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概要
本リリースノートは、Windows Storage Server 2012 または 2012 R2 Standard Edition を実行し
ている HP 3PAR StoreServ File Controller v2 のバージョン 4.00.0a リリースについて説明します。

重要: ご使用のストレージシステムには、HP System Recovery DVD が付属しています。 この
DVD は、システムを工場出荷時の状態に復元するために使用します。 この DVD は大切に保管し
てください。

製品モデル

• HP 3PAR StoreServ File Controller v2 (HP ProLiant DL380p Gen8 サーバーのハードウェアプラッ
トフォームに基づく)

オペレーティングシステム
Windows Storage Server 2012 または 2012 R2 Standard Edition

言語

• 英語

• フランス語

• イタリア語

• ドイツ語

• 日本語

• 中国語簡体字

• スペイン語

• ロシア語

注記: HP 3PAR StoreServ File Controller v2 オンラインヘルプの各国語版は、次の Web サイト
で、2014 年 4 月に利用可能となります。
http://www.hp.com/support/downloads (日本語)
1. [ストレージ (storage)] で、[ファイルおよびオブジェクトストレージ (File and Object Storage)]

を選択します。

2. [ファイルサービス (File Services)] で、[HP 3PAR ファイルサービス (HP 3PAR File Services)] を
選択します。

3. お客様のモデルを選択し、さらにオペレーティングシステムを選択します。

4. ローカライズされたオンラインヘルプファイルを選択し、指示に従ってダウンロードします。

機能強化

• ICT (HP 初期構成タスク) 内のすべてのタスクが、タスクグループ内の手順番号によって識別
されるようになりました。 これは、サーバーの構成を順序正しく行うために役立ちます。

• ネットワーク構成ツールが、サーバー上のネットワークを構成するために提供されました。
このツールは、IP の設定、ネットワークチームの構成、VLAN ID の設定、ネットワークの検
証などの、ネットワーク関連のすべての構成作業を 1 つのツールで提供します。

• [HP プロアクティブ通知の登録]リンクを使用すると、HP に製品を登録することができ、シス
テムの更新、重大な問題、および機能の更新に関する通知を受け取ることができるようにな
りました。

• [リセラー情報の保存]リンクを使用すると、将来参照できるように、リセラーの情報を入力す
ることができるようになりました。
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• [Autonomy LiveVault の 30 日間の無償試用]リンクを使用すると、クラウドベースのバックアッ
プシステムである HP LiveVault の 30 日間無償試用に、簡単に登録することができるようにな
りました。ただし、LiveVault のサービスは日本で使用できませんのでご注意ください。

• [Vision Solutions Double-Take Availability 情報]リンクにより、障害復旧および高可用性の必要
性に対処するレプリケーション製品が提供されるようになりました。

• [SMI-S 登録ツール]リンクを使用すると、プロバイダーを登録して、オペレーティングシステ
ムのプロバイダーのキャッシュを自動的に更新できるようになりました。 セキュアな (HTTPS)
接続が、アレイ上のポート 5989 への接続に使用されます。 この機能は、クラスターシステ
ムでのみ利用可能です。

StoreEasy は、3PAR ディスクアレイを管理する SMI-S (Storage Management Initiative
Specification) クライアントとして構成することができます。

• [Multi-Path IO の構成]は、仮想ボリュームがファイルコントローラーにエクスポートされ、同
じファイルコントローラーへの複数のパス上にそのボリュームがエクスポートされている場
合、自動で行われるようになりました。 構成の状態は、ICT ウィンドウに表示されます。 こ
の機能は、クラスターシステムでのみ利用可能です。

セキュリティ更新プログラム
KB2900986 (http://support.microsoft.com/kb/2900986 ) (日本語)
KB2898785 (http://support.microsoft.com/kb/2898785 ) (日本語)
KB2893984 (http://support.microsoft.com/kb/2893984 ) (日本語)
KB2893294 (http://support.microsoft.com/kb/2893294 ) (日本語)
KB2892074 (http://support.microsoft.com/kb/2892074 ) (日本語)
KB2876331 (http://support.microsoft.com/kb/2876331 ) (日本語)
KB2868626 (http://support.microsoft.com/kb/2868626 ) (日本語)
KB2862152 (http://support.microsoft.com/kb/2862152 ) (日本語)

ホットフィックス
KB2913695 (http://support.microsoft.com/kb/2913695 ) (日本語)
KB2917993 (http://support.microsoft.com/kb/2917993 ) (日本語)
KB2913270 (http://support.microsoft.com/kb/2913270 ) (日本語)
KB2904440 (http://support.microsoft.com/kb/2904440 ) (日本語)
KB2913152 (http://support.microsoft.com/kb/2913152 ) (日本語)
KB2911804 (http://support.microsoft.com/kb/2911804 ) (日本語)
KB2908174 (http://support.microsoft.com/kb/2908174 ) (日本語)
KB2906956 (http://support.microsoft.com/kb/2906956 ) (日本語)
KB2904266 (http://support.microsoft.com/kb/2904266 ) (日本語)
KB2903939 (http://support.microsoft.com/kb/2903939 ) (日本語)
KB2901101 (http://support.microsoft.com/kb/2901101 ) (日本語)
KB2898742 (http://support.microsoft.com/kb/2898742 ) (日本語)
KB2898514 (http://support.microsoft.com/kb/2898514 ) (日本語)
KB2894179 (http://support.microsoft.com/kb/2894179 ) (日本語)
KB2894029 (http://support.microsoft.com/kb/2894029 ) (日本語)
KB2887595 (http://support.microsoft.com/kb/2887595 ) (日本語)
KB2884846 (http://support.microsoft.com/kb/2884846 ) (日本語)
KB2883200 (http://support.microsoft.com/kb/2883200 ) (日本語)
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Service Pack for ProLiant コンポーネント
表 1 に、ポストインストールされている Microsoft Windows Server 2012 R2 Supplement for SPP
(HP Service Pack for ProLiant) をリストします。

表 1 SPP サプリメントのビルドコンポーネント

バージョンSPP サプリメントのビルドコンポーネントサプリメント

7.3.1.4HP System Management Homepagecp021996.exe

3.10.0.0HP ProLiant iLO 3/4 チャネルインターフェイス
ドライバー

cp022059.exe

3.9.0.0HP ProLiant iLO 3/4 マネジメントコントローラー
ドライバーパッケージ

cp021000.exe

9.64.1262.0HP Insight Diagnostics Online Edition for Windows
x64 Editions

cp022084.exe

1.0.0.0Headless Server Registry Updatecp016819.exe

62.28.0.64HP ProLiant Smart アレイ SAS/SATA コントロー
ラードライバー for Windows Server 2012 x64
Editions

cp020624.exe

6.36.0.64HP ProLiant Smart アレイ SAS/SATA イベント通
知サービス for Windows Server 2008 x64 Editions

cp021156.exe

1.0.0.0PFA Server Registry Updatecp022305.exe

7.0.0.0HP ProLiant インテグレーテッドマネジメントロ
グビューア

cp020693.exe

9.15.1.45 (インストーラーのバー
ジョン)

Matrox G200eH ビデオコントローラードライ
バー

cp018072.exe

9.40.12.0HP ProLiant アレイ構成ユーティリティ for
Windows

cp018121.exe

9.40.12.0HP ProLiant アレイ構成ユーティリティ (CLI) for
Windows

cp018123.exe

10.0.430.1109HP Emulex 10GbE ドライバー for Windows Server
2012 R2

cp022157.exe

4.9.160.0HP Emulex 10GbE iSCSI ドライバー for Windows
Server 2012 R2

cp021451.exe

12.8.26.0HP Intel E1R ドライバー for Windows Server 2012cp021822.exe

9.50.0.0HP Insight マネジメントエージェント for Windows
Server 2003/2008 x64 Editions

cp020718.exe

4.3.0.0HP Lights-Out オンライン設定ユーティリティ for
Windows 2003/2008 x64 Editions

cp021073.exe

7.2.0.0HP バージョンコントロールエージェント for
Windows x64

cp017734.exe

9.5.0.0HP Insight Management WBEM Provider for
Windows Server 2012 R2 x64 Editions

cp020347.exe

16.4.0.1HP Broadcom 1Gb ドライバー for Windows Server
2008 x64 Editions

cp021802.exe

7.8.50.0HP Broadcom 1Gb マルチファンクションドライ
バー for Windows Server 2008 x64 Editions

cp021772.exe

7.8.81.0HP Broadcom 10GbE マルチファンクションドラ
イバー for Windows Server 2008 x64 Editions

cp020911.exe
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表 1 SPP サプリメントのビルドコンポーネント (続き)

バージョンSPP サプリメントのビルドコンポーネントサプリメント

62.8.0.64HP ProLiant Dynamic Smart アレイ RAID コント
ローラードライバー for Microsoft Windows Server

cp020819.exe

2012 and Microsoft Windows 2012 R2 x64
Editions

16.4.0.1HP Broadcom 1Gb ドライバー for Windows Server
2008 Editions

cp021801.exe

62.4.0.64HP ProLiant Smart アレイ HPCISSS3 コントロー
ラードライバー for Windows Server 2012 x64
Editions

cp020713.exe

1.60.17.0HP Smart Storage Administrator (HP SSA) for
Windows 64-bit

cp020938.exe

1.60.17.0HP Smart Storage Administrator (HP SSA) CLI for
Windows 64-bit

cp020950.exe

8.2.0.0統合チップセット識別子 for Windows Server
2012 R2

cp021001.exe

既知の問題

全般

• ドメインユーザーとしてストレージシステムにログインしているときに、イベント通知設定
ウィザードを開くと次のメッセージが表示されます。

Unable to restart the Event Notification service.(イベント通知設定サービ
スを再起動できません。) Check the Event Log for more detailed information
about this error.(このエラーの詳細情報は、イベントログを調べてください。)

システムにローカル管理者 (ドメインユーザーではない) としてログインし、ウィザードを開
きます。

• デスクトップの背景を変更しようとすると、システム上のグループポリシーによりブロック
されます。

デスクトップの背景を変更するには、グループポリシーの設定を変更する必要があります。

1. ローカル管理者グループのユーザーとして、システムにログインします。

2. PowerShell またはコマンドのウィンドウを開き、コマンド行で gpedit.msc コマンドを
入力します。

3. ローカル グループ ポリシー エディターで、[ユーザーの構成]→[管理用テンプレート]→[デ
スクトップ]を選択し、[デスクトップ]をクリックします。

4. [デスクトップの壁紙]設定をダブルクリックします。
5. [無効]を選択し、設定の変更を適用します。
6. ログオフしてログインし、変更を有効にします。

初期構成タスク

• [初期構成タスク] ウィンドウに次のメッセージが表示されます。
第 1 ノードの構成を完了するには、ログオフしてから、ローカルの管理アクセス許可を持つ
ドメイン ユーザー アカウントを使用して再度ログオンしてください。

このメッセージは、HP 3PAR File Controller v2 システムをドメインに参加させ、ローカル管理
者としてシステムに再度ログオンした後に表示されます。 この問題は、HP 3PAR StoreServ
File Controller v2 をクラスター構成内またはスタンドアロンサーバー上に配備しているときに
発生します。
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この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. HP 3PAR StoreServ File Controller v2 システムで、ドメインユーザーをローカル管理者グ
ループのメンバーとして追加します。

2. ログオフしてドメインユーザーとして再ログインします。

[初期構成タスク] ウィンドウが自動的に起動されます。
3. 構成タスクを実行します。

• HP 3PAR StoreServ File Controller v2 を 2 ノードクラスターとして配備している場合、言語を
選択して EULA に同意した後、次のエラーを示すメッセージボックスが表示されることがあり
ます。

複数のノードが見つかりました。 第 2 ノードとの通信を確立できません。

メッセージボックスには、[再試行]ボタンと [キャンセル]ボタンがあります。 この問題が発生
するのは、HP 3PAR StoreServ File Controller v2 システムをオプションのネットワークアダプ
ター付きで注文し、これらのアダプター上のポートをネットワークインフラストラクチャに
ケーブル接続している場合です。

クイックスタートガイドで説明されているように、2 台のノードそれぞれのアダプターのポー
ト 4 間をネットワークケーブルで接続する必要があります。 このネットワークケーブルと
iLO ポートへのネットワークケーブルの接続を維持し、エラーメッセージを受信したシステム
で他のすべてのネットワークケーブルを切り離します。 次に [再試行]をクリックします。 第
2 ノードが検出されると、ケーブルは再接続できます。

• [ストレージ構成]セクションの [ボリュームの作成]リンクは、[仮想ディスクの新規作成]ウィ
ザードを起動します。 新しい仮想ディスクの作成中、[このウィザードを閉じるときにボリュー
ムを作成します]を選択すると、[ボリュームの作成]ウィザードが、仮想ディスクの作成後に自
動的に起動されます。

• 英語以外の HP 3PAR StoreServ File Controller v2 スタンドアロンシステムでは、ICT に [ロー
カル管理者パスワードの設定] リンクが表示されないことがあります。
次の方法でパスワードを変更します。

◦ iLO を使用してサーバーに接続します。 iLO メニューから[Keyboard]→[CTRL-ALT-DEL] を
選択します。パスワードを変更するオプションが表示されます。

◦ サーバーにログインします。 [コントロールパネル]→[ユーザーアカウント]に移動しま
す。 [アカウントの種類の変更]を選択し、[Administrator] を選択します。 [パスワードの
変更]を選択し、新しいパスワードを入力します。 [パスワードの変更]をクリックします。

ネットワーク構成ツール

• チームまたはアダプターへの VLAN ID 割り当て後に [ネットワークインターフェイスの VLAN
ID を今すぐ構成しない]を選択しても、割り当てられた ID は削除されません。
すべてのチームおよびアダプターに対して、各 VLAN ページを移動して、[VLAN ID をこのチー
ムに追加しない]を選択する必要があります。

• 同じサブネットマスクを、同じサーバー上の複数のネットワークインターフェイスに割り当
てると、予期しない結果が発生することがあります。

同じサブネットマスクを持つネットワークインターフェイスを、サーバー上に複数構成しな
いことをお勧めします。

• インターフェイスをチームに追加する前に、[ネットワークインターフェイス] ページでイン
ターフェイスを選択する必要があります。 ただし、NCT (ネットワーク構成ツール) では、こ
の事項に関するメッセージは表示されません。

[ネットワークチームの構成] ページでチームからインターフェイスを利用できるように、[ネッ
トワークインターフェイス] ページでインターフェイスを必ず選択することをお勧めします。
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• クラスター化されたシステム上で検出が進行中の場合、ツリービュー (左のナビゲーションペ
イン) のリモートノードをクリックすると、検出が完了した後、ツリービューが空になりま
す。

リモートノードのツリービューを表示するには、ローカルノードをクリックしてから、リモー
トノードをクリックします。

• チームに VLAN ID の範囲を割り当てるときに増分値が空白の場合、以下の場合であっても、
NCT は入力を求めることなく次のページに進みます。

◦ 無効な入力がある。

◦ その特定のチームには、VLAN ID が割り当てられていない。

チームに VLAN ID の範囲を割り当てるときには、増分値を指定したことを確認してください。

• [ネットワークチームの構成]ページで詳細を入力した後に [前へ]をクリックすると、[ネット
ワークインターフェイス]ページが表示されます。 しかし、[ネットワークチームの構成]ペー
ジに戻ると、[チームの数]に 0 (ゼロ) が表示されます。
[ネットワークチームの構成]ページから [ネットワークインターフェイス]ページに移動し、再
度 [ネットワークチームの構成]ページに戻った場合は ､ [チームの数]に適切な値を入力してく
ださい。

• チームの作成の成功後に、[デバイスの設定]ポップアップボックスが開くことがあります。
インストールは自動で行われ、ユーザーの介入は必要ありません。 インストール中は、[閉じ
る]をクリックしないでください。 インストールを完了させてください。

• インターフェイスを選択していない場合でも、[VLAN ID を今すぐ構成]オプションが無効にな
りません。

VLAN ID を割り当てる場合は、必ずインターフェイスを選択してください。

• チームまたはインターフェイスに割り当てられる VLAN ID に 0 (ゼロ) を割り当てることはで
きません。

値 0 の VLAN ID は、チームまたはインターフェイスに割り当てることはできません。 この
ため、0 以外の正の値を VLAN ID に割り当てることをお勧めします。

• チームの作成は、リモートノードのツリービューには反映されません。 チームの作成は、ロー
カルノードにのみ反映されます。

この問題の既知の回避策はありません。

• チームまたは VLAN を構成し、その後 ICT から NCT を起動した場合は、次のエラーメッセー
ジが表示されます。

チームまたは VLAN がすでに存在する場合は、ネットワーク構成にツールを使用できませ
ん。 コントロールパネルを使用してネットワークを構成してください。

この問題は、ネットワークの構成を初期設定時にのみ行うことを NCT が想定しているために
発生します。

NCT は 1 回限りの構成ツールであるため、利用可能なデータでネットワークを構成すること
をお勧めします。 構成をさらに変更する場合は、以下の手順のうちの 1 つを実行し、ネット
ワークコントロールパネルを起動します。

◦ デスクトップにある [ネットワーク設定]ショートカットをダブルクリックします。

◦ [サーバーマネージャー]→[ツール]→[HP 3PAR] をクリックし、[ネットワーク設定]リンク
をクリックします。

NCT を使用してネットワークを再度構成したい場合は、サーバーマネージャーを使用してす
べてのチームおよび VLAN を削除します。 チームまたは VLAN を削除するには、以下の手順
を実行します。
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1. サーバーマネージャーを起動します。

2. [サーバーの選択]を選択します。
3. サーバー名を右クリックし、[NIC チーミングの構成]を選択します。
4. [チーム]セクションからチームを選択します。
5. [タスク]にある [削除]をクリックします。

システムのインストールとリカバリ

• インターネットプリンティングクライアント機能は、オペレーティングシステムにデフォル
トではインストールされていません。

サーバーマネージャーを使用して、これらの機能を手動でインストールします。

1. [機能]を選択し、[機能の追加]をクリックします。
2. 機能リストから [インターネット印刷クライアント]を選択します。
3. [次へ]をクリックし、[機能の追加ウィザード]のインストールプロセスを完了します。

• イメージ処理中に選択したタイムゾーンは保持されません。 イメージ処理ではタイムゾーン
を設定できますが、オペレーティングシステムが最初に起動するたびにタイムゾーンは常に
太平洋時間に設定されます。

システムのイメージ処理の完了後、タイムゾーンを変更してください。

インストール手順
新しいシステムのインストール手順については、『HP 3PAR StoreServ File Controller v2 クイック
スタートガイド』を参照してください。

発効日
2014 年 4 月
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