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ご注意
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサー
ビスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかな
る内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しております
が、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。
本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製に
は、Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。FAR 12.211 および 12.212 に従っ
て、商業用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメンテーション、および商
業用製品の技術データ（Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and
Technical Data for Commercial Items）は、ベンダー標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許
諾が付与されます。
他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。Hewlett
Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外にある情報を管理する権限を持た
ず、また責任を負いません。

商標
ClearCenter、ClearOS、ClearVM は、登録商標または米国およびその他の国における ClearCenter Inc.
の商標です。
Linux® は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標です。
Microsoft® および Windows® は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標
または商標です。
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HPE サーバー用の ClearOS および ClearVM
のソフトウェア情報
ClearOS および ClearVM はサポートされている HPE サーバーで使用できます (http://www.hpe.com/
servers/clearoscert)。
ClearOS は、直感的なオペレーティングシステムで、100 種類以上の統合アプリケーションとサービスが
備わっています。ClearVM は、直感的な物理サーバーおよび仮想マシン管理ソフトウェアです。ClearOS
または ClearVM の初期費用はありません - 必要なソフトウェアおよびサポートのみに対して費用が発生
します。
ClearOS および ClearVM は選択したサーバーにおいて USB インストールが可能です。ClearOS および
ClearVM は http://www.hpe.com/servers/clearos からダウンロードすることもできます。
ClearOS はプリロードも可能で、Intelligent Provisioning を介してダウンロードできます。
ClearOS の構成方法のドキュメントについては、http://www.hpe.com/info/ClearOS-docs-en を参照し
てください。

ClearOS/ClearVM の USB インストールキー
初めて電源をオンにした際、ClearOS/ClearVM USB インストールキーを搭載するサーバーは ClearOS ま
たは ClearVM をインストールするオプションを表示します。
このオプションが表示されない場合は、次のいずれかの操作を行います。
• 内蔵の USB をブートデバイスとして選択します。ワンタイムブート メニュー画面を表示するには、
POST 画面で F11 キーを押します。
• ClearOS または ClearVM インストールファイルを http://www.hpe.com/servers/clearos からダウ
ンロードし、インストールします。

ClearOS の RAID 構成
ClearOS は内蔵 HPE Smart アレイコントローラ (Gen9 サーバー用 B140i、Gen10 サーバー プラット
フォーム用 S100i) をサポートしていません。ドライブアレイを構成するには、別の HPE ストレージコ
ントローラーを使用するか、ClearOS に含まれているソフトウェア RAID を使用してください。

その他のメディアのブート
好みのブートシーケンスを設定するには、ClearOS/ClearVM の USB インストールキー メインメニュー
を使用します。すべてのブートに対してブートシーケンスを設定するには、 F9 キーを押して、BIOS セッ
トアップユーティリティにアクセスし、ブートメニューに進みます。ワンタイムブート オーバーライドの
オプションを選択するには、F11 キーを押して、ワンタイムブート メニューにアクセスします。Intelligent
Provisioning を使用するには、F10 キーを押して、サーバーを Intelligent Provisioning インターフェイス
で再起動するようにします。

ClearOS のデフォルトのログイン情報
ClearOS がプリロードされた HPE サーバーにおける ClearOS のデフォルトのログイン情報は次のとお
りです。

4

HPE サーバー用の ClearOS および ClearVM のソフトウェア情報

• ユーザー名: root
• パスワード: password
インストールの完了後、Webconfig ユーザーインターフェイスで、パスワードを変更します。パスワード
を変更するには、Webconfig 画面の右上にあるルートユーザー用のプロファイルを選択します。
ClearOS の詳細なインストール手順については、http://www.hpe.com/support/ClearOS-IG から
ClearOS 7 on HPE ProLiant Servers Configuration Guide を参照してください。

ClearOS および ClearVM のサブスクリプション
ClearOS Business エディションのサブスクリプションを希望される場合は、http://www.hpe.com/
servers/clearos または http://www.clearcenter.com/partners/hpe からご購入ください。
ClearVM のサブスクリプションを希望される場合は、http://www.clearcenter.com/partners/hpe からご
購入ください。

ClearOS および ClearVM のサブスクリプション
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ClearOS および ClearVM のサポートと他のリ
ソース
ClearCARE テクニカルサポート
ClearOS および ClearVM のサポートは、Hewlett Packard Enterprise によって提供されていません。
ClearOS および ClearVM のサポートは、ClearCenter が販売、提供しています。ClearCenter にサポート
チケットを送信するか、Bronze、Silver、Gold、Platinum ClearCARE サブスクリプションを購入するこ
とで、1 回分のサポートインシデントを購入できます。詳しくは、ClearOS の Web サイトをご覧くださ
い。
https://www.clearos.com/
ライセンスされたユーザーは、さまざまなレベルのプロフェッショナルテクニカルサポートをご利用でき
ます。詳細については、ClearCARE サポートの Web サイトをご覧ください。
https://www.clearos.com/products/support/clearcare-overview

ClearCenter 連絡先情報

北米
電話: + 1.800.977.0574
メール: sales@clearcenter.com
海外
電話: + 1.801.851.5555
メール: sales@clearcenter.com
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ClearOS および ClearVM のサポートと他のリソース

ClearOS コミュニティフォーラム
ClearOS は、活発なコミュニティによる積極的な関与によって急成長しています。コミュニティのメン
バーはお互いにセットアップ、開発、トラブルシューティングのヘルプを行うことで、ClearOS のハード
ルを下げています。あなたのコミュニティへの参加をお待ちしています。
https://www.clearos.com/clearfoundation/social/community

ClearOS ドキュメントの web サイト
オンライン ユーザーガイドおよびハウツードキュメント、コミュニティサイト、フォーラム、テクニカル
サポート、検索エンジン情報については、以下を参照してください。
• https://www.clearos.com/resources/documentation/documentation-overview
• http://www.hpe.com/info/ClearOS-docs-en

ClearOS コミュニティフォーラム

7

