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摘要

このガイドは、サーバーおよびストレージシステムのインストール、管理、トラブルシューテ
ィングの担当者を対象とし、コンピューター機器の保守の資格があり、高電圧製品の危険性に
ついて理解していることを前提としています。
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コンポーネントの識別

フロントパネルのコンポーネント
• 2 ベイ LFF（3.5 型）ノンホットプラグドライブモデル

番号 説明

1 オプティカルドライブ（オプション）

2 シリアルラベルプルタブ

3 USB 2.0 コネクター

4 ドライブベイ

• 2 ベイ LFF（3.5 型）ホットプラグ対応ドライブモデル

コンポーネントの識別 7



番号 説明

1 オプティカルドライブ（オプション）

2 シリアルラベルプルタブ

3 USB 2.0 コネクター

4 ドライブベイ

• 4 ベイ SFF（2.5 型）ホットプラグ対応ドライブモデル

番号 説明

1 オプティカルドライブ（オプション）

2 シリアルラベルプルタブ

3 USB 2.0 コネクター

4 ドライブベイ

シリアルラベルプルタブの情報
ノードの水平方向のシリアル番号と iLO ラベルプルタブは、ノードのリアパネルにあります。このプルタ
ブには以下のサーバーラベルが貼り付けられています。

• 上部 - サーバーのシリアル番号ラベル

• 下部 - デフォルトの iLO アカウント情報ラベルとお客様の資産タグラベル

8  シリアルラベルプルタブの情報



フロントパネルの LED とボタン

番号 説明 ステータス

1 NIC ステータス LED1 緑色で点灯=ネットワークにリンクされている

緑色で点滅（毎秒 1 回点滅） = ネットワークが動作し
ています。

消灯 = ネットワークが動作していません。

2 ヘルス LED1 緑色で点灯 = 正常

緑色で点滅（毎秒 1 回点滅） = iLO が再起動中です。

オレンジ色で点滅 = システムの機能が劣化していま
す。2

赤色で点滅 = システムはクリティカルな状態です。2

表は続く

フロントパネルの LED とボタン 9



番号 説明 ステータス

3 UID ボタン/LED1 青色で点灯 = 動作しています。

青色で点滅：

• 毎秒 1 回点滅 = リモート管理またはファームウェ
アアップグレードを実行中です。

• 毎秒 4 回点滅 = iLO 手動ソフト再起動シーケンスが
開始されました。

• 毎秒 8 回点滅 = iLO 手動ハード再起動シーケンスを
実行中です。

消灯 = 動作していません。

4 電源ボタンおよびシステム電
源 LED1

緑色で点灯 = システムに電源が入っています。

緑色で点滅（毎秒 1 回点滅） = 電源投入シーケンスを
実行中です。

オレンジ色で点灯 = システムはスタンバイ状態です。

消灯 = 電源が供給されていません。3

1 この表に記載されている LED が同時に点滅している場合は、電源障害が発生しています。詳しくは、「電
源障害 LED」を参照してください。

2 ヘルス LED が劣化状態またはクリティカル状態を示している場合は、システム IML を確認するか、ま
たは iLO を使用してシステムヘルスステータスを確認してください。詳しくは、「インテグレーテッド
マネジメントログ」を参照してください。

3 電源が供給されていない、電源コードが接続されていない、電源装置が搭載されていない、電源装置が
故障している、または電源ボタンケーブルが接続されていません。

電源障害 LED
次の表は、電源障害 LED および影響を受けるサブシステムのリストを示しています。すべての電源障害
が、すべてのサーバーで使用されるわけではありません。

サブシステム LED の動作

システムボード 1 回点滅

プロセッサー 2 回点滅

メモリ 3 回点滅

ライザーボードの PCIe スロット 4 回点滅

FlexibleLOM 5 回点滅

リムーバブル HPE Flexible Smart アレイコン
トローラー/Smart SAS HBA コントローラー

6 回点滅

システムボードの PCIe スロット 7 回点滅

電源バックプレーンまたはストレージバック
プレーン

8 回点滅

電源装置 9 回点滅

10  電源障害 LED



リアパネルのコンポーネント

番号 説明

1 スロット 1 PCIe/FlexibleLOM

2 スロット 2 PCIe

3 ノンホットプラグ電源装置

4 ホットプラグ対応電源装置 2

5 ホットプラグ対応電源装置 1

6 NIC コネクター 2

7 ビデオコネクター

8 NIC コネクター 1/iLO 管理コネクター

9 USB 3.0 コネクター（2）

リアパネルの LED

リアパネルのコンポーネント 11



番号 説明 ステータス

1 NIC リンク LED 緑色 = ネットワークにリンクされています。

消灯 = ネットワークにリンクされていません。

2 NIC 動作 LED 緑色で点灯=ネットワークにリンクされている

緑色で点滅=ネットワーク動作中

消灯 = ネットワークが動作していません。

3 UID LED 青色で点灯 = 動作しています。

青色で点滅：

• 毎秒 1 回点滅 = リモート管理またはファームウェ
アアップグレードを実行中です。

• 毎秒 4 回点滅 = iLO の手動再起動シーケンスが開始
されました。

• 毎秒 8 回点滅 = iLO の手動再起動シーケンスが進行
中です。

• 消灯 = 動作していません。

4 電源装置 LED 緑色で点灯 = 正常

消灯 = 以下に示す 1 つまたは複数の状態が発生してい
る可能性があります。

• 電源が入っていない

• 電源装置に障害が発生している

• 電源装置がスタンバイモードに入っている

• 電源装置でエラーが発生している

PCIe ライザーボードスロットの定義
• FlexibleLOM ライザーボード

スロット番号 形状 スロットの説明

FlexibleLOM スロット FlexibleLOM PCIe x8

2 PCIe 3 PCIe3 x8（8、4、2、1）

• 2 スロットライザーボード

スロット番号 形状 スロットの説明

1 ロープロファイル PCIe3 x8（8、4、2、1）

2 フルハイト/ハーフレングス PCIe3 x8（8、4、2、1）

• GPU ライザーボード

スロット番号 形状 スロットの説明

— — —

2 フルハイト/ハーフレングス PCIe3 x16（16、8、4、2、1）

12  PCIe ライザーボードスロットの定義



システムボードのコンポーネント

番号 説明

1 PCIe ライザーコネクター*

2 TPM コネクター

3 microSD スロット

4 プロセッサー

5 ファンコネクター 2

6 ファンコネクター 1

7 システムバッテリ

8 フロント I/O コネクター

9 14 ピン電源コネクター

10 4 ピン電源コネクター

11 8 ピン電源コネクター

12 電源装置サイドバンド信号コネクター

13 Smart ストレージバッテリコネクター

14 SATA コネクター（M.2 SSD/optical ドライブ用）

15 ストレージのバックアップ電源コネクター

16 Mini-SAS コネクター

17 SATA コネクター（M.2 SSD 用）

18 ファンコネクター 3

19 内部 USB 3.0 コネクター

20 システムメンテナンススイッチ

21 NMI ヘッダー

システムボードのコンポーネント 13



* オンボードの PCI ライザーコネクターでサポートされるライザーボードスロットについて詳しくは、
「PCIe ライザーボードスロットの定義」を参照してください。

DIMM スロットの位置

矢印は、サーバーの前面方向を示します。

システムメンテナンススイッチ

位置 デフォル
ト

機能

S1 オフ オフ=iLO セキュリティは有効です。

オン=iLO セキュリティは無効です。

S2 オフ オフ = システム構成を変更できます。

オン = システム構成はロックされていま
す。

S3 オフ 未使用

S4 オフ 未使用

S5 オフ オフ = 電源投入時パスワードは有効です。

オン = 電源投入時パスワードは無効です。

S6 オフ オフ = 動作していません。

オン = ROM はシステム構成を無効なもの
として処理します。

S7 オフ オフ = デフォルトのブートモードを UEFI
に設定します。

オン = デフォルトのブートモードをレガ
シーに設定します。

表は続く

14  DIMM スロットの位置



位置 デフォル
ト

機能

S8 — 未使用

S9 — 未使用

S10 — 未使用

S11 — 未使用

S12 — 未使用

冗長化 ROM にアクセスするには、S1、S5、S6 をオンに設定します。

システムメンテナンススイッチの S6 をオンの位置に設定すると、CMOS と NVRAM の両方からすべての
システム構成設定を消去できるようになります。

重要:

S7 スイッチを使用して、レガシー BIOS ブートモードに変更する場合は、必ず、事前に HPE
Dynamic Smart アレイ B140i コントローラーを無効にしてください。サーバーがレガシー BIOS ブ
ートモードの場合、B140i コントローラーを使用しないでください。

注意:

CMOS、NVRAM、またはその両方をクリアすると、構成情報が消えてしまいます。データの損失を
防ぐために、サーバーを適切に構成してください。

NMI 機能

NMI クラッシュダンプは応答していないシステムをリセットする前に、クラッシュダンプログを作成しま
す。

クラッシュダンプのログ解析は、オペレーティングシステム、デバイスドライバー、アプリケーションで
の障害など、信頼性に関わる問題を診断するために重要です。クラッシュが起きると多くの場合、システ
ムがフリーズし、管理者はシステムを再起動することしかできません。システムをリセットすると、問題
の解析をサポートできる情報が消去されます。ただし、NMI を使って、システムリセットの前にメモリダ
ンプを実行し、その情報を保持できます。

次のいずれかの方法を使って強制的に NMI ハンドラーを起動させ、クラッシュダンプログを生成するこ
とができます。

• iLO の仮想 NMI 機能を使用する。

• NMI ヘッダーを短絡させる。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

ドライブの番号
以下の図に、サポートされるドライブ構成ごとに、ドライブの番号を示します。ドライブボックスの番号
情報については、「フロントパネルのコンポーネント」を参照してください。

• 2 ベイ LFF（3.5 型）ノンホットプラグドライブモデル

NMI 機能 15

http://www.hpe.com/support/NMI-CrashDump


• 2 ベイ LFF（3.5 型）ホットプラグ対応ドライブモデル

• 4 ベイ SFF（2.5 型）ホットプラグ対応ドライブモデル

16 コンポーネントの識別



ホットプラグ対応ドライブの定義

番号 LED ステータス 意味

1 位置確認 青色で点灯 ドライブは、ホストアプリケーションによって
識別されています。

  青色で点滅 ドライブキャリアのファームウェアが更新中
かまたは更新を必要としています。

2 アクティビティリング 緑色で回転 ドライブ動作中

  消灯 ドライブ動作なし

3 取り外し禁止 白色で点灯 ドライブを取り外さないでください。ドライ
ブを取り外すと、1 つまたは複数の論理ドライ
ブで障害が発生します。

  消灯 ドライブを取り外しても、論理ドライブで障害
は発生しません。

4 ドライブステータス 緑色で点灯 ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブの
メンバーです。

表は続く
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番号 LED ステータス 意味

  緑色で点滅 ドライブを再構築中か、ドライブで RAID 移行、
ストリップサイズの移行、容量拡張、または論
理ドライブの拡大が進行中か、あるいはドライ
ブを消去しています。

  オレンジ色/緑色で点
滅

ドライブは 1 つまたは複数の論理ドライブの
メンバーで、ドライブの障害が予測されていま
す。

  オレンジ色で点滅 ドライブが構成されておらず、ドライブの障害
が予測されています。

  オレンジ色で点灯 ドライブに障害が発生しました。

  消灯 ドライブでは、RAID コントローラーによる構
成は行われていません。

青色の位置確認 LED はリリースレバーの後ろにあり、点灯すると見えます。

重要:

Dynamic Smart アレイ B140i コントローラーは、UEFI ブートモードでのみ利用できます。レガシー
BIOS ブートモードでは有効にできません。B140i コントローラーが無効の場合、システムボードの
Mini SAS コネクターに接続されたドライブは、AHCI またはレガシーモードで動作します。この状
態では、次のようになります。

• ドライブはハードウェア RAID の一部または論理ドライブとなることはできません。

• 関連するドライブの位置、ドライブステータス、取り外し禁止 LED は無効になります。

UEFI システムユーティリティで BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）を使用して、B140i コン
トローラーを有効または無効にします（システム構成、BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）、
システムオプション、SATA コントローラーオプション、内蔵 SATA 構成）。

ファンの位置
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操作

セキュリティベゼルの取り外し
フロントパネルのコンポーネントにアクセスするには、セキュリティベゼルのロックを解除して取り外し
ます。

サーバーの電源を入れる
電源ボタンを押して、サーバーの電源を入れます。

サーバーの電サーバー
アップグレードやメンテナンスの手順でサーバーの電源を切る前に、重要なサーバーデータとプログラム
のバックアップを実行してください。

重要:
サーバーがスタンバイモードになっていても、システムへの補助電源の供給は続行します。

サーバーの電源を切るには、以下のいずれかの方法を使用します。

• 電源ボタンを押して離す。

この方法は、サーバーがスタンバイモードに入る前に、アプリケーションと OS を正しい順序でシャ
ットダウンします。

• 電源ボタンを 4 秒以上押したままにして、強制的にサーバーをスタンバイモードにする。

この方法は、正しい順序でアプリケーションと OS を終了せずに、サーバーを強制的にスタンバイモ
ードにします。アプリケーションが応答しなくなった場合は、この方法で強制的にシャットダウンす
ることができます。

• iLO 経由の仮想電源ボタンを使用する。

この方法は、サーバーがスタンバイモードに入る前に、アプリケーションと OS を正しい順序でリモ
ートシャットダウンします。

手順を続行する前に、サーバーがスタンバイモード（システム電源 LED がオレンジ色）になっているこ
とを確認してください。
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ラックからサーバーを引き出す

注意:

怪我や装置の損傷の危険を防止するため、コンポーネントをラックから引き出す前に、ラックが十
分に安定していることを確認してください。

手順

1. サーバーの電源を切ります。

2. サーバーからすべての周辺ケーブルを抜き取ります。

3. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. つまみネジ式ラックイヤーを使用するサーバーでは、サーバーのフェイスプレートをラックの正面に
固定している脱落防止型ネジを緩め、サーバーをスライドさせてラックから引き出します。

5. クイックリリースラッチ式ラックイヤーを使用するサーバー：

a. サーバーの両側のラッチを開きます。

b. 必要に応じて、T-25 トルクスドライバーを使用して輸送用ネジを緩めます。

c. サーバーをスライドさせてラックから引き出します。
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6. 取り付けまたはメンテナンス手順が完了したら、サーバーをスライドさせてラックに戻し、ラックに
しっかりと固定します。

7. 次のいずれかの手順を実行します。

• つまみネジラックイヤーを使用しているサーバーでは、脱落防止型つまみネジを締めます。

• クイックリリースラッチラックイヤーを使用しているサーバーでは、必要に応じて、輸送用ネジ
を締めます。

8. 各電源コードをサーバーに接続します。

9. 周辺装置のすべてのケーブルをサーバーに接続します。

10. サーバーの電源を入れます。
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ラックからサーバーを取り外す

警告:

サーバーは重量があります。けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

• 手動での装置の取り扱いに関する、地域の労働衛生および安全に関する要件およびガイドライン
に従ってください。

• サーバーの取り付けおよび取り外し作業中には、特に本体がレールに取り付けられていない場
合、必ず適切な人数で製品を持ち上げたり固定したりする作業を行ってください。ラックサーバ
ーを取り付ける際は必ず、2 人以上で作業を行うことをおすすめします。装置を胸より高く持ち
上げるときは、サーバーの位置を合わせるために 3 人目の人が必要になる場合があります。

• サーバーをラックへ取り付ける、またはラックから取り外す際には、サーバーがレールに固定さ
れていないと、不安定になるので注意してください。

手順

1. サーバーの電源を切ります。

2. サーバーレールリリースラッチがかみ合うまで、ラックレール上でサーバーを引き出します。

3. サーバーからすべての周辺ケーブルを抜き取ります。

4. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

5. ラックからサーバーを取り外します。

ラックからサーバーを引き出す、または取り外す方法については、ラックレールシステムに付属のド
キュメントを参照してください。

6. サーバーを安定した水平な面に置きます。

アクセスパネルを取り外す

警告:

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。

注意:

電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってから取り付け、取り外し、また
は交換手順を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があり
ます。

注意:

アクセスパネルを開いた状態または取り外した状態でサーバーを長期にわたって稼動させないでく
ださい。この状態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動作しな
くなるため、高温によって装置が損傷する可能性があります。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. ノンホットプラグの装置について手順を実行している場合は、すべての電源を切断します。

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。
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• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. ロック用ラッチがロックされている場合は、トルクスドライバー（T-15）を使用して、ラッチのロッ
クを解除します。

6. ロック用ラッチを開きます。

アクセスパネルが後方にスライドして、シャーシから外れます。

7. アクセスパネルを持ち上げて取り外します。

アクセスパネルをひっくり返してサーバーのフードラベルを探します。このラベルには、コンポーネント
の識別、LED のステータスインジケーター、およびシステムメンテナンススイッチの設定情報への簡単な
アクセス方法が記載されています。

アクセスパネルを取り付ける

手順

1. アクセスパネルのラッチが開いていることを確認します。

2. アクセスパネルのラッチにある穴をシャーシ上のガイドピンに合わせます。
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3. アクセスパネルのラッチを閉じます。

アクセスパネルが完全に閉じるまでスライドさせます。

4. T-15 トルクスドライバーを使用して、アクセスパネルのラッチのネジを締めます。

PCI ライザーケージを取り外す

警告:

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。

注意:

サーバーまたは拡張ボードの損傷を防ぐために、サーバーの電源を切り、すべての電源コードを抜
き取ってから PCI ライザーケージの取り外しまたは取り付けを行ってください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. ノンホットプラグの装置について手順を実行している場合は、すべての電源を切断します。

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. 既存の拡張ボードに接続されているすべてのケーブルを取り外します。

7. 既存の PCI ライザーケージを取り外します。
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ケージは、将来使用できるように保管しておいてください。

PCI ライザーケージを取り付ける

注意:

サーバーまたは拡張ボードの損傷を防ぐために、サーバーの電源を切り、すべての電源コードを抜
き取ってから PCI ライザーケージの取り外しまたは取り付けを行ってください。

手順

1. ケーブル接続された拡張ボードが PCI ライザーケージに取り付けられている場合は、必要な内部ケー
ブルをすべて拡張ボードに接続します。

これらのケーブル接続の要件について詳しくは、オプションに付属のドキュメントを参照してくださ
い。

2. ライザーボードをシステムボード上の対応するコネクターに合わせて、PCI ライザーケージを押し込
みます。

3. アクセスパネルを取り付けます。

4. 次のいずれかの手順を実行します。
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• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

5. サーバーの電源を入れます。

エアバッフルを取り外す

注意:

適切な冷却を確保するために、サーバーを動作させるときは、アクセスパネル、バッフル、拡張ス
ロットカバー、およびブランクを必ず取り付けてください。サーバーがホットプラグ対応コンポー
ネントをサポートしている場合は、アクセスパネルを開ける時間を 小限に抑えてください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. エアバッフルを取り外します。

エアバッフルを取り付ける

注意:

適切な冷却を確保するために、サーバーを動作させるときは、アクセスパネル、バッフル、拡張ス
ロットカバー、およびブランクを必ず取り付けてください。サーバーがホットプラグ対応コンポー
ネントをサポートしている場合は、アクセスパネルを開ける時間を 小限に抑えてください。
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手順

1. エアバッフルを取り付けます。

2. アクセスパネルを取り付けます。

3. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

4. サーバーの電源を入れます。
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セットアップ

オプションサービス
経験豊富な認定を受けたエンジニアによって提供される HPE サポートサービスでは、HPE ProLiant シス
テム専用に作成されたサポートパッケージを通じて、サーバーの安定稼働に貢献します。HPE サポート
サービスをご利用いただくと、ハードウェアサポートとソフトウェアサポートの両方を単一のパッケージ
に統合できます。お客様のビジネスおよび IT ニーズに合わせて、いくつかのサービスレベルオプション
が用意されています。

HPE サポートサービスの購入しやすく使い勝手のよいサポートパッケージは、標準の製品保証を拡張す
るアップグレードされたサービスレベルを提供し、サーバーへの投資を 大限に活用するお手伝いをしま
す。ハードウェア、ソフトウェア、またはその両方の HPE サポートサービスの一部は次のとおりです。

• ファウンデーションケア–システムの稼働を維持します。

◦ 6 時間修復

◦ 4 時間対応 24x7
◦ 翌営業日対応

• プロアクティブケア–サービスインシデントの阻止を支援し、発生した際はテクニカルエキスパートが
対応します。

◦ 6 時間修復

◦ 4 時間対応 24x7
◦ 翌営業日対応

• ハードウェアとソフトウェア両方のスタートアップおよび実装サービス

• HPE 教育サービス–IT スタッフのトレーニングを支援します。

HPE サポートサービスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してくださ
い。

適な環境
サーバーをラックに取り付ける場合、この項の環境基準を満たす場所を選択してください。

空間および通気要件

修理をしやすくし、また通気をよくするために、ラックの設置場所を決定する際には、次の空間要件に
従ってください。

• ラックの正面に 63.5 cm（25 インチ）以上の隙間をあけてください。

• ラックの背面に 76.2 cm（30 インチ）以上の隙間をあけてください。

• ラックの背面から別のラックまたはラック列の背面まで 121.9 cm（48 インチ）以上の隙間をあけてく
ださい。

Hewlett Packard Enterprise 製サーバーは、冷気をフロントドアから吸収して、内部の熱気をリアドアか
ら排出します。したがって、ラックの正面ドアと背面ドアで適切な通気を行い、室内の空気が十分にキャ
ビネットに入るようにする必要があります。また、背面ドアで適切な通気を行い、暖気がキャビネットか
ら出ていくようにする必要があります。

注意:
不十分な冷却や装置の損傷を防止するため、通気用開口部は塞がないようにしてください。

ラック内の縦方向のスペースにサーバーやラックコンポーネントが設置されていない場合、コンポーネン
ト間の隙間が原因でラック全体およびサーバー間の空気の流れが変動することがあります。ブランクパ
ネルですべての隙間を埋め、適切な通気を確保してください。
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注意:
ラック内の空の縦スペースを満たすには必ずブランクパネルを使用してください。これにより、適
切な通気が確保されます。ブランクパネルなしでラックを使用すると、冷却が不適切になり、高温
による損傷が発生する可能性があります。

9000 および 10000 シリーズのラックは、通気のための 64%の開口部を備えた正面および背面ドアの通気
孔から適切なサーバー冷却を提供します。

注意:
Compaq ブランドの 7000 シリーズラックを使用する場合は、前面から背面への適切な通気と冷却機
能を提供するため、ハイエアフローラックドアインサート（42U ラックの場合は PN 327281-B21、
22U ラックの場合は PN 157847-B21）を取り付けます。

注意:

他社製ラックを使用する場合、適切な通気を確保し装置の損傷を防ぐため、以下の追加要件に従っ
てください。

• 正面および背面ドア—42U ラックに正面および背面ドアがある場合、ラックの上部から下部にか
けて 5,350 平方 cm（830 平方インチ）の通気孔（通気に必要な 64 パーセントの開口部と同等）
を均等に確保し、十分な通気が行われるようにします。

• 側面—取り付けたラックコンポーネントとラックのサイドパネルの間は 7 cm（2.75 インチ）以
上の隙間をあける必要があります。

温度要件

装置が安全で正常に動作するように、通気がよく温度管理の行き届いた場所にシステムを取り付けまたは
配置してください。

ほとんどのサーバー製品で推奨している 大周囲動作温度（TMRA）は、35°C（95°F）です。ラックを設
置する室内の温度は、35°C（95°F）を超えてはなりません。

注意:
他社製オプションをインストールする場合に装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• オプションの装置によって、サーバー周囲の通気が妨げられたり、内部のラック温度が許容され
る上限を超えて上昇したりすることがないようにしてください。

• 製造元の TMRA を超えないでください。

電源要件

この装置は、資格のある電気技師が情報技術機器の取り付けについて規定したご使用の地域の電気規格に
従って取り付けしなければなりません。この装置は、NFPA 70, 1999 Edition（全国的な電気規約）および
NFPA-75, 1992（電気コンピューター/データ処理装置の保護に関する規約）の適用対象となる取り付けで
動作するよう設計されています。オプションの電源の定格については、製品の定格ラベルまたはそのオプ
ションに付属のユーザードキュメントを参照してください。

警告:
けが、火災、または装置の損傷を防止するために、ラックに電源を供給する AC 電源分岐回路の定
格負荷を超えないようにしてください。施設の配線および取り付け要件については管轄する電力会
社にお問い合わせください。
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注意:
サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用
してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護
し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

サーバーを 2 台以上取り付ける場合は、すべてのデバイスに安全に電源を供給するために、追加の配電装
置を使用しなければならないことがあります。次のガイドラインに従ってください。

• サーバーの電源の負荷は、使用可能な AC 電源分岐回路間で均一になるようにしてください。

• システム全体の AC 電流負荷が、分岐回路の AC 電流定格の 80％を超えないようにしてください。

• この装置には、一般のコンセント付き延長コードは使用しないでください。

• サーバーには専用の電気回路を用意してください。

ホットプラグ対応電源装置と、さまざまなシステム構成でのサーバーの消費電力を調べるための計算ツー
ルについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Power Advisor の Web サイトを参照してください。

アース要件

適切な動作および安全のために、このサーバーは正しくアースされている必要があります。米国では、必
ず地域の建築基準だけでなく、NFPA 70、1999 Edition（National Electric Code）第 250 項に従って装置
を設置してください。カナダでは、Canadian Standards Association, CSA C22.1, Canadian Electrical
Code に従って装置を取り付ける必要があります。その他のすべての国では、International
Electrotechnical Commission（IEC）Code 364 の第 1 部から第 7 部など、地域または全国的な電気配線規
約に従って装置を取り付ける必要があります。さらに、分岐配線、コンセントなど、取り付けで使用され
るすべての配電デバイスがリストに記載された、または認可されたアース付き装置であることを確認する
必要があります。

同じ電源に接続された複数のサーバーから発生する高圧漏れ電流を防止するために、Hewlett Packard
Enterprise は建物の分岐回路に固定的に接続されているか、工業用プラグに接続される着脱不能コードを
装備した、PDU を使用することをおすすめします。NEMA ロック式プラグ、または IEC 60309 に準拠す
るプラグは、この目的に適しています。サーバーに一般的な電源延長コードを使用することは推奨されま
せん。

サーバーの警告および注意事項

警告:

このサーバーは重量があります。けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• 手動での装置の取り扱いに関する、地域の労働衛生および安全に関する要件およびガイドライン
に従ってください。

• サーバーの取り付けおよび取り外し作業中には、特に本体がレールに取り付けられていない場
合、必ず適切な人数で製品を持ち上げたり固定したりする作業を行ってください。ラックサーバ
ーを取り付ける際は必ず、2 人以上で作業を行うことをおすすめします。装置を胸より高く持ち
上げるときは、サーバーの位置を合わせるために 3 人目の人が必要になる場合があります。

• サーバーをラックへ取り付ける、またはラックから取り外す際には、サーバーがレールに固定さ
れていないと、不安定になるので注意してください。

警告:

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。
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警告:

けが、感電、または装置の損傷を防止するために、電源コードを抜き取って、サーバーに電源が供
給されないようにしてください。フロントパネルにある電源ボタンではシステムの電源を完全に切
ることはできません。AC 電源コードを抜き取るまで、電源装置の一部といくつかの内部回路はアク
ティブのままです。

注意:

サーバーを不安定な電源および一時的な停電から保護するために、UPS（無停電電源装置）を使用
してください。UPS は、電源サージや電圧スパイクによって発生する損傷からハードウェアを保護
し、停電中でもシステムが動作を継続できるようにします。

注意:
アクセスを開けたまま、または取り外したまま長時間サーバーを動作させないでください。この状
態でサーバーを動作させると、通気が正しく行われず、冷却機構が正常に動作しなくなるため、高
温によって装置が損傷する可能性があります。

ラックに関する警告

警告:
けがや装置の損傷を防止するために、次の注意事項を守ってください。

• ラックの水平脚を床まで延ばしてください。

• ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。

• 1 つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。

• 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。

• コンポーネントは、一度に 1 つずつしか広げることができません。一度に複数のコンポーネント
を引き出すと、ラックが不安定になる場合があります。

警告:
けがや装置の損傷を防止するために、ラックを降ろすときには、次の点に注意してください。

• 荷台からラックを降ろす際は、2 人以上で作業を行ってください。42U ラックは何も載せていな
い場合でも重量が 115 kg で、高さは 2.1 m を超えることがあるため、キャスターを使って移動
させるときに不安定になる可能性があります。

• ラックを傾斜路に沿って移動する際は、ラックの正面に立たないで、必ず、両側から支えてくだ
さい。

警告:

けがや装置の損傷を防止するために、コンポーネントをラックの外に引き出す前にラックを正しく
安定させてください。コンポーネントは一度に 1 つずつ引き出してください。一度に複数のコンポ
ーネントを引き出すと、ラックが不安定になる場合があります。

警告:

サーバーを Telco ラックに取り付ける場合、ラックフレームの上部と下部が壁や床などに正しく固
定されていることを確認してください。
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サーバーの梱包内容を確認する
サーバーの梱包箱を開梱して、サーバーの取り付けに必要な装置とドキュメントが同梱されていることを
確認してください。サーバーをラックに取り付けるために必要なラックマウント用ハードウェア部品は、
すべてラックまたはサーバーシャーシに同梱されています。

サーバーの梱包箱の内容は、次のとおりです。

• サーバー

• 電源コード

• ハードウェアドキュメントおよびソフトウェア製品

• ラックマウント用ハードウェアおよびドキュメント

以上の同梱品に加えて、次のものが必要になる場合があります。

• オペレーティングシステムまたはアプリケーションソフトウェア

• ハードウェアオプション

• ドライバー

ハードウェアオプションを取り付ける
ハードウェアオプションを取り付けてから、サーバーを初期設定してください。オプションの取り付けに
ついては、オプションのドキュメントを参照してください。サーバー固有の情報については、「ハードウ
ェアオプションの取り付け」を参照してください。

サーバーをラックに取り付ける
サーバーを角穴、丸穴、またはネジ穴付きのラックに取り付けるには、ラックハードウェアキットに付属
の説明を参照してください。

Web サイト上にあるサーバー固有の説明に従って、ラックブラケットを取り付けます。

警告:
このサーバーは重量があります。けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してくだ
さい。

• 手動での装置の取り扱いに関する、地域の労働衛生および安全に関する要件およびガイドライン
に従ってください。

• サーバーの取り付けおよび取り外し作業中には、特に本体がレールに取り付けられていない場
合、必ず適切な人数で製品を持ち上げたり固定したりする作業を行ってください。ラックサーバ
ーを取り付ける際は必ず、2 人以上で作業を行うことをおすすめします。装置を胸より高く持ち
上げるときは、サーバーの位置を合わせるために 3 人目の人が必要になる場合があります。

• サーバーをラックへ取り付ける、またはラックから取り外す際には、サーバーがレールに固定さ
れていないと、不安定になるので注意してください。

注意:
も重いアイテムがラックの 下部になるように、常にラックの取り付けを計画してください。

も重いアイテムを 初に取り付け、下から上へとラックへの搭載を続けてください。

Hewlett Packard Enterprise 製、Compaq ブランド、Telco、または他社製ラックにサーバーを取り付ける
には、以下の手順に従ってください。

手順

1. サーバーとケーブルマネジメントアームオプションをラックに取り付けます。クイックデプロイレー
ルシステムに付属のドキュメントを参照してください。

2. 周辺装置をサーバーに接続します。
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警告:
感電、火災または装置の損傷を防止するために、電話または電気通信用のコネクターを RJ-45 コ
ネクターに接続しないようにしてください。

3. ノンホットプラグ電源装置を使用するサーバー：サーバーをスライドさせてエンクロージャーに押し
込むまたはエンクロージャーから引き出す際に誤って電源コードを切断しないように、電源コードを
ストレインリリーフクリップに通して固定します。

a. クリップの位置が電源コードに近すぎて、電源コードプラグの接続を妨げている場合は、クリップ
を後方にスライドします。

b. 電源コードをサーバーに接続します。

c. クリップの上の部分を押し、クリップを引っ張って開きます。

d. クリップの内側に電源コードを配置し、クリップを閉じます。

e. 電源コードのプラグの端にぴったり重なるまでクリップを前方にスライドします。
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4. ホットプラグ対応電源装置を使用するサーバー：エンクロージャーでサーバーをスライドさせて出し
入れするときに誤って電源コードを抜き取ることを防止するために、パワーインプットモジュールの
ハンドルに取り付けられているストレインリリーフストラップで電源コードを固定します。

a. ストレインリリーフストラップをパワーインプットモジュールのハンドルから外します。

注意:
電源コードまたはサーバーのケーブルの内部ワイヤーの損傷を防止するために、きつく曲げる
ことは避けてください。電源コードやサーバーのケーブルを被覆材にしわができるほどきつ
く曲げないでください。

b. 次の図に示す位置で電源コードのプラグの端を曲げます。

c. 電源コードをストレインリリーフストラップで固定します。
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5. サーバーのリアパネルの電源コードとその他のケーブルの配線と管理には、ベストプラクティスを採
用してください。

重要:
ケーブルマネジメントアームコンポーネントを使用する場合は、ラックからサーバーを引き出す
際にケーブルが損傷しないように各ケーブルに十分なたるみをもたせてください。

6. サーバーの出荷梱包に含まれている面ファスナーストラップを使用して、電源コードと他のリアパネ
ルのケーブルをラックレールに固定します。

7. 電源コードを電源に接続します。

警告:
感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。

• 電源コードのアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要で
す。

• 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してくだ
さい。

• 電源装置の電源を切る場合は、電源コードを電源装置から抜き取ってください。

• 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線
してください。プラグ、電源コンセント、サーバーと電源コードの接続部には、特に注意し
てください。

ラックレールの面ファスナーストラップの取り付け
ラックレールの面ファスナーストラップは、左側または右側のラックレールのいずれかに取り付けること
ができます。ケーブルを管理しやすくするために、左側のラックレールに取り付けることをおすすめしま
す。

ラックレールの面ファスナーストラップを取り付けるには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーをラックに取り付けます。

2. ラックレールの面ファスナーストラップを取り付けます。

a. リアパネルのケーブルをラックレールに押し当て、ストラップをラックレールに巻き付けます。
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注意:

ラックに取り付けるフルレングスサーバーの放熱や動作の妨げにならないようにするため、ス
トラップの端や留め具の部分がラックレールの外側に向くようにしてください。

b. 面ファスナーストラップの端をバックルに通して輪にします。

複数の面ファスナーストラップを同じラックで使用する場合は、上から下を見たときにストラップの
位置が重なり合わないようにストラップの位置をずらします。このように位置調整すれば、ラックレ
ールをスライドさせて簡単にラックに取り付けたりラックから取り外したりできるようになります。

オペレーティングシステムをインストールする
ProLiant サーバーには、プロビジョニングメディアは同梱されていません。システムソフトウェアおよび
ファームウェアを管理し、インストールするために必要なものは、すべてサーバーにプリロードされてい
ます。

サーバーを正しく動作させるには、サポートされているオペレーティングシステムをインストールする必
要があります。サポートされていないオペレーティングシステムを実行しようとすると、重大で予期しな
い結果になる可能性があります。オペレーティングシステムサポートの 新情報については、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

ProLiant Gen9 サーバーの UEFI 要件に従わない場合、オペレーティングシステムのインストールでのエ
ラー、ブートメディアの認識の失敗、およびその他のブート障害が発生することがあります。これらの要
件について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの HPE UEFI 要件を参照してくださ
い。

サーバーにオペレーティングシステムをインストールするには、次のいずれかの方法を使用してくださ
い。

• Intelligent Provisioning—単一サーバーの展開、更新、およびプロビジョニング機能の場合。

（ローカルまたはリモートで）Intelligent Provisioning を使用してサーバーにオペレーティングシステム
をインストールするには、以下の手順に従ってください。

1. サーバーのネットワークコネクターとネットワークジャックを Ethernet ケーブルで接続します。

2. 電源ボタンを押します。

3. サーバーの POST 実行中に、F10 キーを押します。

4. Intelligent Provisioning の初期設定と登録関連を完了します。
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5. ホーム画面で、構成とインストールをクリックします。

6. インストールを終了するには、画面のメッセージに従ってください。ファームウェアおよびシステ
ムソフトウェアを更新するには、インターネット接続が必要です。

• Insight Control サーバープロビジョニング—マルチサーバーリモート OS の展開の場合、自動化された
ソリューションとして Insight Control サーバープロビジョニングを使用します。詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトで Insight Control のドキュメントを参照してください。

追加のシステムソフトウェアおよびファームウェアアップデートについては、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトから Service Pack for ProLiant（SPP）をダウンロードしてください。インス
トールされているソフトウェアまたはコンポーネントで古いバージョンが必要な場合を除き、サーバーを
初に使用する前に、ソフトウェアとファームウェアを更新しておく必要があります。

詳しくは、「システムの 新状態の維持」を参照してください。

上記のインストール方法について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してくだ
さい。

UEFI ブートモードでのブートオプションの選択
UEFI ブートモードで稼動しているサーバーでは、ブートコントローラーおよびブート順序が自動的に設
定されます。

手順

1. 電源ボタンを押します。

2. 初の起動中に、次の手順を実行します。

• サーバー構成 ROM のデフォルト設定を変更するには、ProLiant の POST 画面で F9 キーを押して、
UEFI システムユーティリティ画面に切り替えます。デフォルトでは、システムユーティリティの
メニューは英語で表示されます。

• サーバーの構成を変更する必要がなく、システムソフトウェアをインストールする準備ができてい
る場合は、F10 キーを押して Intelligent Provisioning にアクセスします。

自動構成について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある UEFI のドキュメントを
参照してください。

ブートオプションの選択
このサーバーでは、レガシー BIOS ブートモードと UEFI ブートモードの両方をサポートしています。
UEFI ブートモードで稼働しているサーバーでは、ブートコントローラーおよびブート順序が自動的に設
定されます。

手順

1. 電源ボタンを押します。

2. 次のいずれかの手順を実行します。

a. UEFI システムユーティリティ画面にして、サーバー構成 ROM のデフォルト設定を変更するには、
ProLiant の POST 画面で F9 キーを押します。以下のいずれかのブートモードを選択します。

• レガシー BIOS
• UEFI（デフォルト）

b. サーバーの構成を変更する必要がなく、システムソフトウェアをインストールする準備ができてい
る場合は、F10 キーを押して Intelligent Provisioning にアクセスします。

自動構成について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある UEFI のドキュメントを
参照してください。
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サーバーを登録する
より迅速なサービスとより効果的なサポートを受けるには、Hewlett Packard Enterprise 製品登録 Web
サイトで製品を登録してください。
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ハードウェアオプションの取り付け

はじめに
複数のオプションを取り付ける場合は、すべてのハードウェアオプションのインストール手順をよく読ん
で類似の手順を確認してから、効率よく取り付け作業を行うようにしてください。

警告:
表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。

注意:
電子部品の損傷を防止するために、適切な静電気防止処理を行ってから取り付け、取り外し、また
は交換手順を開始してください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があり
ます。

セキュリティベゼルオプションの取り付け
セキュリティベゼルを使用すると、フロントパネルのコンポーネントへの許可のない物理的アクセスを防
ぐことができます。セキュリティベゼルを取り付けて、キットに付属しているキーでロックします。セキ
ュリティベゼルは、クイックリリースラッチラックイヤーを使用しているサーバーでのみサポートされま
す。

1

2

3

4

ドライブオプション
サーバーは、 大 2 台のホットプラグ対応またはノンホットプラグ LFF（3.5 型）ドライブまたは 大 4
台のホットプラグ対応 SFF（2.5 型）ドライブをサポートします。

内蔵ストレージコントローラーは、SATA ドライブの取り付けをサポートします。

SAS ドライブを取り付ける場合は、ホストバスアダプターまたは Smart アレイコントローラーボードオ
プションを取り付けます。製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してください。
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ドライブの取り付けのガイドライン

サーバーにドライブを追加するときには、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

• システムがすべてのデバイス番号を自動的に設定します。

• ドライブの番号順に基づいて、ドライブベイを取り付けます。デバイス番号が一番小さいドライブベ
イから開始します。

• すべてのドライブを同じドライブアレイにまとめる場合は、次の条件を満たす必要があります。

◦ すべてが SAS、またはすべてが SATA でなければなりません。

◦ すべてがハードディスクドライブ、またはすべてがソリッドステートドライブでなければなりませ
ん。

◦ ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、 も効率的にストレージ容量を
使用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。

ノンホットプラグドライブの取り付け

注意:

不適切な冷却や熱による破損を防止するために、すべてのベイにコンポーネントまたはブランクが
挿入されていない限り、サーバーを操作しないでください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. ドライブキャリアを取り外します。

12

3

5. 2 つの金属製のブラケットをドライブキャリアから取り外します。

1

1

1

2

2

1
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6. キャリアにドライブを取り付けます。

1

2

2

2

2

7. ドライブを取り付けます。

1

2

8. 各電源コードをサーバーに接続します。

9. 各電源コードを電源に接続します。

10. サーバーの電源を入れます。

11. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

アレイを構成するには、HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト）を参照してください。

ホットプラグ対応ドライブの取り付け

注意:

不適切な冷却や熱による破損を防止するために、すべてのベイにコンポーネントまたはブランクが
挿入されていない限り、サーバーを操作しないでください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. ドライブブランクを取り外します。
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1

2

3. ドライブを準備します。

4. ドライブを取り付けます。

1

2

5. ドライブ LED の定義から、ドライブのステータスを確認します。

6. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

アレイを構成するには、HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト）を参照してください。

ドライブケーブルオプション
Smart アレイコントローラーオプションを取り付けるには、これらのドライブケーブルオプションを使用
します。

2 ベイ LFF（3.5 型）Smart アレイコントローラー Mini-SAS ケーブルオプショ
ン

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してください。
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手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. システムボードとドライブバックプレーンから既存の Mini-SAS ケーブルを抜き取ります。

7. PCI ライザーケージを取り外します。

8. ライザーケージのスロット 2 からブランクを取り外します。

9. Smart アレイコントローラーを取り付けます。

a. コントローラーにエアスクープが取り付けられている場合は、取り外します。
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b. FBWC を取り付ける場合は、この時点で取り付けます。

c. スロット 2 に Smart アレイコントローラーを取り付けます。

10. Mini-SAS ケーブルを Smart アレイコントローラーに接続します。

11. PCI ライザーボードをシステムボード上の対応するコネクターに合わせて、ライザーケージを押し込
みます。
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注記:

不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するために、すべての PCI スロットに必ず、
拡張スロットカバーか拡張ボードのいずれかを実装してサーバーを動作させてください。

12. Mini-SAS ケーブルをドライブバックプレーンに接続します。

13. アクセスパネルを取り付けます。

14. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付ける

15. 各電源コードをサーバーに接続します。

16. 各電源コードを電源に接続します。

17. サーバーの電源を入れます。

18. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。
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4 ベイ SFF（2.5 型）Smart アレイコントローラー Mini-SAS ケーブルオプショ
ン

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. システムボードとドライブバックプレーンから既存の Mini-SAS ケーブルを抜き取ります。

7. PCI ライザーケージを取り外します。

8. ライザーケージのスロット 2 からブランクを取り外します。

9. Smart アレイコントローラーを取り付けます。

a. コントローラーにエアスクープが取り付けられている場合は、取り外します。
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b. FBWC を取り付ける場合は、この時点で取り付けます。

c. スロット 2 に Smart アレイコントローラーを取り付けます。

10. Mini-SAS ケーブルを Smart アレイコントローラーに接続します。

11. PCI ライザーボードをシステムボード上の対応するコネクターに合わせて、ライザーケージを押し込
みます。
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注記:

不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するために、すべての PCI スロットに必ず、
拡張スロットカバーか拡張ボードのいずれかを実装してサーバーを動作させてください。

12. Mini-SAS ケーブルをドライブバックプレーンに接続します。

13. アクセスパネルを取り付けます。

14. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付ける

15. 各電源コードをサーバーに接続します。

16. 各電源コードを電源に接続します。

17. サーバーの電源を入れます。

18. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。
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ストレージコントローラーオプション
サーバーには、内蔵 Dynamic Smart アレイ B140i コントローラーが標準装備されています。この内蔵コ
ントローラーは、UEFI ブートモードでのみサポートされます。コントローラーおよびその機能について
詳しくは、HPE Dynamic Smart アレイ B140i RAID コントローラーユーザーガイド（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト）を参照してください。

内蔵アレイコントローラーについて、アップグレードオプションが用意されています。サポートされるオ
プションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照して
ください。

アレイを構成するには、HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト）を参照してください。

このサーバーは、FBWC をサポートします。FBWC は、キャッシュモジュールと Smart ストレージバッ
テリパックから構成されます。DDR キャッシュモジュールは、内蔵 Gen9 P シリーズ Smart アレイコン
トローラーが書き込んだデータをバッファーに集め保存します。

このサーバーは、96-W Smart ストレージバッテリパックをサポートします。このバッテリパックは、
大 24 のデバイスをサポートできます。このような環境でのデバイスとは、キャッシュモジュールに関連
付けられた Smart アレイコントローラーまたは NVDIMM を指します。

取り付けたときに、バッテリパックの充電状態が低下している場合があります。バッテリの充電状態が低
下している場合、サーバーの電源を入れると、バッテリパックが一時的に無効であることを示す POST エ
ラーメッセージが表示されます。必要な処置はありません。内部回路が自動的にバッテリを再充電し、バ
ッテリパックを有効にします。システムの電源を入れると、このプロセスに約 2 時間かかる場合がありま
す。

バッテリパックが完全に充電されていれば、システムの電源が故障しても 長 150 秒間電源が供給されま
す。この間に、キャッシュに保存されているデータをコントローラーが DDR メモリからフラッシュメモ
リに転送します。フラッシュメモリに移されたデータの保存期間は決まっていないか、またはコントロー
ラーがデータを受け取るまでです。電源の故障が発生した場合、データ保護および時間制限も適用されま
す。システムの電源が復旧すると、初期化プロセスで、保護されたデータがストレージドライブに書き込
まれます。

注意:

キャッシュモジュールコネクターは、業界標準の DDR3 ミニ DIMM を使用しません。他のコントロ
ーラーモデル用に設計されたキャッシュモジュールとこのコントローラーを組み合わせて使用する
と、コントローラーが正常に動作せずデータが消失する場合がありますので、そのような使用法は
避けてください。また、このキャッシュモジュールをサポートされていないコントローラーモデル
に移動しないでください。データが消失する場合があります。

注意:

サーバーの誤動作や装置の損傷を防止するために、アレイ容量の拡張、RAID レベルの移行、または
ストライプサイズの移行の進行している間は、バッテリパックの追加または取り外しを行わないで
ください。

注意:

サーバーの電源が切られた後は、30 秒間待ってオレンジ色の LED を確認してから、キャッシュモ
ジュールからケーブルを取り外してください。30 秒後にオレンジ色の LED が点滅している場合
は、キャッシュモジュールからケーブルを取り外さないでください。キャッシュモジュールがデー
タをバックアップ中です。オレンジ色の LED の点滅中にケーブルを取り外すと、データが失われま
す。
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ストレージコントローラーと FBWC モジュールオプションの取り付け

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. PCI ライザーケージを取り外します。

7. FBWC モジュールを使用する場合は、ストレージコントローラーにモジュールを取り付けます。

a. Smart アレイ P440 コントローラーを取り付けている場合は、エアスクープを取り外します。

b. キャッシュモジュールバックアップ電源ケーブルをモジュールに接続します。

c. ストレージコントローラーにキャッシュモジュールを取り付けます。
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8. スロット 2 に Smart アレイコントローラーを取り付けます。

9. 必要なすべての内部ケーブルをストレージコントローラーに接続します。

内蔵ドライブのケーブル接続については、「ストレージのケーブル接続」を参照してください。

10. PCI ライザーケージを取り付けます。

11. ストレージコントローラーのケーブルのもう一端をドライブバックプレーンに接続します。

内蔵ドライブのケーブル接続については、「ストレージのケーブル接続」を参照してください。

12. FBWC ケーブルをシステムボードに接続します。

詳しくは、「FBWC モジュールのケーブル接続」を参照してください。

13. Smart ストレージバッテリを取り付ける場合は、この時点で取り付けます。

14. アクセスパネルを取り付けます。

15. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

16. 各電源コードをサーバーに接続します。

17. 各電源コードを電源に接続します。

18. サーバーの電源を入れます。

19. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

20. 新しいドライブを取り付ける場合は、この時点で取り付けます。

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

アレイを構成するには、HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト）を参照してください。
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Smart ストレージバッテリオプションの取り付け

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

注意:

外付データストレージを使用しているシステムでは、必ず、サーバーの電源を 初に切り、電源を
入れるときはサーバーの電源を 後に入れてください。こうすることで、サーバーが起動したとき
にシステムが外付ドライブを故障とみなす誤動作を防止できます。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. エアバッフルを取り外します。

7. スロットカバーを取り外します。

8. Smart ストレージバッテリホルダーを取り付けます。
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9. Smart ストレージバッテリを取り付け、システムボードのコネクターにバッテリケーブルを接続しま
す。

10. エアバッフルを取り付けます。

11. アクセスパネルを取り付けます。

12. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

13. 各電源コードをサーバーに接続します。

14. 各電源コードを電源に接続します。

15. サーバーの電源を入れます。

16. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。
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M.2 SSD SATA ケーブルとオプティカルドライブの拡張電源
ケーブルオプション

1 つの M.2 SSD と 1 台のオプティカルドライブの取り付け

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. ノンホットプラグの装置について手順を実行している場合は、すべての電源を切断します。

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. オプティカルドライブブランクを取り外します。

7. オプティカルドライブを取り付けて、オプティカルドライブキットに含まれているネジで固定しま
す。

54  M.2 SSD SATA ケーブルとオプティカルドライブの拡張電源ケーブルオプション

http://www.hpe.com/info/smartstorage/docs
http://www.hpe.com/info/smartstorage/docs


8. ケーブルを接続し、配線します。

a. オプティカルドライブオプションキットに含まれているケーブルアセンブリをオプティカルドラ
イブの背面に接続します。

b. 電源ケーブルをオプティカルドライブの拡張電源ケーブルに接続します。

c. 拡張ケーブルと SATA ケーブルをシステムボードに接続します。

• 2 ベイ LFF（3.5 型）の構成

• 4 ベイ SFF（2.5 型）の構成
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9. PCI ライザーケージを取り外します。

10. M.2 SSD 対応ボードを取り付ける適切な PCIe スロットを選択し、その PCIe ブランクを取り外しま
す。

• スロット 1

• スロット 2

11. M.2 SSD 対応ボードをスロット 1 に取り付ける場合は、以下を実行します。

a. フルハイトブラケットを M.2 SSD 対応ボードから取り外します。
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1

2

1

b. ロープロファイルブラケットを M.2 SSD 対応ボード上に取り付けます。

1

2

2

12. M.2 SSD 対応ボードを PCI ライザーケージに取り付けてから、対応ボードに SATA ケーブルを接続
します。

• スロット 1
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• スロット 2

13. PCI ライザーケージを取り付けます。

14. システムボードの SATA コネクターに SATA ケーブルを接続します。

15. ライザーケージの構成に基づき、次の方法で M.2 SSD SATA ケーブルを配線します。

• 2 ベイ LFF（3.5 型）の構成

◦ FlexibleLOM ライザーケージアセンブリのスロット 2

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 1
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◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 2

• 4 ベイ SFF（2.5 型）の構成

◦ FlexibleLOM ライザーケージアセンブリのスロット 2
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◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 1

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 2
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16. アクセスパネルを取り付けます。

17. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

18. 各電源コードをサーバーに接続します。

19. 各電源コードを電源に接続します。

20. サーバーの電源を入れます。

21. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

2 つの M.2 SSD の取り付け

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. PCI ライザーケージを取り外します。

7. M.2 SSD 対応ボードを取り付ける適切な PCIe スロットを選択し、その PCIe ブランクを取り外しま
す。

• スロット 1
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• スロット 2

8. M.2 SSD 対応ボードをスロット 1 に取り付ける場合は、以下を実行します。

a. フルハイトブラケットを M.2 SSD 対応ボードから取り外します。

1

2

1

b. ロープロファイルブラケットを M.2 SSD 対応ボード上に取り付けます。
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1

2

2

9. M.2 SSD 対応ボードを PCI ライザーケージに取り付けてから、対応ボードに SATA ケーブルを接続
します。

• スロット 1

• スロット 2

10. PCI ライザーケージを取り付けます。

11. システムボードの SATA コネクターに SATA ケーブルを接続します。

12. ライザーケージの構成に基づき、次の方法で M.2 SSD SATA ケーブルを配線します。

• 2 ベイ LFF（3.5 型）の構成
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◦ FlexibleLOM ライザーケージアセンブリのスロット 2

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 1

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 2
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• 4 ベイ SFF（2.5 型）の構成

◦ FlexibleLOM ライザーケージアセンブリのスロット 2

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 1
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◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 2

13. アクセスパネルを取り付けます。

14. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

15. 各電源コードをサーバーに接続します。

16. 各電源コードを電源に接続します。

17. サーバーの電源を入れます。

18. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

メモリオプション

メモリおよびプロセッサー情報

このサーバーのメモリサブシステムは、UDIMM のみをサポートします。

以下のプロセッサーは、 大 2133 MT/s で動作するシングルランクおよびデュアルランクの PC4-2133
（DDR4-2133）UDIMM 用に 適化されています。
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• インテル Xeon E3-1200 v5 プロセッサー

• 3.30-GHz インテル Pentium G4400 プロセッサーおよび 3.50-GHz インテル Pentium G4500 プロセッ
サー

• 3.70-GHz インテル Core i3-6100 プロセッサーおよび 3.80-GHz インテル Core i3-6300 プロセッサー

以下のプロセッサーは、 大 2400 MT/s で動作するシングルランクおよびデュアルランクの PC4-2400T
（DDR4-2400）UDIMM 用に 適化されています。

• インテル Xeon E3-1200 v6 プロセッサー

• 3.50-GHz インテル Pentium G4560 プロセッサーおよび 3.60-GHz インテル Pentium G4600 プロセッ
サー

• 3.90-GHz インテル Core i3-7100 プロセッサーおよび 4.00-GHz インテル Core i3-7300 プロセッサー

新のメモリ構成について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある製品の
QuickSpecs を参照してください。

DIMM の仕様

インテル Xeon E3-1200 v5 プロセッサー、3.30-GHz インテル Pentium G4400 プロセッサー、3.50-GHz
インテル Pentium G4500 プロセッサー、3.70-GHz インテル Core I3-6100 プロセッサー、または 3.80-
GHz インテル Core i3-6300 プロセッサー：

タイプ ランク 容量 ネイティブ速度 電圧

UDIMM シングル 4 GB 2133 MT/s STD

UDIMM シングル 8 GB 2133 MT/s STD

UDIMM デュアル 8 GB 2133 MT/s STD

UDIMM デュアル 16 GB 2133 MT/s STD

インテル Xeon E3-1200 v6 プロセッサー、3.50-GHz インテル Pentium G4560 プロセッサー、3.60-GHz
インテル Pentium G4600 プロセッサー、3.90-GHz インテル Core i3-7100 プロセッサー、または 4.00-GHz
インテル Core i3-7300 プロセッサー：

タイプ ランク 容量 ネイティブ速度 電圧

UDIMM シングル 8 GB 2400 MT/s STD

UDIMM デュアル 16 GB 2400 MT/s STD

取り付け済み DIMM 速度（MT/s）

メモリ動作速度は、定格 DIMM 速度、チャネルごとに取り付けられている DIMM の数、プロセッサーモ
デル、および UEFI システムユーティリティの BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）で選択されている
速度に応じて変化します。

インテル Xeon E3-1200 v5 プロセッサー、3.30-GHz インテル Pentium G4400 プロセッサー、3.50-GHz
インテル Pentium G4500 プロセッサー、3.70-GHz インテル Core I3-6100 プロセッサー、または 3.80-
GHz インテル Core i3-6300 プロセッサー：

タイプ ランク チャネル当たり 1 枚の
DIMM

チャネル当たり 2 枚の
DIMM

UDIMM シングル 2133 MT/s 2133 MT/s

UDIMM デュアル 2133 MT/s 2133 MT/s

インテル Xeon E3-1200 v6 プロセッサー、3.50-GHz インテル Pentium G4560 プロセッサー、3.60-GHz
インテル Pentium G4600 プロセッサー、3.90-GHz インテル Core i3-7100 プロセッサー、または 4.00-GHz
インテル Core i3-7300 プロセッサー：
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タイプ ランク チャネル当たり 1 枚の
DIMM

チャネル当たり 2 枚の
DIMM

UDIMM シングル 2400 MT/s 2400 MT/s

UDIMM デュアル 2400 MT/s 2400 MT/s

大メモリ容量

大メモリ容量は、DIMM の容量、取り付けられている DIMM の数、およびメモリのタイプに応じて変化
します。

インテル Xeon E3-1200 v5 プロセッサー、3.30-GHz インテル Pentium G4400 プロセッサー、3.50-GHz
インテル Pentium G4500 プロセッサー、3.70-GHz インテル Core I3-6100 プロセッサー、または 3.80-
GHz インテル Core i3-6300 プロセッサー：

DIMM タイプ DIMM ランク 大容量

UDIMM シングルランク（4 GB） 16

UDIMM シングルランク（8 GB） 32

UDIMM デュアルランク（8 GB） 32

UDIMM デュアルランク（16 GB） 64

インテル Xeon E3-1200 v6 プロセッサー、3.50-GHz インテル Pentium G4560 プロセッサー、3.60-GHz
インテル Pentium G4600 プロセッサー、3.90-GHz インテル Core i3-7100 プロセッサー、または 4.00-GHz
インテル Core i3-7300 プロセッサー：

DIMM タイプ DIMM ランク 大容量

UDIMM シングルランク（8 GB） 32

UDIMM デュアルランク（16 GB） 64

メモリサブシステムアーキテクチャー

このサーバーのメモリサブシステムは、チャネルに分けられます。各プロセッサーは 2 つのチャネルをサ
ポートし、各チャネルは 2 つの DIMM スロットをサポートします。

チャネル 取り付け順序 スロット番号

1 A

C

3

4

2 B

D

1

2

DIMM スロットは、番号および文字によって識別されます。文字は、取り付け順序を示します。スロット
番号は、起動中に ROM メッセージによって報告され、エラー報告に使用されます。

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してください。

シングル、デュアル、およびクアッドランク DIMM
メモリ保護モードを正しく理解して構成するには、シングル、デュアル、クアッドランク DIMM について
理解すると役に立ちます。一部の DIMM 構成要件は、これらの分類に基づいています。
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シングルランク DIMM は、メモリの読み書き中にアクセスされる 1 組のメモリチップを備えています。デ
ュアルランク DIMM は、同じモジュールに 2 枚のシングルランク DIMM を備えることに似ていますが、
一度に 1 つのランクにしかアクセスできません。クアッドランク DIMM は、事実上、同じモジュールに存
在する 2 枚のデュアルランク DIMM です。一度に 1 つのランクにしかアクセスできません。サーバーの
メモリ制御サブシステムは、DIMM を読み書きするときに DIMM 内の適切なランクを選択します。

デュアルおよびクアッドランク DIMM は、既存のメモリテクノロジーで 大の容量を提供します。たとえ
ば、現在の DRAM テクノロジーが 8 GB シングルランク DIMM をサポートする場合、デュアルランク
DIMM は 16 GB、クアッドランク DIMM は 32 GB になります。

LRDIMM は、クアッドランク DIMM としてラベル付けされます。この DIMM には 4 ランクの DRAM が存
在しますが、LRDIMM バッファーによる抽象化によって、システムにはデュアルランク DIMM として認
識されます。LRDIMM バッファーにより、DRAM の電気装荷がシステムから分離されるため、動作速度
が向上します。そのため、クアッドランク RDIMM より高いメモリ動作速度が可能です。

DIMM の確認

DIMM の特長を確認するには、DIMM に貼り付けられているラベルと以下のイラストおよび表を参照して
ください。

番号 説明 意味

1 容量 8 GB

16 GB

32 GB

64 GB

2 ランク 1R = シングルランク

2R = デュアルランク

4R = クアッドランク

3 データ幅 x4 = 4 ビット

x8 = 8 ビット

4 メモリ世代 DDR4

5 メモリの 大速度 2133 MT/s

2400 MT/s

表は続く

DIMM の確認 69



番号 説明 意味

6 CAS レイテンシ P = 15

T = 17

7 DIMM タイプ R = RDIMM（レジスター付き）

L = LRDIMM（低負荷）

E = UDIMM（バッファーなし、ECC 付き）

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してください。

メモリ構成

サーバーの可用性を 適なものにするために、サーバーではアドバンスト ECC AMP モードがサポートさ
れます。

• アドバンスト ECC - 大 4 ビットのエラー訂正を提供します。このモードは、このサーバーのデフォ
ルトオプションです。

アドバンストメモリプロテクションオプションは、BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）で構成されま
す。取り付けられている DIMM 構成が必要な AMP モードをサポートしていない場合は、サーバーはアド
バンスト ECC モードで起動します。詳しくは、HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユー
ティリティユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。

アドバンスト ECC メモリの構成

アドバンスト ECC メモリは、このサーバーのデフォルトのメモリ保護モードです。標準 ECC は、シング
ルビットのメモリエラーを訂正でき、マルチビットのメモリエラーを検出できます。標準 ECC を使用し
てマルチビットエラーが検出された場合は、エラーがサーバーに通知されて、サーバーは停止します。

アドバンスト ECC は、一部のマルチビットメモリエラーからサーバーを保護します。アドバンスト ECC
は、シングルビットメモリエラーを訂正でき、障害の発生したすべてのビットが DIMM の同じ DRAM デ
バイスにある場合は、4 ビットメモリエラーも訂正できます。

アドバンスト ECC は、標準 ECC よりも強力な保護を提供します。アドバンスト ECC では、他の方法で
は訂正できず、サーバーの障害となるメモリエラーの一部を訂正することができます。HPE Advanced
Memory Error Detection テクノロジーにより、サーバーは、DIMM が劣化し、訂正不能メモリエラーの発
生確率が高まると、通知します。

一般的な DIMM スロット取り付けのガイドライン

すべての AMP モードで、次のガイドラインに従ってください。

• 取り付けられているプロセッサーに 適化された DIMM を取り付けます。

• サーバーに取り付けられているプロセッサーのタイプを確認するには、UEFI システムユーティリティ
の BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）を使用します。

• LRDIMM および RDIMM を混在させないでください。

• 白色の DIMM スロットは、チャネルの 初のスロットです（チャネル 1-A、チャネル 2-B、チャネル
3-C、チャネル 4-D）。

• 1 個のプロセッサーが取り付けられている場合は、DIMM をアルファベット順（A、B、C、D、E、F
など）に取り付けてください。

• 2 個のプロセッサーが取り付けられている場合は、2 個のプロセッサー間でバランスが取れるよう、
DIMM をアルファベット順（P1-A、P2-A、P1-B、P2-B、P1-C、P2-C など）に取り付けてください。

• DIMM は、各チャネルで、プロセッサーから も遠い位置から取り付ける必要があります。

サーバーメモリについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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プロセッサーのタイプを確認する

サーバーに取り付けられているプロセッサーのタイプは POST 実行中に短時間だけ表示されます。この
情報と追加のプロセッサーの仕様を表示するには、以下を実行します。

手順

1. サーバーを再起動します。

サーバーが再起動し、POST 画面が表示されます。

2. F9 キーを押します。

システムユーティリティ画面が表示されます。

3. システム情報|プロセッサー情報を選択します。

プロセッサー情報画面に、サーバーに取り付けられているプロセッサーに関する詳細情報が表示され
ます。

4. メインメニューが表示されるまで Esc キーを押します。

5. システムを再起動を選択して、ユーティリティを終了し、ブートプロセスを再開します。

DIMM の取り付け

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. エアバッフルを取り外します。

7. DIMM スロットのラッチを開きます。

8. DIMM を取り付けます。

1

2

2

9. エアバッフルを取り付けます。

10. アクセスパネルを取り付けます。
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11. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

12. 各電源コードをサーバーに接続します。

13. 各電源コードを電源に接続します。

14. サーバーの電源を入れます。

15. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

DIMM を取り付けたら、UEFI システムユーティリティの BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）を使用し
てメモリ保護モードを構成します。

GPU ライザーケージアセンブリの取り付け
ライザーボードスロットの仕様について詳しくは、「PCIe ライザーボードスロットの定義」を参照してく
ださい。

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. 既存の PCI ライザーケージを取り外します。

7. PCI ブランクを取り外します。

ブランクは、将来使用できるように保管しておいてください。

8. コンポーネントを取り付けます。

a. GPU をしっかりとスロットに取り付けます。

b. T-10 ネジを使用して、GPU を固定します。
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9. PCI ライザーケージを取り付けます。

注意:

不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するために、すべての PCI スロットに必ず、
拡張スロットカバーか拡張ボードのいずれかを実装してサーバーを動作させてください。

10. アクセスパネルを取り付けます。

11. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

12. 各電源コードをサーバーに接続します。

13. 各電源コードを電源に接続します。

14. サーバーの電源を入れます。

15. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

FlexibleLOM ライザーケージアセンブリの取り付け
ライザーボードスロットの仕様について詳しくは、「PCIe ライザーボードスロットの定義」を参照してく
ださい。

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. 既存の PCI ライザーケージを取り外します。

7. ドライバー（T-10）を使用して、ライザーケージの FlexibleLOM スロットからブランクを取り外しま
す。
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8. FlexibleLOM アダプターを取り付けます。

a. FlexibleLOM アダプターをしっかりとスロットに取り付けます。

b. T-10 ネジで FlexibleLOM アダプターを固定します。

9. PCI ライザーケージを取り付けます。

注意:

不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するために、すべての PCI スロットに必ず、
拡張スロットカバーか拡張ボードのいずれかを実装してサーバーを動作させてください。

10. アクセスパネルを取り付けます。

11. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

12. 各電源コードをサーバーに接続します。

13. 各電源コードを電源に接続します。

14. サーバーの電源を入れます。

15. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。
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冗長電源装置オプションの取り付け

警告:

感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。

• 電源コードのアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要です。

• 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してくださ
い。

• 電源装置の電源を切る場合は、電源コードを電源装置から抜き取ってください。

• 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線して
ください。プラグ、電源コンセント、装置と電源コードの接続部には、特に注意してください。

注意:

感電を防止するために、電源装置のカバーを開けないようにしてください。メンテナンス、アップ
グレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。

注意:

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。

注意:

電子部品の損傷を防止するために、サーバーに正しくアースを行ってから、取り付け手順を開始し
てください。正しくアースを行わないと静電気放電を引き起こす可能性があります。

内蔵ストレージコントローラーとその機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
トで、関連するユーザードキュメントを選択してください。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. 電源コードをストレインリリーフストラップから外します。

4. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

5. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

6. アクセスパネルを取り外します。

7. エアバッフルを取り外します。

8. 取り付けられている場合は、Smart ストレージバッテリを取り外します。
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9. Smart ストレージバッテリホルダーを取り外します。

a. シャーシの底部にアクセスしてから、各ホルダーのラッチを押します。

b. Smart ストレージバッテリホルダーを取り外します。
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10. 既存の電源装置を取り外します。

11. ホットプラグ対応パワーインプットモジュールを電源装置のベイ 1 に取り付けます。

12. RPS バックプレーンをサーバーに取り付けます。
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13. アダプターケーブルを接続します。

14. サーバーの電源の冗長化を有効にする場合は、2 つ目のパワーインプットモジュールを電源装置のベ
イ 2 に取り付けます。

a. 電源装置ブランクを取り外します。
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b. ホットプラグ対応パワーインプットモジュールを電源装置のベイ 2 に取り付けます。

15. ラックでサーバーをスライドさせて出し入れするときに誤って電源コードを抜き取ることを防止す
るために、パワーインプットモジュールのハンドルに取り付けられているストレインリリーフストラ
ップで電源コードを固定します。

a. ストレインリリーフストラップをパワーインプットモジュールのハンドルから外します。

注意:

電源コードまたはサーバーのケーブルの内部ワイヤーの損傷を防止するために、きつく曲げ
ることは避けてください。電源コードやサーバーのケーブルを被覆材にしわができるほど
きつく曲げないでください。

b. 次の図に示す位置で電源コードのプラグの端を曲げます。

c. 電源コードをストレインリリーフストラップで固定します。
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16. サーバーのリアパネルの電源コードとその他のケーブルの配線と管理には、ベストプラクティスを採
用してください。

重要:

ケーブルマネジメントアームコンポーネントを使用する場合は、ラックからサーバーを引き出
す際にケーブルが損傷しないように各ケーブルに十分なたるみをもたせてください。

17. Smart ストレージバッテリホルダーが取り外されていたら、取り付けます。

18. Smart ストレージバッテリが取り外されていたら取り付けて、ケーブルをシステムボードに接続しま
す。

19. エアバッフルを取り付けます。

20. アクセスパネルを取り付けます。

21. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

22. 各電源コードをサーバーに接続します。

23. 各電源コードを電源に接続します。

24. サーバーの電源を入れます。

25. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

Trusted Platform Module オプション
製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してください。

このガイドに記載された手順に従って、サポートされるサーバーに TPM を取り付け、有効にしてくださ
い。この手順には、次の章の 3 つのセクションが含まれます。

• Trusted Platform Module ボードの取り付け

• リカバリキー/パスワードの保管

• Trusted Platform Module の有効化

TPM を有効にするには、UEFI システムユーティリティの BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）にア
クセスする必要があります。

TPM を取り付けるには、Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化機能などのドライブ暗号化テクノ
ロジーを使用する必要があります。BitLocker について詳しくは、Microsoft 社の Web サイトを参照して
ください。
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注意:

必ず、このガイドに記載されているガイドラインに従ってください。ガイドラインに従わないと、
ハードウェアが損傷したり、データアクセスが中断したりする場合があります。

TPM の取り付けまたは交換の際には、次のガイドラインに従ってください。

• 取り付けた TPM を取り外さないでください。一度取り付けると、TPM は永続的にシステムボードの
一部となります。

• ハードウェアの取り付けや交換の際に、Hewlett Packard Enterprise のサービス窓口で TPM または暗
号化テクノロジーを有効にすることはできません。セキュリティ上の理由から、これらの機能を有効
にできるのはユーザーだけです。

• サービス交換のためにシステムボードを返送する際は、システムボードから TPM を取り外さないでく
ださい。要求があれば、Hewlett Packard Enterprise のサービス窓口は、スペアのシステムボードとと
もに TPM を提供します。

• 取り付けた TPM をシステムボードから取り外そうとすると、TPM セキュリティリベットが破損また
は変形します。取り付けられた TPM で破損または変形したリベットを発見した場合、管理者は、シス
テムのセキュリティが侵害されたことを考慮し、適切な措置を講じてシステムデータの保全性を確保
する必要があります。

• BitLocker を使用する際は、常に、リカバリキー/パスワードを保管してください。システムの保全性が
侵害された可能性を BitLocker が検出した後にリカバリモードに入るには、リカバリキー/パスワード
が必要です。

• Hewlett Packard Enterprise は、TPM の不適切な使用によって発生したデータアクセスのブロックにつ
いては、責任を負いかねます。操作手順については、オペレーティングシステムに付属の暗号化テク
ノロジー機能のドキュメントを参照してください。

Trusted Platform Module ボードの取り付け

警告:

表面が熱くなっているため、やけどをしないように、ドライブやシステムの内部部品が十分に冷め
てから手を触れてください。

注意:

取り付けた TPM をシステムボードから取り外そうとすると、TPM セキュリティリベットが破損ま
たは変形します。取り付けられた TPM で破損または変形したリベットを発見した場合、管理者は、
システムのセキュリティが侵害されたことを考慮し、適切な措置を講じてシステムデータの保全性
を確保する必要があります。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. PCI ライザーケージを取り外します。

7. TPM ボードをコネクタにボードを押し込んで、ボードを取り付けます。

TPM コネクターの位置については、「システムボードのコンポーネント」を参照してください。
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8. TPM セキュリティリベットを取り付けます。リベットは、システムボードにしっかり押し込んでく
ださい。

9. PCI ライザーケージを取り付けます。

10. アクセスパネルを取り付けます。

11. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

12. 各電源コードをサーバーに接続します。

13. 各電源コードを電源に接続します。

14. サーバーの電源を入れます。

15. セキュリティベゼルが取り外されている場合は、取り付けます。

リカバリキー/パスワードの保管

リカバリキー/パスワードは、BitLocker のセットアップ時に生成され、BitLocker を有効にした後に保存お
よび印刷できます。BitLocker を使用する際は、常に、リカバリキー/パスワードを保管してください。シ
ステムの保全性が侵害された可能性を BitLocker が検出した後にリカバリモードに入るには、リカバリキ
ー/パスワードが必要です。

大限のセキュリティを確保できるように、リカバリキー/パスワードを保管する際は、次のガイドライン
に従ってください。
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• リカバリキー/パスワードは必ず、複数の場所に保管してください。

• リカバリキー/パスワードのコピーは必ず、サーバーから離れた場所に保管してください。

• リカバリキー/パスワードを、暗号化されたハードディスクドライブに保存しないでください。

Trusted Platform Module の有効化

手順

1. サーバーの起動シーケンス中、F9 キーを押して、システムユーティリティにアクセスします。

2. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > サーバーの
セキュリティの順に選択します。

3. Trusted Platform Module オプションを選択し、Enter キーを押します。

4. 有効を選択して、TPM と BIOS の安全な起動を有効にします。TPM はこのモードで完全に機能しま
す。

5. F10 キーを押して変更を保存します。

6. システムユーティリティで、変更の保存を求めるメッセージが表示されたら、 Y キーを押します。

7. ESC キーを押して、システムユーティリティを終了します。次に、サーバーの再起動を求めるプロン
プトが表示されたら、Enter キーを押します。

サーバーはユーザー入力なしで 2 回目の再起動を行います。この再起動中に、TPM の設定が有効にな
ります。

これで、Microsoft Windows BitLocker、メジャーブートなど、OS で TPM 機能を有効にできるように
なりました。

注意:

サーバーに TPM を取り付けて有効にしている場合、システムやオプションのファームウェアの
更新、システムボードの交換、ハードディスクドライブの交換、または OS アプリケーション
TPM 設定の変更の際に適切な手順に従わないと、データアクセスがロックされます。

ファームウェアの更新およびハードウェアの手順について詳しくは、Trusted Platform Module Best
Practices White Paper（Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト）を参照してく
ださい。

BitLocker で使用する TPM の調整について詳しくは、Microsoft 社の Web サイトを参照してください。
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ケーブル接続

ケーブル接続の概要
この項では、パフォーマンスを 適化するためのサーバーとハードウェアオプション製品のケーブル接続
のガイドラインについて説明します。

周辺装置のケーブル接続について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してくだ
さい。

注意:

ケーブルを配線する際には、必ず、ケーブルがはさまれたり折り曲げられたりする可能性のない位
置に配線してください。

ストレージのケーブル接続

2 ベイ LFF（3.5 型）ノンホットプラグドライブのケーブル接続

番号 説明

1 Mini-SAS ケーブル

2 ドライブ電源ケーブル
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2 ベイ LFF（3.5 型）ホットプラグ対応ドライブのケーブル接続

番号 説明

1 Mini-SAS ケーブル

2 ドライブ電源ケーブル

4 ベイ SFF（2.5 型）ホットプラグ対応ドライブのケーブル接続

番号 説明

1 Mini-SAS ケーブル

2 ドライブ電源ケーブル

M.2 SSD ケーブル接続

• シングル M.2 SSD SATA のケーブル接続
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注記:

M.2 SSD のケーブル接続は、LFF（3.5 型）および SFF（2.5 型）構成の場合と同じです。

◦ FlexibleLOM ライザーケージアセンブリのスロット 2

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 1

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 2
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• デュアル M.2 SSD SATA のケーブル接続

注記:

M.2 SSD のケーブル接続は、LFF（3.5 型）および SFF（2.5 型）構成の場合と同じです。

◦ FlexibleLOM ライザーケージアセンブリのスロット 2

番号 説明

1 M.2 SSD 1 SATA ケーブル

2 M.2 SSD 2 SATA ケーブル

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 1

ケーブル接続 87



番号 説明

1 M.2 SSD 1 SATA ケーブル

2 M.2 SSD 2 SATA ケーブル

◦ 2 スロット PCI ライザーケージアセンブリのスロット 2

番号 説明

1 M.2 SSD 1 SATA ケーブル

2 M.2 SSD 2 SATA ケーブル

FBWC ケーブル接続
FBWC ソリューションは別売のオプションです。Smart アレイ P シリーズコントローラーを取り付ける
と、このサーバーは FBWC モジュールの取り付けだけをサポートします。

取り付けているコントローラーオプションによっては、実際のストレージコントローラーコネクターの外
観がこの項で示されているものとは異なる場合があります。
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Smart ストレージバッテリのケーブル接続

H240 ホストバスアダプターのケーブル接続
• 2 ベイ LFF（3.5 型）ホットプラグ構成
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• 4 ベイ SFF（2.5 型）ホットプラグ構成

• 2 ベイ LFF（3.5 型）ノンホットプラグ構成
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P440 Smart アレイコントローラーのケーブル接続
• 2 ベイ LFF（3.5 型）ホットプラグ対応ドライブ構成

• 4 ベイ SFF（2.5 型）ホットプラグ対応ドライブ構成
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オプティカルドライブのケーブル接続
• 2 ベイ LFF（3.5 型）の構成

• 4 ベイ SFF（2.5 型）の構成
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番号 説明

1 SATA ケーブル

2 電源ケーブル

3 4 ピンから 4 ピンの電源延長ケーブル

ファンケーブル接続

番号 説明

1 ファン 3 の電源ケーブル

2 ファン 3 の電源延長ケーブル

3 ファン 2 の電源ケーブル

4 ファン 1 の電源ケーブル
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フロント I/O ケーブルの接続

電源装置のケーブル接続

HPE 290W ノンホットプラグ電源装置のケーブル接続

番号 説明

1 14 ピン電源ケーブル

2 16 ピン電源装置サイドバンド信号ケーブル
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冗長電源装置バックプレーンのケーブル接続

番号 説明

1 24 ピン電源ケーブル

2 24 ピンから 14 ピンの電源延長ケーブル

3 電源装置サイドバンド拡張ケーブル

4 16 ピン電源装置サイドバンド信号ケーブル
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ソフトウェアおよび構成ユーティリティ

サーバーモード
この項に示すソフトウェアおよび構成ユーティリティは、オンラインモード、オフラインモード、または
両方のモードで動作します。サーバーモデルによっては、この項で示すツールおよびソリューションのす
べてがサーバーでサポートされているとは限りません。

HPE ProLiant Gen8 サーバーでは、この表に示したすべてのソフトウェアおよび構成ユーティリティがサ
ポートされていません。

ソフトウェアまたは構成ユーティリティ サーバーモード

HPE iLO オンラインおよびオフライン

Active Health System オンラインおよびオフライン

インテグレーテッドマネジメントログ オンラインおよびオフライン

Intelligent Provisioning オフライン

HPE Insight Diagnostics オンラインおよびオフライン

HPE Insight Remote Support ソフトウェア オンライン

HPE Insight Online オンライン

消去ユーティリティ オフライン

Windows および Linux 用の Scripting Toolkit オンライン

HPE Service Pack for ProLiant オンラインおよびオフライン

HP Smart Update Manager オンラインおよびオフライン

UEFI システムユーティリティ - HPE ProLiant
DL580 Gen8 サーバーのみ

オフライン

HPE ROM ベースセットアップユーティリティ オフライン

Smart Storage Administrator オンラインおよびオフライン

HPE Smart Storage Administrator オンラインおよびオフライン

Option ROM Configuration for Arrays オフライン

ROMPaq ユーティリティ オフライン

製品 QuickSpecs
製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の
Web サイトにある製品の QuickSpecs を参照してください。

HPE iLO
iLO は、HPE ProLiant および Synergy サーバーのシステムボードに組み込まれた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。HPE 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（標準）は、追加の費用やライセンスなしで HPE サーバー上に事前構成されています。
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サーバー管理者の生産性を向上させる機能がライセンス付与されています。詳しくは、iLO のドキュメン
ト（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。

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

Agentless Management Service は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトからダウンロードできる
SPP によって提供されます。Active Health System ログは、iLO 4 または Intelligent Provisioning から手動
でダウンロードして、Hewlett Packard Enterprise に送信することができます。

詳しくは、以下のドキュメントを参照してください。

• iLO ユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）

• Intelligent Provisioning ユーザーガイド（ Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）

iLO RESTful API のサポート

HPE iLO 4 ファームウェアのバージョン 2.00 以降に iLO RESTful API が含まれています。iLO RESTful
API は、サーバー管理ツールが iLO 経由で ProLiant サーバーの構成、インベントリ、および監視を実行す
るために使用できる管理インターフェイスです。iLO RESTful API は、基本的な HTTPS 操作（GET、
PUT、POST、DELETE、および PATCH）を iLO Web サーバーで使用して、JSON 形式のデータを送信
または返信します。

HPE iLO 4 2.30 以降は Redfish 1.0 に準拠していますが、既存の iLO RESTful API との後方互換性もあり
ます。

HPE iLO 4 は、ProLiant Gen8 以降のサーバーで iLO RESTful API をサポートしています。iLO RESTful
API について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

インテグレーテッドマネジメントログ

IML は、数百のイベントを記録して簡単に表示できる形式で格納します。IML は、各イベントに 1 分単位
のタイムスタンプを設定します。

IML に記録されたイベントは、次のような複数の方法で表示できます。

• HPE SIM から

• UEFI システムユーティリティから

• 内蔵 UEFI シェルから

• オペレーティングシステム固有の IML ビューアーから

◦ Windows の場合: IML ビューアー

◦ Linux の場合: IML ビューアーアプリケーション

• iLO Web インターフェイスから

• Insight Diagnostics から

HPE Insight Remote Support
デバイスを登録してリモートサポートを利用することを強くおすすめします。これにより、Hewlett
Packard Enterprise の保証、HPE サポートサービス、または Hewlett Packard Enterprise とのサポート契
約が高度なレベルで提供されるようになります。Insight Remote Support は、お客様の監視機能を継続的
に補完し、 高レベルのシステム可用性を実現します。具体的には、このソフトウェアにより、インテリ
ジェントなイベント診断が提供されハードウェアイベントが Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で
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自動通報されます。さらに、それに基づいて、製品のサービスレベルに合わせた正確で迅速な保守対応が
自動的に開始されます。また、通知が Hewlett Packard Enterprise 認定保守パートナーに送信され、オン
サイトサービスが提供されることもあります。

詳しくは、ProLiant サーバーおよび BladeSystem c-Class エンクロージャー用 Insight Remote Support お
よび Insight Online セットアップガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してくだ
さい。Insight Remote Support は、Hewlett Packard Enterprise の保証、HPE サポートサービス、または
Hewlett Packard Enterprise とのサポート契約に含まれています。

HPE Insight Remote Support Central Connect
ProLiant Gen8 以降のサーバーモデルおよび BladeSystem c-Class エンクロージャーに内蔵されている
Remote Support 機能を使用すると、サーバーまたはエンクロージャーを登録して、一元管理のためにロ
ーカル環境に設置された Insight Remote Support ホスティングデバイスを介して Hewlett Packard
Enterprise と通信できます。すべての構成およびサービスイベント情報が、ホスティングデバイスを介し
てルーティングされます。この情報は、Insight Online で、ローカルの Insight Remote Support ユーザー
インターフェイスまたは Web ベースのビューを使用して表示できます。

詳しくは、Insight Remote Support リリースノート（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参
照してください。

HPE Insight Online Direct Connect
ProLiant Gen8 以降のサーバーモデルおよび BladeSystem c-Class エンクロージャーに内蔵されているリ
モートサポート機能を使用すると、サーバーまたはエンクロージャーを登録して、ローカル環境で Insight
Remote Support によって一元管理されるホスティングデバイスを用意しなくても、Insight Online と直接
通信できます。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。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで入手できるドキュメントを参照してください。

Insight Online
HPE Insight Online は、サポートセンターポータルの機能です。Insight Remote Support Central Connect
または Insight Online Direct Connect と連携して、サービスイベント情報、デバイスの構成情報、契約お
よび保証情報が自動通報され、いつでもどこからでも表示できる個別化されたダッシュボードに集約され
ます。ダッシュボードでは、IT 環境情報とサービス情報が整理して表示されるので、より迅速に情報を把
握し、対応することができます。認定パートナーも、お客様の承認を得て、Insight Online を使用してお
客様の IT 環境を確認できます。

Insight Online の使用について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある Insight オン
ラインユーザーガイドを参照してください。

Intelligent Provisioning
Intelligent Provisioning は、ProLiant Gen8 以降のサーバーに組み込まれている、単一サーバーの展開ツー
ルです。Intelligent Provisioning は、ProLiant サーバーのセットアップを簡素化し、ProLiant サーバー構成
を展開するための、信頼性が高く一貫性のある方法を提供します。

• Intelligent Provisioning は、オペレーティングシステムソフトウェアの既製品および Hewlett Packard
Enterprise ブランドバージョンをインストールするためにシステムを準備し、ProLiant サーバーに 適
化されたサポートソフトウェアを統合します。

• Intelligent Provisioning は、Microsoft Windows、Red Hat/SUSE Linux、および VMware オペレーティ
ングシステムのインストールを支援します。特定の OS のサポートについては、Intelligent
Provisioning リリースノート（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。

• Intelligent Provisioning は、メンテナンスの実行ウィンドウを使用して、メンテナンス関連タスクを提
供します。

Intelligent Provisioning ソフトウェアとリカバリメディアのダウンロードについて詳しくは、Hewlett
Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。統合化ドライブとファームウェアアップデー
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トパッケージについては、Smart Update: Server Firmware and Driver Updates ページ（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト）を参照してください。

Insight Diagnostics
Insight Diagnostics はオフラインとオンライン版が利用できる、予防的なサーバー管理ツールです。この
ツールは、サーバーのインストールを検証し、問題をトラブルシューティングして、修復の検証を行う IT
管理者を支援する診断およびトラブルシューティング機能を提供します。

Insight Diagnostics オフライン版は、OS が稼動していない間に、システムとコンポーネントのさまざま
な詳細テストを実行します。このユーティリティを実行するには、Intelligent Provisioning を使用してサー
バーを起動します。

Insight Diagnostics オンライン版は、Web ベースのアプリケーションであり、効率的なサーバー管理を実
現するために必要な、システムの構成と他の関連データを取得します。Microsoft Windows および Linux
バージョンで利用可能なこのユーティリティは、システムの正常動作を確保するために役立ちます。

ユーティリティのダウンロードについて詳しくは、またはユーティリティをダウンロードするには、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。Insight Diagnostics オンライン版は、
SPP からも入手可能です。

Insight Diagnostics Survey 機能

Insight Diagnostics に含まれる Survey 機能は、ProLiant サーバー上のハードウェアとソフトウェアの重
大な情報を収集します。

この機能は、サーバーがサポートするオペレーティングシステムをサポートしています。サーバーによっ
てサポートされるオペレーティングシステムについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを
参照してください。

データ収集間隔の間に重要な変更があった場合は、Survey 機能は古い情報をマークし、Survey データフ
ァイルを上書きして、 新の変更内容を反映させます。

Survey 機能は、Intelligent Provisioning の推奨インストールによってインストールされる Insight
Diagnostics によってインストールされるか、SPP によってインストールすることもできます。

消去ユーティリティ

注意:

消去ユーティリティを実行する前に、データのバックアップを取ってください。このユーティリテ
ィにより、以下が行われます。

• システムを元の工場出荷時の状態に設定します。

• アレイの設定およびディスクのパーティションを含む、現在のハードウェア構成情報を削除しま
す。

• 接続しているすべてのハードディスクドライブが完全に消去されます。

このユーティリティを使用する前に、Intelligent Provisioning ユーザーガイドの説明を参照してく
ださい。

消去ユーティリティを使用して、ドライブと Active Health System ログを消去し、UEFI システムユーテ
ィリティ設定をリセットします。次の理由によって、システムを消去する必要がある場合、消去ユーティ
リティを実行してください。

• 既存のオペレーティングシステムをインストール済みのサーバーに、新たにオペレーティングシステ
ムをインストールする場合

• 工場出荷時にインストール済みのオペレーティングシステムのロード中に、エラーが発生した場合

消去ユーティリティにアクセスするには、Intelligent Provisioning のホーム画面からメンテナンスの実行ア
イコンをクリックし、消去を選択します。
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消去ユーティリティについて詳しくは、Intelligent Provisioning ユーザーガイド（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/docs））を参照してくださ
い。

Windows および Linux 用の Scripting Toolkit
Windows および Linux 用の STK は、サーバーの無人/自動での大量展開の作成を可能にするサーバー展開
製品です。STK は、ProLiant サーバーをサポートするように設計されています。このツールキットには、
モジュール式のユーティリティセットと、このユーティリティセットを使用して自動サーバー展開プロセ
スを作成する方法を記載した非常に役立つドキュメントが含まれています。

STK を使用すると、標準となるサーバー構成スクリプトを柔軟に作成できます。ユーザーは、作成したス
クリプトを使用して、サーバーの構成プロセスで発生する多くの手動での手順を自動化することができま
す。この自動サーバー構成プロセスにより、各展開にかかる時間が短縮されるため、迅速に多数のサーバ
ーへの展開が可能になります。

STK のダウンロードについて詳しくは、または STK をダウンロードするには、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトを参照してください。

Service Pack for ProLiant
SPP は、サーバーのメジャーリリース時に単一のパッケージとして提供される包括的なシステムソフトウ
ェア（ドライバーおよびファームウェア）ソリューションです。このソリューションは、HP SUM を展開
ツールとして使用し、ProLiant Gen8 以降のサーバーを含めサポートされているすべての ProLiant サーバ
ーでテストされています。

SPP は、Windows または Linux ホストオペレーティングシステム上でオンラインモードで使用すること
ができ、また、ISO ファイルに格納されたオペレーティングシステムでサーバーを起動することで、オフ
ラインモードで使用し、ユーザーの操作なしにサーバーを自動更新したり、対話モードで更新したりする
ことができます。

SPP の詳細またはダウンロードについては、次の Hewlett Packard Enterprise の Web サイトのいずれか
のページを参照してください。

• 「Service Pack for ProLiant」ダウンロードページ

• Smart Update: Server Firmware and Driver Updates ページ

HP Smart Update Manager
HP SUM は、ProLiant サーバーでファームウェア、ドライバー、およびシステムソフトウェアをインスト
ールまたは更新するために使用される製品です。HP SUM は、単一または 1 対多の ProLiant サーバーな
らびに iLO、OA、VC Ethernet およびファイバーチャネルモジュールのようなネットワークベースのター
ゲット用のシステムソフトウェアを展開するために、GUI およびスクリプト対応コマンドラインインター
フェイスを提供しています。

HP SUM について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの製品ページを参照してくださ
い。

HP SUM をダウンロードする場合は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

HP Smart Update Manager ユーザーガイドにアクセスするには、HP SUM Information Library を参照し
てください。

UEFI システムユーティリティ
UEFI システムユーティリティは、システム ROM に内蔵されています。UEFI システムユーティリティを
使用すると、次のような広範な構成処理が可能になります。

• システムデバイスと取り付けられているオプションの構成

• システム機能の有効化および無効化
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• システム情報の表示

• プライマリブートコントローラーの選択

• メモリオプションの構成

• 言語の選択

• 内蔵 UEFI シェルや Intelligent Provisioning のような他のプリブート環境の起動

詳しくは、ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise
の Web サイト）を参照してください。

UEFI システムユーティリティおよび UEFI シェルのモバイル対応のオンラインヘルプにアクセスするに
は、画面の下部にある QR コードをスキャンします。画面のヘルプについては、F1 キーを押します。

UEFI システムユーティリティの使用

システムユーティリティを使用するには、次のキーを使用してください。

アクション キー

システムユーティリティにアクセス POST 中に F9 キ
ーを押す

メニューの移動 上下矢印キー

項目を選択 Enter キー

選択内容を保存 F10 キー

ハイライトした構成オプションのヘルプを表
示 1

F1 キー

1 UEFI システムユーティリティおよび UEFI シェルのオンラインヘ
ルプにアクセスするには、画面の QR コードをスキャンします。

デフォルトの構成設定は、以下のいずれかの時点で、サーバーに適用されます。

• システムへの 初の電源投入時

• デフォルト設定に復元した後

一般的なサーバー操作の場合はデフォルトの構成でかまいませんが、必要に応じて構成を変更することも
できます。システムに電源を投入するたびに、UEFI システムユーティリティにアクセスするかどうかを
確認するメッセージが表示されます。

フレキシブルなブート制御

この機能では、以下を行うことができます。

• ブートオプションの追加：

◦ すべての FAT 16 および FAT 32 システムをブラウズします。

◦ 新しい UEFI ブートオプションを追加するには、拡張子が.EFI の X64 UEFI アプリケーションを選
択します。たとえば、新しい UEFI ブートオプションとして OS ブートローダーやその他の UEFI
アプリケーションを追加します。

新しいブートオプションは、ブート順序リストの末尾に追加されます。ファイルを選択すると、ブ
ートオプションの説明を入力するように求められます。この説明と、.EFI アプリケーションに渡さ
れるオプションデータがブートメニューに表示されます。

• システムユーティリティへの起動

POST 前処理の後、ブートオプション画面が表示されます。この間に F9 キーを押すと、UEFI システ
ムユーティリティにアクセスすることができます。

• サポートされているモードの一方の選択：
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◦ レガシー BIOS ブートモード

◦ UEFI ブートモード

重要:
デフォルトのブートモード設定とユーザーが定義した設定が異なる場合は、デフォルト設定
に復元すると、システムが OS インストールを起動しなくなる可能性があります。この問題を
回避するには、UEFI システムユーティリティのユーザーデフォルトオプションを使用して、
工場出荷時のデフォルト設定をオーバーライドしてください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library で、ご使用の製品の 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。

構成設定の復元とカスタマイズ

すべての構成設定を工場出荷時のデフォルト設定に戻すことも、システムのデフォルト構成設定を復元し
て、使用することもできます。

必要に応じてデフォルト設定を構成し、カスタムデフォルト構成として保存することもできます。システ
ムにデフォルト設定がロードされると、工場出荷時の設定の代わりにカスタムデフォルト設定が使用され
ます。

セキュアブート構成

セキュアブートは、Hewlett Packard Enterprise における UEFI の実装の基礎となる UEFI 仕様に統合され
ています。セキュアブートは BIOS に実装されているため、特別なハードウェアが必要ありません。セキ
ュアブートにより、ブートプロセス中に起動される各コンポーネントがデジタル署名されます。また、そ
の署名は UEFI BIOS に組み込まれた信頼できる証明書と照合して検証されます。セキュアブートでは、
ブートプロセス中に次のコンポーネントのソフトウェア ID が検証されます。

• PCIe カードからロードされた UEFI ドライバー

• 大容量ストレージデバイスからロードされた UEFI ドライバー

• プリブート UEFI シェルアプリケーション

• OS UEFI ブートローダー

有効な場合、適切にデジタル署名されたブートローダーを持つファームウェアコンポーネントおよびオペ
レーティングシステムのみを、ブートプロセス中に実行できます。セキュアブートがサポートされてい
て、かつ認証済み鍵のいずれかで署名された EFI ブートローダーを持つオペレーティングシステムのみを
起動できます。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詳しくは、ご使用のサーバーの
UEFI システムユーティリティおよびシェルリリースノート（Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
ト）を参照してください。

ユーザーの証明書を追加または削除することで、UEFI BIOS に組み込まれた証明書をカスタマイズできま
す。

セキュアブートが有効になっている場合、システムメンテナンススイッチが ON の位置に設定されたとき
にすべての工場デフォルト設定が復元されるわけではありません。セキュリティ上の理由により、システ
ムメンテナンススイッチが ON の位置になっても、以下のようにデフォルトに復元されないものがありま
す。

• セキュアブートは無効にならず、有効のままとなります。

• デフォルトのブートモードがレガシーブートモードであっても、ブートモードは UEFI ブートモードの
ままとなります。

• セキュアブートデータベースはそのデフォルトの状態に復元されません。

• iSCSI Software Initiator の構成設定はデフォルト設定に復元されません。

内蔵 UEFI シェル

すべての ProLiant Gen9 サーバーのシステム BIOS の ROM には内蔵 UEFI シェルが組み込まれていま
す。UEFI シェル環境は、API やコマンド行プロンプトのほか、スクリプティング、ファイル操作、およ
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びシステム情報を可能にする一連の CLI が用意されています。これらの機能は UEFI システムユーティ
リティの機能を強化します。

詳しくは、以下のドキュメントを参照してください。

• HPE ProLiant Gen9 サーバー用 UEFI シェルユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サ
イト）

• UEFI Shell Specification（UEFI の Web サイト）

内蔵 Diagnostics オプション

すべての ProLiant Gen9 サーバーのシステム BIOS には、ROM に内蔵 Diagnostics オプションが含まれて
います。内蔵 Diagnostics オプションは、プロセッサー、メモリ、ドライブ、およびその他のサーバーコ
ンポーネントを含むサーバーハードウェアの包括的な診断を実行できます。

内蔵 Diagnostics オプションについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトでご使用の
サーバーの 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。

UEFI 用の iLO RESTful API サポート

ProLiant Gen9 サーバーには、UEFI システムユーティリティおよび内蔵 UEFI シェルプリブート環境に加
えて、UEFI 準拠のシステム BIOS のサポートが含まれています。また、iLO RESTful API を使用した UEFI
BIOS 設定の構成もサポートされています。iLO RESTful API は、サーバー管理ツールが ProLiant サーバ
ーを構成、インベントリ、および監視するために使用できる管理インターフェイスです。iLO RESTful API
は、基本的な HTTPS 操作（GET、PUT、POST、DELETE、および PATCH）を iLO Web サーバーで使
用して、JSON 形式のデータを送信または返信します。

iLO RESTful API および RESTful インターフェイスツールについて詳しくは、Hewlett Packard
Enterprise の Web サイトを参照してください。

サーバーのシリアル番号と製品 ID の再入力

システムボードを交換した後は、サーバーのシリアル番号と製品 ID を再入力する必要があります。

手順

1. サーバーの起動シーケンス中に、F9 キーを押して、UEFI システムユーティリティにアクセスします。

2. システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > アドバンストオプション > アドバンストシ
ステム ROM オプション > シリアル番号の順に選択して、Enter キーを押します。

3. シリアル番号を入力して、Enter キーを押します。

次のメッセージが表示されます。

シリアル番号を変更できるのは、資格のあるサービス担当者のみです。この値は、必ず筐体のシリア
ル番号と一致させてください。

4. この警告を消去するには、Enter キーを押します。

5. シリアル番号を入力して、Enter キーを押します。

6. 製品 ID を選択します。

次の警告が表示されます。

警告: 製品 IDは、資格のあるサービス担当者にのみ変更される必要があります。この値は、必ず筐体

の製品 IDと一致させてください。

7. 製品 ID を入力して、Enter キーを押します。

8. システムユーティリティの終了を確認するには、F10 キーを押します。

サーバーが自動的に再起動します。
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ユーティリティおよび機能

HPE Smart Storage Administrator
HPE SSA は、HPE Smart アレイコントローラー用の構成および管理ツールです。HPE ProLiant Gen8 サ
ーバー以降、ACU は HPE SSA に置き換わり、GUI が拡張されて構成機能が追加されています。

HPE SSA には、HPE SSA GUI、HPE SSA CLI、および HPE SSA スクリプティングの 3 つのインターフ
ェイス形式があります。すべての形式で構成タスクをサポートしていますが、一部の高度なタスクは 1 つ
の形式でのみ使用できます。

いくつかの HPE SSA 機能には次の機能が含まれています。

• オンラインでのアレイ容量の拡張、論理ドライブの容量の拡大、オンラインスペアの割り当て、およ
び RAID またはストライプサイズの移行をサポート

• 診断タブで診断および SmartSSD Wear Gauge 機能を提供

• サポートされるコントローラーに対して、追加機能へのアクセスを提供

HPE SSA について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

自動サーバー復旧

自動サーバー復旧（ASR）は、ブルースクリーン、ABEND（異常終了）、またはパニックなどの致命的な
オペレーティングシステムのエラーが発生した場合にシステムを再起動させる機能です。システムフェ
イルセーフタイマー（ASR タイマー）は、システムマネジメントドライバー（ヘルスドライバー）がロ
ードされたときに開始されます。オペレーティングシステムが正常に動作していると、システムはタイマ
ーを定期的にリセットしますが、オペレーティングシステムに障害が発生すると、タイマーが時間切れと
なりサーバーが再起動されます。

ASR は、システムのハングが発生した後、指定した時間内にサーバーを再起動することによって、サー
バーの可用性を向上させます。ASR は、System Management Homepage または UEFI システムユーティ
リティから無効にすることができます。

USB サポート

Hewlett Packard Enterprise サーバーは、USB 2.0 ポートと USB 3.0 ポートの両方をサポートします。ど
ちらの種類のポートでも、すべてのタイプの USB デバイス（USB 1.0、USB 2.0、および USB 3.0）の取
り付けをサポートしていますが、特定の状況では動作が低速になる可能性があります。

• USB 3.0 対応デバイスは、USB 2.0 ポートに取り付けられたときには USB 2.0 の速度で動作します。

• Hewlett Packard Enterprise は、UEFI ブートモードおよびレガシーブートモードの両方で、USB 1.0、
USB 2.0、および USB 3.0 速度でオペレーティングシステムをロードする前のプリブート環境でレガ
シー USB をサポートします。

USB ポートの OS ロード前の動作およびデフォルトの動作は、UEFI システムユーティリティで構成可能
なので、ユーザーは USB ポートのデフォルト動作を変更できます。詳しくは、ご使用の製品の UEFI シ
ステムユーティリティユーザーガイド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してくださ
い。

冗長 ROM のサポート

サーバーでは、冗長化された ROM のサポートで、ROM を安全にアップグレードしたり構成したりする
ことができます。サーバーには、1 つの ROM が搭載され 2 つの独立した ROM イメージとして機能しま
す。標準の実装では、ROM の片方のサイドに現在のバージョンの ROM プログラムが内蔵され、ROM の
もう一方のサイドにバックアップバージョンの ROM が内蔵されています。

注記: サーバーの工場出荷時には、ROM の両サイドに同じバージョンの ROM が実装されています。
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安全とセキュリティ上の利点

システム ROM をフラッシュする場合、フラッシュメカニズムがバックアップ ROM を上書きし、現在の
ROM をバックアップとして保存して、新しい ROM が何らかの理由で壊れたときに代替のバージョンの
ROM に簡単に戻ることができるようにします。この機能では、ROM のフラッシュ中に電源障害が発生し
た場合でも、既存のバージョンの ROM が保護されます。

システムの 新状態の維持

Hewlett Packard Enterprise サポート資料へのアクセス

ProLiant サーバー用の一部の更新では、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターサポートポータル
からアクセスする際に、製品資格が必要となる場合があります。関連する資格を使用して HPE パスポー
トを設定することをお勧めします。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してく
ださい。

ファームウェアまたはシステム ROM の更新

ファームウェアまたはシステム ROM を更新するための方法は複数あります。

• Service Pack for ProLiant
• FWUPDATE ユーティリティ

• 内蔵 UEFI シェルからの FWUpdate コマンド

• UEFI システム内のファームウェア更新アプリケーション

• オンラインフラッシュコンポーネント

更新を実行するには製品資格が必要となります。

Service Pack for ProLiant
SPP は、サーバーのメジャーリリース時に単一のパッケージとして提供される包括的なシステムソフトウ
ェア（ドライバーおよびファームウェア）ソリューションです。このソリューションは、SUM を展開ツ
ールとして使用し、HPE ProLiant Gen8 以降のサーバーを含めサポートされているすべての ProLiant サー
バーでテストされています。

SPP は、次の動作モードで使用できます。

• オンラインモード – ホストプロセッサーが通常のサーバー環境で動作しているときにインストールを
行います。

• オフラインモード – 小さな Linux カーネルを起動し、1 台のサーバー上で更新が行われます。

SPP の詳細またはダウンロードについては、次の Hewlett Packard Enterprise の Web サイトのいずれか
のページを参照してください。

• 「Service Pack for ProLiant」ダウンロードページ

• Smart Update：「Server Firmware and Driver Updates」ページ

FWUPDATE ユーティリティ

FWUPDATE ユーティリティでは、システムファームウェア（BIOS）をアップグレードできます。

ユーティリティを使用してファームウェアをアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトから FWUPDATE フラッシュコンポー
ネントをダウンロードします。

2. FWUPDATE フラッシュコンポーネントを USB キーに保存します。

3. 次のオプションのいずれかを使用して、USB キーが 初に起動するようにブート順序を設定します。
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• USB キーが 初のブート可能デバイスになるようにブート順序を構成します。

• システムのブート時にプロンプトが表示されたら、F11 キー（ブートメニュー）を押して、ワンタ
イムブートメニューにアクセスします。このメニューでは、特定のブートのためにブートデバイス
を選択することができ、ブート順序の構成設定は変更されません。

4. 使用可能な USB ポートに USB キーを挿入します。

5. システムを起動します。

FWUPDATE ユーティリティは、システムを調べて、使用できるファームウェアリビジョンが複数存在
する場合は、その中から 1 つを選択します。

フラッシュコンポーネントをダウンロードするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトを参照してください。

ワンタイムブートメニューについて詳しくは、ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガ
イド（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。

内蔵 UEFI シェルからの FWUpdate コマンド

いずれかのブートモードに構成されているシステムの場合、次の方法でファームウェアをアップデートし
ます。

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトから、サーバーのシステム ROM フラッ
シュバイナリコンポーネントにアクセスします。コンポーネントを検索する場合は、常に OS
Independent を選択し、バイナリファイルを見つけます。

2. バイナリファイルを USB メディアまたは iLO 仮想メディアにコピーします。

3. サーバーにメディアを接続します。

4. 内蔵シェルに起動します。

5. USB キーに割り当てられているファイルシステムボリュームを取得するには、Map –rコマンドを入

力します。

シェルからファイルシステムにアクセスする方法について詳しくは、UEFI シェルユーザーガイド
（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト）を参照してください。

6. ご使用のサーバーのシステム ROM フラッシュバイナリコンポーネントが含まれているファイルシス
テムに移動します。利用可能な fsxファイルシステムの 1 つ（fs0や fs1など）を入力し、Enter キ
ーを押します。

7. cdコマンドを使用して、現在のディレクトリから、バイナリファイルを含むディレクトリに移動しま

す。

8. fwupdate –d BIOS -f <filename>コマンドを入力して、システム ROM をフラッシュします。

FWUPDATE コマンドに関するヘルプを表示するには、次のコマンドを入力します。

help fwupdate -b
9. サーバーを再起動します。

ファームウェアの更新後に更新を有効にして、ハードウェアの安定性が維持されるようにするため、
再起動が必要です。

この手順で使用するコマンドについて詳しくは、UEFI シェルユーザーガイド（Hewlett Packard
Enterprise の Web サイト）を参照してください。

UEFI システムユーティリティ内のファームウェア更新アプリケーション

いずれかのブートモードに構成されているシステムの場合、次の方法でファームウェアをアップデートし
ます。

1. Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトから、ご使用のサーバーのシステム
ROM フラッシュバイナリコンポーネントにアクセスします。コンポーネントを検索する場合は、常に
OS Independent を選択し、バイナリファイルを見つけます。

2. バイナリファイルを USB メディアまたは iLO 仮想メディアにコピーします。

3. メディアをサーバーに接続します。
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4. POST 中に F9 キーを押してシステムユーティリティに入ります。

5. 内蔵アプリケーション - ファームウェアの更新 - システム ROM - ファームウェアファイルを選択と選
択します。

6. フラッシュファイルを含むデバイスを選択します。

7. フラッシュファイルを選択します。この手順は、完了するまでしばらくかかる場合があります。

8. ファームウェアの更新の開始を選択し、プロセスが完了できるようにします。

9. サーバーを再起動します。ファームウェアの更新後に更新を有効にして、ハードウェアの安定性が維
持されるようにするため、再起動が必要です。

オンラインフラッシュコンポーネント

このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールできる、更新さ
れたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUM と組み合わせて使用すると、このスマートコ
ンポーネントによって、ユーザーは中央の場所からリモートサーバー上のファームウェアを更新すること
ができます。このリモート展開機能により、ファームウェアの更新を実行するために、ユーザーがサーバ
ーの場所に物理的にいる必要がなくなります。

ドライバー

重要:
必ず、バックアップを作成してから、デバイスドライバーをインストールまたはアップデートして
ください。

サーバーで使用する新しいハードウェアのドライバーは、すべての OS のインストール用メディアでサポ
ートされているわけではありません。

Intelligent Provisioning がサポートしている OS をインストールする場合は、Intelligent Provisioning ソ
フトウェアおよびその構成/インストール機能を使用して、OS とサポートされる 新バージョンのドライ
バーをインストールしてください。

Intelligent Provisioning を使用して OS をインストールしない場合は、一部の新しいハードウェア用ドライ
バーが必要です。これらのドライバーやその他のオプションのドライバー、ROM イメージ、および付加
価値ソフトウェアは、SPP の一部としてダウンロードできます。

SPP からドライバーをインストールする場合は、サーバーがサポートする 新バージョンの SPP を使用
していることを確認してください。SPP について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト
を参照してください。また、この Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで、サポートされる 新バー
ジョンをサーバーで使用していることを確認してください。

特定のサーバーに対応するドライバーを見つけるには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの
Web サイトに移動します。お使いの HPE 製品を選択するで、製品名または製品番号を入力して実行をク
リックします。

ソフトウェアおよびファームウェア

インストールされているソフトウェアまたはコンポーネントで古いバージョンが必要な場合を除き、サー
バーを 初に使用する前に、ソフトウェアとファームウェアを更新してください。

システムソフトウェアおよびファームウェアアップデートを入手するには、次のいずれかの方法を使用し
ます。

• SPP を「Service Pack for ProLiant」ダウンロードページからダウンロードします。

• 個々のドライバー、ファームウェア、またはその他のシステムソフトウェアコンポーネントを、Hewlett
Packard Enterprise サポートセンターの Web サイトのサーバー製品ページからダウンロードしてく
ださい。
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オペレーティングシステムのバージョンサポート

サポートされているオペレーティングシステムのバージョンについては、オペレーティングシステムサポ
ートマトリックスを参照してください。

バージョンコントロール

VCRM および VCA は、企業全体でのソフトウェア更新作業を可能にするために SIM が使用する Web 対
応の Insight マネジメントエージェントツールです。

• VCRM は、SPP のレポジトリを管理します。管理者は次の処理を実行できます。

◦ SPP の内容を表示する

◦ VCRM を構成して 新のソフトウェアおよびファームウェアを Hewlett Packard Enterprise からイ
ンターネット経由でダウンロードしレポジトリを自動更新する

• VCA は、サーバーにインストールされているソフトウェアのバージョンを、VCRM が管理するレポジ
トリ内にある利用可能なアップデートと比較します。管理者は、VCA を構成して、VCA に VCRM が
管理するレポジトリを参照させます。

バージョン管理ツールについて詳しくは、次のドキュメント（Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
ト）を参照してください。

• Systems Insight Manager ユーザーガイド

• バージョンコントロールエージェントユーザーガイド

• バージョンコントロールレポジトリマネージャーユーザーガイド

ドキュメントを探すには、以下の操作を行います。

1. Products and Solutions の選択可能なオプションから、Insight Management を選択します。

2. Models / Subcategories の選択可能なオプションから、Version Control を選択します。

3. 新のドキュメントを探して、ダウンロードします。

ProLiant サーバー用のオペレーティングシステムおよび仮想化ソフトウェアサ
ポート

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 サイトを参照してください。

HPE テクノロジーサービスポートフォリオ

HPE テクノロジーサービスは、信頼を提供し、リスクを軽減して、俊敏性と安定性を実現します。ハイ
ブリッド IT により、オンプレミス環境を簡素化して強化し、パブリッククラウドの性質や特性を活かす
ことで、お客様の成功を支援します。HPE サポートサービスでは、ビジネスニーズに合わせて、適切な
サービスレベル、対象期間、応答時間を選択できます。HPE と接続することで、問題を回避したり、迅
速に解決したりできます。接続により、1 日 24 時間、週 7 日の監視、事前障害アラート、自動通話記録、
部品の自動発送などのサービスを受けることができます。接続について詳しくは、HPE の Web サイトを
参照してください。

サポートサービスについて詳しくは、HPE の Web サイトを参照してください。

次の分野のコンサルティングサービスを利用できます。

• プライベートまたはハイブリッドのクラウドコンピューティング

• ビッグデータおよびモビリティの要件

• データセンターのインフラストラクチャの改善

• サーバー、ストレージ、およびネットワーク技術の活用

詳しくは、HPE の Web サイトを参照してください。
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変更管理および事前通知

Hewlett Packard Enterprise の変更管理と事前通知では、以下についてお客様に、30～60 日前にお知らせ
しています。

• ハードウェアおよびソフトウェアの次回の変更

• 報告

• パッチ

どのような Hewlett Packard Enterprise 製品を所有されているかお知らせいただければ、お客様のビジネ
スが円滑に進むように 新のアップデートをお送りします。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。
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トラブルシューティング

トラブルシューティングの資料
HPE ProLiant Gen9 トラブルシューティングガイド、ボリューム I：トラブルシューティングでは、
ProLiant サーバーおよびサーバーブレードについて、一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障害
を特定し識別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。このガイドを表示するには、言語を選択してください。

• 英語

• フランス語

• スペイン語

• ドイツ語

• 日本語

• 簡体字中国語

HPE ProLiant Gen9 トラブルシューティングガイド、ボリューム II：エラーメッセージでは、エラーメッ
セージのリストを提供し、ProLiant サーバーおよびサーバーブレードの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。このガイドを表示するには、言語を選択してください。

• 英語

• フランス語

• スペイン語

• ドイツ語

• 日本語

• 簡体字中国語
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システムバッテリを交換する

サーバーが正しい日付と時刻を自動的に表示しなくなった場合は、リアルタイムクロックに電力を供給し
ているバッテリを交換します。通常の使用では、バッテリの寿命は 5～10 年です。

警告:

コンピュータは内部に、リチウム二酸化マンガン、五酸化バナジウム、あるいはアルカリバッテリ
パックを含んでおり、バッテリパックの取り扱いを誤ると火災が発生したり、やけどをしたりする
危険性があります。けがを防ぐために、次の点に注意してください。

• バッテリを再充電しないでください。

• 60°C 以上の高温にさらさないでください。

• バッテリを分解したり、つぶしたり、穴を開けたり、ショートさせたり、火や水の中に投じたり
しないでください。

• 交換するバッテリは、この製品専用のスペアバッテリだけをご使用ください。

重要:

システムボードバッテリを交換すると、システム ROM がデフォルトの構成にリセットされます。
バッテリを交換したら、RBSU を使用してシステムを再構成します。

手順

1. セキュリティベゼルが取り付けられている場合は、取り外します。

2. サーバーの電源を切ります。

3. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

4. 次のいずれかの手順を実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• ラックからサーバーを取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. システムボード上のバッテリの位置を確認します。

7. バッテリを取り外します。
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重要:

システムボードバッテリを交換すると、システム ROM がデフォルトの構成にリセットされます。
バッテリを交換したら、RBSU を使用してシステムを再構成します。

コンポーネントを元に戻すには、取り外し手順を逆に実行します。

バッテリの交換または正しい廃棄方法について詳しくは、製品販売店またはサービス窓口にお問い合わせ
ください。
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保証および規制に関する情報

保証情報
HPE ProLiant および x86 サーバーおよびオプション

HPE エンタープライズサーバー

HPE ストレージ製品

HPE ネットワーク製品

規定に関する情報

安全と規定準拠

安全、環境、および規制に関する情報については、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（Hewlett Packard Enterprise の Web サイト http://www.hpe.com/
support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts）を参照してください。

Belarus Kazakhstan Russia marking

Manufacturer and Local Representative Information

Manufacturer information:

Hewlett Packard Enterprise Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.

Local representative information Russian:

• Russia:

• Belarus:

• Kazakhstan:

Local representative information Kazakh:

• Russia:
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• Belarus:

• Kazakhstan:

Manufacturing date:

The manufacturing date is defined by the serial number.

CCSYWWZZZZ (serial number format for this product)

Valid date formats include:

• YWW, where Y indicates the year counting from within each new decade, with 2000 as the starting
point; for example, 238: 2 for 2002 and 38 for the week of September 9. In addition, 2010 is indicated
by 0, 2011 by 1, 2012 by 2, 2013 by 3, and so forth.

• YYWW, where YY indicates the year, using a base year of 2000; for example, 0238: 02 for 2002 and
38 for the week of September 9.

Turkey RoHS material content declaration

Ukraine RoHS material content declaration
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仕様

環境仕様

仕様 値

温度範囲*

動作時 0° C～40° C

非動作時 –30° C～65° C

相対湿度（ただし結露しないこと）

動作時、 大湿球温度 28°C 10～90%

非動作時、 大湿球温度 38.7°C 5～95%

*ここで示す温度の定格はすべて海抜 0 m でのものです。海抜 3,048 m までは、高度が 304.8 m 上昇する
ごとに 1.0°C 下がります。直射日光が当たらないようにしてください。

機械仕様

仕様 値

高さ 4.32 cm（1.70 インチ）

奥行 38.22 cm（15.05 インチ）

幅 43.46 cm（17.11 インチ）

重量（全積載、概算値） —

大 8.7 kg（19.14 ポンド）

小 6.9 kg（15.09 ポンド）

電源装置の仕様
インストールされたオプションや、サーバーを購入した地域によって、サーバーは以下の電源装置のいず
れかで構成されます。

• HPE DL20 Gen9 290W ノンホットプラグパワーサプライ

• HPE 900-W AC 240VDC パワーインプットモジュール（PN 775595-B21）

これは、2 ベイ HPE 900-W AC 240VDC RPS 電源バックプレーンオプション（PN 814835-B21）の搭
載時にサポートされます。

これらは ProLiant サーバー向けのエントリーレベル電源装置製品です。電源装置の機能、仕様、および互
換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

注意:

サーバーの電源を入れる前に、システムと電源装置の入力定格を確認してください。
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ホットプラグ対応電源装置に関する計算

ホットプラグ対応電源装置の仕様、およびサーバーの電気ならびに熱負荷を調べるための計算ツールにつ
いては、Hewlett Packard Enterprise Power Advisor の Web サイトを参照してください。
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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。

• 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。

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 サポートセンターのメールニュース配信登録ページ

◦ Software Depot の Web サイト

• 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。

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資格情報が必要になる場合があります。関連する資格情報を使って HPE
パスポートをセットアップしておく必要があります。

Web サイト
• Hewlett Packard Enterprise Information Library
• Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

• Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide
• サブスクリプションサービス/サポートのアラート

• Software Depot
• カスタマーセルフリペア

• Insight Remote Support
• Serviceguard Solutions for HP-UX
• Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のストレージ互換性マトリックス

• ストレージに関するホワイトペーパーおよび分析レポート
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Customer Self Repair
Hewlett Packard Enterprise products are designed with many Customer Self Repair (CSR) parts to
minimize repair time and allow for greater flexibility in performing defective parts replacement. If during
the diagnosis period Hewlett Packard Enterprise (or Hewlett Packard Enterprise service providers or
service partners) identifies that the repair can be accomplished by the use of a CSR part, Hewlett
Packard Enterprise will ship that part directly to you for replacement. There are two categories of CSR
parts:

• Mandatory—Parts for which customer self repair is mandatory. If you request Hewlett Packard
Enterprise to replace these parts, you will be charged for the travel and labor costs of this service.

• Optional—Parts for which customer self repair is optional. These parts are also designed for customer
self repair. If, however, you require that Hewlett Packard Enterprise replace them for you, there may or
may not be additional charges, depending on the type of warranty service designated for your product.

注記: Some Hewlett Packard Enterprise parts are not designed for customer self repair. In order to
satisfy the customer warranty, Hewlett Packard Enterprise requires that an authorized service
provider replace the part. These parts are identified as "No" in the Illustrated Parts Catalog.

Based on availability and where geography permits, CSR parts will be shipped for next business day
delivery. Same day or four-hour delivery may be offered at an additional charge where geography
permits. If assistance is required, you can call the Hewlett Packard Enterprise Support Center and a
technician will help you over the telephone. Hewlett Packard Enterprise specifies in the materials shipped
with a replacement CSR part whether a defective part must be returned to Hewlett Packard Enterprise. In
cases where it is required to return the defective part to Hewlett Packard Enterprise, you must ship the
defective part back to Hewlett Packard Enterprise within a defined period of time, normally five (5)
business days. The defective part must be returned with the associated documentation in the provided
shipping material. Failure to return the defective part may result in Hewlett Packard Enterprise billing you
for the replacement. With a customer self repair, Hewlett Packard Enterprise will pay all shipping and part
return costs and determine the courier/carrier to be used.

For more information about the Hewlett Packard Enterprise CSR program, contact your local service
provider. For the North American program, go to the Hewlett Packard Enterprise CSR website.

Réparation par le client (CSR)

Les produits Hewlett Packard Enterprise comportent de nombreuses pièces CSR (Customer Self Repair
= réparation par le client) afin de minimiser les délais de réparation et faciliter le remplacement des
pièces défectueuses. Si pendant la période de diagnostic, Hewlett Packard Enterprise (ou ses
partenaires ou mainteneurs agréés) détermine que la réparation peut être effectuée à l'aide d'une pièce
CSR, Hewlett Packard Enterprise vous l'envoie directement. Il existe deux catégories de pièces CSR :

• Obligatoire—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est obligatoire. Si vous demandez à
Hewlett Packard Enterprise de remplacer ces pièces, les coûts de déplacement et main d'œuvre du
service vous seront facturés.

• Facultatif—Pièces pour lesquelles la réparation par le client est facultative. Ces pièces sont
également conçues pour permettre au client d'effectuer lui-même la réparation. Toutefois, si vous
demandez à Hewlett Packard Enterprise de remplacer ces pièces, l'intervention peut ou non vous être
facturée, selon le type de garantie applicable à votre produit.

REMARQUE: Certaines pièces Hewlett Packard Enterprise ne sont pas conçues pour permettre au client
d'effectuer lui-même la réparation. Pour que la garantie puisse s'appliquer, Hewlett Packard Enterprise
exige que le remplacement de la pièce soit effectué par un Mainteneur Agréé. Ces pièces sont identifiées
par la mention "Non" dans le Catalogue illustré.

Les pièces CSR sont livrées le jour ouvré suivant, dans la limite des stocks disponibles et selon votre
situation géographique. Si votre situation géographique le permet et que vous demandez une livraison le
jour même ou dans les 4 heures, celle-ci vous sera facturée. Pour toute assistance, appelez le Centre
d’assistance Hewlett Packard Enterprise pour qu’un technicien vous aide au téléphone. Dans les
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documents envoyés avec la pièce de rechange CSR, Hewlett Packard Enterprise précise s'il est
nécessaire de lui retourner la pièce défectueuse. Si c'est le cas, vous devez le faire dans le délai indiqué,
généralement cinq (5) jours ouvrés. La pièce et sa documentation doivent être retournées dans
l'emballage fourni. Si vous ne retournez pas la pièce défectueuse, Hewlett Packard Enterprise se réserve
le droit de vous facturer les coûts de remplacement. Dans le cas d'une pièce CSR, Hewlett Packard
Enterprise supporte l'ensemble des frais d'expédition et de retour, et détermine la société de courses ou
le transporteur à utiliser.

Pour plus d'informations sur le programme CSR de Hewlett Packard Enterprise, contactez votre
Mainteneur Agrée local. Pour plus d'informations sur ce programme en Amérique du Nord, consultez le
site Web Hewlett Packard Enterprise.

Riparazione da parte del cliente

Per abbreviare i tempi di riparazione e garantire una maggiore flessibilità nella sostituzione di parti
difettose, i prodotti Hewlett Packard Enterprise sono realizzati con numerosi componenti che possono
essere riparati direttamente dal cliente (CSR, Customer Self Repair). Se in fase di diagnostica Hewlett
Packard Enterprise (o un centro di servizi o di assistenza Hewlett Packard Enterprise) identifica il guasto
come riparabile mediante un ricambio CSR, Hewlett Packard Enterprise lo spedirà direttamente al cliente
per la sostituzione. Vi sono due categorie di parti CSR:

• Obbligatorie—Parti che devono essere necessariamente riparate dal cliente. Se il cliente ne affida la
riparazione ad Hewlett Packard Enterprise, deve sostenere le spese di spedizione e di manodopera
per il servizio.

• Opzionali—Parti la cui riparazione da parte del cliente è facoltativa. Si tratta comunque di componenti
progettati per questo scopo. Se tuttavia il cliente ne richiede la sostituzione ad Hewlett Packard
Enterprise, potrebbe dover sostenere spese addizionali a seconda del tipo di garanzia previsto per il
prodotto.

NOTA: alcuni componenti Hewlett Packard Enterprise non sono progettati per la riparazione da parte del
cliente. Per rispettare la garanzia, Hewlett Packard Enterprise richiede che queste parti siano sostituite da
un centro di assistenza autorizzato. Tali parti sono identificate da un "No" nel Catalogo illustrato dei
componenti.

In base alla disponibilità e alla località geografica, le parti CSR vengono spedite con consegna entro il
giorno lavorativo seguente. La consegna nel giorno stesso o entro quattro ore è offerta con un
supplemento di costo solo in alcune zone. In caso di necessità si può richiedere l'assistenza telefonica di
un addetto del centro di supporto tecnico Hewlett Packard Enterprise. Nel materiale fornito con una parte
di ricambio CSR, Hewlett Packard Enterprise specifica se il cliente deve restituire dei component. Qualora
sia richiesta la resa ad Hewlett Packard Enterprise del componente difettoso, lo si deve spedire ad
Hewlett Packard Enterprise entro un determinato periodo di tempo, generalmente cinque (5) giorni
lavorativi. Il componente difettoso deve essere restituito con la documentazione associata nell'imballo di
spedizione fornito. La mancata restituzione del componente può comportare la fatturazione del ricambio
da parte di Hewlett Packard Enterprise. Nel caso di riparazione da parte del cliente, Hewlett Packard
Enterprise sostiene tutte le spese di spedizione e resa e sceglie il corriere/vettore da utilizzare.

Per ulteriori informazioni sul programma CSR di Hewlett Packard Enterprise, contattare il centro di
assistenza di zona. Per il programma in Nord America fare riferimento al sito Web.

Customer Self Repair

Hewlett Packard Enterprise Produkte enthalten viele CSR-Teile (Customer Self Repair), um
Reparaturzeiten zu minimieren und höhere Flexibilität beim Austausch defekter Bauteile zu ermöglichen.
Wenn Hewlett Packard Enterprise (oder ein Hewlett Packard Enterprise Servicepartner) bei der Diagnose
feststellt, dass das Produkt mithilfe eines CSR-Teils repariert werden kann, sendet Ihnen Hewlett Packard
Enterprise dieses Bauteil zum Austausch direkt zu. CSR-Teile werden in zwei Kategorien unterteilt:
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• Zwingend—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren zwingend vorgegeben ist. Wenn Sie
den Austausch dieser Teile von Hewlett Packard Enterprise vornehmen lassen, werden Ihnen die
Anfahrt- und Arbeitskosten für diesen Service berechnet.

• Optional—Teile, für die das Customer Self Repair-Verfahren optional ist. Diese Teile sind auch für
Customer Self Repair ausgelegt. Wenn Sie jedoch den Austausch dieser Teile von Hewlett Packard
Enterprise vornehmen lassen möchten, können bei diesem Service je nach den für Ihr Produkt
vorgesehenen Garantiebedingungen zusätzliche Kosten anfallen.

HINWEIS: Einige Hewlett Packard Enterprise Teile sind nicht für Customer Self Repair ausgelegt. Um den
Garantieanspruch des Kunden zu erfüllen, muss das Teil von einem Hewlett Packard Enterprise
Servicepartner ersetzt werden. Im illustrierten Teilekatalog sind diese Teile mit „No“ bzw.
„Nein“ gekennzeichnet.

CSR-Teile werden abhängig von der Verfügbarkeit und vom Lieferziel am folgenden Geschäftstag
geliefert. Für bestimmte Standorte ist eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden
gegen einen Aufpreis verfügbar. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie das Hewlett Packard Enterprise
Support Center anrufen und sich von einem Mitarbeiter per Telefon helfen lassen. Den Materialien von
Hewlett Packard Enterprise, die mit einem CSR-Ersatzteil geliefert werden, können Sie entnehmen, ob
das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise zurückgeschickt werden muss. Wenn es erforderlich ist,
das defekte Teil an Hewlett Packard Enterprise zurückzuschicken, müssen Sie dies innerhalb eines
vorgegebenen Zeitraums tun, in der Regel innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen. Das defekte Teil muss
mit der zugehörigen Dokumentation in der Verpackung zurückgeschickt werden, die im Lieferumfang
enthalten ist. Wenn Sie das defekte Teil nicht zurückschicken, kann Hewlett Packard Enterprise Ihnen das
Ersatzteil in Rechnung stellen. Im Falle von Customer Self Repair kommt Hewlett Packard Enterprise für
alle Kosten für die Lieferung und Rücksendung auf und bestimmt den Kurier-/Frachtdienst.

Weitere Informationen über das Hewlett Packard Enterprise Customer Self Repair Programm erhalten Sie
von Ihrem Servicepartner vor Ort. Informationen über das CSR-Programm in Nordamerika finden Sie auf
der Hewlett Packard Enterprise Website unter.

Reparaciones del propio cliente

Los productos de Hewlett Packard Enterprise incluyen muchos componentes que el propio usuario puede
reemplazar (Customer Self Repair, CSR) para minimizar el tiempo de reparación y ofrecer una mayor
flexibilidad a la hora de realizar sustituciones de componentes defectuosos. Si, durante la fase de
diagnóstico, Hewlett Packard Enterprise (o los proveedores o socios de servicio de Hewlett Packard
Enterprise) identifica que una reparación puede llevarse a cabo mediante el uso de un componente CSR,
Hewlett Packard Enterprise le enviará dicho componente directamente para que realice su sustitución.
Los componentes CSR se clasifican en dos categorías:

• Obligatorio—componentes cuya reparación por parte del usuario es obligatoria. Si solicita a Hewlett
Packard Enterprise que realice la sustitución de estos componentes, tendrá que hacerse cargo de los
gastos de desplazamiento y de mano de obra de dicho servicio.

• Opcional—componentes cuya reparación por parte del usuario es opcional. Estos componentes
también están diseñados para que puedan ser reparados por el usuario. Sin embargo, si precisa que
Hewlett Packard Enterprise realice su sustitución, puede o no conllevar costes adicionales,
dependiendo del tipo de servicio de garantía correspondiente al producto.

NOTA: Algunos componentes de Hewlett Packard Enterprise no están diseñados para que puedan ser
reparados por el usuario. Para que el usuario haga valer su garantía, Hewlett Packard Enterprise pone
como condición que un proveedor de servicios autorizado realice la sustitución de estos componentes.
Dichos componentes se identifican con la palabra "No" en el catálogo ilustrado de componentes.

Según la disponibilidad y la situación geográfica, los componentes CSR se enviarán para que lleguen a
su destino al siguiente día laborable. Si la situación geográfica lo permite, se puede solicitar la entrega en
el mismo día o en cuatro horas con un coste adicional. Si precisa asistencia técnica, puede llamar al
Centro de asistencia técnica de Hewlett Packard Enterprise y recibirá ayuda telefónica por parte de un
técnico. Con el envío de materiales para la sustitución de componentes CSR, Hewlett Packard Enterprise
especificará si los componentes defectuosos deberán devolverse a Hewlett Packard Enterprise. En
aquellos casos en los que sea necesario devolver algún componente a Hewlett Packard Enterprise,
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deberá hacerlo en el periodo de tiempo especificado, normalmente cinco días laborables. Los
componentes defectuosos deberán devolverse con toda la documentación relacionada y con el embalaje
de envío. Si no enviara el componente defectuoso requerido, Hewlett Packard Enterprise podrá cobrarle
por el de sustitución. En el caso de todas sustituciones que lleve a cabo el cliente, Hewlett Packard
Enterprise se hará cargo de todos los gastos de envío y devolución de componentes y escogerá la
empresa de transporte que se utilice para dicho servicio.

Para obtener más información acerca del programa de Reparaciones del propio cliente de Hewlett
Packard Enterprise, póngase en contacto con su proveedor de servicios local. Si está interesado en el
programa para Norteamérica, visite la página web de Hewlett Packard Enterprise CSR.

Customer Self Repair

Veel onderdelen in Hewlett Packard Enterprise producten zijn door de klant zelf te repareren, waardoor
de reparatieduur tot een minimum beperkt kan blijven en de flexibiliteit in het vervangen van defecte
onderdelen groter is. Deze onderdelen worden CSR-onderdelen (Customer Self Repair) genoemd. Als
Hewlett Packard Enterprise (of een Hewlett Packard Enterprise Service Partner) bij de diagnose vaststelt
dat de reparatie kan worden uitgevoerd met een CSR-onderdeel, verzendt Hewlett Packard Enterprise
dat onderdeel rechtstreeks naar u, zodat u het defecte onderdeel daarmee kunt vervangen. Er zijn twee
categorieën CSR-onderdelen:

• Verplicht—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant verplicht is. Als u Hewlett Packard Enterprise
verzoekt deze onderdelen voor u te vervangen, worden u voor deze service reiskosten en arbeidsloon
in rekening gebracht.

• Optioneel—Onderdelen waarvoor reparatie door de klant optioneel is. Ook deze onderdelen zijn
ontworpen voor reparatie door de klant. Als u echter Hewlett Packard Enterprise verzoekt deze
onderdelen voor u te vervangen, kunnen daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht,
afhankelijk van het type garantieservice voor het product.

OPMERKING: Sommige Hewlett Packard Enterprise onderdelen zijn niet ontwikkeld voor reparatie door
de klant. In verband met de garantievoorwaarden moet het onderdeel door een geautoriseerde Service
Partner worden vervangen. Deze onderdelen worden in de geïllustreerde onderdelencatalogus
aangemerkt met "Nee".

Afhankelijk van de leverbaarheid en de locatie worden CSR-onderdelen verzonden voor levering op de
eerstvolgende werkdag. Levering op dezelfde dag of binnen vier uur kan tegen meerkosten worden
aangeboden, indien dit mogelijk is gezien de locatie. Indien assistentie is gewenst, belt u het Hewlett
Packard Enterprise Support Center om via de telefoon ondersteuning van een technicus te ontvangen.
Hewlett Packard Enterprise vermeldt in de documentatie bij het vervangende CSR-onderdeel of het
defecte onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet worden geretourneerd. Als het defecte
onderdeel aan Hewlett Packard Enterprise moet worden teruggezonden, moet u het defecte onderdeel
binnen een bepaalde periode, gewoonlijk vijf (5) werkdagen, retourneren aan Hewlett Packard Enterprise.
Het defecte onderdeel moet met de bijbehorende documentatie worden geretourneerd in het
meegeleverde verpakkingsmateriaal. Als u het defecte onderdeel niet terugzendt, kan Hewlett Packard
Enterprise u voor het vervangende onderdeel kosten in rekening brengen. Bij reparatie door de klant
betaalt Hewlett Packard Enterprise alle verzendkosten voor het vervangende en geretourneerde
onderdeel en kiest Hewlett Packard Enterprise zelf welke koerier/transportonderneming hiervoor wordt
gebruikt.

Neem contact op met een Service Partner voor meer informatie over het Customer Self Repair
programma van Hewlett Packard Enterprise. Informatie over Service Partners vindt u op de Hewlett
Packard Enterprise website.

Reparo feito pelo cliente

Os produtos da Hewlett Packard Enterprise são projetados com muitas peças para reparo feito pelo
cliente (CSR) de modo a minimizar o tempo de reparo e permitir maior flexibilidade na substituição de
peças com defeito. Se, durante o período de diagnóstico, a Hewlett Packard Enterprise (ou fornecedores/
parceiros da Hewlett Packard Enterprise) concluir que o reparo pode ser efetuado pelo uso de uma peça
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CSR, a Hewlett Packard Enterprise enviará a peça diretamente ao cliente. Há duas categorias de peças
CSR:

• Obrigatória—Peças cujo reparo feito pelo cliente é obrigatório. Se desejar que a Hewlett Packard
Enterprise substitua essas peças, serão cobradas as despesas de transporte e mão-de-obra do
serviço.

• Opcional—Peças cujo reparo feito pelo cliente é opcional. Essas peças também são projetadas para
o reparo feito pelo cliente. No entanto, se desejar que a Hewlett Packard Enterprise as substitua,
pode haver ou não a cobrança de taxa adicional, dependendo do tipo de serviço de garantia
destinado ao produto.

OBSERVAÇÃO: Algumas peças da Hewlett Packard Enterprise não são projetadas para o reparo feito
pelo cliente. A fim de cumprir a garantia do cliente, a Hewlett Packard Enterprise exige que um técnico
autorizado substitua a peça. Essas peças estão identificadas com a marca "No" (Não), no catálogo de
peças ilustrado.

Conforme a disponibilidade e o local geográfico, as peças CSR serão enviadas no primeiro dia útil após
o pedido. Onde as condições geográficas permitirem, a entrega no mesmo dia ou em quatro horas pode
ser feita mediante uma taxa adicional. Se precisar de auxílio, entre em contato com o Centro de suporte
técnico da Hewlett Packard Enterprise para que um técnico o ajude por telefone. A Hewlett Packard
Enterprise especifica nos materiais fornecidos com a peça CSR de reposição se a peça com defeito deve
ser devolvida à Hewlett Packard Enterprise. Nos casos em que isso for necessário, é preciso enviar a
peça com defeito à Hewlett Packard Enterprise, você deverá enviar a peça com defeito de volta para a
Hewlett Packard Enterprise dentro do período de tempo definido, normalmente em 5 (cinco) dias úteis. A
peça com defeito deve ser enviada com a documentação correspondente no material de transporte
fornecido. Caso não o faça, a Hewlett Packard Enterprise poderá cobrar a reposição. Para as peças de
reparo feito pelo cliente, a Hewlett Packard Enterprise paga todas as despesas de transporte e de
devolução da peça e determina a transportadora/serviço postal a ser utilizado.

Para obter mais informações sobre o programa de reparo feito pelo cliente da Hewlett Packard
Enterprise, entre em contato com o fornecedor de serviços local. Para o programa norte-americano, 
visite o site da Hewlett Packard Enterprise.
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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。
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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

HPE プロアクティブケアサービス

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

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

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ある改版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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頭字語と略語

ABEND

abnormal end。異常終了

ACU

Array Configuration Utility。アレイコンフィギュレーションユーティリティ

AMP

Advanced Memory Protection。アドバンストメモリプロテクション

API

アプリケーションプログラムインターフェイス

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers。米国暖房冷凍空調学会

ASR

Automatic Server Recovery。自動サーバー復旧

CAS

Column Address Strobe

CSA

Canadian Standards Association。カナダ規格協会

CSR

Customer Self Repair

FSBBU

Flex slot battery backup。Flex Slot バッテリバックアップ

GPU

graphics processing unit。グラフィックスプロセッシングユニット

HBA

host bus adapter。ホストバスアダプター

HP SUM

HP Software Update Manager

HPE SSA

HPE Smart Storage Administrator

IEC

International Electrotechnical Commission。国際電気標準会議

iLO

Integrated Lights-Out

IML

Integrated Management Log。インテグレーテッドマネジメントログ

ISO
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International Organization for Standardization

JSON

JavaScript Object Notation

LFF

large form factor。ラージフォームファクター

LRDIMM

load reduced dual in-line memory module。低負荷デュアルインラインメモリモジュール

NAND

Not AND。否定論理積

NMI

nonmaskable interrupt。マスク不可能割り込み

NVRAM

nonvolatile memory。不揮発性メモリ

PCIe

PCI Express（Peripheral Component Interconnect Express）

PDU

power distribution unit。パワーディストリビューションユニット

POST

Power-On Self Test。電源投入時セルフテスト

RBSU

ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ

RDIMM

registered dual in-line memory module。レジスタ付きデュアルインラインメモリモジュール

REST

Representational State Transfer

RoHS

Restriction of Hazardous Substances。特定有害物質使用制限指令

RSOC

relative state of charge。相対的な充電の状態

SAS

serial attached SCSI。シリアル接続 SCSI

SATA

serial ATA

SD

Secure Digital

SFF

small form factor。スモールフォームファクター

SID
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Systems Insight Display

SIM

Systems Insight Manager

SPP

Service Pack for ProLiant

TMRA

recommended ambient operating temperature。推奨される動作時の 高周囲温度

TPM

Trusted Platform Module

UDIMM

unregistered dual in-line memory module。レジスタなしデュアルインラインメモリモジュール

UEFI

Unified Extensible Firmware Interface

UID

unit identification。ユニット識別子

USB

universal serial bus。ユニバーサルシリアルバス

VC

Virtual Connect

VCA

Version Control Agent。バージョンコントロールエージェント

VCRM

バージョンコントロールレポジトリマネージャ

VDC

voltage direct-current。直流電圧
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