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はじめに 

製造現場、大学のキャンパス、風力発電所やその他の発電所、石油掘削装置、通信基地、スポーツアリーナ、インテ

リジェント自動車などのエッジでは、今日膨大なビッグデータが生成されています。このようにデータが急増する中、

データが生成され分析を必要とするエッジにおいて、データセンタークラスの強力なコンピューティングおよび管理

テクノロジーのニーズが高まっています。 

HPE Edgeline コンバージドエッジシステムは、IT 環境の優れた機能やベストプラクティスと運用テクノロジー (OT) 環

境に固有の要件を単一の堅牢なシステムに統合することで、データセンターレベルのコンピューティングおよび管理

テクノロジーをエッジに実装できるようにします。OT と IT の統合を促進するため、HPE は次の 3 つの基本原則を念

頭において Edgelineポートフォリオを設計しました。 

1. インテル® Xeon®プロセッサーによるハイパフォーマンスコンピューティングを導入することで、従来はデータセン

ターまたはクラウドで実行されていたエッジ対応アプリケーションを妥協や変更なしにデータソース近辺で実行で

きるようにする 

2. アプリケーションが実行されている場所でデータを収集して管理できるようにすることで、転送に伴う問題を解消

し、有益な情報を迅速に提供してビジネスアジリティを向上させる 

3. エンタープライズクラスの組み込みおよびオンプレミスの統合型システム管理機能をエッジで提供することで、 

展開に必要な時間を短縮してシステムとアプリケーションの可用性を向上させるとともに、問題発生時の解決時間

を大幅に短縮する 

最初の 2 つの原則は、HPE が企業の環境をデータセンターやクラウドからエッジにまで拡張する方法を説明する

「Edgeline ファミリガイド」に詳述されています。このテクニカルホワイトペーパーでは 3 つ目のポイントを取り上

げ、図 1に示すように、エッジでエンタープライズクラスの管理を実現する HPEの製品とサービスについて詳しく説

明します。 

 

図 1. HPE Edgeline管理機能の概要 

http://www.hpe.com/info/edgeline
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Compaq の流れをくむ HPE は、1990 年代前半に最初の完全管理型 x86 サーバーの提供を開始して以来、システム管理

分野をリードしてきました。その実績を基に、現在ではエッジ向けの完全管理型システムを提供しています。 

HPEのエッジ管理戦略 

運用しているのが単一のシステムか数百台のシステムかにかかわらず、最適な運用を展開、更新、維持することは容

易ではありません。また、システムが従来のデータセンター以外の環境で運用されている場合は、より一層困難にな

ります。 

データセンター環境でシステムを管理する方法はよく知られていますが、HPE は長年にわたり、新たなレベルの自動

化、簡素化、セキュリティを実現するサーバー管理リソースを提供し、業界をリードしてきました。エッジでの管理

がコンピューティングの新しいパラダイムとなる中で、新たな課題も生じています。 

• リモートオフィス、油田、製油所、工場、航空機、自動車、農場など、さまざまな場所に設置された機器を管理 
する 

• 異なる帯域幅機能を備えていて非永続的な接続が多い、さまざまな接続環境 (有線イーサーネット、Wi-Fi、セル
ラーなど) に対応する 

• ITの専門知識を持たないスタッフでもエッジでシステムを管理できるようにする 

こうした課題を解決するため、HPEは他社に先駆けて新たなソリューションを開発しました。HPE Edgelineコンバージ

ドエッジシステムは、シンプルで効率と拡張性に優れた管理機能により管理コストを低減する、エッジ管理アーキテ

クチャーを中心に構築されています。こうした設計目標を達成するために、このシステムは各 HPE Edgeline システム

に組み込まれた管理基盤と、複数のシステムの一元管理を促進するツールを組み合わせています。 

組み込みの管理機能 

エッジでの管理の基盤となるのが、各 HPE Edgeline システムに組み込まれた管理エンジンです。この重要なコンポー

ネントは当初、HPE Integrated Lights Out (iLO) の中核機能で、HPE Edgeline EL1000、EL4000、EL8000システムに組み込

まれました。さらに、HPE Edgeline Integrated System Manager (iSM) で実現されたエッジ向け機能によって拡張され、

EL300システムに組み込まれました。HPE iLOおよび iSMが Edgelineシステムをローカルで管理するため、システムの

展開が容易になり、確実に運用することができます。これらのコンポーネントにより、ユーザーは個々のシステムを

直接管理することができ、統合ツールを使って複数のシステムを一元管理できるようになります。 

iLO および iSM モジュールは、個々のシステムを適切に管理するために必要となる、次のような重要な機能を提供し 

ます。 

• デバイス構成 

• 稼働状態の監視 

• イベントのログ収集とアラート 

• ユーザーアクセス用のグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) とコマンドラインインターフェイス (CLI) 

• プログラムによるアクセス用の業界標準の Redfish RESTインターフェイス 

• セキュリティ 
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図 2. HPE Edgeline EL300コンバージドエッジシステムの管理アーキテクチャー 

 

図 3. HPE Edgeline EL8000コンバージドエッジシステムの管理アーキテクチャー 

特長、機能、およびメリット 
システム設定 

適切に管理されたシステムにまず求められるのが、簡単に設定できることと、必要なときにその設定をアップデート

できることです。これには、管理サブシステムとホストシステムを設定する機能 (たとえば、BIOS設定) も含まれます。

HPE iLOおよび iSMでは、GUI、CLI、または Redfish REST APIを使用して、ローカルとリモートの両方でシステム設定を

管理することができます。 

システムアップデート 

安全かつ確実な運用に欠かせないのが、システムファームウェアを最新の状態に保つことです。HPE Edgeline の組み

込み管理モジュールでは、GUIや CLI、または Redfish REST APIでスクリプト化されたプログラムにより、ファームウェ

アを手動でアップデートすることができます。 



テクニカルホワイトペーパー P5 

 

稼働状態の監視 

システム稼働状態の継続的な監視 (問題の特定、イベントのログ収集、障害アラートを含む) により、システムを継続

的かつ確実に運用することができます。HPE iLO および iSM は、電力、温度、CPU、メモリ、ストレージなど、 

HPE Edgelineのサブシステムに関する問題を特定し、システム管理者に通知します。 

システムアクセス 

HPE Edgeline システムの管理サブシステムは、ユーザーがほとんど操作することなく、自律的に動作するよう設計さ

れていますが、特定の状況や使用モデルでは管理サブシステムにアクセスする必要があります。ブラウザーベースの

GUIと SSHベースの CLIにより、ユーザーがアクセスしやすくなっており、これらのインターフェイスから、組み込み

の管理サブシステムの各機能にアクセスすることができます。統合ツールまたは管理者が作成したスクリプトから 

システムを管理できるようにするため、業界標準の Redfish REST APIが組み込みの管理機能へのプログラムによるアク

セスを許可します。 

リモートでの仮想プレゼンス 

HPE Edgeline システムはリモートサイトやアクセスしにくい場所にインストールされることが多いため、管理者がその

場にいるかのようにリモートシステムとやり取りできるようにすることが非常に有益です。このため、Edgeline システ

ムには仮想メディア機能と Integrated Remote Console (IRC 機能の両方が組み込まれています。いずれの機能もリモート運

用には欠かせません。仮想メディアにより、Edgeline デバイスがリモートストレージにアクセスできます (たとえば、

ISO をリモートで起動してオペレーティングシステムをインストールまたはアップデートする場合 。IRC では、ユー

ザーが Edgelineシステムと向かい合っているかのようにシステムのキーボード、マウス、ビデオにアクセスできます。 

セキュリティ 

物理的なアクセスやネットワークアクセスが厳しく制限されていない場所にシステムを展開する場合、別の方法で 

システムを保護することが極めて重要です。Edgeline サブシステムには、セキュアな OT デバイスを提供するうえで 

欠かせないさまざまな機能が組み込まれています。 

• ロールベースのユーザーアクセスおよび管理 

• ハードウェアに組み込まれた Silicon Root of Trust (シリコンレベルの信頼性) 

• 完全消去およびリモートシステム無効化 

• 電源ボタンロックアウト 

• セキュアなファームウェアアップデート 

• シャーシ侵入検知 

• 監査ログ 

ネットワークアクセス 

ネットワーク全域で一元管理機能にアクセスできます。データセンター内のシステムの場合、ネットワークアクセス

は常に有線イーサーネット接続で行われていましたが、エッジのシステムではさらなる柔軟性が求められます。iSM

機能を備えた新しい Edgeline システムは、有線イーサーネット接続だけでなく、Wi-Fi およびセルラーテクノロジーを

利用して管理することも可能です。つまり、有線ネットワークがない場所でもシステムを利用できるようになります。

ネットワーク帯域幅に制限がある場合や、必要なときのみ接続が有効になる場合など、これまで不可能だった状況で

システムを展開して管理することができます。 
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一元管理 

HPE Edgeline Infrastructure Manager (EIM) によって複数の HPE Edgelineシステムの一元的な管理が可能になり、問題確認

やアップデートの際に、ユーザーがすべてのシステムに個別に対応する必要がなくなります。 

EIMは、複数のシステムに適用できる、次のような重要な機能を提供します。 

• 手動および自動デバイス検出 

• 稼働状態の監視 

• 個別または同時にファームウェアアップデートを完了 (複数のシステムを 1回の操作で) 

• 管理対象システムのヘルスログの集約 

• すべての管理対象システムの概要を表示するダッシュボード 

EIM は、HPE Edgeline EL1000、EL4000、EL8000、および EL300 コンバージドエッジシステムの管理をサポートしてい 

ます。 

 

 

図 4. EIMのアーキテクチャーとインターフェイス 

EIM は、iLO および iSM が提供する Redfish REST API を通じて個別の Edgeline システムとやり取りしており、このイン

ターフェイスからシステムごとの稼働状態を監視し、システム設定を管理するとともに、システムファームウェアを

アップデートします。 

EIM の REST API を使用して、複数のシステムに対するアクションのスクリプト作成や、サードパーティの管理ツール

とのやり取りができます。 

ユーザーは、ブラウザーベースの GUI を使用して EIM にアクセスすることで、すべてのシステムの状態を確認し、シ

ステムに対するアクションを実行できます。EIM はロールベースのユーザーアクセスを利用して、どのユーザーがシ

ステムの監視と管理を実行できるかを制御します。 
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成功の鍵となるエッジ 

HPE Edgeline コンバージドエッジシステムは、妥協のないエンタープライズクラスのコンピューティング、ストレー

ジ、および管理機能をエッジで提供します。信頼性とセキュリティの向上に加え、Edgeline システムの組み込みのシ

ステム管理機能により、物理的な場所を問わずに複数のEdgeline システムを一元的に監視および管理することで、管

理を大幅に効率化することができます。 

詳細情報 
hpe.com/jp/edgeline 

HPEのソリューションパートナー 

http://hpe.com/contact/getconnectedjp
http://www.hpe.com/jp/edgeline


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects true
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 125
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.10000
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
    /QFactor 1.30000
    /VSamples [
      2
      1
      1
      2
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 125
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 10
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 125
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.28346
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




