックしないと、Java IRC は起動しません。
Java Web Start アプリケーションは、Web ブラウザーの外部にある別のウィンドウで実行されます。起動
時に空白のセカンダリウィンドウが開きます。Java IRC がロードされた後は、このウィンドウを閉じない
でください。
6. リモートコンソール機能を使用します。

Java IRC の起動（OpenJDK JRE）
Linux と OpenJDK JRE の環境で Java IRC を起動するには、この手順を使用します。OpenJDK JRE をサポー
トする Java IRC のバージョンは、Java アプレットです。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• OpenJDK JRE がインストールされている。
• ポップアップブロッカーが無効になっている。
場合によっては、リモートコンソール起動ボタンを Ctrl を押したままクリックすることでポップアップブ
ロッカーをバイパスできることがあります。
• クライアントのブラウザーに、Java プラグインがインストールされている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. アプレットボタンをクリックします。
3. セキュリティ警告ダイアログボックスまたは確認ダイアログボックスが表示され場合は、画面の指示に
従って続行します。
4. アプリケーションの実行を確認するプロンプトが表示されたら、実行をクリックします。
実行をクリックしないと、Java IRC は起動しません。
Java アプレットは、別のウィンドウで実行されます。
5. リモートコンソール機能を使用します。
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概要ページから Java IRC（Oracle JRE）の起動
この手順を使用して、Windows または Linux と Oracle JRE の環境で Java IRC を起動します。Oracle JRE を
サポートする Java IRC のバージョンは、Java Web Start アプリケーションです。
OpenJDK の環境では、Java IRC の起動（OpenJDK JRE）(61 ページ)を参照してください。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• Oracle JRE がインストールされている。
手順
1. ナビゲーションツリーで情報をクリックし、概要タブをクリックします。
2. Java Web Start リンクをクリックします。
ブラウザーが、Hewlett Packard Enterprise JNLP ファイルを保存して開くように要求します。
3. JNLP ファイルを保存して開くには、ブラウザーの指示に従います。
4. セキュリティ警告ダイアログボックスが表示された場合は、続行をクリックします。
続行をクリックしないと、Java IRC は起動しません。
5. アプリケーションの実行を確認するプロンプトが表示されたら、実行をクリックします。
実行をクリックしないと、Java IRC は起動しません。
Java Web Start アプリケーションは、Web ブラウザーの外部にある別のウィンドウで実行されます。起動
時に空白のセカンダリウィンドウが開きます。Java IRC がロードされた後は、このウィンドウを閉じない
でください。
6. リモートコンソール機能を使用します。

リモートコンソール機能の使用
リモートコンソールを使用したキーボード操作の送信
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
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起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. リモートコンソールを起動します。
3. 次のいずれかを実行します。
• クライアントのキーボードを使用して、目的のキーを押します。
• Ctrl + Alt + Del アクションを送信するには、次のいずれかを実行します。
◦ .NET IRC または Java IRC で キーボード > CTRL + ALT + DEL を選択します。
◦ HTML5 IRC で 仮想キーボードアイコンをクリックして、 CTRL + ALT + DEL キーボードショート
カットをクリックします。
• Caps Lock または Num Lock 設定を無効にするには、次のいずれかの操作を行います。
◦ クライアントキーボードの NumLock または CapsLock キーを押します。
◦ .NET IRC または Java IRC で キーボード > Caps Lock またはキーボード > Num Lock を選択しま
す。
◦ HTML5 IRC で 仮想キーボードアイコンをクリックして、仮想 CAPS または NUM キーをクリックし
ます。

リモートコンソールのホットキーの送信
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• リモート コンソールのホットキーは設定されています。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. リモートコンソールを起動します。
3. ご使用のクライアントのキーボードで、構成されているリモートコンソールホットキーのキーの組み合わ
せを押します。

リモートコンソール仮想メディア
ホストサーバー上の仮想メディアには、リモートコンソール、iLO の Web インターフェイス、XML 構成およ
び制御スクリプト、iLO RESTful API および CLP を使用してアクセスできます。このセクションでは、仮想
メディア機能で.NET IRC または Java IRC を使用する方法を説明します。

仮想ドライブ
仮想ドライブ機能は、物理フロッピーディスクまたは CD/DVD-ROM、USB キードライブ、イメージファイ
ル、あるいは URL ベースのイメージファイルの使用をサポートします。
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仮想ドライブ（クライアント PC 上の物理ドライブ）の使用
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• Windows でリモートコンソールを使用する場合は、物理ドライブをマウントするために必要な Windows
管理者権限を有している。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. この機能をサポートしているリモートコンソールを起動します。
このリリースでは、.NET IRC および Java IRC がこの機能をサポートしています。
3. 仮想ドライブメニューをクリックし、クライアント PC 上のフロッピーディスク、CD-ROM/DVD、または
USB キードライブのドライブ文字を選択します。
仮想ドライブのアクティビティ LED は、仮想ドライブのアクティビティを表示します。

仮想ドライブ（ローカル IMG または ISO）の使用
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. リモートコンソールを起動します。
3. 以下のいずれかを実行します。
• .NET IRC または Java IRC では、仮想ドライブメニューをクリックし、イメージファイルリムーバブル
メディア（IMG）またはイメージファイル CD-ROM/DVD（ISO）を選択します。
• HTML5 IRC では、仮想メディアアイコンをクリックして、IMG ファイルの場合はフロッピー > ローカ
ル*.img ファイルを選択し、ISO ファイルの場合は CD/DVD > ローカル*.iso ファイルを選択します。
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リモートコンソールによってディスクイメージを選択するよう求められます。
4. ファイル名テキストボックスにイメージファイルのパスまたはファイル名を入力するか、イメージファイ
ルの位置に移動して開くをクリックします。
仮想ドライブのアクティビティ LED は、仮想ドライブのアクティビティを表示します。

仮想ドライブを使用して OS のインストールと必要なドライバーの指定を行う
iLO リモートコンソールの仮想ドライブ機能を使用して、オペレーティングシステムをインストールできま
す。インストール中に、ストレージコントローラードライバーなどの必要なドライバーへのアクセスを提供し
なければならない場合があります。
前提条件
• リモートコンソール権限
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• 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。
• オペレーティングシステムの ISO ファイルは、iLO リモートコンソールを実行するのに使用するクライア
ント上で利用可能です。
手順
1.

必要なドライバーをダウンロードして展開してください。
SPP からドライバーを入手するか、Web サイト（http://www.hpe.com/support/hpesc）からダウンロー
ドできます。

2.

ドライバーファイルを USB キーまたはクライアント上のフォルダーにコピーし、そこから iLO リモート
コンソールにアクセスします。

3.

リモートコンソールを起動します。
USB キーを使用するには、.NET IRC または Java IRC を選択します。仮想フォルダーを使用するに
は、.NET IRC を選択します。

4.

オペレーティングシステムの ISO をマウントします。
a. 仮想ドライブ > イメージファイル CD-ROM/DVD を選択します。
リモートコンソールによってディスクイメージを選択するよう求められます。
b. ファイル名テキストボックスにイメージファイルのパスまたはファイル名を入力するか、イメージ
ファイルの位置に移動して開くをクリックします。

5.

USB キー上で必要なドライバーを指定する場合：
a. USB キーを iLO の管理に使用しているクライアントに接続します。
b. リモートコンソールで、仮想ドライブメニューをクリックし、クライアント PC 上の USB キーのドラ
イブ文字を選択します。

6.

iLO の管理に使用しているクライアント上のフォルダーで必要なドライバーを指定する場合：
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a. 仮想ドライブ > フォルダーの順に選択します。
b. フォルダーの参照ウィンドウで、ドライバーファイルを格納しているフォルダーを選択します。
7.

オペレーティングシステムの ISO を起動します。

8.

OS のインストーラーによってドライバーのパスを入力するプロンプトが表示されるまで、画面の指示に
従います。

9.

ドライバーの場所を指定するプロンプトが表示されたら、ドライバーを格納した仮想フォルダーまたは
USB キーのパスを入力します。

10. 画面の説明に従って、オペレーティングシステムのインストールを完了します。
11. 必要なデバイスドライバーがほかにある場合は、それをインストールします。
デバイスドライバーは SPP から入手できます。

仮想ドライブ（IIS/Apache での URL 経由のイメージファイル）の使用
以下の種類の URL ベースのメディアを接続できます。1.44 MB のフロッピーディスクイメージ（IMG）およ
び CD/DVD-ROM イメージ（ISO）。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• 使用するイメージファイルが、iLO と同じネットワーク上の Web サーバーにある。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. リモートコンソールを起動します。
3. 次のいずれかを実行します。
• .NET IRC または Java IRC の場合は、仮想ドライブ > URL リムーバブルメディア（IMG ファイル）ま
たは仮想ドライブ > URL CD-ROM/DVD（ISO ファイル）を選択します。
• HTML5 IRC の場合は、仮想メディアアイコンをクリックし、フロッピー > 仮想メディア URL（IMG
ファイル）または CD/DVD > 仮想メディア URL（ISO ファイル）を選択します。
iLO がイメージファイルの URL を入力するように求めます。
4. 仮想ドライブとしてマウントしたいイメージファイルの URL を入力して、接続をクリックします。
仮想ドライブのアクティビティ LED は、URL でマウントされた仮想メディアのドライブのアクティビティ
を表示しません。
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メディアイメージの作成機能（Java IRC のみ）
仮想メディアを使用するときは、物理ディスクの代わりにイメージファイルを使用すると、パフォーマンスが
向上します。DD などの業界標準ツールを使用して、イメージファイルの作成や、ディスクイメージファイル
から物理ディスクへのデータコピーを行えます。Java IRC を使用してこれらのタスクを実行することもでき
ます。

Java IRC を使用したディスクイメージファイルの作成
メディアイメージの作成機能では、ファイルまたは物理ディスク上のデータからディスクイメージファイルを
作成することができます。ISO-9660 ディスクイメージファイル（IMG または ISO）を作成できます。
前提条件
• リモートコンソール権限
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• 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リモートコンソール&メディアをクリックします。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Java IRC を起動します。
3. 仮想メディア > ディスクイメージの作成の順に選択します。
メディアイメージの作成ダイアログボックスが開きます。
4. ディスク>>イメージボタンが表示されることを確認します。ボタンラベルがイメージ>>ディスクの場合
は、このボタンをクリックしてディスク>>イメージに変更します。
5. 次のいずれかを実行します。
• ファイルを使用する場合は、メディアファイルを選択して、参照をクリックし、使用するファイルの位
置に移動します。
• 物理メディアを使用する場合は、メディアドライブを選択し、フロッピーディスク、USB キー、また
は CD のドライブ文字をメディアドライブメニューで選択します。
6. イメージファイルテキストボックスに、イメージファイルのパスおよびファイル名を入力します。
7. 作成をクリックします。
イメージの作成が完了すると、iLO によって通知されます。
8. 閉じるをクリックします。
9. 指定した場所にイメージが作成されていることを確認します。

Java IRC を使用したイメージファイルから物理ディスクへのデータのコピー
メディアイメージの作成機能では、ディスクイメージファイルからフロッピーディスクまたは USB キーに
データをコピーすることができます。ディスクイメージ（IMG）ファイルのみがサポートされます。CD への
データのコピーはサポートされていません。
ディスクイメージデータをフロッピーディスクまたは USB キーにコピーできます。
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前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Java IRC を起動します。
3. 仮想メディア > ディスクイメージの作成の順に選択します。
メディアイメージの作成ダイアログボックスが開きます。
4. メディアイメージの作成ウィンドウで、ディスク>>イメージをクリックします。
メディアイメージの作成はイメージ>>ディスクオプションに変わります。
5. メディアドライブメニューで、フロッピーディスクまたは USB キーのドライブ文字を選択します。
6. イメージファイルテキストボックスに、既存のイメージファイルのパスおよびファイル名を入力します。
操作が完了すると、iLO によって通知されます。
7. 閉じるをクリックします。
8. 指定した場所にファイルがコピーされたことを確認します。

仮想フォルダーの使用（.NET IRC 専用）
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC を起動します。
3. 仮想メディア > フォルダーの順に選択します。
4. フォルダーの参照ウィンドウで、使用するフォルダーを選択し、OK をクリックします。
仮想フォルダーが、iLO Folder という名前でサーバーにマウントされます。
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仮想フォルダー
仮想フォルダーを使用すると、ファイルにアクセスし、ファイルを参照し、クライアントから管理対象サー
バーにファイルを転送できます。ローカルディレクトリまたはクライアント経由でアクセスできるネット
ワーク接続されたディレクトリのマウントとアンマウントを行うことができます。フォルダーまたはディレ
クトリの仮想イメージが作成された後、サーバーはそのイメージに USB ストレージデバイスとして接続しま
す。ユーザーはサーバーにアクセスし、仮想イメージからサーバーにファイルを転送できます。2 ギガバイト
までのサイズの仮想フォルダーがサポートされます。
仮想フォルダーは読み取り専用であり、ここからは起動できません。マウントされたフォルダーは静的です。
クライアントフォルダーに行った変更は、マウントされたフォルダーに複製されません。クライアントフォル
ダーを変更した後で仮想フォルダーの表示を更新したければ、仮想フォルダーを切り離して再接続するだけで
十分です。

リモートコンソールの仮想電源スイッチの使用
リモートコンソールの電源スイッチメニューを使用して、iLO 仮想電源ボタン機能にアクセスします。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 仮想電源およびリセット権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. リモートコンソールを起動します。
3. 次のいずれかを実行します。
• リモートコンソールの電源スイッチメニューからオプションを選択します（.NET IRC および Java IRC
の場合）。
• メニューアイコン

をクリックして、電源メニューからオプションを選択します（HTML5 IRC の場合）。

サーバーの電源が入っていない場合、押し続ける、リセット、およびコールドブートオプションは使用で
きません。
iLO が要求を確認するように求めます。
4. OK をクリックします。

仮想電源ボタンのオプション
• 瞬間的に押す - 物理的な電源ボタンを押す場合と同じです。サーバーの電源が切れている場合は、瞬間的
に押すを押すとサーバーに電源が投入されます。
一部のオペレーティングシステムは、瞬間的に押した後で適切なシャットダウンを開始するか、またはこ
のイベントを無視するように構成されている場合があります。Hewlett Packard Enterprise では、仮想電源
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ボタンを使用してシャットダウンを実行する前に、システムコマンドを使用して正常なオペレーティング
システムのシャットダウンを完了することをおすすめします。
• 押し続ける - 物理的な電源ボタンを 5 秒間押し続け、離すことと同じです。
サーバーはこの操作の結果、電源がオフになります。このオプションは、オペレーティングシステムの正
常なシャットダウン機能に影響する場合があります。
このオプションは、一部のオペレーティングシステムが実装している ACPI 機能を提供します。これらの
オペレーティングシステムは、瞬間的に押すと押し続けるによって動作が異なります。
• リセット - サーバーを強制的にウォームブートします。CPU と I/O リソースがリセットされます。この
オプションは、オペレーティングシステムの正常なシャットダウン機能に影響する場合があります。
• コールドブート - サーバーからただちに電源を切断します。プロセッサー、メモリ、および I/O リソース
は、メインの電力が失われます。サーバーは、約 8 秒後に再起動します。このオプションは、オペレーティ
ングシステムの正常なシャットダウン機能に影響する場合があります。

リモートコンソールからの iLO 仮想メディアの使用
注記: あるバージョンの Windows オペレーティングシス
テムでリモートコンソールを使用する場合は、物理ドライ
ブをマウントするための管理者権限が必要です。
「サーバー上にないディスクやファイル
からソフトウェアをインストールする方
法はありますか」
ネットワークに接続されているコンピュータ
ー、またはモバイルアプリケーションを使用し
て、以下の操作を行います。
.NET IRC または
Java IRC を起動
します。

仮想メディアメニューを
クリックします。

クライアント PC 上の CD/DVDROM または USB サムドライブの
ドライブ文字を選択するか、ネッ
トワーク上のイメージファイルま
たは ISO にアクセスします。

リモートコンソール仮想メディア
ホストサーバー上の仮想メディアには、リモートコンソール、iLO の Web インターフェイス、XML 構成およ
び制御スクリプト、iLO RESTful API および CLP を使用してアクセスできます。このセクションでは、仮想
メディア機能で.NET IRC または Java IRC を使用する方法を説明します。

仮想ドライブ
仮想ドライブ機能は、物理フロッピーディスクまたは CD/DVD-ROM、USB キードライブ、イメージファイ
ル、あるいは URL ベースのイメージファイルの使用をサポートします。

仮想ドライブ（クライアント PC 上の物理ドライブ）の使用
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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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• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• Windows でリモートコンソールを使用する場合は、物理ドライブをマウントするために必要な Windows
管理者権限を有している。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. この機能をサポートしているリモートコンソールを起動します。
このリリースでは、.NET IRC および Java IRC がこの機能をサポートしています。
3. 仮想ドライブメニューをクリックし、クライアント PC 上のフロッピーディスク、CD-ROM/DVD、または
USB キードライブのドライブ文字を選択します。
仮想ドライブのアクティビティ LED は、仮想ドライブのアクティビティを表示します。

仮想ドライブ（ローカル IMG または ISO）の使用
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. リモートコンソールを起動します。
3. 以下のいずれかを実行します。
• .NET IRC または Java IRC では、仮想ドライブメニューをクリックし、イメージファイルリムーバブル
メディア（IMG）またはイメージファイル CD-ROM/DVD（ISO）を選択します。
• HTML5 IRC では、仮想メディアアイコンをクリックして、IMG ファイルの場合はフロッピー > ローカ
ル*.img ファイルを選択し、ISO ファイルの場合は CD/DVD > ローカル*.iso ファイルを選択します。
リモートコンソールによってディスクイメージを選択するよう求められます。
4. ファイル名テキストボックスにイメージファイルのパスまたはファイル名を入力するか、イメージファイ
ルの位置に移動して開くをクリックします。
仮想ドライブのアクティビティ LED は、仮想ドライブのアクティビティを表示します。

仮想ドライブ（IIS/Apache での URL 経由のイメージファイル）の使用
以下の種類の URL ベースのメディアを接続できます。1.44 MB のフロッピーディスクイメージ（IMG）およ
び CD/DVD-ROM イメージ（ISO）。
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前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• 使用するイメージファイルが、iLO と同じネットワーク上の Web サーバーにある。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. リモートコンソールを起動します。
3. 次のいずれかを実行します。
• .NET IRC または Java IRC の場合は、仮想ドライブ > URL リムーバブルメディア（IMG ファイル）ま
たは仮想ドライブ > URL CD-ROM/DVD（ISO ファイル）を選択します。
• HTML5 IRC の場合は、仮想メディアアイコンをクリックし、フロッピー > 仮想メディア URL（IMG
ファイル）または CD/DVD > 仮想メディア URL（ISO ファイル）を選択します。
iLO がイメージファイルの URL を入力するように求めます。
4. 仮想ドライブとしてマウントしたいイメージファイルの URL を入力して、接続をクリックします。
仮想ドライブのアクティビティ LED は、URL でマウントされた仮想メディアのドライブのアクティビティ
を表示しません。

メディアイメージの作成機能（Java IRC のみ）
仮想メディアを使用するときは、物理ディスクの代わりにイメージファイルを使用すると、パフォーマンスが
向上します。DD などの業界標準ツールを使用して、イメージファイルの作成や、ディスクイメージファイル
から物理ディスクへのデータコピーを行えます。Java IRC を使用してこれらのタスクを実行することもでき
ます。

Java IRC を使用したディスクイメージファイルの作成
メディアイメージの作成機能では、ファイルまたは物理ディスク上のデータからディスクイメージファイルを
作成することができます。ISO-9660 ディスクイメージファイル（IMG または ISO）を作成できます。
前提条件
• リモートコンソール権限
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
• 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リモートコンソール&メディアをクリックします。
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起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Java IRC を起動します。
3. 仮想メディア > ディスクイメージの作成の順に選択します。
メディアイメージの作成ダイアログボックスが開きます。
4. ディスク>>イメージボタンが表示されることを確認します。ボタンラベルがイメージ>>ディスクの場合
は、このボタンをクリックしてディスク>>イメージに変更します。
5. 次のいずれかを実行します。
• ファイルを使用する場合は、メディアファイルを選択して、参照をクリックし、使用するファイルの位
置に移動します。
• 物理メディアを使用する場合は、メディアドライブを選択し、フロッピーディスク、USB キー、また
は CD のドライブ文字をメディアドライブメニューで選択します。
6. イメージファイルテキストボックスに、イメージファイルのパスおよびファイル名を入力します。
7. 作成をクリックします。
イメージの作成が完了すると、iLO によって通知されます。
8. 閉じるをクリックします。
9. 指定した場所にイメージが作成されていることを確認します。

Java IRC を使用したイメージファイルから物理ディスクへのデータのコピー
メディアイメージの作成機能では、ディスクイメージファイルからフロッピーディスクまたは USB キーに
データをコピーすることができます。ディスクイメージ（IMG）ファイルのみがサポートされます。CD への
データのコピーはサポートされていません。
ディスクイメージデータをフロッピーディスクまたは USB キーにコピーできます。
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. Java IRC を起動します。
3. 仮想メディア > ディスクイメージの作成の順に選択します。
メディアイメージの作成ダイアログボックスが開きます。
4. メディアイメージの作成ウィンドウで、ディスク>>イメージをクリックします。
メディアイメージの作成はイメージ>>ディスクオプションに変わります。
5. メディアドライブメニューで、フロッピーディスクまたは USB キーのドライブ文字を選択します。
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6. イメージファイルテキストボックスに、既存のイメージファイルのパスおよびファイル名を入力します。
操作が完了すると、iLO によって通知されます。
7. 閉じるをクリックします。
8. 指定した場所にファイルがコピーされたことを確認します。

仮想フォルダーの使用（.NET IRC 専用）
前提条件
• リモートコンソール権限
• 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。
• リモートコンソール機能がアクセス設定ページで有効になっている。
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ます。
起動タブにリモートコンソールの起動オプションが表示されます。
2. .NET IRC を起動します。
3. 仮想メディア > フォルダーの順に選択します。
4. フォルダーの参照ウィンドウで、使用するフォルダーを選択し、OK をクリックします。
仮想フォルダーが、iLO Folder という名前でサーバーにマウントされます。

仮想フォルダー
仮想フォルダーを使用すると、ファイルにアクセスし、ファイルを参照し、クライアントから管理対象サー
バーにファイルを転送できます。ローカルディレクトリまたはクライアント経由でアクセスできるネット
ワーク接続されたディレクトリのマウントとアンマウントを行うことができます。フォルダーまたはディレ
クトリの仮想イメージが作成された後、サーバーはそのイメージに USB ストレージデバイスとして接続しま
す。ユーザーはサーバーにアクセスし、仮想イメージからサーバーにファイルを転送できます。2 ギガバイト
までのサイズの仮想フォルダーがサポートされます。
仮想フォルダーは読み取り専用であり、ここからは起動できません。マウントされたフォルダーは静的です。
クライアントフォルダーに行った変更は、マウントされたフォルダーに複製されません。クライアントフォル
ダーを変更した後で仮想フォルダーの表示を更新したければ、仮想フォルダーを切り離して再接続するだけで
十分です。

iLO アラートメール
iLO アラートメールを使用すると、ホストオペレーティングシステムから独立して検出されたアラート条件
を、指定したメールアドレスに送信するように iLO を設定することができます。iLO メールアラートには、主
要なホストシステムイベントが含まれます。iLO メールアラートには、主要なホストシステムイベントが含ま
れます。
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「自分のサーバーにいつ注意する必要が
あるのかを知りたいです」

注記: 一部のサービスプロバイダーでは、スパムおよび商
用コンテンツとして特定されたメールをブロックする
ルールが確立されています。iLO により生成されたメッ
セージの受信が、これらのツールによってブロックされる
場合があります。このようなメールサービスは iLO ア
ラートメールメッセージの受信に適していません。

ネットワークに接続されているコンピュータ
ー、またはモバイルアプリケーションを使用し
て、以下の操作を行います。
管理 > マネジメン
ト > アラートメー
ルページに移動し
ます。

iLO アラートメールを有
効チェックボックスを選
択します。

該当するメールアドレス、ドメイ
ン、および SMTP のポートとサー
バーの各フィールドを入力しま
す。終了したら、適用をクリック
します。

アラートメールを有効にする
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。
• SMTP 認証を有効が有効になっている構成の場合は、メールアカウントのユーザー名とパスワードが
SMTP サーバーに表示されます。
• SMTP セキュア接続（SSL/TLS）を有効が有効になっている構成の場合は、SSL/TLS がサーバーで有効に
なっています。
• パブリックまたは ISP の SMTP サーバーを使用する場合、受信者アドレスに使用するメールアドレスが、
安全性が低いアプリケーションを許可するように構成されていることを確認します。
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、アラートメールタブをクリックします。
2. iLO アラートメールを有効オプションを有効に設定します。
3. 次の情報を入力します。
• 受信者のメールアドレス
• 送信ドメインまたはメールアドレス
• SMTP ポート
SMTP セキュア接続（SSL/TLS）を有効オプションを使用する場合、Hewlett Packard Enterprise では
この値を 587 に設定することをお勧めします。
• SMTP サーバー
4. セキュアな接続を介してアラートメールメッセージを送信するには、SMTP セキュア接続（SSL/TLS）を
有効オプションを有効にします。
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5. メールアカウントのユーザー名とパスワードで SMTP 接続を認証するには、SMTP 認証を有効オプション
を有効にします。
6. SMTP セキュア接続（SSL/TLS）を有効および SMTP 認証を有効が有効になっている場合：
a. 構成されている SMTP サーバー上のメールアカウントのユーザー名を入力します。
b. SMTP パスワードの変更チェックボックスを選択します。
c. 新しい SMTP パスワードボックスと SMTP パスワードの確認ボックスにメールアカウントのユーザー
名のパスワードを入力します。
7. 変更を保存するには、適用をクリックします。
8. オプション：構成したメールアドレスにテストメッセージを送信するには、テストアラートメールを送信
をクリックします。
このボタンは、アラートメールが有効な場合にのみ使用できます。
テストアラートメールが送信されます。
9. オプション：テストメッセージを送信した場合は、iLO イベントログで正常に送信されたかどうかを確認
します。

アラートメールのオプション
受信者のメールアドレス
iLO メールアラートを受信する 1 つ以上の宛先メールアドレス。複数の電子メールアドレスをセミコロン
で区切って入力できます。標準メールアドレス形式でアドレスを入力します。メールアドレスボックス
には最大 260 文字まで入力できます。
パブリックまたは ISP の SMTP サーバーを使用する場合、入力するメールアドレスが、安全性が低いア
プリケーションを許可するように構成されていることを確認します。
送信ドメインまたはメールアドレス
送信者（送信元）のメールアドレス（最大 63 文字）。この値は、以下の方法を使用して構成できます。
• iLO ホスト名に統合する送信ドメインを入力します。この方法を使用すると、送信者のメールアドレス
は<iLO Hostname>@<Sender Domain>になります。
• 内部ネットワークドメインを含むカスタムのメールアドレスを入力します。たとえば、
<name>@<internal domain>.com のように入力します。
• パブリックメールサーバーを使用するカスタムメールアドレスを入力します。たとえば、
<name>@<email provider>.com のように入力します。
このアドレスは、構成済みの SMTP サーバーで認識される有効なメールアドレスである必要がありま
す。
SMTP ポート
SMTP サーバーが認証済みまたは未認証の SMTP 接続に使用するポート。デフォルト値は 25 です。セ
キュアな接続のために、Hewlett Packard Enterprise ではポート 587 を使用することをお勧めします。
SMTP サーバー
SMTP サーバーまたはメール送信エージェントの IP アドレスまたは DNS 名。このサーバーは、メール転
送エージェントと連携して電子メールを配信します。IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または FQDN を入
力できます。この文字列は最大 63 文字です。
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SMTP セキュア接続（SSL/TLS）を有効
このオプションを有効にして、セキュアな接続を介してアラートメールメッセージを送信します。メッ
セージが送信されると、iLO および構成済みの SMTP サーバーが共通の SSL/TLS 接続を選択するように
ネゴシエートします。
この値はデフォルトで有効になっています。
SMTP 認証を有効
このオプションを有効にして、セキュアな接続経由で接続した後に構成済みの SMTP サーバーに対して認
証します。このオプションを使用するには、SMTP セキュア接続（SSL/TLS）を有効が有効になっている
ほか、SMTP サーバー上のメールアカウントのユーザー名とパスワードを指定する必要があります。
SMTP ユーザー名
構成済みの SMTP サーバー上のアカウントのユーザー名（最大 63 文字）。SMTP 認証を有効が有効に
なっている場合はこの値が必要です。
この値をクリアするには、SMTP 認証を有効オプションを無効にし、このボックス内のテキストを削除し
てから、適用をクリックします。
SMTP パスワードの変更
このチェックボックスをクリックし、SMTP ユーザー名のアカウントのパスワードを入力または更新して
確認します。SMTP 認証を有効が有効になっている場合はこの値が必要です。入力できる値は 63 文字ま
でです。
iLO Web インターフェイスからパスワードの値を表示またはコピーすることはできません。
パスワードをクリアするには、SMTP 認証を有効オプションを無効にし、パスワードおよびパスワード再
入力の値を入力せずに適用をクリックします。

アラートメールを無効にする
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。
• iLO 設定の構成権限
手順
1. ナビゲーションツリーでマネジメントをクリックしてから、アラートメールタブをクリックします。
2. iLO アラートメールを有効オプションを無効に設定します。
3. 変更を保存するには、適用をクリックします。
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サーバーのオペレーティングシステムのインス
トール後
これで、選択した OS を実行したときに、サーバー管理ソフトウェアで新しいサーバーの日常の管理を支援す
る準備が整いました。ただし、HPE では利用可能なリモートサポートオプションがあり、さらに多くのサポー
トを提供します。HPE iLO 5 には内蔵リモートサポート機能が含まれており、サーバーを HPE リモートサ
ポートに登録することができます。このセクションの情報を利用すると、サーバーを HPE に接続して、リモー
トでのサポート（サポート情報を HPE に送信するなど）を受けられるようになります。
また、トラブルシューティングが必要になった場合は、広範なトラブルシューティングガイドを使用できま
す。また、HPE Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録しま
す。AHS は、システム障害が発生した場合に、問題の診断と迅速な解決を支援します。AHS に関する詳細、
および使用可能なトラブルシューティングガイドへのリンクについては、新しいサーバーのトラブルシュー
ティングの支援を参照してください。

リモートサポート登録に関する前提条件
手順
1. リモートサポートソリューションのコンポーネントにログインするときに使用する、サポートされるブラ
ウザーをインストールします。
2. HPE パスポートのアカウントがない場合は、web サイト http://www.hpe.com/info/insightonline-ja でア
カウントを作成し、ログイン認証情報を書き留めます。
ほとんどの場合、HPE パスポートのユーザー ID は、HPE パスポートの登録プロセス中に使用したメール
アドレスと同じです。Hewlett Packard Enterprise サポートセンターでユーザー ID を変更した場合は、必
ず、電子メールアドレスではなくユーザー ID でログインしてください。
3. Web サイト http://www.hpe.com/info/hpesc に移動し、リモートサポートに登録する製品に有効な
Hewlett Packard Enterprise 保証または契約があることを確認します。
4. Insight Online Direct Connect の登録手順、または Insight Remote Support Central Connect のホストサー
バーの構成手順で使用する以下の情報を収集します。
• 連絡先情報。Hewlett Packard Enterprise は、サポートケースを作成するときにこの情報を使用します。
• サイト情報 （サイト名、アドレス、およびタイムゾーン）。Hewlett Packard Enterprise は、サービス担
当者または部品をサーバーのある場所に送らなければならないときにこの情報を使用します。
• Web プロキシ情報（Web プロキシはインターネットにアクセスするために使用されます）。
• チャネルパートナーがデバイス情報を表示できるようにする場合は、認定サービスプロバイダー、リセ
ラー/ディストリビューター、およびインストーラーのチャネルパートナー ID。インストーラーは
Insight Remote Support Central Connect のみに必要です。
パートナー ID は、パートナー登録プロセス中にチャネルパートナーに割り当てられるロケーション ID
です。チャネルパートナー ID がわからない場合は、パートナーにお問い合わせの上、その情報を取得
してください。
5. iLO のホスト名または IP アドレスとログイン認証情報（ログイン名およびパスワード）を入手します。
iLO の設定権限を持っているローカルまたはディレクトリベースのユーザーアカウントを使用することが
できます。
6. リモートサポート登録用の ProLiant サーバーをセットアップします。
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サーバーをセットアップしている場合は、それらがサーバーのセットアップ手順で説明されている要件を
満たしていることを確認します。
7. Direct Connect のみ：環境が Insight Online Direct Connect のネットワーク要件を満たしていることを確
認します。
8. Central Connect のみ：Insight Remote Support Central Connect 環境をセットアップします。
9. Insight Online へのアクセスを確認します。

サポートされるブラウザー
HPE 組み込みリモートサポートソリューションでは、以下のブラウザーをサポートします。
iLO
iLO 5 は以下のブラウザーの最新バージョンをサポートします。
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome モバイルおよびデスクトップ
• Microsoft Internet Explorer 11
Insight RS
• Microsoft Internet Explorer：9x、10x、11x
• Mozilla Firefox：49.x
• Google Chrome：53.x
Insight Online
• Microsoft Internet Explorer：11 以降
• Mozilla Firefox：最新バージョン
• Google Chrome：最新バージョン

リモートサポート登録用の ProLiant サーバーのセットアップ
前提条件
ProLiant サーバーをセットアップまたは更新するために必要なファイルがあることを確認します。構成に応
じて、以下のファイルが必要です。
• Service Pack for ProLiant（Ubuntu を除く、サポートされているすべての OS） - SPP には、iLO ファー
ムウェア、ドライバー、および AMS が含まれています。SPP は、Web サイト（http://www.hpe.com/
servers/spp）からダウンロードしてください。
一部の各コンポーネントは個別にダウンロードできます。
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◦ iLO 5 チャネルインターフェイスドライバー - iLO 5 チャネルインターフェイスドライバー for
Windows は、Web サイト（http://www.hpe.com/info/hpesc）からダウンロードしてください。
◦ iLO ファームウェア - iLO ファームウェアは、Web サイト（http://www.hpe.com/support/ilo5）から
ダウンロードしてください。
◦ Agentless Management Service - AMS は、次の Web サイトからダウンロードしてください。Hewlett
Packard Enterprise サポートセンター：http://www.hpe.com/info/hpesc。
• Management Component Pack（Ubuntu） - MCP には、AMS が含まれていますが、iLO ファームウェ
アまたは iLO ドライバーは含まれていません。MCP は、Web サイト（http://www.hpe.com/support/SDRLinux）からダウンロードしてください。
手順
1.

サーバーハードウェアをインストールします。

2.

iLO をネットワークに接続します。

3.

Intelligent Provisioning を使用して、初期のサーバーのセットアップタスクを実行します。
このプロセス中にハードウェアの設定を構成し、オペレーティングシステムをインストールし、iLO 設定
を構成できます。iLO を構成する場合は、iLO の IP アドレスを記録します。

4.

オプション：AMS をまだインストールしていない場合はインストールします。
Hewlett Packard Enterprise は AMS をインストールすることをおすすめします。
HPE Proactive Care サービスのカスタマー専用：プロアクティブケアの機能（プロアクティブスキャン
レポートおよびファームウェアとソフトウェアのバージョンレポート）を取得するには、AMS のインス
トールが 必要です。
AMS の使用は、iLO がサーバーの名前を取得できる 1 つの方法です。iLO がサーバー名を取得できない
場合、Insight Online と Insight RS で表示されているサーバー名は、サーバーのシリアル番号から得られ
ます。

5.

AMS をインストールしなかった場合、Insight Online と Insight RS でサーバー名が正しく表示されること
を確認するために、以下のいずれかを実行します。
• Windows システムの場合のみ、オペレーティングシステムを起動します。Insight Online と Insight RS
は、サーバーを識別するために、Windows コンピューター名を使用します。
• iLO Web インターフェイスのアクセス設定ページで、サーバー名を構成します。
プライバシーを保護するため、サーバー名に機密情報を使用しないでください。サーバー名は Insight
Online および Insight RS に表示されます。

6.

iLO ドライバーがまだインストールされていない場合は、インストールします。
Intelligent Provisioning の推奨インストール方法で Windows をインストールすると、iLO 5 チャネルイン
ターフェイスドライバー for Windows が自動的にインストールされます。
Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、および Ubuntu の場合、ドライバーは Linux
ディストリビューションに含まれています。

7.

サポートされるバージョンの iLO ファームウェアがインストールされていることを確認します。
Insight Remote Support の Central Connect 登録には、iLO 5 1.10 以降が必要です。
Insight Remote Support の Direct Connect 登録には、iLO 5 1.30 以降が必要です。

8.
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タイムゾーンが iLO で設定されていることを確認します。
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タイムゾーン値が正しくない場合、Insight Online はイベントおよびデータ収集に不正なタイムスタンプ
を表示します。
9.

DNS サーバーが iLO に構成されていることを確認します。
デフォルトでは、DHCP を使用して DNS サーバーや他のネットワーク設定を構成するように iLO が設定
されています。
DNS サーバーは、iLO と Insight Online 間の通信に必要です。

10. 登録するサーバーが CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されていないことを確認します。
セキュリティ状態設定は、iLO 暗号化設定ページに表示できます。
組み込みリモートサポートは、CNSA セキュリティ状態を使用するように構成されているサーバー上で
はサポートされていません。

Insight Online Direct Connect のネットワーク要件
Insight Online Direct Connect では、ご使用の環境と Hewlett Packard Enterprise との間の通信を使用してサ
ポートサービスを提供します。ご使用の環境が Insight Online Direct Connect のネットワーク要件に示す
ポート要件を満たしていることを確認します。
iLO

ポート 443
(HTTPS)

ポート 443
(HTTPS)
ポート 443
(HTTPS)

Web プロキシ

Web ブラウザー

（オプション）

お客様側
ファイア
ウォール

HPE 側
ファイア
ウォール

図 3: Insight Online Direct Connect のネットワーク要件

Insight Remote Support Central Connect 環境のセットアップ
Insight Remote Support は、サポートサービスの提供については、ご使用の環境と Hewlett Packard Enterprise
の間の通信に依存します。
手順
1. Insight RS ホストサーバーに使用するサーバーが、Insight Remote Support のリリースノートに記載されて
いる要件を満たしていることを確認します。
注記: Insight RS ソフトウェアでは、ホストサーバーのことを「ホスティングデバイス」と呼んでいます。
2. ご使用の環境が Insight Remote Support Central Connect のネットワーク要件に示すポート要件を満た
していることを確認します。
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図 4: Insight Remote Support Central Connect のネットワーク要件
3. Insight RS ホストサーバーを設定します。
a. ホストサーバー上の Insight RS ソフトウェアのバージョンが、登録する ProLiant サーバーをサポート
していることを確認します。詳しくは、次の Web サイトを参照してください。http://www.hpe.com/
support/InsightRS-Support-Matrix
b. Insight RS コンソールを使用して、Insight Remote Support Central Connect に登録する ProLiant サー
バーの RIBCL プロトコルを構成します。
c. オプション：HPE SIM を Insight RS とともに使用する場合は、HPE SIM アダプターを構成します。
詳しくは、Web サイト（http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs）にある Insight Remote
Support インストール/コンフィギュレーションガイドを参照してください。
4. Insight RS ホストサーバーで、Web ブラウザーを使用して、次の Web サイトに移動し、Insight RS ホスト
サーバーとリモートサポート Web サービス間の通信を確認します。https://api.support.hpe.com/v1/
version/index.html。サーバーと HPE 間の接続が正しく設定されている場合、Web ブラウザーには、一部
のデータセンターコンポーネント（たとえば、17.1.0.354）のバージョンが表示されます。

Insight Online へのアクセスの確認
手順
1. 次の Web サイトに移動します。http://www.hpe.com/info/insightonline-ja
2. HPE パスポートのユーザー ID とパスワードを入力して、サインインをクリックします。
HPE パスポートのアカウントをお持ちでない場合は、画面上の手順に従って作成してください。
Insight Online マイ IT 環境タブが選択されている、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web
サイトが表示されます。初期セットアップ時には、お客様の IT 環境のデバイス、サービスイベント、およ
び契約と標準保証セクションには何も表示されません。
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HPE 組み込みリモートサポート
HPE iLO 5 には、組み込みリモートサポートの機能が含まれ、この機能により、HPE ProLiant Gen10 サーバー
を HPE リモートサポートに登録することができます。
また、iLO を使用してサービスイベントやリモートサポートによるデータ収集を監視することもできます。
Hewlett Packard Enterprise にデバイスを接続することによって、そのデバイスをリモートでサポートします。
また、診断、構成、テレメトリー、および連絡先の情報を Hewlett Packard Enterprise に送信できます。その
他のビジネス情報は収集されません。またデータは Hewlett Packard Enterprise のプライバシー声明に従っ
て管理されます。この声明は Web サイト http://www.hpe.com/info/privacy で参照できます。
詳しくは、Remote Settings for HPE ProLiant Gen10 Servers のビデオをご覧ください。
組み込みリモートサポート機能を使用する場合は、Insight Online Direct Connect と Insight Remote Support
Central Connect のどちらかの構成オプションを選択してください。
Insight Online Direct Connect
サポート対象のデバイスを Insight Online に直接登録します。ローカル環境に Insight Remote Support の一
元化されたホストサーバーをセットアップする必要はありません。Insight Online は、リモートサポート情報
のプライマリインターフェイスとなります。
Insight Online は、リモート監視対象のデバイスをいつでもどこでも表示できる、Hewlett Packard Enterprise
サポートセンターの機能です。Insight Online は、外出時の監視用モバイルダッシュボードを含む個別化され
たダッシュボードを提供し、IT の動作とサポート情報の追跡を簡素化します。

サーバー

ファイア
ウォール

図 5: Insight Online Direct Connect とサーバー
Insight Remote Support Central Connect
ローカル環境にある Insight Remote Support の一元化されたホストサーバーを使用して Hewlett Packard
Enterprise にサポート対象のデバイスを登録します。すべての構成およびサービスイベント情報は、ホスト
サーバーを介してルーティングされます。この情報は、ローカルの Insight RS Console または Insight Online
の Web ベースのビュー（Insight RS で有効になっている場合）を使用して表示できます。
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サーバー

Insight RS
ファイア
ホストサーバー ウォール

図 6: Insight Remote Support とサーバーの Central Connect
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新しいサーバーのトラブルシューティングの支
援
トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントの HPE Gen10 サーバー製品で使用できます。
• HPE ProLiant Gen10 サーバートラブルシューティングガイドでは、HPE Apollo システムおよび HPE
ProLiant Gen10 ML、DL、BL、および XL サーバーについて、一般的な問題を解決するための手順を紹介
し、障害を分離し特定するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、およびソフトウェアのメンテナ
ンスについて説明しています。
• HPE ProLiant Gen10 サーバーおよび HPE Synergy エラーメッセージガイドでは、エラーメッセージのリ
ストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。
• Integrated Management Log Messages and Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen 10 and HPE
Synergy では、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML メッセージおよび関連するト
ラブルシューティング情報を提供します。
これらのトラブルシューティング情報をご覧になるには、 Hewlett Packard Enterprise Information Library
（http:// www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）を参照してください。

Active Health System Viewer を使用したトラブルシューティン
グ
HPE サーバーと関連ソフトウェアまたはファームウェアに関する質問や問題がある場合、Active Health
System（AHS）を使用すると、即座に自己診断を行って独自のサポートケースを作成できます。AHS ログ
ファイルをダウンロードして、オンラインの Active Health System Viewer（AHSV）にアップロードすると、
そのサーバーから収集されたすべてのデータの確認を開始できます。このビューアーインターフェイスでは、
すべてのデータが簡単に操作できるタブにまとめられ、検討すべきソリューションや解決策が提供されます。
このように、AHS は問題解決の支援をするだけではなく、トラブルシューティングに関する独自の知識や経
験を深めるのにも役立ちます。
詳細な情報を必要とする問題が発生した場合、サポートケースを簡単に作成でき、そのログファイルは HPE
サポートに自動的にアップロードされます。これにより、HPE サポートチームを含むケースファイルが作成
され、HPE サポートチームによってログファイルが確認され、問題解決のための調査結果が折り返し報告さ
れます。
以下の各セクションでは、収集されるデータと収集されないデータについて説明します。AHSV について詳し
くは、http://www.hpe.com/servers/ahsv を参照してください。Active Health System Viewer のユーザーガ
イドをご覧になるには、http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en を参照してください。

Active Health System の概要
HPE Active Health System（AHS）は、iLO でリリースされているすべての HPE Gen8、Gen9、および Gen10
サーバー上のサーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。AHS は、システム障害が
発生したときに、問題の診断と迅速な解決を支援します。AHS は、ユーザーの事業、財務、顧客、社員、パー
トナー、またはデータセンターに関する情報（IP アドレス、ホスト名、ユーザー名、パスワードなど）を収
集しません。AHS ログは最大で 1 GB のデータを保持します。この上限に達すると、ログ内のもっとも古い
データが新しいデータで上書きされます。
収集されるデータの例を示します。
• サーバーモデルとシリアル番号
• プロセッサーモデルと速度
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• ストレージの容量と速度
• メモリの容量と速度
• ファームウェア/BIOS およびドライバーのバージョンと設定
注記: AHS は Hewlett Packard Enterprise のデータプライバシーの標準とポリシーを順守しているため、ユー
ザーアカウントやパスワード、あるいは完全メモリ/クラッシュダンプを収集しません。
AHS は、7 つのキープロバイダーから情報を収集します。
• Integrated Lights-Out（iLO）
• Onboard Administrator（OA）
• Agentless Management Service (AMS)
• ネットワークインターフェイスコントローラー（NIC）
• Complex Programmable Logic Drive (CPLD)
• システム ROM
• Smart Array

Active Health System Viewer
Active Health System Viewer（AHSV）は、AHS のアップロードデータを使用してサーバーの問題を迅速に読
み取り、診断し、解決するために使用するオンラインツールです。AHSV は、Hewlett Packard Enterprise が
推奨する、経験とベストプラクティスに基づいた修復処置を提供します。AHSV には、以下の機能がありま
す。
• サーバーの構成情報の読み取り
• ドライバー/ファームウェアインベントリの表示
• イベントログの確認
• 障害検出解析アラートへの応答
• 新しいサポートケースのオープンおよび既存のサポートケースの更新

Active Health System ビューアにログインする
手順
1. AHSV Web ページにアクセスするには、サポートされているブラウザーで http://www.hpe.com/servers/
ahsv にアクセスします。以下では、サポートされているブラウザーを示します。
• Internet Explorer 11
• Chrome v51 以降
• Firefox v46 以降
2. ユーザー ID（メールアドレス）と、パスワードを入力してサインインをクリックします。
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注記: HPE パスポートアカウントを使用してログインする場合や HPE パスポートアカウントを作成する
場合は、http://www.hpe.com/info/insightonline にアクセスします。ほとんどの場合、HPE パスポートア
カウントは HPE パスポートアカウントの登録プロセス中に使用したメールアドレスと同じです。Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターでユーザー ID を変更した場合は、必ず、電子メールアドレスではな
くユーザー ID でログインしてください。

注記: ログイン認証情報をシステムに記憶させるには、ログイン情報を記憶を選択してからサインインをク
リックしてください。

AHSV からログアウトする
手順
1. AHSV からログアウトするには、ユーザー設定メニューをクリックします。
2. ログアウトをクリックします。ログアウト状態になり、ログインページが表示されます。

AHS ログファイルをロードする
重要: AHS ログを作成したサーバーは、保証が有効になっていなければなりません。サーバーの保証が
切れていると、「Server is not Entitled. Please check these options for renewing
your license.」というエラーメッセージが表示されます。以下のオプションから選択できます。
• ライセンスをさらに購入する
• ライセンス購入のためのパートナーを探す
• HPE のサポートに問い合わせる

• AHSV から AHS ログファイルをロードするには、Upload AHS Log を選択します。ログファイルに移動し
て、開くをクリックします。
注記: ファイルの最大サイズは 250 MB です。ログが 250 MB より大きい場合は、HPE サポートセンター
にお問い合わせください。
• 解析とログロードの状態を示すウィンドウが表示されます。ロード処理をキャンセルするには、キャンセ
ルをクリックします。
• このウィンドウには、さまざまなプラットフォームのビデオも表示されます。ログファイルがロードされ
るのを待っている間に、さまざまなビデオを検索して再生できます。
• AHS ログをロードしていると、画面に予想される完了時間が表示されます。
• 既存の AHS ログを検索します。
◦ Search AHS viewer for uploaded AHS log の下で、AHS ログ名またはシステムシリアル番号を入力し
て、検索アイコンをクリックします。
◦ 開きたいファイルをクリックします。
• 以前にロードした AHS ログファイルを見るには、ログファイルを表で選択します。

新しいサーバーのトラブルシューティングの支援
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AHSV ダッシュボードのナビゲート
AHSV ダッシュボードには、現在のサーバー構成の概要とさまざまなサブシステムが示されます。
手順
1. 左側のナビゲーションメニューの上には、以下の情報があります。
• AHS ログファイル名
• システムタイプ
• シリアル番号
• SKU 番号
• PCA 部品番号
• ブートセッションボックス - 表示したいブートセッションを選択するには下矢印をクリックします。
2. AHSV の利用可能な画面間を移動するには、以下のナビゲーション項目のいずれかをクリックします。
• システムダッシュボード
• 障害検出解析
• イベントログ
• ドライバーおよびファームウェアインベントリ
• システムボード
• プロセッサー
• メモリ
• 電源装置
• Smart アレイおよび内蔵 SD カード
• ネットワーキング
• フレームリンクモジュール
• Onboard Administrator と c-Class エンクロージャー
• OS
• 温度およびファン
• サポートケースの作成
• AHS ログのダウンロード
3. System Dashboard Information Tiles を調べて、現在のサーバー構成の概要と以下のサブシステムを確認し
ます。
• システムボード - 製造日、PCA 部品番号、PCI 情報、他の関連情報が表示されます。
• プロセッサー - 各プロセッサーのプロセッサータイプ、速度、ステッピングが表示されます。
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• メモリ - 取り付けられているメモリのサイズ、MT\s、タイプが表示されます。
• 電源装置 - 各電源装置のワット数と、取り付けられている Smart Storage バッテリが表示されます。
• ストレージ - Smart アレイコントローラーが見つかった場合に各 Smart アレイコントローラーの
ファームウェア、タイプ、スロット、ハードドライブが表示されます。ハードドライブの場合は、容量
とタイプが表示されます。
• ネットワーキング - 取り付けられている各ネットワークアダプターのアダプタータイプ、ファームウェ
ア、シリアル番号、およびドライバー情報が表示されます。
• システム BIOS - BIOS ベンダー、バージョン、および日付情報が表示されます。
• iLO - iLO のファームウェア、バージョン、ライセンス、およびシリアル番号が表示されます。
• Onboard Administrator - 各 OA のファームウェア、部品番号、スペア部品番号、ハードウェアバージョ
ンが表示されます。ブレードサーバーについてのみ表示されます。
◦ OA エンクロージャー
◦ OA Onboard Administrator
◦ OA 電源装置
◦ OA エンクロージャー
• フレームリンクモジュール - 各 Synergy フレームリンクモジュールの構成情報が表示されます。
◦ ファームウェアバージョン
◦ シリアル番号
◦ ヘルスステータス
◦ ロール

新しいサーバーのトラブルシューティングの支援

89

サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセス
します。
http://www.hpe.com/info/assistance
• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトにアクセスします。
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

Web サイト
全般的な Web サイト
Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL
上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。
製品の Web サイト
iLO
http://www.hpe.com/jp/servers/ilo
iLO 5 Information Library
http://www.hpe.com/support/ilo-docs
iLO サポート
http://www.hpe.com/support/ilo5
iLO Advanced
http://www.hpe.com/servers/iloadvanced
iLO Mobile アプリケーション
http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp
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Active Health System Viewer
http://www.hpe.com/servers/ahsv
Intelligent System Tuning
http://www.hpe.com/info/ist
HPE ProLiant Gen10 サーバー
http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs
HPE ProLiant Gen 10 および HPE Synergy コンピュートモジュールのトラブルシューティング
http://www.hpe.com/info/Gen10-troubleshooting
UEFI システムユーティリティ
http://www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs
SUM
http://www.hpe.com/info/sum-docs
SPP
http://www.hpe.com/info/spp/documentation
Intelligent Provisioning
http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs
iLO RESTful API および RESTful インターフェイスツール
http://www.hpe.com/info/redfish
リモートサポート
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
HPE OneView
http://www.hpe.com/info/oneview/docs
OA
http://www.hpe.com/support/oa/docs
HPE SIM
http://www.hpe.com/info/insightmanagement/sim/docs

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

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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HPE iLO 5 のライセンス
ライセンスオプション選択プロセスの開始
手順
1. 最適な購入オプションを決定するには、ニーズに最適なオプションを次の表から選択します。
iLO Advanced のライセンスオプション
サポートされている
サーバー：

iLO を搭載したすべての HPE サーバー、および Edgeline シャーシで使用されて
いる iLO を搭載した Moonshot カートリッジ。

内容：

堅牢な iLO 機能のすべてのセット、さらに、iLO 5 v1.40 のリリース後は、以前は
iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスのみに含まれていたすべての
機能。
注記: HPE Server Edgeline シャーシのライセンスを受けていて、iLO Advanced
の機能が必要な場合、エンクロージャー内の各カートリッジのための iLO
Advanced のライセンスを購入する必要があります。サーバーカートリッジの数
に基づいて、iLO ライセンスの数を選択します。
5 つを超える iLO ライセンスを注文する場合、HPE は、当社の Flexible Quantity
またはトラッキング/アクティブ化キー契約ライセンスを確認することを推奨し
ます。

購入オプション：

• 単一サーバー（1～10 台）：Advanced 単一サーバー
• フレキシブル数量（11～99 台）：Advanced フレキシブル数量
• 従量制課金 AKA/トラッキング（サーバー 100 台以上）：Advanced 従量制
（AKA/トラッキング）

インストールオプ
ション：

• セルフインストール

提供オプション：

• 文書/物理

• プリインストール

• 自動
2. 図の次の表で、選択に対応する購入オプションリンクをクリックして、HPE iLO ライセンス製品番号
（SKU）にアクセスし、インストール、配布、およびサポート要件に一致するライセンス製品番号を確認し
ます。

HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）
次の表に、使用可能な HPE iLO ライセンス製品番号（SKU）と、それぞれに利用できる配布、サポート、お
よび登録オプションを示します。
注記: iLO 単一サーバー物理ライセンスが無償で工場出荷時にインストールされるようにするには、次の表に
示すように、製品番号 SKU に 0D1 オプションを含める必要があります。
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重要:
• ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。
注記: iLO の標準機能は、サーバーハードウェアの保証の下でサポートされています。
• #0D1 で終わる iLO ライセンス製品番号は、工場出荷時のインストール済みの iLO ライセンスです。
●これらは、追加料金なしで工場出荷時にインストールされます。● これにより、ご購入の iLO
Advanced 機能は、ご使用のサーバーをセットアップすれば、使用できる状態です。
• 1 年または 3 年のサポート契約の有効期限が切れても、HPE iLO のライセンス機能は引き続き使用で
き、有効です。ただし、ライセンスされている機能に対して HPE のサポートは受けられません。
• HPE iLO のライセンスには、有効期限はありません。サーバーにインストールされると、ライセンス
のサポートが切れてもライセンスはそのサーバー上に残ります。ライセンスは、インストールされて
いるサーバーの有効期間中は有効です。
• HPE iLO の標準機能は、サーバーの購入時に追加費用なしで同梱されます。
• HPE サーバー Edgeline シャーシでは、iLO 付きサーバーカートリッジをサポートしています。iLO
Advanced の機能が必要な場合、エンクロージャー内の各カートリッジのための iLO Advanced のラ
イセンスを購入する必要があります。サーバーカートリッジの数に基づいて、iLO ライセンスの数を
選択します。
5 つを超える iLO ライセンスを注文する場合、HPE は、当社の Flexible Quantity またはトラッキン
グ/アクティブ化キー契約ライセンスを確認することを推奨します。
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表 2: Advanced > 単一サーバー - iLO 3、4、5
これは、HPE の工場出荷 説明
時にインストールされ
ているか、プリインスト
ールされていますか。
（推奨オプション）3

製品番号

配布

ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

512485-B21

物理

1 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません
iLO ライセンス機能の 1 年間のサ
ポート付き HPE iLO Advanced 1サーバーライセンス 4

512485-B21
#0D1

物理

1 年間、24 時 はい
間 365 日

工場出荷時にインストール済み/
プリインストール済み
ライセンス機能の 1 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced 1-サー
バーライセンス-工場出荷時イン
ストール済み/プリインストール
済み

BD505A

物理

3 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません
ライセンス機能の 3 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced 1-サー
バーライセンス

BD505A #0D1

物理

3 年間、24 時 はい
間 365 日

工場出荷時にインストール済み/
プリインストール済み
ライセンス機能の 3 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced 1-サー
バーライセンス-工場出荷時イン
ストール済み/プリインストール
済み

E6U59ABE

自動

1 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません
ライセンス機能の 1 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced
Electronic License

E6U64ABE

自動

3 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストー
ル済み/プリインストール済みで
はありません
ライセンス機能の 3 年間のサポー
ト付き HPE iLO Advanced
Electronic License
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1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ

ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。
2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。
3 工場出荷時プリインストール済（#0D1）iLO ライセンスを選択すると、同じ注文でサーバー当たり 1 つのライセンスのみ
を購入できます。複数のライセンスを購入する場合は、複数のサーバーを選択するか、または iLO プリインストール済で
ないライセンスかを選択します。
4 これらのライセンスについては、アメリカ（AMS）およびアジア太平洋または日本（APJ）地域ではライセンス登録でき
ません。ライセンスキーは、注文書に同梱されているインストール手順書に記載されています。記録として、またサポー
トを受けるためにこのキーを保存しておいてください。

表 3: Advanced > フレキシブル数量 - iLO 3、4、5
製品番号

配布

ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

これは、HPE の工場 説明
出荷時にインストー
ルされているか、プリ
インストールされて
いますか。（推奨オプ
ション）

512486-B21

物理

1 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあり
ません
ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Flexible
Quantity License

BD506A

物理

3 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストール
済み/プリインストール済みではあり
ません
ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced Flexible
Quantity License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ

ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。
2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。
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表 4: Advanced > 従量制（AKA/トラッキング）- iLO 3、4、5
これは、HPE の工場 説明 3
出荷時にインストー
ルされているか、プ
リインストールされ
ていますか。
（推奨オ
プション）

製品番号

配布

ライセンスさ
れている機能
のサポート期
間 1、2

512487-B21

物理

1 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん
ライセンス機能の 1 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced AKA
Tracking License

BD507A

物理

3 年間、24 時 いいえ
間 365 日

HPE の工場出荷時にインストール済
み/プリインストール済みではありま
せん
ライセンス機能の 3 年間のサポート
付き HPE iLO Advanced AKA
Tracking License

1 ライセンスされている機能について、1 年間または 3 年間のサポート契約を結ぶ権利があります。1 年または 3 年のサポ

ート契約の有効期限が切れても、iLO のライセンス機能は引き続き使用でき、有効です。ただし、ライセンスされている
機能に対して HPE のサポートは受けられません。ライセンスの有効期限は切れません。適用されているサーバーの有効
期間中は有効です。
2 iLO 標準機能およびファームウェアのアップデートは、サーバーハードウェア保証契約でサポートされています。iLO フ
ァームウェアのアップデートは、http://www.hpe.com/support/iLO5 で入手できます。
3 AKA について詳しくは、http://www.hpe.com/info/aka を参照してください。

購入オプション
iLO ライセンスは、HPE および HPE 販売パートナーから直接入手できます。iLO ライセンスを取得する最善
の方法は、HPE サーバーを購入すると同時にソフトウェアライセンスを購入することです。ただし、米国に
お住まいの場合は、HPE Small Business Marketplace サイト（http://www.hpe.com/marketplace）から個別
にライセンスを購入することもできます。
オプションは次のとおりです。
• 単一サーバーライセンス - 単一ライセンスのインストール。
• フレキシブル数量ライセンス - 複数の iLO サーバーにインストールする単一のライセンス資格。
• ボリュームライセンスまたは「トラッキングライセンス」 - 将来のライセンスアクティベーションに有効
なアクティベーションキー契約(AKA)。
次の質問と回答は、選択可能なオプションから選択するのに役立ちます。
紙/物理または電子配信のいずれかで受け取るライセンス権利付与証明書の数はいくつですか。

HPE iLO 5 のライセンス
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単一サーバー

フレキシブル数量

ボリューム ライセンスまたは「ト
ラッキングライセンス」

注文されたライセンスごとに 1 つ
の権利付与証明書。たとえば、10
台のサーバー用にこのライセンス
を注文すると、10 個の証明書を受
け取ります。

1 つのソフトウェア権利付与証明 なし。このオプションは「請求書の
書。オンラインで資格を登録する み」オプションです。このオプショ
と、複数の iLO サーバーでライセン ンは、アクティベーションキー契約
スされている機能を有効にするた （AKA）によって提供される効率的
めの 1 つのキーを受け取ります。 なボリュームライセンスプログラ
たとえば、このライセンスを 10 台 ムです。会社、部署、または支店に
のサーバー用に注文すると、10 台 割り当てられている 1 つのマス
のサーバーで iLO の高度な機能を ターキー（製品ごと）を提供するた
使用できる 1 つの資格が与えられ め、複数のキーを管理する必要がな
ます。
くなります。割り当てられたマス
ターキーコードは、ライセンスアク
ティベーションの今後のすべての
購入に対して最長 3 年間有効で、世
界中で使用できます。AKA には、
契約期間中に修正に基づき新しい
製品を追加することができます。
詳しくは、ボリューム ライセンス
または「トラッキング ライセンス」
の詳細情報(99 ページ)を参照し
てください。

オンラインでライセンスを登録すると、アクティベーションキーをいくつ受け取りますか。
単一サーバー

フレキシブル数量

1 つに対して 1 つ。注文した 1 つ
のライセンスごとに 1 つのキーを
受け取ります。

多数に対して 1 つ。注文したすべ
てのライセンスに対して 1 つの
キーを受け取ります。

ボリューム ライセンスまたは「ト
ラッキングライセンス」
登録は必要ありません。最初に
AKA 契約に署名したときに、マス
ターキーが提供されます。詳しく
は、ボリューム ライセンスまたは
「トラッキング ライセンス」の詳細
情報(99 ページ)を参照してくだ
さい。

各ライセンスタイプが最適なオプションとなるのは、どのような場合ですか。
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単一サーバー

フレキシブル数量

ボリューム ライセンスまたは「ト
ラッキングライセンス」

このライセンスは、次の場合に最適 このライセンスは、次の場合に最適 このライセンスは、次の場合に最適
なオプションです。
なオプションです。
なオプションです。
• 一度に少数の ProLiant サー
バーを購入している

• 現在の ProLiant インストール
• 長期にわたって定期的に大量の
ベース用に iLO ライセンスを一
iLO を購入する予定がある
度購入する必要がある
• すでに ProLiant サーバーを所
• 長期にわたってこれから購入す
有していて、iLO ライセンスが • 新しい ProLiant サーバーを多
るすべてのライセンスに対し
必要
数購入したため、購入したサー
て、製品ごとに 1 つのキーを提
バー数と一致する数のソフト
供するシンプルなソフトウェア
• 複数のサーバー用に同じライセ
ウェアライセンスが必要
ライセンスオプションが欲しい
ンスが必要ではない
• 使用中のライセンスアクティ
• データセンターで複数のライセ
ベーションキーの数を削減した
ンスキーを長期的に管理する必
い
要性をなくしたい
• 物理的な提供物を最小限に抑
• 世界中でキーを使用したい
え、購入された多数のライセン
スに対していつでも 1 つのライ • 物理的な提供物の数を最小限に
抑えたい（トラッキングライセ
センスキーを持つようにしたい
ンスに関連する提供物をなくし
たい）
• HPE または HPE パートナーか
ら定期的に購入する標準
ProLiant 構成に iLO ライセンス
をラインアイテムとして追加し
たい、または HPE との既存の
ProLiant 販売契約に iLO を追加
したい
詳しくは、ボリューム ライセンス
または「トラッキング ライセンス」
の詳細情報(99 ページ)を参照し
てください。

ボリューム ライセンスまたは「トラッキング ライセンス」の詳細情報
• 発行される各マスターキーは、ライセンスアクティベーションキーを購入するためのものです。
• マスターキーは、次のものを置き換えるものではありません。
◦ 既存のサーバーに存在する既存のライセンス
◦ 購入したが引き換えていない、または引き換えたが展開していない権利付与証明書
◦ ハードウェア購入にバンドルされた権利付与証明書
• アップグレードライセンスを置き換えるためにマスターキーを使用することはできません。
• AKA 契約に基づく最長期間は 3 年です。1 年、2 年、3 年の契約期間を選択できます。契約期間の終わり
に、マスターキーの使用を中止する必要があります。元の許諾契約書の期限が切れると、マスターキーの
使用を継続する修正を追加することができます。 または予測値に達した場合、新しい AKA を処理するこ
とができます。
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• ライセンス権利の取得プロセスを省くため、権利付与証明書は送信されません。
• ほとんどの場合、HPE アカウントマネージャは、AKA トラッキング SKU をサーバー構成（BOM）にバン
ドルするため、各サーバーの購入時にライセンス SKU も含められ、同時に支払いが行われます。
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