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摘要

このガイドでは、HPE InfoSight for servers を使用して問題を予測して防止する方法について
説明します。このドキュメントは、インフラストラクチャスタックのサポートおよび維持を
行っているシステム管理者を対象とします。
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概要

HPE InfoSight ポータルは、HPE がホストする安全な Web インターフェイスです。グラフィカルイン
ターフェイスと予測デバイスサポートの自動化が提供されます。

HPE InfoSight は人工知能（AI）を使用して環境を調査することで、操作を簡素化します。この調査は、
サイトからデータを収集することで実行されます。データは、データセンターの自己管理、自己回復、お
よび自己 適化を可能にするための基礎となります。

HPE はこの新しいデータパラダイムの先頭に立っています。10 年前、HPE はインフラストラクチャス
タック全体にセンサーを搭載したシステムの設計を開始しました。収集された数兆のデータポイントを
HPE InfoSight で分析できるため、お客様は収集されたデータからの大局的な学習によるメリットを得る
ことができます。AI はこのデータの能力を解放する鍵になります。

HPE InfoSight for servers:

• HPE InfoSight の機械学習と予測分析を、Active Health System（AHS）および HPE iLO のヘルスおよ
びパフォーマンス監視と組み合わせて、パフォーマンスを 適化し、問題を予測して防止します

• AHS からのセンサーデータとテレメトリデータを自動的に収集および分析し、インストールベースの
動作から洞察を導き出して、問題の解決とパフォーマンスの向上に関する推奨事項を提供します

• この 初のリリースは、今後拡張される基本の機能セットを提供します

• Gen10、Gen9、および Gen8 HPE ProLiant サーバー、HPE BladeSystem サーバー、HPE Synergy コ
ンピュートモジュール、および iLO 4 および iLO 5 を搭載する HPE Apollo システムをサポートします

HPE InfoSight for servers の使用開始の方法について詳しくは、HPE InfoSight for servers お使いになる前
に（https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs）を参照してください。

iLO

iLO は、サポートされる HPE サーバーのシステムボードに内蔵されているリモートサーバー管理プロ
セッサーです。iLO では、リモートの場所からサーバーを監視および制御できます。iLO 管理は、サーバー
をリモートで構成、更新、監視、および修復するための複数の方法を提供する強力なツールです。iLO に
ついて詳しくは、https://www.hpe.com/servers/ilo を参照してください。

Active Health System

AHS は、個人情報や、サーバーの操作によりサーバーに保存されたデータを収集することはありません。

AHS は以下の機能を提供します。

• 数千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

AHS 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。AHS
について詳しくは、https://www.hpe.com/servers/ahs を参照してください。

iLO Amplifier Pack

iLO Amplifier Pack は、高度なサーバーインベントリおよびファームウェアおよびドライバーの更新ソ
リューションです。iLO Amplifier Pack は、iLO 機能を使用して高速検出、詳細なインベントリレポート、
およびファームウェアとドライバーの更新を有効にします。iLO Amplifier Pack は、サポートされている
数千台のサーバーの迅速な検出およびインベントリを実行し、ファームウェアとドライバーを更新しま
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す。iLO Amplifier Pack は、環境から収集したデータを HPE InfoSight に渡します。iLO Amplifier Pack に
ついて詳しくは、https://www.hpe.com/servers/iLOAmplifierPack を参照してください。

HPE パスポート

HPE InfoSight は、HPE パスポート認証サービスを使用して、安全な Web サイトへのユーザーアクセス
を許可します。認証に成功すると、HPE InfoSight サービスにアクセスできます。デバイスにアクセスす
るには、クレームトークンを iLO Amplifier Pack システムに配置します。HPE パスポートアカウントがな
い場合は、https://www.hpe.com/info/insightonline に移動して指示に従ってください。

Nimble Storage の歴史
Nimble Storage は、巨大なグローバルデータセット全体に適用される高度な AI、予測分析、およびデー
タサイエンス技術を通じてインフラストラクチャの問題を予測および防止するためのクラウドベースの
ソリューションである HPE InfoSight を作成しました。HPE InfoSight は、簡素化を拡張し、ストレージ
管理を超えて信頼性を大幅に向上させる独自の機能を Nimble Storage に提供し、ストレージアレイから
ネットワーク、サーバー、および仮想化レイヤーに至るまで予測分析を提供します。

機械学習と予測分析
HPE InfoSight の機械学習と予測分析プロセスには、重なり合う 5 つの重要なステップがあります。

• 観察（Observing） - 環境に何が起こっているかを観察します。

• 学習（Learning） - 観察から学習し、環境からの観察結果を、似た機能を展開している他の環境の観
察結果と組み合わせます。

• 予測（Predicting） - テレメトリデータに基づいて結果を予測します。

• 推奨（Recommending） - 環境の変更に関する推奨事項を提供します。HPE 機能と製品の変更およ
びホストベースの機能の変更は、問題を防止し、パフォーマンスを向上し、リソースを 適化するイ
ンテリジェントな意思決定です。

• 対応（Acting） - この推奨事項に対応することで、HPE 製品だけでなくデータセンター内のツール
チェーン全体の環境が大幅に改善されます。

この 5 つの重要なステップが時間と共に繰り返し実行されると、HPE InfoSight はデータ収集および分析
に対するその独自の手法によって刻々とスマートになっていき、他のツールの限界を超えます。
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HPE InfoSight Web インターフェイスの使用

前提条件および使用するための準備タスクについては、HPE InfoSight for servers お使いになる前に
（https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs）を参照してください。

HPE InfoSight へのログイン

前提条件

HPE パスポートアカウント

手順

HPE パスポートアカウントを使用して https://infosight.hpe.com にログインします。

ランディングページとして Server を選択すると、サーバーの Operational ダッシュボードが表示されま
す。

ランディングページを選択していない場合は、HPE InfoSight Welcome ページの表示を参照してくださ
い。

HPE InfoSight Welcome ページの表示
HPE InfoSight Welcome ページは、以下の 3 つのタイルに分割されます。

• Links

• Landing Page

• Bulletins

Links タイル

Recent Pages

Recent Pages リストには、 近アクセスされた HPE InfoSight ページが 大 10 個表示されます。リスト
はクリック可能で、新しい HPE InfoSight ページにアクセスするたびに更新されます。
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Product Pages

Product Pages リストには、HPE InfoSight でアクセスしたデバイスについて、すべての製品のクリック
可能なリストが表示されます。サーバーの Operational ダッシュボードにアクセスするには、Product
Pages ページの下で Servers をクリックします。

Landing page タイル

手順

1. デフォルトの組織を選択するには、Organization ドロップダウンウィンドウをクリックして、自分が
属する組織を選択します。

Organization フィールドに選択した組織が表示されます。

2. HPE InfoSight for servers をランディングページにするには、Landing Page ドロップダウンメニュー
から Servers を選択します。

注記: Servers を選択すると、HPE InfoSight にログインする際に Operational ダッシュボードが表示
され、HPE InfoSight Welcome ページは表示されなくなります。Welcome ページに戻るには、各ペー
ジの左上にある HPE ロゴをクリックします。

3. Set as Default をクリックします。

Overwrite Saved Landing Page 確認ウィンドウが表示されます。

4. Yes をクリックします。

注記: HPE InfoSight の Home ページをランディングページにすることを選択する場合、確認ウィンド
ウは表示されません。
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Bulletins タイル

• 過去の報告を閲覧または削除するには、Bulletins タイルにアクセスします。すべての報告が削除され
ている場合は、View Past Bulletins をクリックすればそれらを表示できます。報告は時系列でリスト
され、報告が作成されたときに表示されます。

• 特定の報告を閲覧するには、報告名をクリックします。報告を閲覧した後、報告名をクリックして閉
じます。

• 1 つの報告を削除するには、削除したい報告の Dismiss をクリックします。

• すべての報告を削除するには、Dismiss All をクリックします。

HPE InfoSight 制御の使用
HPE InfoSight のインターフェイスにログインすると、HPE InfoSight 制御を任意のページから使用できま
す。

• Search アイコン - このアイコンをクリックして、検索条件を入力します。たとえば、サーバーのシリ
アル番号です。

• Alerts アイコン -このアイコンをクリックして、削除されていない現在および過去の報告を表示しま
す。Bulletins ページで、個々の報告を削除することができます。また、すべての報告を一度に削除す
ることもできます。詳しくは、過去の報告の削除を参照してください。

HPE InfoSight ポータルにログオンすると、システムの変更、メンテナンス、および新機能に関する重
要な情報が報告セクションに表示されます。このメニューでは、以前に表示されたすべてのログイン
通知へのアクセスが提供されます。ログイン時に報告を読むか、このメニューに定期的にアクセスし
て 新情報を常に把握することをお勧めします。

• Settings アイコン

◦ Terms of Use - クリックすると、新しいブラウザーウィンドウに HPE InfoSight の利用規約が表示
されます。

◦ Device Enrollment - クリックして、iLO Amplifier Pack のクレームトークンを取得します。詳しく
は、HPE InfoSight for servers お使いになる前にの HPE InfoSight でのクレームトークンの取得
（https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs）を参照してください。

◦ My Organization - クリックして、組織名を変更します。管理者のみ。詳しくは、組織名の変更を
参照してください。

◦ Users - クリックして、管理対象サーバーにアクセスする追加のユーザーを招待します。詳しくは、
組織へのユーザーの招待を参照してください。管理者のみ。

• User アイコン
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◦ Current user - クリックすると、現在ログイン中のユーザーのリストが表示されます。

◦ Past bulletins - クリックすると、過去の報告が表示されます。

過去の報告の削除

手順

1. アラートアイコンをクリックします。

Bulletins ページが表示されます。

2. オプション：すべての報告を削除するには、Dismiss all をクリックします。

3. オプション：個々の報告を削除するには、削除したい報告の Dismiss をクリックします。
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組織とユーザーの管理

組織の管理

組織情報の表示

手順

1. Settings アイコンをクリックして、Servers の下で、My Organization をクリックします。

2. Show Details をクリックします。表示される情報は以下のとおりです。

• Organization ID - HPE InfoSight によって作成された組織 ID。

• Claim Token - HPE InfoSight for servers と iLO Amplifier Pack をリンクするクレームトークン。詳
しくは、HPE InfoSight for servers お使いになる前に（https://www.hpe.com/support/infosight-
servers-docs）を参照してください。

3. オプション：組織の詳細を非表示にするには、Hide Details をクリックします。

組織の作成

デフォルトでは、組織の 初に登録されたユーザーが管理者として作成されます。

前提条件

• HPE パスポートアカウント。

• アクセスを希望している HPE Compute/Servers デバイスは、既存の組織に含まれていません。

手順

1. Settings アイコンをクリックして、Servers の下で、My Organization をクリックします。

2. New Organization をクリックします。

3. 組織名を入力し、Save をクリックします。

混乱を避けるため、組織の名前は紛らわしくないものにしてください。Hewlett Packard Enterprise で
は、以下の命名規則をお勧めします。会社名または会社名-サブ組織。

必要な場合は、登録済みのサーバーまたはユーザーに影響を与えることなく、後で組織の名前を変更
できます。

4. オプション：ユーザーを組織に追加するには、Invite User をクリックし、追加するユーザーの HPE
パスポートメールアドレスを入力します。

a. ユーザーの役割を選択します。

b. Send Invite をクリックします。

ヒント: HPE InfoSight にアクセスするには HPE パスポートアカウントが必要であることを
新しいユーザーに知らせてください。
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組織名の変更

組織の管理者は、所属する組織の名前を変更できます。組織名を変更しても、登録済みのサーバーや既存
のユーザーには影響しません。

前提条件

管理者役割

手順

1. Settings アイコンをクリックして、Servers の下で、My Organization をクリックします。

2. 名前を変更する組織を選択し、編集アイコン（ ）をクリックします。

3. 組織の名前を変更します。

混乱を避けるため、組織の名前は紛らわしくないものにしてください。Hewlett Packard Enterprise で
は、以下の命名規則をお勧めします。会社名または会社名-サブ組織。

4. Save をクリックします。

5. 組織内のすべてのユーザーに新しい組織名を連絡します。

ユーザーの管理
HPE InfoSight の初回ログインと iLO Amplifier Pack のクレームトークン手順で使用する HPE パスポー
トアカウントは、管理者アカウントです。

HPE InfoSight ユーザー管理では、管理対象システムを表示するための追加のユーザーアカウントを作成
することができます。管理者によって作成されたアカウントは、テナントアカウントと呼ばれます。テナ
ントユーザーアカウントタイプには、以下が含まれます。

• Users with read-only access (User) - このユーザーは HPE InfoSight for servers で組織に関連するシ
ステムを表示できますが、他のユーザーを招待または追加したり、組織名を編集したりできません。

• Administrators with full functionality (Admin) - このユーザーは、以下の各ページから、すべてのシ
ステムを表示し、クレームトークンを取得し、ユーザーを管理できます。

◦ Device Enrollment ページでクレームトークンを取得します。

◦ User ページでユーザーを作成または削除します。

◦ User ページでユーザーの種類を変更します。

少なくとも 2 つの管理者アカウントを作成することをお勧めします。これにより、1 つのユーザーが
ロックアウトされたり、HPE InfoSight へのアクセス権を失ったりしても対応できます。

手順

1. Users ページにアクセスするには、Settings アイコンをクリックしてから Users をクリックします。

Users ページが表示されます。

2. オプション：ユーザーを組織に招待するには、Invite User をクリックします。詳しくは、組織へのユー
ザーの招待を参照してください。
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3. オプション：ユーザーの役割を選択するには、User Role ドロップダウンリストからユーザーの役割
を選択します。

4. オプション：テーブルのソート機能やフィルター機能を使用してビューをカスタマイズします。詳し
くは、Users ページのカスタマイズを参照してください。

組織へのユーザーの招待

前提条件

管理者役割

手順

1. Settings アイコンをクリックし、Users をクリックします。

Users ページが表示されます。

2. Invite User をクリックします。

Invite User ウィンドウが表示されます。

3. 追加するユーザーのメールアドレスを入力します。

4. ドロップダウンリストからユーザーの役割を選択します。

5. Send Invite をクリックするか、または Cancel をクリックして招待をキャンセルします。

ヒント: 

HPE InfoSight にアクセスするには HPE パスポートアカウントが必要であることを新しいユー
ザーに知らせてください。

HPE InfoSight でのユーザーの削除

前提条件

管理者役割

手順

1. Settings アイコンをクリックし、Users をクリックします。

2. 削除するユーザーを選択します。

3. Delete をクリックします。

注記: ユーザーは HPE InfoSight から削除されますが、そのユーザーにはまだ HPE パスポートアカウ
ントが残っています。ただし、ユーザーが HPE InfoSight にログインする際は、New Organization 画
面が表示され、新しい組織の作成が指示されます。

Users ページのカスタマイズ

テーブルのソート

列の見出しをクリックすると、その列でイベントログテーブルをソートします。
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表示の昇順と降順を切り替えるには、列の見出しを再度クリックします。

テーブルのフィルター

フィルターにアクセスするには、フィルターする列の見出しで をクリックします。

テーブルをフィルターするには、情報を入力して Apply をクリックします。フィルター条件を入力する場
合は、テーブルの列に表示される形式に従います。

情報の入力を開始すると、入力文字から予測される候補が表示されます。これらの候補からフィルター条
件を選択できます。
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iLO Amplifier Pack でのサーバーの管理

iLO Amplifier Pack では、以下のタスクを実行できます。

• iLO Amplifier Pack と HPE InfoSight for servers との間の接続ステータスを監視する

• HPE InfoSight for servers が監視するサーバーを追加する

• HPE InfoSight for servers が監視している対象からサーバーを削除する

• AHS ログファイルが HPE InfoSight for servers に 後に送信された時刻を表示する

• HPE InfoSight for servers に送信された AHS ログファイルの 大サイズを表示する

• HPE InfoSight for servers に送信された AHS ログファイルの平均サイズを表示する

• HPE および iLO に送信された AHS ログの概要を表示する

iLO Amplifier Pack の追加情報およびドキュメントへのアクセス方法については、https://www.hpe.com/
servers/iLOAmplifierPack にアクセスしてください。

重要: これらタスクを完了するために、iLO Amplifier Pack にログインする必要があります。

HPE InfoSight for servers ステータスの表示

iLO Amplifier Pack ダッシュボード、InfoSight Status タイルは、以下の情報を提供します。

• iLO Amplifier Pack と HPE InfoSight for servers との間の接続ステータス。

• AHS Cycle Started - その日の AHS コレクションが開始された日時。タイムスタンプは、AHS コレク
ションが開始されるたびに更新されます。

• Max AHS file size - iLO Amplifier Pack にその日に追加されたすべてのサーバーでダウンロードされ
る AHS ログの 大ファイルサイズです。

• Avg AHS file size - iLO Amplifier Pack にその日に追加されたすべてのサーバーでダウンロードされ
る AHS ログの平均ファイルサイズです。

iLO からの AHS ログのダウンロードステータスに関する情報と、HPE InfoSight for servers へのすべての
ログのアップロードステータスに関する情報も、矢印キーをクリックすることによって表示できます。

HPE InfoSight for servers 概要情報の表示
InfoSight Summary タブには、HPE に送信されたログのアップロードステータスおよび詳細情報と、iLO
から受信したログのダウンロードステータスおよび詳細情報が表示されます。
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手順

1. iLO Amplifier Pack にログインします。

2. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

Server Management ページが表示されます。

3. サーバーの追加のログ概要情報を表示するには、そのサーバーのステータスをクリックします。

4. InfoSight Summary をクリックします。

単一サーバーの追加
iLO Amplifier Pack に複数のサーバーを追加する方法については、HPE InfoSight for servers お使いになる
前に（https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs）を参照してください。

前提条件

• iLO Amplifier Pack ユーザー権限

◦ Configure Manager with Security。

◦ Configure Manager。

◦ Configure User。

◦ Configure Devices。

• iLO 4 バージョン 2.30 以降が搭載された HPE ProLiant Gen8 または Gen9 サーバー。

• iLO 5 バージョン 1.15 以降が搭載された HPE ProLiant Gen10 サーバー。

手順

1. iLO Amplifier Pack にログインします。

2. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

Server Management ページが表示されます。

3. Add Server をクリックします。

4. Add Server オプションを選択します。

5. iLO IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。

6. ノード上の iLO ユーザーアカウントのユーザー名を入力します。

7. ユーザーアカウントのパスワードを入力します。

8. 必要に応じて、サーバーが所属するサーバーグループを選択します。

9. Add をクリックします。

10. HPE InfoSight にログインして、サーバーがリストされていることを確認します。

iLO Amplifier Pack からの管理対象サーバーの削除

前提条件

• iLO Amplifier Pack ユーザー権限
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◦ Configure Manager with Security。

◦ Configure Manager。

◦ Configure Users。

◦ Configure Devices。

手順

1. iLO Amplifier Pack にログインします。

2. 左側のナビゲーションメニューから Assets をクリックし、Servers をクリックします。

3. 削除するサーバーのチェックボックスを選択します。

4. Actions をクリックして、Delete を選択します。

5. サーバーを削除するには Apply をクリックします。Servers ページに戻る場合は、Close をクリック
します。

6. オプション：HPE InfoSight にログインして、サーバーがリストされなくなったことを確認します。

HPE InfoSight for servers Status Report の表示と AHS デー
タの送信

前提条件

• iLO Amplifier Pack ユーザー権限

◦ Configure Manager with Security。

◦ Configure Manager。

◦ Configure User。

◦ Configure Devices。

◦ Login
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手順

1. iLO Amplifier Pack にログインします。

2. InfoSight Status Report ページを開くには、左側のナビゲーションメニューから、HPE InfoSight >
InfoSight Status Report をクリックします。

このページでは、サーバーごとの HPE InfoSight for servers に対する AHS のアップロードおよびダウ
ンロード統計に関する情報を示します。

各管理対象サーバーごとに、以下の情報が表示されます。

• iLO Address - iLO サブシステムのネットワーク IP アドレス。

• Serial number & Product ID - システムの製造時に割り当てられるサーバーのシリアル番号および
サーバーの製品 ID。

• Upload status - AHS ログのアップロードステータス。

• Upload StartTime - AHS ログのアップロード開始時刻。

• Upload EndTime - AHS ログのアップロード終了時刻。

• Download Status - AHS ログのダウンロードステータス。

• Download StartTime - AHS ログのダウンロード開始時刻。

• Download EndTime - AHS ログのダウンロード終了時刻。

• AHS Download Error Details - AHS ログのダウンロードが失敗したときのダウンロードエラーの
詳細。

AHS ダウンロードエラーメッセージの解決方法について詳しくは、AHS ダウンロードエラーのト
ラブルシューティングを参照してください。

• AHS File Size - AHS ログのファイルサイズ。

3. このページのオプション：

• オプション：Search ボックスに値を入力して Enter キーを押し、特定の情報を検索します。

• オプション：Show entries メニューを使用して、ページごとに表示するエントリーの数を選択しま
す。

• オプション：ナビゲーションボタンを使用して、リストの先頭、前、次、または 終ページを表示
します。特定のページ番号をクリックして、そのページにジャンプすることもできます。

4. HPE InfoSight for servers ポータルで、サーバーの AHS データを更新するには、Send AHS Logs Now
ボタンをクリックします。新しいポップアップウィンドウが表示され、さまざまなサーバーを一覧表
示します。

5. 次の AHS 転送サイクル中に AHS データを優先するサーバーを選択してから、Preview をクリックし
ます。

6. 選択したサーバーのリストを確認して、Send AHS をクリックします。

7. 作成したタスクを確認するには、iLO Amplifier Pack Task Status ページにアクセスします。
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Operational ダッシュボードの表示

Operational ダッシュボードには、一連のグラフとチャートが含まれます。このタイルには、サーバーの
パフォーマンスのクイックビューが表示されます。以下のタイルが表示されます。

• Server Health Status タイル

• Health Issues タイル

• Server Power Status タイル

• Warranty/Support Status タイル

• Connectivity タイル

• Server Generations タイル

手順

1. Operational ダッシュボードにアクセスするには、Dashboards をクリックし、Servers セクションで
Operational を選択します。

2. オプション：グラフを含むタイルの場合：

• グラフセクションの上にカーソルを移動すると、特定のステータスまたはカテゴリの管理対象サー
バーのパーセンテージが表示されます。

• グラフ内のパーセンテージをクリックして、ステータス基準を満たすすべてのサーバーの Server
List に移動します。

3. オプション：ステータスの凡例を含むタイルの場合、凡例内のステータス名をクリックすると、ステー
タス値を報告しているサーバーの Server List に移動します。

4. オプション：Health Issues タイルでは、赤色のアイコンをクリックすると、特定の種類のヘルスの問
題を報告しているサーバーのリストが表示されます。

5. オプション：Connectivity タイルで Heartbeat または Call Home アイコンをクリックすると、個々の
サーバーの接続ステータスが表示されます。

ポップアップウィンドウに個々のサーバーの詳細が表示されます。

接続エラーがある場合、Heartbeat または Call Home アイコンに赤色のバッジが表示されます。ハー
トビートまたはコールホームを介して正常に接続されたサーバーの個々の詳細を表示するには、サー
バーの詳細ウィンドウでサーバーリンクをクリックします。この機能は、正常に接続されなかった
サーバーでは使用できません。

20  Operational ダッシュボードの表示



Server Health Status タイル

すべてのサーバーの現在のヘルスステータスをまとめたものを表示します。ステータスタイプは、正常、
警告、クリティカル、不明です。凡例には、各状態のサーバー数が表示されます。

ヘルスステータスアイコン

• Healthy - サーバーに問題はありません。

• Caution - サーバーはまだ動作していますが、機能が低下しています。

• Critical - サーバーは動作していません。

• Unknown - AHS ログまたはハートビート情報を受信していません。

注意またはクリティカルステータスの根本原因を確認するには、Server details ページを表示して、イベ
ントログを表示します。

凡例内のステータスをクリックすると、Status 列でフィルターされた Server Details ページに移動しま
す。
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Server Power Status タイル

すべてのサーバーの電源ステータスをまとめたものを表示します。電源ステータスのタイプは、オン、オ
フ、不明です。凡例には、各状態のサーバー数が表示されます。凡例内のステータスをクリックすると、
Power Status 列でフィルターされた Server List ページに移動します。

不明ステータスは、 新のハートビートファイルにサーバーの電源状態に関するデータが報告されていな
い場合に表示されます。

Connectivity タイル

Hardware

HPE InfoSight for servers で監視されているサーバーの数。

iLO Amplifiers

HPE InfoSight for servers にリンクされている iLO Amplifier Pack アプライアンスの数。
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Heartbeat

ハートビートを提供していないサーバーがある場合、赤色の矢印が Heartbeat アイコンに表示されま
す。このアイコンをクリックすると、Server List ページに移動します。

ハートビートは iLO から受信され、iLO REST API コールに基づきます。ハートビートは 10 分ごとに
受信されます。

Call Home

Call Home アイコンには、すべてのサーバーの AHS ログ収集の集約されたステータスが示されます。
接続に失敗した AHS ログを持つサーバーがある場合、赤色の矢印が Call Home アイコンに表示され
ます。このステータスをクリックすると、Server List ページに移動します。

AHS ログは iLO Amplifier から 24 時間ごとに受信されます。

Health Issues タイル

管理対象サーバーでローカルで検出されたヘルスの問題の数を表示します。この問題についての情報は
AHS ログを介して HPE InfoSight に提供され、これには iLO IML および iLO イベントログデータが含まれ
ます。アイコンが赤の場合、該当のタイプのコンポーネントにクリティカルなヘルスの問題が関連付けら
れています。アイコンの横には、問題のあるサーバーの数が表示されます。赤色のアイコンをクリックす
ると、Server List ページに移動します。
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Warranty/Support Status タイル

このタイルには、以下の情報が表示されます。

• Active - 有効なサービスレベル契約のあるサーバー。

• Expiring - 90 日以内に契約の有効期限が切れるサーバー。

• Expired - 契約の有効期限が切れているサーバー。

• Unknown - 契約情報を確認できないサーバー。

凡例内のステータスをクリックすると、Server List ページに移動します。

Server Generations タイル

各製品世代内の監視対象サーバーの総数。グラフの上にカーソルを重ねると、各サーバー世代内のサー
バーのパーセンテージが表示されます。凡例には、各サーバー世代内のサーバーの数が表示されます。凡
例内の世代をクリックすると、その世代に属するサーバーの Server List が表示されます。
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Wellness ダッシュボードの表示

Wellness ダッシュボードには、管理者の注意が必要な場合がある問題が表示されます。このページを使
用して、すべての管理対象サーバーの全体的なヘルスを監視します。

表示される問題は、 新のサーバー構成の分析から導かれた洞察と推奨事項を反映しています。この洞察
と推奨事項は、サーバーで発生している可能性がある、ヘルスまたはパフォーマンスのすべての問題を含
むものではありません。現在のサーバーのヘルスステータスに関する 良の情報源は、各サーバーの iLO
Web インターフェイスです。

Wellness ダッシュボードには、登録されたサーバーで検出された問題やアラートが表示されます。情報
は表形式で表示されます。

手順

1. Wellness ダッシュボードにアクセスするには、Dashboards をクリックし、Servers セクションで
Wellness を選択します。

2. オプション：特定のデバイスカテゴリやステータスに関する情報を表示するには、概要テーブル内の
該当するステータスアイコンをクリックします。

3. オプション：検出された問題に関する詳細情報を表示するには、表の 初の列にある矢印をクリック
します。

表示される情報には、この問題に対する可能な解決策が含まれます。

4. オプション：個々のサーバーの詳細を表示するには、シリアル番号をクリックします。

5. オプション：ビューをカスタマイズするには、ダッシュボードのソートおよびフィルター機能を使用
します。詳しくは、Wellness ダッシュボードのカスタマイズを参照してください。

Wellness ダッシュボードの Issue Summary の詳細

Wellness ダッシュボードには、ハードウェアコンポーネントごとにクリティカル、警告、および情報の
すべての問題の Issue Summary が表示されます。
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特定のデバイスカテゴリやステータスに関する Issue Details にアクセスするには、該当するステータス
アイコンをクリックします。概要テーブルには特定のデバイスカテゴリやステータスに合わせてフィル
ターが設定され、Issue Details テーブルには、この概要テーブルで選択されたデバイスカテゴリやステー
タスが表示されます。ダッシュボードのソートおよびフィルター機能を使用して、ビューをカスタマイズ
します。詳しくは、Wellness ダッシュボードのカスタマイズを参照してください。

Wellness ダッシュボードの Issue Details
Wellness ダッシュボードの Issue Details セクションでは、以下のタスクを実行できます。

• Wellness ダッシュボードのカスタマイズ

• 問題の確認

• 問題の確認の取り消し

• 確認済みの問題の表示

• 問題のクリア

Wellness ダッシュボードのカスタマイズ

テーブルのフィルター

以下のフィルターを使用できます。

Severity

Severity フィルターでは、ドロップダウンリストから深刻度を選択できます。

Category

Category フィルターでは、ドロップダウンリストからカテゴリタイプを選択できます。カテゴリタ
イプには、ハードウェア、セキュリティ、OS/ソフトウェアなどのオプションが含まれます。

Device Type

Device Type フィルターでは、ドロップダウンリストから、デバイスタイプを選択できます。デバイ
スタイプには、ハードドライブ、メモリ、プロセッサーなどのオプションが含まれます。

Oap Id

Oap Id フィルターでは、ドロップダウンリストから Oap ID を選択できます。

Serial Number

Serial Number フィルターでは、ドロップダウンリストからシリアル番号を選択できます。また、シ
リアル番号の入力を開始してドロップダウンリストから選択することもできます。

Case Created

Case Created フィルターでは、Yes または No を選択できます。

Acknowledged

Acknowledged フィルターでは、確認済みの問題の表示を選択できます。

ページのフィルターセクションを開閉するには、Filter セクション見出しの横の矢印をクリックします。

フィルターをすべてクリアするには、Clear All Filters をクリックします。

問題の検索

Search フィールドは自由形式のフィールドです。任意のフィールドに含まれる情報を入力すると、検索
条件のみが含まれるようにテーブルがソートされます。
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手順

1. Wellness ダッシュボードで、Search フィールドに自由形式のテキストを入力します。

2. 使用可能な場合は、ポップアップリストからオプションを選択します。
テーブルが検索選択に合わせてソートされます。

問題の確認

確認された問題は、Wellness ダッシュボードテーブルから削除されます。確認済みの問題の表示につい
ては、確認済みの問題の表示を参照してください。

手順

1. Wellness ダッシュボードで、確認する問題を選択します。

2. Acknowledge をクリックします。
Acknowledge issues ウィンドウが表示されます。

3. Acknowledge をクリックするか、または Cancel をクリックして、確認をキャンセルします。

選択した問題がテーブルから削除されます。

問題の確認の取り消しについては、問題の確認の取り消しを参照してください。

問題の確認の取り消し

手順

1. Acknowledge フィルターボックスの下矢印をクリックして、Yes を選択します。

2. 確認を取り消す問題の 初の列のチェックボックスをオンにします。

3. Unacknowledge をクリックします。

Unacknowledge Issues ウィンドウが表示されます。

4. Unacknowledge をクリックします。また、Cancel をクリックして、キャンセルすることもできます。

確認済みの問題の表示

確認済みの問題を Issue Summary テーブルに含めるには、Include acknowledged issues を選択します。
Wellness ダッシュボードにアクセスするときに確認済みの問題を含めるには、Include acknowledged
issues を選択する必要があります。

問題のクリア

手順

1. Wellness ダッシュボードテーブルから問題をクリアするには、問題の 初の列のチェックボックスを
オンにして、Clear をクリックします。

Clear Issues ウィンドウが表示されます。
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重要: クリアされた問題は、デバイスから完全に削除されます。状態が続く限り、問題はクリア
されたままです。解決された状態が、将来再発すると、新しい問題が作成されます。

2. Clear をクリックするか、または Cancel をクリックして、問題のクリアをキャンセルします。

Wellness ダッシュボードの詳細

Wellness ダッシュボードには、問題ごとに以下の詳細が表示されます。

• Creation time - 問題が 初に発生した日時。

• Severity - AHS ログから取得された問題の深刻度。

• Condition - 問題の説明。

• Serial Number - サーバーのシリアル番号。

サーバーのシリアル番号をクリックすると、Server List ページに移動できます。

• Device Type - セキュリティ、ファームウェア、ハードウェアなど、問題のタイプ。

• Case ID - サポートケースが作成されている場合は、ケース ID 番号。サポートケースが作成されてい
ない場合は、Create a new case が表示されます。

• Acknowledged - 問題が確認されている場合は、Yes、されていない場合は No が表示されます。

テーブルのソートおよびフィルターについて詳しくは、Wellness ダッシュボードのカスタマイズを参照
してください。

Wellness ダッシュボードからのサポートケースの作成

注記: 必須フィールドには、赤色のアスタリスク（*）が付いています。

手順

1. Wellness ダッシュボードからサポートケースを作成するには、サーバーの Case ID 列で Create a
new case をクリックします。

Create a new case ウィンドウが表示されます。

注記: システムが契約中でない場合、サポートケースを作成できません。Server Entitlement Warning
ウィンドウが表示され、HPE サポートに連絡して契約を購入または更新するように指示されます。
ウィンドウを閉じるには、Close をクリックして、前のページに戻ります。
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注記: シリアル番号が正しく検出されていないか、形式が正しくない場合、Case Creation Status ウィ
ンドウが表示され、サポートケースを作成できないことが通知されます。ウィンドウを閉じるには、
Close をクリックします。

2. サポートケースを初めて作成するときは、連絡先情報を入力してください。 初のケースが作成され
た後は、この情報がフォームに事前入力されます。連絡先情報は以下のとおりです。

• Title - 連絡先担当者の役職。

• First Name - 連絡先担当者の名。

• Last Name - 連絡先担当者の姓。

• Company - サポートケースを作成している会社の会社名。

• Work Phone - 連絡先担当者の職場の電話番号。

• Email Address - 連絡先担当者の電子メールアドレス。

3. オプション：Service Incident Address を入力します。

• Address 1 - 会社の住所。

• Address 2 - 会社の住所の追加情報。

• City - 会社所在地の市町村名。

• State/Providence - 会社が置かれている州または県。

• Country - 会社が所在する国/地域。

• Zip/Postal Code - 会社の郵便番号。

4. System Information フィールドにはデータが事前に入力されており、編集できません。

• Serial Number - サーバーのシリアル番号。

• Product Number - サーバーの製品番号。

• Model - サーバーのモデル番号。

• Hostname - サーバーのホスト名。

• iLO Hostname - iLO ホスト名。

5. Case Details セクションで、Issue Description および Case Comments を入力します。

デフォルトでは、Issue Description は問題の原因です。Case Comments には、ログファイルから受
信した問題の症状とデバイス情報が含まれます。

注記: Wellness ダッシュボードからアクセスした場合、これらのフィールドにはデータが事前に入力
されますが、編集することもできます。それ以外の場合、これらのフィールドは空欄になります。

6. ケースを送信するには、Submit をクリックします。Cancel をクリックして、サポートケースの作成
をキャンセルすることもできます。

7. Submit をクリックすると、Case Creation in Progress ウィンドウが表示されます。

ケース作成プロセスが完了すると、Case ID 列が、クリック可能なケース ID 番号で更新されます。
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8. ウィンドウを閉じるには、Close をクリックします。

9. オプション：HPE Support Case Manager のサポートケースにアクセスするには、Case ID 列のケース
ID リンクをクリックします。詳しくは、既存のサポートケースの表示を参照してください。

既存のサポートケースの表示

手順

1. Wellness ダッシュボードのサマリーテーブルで、表示するサポートケースの Case ID 列にあるサポー
トケース番号をクリックします。

HPE サポートセンターの URL が開きます。

2. お客様の HPE パスポート認証情報を入力します。

以下を含むケース情報が表示されます。

• ケース情報

• 連絡先および位置情報

注記: この情報は、サポートケースの作成者によって異なる場合があります。サポートケースを作
成していない場合、セキュリティ上の理由から情報が表示されない場合があります。

• ケースの詳細

• ケース履歴

HPE InfoSight for servers 電子メールの管理
メール通知により、ユーザーは HPE InfoSight にログインしていないときでも Wellness アラートを受信
できます。メール通知には以下の 2 つのタイプがあります。

• Wellness アラートのデイリーサマリー

• 受け取ったすべての警告およびクリティカル Wellness アラートの新しいアラート通知

組織から削除されたユーザーはメール通知の受信を停止します。ユーザーが組織に再び追加されても、
メール通知は再度有効にならないため、そのユーザーが再設定する必要があります。

新しいアラートメールには以下の項目が含まれます。

• 組織

• 状態

• 問題の説明

• 問題の作成時刻

• システムシリアル番号

• 問題の深刻度

• サーバーシリアル番号

• 製品名
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• 製品番号

• iLO ホスト名

• サーバーホスト名

• 位置

• 問題のあるデバイスに関する一般情報

デイリーサマリー電子メールには、Wellness ダッシュボードに見られるものと同様の、Issue Summary
が含まれます。また、以下の情報も含まれます。

• 状態

• システムシリアル番号

• サーバーホスト名

両方の電子メールには、HPE InfoSight ポータル上で電子メールを生成したアラートへのリンクが含まれ
ています。

注記: 複数の組織を管理する場合、それぞれの組織で電子メール設定を個別に管理する必要があります。

注記: 管理者ではないユーザーは、自分の電子メール設定のみを変更できます。

手順

1. HPE InfoSight for servers 電子メール設定を管理するには、Dashboards をクリックして、Servers セ
クションで Wellness を選択します。

2. Manage Email をクリックします。

Manage Wellness email settings ウィンドウが表示され、サブスクライブされたメールアカウントの
リストが掲載されます。

3. オプション：リストをソートするには、Email Address 列見出しで上矢印または下矢印をクリックし
ます。

4. ユーザーのデイリー電子メールサマリーをオンまたはオフにするには、そのユーザーの Daily
Summary トグルボタンをクリックします。

5. ユーザーの新しいアラートをオンまたはオフにするには、そのユーザーの New Alert トグルボタンを
クリックします。

6. カスタム電子メールアドレスの電子メール設定を管理するには、Custom Email Address フィールド
にメールアドレスを入力します。

a. カスタム電子メールアドレスのデイリー電子メールサマリーをオンまたはオフにするには、メール
アドレスフィールドの後にある Daily Summary トグルボタンをクリックします。

b. カスタムメールアドレスの新しいアラートをオンまたはオフにするには、メールアドレスフィール
ドの後にある New Alert トグルボタンをクリックします。

注記: このフィールドは管理者のみが使用できます。
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7. 構成したメールアドレスにテストメールを送信するには、Send Test Email をクリックします。

8. 更新した内容を保存するには、Submit をクリックします。Cancel をクリックして更新内容をキャン
セルすることもできます。

Wellness ダッシュボードテーブルのエクスポート

手順

1. Wellness ダッシュボードの Issue Details をエクスポートするには、Dashboards をクリックし、
Servers セクションで Wellness を選択します。

2. Export をクリックします。情報が CSV 形式でエクスポートされます。

3. 選択した場所にファイルを保存します。

Wellness ダッシュボードの単一サーバーの問題の詳細

問題の詳細を表示すると、以下の情報が表示されます。

• Last Observed - 問題を含むログを 後に受信した時刻。

日付と時刻の進行が停止した時点で、問題は発生しなくなりました。

• System Information - 以下の情報が含まれます。

◦ Server Serial Number - 問題が発生したサーバーのシリアル番号。

◦ Product Name - サーバー製品のモデル番号。

◦ Product Number - サーバーの製品番号。

◦ Oap Id - Oap ID 番号。

◦ iLO Hostname - iLO ホスト名。

◦ Server Hostname - サーバーのホスト名。

◦ Location - サーバーの物理的位置。

• Device - デバイス構成の詳細。

• Description - 以下の情報が含まれます。
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◦ Symptom - 現在の問題に関してデバイスで確認された症状。

◦ Cause - 問題の原因。

◦ Action - 問題を解決するために実行するトラブルシューティング手順。

◦ Support Documentation - 関連するドキュメント、ビデオ、支援情報へのリンク。
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Infrastructure ページの表示

サーバーの Infrastructure ページでは、個々の管理対象サーバーに関する詳細が提供されます。

デフォルトのテーブルビューでは All Servers が表示されます。1 つのサーバーのテーブル情報を表示す
るには、All Servers をクリックし、サーバーのシリアル番号を入力して、Enterを押します。

Infrastructure ページのカスタマイズ

テーブルのソート

列の見出しをクリックすると、その列でテーブルがソートされます。

表示の昇順と降順を切り替えるには、列の見出しを再度クリックします。

テーブルのフィルター

すべての列をフィルターできます。ステータス列を除くすべての列は、自由形式のフィールドです。

フィルターにアクセスするには、フィルターする列の見出しで をクリックします。

テーブルをフィルターするには、情報を入力して Apply をクリックします。フィルター条件を入力する場
合は、テーブルの列に表示される形式に従います。

情報の入力を開始すると、入力文字から予測される候補が表示されます。予測される候補から選択する
か、虫眼鏡をクリックして予測されるすべての候補を表示できます。虫眼鏡をクリックすると、入力した
文字で始まる候補と、入力した文字を含む候補が表示されます。

注記: Summary タブから Monitoring Services/Support タブに移動する場合、フィルターは維持されま
す。

フィルターをすべてクリアするには、Clear all をクリックします。

Infrastructure ページテーブルのダウンロード

手順

1. Infrastructure ページテーブルをダウンロードするには、Infrastructure をクリックし、Compute の
下で、Servers をクリックします。

Infrastructure ページが表示されます。

2. CSV ファイルにサーバーリストをダウンロードするには、Download CSV をクリックします。情報が
CSV 形式でエクスポートされます。

3. 選択した場所にファイルを保存します。

Summary タブの表示

手順

1. Infrastructure をクリックし、Compute の下で Servers をクリックします。

Summary タブが表示されます。

2. オプション：ソートやフィルター機能を使用してテーブルをカスタマイズします。詳しくは、
Infrastructure ページのカスタマイズを参照してください。
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Summary タブの詳細

Summary タブのテーブルには、以下の情報が含まれます。

• Serial Number - サーバーのシリアル番号。

この情報は、AHS ログにより提供されます。

HPE InfoSight がサーバーのハートビートと AHS ログ情報を受信している場合、シリアル番号は青色
で表示されます。青色のシリアル番号をクリックすると、サーバーの詳細ページに移動できます。

灰色で表示されているサーバーは、ハートビート情報を受信し、AHS ログをまだ受信していないこと
を示します。

• Hostname - サーバーのホスト名。

• iLO - iLO Amplifier Pack のホスト名。

注記: iLO で iLO ホスト名が構成されていない場合、iLO フィールドには、iLO の IP アドレスが表示さ
れます。

• Health ステータス列

◦ Status - サーバーのヘルスステータス。

この情報はハートビートステータスにより提供され、サーバーのヘルスステータスをまとめたもの
です。ステータスのタイプについて詳しくは、Health Issues タイルを参照してください。

◦ Power Status - サーバーの電源ステータス。

この情報はハートビートステータスにより提供され、サーバーの電源装置のステータスをまとめた
ものです。電源ステータスのタイプについて詳しくは、Server Power Status タイルを参照してく
ださい。

◦ Hardware Status - サーバーのハードウェアステータス。

この情報は、ハートビートステータスにより提供されます。これには、CPU、ファン、電源装置、
メモリ、ストレージ、ネットワーク、その他のステータスが表示されます。その他のカテゴリは、
他のカテゴリに含まれないコンポーネントのヘルスステータスを反映します。アイコンの色は、検
出された問題の深刻度を示しています。赤色のアイコンは、カテゴリ内にクリティカルステータス
のものがあることを意味し、オレンジ色のアイコンはカテゴリ内に警告ステータスのものがあるこ
とを意味します。

ツールヒントの詳細を表示するには、アイコンの上にマウスを重ねます。

• Product Information 列
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◦ Product Name - サーバーモデルおよび世代。

この情報は、AHS ログにより提供されます。

◦ Product ID - システムの製造時に割り当てられ、類似したシリアル番号を持つシステムを区別する
製品 ID。

この情報は、AHS ログにより提供されます。

◦ Operating System - サーバーのオペレーティングシステム。

この情報は、AHS ログにより提供されます。

注記: オペレーティングシステムのバージョン情報を受信するには、AMS が必要です。

Infrastructure ページのソート、フィルター処理、および検索について詳しくは、Infrastructure ページ
のカスタマイズを参照してください。

Monitoring Services/Support タブの表示

手順

1. Infrastructure をクリックし、Compute の下で Servers をクリックします。

Infrastructure ページが表示されます。

2. Monitoring Services/Support タブをクリックします。

3. オプション：ソートやフィルター機能を使用してテーブルをカスタマイズします。詳しくは、
Infrastructure ページのカスタマイズを参照してください。

Monitoring Services/Support タブの詳細

注記: Warranty/Support End Date、Heatbeat Last Date Sent、または Health Log Last Date Sent 列で
フィルター処理を行うと、選択した日付範囲内のデバイスのリストを検索できます。フィルターアイコン
をクリックした後、ポップアップカレンダーから日付範囲の 初と 後の日を選択し、Apply をクリック
します。

• Serial Number - サーバーのシリアル番号。

この情報は、AHS ログにより提供されます。

HPE InfoSight がサーバーのハートビートと AHS ログ情報を受信している場合、シリアル番号は青色
で表示されます。青色のシリアル番号をクリックすると、サーバーの詳細ページに移動できます。
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灰色で表示されているサーバーは、ハートビート情報を受信し、AHS ログを受信していないことを示
します。

• Warranty / Support 列

◦ Status - 保証のステータス。ステータスの種類は以下のとおりです。

– Active

– Expired

– Expiring

– Unknown

◦ End Date - 保証の終了日。

保証/サポートのステータスについて詳しくは、Warranty/Support Status タイルを参照してください。

• Heartbeat Data 列

◦ Status - 後に受信したデータのステータス。

– Missing - ハートビートデータが受信されてない場合に表示されます。

– Delayed - ハートビートデータが少なくとも 25 分間受信されなかった場合に表示されます。

– Stale - ハートビートデータが少なくとも 45 分間受信されなかった場合に表示されます。

– Good - ハートビートデータが期待どおりに受信されている場合に表示されます。

◦ Last Date Sent - データが 後に受信された時刻。ハートビートは 10 分ごとに受信されます。

• Health Log Data 列

◦ Status - 後に受信したデータのステータス。

– Missing - AHS ログファイルが受信されてない場合に表示されます。

– Delayed - AHS ログファイルが少なくとも 48 時間/ 2 日間受信されていない場合に表示されま
す。

– Stale - AHS ログファイルが少なくとも 72 時間/ 3 日間受信されていない場合に表示されます。

– Good - AHS ログファイルが期待どおりに受信されている場合に表示されます。

◦ Last Date Sent - データが 後に受信された時刻。AHS ログは 24 時間ごとに受信されます。

• Data Source 列

◦ Type - データの取得元。つまり、iLO Amplifier Pack を意味します。

◦ ID - OPA の ID または iLO Amplifier Pack の OPA シリアル番号。

注記: ID 列でフィルター処理を行うと、同じ iLO Amplifier Pack によって管理されるすべてのシス
テムを追跡できます。

◦ Location - サーバーの物理的位置。

この情報は、iLO Amplifier Pack により提供されます。
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サーバーの詳細ページの表示

手順

1. いずれかの HPE InfoSight for servers テーブルでサーバーのシリアル番号をクリックします。

HPE InfoSight がサーバーのハートビートと AHS ログ情報を受信している場合、シリアル番号は青色
で表示されます。青色のシリアル番号をクリックすると、サーバーの詳細ページに移動できます。

灰色で表示されているサーバーは、ハートビート情報を受信し、AHS ログを受信していないことを示
します。

システムの詳細ページについて詳しくは、Summary タブの詳細を参照してください。

Server <serial number>ページが開きます。概要情報がタブと共に表示されます。各タブではサー
バーの追加の詳細を参照できます。

2. 参照する必要がある情報に移動するには、1 つまたは複数のサーバーの詳細タブをクリックします。

一部のサーバーの詳細タブには、追加のタブがあります。

3. オプション：テーブルをソートまたはフィルターするには、Infrastructure ページのカスタマイズを参
照してください。

個々のサーバーの概要

Manage

サーバーの iLO ユーザーインターフェイスを起動するには、Manage をクリックします。iLO インター
フェイスの URL が、新しいブラウザータブで起動されます。iLO の認証情報を入力してログインします。

重要: ポート 443 を使用するように iLO ユーザーインターフェイスを構成する必要があります。ま
た、HPE InfoSight と同じサブネットに接続する必要があります。IP アドレスの構成について詳しく
は、HPE InfoSight for servers お使いになる前に（https://www.hpe.com/support/infosight-servers-
docs）を参照してください。

Summary

サーバーのホスト名、製品名、製品 ID、および位置を表示します。位置情報は iLO Amplifier Pack から
HPE InfoSight に取り込まれます。

Warranty/Support Status

サーバー保証のステータスと終了日を表示します。

注記: 保証期限が切れたサーバーの HPE Support Center ページにアクセスするには、Learn more about
support services をクリックします。

Hardware Status

CPU、ファン、PSU、メモリ、ストレージ、NIC などのステータスがまとめて表示されます。ステータス
アイコンの色は、ハードウェアのステータスを示します。詳しくは、Summary タブの詳細を参照してく
ださい。
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Monitoring Services

後のハートビートステータスの日時と、AHS ログを 後に受信した日時を表示します。詳しくは、
Connectivity パネルを参照してください。

サーバーの詳細タブ

• Overview タブの詳細

• Wellness Alerts タブの詳細

• Event Logs タブの詳細

• Server Hardware タブの詳細

• Firmware & Software タブの詳細

• Case History タブの詳細

Overview タブの詳細

Overview タブには、AHS ログから受信したサーバーの詳細の概要が表示されます。ハードウェアおよび
ファームウェアの情報を含む現在の設定情報を確認することができます。以下のタイルが表示されます。

System Board タイル

• Serial Physical - サーバーのシリアル番号。

• Product ID - サーバーのモデル番号。

• PCA Part Number - システムボードの部品番号。

• Build Date - システムの製造日に関して AHS に記録された日付。

iLO タイル

• Firmware - iLO のファームウェアのバージョンおよびビルド日付。

• License - iLO ライセンスタイプ。

• Hostname - iLO ホスト名。

• IP Address - iLO の IP アドレス。

Processors タイル

• Processor - プロセッサーのタイプ。1 つ以上のプロセッサーが存在する可能性があります。

• Stepping - CPU のバージョンまたはリビジョン。

Memory タイル

取り付けられている DIMM のタイプと数を表示します。1 つ以上の DIMM が表示される可能性があ
ります。

Power Supply タイル

取り付けられている電源装置ユニットに関する情報を表示します。
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Storage タイル

• Slot - ストレージコンポーネントが取り付けられているスロットの数。

• Firmware - ストレージコンポーネントにインストールされているファームウェアのバージョン。

• Slot Drive Information - 各ストレージコントローラー/デバイスに接続されているドライブの数お
よびサイズ。

Networking タイル

システム内の各ネットワークデバイスの名前およびファームウェアリビジョン。

BIOS タイル

• BIOS Vendor - BIOS のベンダー。

• BIOS Version - BIOS のバージョン。

• BIOS Date - BIOS の日付。

Wellness Alerts タブの詳細

Wellness Alerts タブには、HPE InfoSight 分析で特定された個々のデバイスの問題が表示されます。これ
らの問題は、ドリルダウンするサーバーに固有のものです。表示される情報は以下のとおりです。

• Creation time - 問題が 初に発生した日時。

• Severity - AHS ログから取得された問題の深刻度。

• Condition - 問題の説明。

• Case ID - ケース ID。ケースが作成されていない場合は、Create a new support case リンクが表示さ
れます。詳しくは、Wellness Alerts タブからのサポートケースの作成を参照してください。

Wellness Alerts タブからのサポートケースの作成

注記: 必須フィールドには、赤色のアスタリスク（*）が付いています。

手順

1. Infrastructure をクリックし、Compute の下で Servers をクリックします。

2. システムのシリアル番号をクリックし、Wellness Alerts タブをクリックします。

3. Case ID 列で、Create a new support case をクリックします。

Create a new case ウィンドウが表示されます。

注記: システムが契約中でない場合、サポートケースを作成できません。Server Entitlement Warning
ウィンドウが表示され、HPE サポートに連絡して契約を購入または更新するように指示されます。
ウィンドウを閉じるには、Close をクリックして、前のページに戻ります。

注記: シリアル番号が正しく検出されていないか、形式が正しくない場合、Case Creation Status ウィ
ンドウが表示され、サポートケースを作成できないことが通知されます。ウィンドウを閉じるには、
Close をクリックします。
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詳しくは、Wellness ダッシュボードからのサポートケースの作成のステップ 2-8 を参照してくださ
い。

Event Logs タブの詳細

Event Logs タブで使用可能な情報は、Integrated Management Log (IML)と iLO Event Log から取得され
ます。この情報は 2 つの追加のタブの間で分割されます。

Integrated Management Log の詳細

IML は、サーバーで発生した履歴イベントの記録です。イベントはシステム ROM や、iLO ドライバーな
どのサービスによって生成されます。ログに記録されたイベントには、ヘルスおよびステータス情報、
ファームウェアアップデート、オペレーティングシステム情報、ROM ベースの POST コードなど、サー
バー固有の情報が含まれます。

IML のエントリーが問題の診断や発生する可能性がある問題の特定に役立つ可能性があります。サービ
スの中断を防止するために、予防的処置が役立つ場合があります。

Integrated Management Log タブの内容は、iLO Amplifier Pack から受信した AHS ログから取得されま
す。

表には以下の情報が記録されます。

• Severity - イベントの深刻度

◦ Critical - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）を示しています。
すぐに対処する必要があります。

◦ Caution - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。

◦ Informational - イベントは背景情報を提供します。

◦ Unknown - イベントの重要度を判断できませんでした。

• Description - 記録されたイベントのコンポーネントタイプと詳細な特性。

• Timestamp - このタイプの 新のイベントの発生日時。

• Classification - イベントの HPE 分類。つまり、イベントのタイプ。

• Support - 使用可能な場合は、詳細情報へのリンクが提供されます。これをクリックすると、表示され
たイベントの固有の情報に移動します。詳細情報へのリンクは、警告またはクリティカルの深刻度を
持つイベントに対してのみ提供されます。

iLO Events Log タブの詳細

iLO Event Log タブの内容は、iLO Amplifier Pack から受信した AHS ログから取得されます。

表には以下の情報が記録されます。

• Severity - 検出されたイベントの重要性。

◦ Critical - イベントはサービスの消失（またはサービスの消失が予期されること）を示しています。
すぐに対処する必要があります。

◦ Caution - イベントは重大ですが、性能の低下を示してはいません。
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◦ Informational - イベントは背景情報を提供します。

◦ Unknown - イベントの重要度を判断できませんでした。

• Description - この説明によって、記録されたイベントのコンポーネントと詳細な特性が特定されま
す。

• Timestamp - このタイプの 新のイベントの発生日時。

• Classification - イベントの HPE 分類。たとえば、iLO などのイベントのタイプ。

Server Hardware タブの詳細

Server Hardware タブには、各サーバーハードウェアコンポーネントの情報が含まれます。この情報は、
AHS インベントリデータから取得されます。データは次のサブタブに分割されます。

• System Board - システムボード、内蔵システム、および USB デバイスに関する情報。

• Processor - サーバーに含まれている各プロセッサーに関する情報。

• Memory - 各 DIMM に関する情報。複数の DIMM が取り付けられている場合、すべて展開をクリック
すると、完全なリストが表示されます。

• Power Supply - 取り付けられている電源装置に関する情報。

• Network - 取り付けられている各 NIC に関する情報。

• Smart Array Controller & Drivers - 取り付けられている各 Smart アレイに関する情報。

• Embedded SDcard - 各内蔵 SD カードに関する情報。

Firmware & Software タブの詳細

Firmware & Software タブには、インストールされたファームウェアとドライバーに関する情報が含まれ
ます。Firmware セクションには、インストールされたバージョンを含め、さまざまなサーバーコンポー
ネントのファームウェア情報が表示されます。Drivers セクションには、インストールされたすべてのド
ライバーのバージョンのリストが表示されます。サーバーの電源が切れている場合、このページの情報
は、 後に電源が切れた時点の情報になります。ファームウェア情報は、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。

注記: ドライバーデータは、AMS がインストールされ、サーバーで実行されている場合にのみ使用できま
す。

Case History タブの詳細

Case History タブには、組織の未解決および解決済みのすべてのサポートケースの一覧表が含まれてい
ます。

• Case ID - ケース ID。ケースが作成されていない場合は、Create a new support case リンクが表示さ
れます。詳しくは、Case History タブからのサポートケースの作成を参照してください。

• Case Title - ケースのタイトル。サポートケースから取得されます。

• Severity - サポートケースの深刻度。ここで見られる深刻度は以下のとおりです。
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◦ Critical Degraded

◦ Normal

◦ Low Priority

• Case Creation Time - サポートケースが作成された日時。

テーブルをソートまたはフィルターするには、Infrastructure ページのカスタマイズを参照してください。

Case History タブからのサポートケースの作成

注記: 必須フィールドには、赤色のアスタリスク（*）が付いています。

手順

1. Infrastructure をクリックし、Compute の下で Servers をクリックします。

2. システムのシリアル番号をクリックし、Case History タブをクリックします。

3. Create Support Case をクリックします。

Create a new case ウィンドウが表示されます。

注記: システムが契約中でない場合、サポートケースを作成できません。Server Entitlement Warning
ウィンドウが表示され、HPE サポートに連絡して契約を購入または更新するように指示されます。
ウィンドウを閉じるには、Close をクリックして、前のページに戻ります。

注記: シリアル番号が正しく検出されていないか、形式が正しくない場合、Case Creation Status ウィ
ンドウが表示され、サポートケースを作成できないことが通知されます。ウィンドウを閉じるには、
Close をクリックします。

詳しくは、Wellness ダッシュボードからのサポートケースの作成のステップ 2-8 を参照してくださ
い。
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Resources メニューの表示

Resources メニューの Servers セクションでは、以下の項目にアクセスできます。

• Support ‐ Support Case Manager の Web ページへのリンク。HPE サポートケースを作成します。

• Getting Started - HPE InfoSight for servers お使いになる前にへのリンク。

• Documentation - HPE InfoSight for servers ドキュメントへのリンク。

• Training - HPE InfoSight for servers ユーザートレーニングへのリンク。

• Download SPP - Service Pack for ProLiant（SPP）ダウンロードページへのリンク。

SPP はシステムソフトウェアとファームウェアの包括的な更新ソリューションです。

• Yammer - HPE InfoSight for servers Yammer ページへのリンク。

手順

1. Resources メニューを表示するには、Resources をクリックします。

Resources メニューが開きます。

2. オプション：HPE サポートケースを作成するには、Support をクリックします。

Support Case Manager ページが表示されます。

3. オプション：HPE InfoSight for servers お使いになる前にを表示するには、Getting Started をクリッ
クします。

4. オプション：HPE InfoSight for servers ドキュメントを表示するには、Documentation をクリックし
ます。

HPE InfoSight for servers ドキュメントページが表示されます。

5. オプション：HPE InfoSight for servers ユーザートレーニングにアクセスするには、Training をクリッ
クします。

6. オプション：HPE InfoSight for servers Yammer ページを表示するには、Yammer をクリックします。

7. オプション：Service Pack for ProLiant（SPP）をダウンロードするには、Download SPP をクリック
します。

SPP の Drivers & software ページが表示されます。
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トラブルシューティング

次のエラーメッセージを受信した：There are no systems
associated with your user profile. Click here
to get started

症状

次のエラーメッセージを受信した：There are no systems associated with your user
profile. Click here to get started

アクション

これは、まったく無害な不具合であり、監視しているストレージユニット数のみを反映したものです。こ
れは、今後のリリースで解決される予定であり、無視できます。

Monitoring Services/Support ページのハートビートステータ
スに Never と表示される

症状

Monitoring Services/Status ページのハートビードステータスに Never と表示されているが、データ
ソースには iLO Amplifier Pack が表示されている。

原因

サーバーのハートビートデータが次のようになっています。

• iLO Amplifier Pack から受信されていない。

または

• iLO からのハートビートステータスの受信に関して iLO Amplifier Pack で問題が発生している可能性
がある。

アクション

1. iLO Amplifier Pack で詳細を確認します。Server Details ページにアクセスし、InfoSight Summary を
クリックします。

このタブには、HPE に送信されたログのアップロードステータスおよび詳細情報と、iLO から受信し
たログのダウンロードステータスおよび詳細情報が表示されます。

2. HPE InfoSight で Server details ページを表示して、情報が iLO Amplifier Pack から正しく受信されてい
ることを確認します。詳しくは、サーバーの詳細ページの表示を参照してください。
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ハートビートステータスは Current だが、AHS ステータスに
Never または Delayed と表示される

症状

ハートビートステータスは Current だが、AHS ステータスには、2 日以上、Never または Delayed と表示
される。

原因

AHS から受信したデータが大きすぎてキャプチャーおよび送信できないか、iLO からのダウンロードに問
題がある可能性があります。

アクション

1. iLO Amplifier Pack にアクセスします。

2. ファイルサイズが大きすぎるために AHS ログが省略されたかどうかを確認するには、View Details を
クリックし、InfoSight Summary をクリックします。

このタブには、iLO からの AHS ダウンロードと HPE InfoSight への AHS アップロードのステータスが
表示されます。

HPE InfoSight for servers で複数の組織をマージする方法は?
症状

HPE InfoSight for servers で複数の組織をマージする方法は?

原因

複数の組織をマージすることはできません。

アクション

複数の組織をマージするには、http://www.hpe.com/support/hpesc でサポートケースを作成してくださ
い。

AHS ダウンロードエラーのトラブルシューティング
サーバー iLO から iLO Amplifier への AHS ログのダウンロードが失敗すると、InfoSight Status Report
ページの AHS Download Error Details 列にエラーメッセージが表示されます。

このセクションでは、 も一般的なエラーとそのトラブルシューティング方法を示します。これらのエ
ラーが解決しない場合は、HPE サポートにお問い合わせください。

AHS file size exceeds max size. Recommended to update the iLO firmware
to the latest version.

症状

InfoSight Status Report ページに「AHS file size exceeds max size. Recommended to update the iLO
firmware to the latest version（AHS ファイルサイズが 大サイズを超えています。iLO ファームウェアを

新バージョンにアップデートすることをお勧めします）」というエラーメッセージが表示されます。
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原因

iLO が推奨ファームウェアバージョンにアップデートされていません。

アクション

iLO ファームウェアを 新バージョンにアップデートします。iLO 4 ではバージョン 2.70、iLO 5 ではバー
ジョン 1.40 にアップデートします。

AHS download not enabled in iLO
症状

InfoSight Status Report ページに「AHS download not enabled in iLO（AHS ダウンロードが iLO で有効に
なっていません）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

AHS ダウンロードが iLO 設定で有効になっていません。

アクション

iLO 設定から Active Health System ロギングを有効にします。詳細は、HPE iLO 5 ユーザーガイドを参照
してください。

Connection to iLO failed
症状

InfoSight Status Report ページに「Connection to iLO failed（iLO への接続に失敗しました）」というエラー
メッセージが表示されます。

原因

iLO Amplifier Pack はサーバー iLO との正常な通信を確立できませんでした。

アクション

ネットワークに対する iLO 接続の問題がないか確認してください。

AHS file location invalid in iLO
症状

InfoSight Status Report ページに「AHS file location invalid in iLO（AHS ファイルの場所が iLO で無効で
す）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

AHS ログファイルのダウンロードに対して無効な場所が設定されました。
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アクション

iLO 設定から AHS ログファイルをダウンロードするための有効なファイルの場所を設定します。詳細
は、HPE iLO 5 ユーザーガイドを参照してください。

Connection to iLO failed. Could not get the Authentication Token
症状

InfoSight Status Report ページに、「Connection to iLO failed. Could not get the Authentication Token（iLO
への接続に失敗しました。認証トークンを取得できませんでした）」というエラーメッセージが表示され
ます。

原因

iLO Amplifier Pack はサーバー iLO との正常な通信を確立できませんでした。

アクション

ネットワークに対する iLO 接続の問題がないか確認してください。iLO 認証情報が有効かどうかを確認
してください。iLO Amplifier が接続するためのセッションが iLO で利用可能であることを確認します。

Server Serial Number/Product ID is Blank
症状

InfoSight Status Report に「Server Serial Number/Product ID is Blank（サーバーのシリアル番号/製品 ID
が空白です）」というエラーメッセージが表示されます。

原因

iLO がサーバーのシリアル番号または製品 ID を取得できません。

アクション

サーバーのシリアル番号、製品 ID、およびその他の詳細が設定され、iLO に反映されていることを確認し
てください。

AHS download failed due to NAND failures. Verify the NAND health
症状

InfoSight Status Report ページに「AHS download failed due to NAND failures. Verify the NAND health
（NAND の障害により AHS のダウンロードに失敗しました。NAND の正常性を確認してください）」とい
うエラーメッセージが表示されます。

原因

NAND エラーが発生したため、iLO は AHS ログファイルをダウンロードして保存できません。

アクション

サーバー上の NAND のステータスを確認し、コンポーネントに障害がある場合はサポートケースを作成
してください。
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Web サイト

製品の Web サイト

HPE InfoSight のログイン

https://infosight.hpe.com
HPE InfoSight

https://www.hpe.com/info/infosight

HPE InfoSight for servers

https://www.hpe.com/servers/infosight

HPE InfoSight for servers ドキュメント

https://www.hpe.com/support/infosight-servers-docs

iLO Information Library
iLO 4 および iLO 5

http://www.hpe.com/info/ilo/docs
iLO Amplifier Pack

http://www.hpe.com/support/ilo-ap-docs

HPE ProLiant Servers Information Library
HPE ProLiant Gen8 サーバー

http://www.hpe.com/info/proliantgen8/docs
HPE ProLiant Gen9 サーバー

http://www.hpe.com/support/proliantgen9/docs
HPE ProLiant Gen10 サーバー

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

全般

Hewlett Packard Enterprise Information Library
http://www.hpe.com/info/EIL
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サポートと他のリソース

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク
セスします。

https://www.hpe.com/jp/ja/contact-hpe.html

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

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

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• アドオン製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

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

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

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

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

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

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

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

http://www.hpe.com/support/e-updates

• お客様の資格を表示、アップデート、または契約や保証をお客様のプロファイルにリンクするには、
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials
ページに移動します。

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

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

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

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

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

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

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

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

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

保証情報
ご使用の製品の保証に関する情報を表示するには、以下のリンクを参照してください。

HPE ProLiant と IA-32 サーバーおよびオプション

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE Enterprise および Cloudline サーバー

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

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

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

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

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts
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規定に関する追加情報

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

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

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

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

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

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

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