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このマニュアルの使用法
このサービスマニュアルには、Oracle の Sun Netra 6000 モジュラーシステムの保守
とアップグレードに関する情報と手順が記載されています。このドキュメントは、技
術者、システム管理者、承認サービスプロバイダ、およびハードウェアの障害追跡や
交換についての高度な経験を持つユーザーを対象としています。このドキュメント
は、Sun Netra 6000 モジュラーシステムのトピックセットとしてオンラインで、また
は個別の PDF ファイルとして利用できます。

注 – このマニュアルでは、モジュラーシステムの AC および DC モデルについて説明
します。ほとんどのトピックは、特に記載がないかぎり、両方のモデルに適用されま
す。図ではどちらか一方のモデルが示されており、お使いの装置と厳密に一致しない
場合があります。
■

vii ページの「関連ドキュメント」

■

ix ページの「ドキュメント、サポート、およびトレーニング」

■

ix ページの「ドキュメントのフィードバック」

関連ドキュメント
このモジュラーシステムのオンラインドキュメントは、次の URL で参照できます。
(http://docs.sun.com/app/docs/prod/n6000.modsys#hic)

vii
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ドキュメント、サポート、およびト
レーニング
次の Web サイトでは追加リソースが提供されています。
■

ドキュメント (http://www.sun.com/documentation)

■

サポート (http://www.sun.com/support)

■

トレーニング (http://www.sun.com/training)

ドキュメントのフィードバック
コメントは、(http://docs.sun.com) で「Feedback [+]」リンクをクリックして
お送りください。ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載
してください。
『Sun Netra 6000 モジュラーシステムサービスマニュアル』、Part No. 821-1852-11。
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障害の監視
ここでは、システム状態の監視方法およびシステム障害のトラブルシューティング
方法を説明します。
■

1 ページの「障害管理の概要」

■

3 ページの「障害の監視 (LED)」

■

9 ページの「障害の監視 (ILOM)」

関連情報
■

『Oracle ILOM 3.0 補足マニュアル Sun Netra 6000 モジュラーシステム』、
37 ページの「センサーの解釈」

■

13 ページの「保守の準備」

障害管理の概要
ここでは、サーバーモジュールの障害管理について説明します。
■

2 ページの「障害の特定」

■

2 ページの「外部障害と内部障害」

■

3 ページの「障害管理ソフトウェア」

関連情報
■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

■

11 ページの「ILOM での背面ファンの障害の監視」

■

12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」

1

障害の特定
システム内のどこかで障害が発生したことを知るには、3 つの方法があります。
■

オレンジ色の保守要求 LED のいずれかが点灯しているかどうかを確認します。
5 ページの「シャーシと CMM LED」を参照してください。

■

ILOM を使用してコンポーネントが障害状態かどうかを確認します。9 ページの
「障害の監視 (ILOM)」を参照してください。

■

ILOM システムイベントログを調べて、障害がシステムイベントログに記録されて
いるかどうかを確認します。12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」を
参照してください。

関連情報
■

9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」

■

2 ページの「外部障害と内部障害」

■

3 ページの「障害管理ソフトウェア」

外部障害と内部障害
システムコンポーネントでハードウェア障害が発生した場合は、内部障害といいます。
障害の原因は、モジュラーシステム自体のハードウェアの問題です。修復処置 (通常
は故障したコンポーネントの交換) を実施すると、内部障害は解消されます。
外部障害の場合は、故障したシステムハードウェアはありません。システムの外部の
状態が、潜在的な問題の原因になります。たとえば、外気温 (シャーシの外側) が特定
のしきい値を超えた場合、障害が発生します。温度を下げないと、熱がシステムに悪
影響を及ぼす場合があります。外部の障害は自動的に解消します。外部条件が存在し
なくなると解消されます。それでも、問題が解決されない場合は、外部障害によって
コンポーネントまたはシステム全体が停止する可能性があります。

関連情報

2

■

9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」

■

2 ページの「障害の特定」

■

3 ページの「障害管理ソフトウェア」
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障害管理ソフトウェア
障害管理ソフトウェアは、ハードウェアの健全性を監視し、システムコンポーネント
でのハードウェア障害を診断して報告します。障害管理は環境条件も監視し、システ
ムの環境が許容できるパラメータの範囲を超えると報告します。システムシャーシ、
電源装置 (Power Supply、PS)、サーバーモジュール、およびファンのセンサーが、
継続的に監視されます。センサーが問題を登録すると、シャーシ管理モジュール
(Chassis Management Module、CMM) で動作する障害管理ソフトウェアが通知を受
け取ります。
その後、障害管理ソフトウェアは問題を診断します。ソフトウェアは、ハードウェア
または環境の障害が発生したと判断すると、影響を受けるコンポーネントの保守要求
LED を点灯します。ILOM 管理インタフェースがエラー (障害) を反映して更新され、
エラーは障害としてイベントログに記録されます。

注 – モジュラーシステム障害管理ソフトウェアは、Oracle Solaris 障害管理アーキテ
クチャーとは関係ありません。障害管理はモジュラーシステムの管理ソフトウェアの
一部であり、サーバーモジュールホストまたはオペレーティングシステムとはやり取
りしません。

関連情報
■

2 ページの「障害の特定」

■

2 ページの「外部障害と内部障害」

■

3 ページの「障害の監視 (LED)」

■

9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」

障害の監視 (LED)
外部条件がシステムに対して危険を及ぼす可能性のある状態になると、障害が宣言さ
れて、シャーシの温度障害 LED が点灯します。外部障害により、システム全体が強
制的に停止される場合があります。シャーシコンポーネントに障害があると、シャー
シ保守要求 LED も点灯します。
■

4 ページの「DC 入力ユニットのアラーム LED」

■

6 ページの「電源装置 LED (DC)」

■

7 ページの「電源装置 LED (AC)」

■

5 ページの「シャーシと CMM LED」

■

8 ページの「背面ファン LED」

障害の監視

3

関連情報
■

9 ページの「障害の監視 (ILOM)」

DC 入力ユニットのアラーム LED

CMM ILOM を使用すると LED の状態を変更できます。
DC 入力ユニットの LED の機能

表:
番号

LED の説明

色

1

CRIT (重度)

赤色

2

MAJ (中度)

赤色

3

MIN (軽度)

黄色 (オレンジ色)

4

USER

黄色 (オレンジ色)

関連情報

4

■

5 ページの「シャーシと CMM LED」

■

8 ページの「背面ファン LED」
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シャーシと CMM LED
シャーシと CMM LED

図:

図の説明

1

LED の場所

3

電源/OK LED

2

保守要求 LED

4

温度障害 LED

関連情報
■

6 ページの「電源装置 LED (DC)」

■

7 ページの「電源装置 LED (AC)」

■

8 ページの「背面ファン LED」

障害の監視

5

電源装置 LED (DC)
表では LED の機能が示されています。DC B LED は、電源装置の背面の上部入力電
力コネクタを監視します。DC A LED は、電源装置の背面の下部入力電力コネクタを
監視します。

保守要求および DC 出力電源 LED の機能

表:
番号

LED の説明

通常

障害

スタンバイ電源障害

1

保守要求 (オレンジ色)

消灯

点灯

3.3 VSB より上下すると点滅します

2

DC 出力電源 (緑色)

点灯

点灯

該当なし

DC 電源装置の入力電源 LED の機能

表:
番号

LED の説明

電源

電源なし

3

DC-B (緑色)

点灯

消灯

4

DC-A (緑色)

点灯

消灯

関連情報
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■

5 ページの「シャーシと CMM LED」

■

8 ページの「背面ファン LED」

Sun Netra 6000 モジュラーシステムサービスマニュアル • 2010 年 10 月

電源装置 LED (AC)

AC 電源装置 LED の機能

表:

番号

LED の説明

通常

過電流

AC 0 エラー

AC 1 エラー

前面ファン
エラー

1

保守要求

消灯

点灯

消灯

消灯

消灯

2

DC (緑色)

点灯

消灯

消灯

消灯

点灯

3

AC-1 (緑色)

点灯

点灯

点灯

消灯

点灯

4

AC-0 (緑色)

点灯

点灯

消灯

点灯

点灯

5

Fan 保守 (オレンジ色)
(AC シャーシのみ)

消灯

消灯

消灯

消灯

点灯

関連情報
■

5 ページの「シャーシと CMM LED」

■

8 ページの「背面ファン LED」

障害の監視

7

背面ファン LED
シャーシには 6 個の背面ファンモジュールがあります。各ファンモジュールが LED を
備えています。背面ファン障害 LED は、ファンモジュールで障害が発生したことを
示します。障害の原因は、機械的、電気的、またはミッドプレーンコントローラ障害
です。
背面ファンモジュール LED

図:

図の説明

1

ファン保守要求 LED

関連情報
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■

5 ページの「シャーシと CMM LED」

■

6 ページの「電源装置 LED (DC)」

■

7 ページの「電源装置 LED (AC)」

■

9 ページの「障害の監視 (ILOM)」
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障害の監視 (ILOM)
シャーシとコンポーネントの障害を ILOM CLI から監視できます。
■

9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」

■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

■

11 ページの「ILOM での背面ファンの障害の監視」

■

12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」

関連情報
■

1 ページの「障害管理の概要」

■

3 ページの「障害の監視 (LED)」

▼ 電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)
シャーシとコンポーネントの障害を ILOM CLI から監視できます。
1. ILOM CLI ウィンドウを開きます。
2. 適切な show コマンドを入力して、システムコンポーネントについての情報を表示
します。
たとえば、電源装置の AC-1 LED が点灯している場合は、次のコマンドを入力し
ます。
> show /CH/PS0/S1/AC_FAIL
/CH/PS0/S1/AC_FAIL
Targets:
Properties:
type = Voltage
class = Discrete Sensor
value = Predictive Failure Asserted
Commands:
cd
show

この例で、value = Predictive Failure Asserted は障害が発生した電源
装置を示します。電源装置 0 の電源装置の 1 つで障害が発生したので、電源装置
全体を交換する必要があります。

障害の監視

9

関連情報
■ 10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)
表では、障害と警告の種類および ILOM CLI でセンサー情報を探す場所を示します。
表で、変数 n は次のいずれかの値を表します。
■

電源装置 0 (PS0)

■

電源装置 1 (PS1)

■

12V 出力 0 (S0)

■

12V 出力 1 (S1)

たとえば、/CH/PS0/S1 は電源装置 0 内にある 12 V 出力 1 を表します。
障害が発生した場合、センサーには次の値が表示されます。
value = Predictive Failure Asserted
表:

電源装置の警告

警告の種類

センサーへの ILOM CLI パス

電源装置入力喪失または範囲外。取り得る値は次のとおりです。 /CH/PSn/STATUS
• 存在検出
• 電源装置障害検出
• 障害予測表明
• 電源装置入力喪失 (AC/DC)
• 電源装置入力喪失または範囲外
• 電源装置入力範囲外、ただし存在
センサーは電源装置の周囲温度を示します。周囲温度が 40oC に /CH/PSn/T_AMB
達すると CMM LED が点灯し、温度が 45oC に達するとシャー
シを停止します。
12V_n 出力電流が 100 ミリ秒間 240A を超えています。
周辺温度が

10

50o

～

60oC

の範囲に達しています。
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/CH/PSn/Sn/I+12V_WARN
/CH/PSn/T_AMB_WARN

表:

電源装置および前面ファンの障害

障害の種類

センサーへの ILOM CLI パス

電源装置で障害が発生しました。
65o

75oC

/CH/PSn/Sn/ACFAIL

周辺温度が
～
の範囲に達しています。このセンサー
により電源装置は停止します。

/CH/PSn/T_AMB_FAULT

12V 電源装置の出力は、400 ミリ秒より長く 14V を超えてい
ます。

/CH/PSn/Sn/V+12V_FAULT

3V 電源装置の出力が 3.7 ～ 4.3V の範囲に達しています。

/CH/PSn/V+3_3V_FAULT

12V_n 出力電流が 60 秒より長く 240 アンペアを超えているか、 /CH/PSn/Sn/I+12V_FAULT
または 12 V_n 出力電流が 20 ミリ秒間 275A を超えています。
3.3V 出力電流が 20 ミリ秒より長く 13A を超えています。

/CH/PSn/I+3_3V_Fault

前面ファンで障害が発生しました。

/CH/PSn/FAN_FAIL

関連情報
■

11 ページの「ILOM での背面ファンの障害の監視」

■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

■

12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」

▼ ILOM での背面ファンの障害の監視
●

ILOM CLI を使用して、背面ファン障害のセンサーを表示します。
show /CH/FMn/FAIL

変数 n はファンモジュールの番号を表します。たとえば、/CH/FM1/FAIL はファン
モジュール 1 のファン障害を示します。

ILOM の関連情報
■ 9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」
■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

■

12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」

障害の監視
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▼ ILOM イベントログでの障害の監視
障害はシステムイベントログに記録されます。このログは、ILOM CLI を使用して表示
できます。
1. ILOM CLI ウィンドウを開きます。
2. イベントログを表示します。
show /CMM/logs/event list

ログ出力をスクロールして、内容を確認できます。障害エントリは次の例のよう
な内容です。この例は、電源装置 0、電源装置サイド 0 で発生した障害を示してい
ます。
3642 Tue Jan 20 17:46:53 1970 IPMI
Log
critical
ID =
9 : pre-init timestamp : Voltage : ps0.ac0_fail :
Predictive
Failure Asserted

関連情報
■ 9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」
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■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

■

11 ページの「ILOM での背面ファンの障害の監視」
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保守の準備
ここでは、モジュラーシステムの保守の準備方法について説明します。
■

13 ページの「コンポーネントの種類と保守の分類」

■

15 ページの「必要な工具類の用意」

■

15 ページの「ESD 損傷の防止」

■

16 ページの「サーバーモジュールとストレージモジュールの電源切断」

■

16 ページの「シャーシ内のコンポーネントの電源切断」

■

17 ページの「シャーシの電源切断」

■

20 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

関連情報
■

25 ページの「CRU の交換」

■

55 ページの「FRU の交換」

■

73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」

コンポーネントの種類と保守の分類
モジュラーシステム内のすべてのコンポーネントは、1 人のユーザーによって取り外し
および保守できます。サーバーモジュールコンポーネントには 2 つの種類があります。
■

CRU － 顧客交換可能ユニット (Customer-Replaceable Unit) は、認定されたサー
ビスプロバイダが取り外して交換できます。

■

FRU － 現場交換可能ユニット (Field-Replaceable Unit) は、承認されている Sun 保
守担当者だけが取り外し、取り付けを行う必要があります。

13

また、コンポーネントには 3 種類の保守分類があります。
■

ホットプラグ対応 － 適切なソフトウェアコマンドを使用して、システムの動作中に
ホットプラグ対応コンポーネントを取り付けたり、取り外したりできます。

■

ホットスワップ対応 － ソフトウェアコマンドを使用しないで、システムの動作中に
ホットスワップ対応コンポーネントを取り付けたり、取り外したりできます。

■

コールドスワップ対応 － コンポーネントを保守するには、システムの電源を切る
必要があります。

コンポーネント名

コンポーネントの
種類

保守の分類

電源装置

CRU

ホットスワップ

前面のファンモジュール

CRU

ホットスワップ

サーバーモジュール

CRU

ホットプラグ

前面のインジケータモジュール (FIM)

CRU

ホットプラグ

シャーシ管理モジュール (CMM)

CRU

ホットスワップ

Network Express Module (NEM)

CRU

ホットスワップ

PCI ExpressModule (PCI EM)

CRU

ホットスワップ

背面のファンモジュール

CRU

ホットスワップ

ファンボード

CRU

コールドスワップ (シャーシの
電源切断)

ミッドプレーン

FRU

コールドスワップ (シャーシの
電源切断)

内部電源ケーブル

FRU

コールドスワップ (シャーシの
電源切断)

DC 入力ユニット (DC シャーシ)

FRU

コールドスワップ (シャーシの
電源切断)

DC アダプタトレイ (DC シャーシ)

FRU

コールドスワップ (シャーシの
電源切断)

関連情報
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■

25 ページの「CRU の交換」

■

55 ページの「FRU の交換」
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▼ 必要な工具類の用意
●

モジュラーシステムでの保守を実行するために、次の工具類と補給品を用意します。
■

プラスのねじ回し (Phillips の 2 番)

■

T-10 トルクスドライバ

■

内部電源ケーブルを外すための M6 六角ナットドライバ

■

静電気防止用リストストラップ

■

静電気防止用マット

関連情報
■ 15 ページの「ESD 損傷の防止」
■

16 ページの「サーバーモジュールとストレージモジュールの電源切断」

▼ ESD 損傷の防止
サーバーモジュールおよびサーバーモジュールオプションを取り扱うときは、静電放
電による損傷を防ぐために、次の手順に従います。

注意 – プリント基板およびディスクドライブには、静電気に非常に弱い電子部品が組
み込まれています。衣服または作業環境で発生する通常量の静電気によって、部品が
損傷を受けることがあります。適切な静電気防止予防策を実施しないで、部品自体ま
たは金属部品に触らないでください。
1. 静電気防止用マットまたは同様の表面を使用します。
DIMM やディスクドライブなどのオプションを取り付けるときは、このような静
電気に弱い部品を静電気防止面の上に置きます。静電気防止面としては次のものを
使用できます。
■

部品を覆うために使われていた袋

■

部品を梱包するために使われていた出荷用コンテナ

■

Sun 静電気放電 (ESD) マット (パート番号 250-1088、販売担当者を通じて入手
可能)

■

処分可能な ESD マット (一部の部品およびオプションに標準装備)

保守の準備
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2. リストストラップの一方の端をシャーシの金属板に取り付け、もう一方の端を手首
に装着します。
ストラップに付属する説明を参照してください。

関連情報
■ 15 ページの「必要な工具類の用意」
■

16 ページの「シャーシ内のコンポーネントの電源切断」

▼ サーバーモジュールとストレージモ
ジュールの電源切断
●

サーバーモジュールとストレージモジュールの正常な停止を実行します。
シャーシに取り付けられているモジュールのドキュメントを参照してください。

関連情報
■ サーバーモジュールのドキュメント:
(http://docs.sun.com/app/docs/prod/n6000.modsys#hic)
■

16 ページの「シャーシ内のコンポーネントの電源切断」

▼ シャーシ内のコンポーネントの電源切断
シャーシの電源を切断する前に、CMM をスタンバイモードにする必要があります。
これにより、すべてのシャーシコンポーネントの電源が切断されます。その場合でも、
CMM から ILOM コマンドを実行できます。
次のコンポーネントの保守を行うには、システムの電源を切断する必要があります。
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■

ミッドプレーン

■

内部電源ケーブル

■

DC 入力ユニット

■

DC アダプタトレイ
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1. CMM で ILOM CLI にログインします。
2. 次のように入力します。
stop /CH

このコマンドは、ホストオペレーティングシステムの正常な停止を行わないで
シャーシサーバーの電源を切断します。

注意 – サーバーモジュールレベルですでにホストオペレーティングシステムが停止さ
れていない限り、-f オプションを使用するとデータが失われる可能性があります。
システムの電源投入の手順については、73 ページの「モジュラーシステムの動作
の回復」を参照してください。

関連情報
■ 17 ページの「シャーシの電源切断」
■

25 ページの「CRU の交換」

■

55 ページの「FRU の交換」

シャーシの電源切断
次のコンポーネントの保守を行うには、モジュラーシステムの電源を切断する必要が
あります。
■

ミッドプレーン

■

内部電源ケーブル

■

DC 入力ユニット

■

DC アダプタトレイ

モジュラーシステムのモデルに応じて、次のいずれかの作業を行います。
■

18 ページの「AC シャーシの電源切断」

■

18 ページの「DC シャーシの電源切断」

関連情報
■

20 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

保守の準備
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▼ AC シャーシの電源切断
●

シャーシの背面から 4 本の電源コードをすべて抜き取ります。

関連情報
■ 20 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

▼ DC シャーシの電源切断
次のコンポーネントの保守を行うには、システムの電源を切断する必要があります。
■

ミッドプレーン

■

DC 入力ユニット

■

DC アダプタトレイ

1. 遮断器を開くか、または DC 電源のヒューズを外します。

注意 – シャーシに電圧がかかっていないことを確認してから、作業を続けます。

18
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2. DC 入力カバーを外します。

3. DC 入力のアースワイヤ、ホットワイヤ、中性ワイヤをシャーシから外します。
図:

DC 入力アース端子、ホット端子、中性端子

図の説明

1

DC 入力アース

2

中性 (白色のワイヤ)

3

-48 VDC または -60 VDC ホット (黒色のワイヤ)

関連情報
■ 20 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

保守の準備
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ラックからのシャーシの取り外し
DC 入力ユニットを交換するには、ラックからシャーシを取り外す必要があります
(DC モデルのみ)。他のコンポーネントの保守を行うときに手が届きやすくする必要
がある場合にも、ラックからシャーシを取り外してかまいません。

注意 – シャーシにはかなりの重量があります。シャーシを持ち上げる場合は、機械式
リフトを使用するか、またはシャーシのコンポーネントを取り外してから作業者 4 人
で持ち上げてください。
次のトピックから、状況に応じた作業を選択して実行してください。
説明

リンク

機械式リフトを使用して
シャーシを取り外す。

20 ページの「取り外しのためのシャーシの準備」
22 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

4 人が手作業でシャーシを
取り外す。

20 ページの「取り外しのためのシャーシの準備」
21 ページの「シャーシの分解」
22 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

関連情報
■

15 ページの「必要な工具類の用意」

■

15 ページの「ESD 損傷の防止」

■

16 ページの「サーバーモジュールとストレージモジュールの電源切断」

▼ 取り外しのためのシャーシの準備
1. モジュラーシステムに接続されているすべてのケーブルにラベルを付けて、位置を
記録します。
この手順を実施することで、各ケーブルを元の位置に戻すことができます。
2. シャーシのコンポーネントに接続されているすべてのデータケーブルを取り外し
ます。
3. シャーシに電力が投入されていないことを確認します。
17 ページの「シャーシの電源切断」を参照してください。

20
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注意 – シャーシに電圧がかかっていないことを確認してから、作業を続けます。
関連情報
■ 21 ページの「シャーシの分解」
■

22 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

▼ シャーシの分解
機械式リフトを使用しないでラックからシャーシを取り外す場合は、次の手順に従い
ます。
機械式リフトを使用する場合は、22 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」に
進みます。
シャーシを分解するとシャーシは軽くなりますが、手作業でシャーシを取り外すには
4 人が必要です。
1. モジュラーシステムのすべてのコンポーネントの位置にラベルを付けて記録します。
この手順を実施することで、各コンポーネントを元の位置に戻すことができます。
2. 静電気防止用リストストラップを使用します。
リストストラップを手首に装着し、ストラップのもう一方の端をシステムシャーシ
に接地します。

保守の準備
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3. シャーシから次のコンポーネントを取り外します。
■

PSU － 26 ページの「電源装置 (DC) を取り外す」および 28 ページの「電源装
置 (AC) を取り外す」を参照してください。

■

サーバー/ストレージモジュール － 33 ページの「サーバーモジュールまたはス
トレージモジュールを取り外す」を参照してください。

■

PCI EM － 41 ページの「PCI EM を取り外す」を参照してください。

■

NEM － 43 ページの「NEM を取り外す」を参照してください。

■

背面ファンモジュール － 46 ページの「背面ファンモジュールを取り外す」を
参照してください。

■

CMM － 50 ページの「CMM を取り外す」を参照してください。

■

フィラーパネル － 33 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモ
ジュールを取り外す」を参照してください。

関連情報
■ 22 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」
■

77 ページの「シャーシの再組み立て」

▼ ラックからのシャーシの取り外し
注意 – シャーシにはかなりの重量があります。シャーシを持ち上げる場合は、機械式
リフトを使用するか、またはシャーシのコンポーネントを取り外してから作業者 4 人
で持ち上げてください。
1. 背面上側にある 2 つの固定部品を固定している 4 本のねじを外して、ラックから
固定部品を取り外します。

22

Sun Netra 6000 モジュラーシステムサービスマニュアル • 2010 年 10 月

2. シャーシの前面をラックに固定している 8 本のねじを外します。

3. ラックの前面から、シャーシを前方に数インチだけゆっくりと引き出します。
4. 機械式リフトを使用して、または 4 人の手作業で、シャーシを完全に取り外します。

保守の準備
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5. 安定した平面にシャーシを置きます。

関連情報
■ 65 ページの「DC 入力ユニットの取り付け」
■

24

73 ページの「ラックへのシャーシの再設置」
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CRU の交換
モジュラーシステム内のすべてのコンポーネントは、1 人のユーザーによって取り外し
および保守できます。コンポーネントの種類については、13 ページの「コンポーネン
トの種類と保守の分類」を参照してください。
ここでは、顧客交換可能ユニットを取り外して交換する方法について説明します。
■

25 ページの「電源装置の交換」

■

30 ページの「前面ファンモジュール (AC) の交換」

■

33 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモジュールの交換」

■

37 ページの「FIM の交換」

■

39 ページの「PCI EM の交換」

■

43 ページの「NEM の交換」

■

46 ページの「背面ファンモジュールの交換」

■

47 ページの「ファンボードの交換」

■

50 ページの「CMM の交換」

関連情報
■

55 ページの「FRU の交換」

電源装置の交換
ホットスワップ手順を使用し、電源が切断されたシステムまたは電源が投入されたシ
ステムで、電源装置の取り外しと交換を行うことができます。

注意 – 電源装置のスロットを空のままにしないでください。電源装置には、電源装置
がオフのときでも冷気を供給し続ける統合ファンがあります。

25

■

26 ページの「電源装置 (DC) を取り外す」

■

27 ページの「電源装置 (DC) を取り付ける」

■

28 ページの「電源装置 (AC) を取り外す」

■

29 ページの「電源装置 (AC) を取り付ける」

関連情報
■

73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」

■

6 ページの「電源装置 LED (DC)」

■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

▼ 電源装置 (DC) を取り外す
注意 – システムの冷却と処理が正しく行われるように、電源装置を 1 分以内に交換
するか、シャーシの電源を切断する必要があります。

注意 – 適切な電力を供給するために、シャーシ内の 3 つの電源装置を常時維持する
必要があります。
1. 緑色の脱落防止機構付きねじを外します。
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2. 電源装置のハンドルを下げます。
3. 電源装置を引き出し、もう一方の手で電源装置の重量を支えます。

関連情報
■ 27 ページの「電源装置 (DC) を取り付ける」
■

37 ページの「FIM を取り外す」

▼ 電源装置 (DC) を取り付ける
注 – 電源装置を再度取り付ける前に、電源装置上のすべての LED インジケータが消
えるまで待機します。この手順に従わない場合、システムが誤った障害状態を記録する
場合があります。
1. 電源装置の LED が左側にくるように電源装置の位置を調整します。
2. 電源装置のハンドルを電源装置から引き離します。

3. 電源装置を、内部コネクタにぴったりと収まるまでスロットに挿入します。
4. 電源装置が十分に挿入されるまで、ハンドルを電源装置に向けて押し戻します。
5. 固定ねじをプラスのねじ回し (Phillips の 2 番) で取り付けます。

CRU の交換
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ヒント – ILOM を確認することで、電源装置が機能していることを検査できます。
10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」を参照してくだ
さい。
関連情報
■ 26 ページの「電源装置 (DC) を取り外す」
■

73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」

■

6 ページの「電源装置 LED (DC)」

■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

▼ 電源装置 (AC) を取り外す
注意 – システムの冷却と処理が正しく行われるように、電源装置を 1 分以内に交換
するか、シャーシの電源を切断する必要があります。
1. 電源装置のハンドルフレームの最上部にある緑色のボタンを押したままにします。
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2. 電源装置のハンドルを回転して電源装置から引き離し、ハンドルを下げます。
3. 電源装置をシャーシから約 10 cm (4 インチ) 引き出します。
4. 両手で電源装置の下部を支えながら、シャーシから電源装置を完全に引き出します。

注意 – 一度に 1 つの電源装置のみを取り外します。システムに電力を提供するため
に、システム内には常時 1 つの電源装置が必要です。
関連情報
■ 29 ページの「電源装置 (AC) を取り付ける」
■

37 ページの「FIM を取り外す」

▼ 電源装置 (AC) を取り付ける
注 – 電源装置を取り付けるときは、電源装置が表向きで 5 つの LED ホールが左側に
あることを確認します。

注 – 電源装置を再度取り付ける前に、電源装置上のすべての LED インジケータが消
えるまで待機します。この手順に従わない場合、システムが誤った障害状態を記録す
る場合があります。
1. 電源装置のハンドルを電源装置から引き離します。
2. 電源装置を、ユニットが内部コネクタにぴったりと収まるまでスロットに挿入し
ます。
3. 電源装置のハンドルを、電源装置がぴったりと収まるまで押し戻します。

CRU の交換
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関連情報
■ 28 ページの「電源装置 (AC) を取り外す」
■

73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」

■

7 ページの「電源装置 LED (AC)」

■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

前面ファンモジュール (AC) の交換
ここでは、AC シャーシで前面ファンモジュールの取り外しと取り付けを行う方法に
ついて説明します。
■

30 ページの「前面ファンモジュール (AC) を取り外す」

■

32 ページの「前面ファンモジュール (AC) を取り付ける」

関連情報
■

9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」

■

10 ページの「電源装置と前面ファンの障害および警告 (ILOM)」

■

12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」

▼ 前面ファンモジュール (AC) を取り外す
前面ファンモジュールは、各電源装置の内部にあります。ファンモジュールを交換す
るには、電源装置を取り外す必要があります。
電源装置のスロットを空のままにしないでください。電源装置には、電源装置がオフの
ときでも冷気を供給し続ける統合ファンがあります。ホットスワップ手順を使用し、
電源が切断されたシステムまたは電源が投入されたシステムで、電源装置の取り外し
と交換を行うことができます。

注 – システムから電源装置を取り外すときは、電源装置を再度取り付ける前に、電源
装置上のすべての LED インジケータが消えるまで待機します。この手順に従わない
場合、システムが誤った障害状態を記録する場合があります。

注意 – システムの冷却と処理が正しく行われるように、電源装置を 1 分以内に交換
するか、シャーシの電源を切断する必要があります。
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1. 電源装置を取り外します。
28 ページの「電源装置 (AC) を取り外す」の手順に従います。
電源装置を、ファンに十分アクセスできる程度にシステムから引き出します。電源
装置をシステムから完全に取り外す必要はありません。

注意 – 電源装置を接続解除しても、ファンは少しの間スピンし続けます。ファンがス
ピンしている間は、ファンに指や他の物体を近づけないように気を付けてください。

2. ファンモジュールの最上部にある 2 つのラッチを同時に押し、モジュールを引き
上げて電源装置シャーシから取り出します。

関連情報
■ 32 ページの「前面ファンモジュール (AC) を取り付ける」

CRU の交換
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▼ 前面ファンモジュール (AC) を取り付ける
注 – 電源装置を再度取り付ける前に、電源装置上のすべての LED インジケータが消
えるまで待機します。この手順に従わない場合、システムが誤った障害状態を記録す
る場合があります。
1. 新しいファンモジュールを電源装置の前面に挿入します。

2. 電源装置を、ユニットが内部コネクタにぴったりと収まるまでスロットに挿入し
ます。
3. 電源装置のハンドルを、電源装置がぴったりと収まるまで押し戻します。

関連情報
■ 30 ページの「前面ファンモジュール (AC) を取り外す」
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■

7 ページの「電源装置 LED (AC)」

■

9 ページの「電源装置と前面ファン障害の監視 (ILOM)」
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サーバーモジュールまたはストレージ
モジュールの交換
ホットプラグ手順を使用し、電源が切断されたシステムまたは電源が投入されたシス
テムで、サーバーモジュール (ブレード) またはディスク (ストレージ) モジュールの
取り外しと取り付けを行うことができます。

注意 – スロットが空の状態でモジュラーシステムを稼働させないでください。過熱の
機会を減らすために、空のスロットにフィラーパネルを常時挿入してください。
ここでは、サーバーモジュールまたはストレージモジュールの取り外しと取り付けを
行う方法について説明します。
■

33 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモジュールを取り外す」

■

35 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモジュールを取り付ける」

関連情報
■

サーバーモジュールのドキュメント:
(http://docs.sun.com/app/docs/prod/n6000.modsys#hic)

▼ サーバーモジュールまたはストレージモジュールを
取り外す
1. オペレーティングシステムの正常な停止を開始します。
操作方法については、使用しているサーバーモジュールのドキュメントを参照し
てください。
2. サーバーモジュールまたはストレージモジュールを電源切断可能状態からスタン
バイ電源にします。
3. サーバーモジュールまたはストレージモジュールの上部と下部にある取り外しレ
バーのラッチを押します。

CRU の交換
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4. 両方の取り外しレバーを同時に動かします (上部の取り外しレバーを上げ、下部の
取り外しレバーを下げる)。
5. 取り外しレバーを使用して、シャーシのスロットからサーバーモジュールを少し
引き出します。

注意 – 取り外しレバーをサーバーモジュールまたはストレージモジュールの持ち運び
に使用しないでください。取り外しレバーは、サーバーモジュールまたはストレージ
モジュールをシャーシから取り外す目的にのみ使用します。ラッチは、サーバーモ
ジュールまたはストレージモジュールの重量を支えるように設計されていません。
6. サーバーモジュールまたはストレージモジュールを、下部で重量を支えながら
シャーシから完全に引き出します。
7. サーバーモジュールまたはストレージモジュールが、シャーシから取り外されて
1 分以上経過する場合は、サーバーモジュールまたはストレージモジュールのス
ロットにフィラーパネルを取り付けます。

関連情報
■ 35 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモジュールを取り付ける」
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▼ サーバーモジュールまたはストレージモジュールを
取り付ける
1. スロット内にフィラーパネルがある場合は取り外します。

2. フィラーパネル下部の取り外しレバーを下方向に回転させ、フィラーパネルを
シャーシから引き出します。

注 – フィラーパネルは破棄しないでください。サーバーモジュールまたはストレージ
モジュールにサービスを提供する必要がある場合、またはこれらをふたたび取り外す
場合に、フィラーパネルを再度取り付ける必要があります。
3. サーバーモジュールまたはストレージモジュールの位置を空のスロットに合わせ
ます。
4. 次のことを確認します。
■

フロントパネル上のサーバーモジュールまたはストレージモジュールのインジ
ケータ LED が、表向きになっている。

■

サーバーモジュールまたはストレージモジュールの取り外しレバーが完全に開
いている。

■

サーバーモジュールまたはストレージモジュールの取り外しレバーがモジュー
ルの右側にある。

5. サーバーモジュールまたはストレージモジュールを、サーバーモジュールの空の
シャーシスロットに挿入します。
取り外しレバーがシャーシに接触すると、下部のレバーは上がり始め、上部のレ
バーは下がり始めます。

CRU の交換
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6. サーバーモジュールまたはストレージモジュールの上部と下部の取り外しレバーを
同時に閉じ (上部の取り外しレバーを下げ、下部の取り外しレバーを上げる)、サー
バーモジュールまたはストレージモジュールの前面に取り外しレバーを固定させ
ます。
取り外しレバーが閉じると、サーバーモジュールまたはストレージモジュールは
シャーシに引き込まれてぴったりと収まります。
7. サーバーモジュールまたはストレージモジュールが、電源投入され、稼働している
ことを確認します。
電源が投入されたシステムにサーバーモジュールまたはストレージモジュールを
挿入すると、内部 SP が自動的にオンラインになり、サーバーモジュールまたはス
トレージモジュールの電源投入が標準設定されます。

関連情報
■ 33 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモジュールを取り外す」
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■

サーバーモジュールのドキュメント:
(http://docs.sun.com/app/docs/prod/n6000.modsys#hic)

■

1 ページの「障害の監視」
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FIM の交換
前面のインジケータモジュールは、シャーシの前面にあります。ホットプラグ手順を
使用し、電源が切断されたシステムまたは電源が投入されたシステムで、FIM の取り
外しと取り付けを行うことができます。
■

37 ページの「FIM を取り外す」

■

39 ページの「FIM を取り付ける」

関連情報
■

9 ページの「障害の監視 (ILOM)」

▼ FIM を取り外す
注意 – システムの冷却と処理が正しく行われるように、電源装置を 1 分以内に交換
するか、シャーシの電源を切断する必要があります。
1. シャーシから電源装置 0 を取り外します。
28 ページの「電源装置 (AC) を取り外す」または 26 ページの「電源装置 (DC) を
取り外す」を参照してください。

CRU の交換
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2. 電源装置のエアバッフルをプッシュバックします。
3. FIM の右側にあるボタンを押します。
4. シャーシから FIM を取り外します。

関連情報
■ 39 ページの「FIM を取り付ける」
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▼ FIM を取り付ける
1. FIM の位置を FIM スロットに合わせます。

2. FIM を FIM スロットに挿入します。
3. 電源装置 0 をシャーシに再度取り付けます。
33 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモジュールを取り外す」を
参照してください。

関連情報
■ 37 ページの「FIM を取り外す」
■

1 ページの「障害の監視」

PCI EM の交換
ここでは、PCI EM の取り外しと取り付けを行う方法について説明します。
■

40 ページの「PCI EM のサービス概要」

■

41 ページの「PCI EM を取り外す」

■

42 ページの「PCI EM を取り付ける」

CRU の交換
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関連情報
■

9 ページの「障害の監視 (ILOM)」

PCI EM のサービス概要
一組の PCI EM がシャーシ内の各サーバーモジュールに割り当てられます。すべての
PCI EM は、シャーシのミッドプレーンに接続します。ミッドプレーンは、シャーシ
に取り付けられたサーバーモジュールと PCI EM 間の相互接続を提供します。サー
バーモジュールと PCI EM 間のミッドプレーン接続は、ミッドプレーンによって論理
的に定義されます。

注意 – PCI EM をすぐに交換しない場合は、システムで適切な処理が行われるよう
に、PCI EM フィラーパネルを取り付ける必要があります。
PCI EM 上のオレンジ色のアテンションインジケータが点灯した場合、PCI EM に問題
が発生していることを示しています。

関連情報
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■

41 ページの「PCI EM を取り外す」

■

42 ページの「PCI EM を取り付ける」

■

1 ページの「障害の監視」

■

サーバーモジュールのドキュメント:
(http://docs.sun.com/app/docs/prod/n6000.modsys#hic)
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▼ PCI EM を取り外す
PCI EM を取り外す準備は、関連するサーバーモジュールのオペレーティングシステ
ムを通して行う必要があります。PCI EM がホットプラグで接続されている場合は、
アテンションボタンを押してオペレーティングシステムを準備します。
1. PCI EM の電源インジケータがオフになっていることを確認します。
PCI EM のホットリムーブの準備が正常に完了すると、電源インジケータが消え
ます。
2. 取り外しレバーのハンドルの最上部に、指を 1 本置きます。
3. 取り外しレバーを手前に引き、モジュールの残りの部分を手で引き出すことがで
きるまで PCI EM を手前に引きます。

関連情報
■ 42 ページの「PCI EM を取り付ける」
■

40 ページの「PCI EM のサービス概要」

CRU の交換

41

▼ PCI EM を取り付ける
1. 次の手順のいずれかを完了します。
■

ギガビット Ethernet PCI EM を取り付けていない場合は、手順 2 に進みます。

■

ギガビット Ethernet PCI EM を取り付けている場合は、このまま次の手順に進み
ます。

a. GbE PCI EM の側面にあるリリースボタンを押してカバーをリリースし、取り
外します。
b. PCI EM でカバーを取り外したときに見える PCI EM MAC アドレスを探します。
c. PCI EM の MAC アドレスを記録し、GbE PCI EM を取り付けるシャーシの
スロット番号を記録します。データは今後の参照のために保持します。
d. GbE PCI EM のカバーを適切な場所に差し込んで交換します。

2. PCI EM の位置を空の PCI EM スロットに合わせます。
PCI EM のフロントパネル上のインジケータ LED が表向きで、PCI EM の下部の
取り外しレバーが完全に開いていることを確認します。
3. PCI EM を空の PCI EM シャーシスロットに挿入します。
モジュールがシステムスロットにぴったり収まると、取り外しレバーが上がり始
めます。
4. シャーシ内の PCI EM を保護するために取り外しレバーを閉じ、取り付けを完了
します。
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5. 新しい PCI EM が取り付けられたことをオペレーティングシステムに通知します。
詳細は、サーバーモジュールのドキュメントを参照してください。
6. PCI EM の電源インジケータがオンになっていることを確認します。
ホットインサート手順に成功すると、緑色の電源インジケータが点灯します。

関連情報
■ 41 ページの「PCI EM を取り外す」
■

1 ページの「障害の監視」

NEM の交換
ホットスワップ操作を使用し、電源が投入されたシステムおよび電源が切断されたシ
ステムで、NEM の取り外しと取り付けを行うことができます。
■

43 ページの「NEM を取り外す」

■

45 ページの「NEM を取り付ける」

関連情報
■

1 ページの「障害の監視」

▼ NEM を取り外す
注意 – NEM をすぐに交換しない場合は、システムで適切な温度を保ち、適切な処理
が行われるように、NEM フィラーパネルを取り付ける必要があります。

CRU の交換
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1. NEM からすべてのケーブルを取り外します。

2. 左右両方の取り外しレバーにある取り外しボタンを押したままにします。
3. シャーシから NEM のラッチを外すには、取り外しレバーを外側に広げて開きます。
4. 開いた取り外しレバーをつかんだまま、モジュールの残りの部分を手で引き出す
ことができるまで、NEM を手前に引きます。

関連情報
■ 45 ページの「NEM を取り付ける」

44
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▼ NEM を取り付ける
1. NEM の位置を空の NEM スロットに合わせます。

2. 次のことを確認します。
■

NEM の RJ-45 ポートコネクタが表向きになっている。

■

NEM の取り外しレバーが完全に開いている。

■

NEM の取り外しレバーがモジュールの最上部にある。

3. NEM を空の NEM シャーシスロットに止まるところまで挿入します。
4. シャーシ内の NEM を保護するために取り外しレバーを閉じます。

関連情報
■ 43 ページの「NEM を取り外す」
■

1 ページの「障害の監視」

CRU の交換
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背面ファンモジュールの交換
ここでは、背面ファンモジュールの取り外しと取り付けを行う方法について説明します。
■

46 ページの「背面ファンモジュールを取り外す」

■

47 ページの「背面ファンモジュールを取り付ける」

■

46 ページの「背面ファンモジュールを取り外す」

■

47 ページの「背面ファンモジュールを取り付ける」

関連情報
■

1 ページの「障害の監視」

▼ 背面ファンモジュールを取り外す
1. ファンのハンドルにある緑色のボタンを押したままにします。

2. 背面ファンモジュールをシャーシからスムースに取り外します。

関連情報
■ 47 ページの「背面ファンモジュールを取り付ける」
46
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▼ 背面ファンモジュールを取り付ける
1. 両手でファンモジュールの位置をファンモジュールのスロットに合わせます。
ファンモジュールのハンドルにある緑色のボタンがファンの最上部にあることを
確認します。

2. フロントパネルがシャーシに収まるまでファンモジュールを空のスロットに挿入
します。
背面ファンモジュールを取り付けると、シャーシ管理モジュール (CMM) が新しい
モジュールを自動的に検出します。

関連情報
■ 1 ページの「障害の監視」

ファンボードの交換
ここでは、ファンボードの取り外しと取り付けを行う方法について説明します。
■

48 ページの「ファンボードを取り外す」

■

49 ページの「ファンボードを取り付ける」

関連情報
■

1 ページの「障害の監視」

CRU の交換

47

▼ ファンボードを取り外す
1. シャーシの電源を切断します。
詳細は、サーバーモジュールのドキュメントおよび 16 ページの「シャーシ内のコン
ポーネントの電源切断」を参照してください。
2. 取り外すファンボードの前にある 2 つの背面ファンモジュールを取り外します。
46 ページの「背面ファンモジュールの交換」。
3. ファンボード上の脱落防止機構付きねじを、ボードの最上部を手前に引き出せる
まで緩めます。次に、ボードを持ち上げてシャーシから取り外します。
このねじはファンボードコネクタをミッドプレーンから引き離すため、完全に外
す必要があります。

関連情報
■ 49 ページの「ファンボードを取り付ける」
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▼ ファンボードを取り付ける
1. ファンボードの下部のノッチをシャーシの穴に配置します。

2. 最上部の脱落防止機構付きねじを所定の位置に留めて固定します。
3. 取り外した 2 つの背面ファンモジュールを交換します。
46 ページの「背面ファンモジュールの交換」を参照してください。
4. シャーシの電源を投入します。
81 ページの「電源投入の順序」および 87 ページの「CMM の起動 (CLI)」を参照
してください。

関連情報
■ 1 ページの「障害の監視」
■

48 ページの「ファンボードを取り外す」

CRU の交換
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CMM の交換
ホットスワップ手順を使用し、電源が切断されたシステムまたは電源が投入されたシ
ステムで、CMM の取り外しと取り付けを行うことができます。CMM ハードウェア
の交換中はシャーシを管理できません。
ここでは、CMM の取り外しと取り付けを行う方法について説明します。
■

50 ページの「CMM を取り外す」

■

52 ページの「CMM を取り付ける」

■

53 ページの「CMM リセットの順序」

関連情報
■

1 ページの「障害の監視」

▼ CMM を取り外す
注意 – システムの冷却と処理が正しく行われるように、CMM を 1 分以内に交換する
か、シャーシの電源を切断する必要があります。

50
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1. CMM に接続しているすべてのケーブルを取り外します。

2. モジュールの取り外しレバーにある取り外しボタンを押したままにします。
3. シャーシからモジュールのラッチを外すには、取り外しレバーをモジュールから
引き出して持ち上げます。
4. モジュールの残りの部分を手で引き出すことができるまで、取り外しレバーを手前
に引きます。

関連情報
■ 52 ページの「CMM を取り付ける」

CRU の交換
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▼ CMM を取り付ける
1. CMM の位置を CMM スロットに合わせます。
フロントパネル上にある CMM の CMM インジケータ LED が、モジュールの最上
部にあり、表向きになっていることを確認します。

2. CMM を空の CMM シャーシスロットに挿入します。
CMM がシステムシャーシ誘導システムにぴったりと収まることを確認します。
3. シャーシ内の CMM を保護するために取り外しレバーを閉じます。
電源が投入されたシステムに CMM を取り付けると、CMM は自動的に初期化を
始めます。

関連情報
■ 53 ページの「CMM リセットの順序」
■

52

50 ページの「CMM を取り外す」
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CMM リセットの順序
CMM を電源が切断されたシステムに取り付けた場合、CMM は次の順序で操作を実
行します。
1. CMM は 3 ボルトの補助待機電力を受け取って、リセットから復帰します。
2. CMM のブート中に、CMM の緑色の OK インジケータはゆっくり点滅する状態に
設定されます。
3. CMM はブートすると、FIM と CMM の緑色の OK インジケータをスタンバイ点
滅状態に設定し、シャーシが完全に電源を投入できる状態であることを示します。

関連情報
■

1 ページの「障害の監視」

CRU の交換
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FRU の交換
ここでは、FRU の交換方法について説明します。
■

55 ページの「ミッドプレーンの交換」

■

59 ページの「内部電源ケーブルの交換 (AC)」

■

62 ページの「DC 入力ユニットの交換」

■

67 ページの「DC アダプタトレイの交換」

関連情報
■

25 ページの「CRU の交換」

ミッドプレーンの交換
ミッドプレーンは、ホットスワップ対応またはホットプラグ対応なコンポーネントでは
ありません。コンポーネントを交換する前に、シャーシの電源を切る必要があります。
■

56 ページの「ミッドプレーンの取り外し」

■

58 ページの「ミッドプレーンの取り付け」

関連情報
■

12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」
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▼ ミッドプレーンの取り外し
1. 取り付けられているサーバーモジュールとシャーシの電源を切ります。
サーバーモジュールのドキュメントと、16 ページの「シャーシ内のコンポーネン
トの電源切断」および 17 ページの「シャーシの電源切断」を参照してください。
2. シャーシに取り付けられているすべてのモジュールとフィラーパネルを取り外し
ます。
33 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモジュールを取り外す」を参
照してください。
3. 電源装置ケージの下面からスナップを外し、エアダクトの前面を下方に傾けて
シャーシから外して、エアダクトを取り外します。

4. ミッドプレーンをシャーシの背面に取り付けている 13 本の脱落防止機構付きねじを
ゆるめます。

注意 – ミッドプレーンのコネクタには触らないでください。コネクタのピンが損傷し
たり曲がったりする可能性があります。

56
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5. ミッドプレーンをシャーシのガイドピンから引き出し、下にさげて電源装置のケー
ジから外します。
6. ミッドプレーンをわずかに横に傾けて、シャーシから取り外します。

関連情報
■ 58 ページの「ミッドプレーンの取り付け」

FRU の交換
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▼ ミッドプレーンの取り付け
1. ミッドプレーンを横に少し傾けて、シャーシにはめ込みます。

2. シャーシの奥側の壁面に達したら、ミッドプレーンをまっすぐにしてシャーシの
背面と一致するようにし、ミッドプレーンを持ち上げてガイドピンの穴をシャー
シのガイドピンと合わせます。
3. ミッドプレーンを後方に少し押して、シャーシのガイドピンにはめ込みます。
4. 13 本のねじを締めて、ミッドプレーンをシャーシに固定します。
5.

エアダクトを戻します。
a. エアダクトの位置を合わせて、固定スナップがシャーシの内部から外側を向く
ようにします。
b. エアダクトの後端をシャーシの背面のスロットに入れます。
c. スナップが電源装置ケージの背面にはまるまで、エアダクトを上方に回転させ
ます。
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6. ミッドプレーンを取り付ける前にシャーシから外したすべてのコンポーネントを
戻します。
55 ページの「FRU の交換」を参照してください。
7. シャーシの電源を投入します。
73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」を参照してください。

関連情報
■ 56 ページの「ミッドプレーンの取り外し」
■

88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」

内部電源ケーブルの交換 (AC)
電源ケーブルは、ホットスワップ対応またはホットプラグ対応なコンポーネントでは
ありません。交換する前に、シャーシの電源を切る必要があります。
■

60 ページの「内部電源ケーブルの取り外し (AC)」

■

61 ページの「内部電源ケーブルの取り付け (AC)」

関連情報
■

12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」
FRU の交換
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▼ 内部電源ケーブルの取り外し (AC)
1. 取り付けられているサーバーモジュールとシャーシの電源を切ります。
サーバーモジュールのドキュメントと、16 ページの「シャーシ内のコンポーネン
トの電源切断」および 17 ページの「シャーシの電源切断」を参照してください。
2. シャーシに取り付けられているすべてのモジュールまたはフィラーパネルを取り外
します。
25 ページの「CRU の交換」を参照してください。
3. シャーシからミッドプレーンを取り外します。
56 ページの「ミッドプレーンの取り外し」を参照してください。
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4. 取り外す必要のある電源ケーブルを特定します。
5. シャーシのハウジング内でケーブルを保持している固定クリップとアースクリッ
プを外します。
6. ケーブルを下に引いて、シャーシのケーブルハウジングから外します。
7. ケーブルをシャーシの壁に固定している金属タブからケーブルを外します。
8. シャーシの背面右側にある小さいパネルを外します。
9. 取り外している電源ケーブルに対応する 2 個の端子クリップを外します。
10. ナットドライバを使用して、取り外している電源ケーブルに対応するシャーシアー
スコネクタを外します。
11. シャーシからケーブルを取り外します。

関連情報
■ 61 ページの「内部電源ケーブルの取り付け (AC)」

▼ 内部電源ケーブルの取り付け (AC)
1. ケーブルのコネクタ側の端をシャーシのケーブルハウジングに戻します。

FRU の交換
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2. アースクリップと固定クリップを戻します。
3. シャーシの奥側の壁面のタブに通してケーブルを配線します。
4. ワイヤの端をシャーシの背面右側にあるケーブルハウジングに通します。
5. 2 本の端子ワイヤと 2 本のアースワイヤを、端子およびアースコネクタに接続し
ます。
6. サイドパネルを戻します。
7. シャーシから外したすべてのコンポーネントを戻します。
25 ページの「CRU の交換」および 55 ページの「ミッドプレーンの交換」を参照
してください。
8. シャーシの電源を投入します。
73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」を参照してください。

関連情報
■ 73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」
■

88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」

DC 入力ユニットの交換
DC 入力ユニットはコールドスワップ対応のコンポーネントです。DC 入力ユニットの
取り外しおよび取り付けを行うには、シャーシの電源を切る必要があります。
■

62 ページの「DC 入力ユニットの取り外し」

■

65 ページの「DC 入力ユニットの取り付け」

関連情報
■

17 ページの「シャーシの電源切断」

■

4 ページの「DC 入力ユニットのアラーム LED」

▼ DC 入力ユニットの取り外し
1. 保守のためにシャーシを準備します。
次のトピックを参照してください。
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■

16 ページの「サーバーモジュールとストレージモジュールの電源切断」

■

16 ページの「シャーシ内のコンポーネントの電源切断」
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■

18 ページの「DC シャーシの電源切断」

■

20 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

注意 – シャーシに接続されているすべての DC 電源からの DC 電力を切ります。
2. DC 入力ユニットの上部カバーから 14 本の T-10 トルクスねじを外します。

3. DC 入力ユニットのカバーを外します。
4. DC 入力ユニットをシャーシに取り付けている 9 本の T-10 トルクスねじを外し
ます。
5. DC 入力ユニットの内側の結束バンドから、LED ボード信号ケーブルを弛めます。

FRU の交換
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6. DC 入力ユニットを持ち上げて、4 ～ 6 インチ右側のシャーシの上に置きます。

7. シャーシの穴から作業して、LED ボード信号ケーブルを DC アダプタトレイから
外します。
8. DC 入力ユニットをシャーシの上部から持ち上げます。

関連情報
■ 65 ページの「DC 入力ユニットの取り付け」
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■

67 ページの「DC アダプタトレイの取り外し」

■

サーバーモジュールのドキュメント:
(http://docs.sun.com/app/docs/prod/n6000.modsys#hic)
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▼ DC 入力ユニットの取り付け
1. DC 入力ユニットをシャーシの上面に置きます。
シャーシの開口部に届くように入力ユニットを横に置き、LED ケーブルをシャー
シの内側のアダプタトレイに接続します。

2. LED 信号ケーブルを DC アダプタトレイのコネクタに接続します。
ケーブルが適切に接続されていることを確認します。
3. DC 入力ユニットをシャーシの上面の最終位置に置きます。
位置合わせスタッドを使用して、シャーシを適切な位置に配置します。

FRU の交換
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4. 弛めたケーブルを、DC 入力ユニットの壁の結束バンドに固定します。
5. 9 本のトルクスねじを締めます。
6. DC 入力ユニットのカバーを戻します。
7. DC 入力ユニットのカバーに 14 本のトルクスねじを取り付けます。
8. すべてのケーブルを DC 入力ユニットの背面に接続します。
『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置マニュアル』、69 ページの「DC 電源
ケーブルを取り付け、モジュラーシステムに電源を投入する (DC)」
9. シャーシをラックに設置し、システムの電源を入れて、システムの動作を確認し
ます。
73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」を参照してください。
66
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関連情報
■ 88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」
■

62 ページの「DC 入力ユニットの取り外し」

DC アダプタトレイの交換
DC アダプタトレイはコールドスワップ対応のコンポーネントです。DC アダプタト
レイの取り外しおよび取り付けを行うには、シャーシの電源を切る必要があります。
■

67 ページの「DC アダプタトレイの取り外し」

■

69 ページの「DC アダプタトレイの取り付け」

関連情報
■

17 ページの「シャーシの電源切断」

■

62 ページの「DC 入力ユニットの取り外し」

▼ DC アダプタトレイの取り外し
DC 入力ユニットを取り外さなくても、DC アダプタトレイを取り外すことができます。
ただし、DC 入力トレイを外すと、LED 信号ケーブルおよびリボン信号ケーブルの損
傷を防ぐのに役立ちます。
1. 保守のためにシャーシを準備します。
次の節を参照してください。
■

16 ページの「サーバーモジュールとストレージモジュールの電源切断」

■

16 ページの「シャーシ内のコンポーネントの電源切断」

■

18 ページの「DC シャーシの電源切断」

■

20 ページの「ラックからのシャーシの取り外し」

2. DC 入力ユニットを持ち上げてシャーシの上部に置き、アクセスホールを通して作
業して、LED 信号ケーブルを外せるようにします。
62 ページの「DC 入力ユニットの取り外し」を参照してください。
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3. 信号ケーブルを外します。シャーシの上部のアクセスホールを通して作業します。

68

■

左側の DC アダプタトレイ － LED 信号ケーブルのリリース爪を押して、ケー
ブルをコネクタからゆっくり抜き取ります。

■

左側の DC アダプタトレイ － 取り外しレバーを下に押して、リボン信号ケー
ブルを外します。

■

右側の DC アダプタトレイ － 取り外しレバーを下に押して、リボン信号ケー
ブルを外します。
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4. DC アダプタトレイの前面にある 2 本のトルクスねじを外します。

ヒント – 軸の長いトルクスドライバを使用すると、より適切な角度でこれらのねじを
回すことができます。
5. シャーシの前面から DC アダプタトレイを引き抜きます。
アダプタトレイがしっかり接続されていて、強く引っ張らないと外れない場合が
あります。

関連情報
■ 69 ページの「DC アダプタトレイの取り付け」

▼ DC アダプタトレイの取り付け
1. DC アダプタトレイの交換の邪魔にならない位置にケーブルを移動します。
2. コネクタがはまり、トレイの前面がシャーシの前面と同一になるまで、DC アダプ
タトレイをシャーシに挿入します。
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3. DC アダプタトレイの前面にある 2 本のトルクスねじを取り付けます。
4. 信号ケーブルを接続します。シャーシの上部のアクセスホールを通して作業し、
ケーブルを接続します。

70

■

左側の DC アダプタトレイ － LED 信号ケーブルをコネクタに押し込みます。

■

左側の DC アダプタトレイ － リボン信号ケーブルコネクタを両方のレバーが
持ち上がって音がするまでコネクタに押し込みます。

■

右側の DC アダプタトレイ － リボン信号ケーブルコネクタを両方のレバーが
持ち上がって音がするまでコネクタに押し込みます。

■

すべてのケーブル － ケーブルがしっかり接続されていることを確認します。
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5. DC 入力ユニットを戻します。
65 ページの「DC 入力ユニットの取り付け」を参照してください。
6. シャーシをラックに設置し、システムの電源を入れて、システムの動作を確認し
ます。
73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」を参照してください。

関連情報
■ 73 ページの「モジュラーシステムの動作の回復」
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72
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モジュラーシステムの動作の回復
ここでは、モジュラーシステムの電源を入れて正常な動作を確認する方法を説明し
ます。
■

73 ページの「ラックへのシャーシの再設置」

■

80 ページの「シャーシへの電源の投入」

■

81 ページの「電源投入の順序」

■

87 ページの「CMM の起動 (CLI)」

■

88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」

関連情報
■

16 ページの「シャーシ内のコンポーネントの電源切断」

ラックへのシャーシの再設置
ここでは、保守作業を行った後でシャーシをラックに再び設置する方法を説明します。

注意 – シャーシにはかなりの重量があります。シャーシを持ち上げる場合は、機械式
リフトを使用するか、またはシャーシのコンポーネントを取り外してから作業者 4 人
で持ち上げてください。

73

次のトピックから、状況に応じた作業を選択して実行してください。
説明

リンク

機械式リフトを使用してシャーシを再設置
する。

74 ページの「シャーシを持ち上げて設置する」
79 ページの「コンポーネントへのケーブルの
再取り付け」
81 ページの「モジュラーシステムへの電源投入
(AC)」
83 ページの「DC 電源ケーブルの再接続とモ
ジュラーシステムへの電源投入 (DC)」

4 人が手作業でシャーシを設置する。

74 ページの「シャーシを持ち上げて設置する」
77 ページの「シャーシの再組み立て」
79 ページの「コンポーネントへのケーブルの
再取り付け」
81 ページの「モジュラーシステムへの電源投入
(AC)」
83 ページの「DC 電源ケーブルの再接続とモ
ジュラーシステムへの電源投入 (DC)」

関連情報
■

80 ページの「シャーシへの電源の投入」

▼ シャーシを持ち上げて設置する
機械式リフトを使用するか、または手作業で行う場合は作業者 4 人で、次の手順を実
行します。シャーシを手で持ち上げて設置する場合は、最初にシャーシからコンポー
ネントが取り外されていることを確認します。21 ページの「シャーシの分解」を参照
してください。

注意 – シャーシにはかなりの重量があります。シャーシを持ち上げる場合は、機械式
リフトを使用するか、またはシャーシのコンポーネントを取り外してから作業者 4 人
で持ち上げてください。

74
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1. シャーシの下部がシェルフレールの高さになるまで、シャーシを持ち上げます。
2. シャーシの前面側にある取り付けフランジがラックポストに接触するまで、シャー
シをラック内にスライドさせます。

モジュラーシステムの動作の回復

75

3. 8 本のねじを取り付け、シャーシの前面をラックに固定します。

4. 背面上側にある 2 つの固定部品をラックに固定します。
固定部品の外側の 2 つのねじ穴にねじを取り付け、中央のねじ穴は空けておきます。

注 – 耐震固定を行うには、これら 2 つの固定部品を永続的に取り付けたままにする
必要があります。

76
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5. シャーシからコンポーネントを取り外した場合は、コンポーネントを再度取り付
けます。
77 ページの「シャーシの再組み立て」を参照してください。

関連情報
■ 77 ページの「シャーシの再組み立て」
■

79 ページの「コンポーネントへのケーブルの再取り付け」

▼ シャーシの再組み立て
シャーシを分解した場合は、次の手順に従います。
1. 静電気防止用リストストラップを使用します。
リストストラップを手首に装着し、ストラップのもう一方の端をシステムシャー
シに接地します。
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2. 次のコンポーネントを取り付けます。

注 – 取り外したときと同じスロットに各コンポーネントを取り付ける必要があります。
■

CMM － 52 ページの「CMM を取り付ける」を参照してください。

■

背面ファンモジュール － 47 ページの「背面ファンモジュールを取り付ける」を
参照してください。

■

NEM － 45 ページの「NEM を取り付ける」を参照してください。

■

PCI EM － 42 ページの「PCI EM を取り付ける」を参照してください。

■

サーバー/ストレージモジュール － 35 ページの「サーバーモジュールまたはス
トレージモジュールを取り付ける」を参照してください。

■

PS － 27 ページの「電源装置 (DC) を取り付ける」および 29 ページの「電源装
置 (AC) を取り付ける」を参照してください。

■

フィラーパネル － 33 ページの「サーバーモジュールまたはストレージモ
ジュールを取り外す」を参照してください。

関連情報
■ 79 ページの「コンポーネントへのケーブルの再取り付け」
■

78

21 ページの「シャーシの分解」
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▼ コンポーネントへのケーブルの再取り付け
この作業では、20 ページの「取り外しのためのシャーシの準備」で作成したケーブル
のラベルと記録を使用します。
●

次のモジュラーコンポーネントにケーブルを取り付けます。
■

CMM コネクタ

番号

説明

1

SER MGT － CMM シリアル管理ポート (RS-232、RJ-45 シリアルポート)

2

NET MGT － CMM ネットワーク管理ポート (Ethernet)
■

NEM コネクタ

モジュラーシステムの動作の回復
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■

PCI EM コネクタ

関連情報
■ 80 ページの「シャーシへの電源の投入」

シャーシへの電源の投入
次のトピックから、状況に応じた作業を選択して実行してください。
■

81 ページの「電源投入の順序」

■

81 ページの「モジュラーシステムへの電源投入 (AC)」

■

83 ページの「DC 電源ケーブルの再接続とモジュラーシステムへの電源投入
(DC)」

■

87 ページの「CMM の起動 (CLI)」

関連情報
■

80

88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」
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電源投入の順序
シャーシを AC または DC 電源に初めて接続すると、次の順序でイベントが開始し
ます。
1. 電源装置は 3V の補助待機電力を生成します。
2. CMM は 3V の補助待機電力を受け取って、リセットから復帰します。
3. CMM はブートを開始し、CMM の OK インジケータはゆっくり点滅する状態に設
定されます。
4. CMM はブートすると、前面のインジケータモジュール (FIM) と CMM の OK イン
ジケータをスタンバイ点滅状態に設定し、シャーシが完全に電源を投入できる状態
であることを示します。
5. シャーシは自動的に電源投入します。
6. シャーシが完全に電源投入されると、OK インジケータは点灯したままになります。

関連情報
■

88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」

■

87 ページの「CMM の起動 (CLI)」

▼ モジュラーシステムへの電源投入 (AC)
デフォルトでは、シャーシの電源装置に電力が供給されるとすぐ、すべてのモジュー
ルに主電源が自動的に投入されます。シャーシには、主電源のオンとオフを切り替え
るスイッチはありません。モジュラーシステムを完全初期化する準備ができた場合に
のみ電源コードを差し込んでください。

注 – CMM ILOM の auto-power-on パラメータの設定を変更することで、電源が投
入されたときに、CMM が主電源の代わりにスタンバイ電源のみをモジュラーシステム
に供給するように構成することもできます。詳細については、次の場所にある ILOM 3.0
ドキュメントコレクションを参照してください。
(http://docs.sun.com/app/docs/coll/ilom3.0)
1. シャーシの背面で、各電源ソケットの金属製の固定クリップを開きます。
2. 4 本の電源コードを 4 つのソケットに差し込みます。
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説明

1

電源装置 1、AC1

2

電源装置 1、AC0

3

電源装置 0、AC1

4

電源装置 0、AC0

3. 金属製の固定クリップを閉じて、各電源コードを固定します。
4. 電源コードのもう一方の端を電源に差し込みます。
電源の冗長性を確保するために、PS0 と PS1 のコードは別の電源回路に差し込ん
でください。
主電源が自動的にモジュラーシステムに供給されます。
5. 前面または背面の状態 LED を確認し、シャーシの初期化を確認します。

82

■

緑色の OK LED － 緑色に点灯すると、正常に初期化されています。

■

オレンジ色の障害 LED － 障害が検出された場合に点灯します。オレンジ色の
障害 LED が点灯した場合は、モジュラーコンポーネントの他の障害インジ
ケータが点灯していないか確認して、シャーシの電源コードを抜き、修正措置を
講じてください。
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関連情報
■ 87 ページの「CMM の起動 (CLI)」

▼ DC 電源ケーブルの再接続とモジュラーシステム
への電源投入 (DC)
ここでは、DC 電源ケーブルを再接続して DC モジュラーシステムに電源を投入する
方法について説明します。
デフォルトでは、シャーシの電源装置に電力が供給されるとすぐ、取り付けられてい
るすべてのコンポーネントに主電源が投入されます。シャーシには、主電源のオンと
オフを切り替えるスイッチはありません。モジュラーシステムを完全初期化する準備
ができた場合にのみ電源を投入してください。

注意 – DC 電源は、DC モジュラーシステムと同じ構内に設置する必要があります。
電源とモジュラーシステムを別の建物に設置することはできません。この制限によ
り、モジュラーシステムへの主 DC 入力で過渡エネルギーが発生する可能性が最小限
になります。

注意 – 電源切断装置は装置に組み込まれていません。外部の簡単にアクセスできる切
断装置を装置に組み込む必要があります。
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注意 – この製品は、米国の電気工事基準 (United States National Electrical Code、US
NEC) にある Article 100 で規定されている分岐回路過電流保護機構は提供されていま
せん。US NEC に従ってこの製品を設置する場合は、US NEC の Article 480.3 で規定
されている過電流保護機構を備えた分岐回路に設置する必要があります。定格電流 16A
以下の製品電源入力は、20A 以下の定格の分岐回路または補助過電流保護装置を備え
る必要があります。定格電流が 16A より大きい製品電源入力は、製品の入力定格電流
の 160% 以下の定格の分岐回路または補助過電流保護装置を備える必要があります。
他の国内または地域の電気工事規定が、この製品の設置に適用される場合があります。

注 – CMM ILOM の auto-power-on パラメータの設定を変更することで、電源が
投入されたときに、CMM が主電源の代わりにスタンバイ電源のみをモジュラーシス
テムに供給するように構成することもできます。詳細は、『Integrated Lights Out
Manager (ILOM) 3.0 補足マニュアル Sun Netra 6000 モジュラーシステム』(821-1855) を
参照してください。
1. 電源の回路遮断器が開いているか、またはヒューズが外されていることを確認し
ます。

注意 – 電気ショックを防ぐため、接続する回路に電力がかかっていないことを確認
します。
2. ナットとワッシャーを使用して、システムシャーシの背面にある電気アース端子に
ラグを取り付けます。

84

Sun Netra 6000 モジュラーシステムサービスマニュアル • 2010 年 10 月

図:

シャーシの DC アース端子

図の説明

1

シャーシの DC アース端子

3. ナットとワッシャーを使用して、DC 入力ユニットの端子にラグを固定します。
黒色のワイヤを正端子に接続します。白色のワイヤを負端子に接続します。『Sun
Netra 6000 モジュラーシステム設置マニュアル』、74 ページの「DC 電源ケーブ
ル配線のリファレンス」を参照してください。
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図:

DC 入力ユニットの配線端子

図の説明

1

シャーシのアース端子

2

中性端子 (白色のワイヤ)

3

-48 VDC または -60 VDC のホット端子 (黒色のワイヤ)

4. すべての DC 接続を確認してから、電源を投入します。
5. DC 入力ユニットの背面に安全カバーを戻します。
緑色の脱落防止機構付きねじを締め付けます。
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6. 回路遮断器を閉じるか、ヒューズを取り付けて、シャーシに電源を投入します。
主電源が自動的にモジュラーシステムに供給されます。
7. 前面または背面の状態 LED を確認し、シャーシの初期化を確認します。
■

緑色の OK LED － 緑色に点灯すると、正常に初期化されています。

■

オレンジ色の障害 LED － 障害が検出された場合に点灯します。オレンジ色の
障害 LED が点灯した場合は、モジュラーコンポーネントの他の障害インジケー
タが点灯していないか確認して、シャーシの電源コードを抜き、修正措置を講
じてください。

関連情報
■ 87 ページの「CMM の起動 (CLI)」
■

88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」

▼ CMM の起動 (CLI)
シャーシは、デフォルトでは、AC または DC 電源がシャーシに接続されると自動的
に電源投入するように設定されています。ただし、シャーシが自動的に電源投入しな
いようにこのデフォルト設定を変更してある場合は、CMM コマンド行インタフェース
(CLI) からソフトウェアコマンドを実行することで、システムの電源を投入できます。
1. 管理者として CMM で ILOM CLI にログインします。
2. 次のように入力します。
start /CH.

関連情報
■ 88 ページの「モジュラーシステムの機能の確認」
モジュラーシステムの動作の回復

87

▼ モジュラーシステムの機能の確認
モジュラーシステムを保守した後、Oracle の Sun Netra 6000 モジュラーシステムが
正常に機能していることを確認する必要があります。
1. FIM または CMM の緑色の OK インジケータが常時点灯状態であることを確認し
ます。
シャーシが完全に電源投入されると、OK インジケータは点灯したままになります。
常時点灯 OK LED は、電源装置が起動されて 12V 電力をファンアレイ、サーバーモ
ジュール、および Network Express Module (NEM) に提供していることを示します。
5 ページの「シャーシと CMM LED」および 8 ページの「背面ファン LED」を参
照してください。
2. (省略可能) － イベントログを確認します。

関連情報
■ 12 ページの「ILOM イベントログでの障害の監視」
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用語集

B
blade (ブレード)
blade server
(ブレードサーバー)

サーバーモジュールおよびストレージモジュールの一般名称。
サーバーモジュール。

C
chassis (シャーシ)
CMM
CMM ILOM

モジュラーシステムの格納装置。
シャーシ監視モジュール。ILOM は CMM で実行され、シャーシ内のコンポー
ネントの消灯管理を提供します。ILOM を参照してください。
CMM で実行される ILOM。ILOM を参照してください。

D
disk module
(ディスクモジュール)
または
disk blade
(ディスクブレード)

ストレージモジュールの別名。

89

F
FEM
FIM

ファブリック拡張モジュール。FEM により、サーバーモジュールは特定の NEM
によって提供される 10GbE 接続を使用できます。
前面のインジケータモジュール。

H
HBA

ホストバスアダプタ。

I
ILOM

Oracle Integrated Lights Out Manager。ILOM ファームウェアは、さまざまな

Oracle システムにプリインストールされています。ILOM を使用すると、
ホストシステムの状態に関係なく、Oracle サーバーをリモートから管理で
きます。

K
KVM

キーボード、ビデオ、マウス。複数のコンピュータで 1 つのキーボード、1 つの
ディスプレイ、1 つのマウスを共有するには、スイッチの使い方を参照してくだ
さい。

L
L/R

90

抵抗に対するインダクタンスの比率。
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M
MAC または
MAC アドレス
MPS

メディアアクセス制御アドレス。
モジュラー電源システム。

N
name space (名前空間)
NEM
NET MGT port
(NET MGT ポート)

最上位の ILOM CMM ターゲット。
Network Express Module。NEM は、10/100/1000 Ethernet ポート、ストレー
ジモジュールへの SAS 接続、10GbE Ethernet ポートを提供します。
ネットワーク管理ポート。CMM およびサーバーモジュールのサービスプロセッ
サ上の Ethernet ポート。

P
PCI EM

PS
power supply side
(電源装置の側)

PCIe ExpressModule。PCI Express の業界標準フォームファクタに基づくモ
ジュラーコンポーネントで、ギガビット Ethernet やファイバチャネルのような
I/O 機能を提供します。
電源装置
各 AC 電源装置には、A 側と B 側があります。A 側と B 側の 12V の主電源パス
は独立しています。2 つの側は、一般的な 3.3V のスタンバイ電源出力、診断と
制御のセクション、およびファンモジュールを共有しています。

R
REM

RAID 拡張モジュール。ホストバスアダプタ (Host Bus Adapter、HBA) と呼ば
れることもあります。ディスクドライブ上の RAID ボリュームの作成をサポート
します。

用語集
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S
SER MGT port
(SER MGT ポート)
server module
(サーバーモジュール)

SP
storage module (スト
レージモジュール)

シリアル管理ポート。CMM およびサーバーモジュールのサービスプロセッサ上
のシリアルポート。
主要な計算リソース (CPU およびメモリ) を提供するモジュラーコンポーネント。
サーバーモジュールには、オンボードのストレージ、および REM と FEM のコ
ネクタが含まれている場合もあります。
サービスプロセッサ。
サーバーモジュールに計算ストレージを提供するモジュラーコンポーネント。

U
UCP

92

ユニバーサルコネクタポート。
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索引
A

I

AC シャーシ
電源の切断, 18
AC 電源装置
LED, 7

ILOM
イベントログ, 12
障害管理, 9
電源切断, 16, 17, 18

C

L

CLI
電源投入と start コマンド, 87
CMM
LED, 5
スタンバイモードへの移行, 16
取り付け (サービス), 52
取り外し (サービス), 51
保守情報, 50

LED
AC 電源装置, 7
CMM リセットの順序, 53
DC 電源装置, 6
DC 入力ユニット, 4
シャーシと CMM, 5
背面ファンモジュール, 8

CMM での電源投入
CLI を使用, 87
CMM リセットの順序, 53
CRU、交換, 25
CRU の交換, 25

D
DC アダプタトレイ
インストール, 69
取り外し, 67
DC 電源装置
LED, 6
DC 入力ユニット
LED, 4
インストール, 65
取り外し, 62

F
FRU の交換, 55

LED、状態, 81

N
NEM
過熱の注意事項, 44
取り付け (サービス), 45
取り外し (サービス), 44

O
OK LED, 81

P
PCI EM
サービス概要, 39
取り付け (サービス), 42
取り外し (サービス), 41
フィラーパネルの注意事項, 40

S
show コマンド, 9
start コマンド, 87
93

い

さ

イベントログ (ILOM), 12

サーバーおよびストレージモジュール
取り付け (サービス), 35
取り外し, 33

インジケータ, 81
インストール
CMM (サービス), 52
DC アダプタトレイ, 69
DC 入力ユニット, 65
NEM (サービス), 45
PCI EM (サービス), 42
エアダクト, 58
シャーシ (保守), 74
前面のインジケータモジュール (FIM), 39
電源ケーブル, 61
背面ファンボード, 49
背面ファンモジュール, 47
ミッドプレーン, 58

し
システムの機能の確認, 88
シャーシ
CMM の保守, 50
LED, 5, 81
コンポーネントの分解, 21
取り付け (サービス), 74
取り外しの準備, 20
ねじの取り外し, 22
ラックからの取り外し, 20
ラックへの再設置 (保守), 73
シャーシ、再組み立て (保守), 77

え

シャーシの電源投入順序, 81

エアダクト
インストール, 58
取り外し, 56

障害 LED, 81

か
監視、障害, 1
外部障害
説明, 2

け
ケーブル、DC の再接続, 83

障害、特定, 2
障害監視
LED, 3
イベントログ, 12
概要, 1
障害管理
ILOM CLI から, 9
機能説明, 3
障害管理、概要, 1

ケーブル、再取り付け, 79

す

ケーブルパネル, 60
現場交換可能ユニット、説明, 13

ストレージモジュール
取り付け (サービス), 35

こ

せ

交換、FRU, 55

正常な停止, 17

工具類、必要, 15

静電気による損傷、防止, 15

コールドスワップ対応コンポーネント、説明, 14

静電気による損傷の防止, 15

顧客交換可能ユニット
交換, 25
説明, 13

静電気防止用マット, 15

コンポーネントの電源切断, 16

前面のインジケータモジュール
インストール, 39
取り外し, 37
前面ファンの障害と警告, 10

94

Sun Netra 6000 モジュラーシステムサービスマニュアル • 2010 年 10 月

そ

前面のインジケータモジュール (FIM), 37
電源ケーブル, 60
背面ファンモジュール, 46
ファンボード, 48
ミッドプレーン, 56

ソケット、電源, 81

て
停止、正常な, 17
デフォルトの電源投入設定
ILOM, 87
電源、AC シャーシへの投入, 81
電源、DC シャーシへの投入, 83
電源、シャーシへの投入, 80
電源ケーブル
インストール, 61
取り外し, 60
電源切断手順, 16, 17, 18
電源装置
AC、取り付け, 29
AC、取り外し, 28
DC、取り付け, 27
DC、取り外し, 26
LED
DC, 6
誤った障害状態, 27, 29
機能の確認, 88
警告 (ILOM), 10
前面ファンの障害と警告, 10
冷却の注意事項, 25
電源装置 LED
AC, 7
電源ソケット
電源投入 (保守), 81
電源投入, 81
電源投入の順序, 81
電源の切断
AC シャーシ, 18
サーバーおよびストレージモジュール, 16

と
トラブルシューティング, 1
取り外し
CMM (サービス), 51
DC 入力ユニット, 62
NEM (サービス), 44
PCI EM (サービス), 41
エアダクト, 56

取り外しレバー、安全使用, 34

な
内部障害
説明, 2
内部電源ケーブル
インストール, 61
取り外し, 60

は
背面ファン障害 (ILOM), 11
背面ファンボード
インストール, 49
取り外し, 48
背面ファンボード、取り外し, 48
背面ファンモジュール
LED, 8
インストール, 47
取り外し, 46
パネル、ケーブル, 60

ひ
必要な工具類, 15

ふ
ファン障害、背面 (ILOM), 11
ファンボード
インストール, 49
取り外し, 48
ファンモジュール
背面
インストール, 47
取り外し, 46
ファンモジュール、前面
インストール, 32
取り外し, 30
ファンモジュールの LED, 8
フィラーパネル
過熱の回避, 33
索引
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ほ

も

保守、準備, 13

モジュラーシステム
電源切断, 16, 17, 18
電源投入, 81

保守の準備, 13
ホットスワップ対応コンポーネント
説明, 14
ホットプラグ対応コンポーネント
説明, 14

モジュラーシステムの機能の確認
LED, 88

り
リセットの順序、CMM, 53

み
ミッドプレーン
インストール, 58
取り外し, 56
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