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このマニュアルの使用法

この補足マニュアルでは、Oracle の Sun Netra 6000 モジュラーシステム固有の Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 の機能について説明します。このドキュメン
トは、システム管理者、承認サービスプロバイダ、およびコンピュータシステムの管理
経験があるユーザー向けに記述されています。

注 – このガイドでは、モジュラーシステムの AC および DC モデルの手順について説
明します。特に記載がない限り、トピックのほとんどが両方のモデルに適用されます。
図は、一方のモデルまたは他方のモデルを示し、使用している装置と正確には一致しな
い場合もあります。

この章は、次の節で構成されています。

■ viii 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」
vii



関連ドキュメント
オンラインのドキュメントは、次の URL で参照できます。

(http://docs.sun.com/app/docs/prod/n6000.modsys#hic)

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) のその他のドキュメントは、次の 
URL で参照できます。

(http://docs.sun.com/app/docs/coll/ilom3.0)

動作状態 タイトル パーツ番号 形式 場所

最新情報 『Sun Netra 6000 モジュラー
システムご使用にあたって』

821-1853 PDF オンライン

設置 『Sun Netra 6000 AC Modular 
System Getting Started Guide』

821-0934 印刷物、

PDF
出荷用キット、

オンライン

『ラック調整テンプレート (AC)』
『ラック調整テンプレート (DC)』 

263-2755
263-4589

印刷物

印刷物

出荷用キット

『Sun Netra 6000 モジュラーシス
テム設置ガイド』

821-1854 トピック
セット、

PDF

オンライン

リモート管理 
(ILOM)

『Oracle 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』(このドキュメント)

821-1855 トピック
セット、

PDF

オンライン

保守 『Sun Netra 6000 モジュラーシス
テムサービスマニュアル』

821-1852 トピック
セット、

PDF

オンライン

安全性 『Sun Netra 6000 Modular 
System Safety and Compliance 
Manual』

821-0933 PDF オンライン

『Sun ハードウェアシステムの重
要な安全性に関する情報』

816-7190

または

821-1590

印刷物 出荷用キット
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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://docs.sun.com)

■ 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。

『Oracle 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』、Part No. 821-1855-11。

タイトル パーツ番号

ILOM 3.0 一般情報 『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 入門
ガイド』 

820-7382

『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 概念
ガイド』 

820-7370

『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Web 
Interface 手順ガイド』 

820-7373

『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI 
手順ガイド』 

820-7376

『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 機能
更新およびリリースノート』 

821-0647

『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 
Management Protocols Reference Guide』

820-6413
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モジュラーシステム上の ILOM の理解

次のトピックでは、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ソフトウェア
に関する情報を示し、モジュラーシステム固有の ILOM 機能について説明します。 

注 – ILOM 3.0 およびその機能とユーザー手順の詳細は、次の URL でアクセスできる 
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)

■ 2 ページの「ILOM の概要」

■ 3 ページの「モジュラーシステム固有の ILOM 機能」

関連情報

■ 『モジュラーシステムご使用にあたって』

■ 5 ページの「CMM ILOM の設定」

■ 23 ページの「モジュラーシステム (CMM ILOM) の管理」

■ 37 ページの「センサーの解釈」
1
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ILOM の概要
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) は、Sun システムにインストール済み
のファームウェアです。ILOM を使用すると、ホストシステムの状態に関係なく、
Sun サーバーをリモートから管理できます。

ブラウザベースの ILOM Web インタフェースまたは ILOM CLI を介して、ILOM と
対話できます。また、ILOM を設定して、データセンターのほかの管理ツールと統合
できます。

このモジュラーシステムでは、ILOM は CMM および各サーバーモジュールの SP に
インストール済みです。 

注 – CMM 上の ILOM とサーバーモジュールの SP 上の ILOM を区別するために、こ
の補足マニュアルでは CMM ILOM およびサーバーモジュール SP ILOM という用語を
使用します。

CMM ILOM を使用して、次の操作を実行できます。

■ ユーザー、LDAP サービス、RADIUS サービス、および SNMP サービスの作成に
よる CMM ILOM 設定のカスタマイズ

■ 電源装置、ファン、NEM などのシャーシコンポーネントの表示および設定

■ シャーシに設置されているサーバーモジュールの表示および設定

■ モジュラーコンポーネントの電源状態の制御

■ インジケータとセンサーの状態の表示

■ システムイベントに関する警告の受信

ILOM 3.0 およびその機能とユーザー手順の詳細は、次の URL でアクセスできる 
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)

関連情報

■ 3 ページの「モジュラーシステム固有の ILOM 機能」

■ 5 ページの「CMM ILOM の設定」

■ 23 ページの「モジュラーシステム (CMM ILOM) の管理」

■ 37 ページの「センサーの解釈」
2 Oracle ILOM 3.0 補足マニュアル Sun Netra 6000 モジュラーシステム • 2010 年 11 月

http://docs.sun.com/app/docs/coll/ilom3.0


モジュラーシステム固有の ILOM 機能
次の ILOM 3.0 機能は、このモジュラーシステム製品固有の機能です。

サーバーモジュール電力割り当て

ILOM 3.0 は、サーバーモジュールおよびストレージモジュールへの電力割り当てを
管理します。 

サーバーモジュールまたはストレージモジュールに電源を投入すると、そのモジュー
ルは CMM ILOM からの電力を要求します。CMM ILOM はスロットに電力を割り当
て、モジュールへの電源投入を可能にします。モジュールの電源を切ると、電力割り
当てが CMM ILOM に戻されます。

許容電力使用率を超える高出力モジュールでフル構成されたシステムの場合、CMM 
ILOM によって電源投入可能なモジュールの数が制限されます。このような状況では、
電源投入できるのは一部のモジュールのみです。 

ファン速度制御

CMM ILOM は、電源装置の周辺温度測定値を使用して、適切な温度を維持する最小の
ファン速度を判断し、NEB 準拠環境で最小の騒音レベルを実現できるようにします。

モジュラーシステム ILOM ターゲット

ILOM ターゲットとは、ILOM によって管理される、すべてのソフトウェア、ハード
ウェアコンポーネント、およびサービスを表します。ILOM と対話する際は、ター
ゲットを指定します。

ターゲットは、ファイルシステムのディレクトリとファイルに似た階層パスによって
特定されます。 

モジュラーシステムには、名前空間と呼ばれる、次の 2 つの最上位 ILOM CMM ター
ゲットがあります。

■ /CMM － シャーシ管理モジュール (Chassis Management Module、CMM) ILOM 空
間を表します。このターゲットを使用して、警告、クライアント、ILOM クロック、
ネットワークアドレス、ユーザーなどの CMM ILOM 属性を設定します。
モジュラーシステム上の ILOM の理解 3



■ /CH － シャーシレベルのコンポーネントインベントリ、環境状態、およびハード
ウェア管理を提供します。/CH のサブターゲットは、設置されているハードウェ
アコンポーネントの名前に対応しています。たとえば、サブターゲット /CH/BL0 
は、スロット BL0 に設置されているコンポーネントの名前空間です。

各ターゲットには、一連のプロパティーがあります。プロパティーとは、各ターゲッ
ト固有の設定可能な属性です。

関連情報

■ 26 ページの「説明付きでターゲットのリストを表示する」

■ 23 ページの「モジュラーシステム (CMM ILOM) の管理」

■ 37 ページの「センサーの解釈」

■ 2 ページの「ILOM の概要」
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CMM ILOM の設定

次のトピックでは、モジュラーシステムで共通の CMM ILOM 設定タスクの一部につ
いて説明します。

■ 5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」

■ 10 ページの「共通の CMM ILOM 設定タスクの実行」

■ 15 ページの「IP および MAC アドレスの表示と構成」

■ 19 ページの「CMM クロックの管理」

関連情報

■ 1 ページの「モジュラーシステム上の ILOM の理解」

■ 23 ページの「モジュラーシステム (CMM ILOM) の管理」

■ 37 ページの「センサーの解釈」

CMM ILOM のログインとログアウト
次のトピックでは、モジュラーシステム上の CMM ILOM への接続に関する情報につ
いて説明します。

■ 6 ページの「接続の選択」

■ 8 ページの「SER MGT ポートを介して CMM にログインする」

■ 8 ページの「CMM NET MGT ポートを介して CMM ILOM にログインする」

■ 10 ページの「CMM ILOM からのログアウト」

関連情報

■ 10 ページの「共通の CMM ILOM 設定タスクの実行」

■ 19 ページの「CMM クロックの管理」

■ 15 ページの「IP および MAC アドレスの表示と構成」
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接続の選択

次の図と表に、管理タスクを実行するための ILOM への接続方法をいくつか示します。

ケーブル接続の手順については、『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、 
57 ページの「モジュラーシステムへの接続と電源投入」。
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関連情報

■ 『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、57 ページの「モジュラーシ
ステムへの接続と電源投入」

■ 15 ページの「モジュラーシステムの IP および MAC アドレスを特定する」

■ 16 ページの「静的 IP アドレスを使用して CMM NET MGT ポートを構成する」

■ 17 ページの「DHCP サーバーを使用してモジュラーシステムの IP アドレスを構成
する」

■ 8 ページの「SER MGT ポートを介して CMM にログインする」

■ 8 ページの「CMM NET MGT ポートを介して CMM ILOM にログインする」

■ 10 ページの「CMM ILOM からのログアウト」

No. 接続元 接続先 説明

1 (Ethernet)
CMM NET 
MGT ポート

使用するネッ
トワーク

CMM NET MGT ポートをネットワークに接続し
ます。

ネットワークから、CMM の IP アドレスを使用
して、CMM 上の ILOM にログインします。ログ
インすると、個々のサーバーモジュール SP に移動
して、そのサーバーモジュールを管理できます。 
ILOM CLI または Web インタフェースを使用でき
ます。

2 (シリアル)
CMM SER 
MGT ポート

端末デバイス 端末デバイスを CMM SER MGT ポートに接続し
ます。端末デバイスから、CMM 上の ILOM にロ
グインします。ログインすると、個々のサーバー
モジュール SP に移動して、そのサーバーモ
ジュールを管理できます。

この接続では ILOM CLI のみを使用できます。

注 – NEB 要件を満たすため、必ずシールド付きの
より対線シリアルケーブルを使用してください。

3 (ローカル 
KVM 接続)
サーバーモ
ジュール SP 
UCP ポート 
(ドングル必須)

USB キーボー
ドとマウス、
および VGA 
モニター

USB キーボードとマウスをサーバーモジュール上
のドングルに接続します。VGA モニターは 15 ピン
のドングルコネクタに接続します。

ILOM CLI または Web インタフェースを使用して、
サーバーモジュール SP 上の ILOM にログインでき
ます。

4 (シリアル接続)
サーバーモ
ジュール SP 
UCP ポート 
(ドングル必須)

端末デバイス 端末デバイスをサーバーモジュールに接続されて
いるドングルに接続します。

CLI を使用して、サーバーモジュール SP 上の 
ILOM にログインできます。
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▼ SER MGT ポートを介して CMM にログインする

ネットワークではなく、シリアルデバイスを介して CMM ILOM タスクを実行する場
合に、このタスクを実行します。

注 – SER MGT ポートを介する場合は、ILOM CLI コマンドのみを実行できます。
SER MGT ポートを介して ILOM Web インタフェースを実行することはできません。

1. 端末デバイスを CMM SER MGT ポートに接続していることを確認します。

『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、62 ページの「CMM SER 
MGT ポートの配線を行う」を参照してください。

端末デバイスを接続し、モジュラーシステムの電源を入れると、ログインプロン
プトが表示されます。

2. 端末デバイスから、有効な ILOM ユーザーアカウントとパスワードを指定して、
CMM SER MGT ポートにログインします。

変更するまでは、次の出荷時のデフォルト CMM ILOM アカウントが有効です。

■ ユーザーアカウント－ root

■ パスワード－ changeme

このデフォルトアカウントには管理者権限があります。

ログインしたら、CMM ILOM CLI を使用して、CMM と通信します。CLI の詳細
は、『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 CLI 手順ガイド』を参照
してください。

関連情報

■ 『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、57 ページの「モジュラーシ
ステムへの接続と電源投入」

■ 10 ページの「共通の CMM ILOM 設定タスクの実行」

■ 6 ページの「接続の選択」

■ 8 ページの「CMM NET MGT ポートを介して CMM ILOM にログインする」

■ 10 ページの「CMM ILOM からのログアウト」

■ 14 ページの「ユーザーアカウントロール」

▼ CMM NET MGT ポートを介して CMM ILOM にロ
グインする

ネットワークを介して CMM ILOM にアクセスする場合に、このタスクを実行します。
ILOM Web インタフェースまたは CLI を使用できます。この補足マニュアルのトピッ
クでは、CLI を使用します。ILOM Web インタフェースについては、『Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0 Web Interface 手順ガイド』を参照してください。
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1. 次の条件が満たされていることを確認します。

■ CMM NET MGT ポートがネットワークに接続されている。

『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、62 ページの「CMM SER 
MGT ポートの配線を行う」および 15 ページの「モジュラーシステムの IP お
よび MAC アドレスを特定する」を参照してください。

■ IP アドレスが CMM に割り当てられており、そのアドレスを知っている。

『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、61 ページの「CMM の 
IP アドレスの構成」および 15 ページの「IP および MAC アドレスの表示と
構成」を参照してください。

■ 有効な CMM ILOM アカウントとパスワードを知っている。

注 – デフォルトのログインアカウントは root で、デフォルトのパスワードは 
changeme です。

2. ネットワークから、次の構文を使用し、次にパスワードを入力して、CMM ILOM 
CLI にログインします。

ssh ilom_user_name@cmm_ip_address

例:

ログインしたら、ILOM の -> プロンプトが表示され、CMM で有効な ILOM コ
マンドを実行できます。また、モジュラーコンポーネントにアクセスして管理す
ることもできます。

関連情報

■ 15 ページの「モジュラーシステムの IP および MAC アドレスを特定する」

■ 10 ページの「共通の CMM ILOM 設定タスクの実行」

■ 6 ページの「接続の選択」

■ 8 ページの「SER MGT ポートを介して CMM にログインする」

■ 10 ページの「CMM ILOM からのログアウト」

■ 14 ページの「ユーザーアカウントロール」

$ ssh root@10.7.94.151
Password: CMM_root_password
->
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▼ CMM ILOM からのログアウト

● タイプ:

CMM ILOM からログアウトします。

関連情報

■ 6 ページの「接続の選択」

■ 8 ページの「SER MGT ポートを介して CMM にログインする」

■ 8 ページの「CMM NET MGT ポートを介して CMM ILOM にログインする」

■ 11 ページの「CMM ILOM root アカウントのパスワードを変更する」

共通の CMM ILOM 設定タスクの実行
次のトピックでは、モジュラーシステム用に CMM ILOM の設定を実行する、共通ア
クティビティーの一部について説明します。

■ 11 ページの「CMM ILOM root アカウントのパスワードを変更する」

■ 11 ページの「CMM ファームウェアのバージョンを表示する」

■ 12 ページの「アクティブな ILOM CMM セッションを表示する」

■ 12 ページの「ユーザーアカウントを追加して権限を割り当てる」

■ 14 ページの「ユーザーアカウントロール」

■ 14 ページの「CMM をリセットする」

関連情報

■ 5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」

■ 15 ページの「IP および MAC アドレスの表示と構成」

■ 19 ページの「CMM クロックの管理」

-> exit
Connection to 10.6.153.33 closed.
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▼ CMM ILOM root アカウントのパスワードを変更
する

1. root アカウントで CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. 次の ILOM コマンドを実行して、パスワードを変更します。

新しい ILOM ユーザーアカウントの作成、およびユーザーアカウントへのロール 
(権限) の割り当ての詳細は、ILOM ドキュメントを参照してください。

関連情報

■ 12 ページの「ユーザーアカウントを追加して権限を割り当てる」

■ 12 ページの「アクティブな ILOM CMM セッションを表示する」

▼ CMM ファームウェアのバージョンを表示する

このトピックでは、モジュラーシステムで実行している CMM ILOM ファームウェ
アのバージョンを表示する方法について説明します。ファームウェアを更新する方法
の詳細は、『Sun Netra 6000 モジュラーシステムご使用にあたって』を参照してくだ
さい。

1. 任意の有効なユーザーとして CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」

2. CMM ILOM のバージョン情報を表示します。

関連情報

■ 『モジュラーシステムご使用にあたって』

-> set /CMM/users/root password=new_password

-> version
CMM firmware 3.0.6.11
CMM firmware build number: 51292
CMM firmware date: Mon Jan 04 11:01:21 PST 2010
CMM filesystem version: 0.1.22 
->
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▼ アクティブな ILOM CMM セッションを表示する

1. 任意の有効なユーザーとして CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. アクティブなセッションを表示します。

関連情報

■ 12 ページの「ユーザーアカウントを追加して権限を割り当てる」

▼ ユーザーアカウントを追加して権限を割り当てる

このトピックで説明しているようにローカルアカウントを設定するか、または Active 
Directory、LDAP、LDAP/SSL、RADIUS などのリモートユーザーデータベースに
対して ILOM 認証アカウントを用意することができます。遠隔認証の場合は、ILOM 
インスタンスごとにローカルアカウントを設定するのではなく、中央ユーザーデータ
ベースを使用することができます。リモートアカウントの作成については、ILOM ド
キュメントコレクションを参照してください。

1. root として CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. ユーザーアカウントを作成し、パスワードを割り当てます。

-> show /CMM/sessions

 /CMM/sessions
    Targets:
        5 (current)

    Properties:

    Commands:
        cd
        show

-> create /CMM/users/nightop
Creating user...
Enter new password: ********
Enter new password again: ********
Created /CMM/users/nightop
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3. ユーザーアカウントを表示します。

4. 次の構文を使用して、ユーザーアカウントにロールを割り当てます。

デフォルトでは、新しいユーザーには読み取り専用 (o) のロールが割り当てられて
います。14 ページの「ユーザーアカウントロール」を参照してください。

set /SP/users/username role=[aucr]

例:

関連情報

■ 14 ページの「ユーザーアカウントロール」

■ 5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」

-> show /CMM/users

 /CMM/users
    Targets:
        root
        nightop

-> set /CMM/users/nightop role=ur
Set ’role’ to ’ur’

-> show /CMM/users/nightop

 /CMM/users/nightop
    Targets:
        ssh

    Properties:
        role = uro
        password = *****
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ユーザーアカウントロール

関連情報

■ 12 ページの「ユーザーアカウントを追加して権限を割り当てる」

■ 5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」

■ 14 ページの「CMM をリセットする」

▼ CMM をリセットする

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. CMM をリセットします。

関連情報

■ 23 ページの「モジュラーシステム (CMM ILOM) の管理」

ロール 説明

管理 (a) すべての ILOM 設定変数の状態を表示および変更する権限
が付与されます。

コンソール (c) ユーザーアカウントの作成と削除、ユーザーパスワードの変
更、ほかのユーザーに割り当てられたロールの変更、および
デフォルトのユーザーアカウントの物理的アクセス要件の有
効化または無効化を行う権限が付与されます。また、この役
割では、LDAP、LDAP/SSL、RADIUS、および Active 
Directory を設定することもできます。

読み取り専用 (o) ILOM リモートコンソールと SP コンソールへのアクセス、
および ILOM コンソール設定変数の状態の表示と変更を行
う権限が付与されます。

ユーザー管理 (u) システムを操作する権限が付与されます。これには、電力制
御、リセット、ホットプラグ、コンポーネントの有効化と無
効化、および障害管理が含まれます。

リセットおよびホスト制御 (r) ILOM 設定変数の状態を変更することなく表示する権限が付
与されます。また、この役割が割り当てられたユーザーは、
自分のユーザーアカウントのパスワードとセッションタイム
アウト設定を変更できます。

-> reset /CMM
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IP および MAC アドレスの表示と構成
次のトピックでは、モジュラーシステムの IP および MAC アドレスを表示および構成
する方法について説明します。

■ 15 ページの「モジュラーシステムの IP および MAC アドレスを特定する」

■ 16 ページの「静的 IP アドレスを使用して CMM NET MGT ポートを構成する」

■ 17 ページの「DHCP サーバーを使用してモジュラーシステムの IP アドレスを構成
する」

関連情報

■ 19 ページの「CMM クロックの管理」

■ 5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」

■ 10 ページの「共通の CMM ILOM 設定タスクの実行」

▼ モジュラーシステムの IP および MAC アドレスを
特定する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. CMM ネットワーク情報を表示します。

-> show /CMM/network

 /CMM/network
    Targets:
        test

    Properties:
        commitpending = (Cannot show property)
        dhcp_server_ip = none
        ipaddress = 10.7.95.153
        ipdiscovery = static
        ipgateway = 10.7.95.254
        ipnetmask = 255.255.255.0
        macaddress = 00:21:28:3E:2B:B6
        pendingipaddress = 10.7.95.153
        pendingipdiscovery = static
        pendingipgateway = 10.7.95.254
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3. サーバーモジュール SP のネットワーク情報を表示します。

関連情報

■ 6 ページの「接続の選択」

■ 16 ページの「静的 IP アドレスを使用して CMM NET MGT ポートを構成する」

■ 17 ページの「DHCP サーバーを使用してモジュラーシステムの IP アドレスを構成
する」

▼ 静的 IP アドレスを使用して CMM NET MGT ポー
トを構成する

CMM NET MGT ポートに静的 IP アドレスを割り当てるには、このタスクを使用しま
す。代わりに、17 ページの「DHCP サーバーを使用してモジュラーシステムの IP ア
ドレスを構成する」で説明しているように、DHCP サービスを使用して IP アドレスを
動的に割り当てることもできます。

注 – CMM に静的 IP アドレスを構成すると、CMM は DHCP アドレスのブロード
キャストを行わなくなります。

        pendingipnetmask = 255.255.255.0
        state = enabled
        switchconf = port0

-> show /CH/BLx/SP/network

 /CH/BL0/SP/network
    Targets:

    Properties:
        type = Network Configuration
        commitpending = (Cannot show property)
        ipaddress = 10.7.95.155
        ipdiscovery = static
        ipgateway = 10.7.95.254
        ipnetmask = 255.255.255.0
        macaddress = 00:21:28:14:F6:5B
        pendingipaddress = 10.7.95.155
        pendingipdiscovery = static
        pendingipgateway = 10.7.95.254
        pendingipnetmask = 255.255.255.0
        state = enabled
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1. 管理者権限を持つアカウントで CMM SER MGT ポートにログインします。

8 ページの「SER MGT ポートを介して CMM にログインする」を参照してくだ
さい。

2. CMM ネットワークディレクトリにアクセスします。

3. CMM ILOM の IP、ネットマスク、およびゲートウェイアドレスを指定します。

4. 変更を確定します。

関連情報

■ 6 ページの「接続の選択」

■ 15 ページの「モジュラーシステムの IP および MAC アドレスを特定する」

■ 17 ページの「DHCP サーバーを使用してモジュラーシステムの IP アドレスを構成
する」

▼ DHCP サーバーを使用してモジュラーシステムの 
IP アドレスを構成する

このタスクでは、DHCP サーバーを使用して、CMM NET MGT ポートの IP アドレ
スを動的に割り当てます。代わりに、16 ページの「静的 IP アドレスを使用して 
CMM NET MGT ポートを構成する」で説明しているように、静的 IP アドレスを割り
当てることもできます。

注 – モジュラーシステムに静的 IP アドレスを構成すると、モジュラーシステムは 
DHCP サーバーから IP アドレスを受信するためのブロードキャストを行わなくなり
ます。

1. DHCP サーバーが新しい MAC アドレスを受け入れるように設定されていることを
確認します。

-> cd /CMM/network

-> set pendingipaddress=static_IP_address
-> set pendingipnetmask=static_netmask_address
-> set pendingipgateway=static_netmask_address
-> set pendingipdiscovery=static

-> set commitpending=true
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2. CMM NET MGT ポートがネットワークにケーブル接続されていることを確認し
ます。

3. CMM が DHCP サービスを使用するように構成されていることを確認します。

デフォルトでは、このモジュラーシステムは DHCP サービスを使用するように構成
されています。構成を確認および設定する場合は、次の手順を実行します。

a. 管理者権限を持つアカウントで CMM SER MGT ポートにログインします。

8 ページの「SER MGT ポートを介して CMM にログインする」を参照してく
ださい。

b. 構成を確認します。

ipdiscovery プロパティーを表示します。DHCP サービスを使用するには、
このプロパティーが dhcp に設定されている必要があります。

c. ipdiscovery プロパティーが dhcp に設定されていない場合は、設定してく
ださい。

-> show /CMM/network

 /CMM/network
    Targets:
        test

    Properties:
        commitpending = (Cannot show property)
        dhcp_server_ip = none
        ipaddress = 10.7.95.153
        ipdiscovery = static
        ipgateway = 10.7.95.254
        ipnetmask = 255.255.255.0
        macaddress = 00:21:28:3E:2B:B6
        pendingipaddress = 10.7.95.153
        pendingipdiscovery = static
        pendingipgateway = 10.7.95.254
        pendingipnetmask = 255.255.255.0
        state = enabled
        switchconf = port0

-> cd /CMM/network
-> set pendingipdiscovery=dhcp
-> set commitpending=true
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4. モジュラーシステムに電力を供給するか、CMM をリセットします。

14 ページの「CMM をリセットする」を参照してください。

モジュラーシステムによって、DHCP サーバーから IP アドレスを受信するための
ブロードキャストが自動的に行われます。

関連情報

■ 6 ページの「接続の選択」

■ 15 ページの「モジュラーシステムの IP および MAC アドレスを特定する」

■ 16 ページの「静的 IP アドレスを使用して CMM NET MGT ポートを構成する」

CMM クロックの管理
次のトピックでは、CMM ILOM クロックの設定方法について説明します。

■ 19 ページの「CMM クロックを表示する」

■ 20 ページの「NTP サーバーを使用するように CMM クロックを設定する」

■ 21 ページの「CMM クロックを手動で設定する」

関連情報

■ 5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」

■ 10 ページの「共通の CMM ILOM 設定タスクの実行」

▼ CMM クロックを表示する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. クロック設定を表示します。

-> show /CMM/clock

 /CMM/clock
    Targets:

    Properties:
        datetime = Wed Jan 27 18:46:27 2010
        timezone = GMT (GMT)
        usentpserver = disabled
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関連情報

■ 20 ページの「NTP サーバーを使用するように CMM クロックを設定する」

■ 21 ページの「CMM クロックを手動で設定する」

▼ NTP サーバーを使用するように CMM クロックを
設定する

時間情報プロトコル (NTP) サーバーで CMM クロックを自動的に設定するように 
CMM を設定できます。 

注 – NTP サーバーは UTC 時間を提供します。したがって、CMM ILOM で NTP が
有効な場合、CMM ILOM クロックは UTC 時間に設定されます。

1. root アカウントで CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. 次の構文を使用して、NTP サーバーから時間設定を取得するように CMM を設定
します。

set /CMM/clients/ntp/server/n address=ntpserver_IP_address

set /CMM/clock/usentpserver=enabled

ここで、n は、第 1 NTP サーバーの場合は 1、第 2 NTP サーバーの場合は 2 で、
ntpserver_IP_address は、ネットワーク上の NTP サーバーの IP アドレスです。

例:

注 – NTP サービスを有効にした後、クロックが同期するまで最大 5 分かかることが
あります。

関連情報

■ 19 ページの「CMM クロックを表示する」

■ 21 ページの「CMM クロックを手動で設定する」

    Commands:
        cd
        set
        show

-> set /CMM/clients/ntp/server/1 address=125.128.84.16
-> set /CMM/clients/ntp/server/2 address=125.128.84.17
-> set /CMM/clock/usentpserver=enabled
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▼ CMM クロックを手動で設定する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. CMM クロックが手動設定に設定されていることを確認します。

3. 次の構文を使用して、CMM クロックを設定します。

set /CMM/clock datetime=MMDDhhmmYYYY

ここでは、次のように指定します。

■ MM － 月

■ DD － 日

■ hh － 時間

■ mm － 分

■ YYYY － 年

次の例では、CMM クロックが 2010 年 1 月 11 日午前 9 時 33 分に設定されます。

関連情報

■ 19 ページの「CMM クロックを表示する」

■ 20 ページの「NTP サーバーを使用するように CMM クロックを設定する」

-> set /CMM/clock/usentpserver=disabled

-> set /CMM/clock datetime=011109332010
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モジュラーシステム (CMM ILOM) の
管理

次のトピックでは、CMM ILOM を使用して実行する、モジュラーシステムの共通管理
アクティビティーについて説明します。 
■ 23 ページの「CLI を使用したシャーシの管理」

■ 33 ページの「サーバーモジュール (CMM ILOM) へのアクセス」

関連情報

■ 1 ページの「モジュラーシステム上の ILOM の理解」

■ 5 ページの「CMM ILOM の設定」

■ 37 ページの「センサーの解釈」

CLI を使用したシャーシの管理
次のトピックでは、CMM ILOM CLI を使用して共通管理タスクを実行する方法につ
いて説明します。 
■ 24 ページの「シャーシコンポーネントを表示する」

■ 26 ページの「説明付きでターゲットのリストを表示する」

■ 27 ページの「コンポーネントに関する情報を表示する」

■ 28 ページの「インジケータに関する情報を表示する」

■ 28 ページの「センサーに関する情報を表示する」

■ 29 ページの「モジュラーシステムのイベントログを表示する」

■ 31 ページの「モジュラーシステムのイベントログを消去する」

■ 31 ページの「位置特定 LED を制御する」

■ 32 ページの「シャーシを停止する」

■ 32 ページの「シャーシを再起動する」

関連情報

■ 33 ページの「サーバーモジュール (CMM ILOM) へのアクセス」
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▼ シャーシコンポーネントを表示する

このモジュラーシステムでは、/CH の空間の下にあるターゲットはコンポーネントを
表します。

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. シャーシ空間にアクセスし、モジュラーシステムのコンポーネントを表示します。

次の例に、代表的なモジュラーシステムの出力を示します。

-> cd /CH
/CH
-> show
 /CH
    Targets:
        BL0
        BL1
        BL2
        BL3
        BL4
        BL6
        BL7
        BL8
        BL9
        CMM
        FM0
        FM1
        FM2
        FM3
        FM4
        FM5
        MIDPLANE
        NEM0
        PS0
        PS1
        HOT
        LOCATE
        OK
        SERVICE
        TEMP_FAULT
        T_AMB0
        VPS

    Properties:
        type = Chassis
        ipmi_name = /CH
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3. Properties の下にある項目で、ターゲットに関する情報を確認します。

4. サブターゲットについての情報を表示する場合。

サブターゲットに移動するか、show コマンドを入力してサブターゲットを指定し
ます。

例:

        chassis_name = SUN NETRA 6000 MODULAR SYSTEM
        chassis_part_number = 541-3789-01
        chassis_serial_number = 0925BD161D
        chassis_manufacturer = SUN MICROSYSTEMS
        product_name = SUN NETRA 6000 MODULAR SYSTEM
        product_part_number = 541-4254-01
        product_serial_number = 0925BD161D
        product_manufacturer = SUN MICROSYSTEMS
        fru_serial_number = 1005LCB-0918YK00PR
        fault_state = OK
        clear_fault_action = (none)
        power_state = On

    Commands:
        cd
        set
        show
        start
        stop

-> cd NEM0
/CH/NEM0

-> show

 /CH/NEM0
    Targets:
        PRSNT

    Properties:
        type = Network Express Module
        ipmi_name = NEM0
        fault_state = OK
        clear_fault_action = (none)

    Commands:
        cd
        set
        show
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例:

関連情報

■ 26 ページの「説明付きでターゲットのリストを表示する」

■ 『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、2 ページの「モジュラーシス
テムの概要」

▼ 説明付きでターゲットのリストを表示する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. タイプ:

-> show NEM0

 /CH/NEM0
    Targets:
        PRSNT

    Properties:
        type = Network Express Module
        ipmi_name = NEM0
        fault_state = OK
        clear_fault_action = (none)

    Commands:
        cd
        set
        show

-> help targets

Target                                 Meaning

/                                      Hierarchy Root
/CH                                    Sensors, Indicators, and 
FRU Information
/CMM                                   Chassis Monitoring Module
/CMM/alertmgmt                         Alert rule management
/CMM/alertmgmt/rules                   Alert rules
/CMM/check_physical_presence           Require a physical presence 
check for certain system commands
/CMM/cli                               Command line interface
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関連情報

■ 『Sun Netra 6000 モジュラーシステム設置ガイド』、2 ページの「モジュラーシス
テムの概要」

■ 24 ページの「シャーシコンポーネントを表示する」

▼ コンポーネントに関する情報を表示する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. ターゲットを指定して ILOM show コマンドを使用します。

次の例では、スロット BL4 のサーバーモジュールに関する情報が表示されます。

/CMM/clients                           Clients that connect to 
external services
.
.
. < remaining output omitted>

-> show /CH/BL4

 /CH/BL4
    Targets:
        ERR
        PRSNT
        STATE
        VPS
        SP
        SYS

    Properties:
        type = Blade
        ipmi_name = BL4
        product_name = SUN NETRA X6270 SERVER MODULE
        product_part_number = 000-0000-00
        product_serial_number = 0000000000
        fru_name = ASSY,BLADE,X6270
        fru_part_number = 501-7918-09
        fru_serial_number = 0328MSL-09174Y01GX
        fru_extra_1 = FW 3.0.6.10
        fault_state = OK
        clear_fault_action = (none)
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関連情報

■ 24 ページの「シャーシコンポーネントを表示する」

■ 28 ページの「インジケータに関する情報を表示する」

■ 28 ページの「センサーに関する情報を表示する」

▼ インジケータに関する情報を表示する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. ターゲットを指定して ILOM show コマンドを使用します。

次の例では、保守インジケータに関する情報が表示されます。

関連情報

■ 27 ページの「コンポーネントに関する情報を表示する」

■ 28 ページの「センサーに関する情報を表示する」

▼ センサーに関する情報を表示する 

注 – センサー情報の詳細は、37 ページの「センサーの解釈」を参照してください。

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

-> show SERVICE

 /CH/SERVICE
    Targets:

    Properties:
        type = Indicator
        ipmi_name = SERVICE
        value = Off
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2. ターゲットを指定して ILOM show コマンドを実行します。

次の例では、温度センサー (T_AMB0) に関する情報が表示されます。

関連情報

■ 37 ページの「センサーの解釈」

■ 24 ページの「シャーシコンポーネントを表示する」

■ 27 ページの「コンポーネントに関する情報を表示する」

■ 28 ページの「インジケータに関する情報を表示する」

▼ モジュラーシステムのイベントログを表示する

注 – CMM ILOM では、すべてのイベントまたはアクションが LocalTime=GMT 
(または UDT) でタグ付けされます。ブラウザクライアントではこれらのイベントが
ローカル時間で表示されるため、イベントログでの表示と異なって見えることがあり
ます。CMM ILOM でイベントが発生した場合、イベントログには UDT で表示され
ますが、クライアントにはローカル時間で表示されます。

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

-> show /CH/T_AMB0

 /CH/T_AMB0
    Targets:

    Properties:
        type = Temperature
        ipmi_name = T_AMB0
        class = Threshold Sensor
        value = 30.000 degree C
        upper_nonrecov_threshold = N/A
        upper_critical_threshold = N/A
        upper_noncritical_threshold = N/A
        lower_noncritical_threshold = N/A
        lower_critical_threshold = N/A
        lower_nonrecov_threshold = N/A
        alarm_status = cleared
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2. システムのイベントログを表示します。

3. 次のキーを使用して、表示を制御します。

■ ▽スクロールダウン － q 以外のいずれかのキーを押す▼

■ ▽イベントログの表示の停止 － q を押す▼

関連情報

■ 31 ページの「モジュラーシステムのイベントログを消去する」

-> show /CMM/logs/event/list

  /CMM/logs/event/list
    Targets:

    Properties:

    Commands:
        cd
        show

ID     Date/Time                 Class     Type      Severity
-----  ------------------------  --------  --------  --------
808 Wed Jan 6 20:09:21 2010 IPMI      Log       critical
       ID =  2df : pre-init timestamp : Module/Board : BL0/STATE : 
 Transition to Running
807    Wed Jan 6 20:08:51 2010 IPMI      Log       critical
       ID =  2de : pre-init timestamp : Module/Board : BL0/STATE : 
 Transition to Power Off
806    Wed Jan 6 20:05:48 2010 Fault     Repair    minor
       Fault fault.chassis.device.fail on component /CH/BL0 cleared
805    Won Jan 4 20:05:48 2010 IPMI      Log       critical
       ID =  2dd : pre-init timestamp : OEM sensor : BL0/ERR : 
 Predictive Failure Deasserted
804    Wed Jan 6 19:59:10 2010 IPMI      Log       critical
       ID =  2dc : pre-init timestamp : Module/Board : BL0/STATE : 
 Transition to Running
803    Wed Jan 6 19:58:39 2010 IPMI      Log       critical
       ID =  2db : pre-init timestamp : Module/Board : BL0/STATE 
: Transition to
        Power Off
802    Wed Jan 6 19:55:21 2010 Fault     Fault     critical
       Fault detected at time = Wed Apr  5 19:55:21 1972. 
The suspect component:

        /CH/BL0 has fault.chassis.device.fail with probability=100.
Paused: press any key to continue, or ’q’ to quit
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▼ モジュラーシステムのイベントログを消去する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. イベントログを消去します。

関連情報

■ 29 ページの「モジュラーシステムのイベントログを表示する」

▼ 位置特定 LED を制御する

モジュラーシステムの白い位置特定 LED を点灯させると、混雑した機器室で特定の
装置を検索するのに役立ちます。

注 – シャーシ上にある位置特定 LED のトグルボタンを押して、位置特定 LED を制御
することもできます。通常は、CMM ILOM から位置特定 LED をオンに設定します。
データセンターでモジュラーシステムを特定する場合、位置特定 LED を手動でオフ
に設定します。

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. 次のコマンドのいずれかを実行します。

■ 位置特定 LED をオンに設定する場合:

■ 位置特定 LED をオフに設定する場合:

関連情報

■ 32 ページの「シャーシを停止する」

■ 32 ページの「シャーシを再起動する」

-> set clear=true
Are you sure you want to clear /CMM/logs/event (y/n)? y
Set ’clear’ to ’true’

-> set /CH/LOCATE value=Fast_Blink

-> set /CH/LOCATE value=Off
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▼ シャーシを停止する

注意 – シャーシ内のすべてのサーバーモジュールが停止するまで、シャーシを停止し
ないでください。サーバーモジュールが停止していない状態でシャーシを停止すると、
シャーシのコンポーネントおよびサーバーモジュールが損傷することがあります。

このコマンドを使用すると、ファン、電源装置、およびすべてのサーバーモジュールを
含むシャーシ全体が停止します。

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. タイプ:

関連情報

■ 32 ページの「シャーシを再起動する」

■ 14 ページの「CMM をリセットする」

▼ シャーシを再起動する

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. タイプ:

関連情報

■ 32 ページの「シャーシを停止する」

■ 14 ページの「CMM をリセットする」

-> stop /CH

-> start /CH
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サーバーモジュール (CMM ILOM) へのア
クセス
CMM ILOM を使用して、サーバーモジュール SP 上で実行している ILOM にアクセ
スできます。 

次のトピックでは、CMM ILOM からサーバーモジュールにアクセスする方法につい
て説明します。総合的な情報については、関連ドキュメントに表示されている ILOM 
ドキュメントを参照してください。

■ 33 ページの「サーバーモジュール SP 上の ILOM にアクセスする」

■ 34 ページの「サーバーモジュールのサービスプロセッサへの接続を終了する」

■ 35 ページの「サーバーモジュールのネットワーク構成を変更する」

関連情報

■ 23 ページの「CLI を使用したシャーシの管理」

▼ サーバーモジュール SP 上の ILOM にアクセスする

このトピックを実行するには、サーバーモジュール SP のパスワードを知っている必
要があります。

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. 目的のサーバーモジュール SP に移動します。

サーバーモジュールは、シャーシスロット ID (0 - 9) によって識別します。次の例を
使用する場合は、n をサーバーモジュールの番号に置き換えてください。

-> cd /CH/BLn/SP/cli
/CH/BL2/SP/cli
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3. 接続を開始し、サーバーモジュール SP のパスワードを入力します。

注 – CMM ILOM は、/CH/BLn/SP/cli (n はサーバーモジュール番号) の下にある
ユーザーターゲットのユーザー名を使用して、サーバーモジュール SP にログインし
ます。デフォルトは root です。 

サーバーモジュール SP 上の ILOM にアクセスした状態になります。有効な ILOM 
コマンドについては、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。 

関連情報

■ 34 ページの「サーバーモジュールのサービスプロセッサへの接続を終了する」

■ 35 ページの「サーバーモジュールのネットワーク構成を変更する」

▼ サーバーモジュールのサービスプロセッサへの接
続を終了する

● サーバーモジュール SP に接続している場合、接続を終了するにはこの手順を実行
します。

CMM ILOM に制御が戻ります。

関連情報

■ 33 ページの「サーバーモジュール SP 上の ILOM にアクセスする」

-> start
Are you sure you want to start /CH/BL2/SP/cli (y/n)? y
Password:  server_mod_SP_password 
Sun(TM) Integrated Lights Out Manager
 
Version 1.1.1
 
Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
 
-> 

-> exit
Connection to 10.6.153.33 closed.

->
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▼ サーバーモジュールのネットワーク構成を変更する

CMM ILOM を使用して、サーバーモジュール SP の Ethernet アドレス指定を構成で
きます。

1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. サーバーモジュール SP のネットワーク空間に移動します。

n をサーバーモジュールのスロット番号に置き換えてください。

3. ネットワーク環境に合わせて、サーバーモジュール SP のネットワークパラメー
タを設定します。

■ サーバーモジュール SP に静的 IP アドレスを設定する例:

■ サーバーモジュール SP で DHCP を使用するように設定する例:

4. 変更を確定します。

関連情報

■ 33 ページの「サーバーモジュール SP 上の ILOM にアクセスする」

■ 34 ページの「サーバーモジュールのサービスプロセッサへの接続を終了する」

-> cd /CH/BLn/SP/network

-> set pendingipaddress=server_mod_SP_IP_address
-> set pendingipnetmask=server_mod_SP_netmask_addr
-> set pendingipgateway=server_mod_SP_gateway_addr
-> set pendingipdiscovery=static

-> set pendingipdiscovery=dhcp

-> set commitpending=true
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センサーの解釈

次のトピックでは、モジュラーシステムのセンサーについて説明します。

■ 37 ページの「センサー」

■ 39 ページの「センサーの読み取り (CLI) を表示する」

■ 40 ページの「シャーシセンサー」

■ 41 ページの「ファンセンサー」

■ 42 ページの「電源装置センサー」

■ 45 ページの「NEM センサー」

■ 46 ページの「サーバーモジュールセンサー」

関連情報

■ 1 ページの「モジュラーシステム上の ILOM の理解」

■ 5 ページの「CMM ILOM の設定」

■ 23 ページの「モジュラーシステム (CMM ILOM) の管理」

センサー
モジュラーシステムには、電圧、温度、ファン速度などの属性を測定する、いくつか
の IPMI 準拠センサーが搭載されています。センサーは、コンポーネントがいつ取り
付けられ取り外されたかも検出します。

CMM ILOM は、定期的にセンサーにポーリングを行い、センサー状態の変化または
しきい値交差に関するすべてのイベントを ILOM イベントログに記録します。 

センサーで保守が必要な可能性があることを示す状況が検出された場合、Oracle の 
ILOM がモジュラーシステムの LED を点灯します。

ILOM Web インタフェースまたは CLI からセンサーの測定値を確認できます。
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センサーには次の 2 つのタイプがあります。

関連情報

■ 39 ページの「センサーの読み取り (CLI) を表示する」

■ 40 ページの「シャーシセンサー」

■ 41 ページの「ファンセンサー」

■ 42 ページの「電源装置センサー」

■ 45 ページの「NEM センサー」

■ 46 ページの「サーバーモジュールセンサー」

タイプ 説明 表示される情報

ディスク
リート

取り得る一連の値から 1 つの値を
表示します。

ターゲット － 存在する場合は、サブセン
サーが一覧表示されます。

プロパティー:
• タイプ － センサータイプを示します。

• クラス － センサーがディスクリート
センサーか、しきい値センサーかを示
します。

• 値 － センサーの値を示します。

しきい値 温度、電圧レベルなどのアナログ
測定値と、その測定値に関連する
しきい値を表示します。

ターゲット － 存在する場合は、サブセン
サーが一覧表示されます。

プロパティー:
• タイプ － センサータイプを示します。

• 値 － センサーからの、ほぼリアルタイ
ムなアナログ測定値。

• 単位 － その値の単位を示します。

• しきい値 － しきい値のタイプの定義。
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▼ センサーの読み取り (CLI) を表示する
1. CMM ILOM にログインします。

5 ページの「CMM ILOM のログインとログアウト」を参照してください。

2. 次の構文を使用して、センサーのデータを表示します。

show target

ここで、target はセンサーへのパスです。すべてのシャーシセンサーは、/CH 空間
にあります。

センサーの情報を説明するプロパティーが表示されます。

例:

注 – 代わりに、ターゲットに移動して、引数を指定せずに show コマンドを入力する
こともできます。

関連情報

■ 40 ページの「シャーシセンサー」

■ 41 ページの「ファンセンサー」

■ 42 ページの「電源装置センサー」

■ 45 ページの「NEM センサー」

■ 46 ページの「サーバーモジュールセンサー」

■ 37 ページの「センサー」

-> show /CH/FM3/F0/TACH

 /CH/FM3/F0/TACH
    Targets:

    Properties:
        type = Fan
        ipmi_name = FM3/F0/TACH
        class = Threshold Sensor
        value = 3200.000 RPM
        upper_nonrecov_threshold = N/A
        upper_critical_threshold = N/A
        upper_noncritical_threshold = N/A
        lower_noncritical_threshold = N/A
        lower_critical_threshold = N/A
        lower_nonrecov_threshold = N/A
        alarm_status = cleared
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シャーシセンサー
次の表に、シャーシセンサーを一覧で示します。

センサー 読み取り値 状態 イベント 説明

/CH/HOT 0x0001 State Deasserted 
(状態表明停止)

なし 監視している温度ではファン速度を最高にする
必要はないことを示します。

0x0002 State Asserted 
(状態表明)

なし 監視している温度ではファン速度を上げる必要
があることを示します。

センサー しきい値 説明

/CH/T_AMBO 値 シャーシミッドプレーンの周辺温度を報告し
ます。

Upper nonrecoverable (回復不可能な状態
上限)

Upper critical (重大なエラー状態上限)

Upper noncritical (重大ではないエラー状態
上限)

Lower noncritical (重大ではないエラー状態
下限)

Lower critical (重大なエラー状態下限)

Lower nonrecoverable (回復不可能な状態
下限)

 /CH/VPS 値 シャーシで使用される総電力を報告する仮想
電力センサー (PS0/IN_POWER と 
PS1/IN_POWER の和)。

Upper nonrecoverable (回復不可能な状態
上限)

Upper critical (重大なエラー状態上限)

Upper noncritical (重大ではないエラー状態
上限)

Lower noncritical (重大ではないエラー状態
下限)

Lower critical (重大なエラー状態下限)

Lower nonrecoverable (回復不可能な状態
下限)
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関連情報

■ 39 ページの「センサーの読み取り (CLI) を表示する」

■ 41 ページの「ファンセンサー」

■ 42 ページの「電源装置センサー」

■ 45 ページの「NEM センサー」

■ 46 ページの「サーバーモジュールセンサー」

■ 37 ページの「センサー」

ファンセンサー
モジュラーシステムのシャーシには、FM0 から FM5 の番号が付いた 6 つのファンモ
ジュールがあります。各モジュールには、F0 と F1 の番号が付いた 2 つのファンがあ
ります。

関連情報

■ 39 ページの「センサーの読み取り (CLI) を表示する」

■ 40 ページの「シャーシセンサー」

■ 42 ページの「電源装置センサー」

センサー しきい値 方向 イベント 説明

/CH/FMn/Fn/TACH Lower 
nonrecoverable 
(回復不可能な状態
下限)

Assert 
(表明)

あり ファン速度が回復不可能な状態下限のしきい値を
下回るまで低下しました。

このイベントは、ファンに障害が発生しているか、
またはファンが取り外されたことを示します。

Lower noncritical 
(重大ではないエ
ラー状態下限)

Deassert 
(表明停止)

あり ファン速度が回復不可能な状態下限から正常な
状態に戻りました。

このイベントは、ファンが正常な状態に戻った
か、または交換されたことを示します。

センサー 読み取り値 状態 イベント 説明

/CH/FMn/ERR 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし ファンモジュールに障害が発生していないこ
とを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり ファンモジュールに障害が発生しているこ
とを示します。
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■ 45 ページの「NEM センサー」

■ 46 ページの「サーバーモジュールセンサー」

■ 37 ページの「センサー」

電源装置センサー
このモジュラーシステムのシャーシには、PS0 と PS1 の番号が付いた 2 つの電源装置
モジュールがあります。各電源装置モジュールには、S0 と S1 の番号が付いた 2 つの
サイドがあります。

注 – 電源センサーは、シャーシに相当量の電力が通っている場合にのみ、正確に測定
できます。低電力の状況下では、シャーシは電力を正確に測定できず、測定値を報告
できません。通常、シャーシに通っている電力が 1500 W 未満である場合は、正確な
電力を報告できません。

センサー 読み取り値 状態 イベント 説明

/CH/PSn/PRST 0x0001 Device Absent (デバ
イスなし)

あり 電源装置が取り付けられていません。

0x0002 Device Present あり 電源装置が取り付けられています。

/CH/PSn/V_3V3_ERR 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置 3_3 V に障害が発生していな
いことを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置 3_3 V に障害が発生している
ことを示します。

/CH/PSn/TEMP_WRN 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置の周辺温度が 50-60 ℃の範囲
に達していないことを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置の周辺温度が 50-60 ℃の範囲
に達したことを示します。

/CH/PSn/TEMP_ERR 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置に温度障害が発生していない
ことを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置に温度障害が発生しているこ
とを示します。
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/CH/PSn/FAN_ERR 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置のファンに障害が発生してい
ないことを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置のファンに障害が発生してい
ることを示します。

/CH/PSn/Sn/V_OUT_OK 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置のいずれかのサイドに障害が
発生していないことを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置のいずれかのサイドに障害が
発生していることを示します。

/CH/PSn/Sn/V_IN_ERR 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置のいずれかのサイドに障害が
発生していないことを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置のいずれかのサイドに障害が
発生していることを示します。

/CH/PSn/Sn/V_12V_ERR 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置のいずれかのサイドに 12 V 
の電圧障害が発生していないことを示
します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置のいずれかのサイドに 12 V 
の電圧障害が発生していることを示し
ます。

/CH/PSn/Sn/I_12V_ERR 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置のいずれかのサイドに 12 V 
の電圧障害が発生していないことを示
します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置のいずれかのサイドに 12 V 
の電圧障害が発生していることを示し
ます。

/CH/PSn/Sn/I_12V_WRN 0x0001 Predictive Failure 
Deasserted (障害予
測表明停止)

なし 電源装置のいずれかのサイドで 12 V 
時の電流が 100 ミリ秒間 240 A を超え
ていないことを示します。

0x0002 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり 電源装置のいずれかのサイドで 12 V 
時の電流が 100 ミリ秒間 240 A を超え
ていることを示します。

センサー 読み取り値 状態 イベント 説明
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関連情報

■ 39 ページの「センサーの読み取り (CLI) を表示する」

■ 40 ページの「シャーシセンサー」

■ 41 ページの「ファンセンサー」

■ 45 ページの「NEM センサー」

■ 46 ページの「サーバーモジュールセンサー」

■ 37 ページの「センサー」

センサー 説明

/CH/PSn/IN_POWER 電源装置への入力 (AC) 電力をワット単位で報
告するしきい値センサー。

/CH/PSn/OUT_POWER 電源装置からの出力 (DC) 電力をワット単位で
報告するしきい値センサー。

/CH/PSn/T_AMB 電源装置モジュールの周辺温度を報告するし
きい値センサー。

/CH/PSn/V_12V 電源装置モジュールの 12 V の電圧測定値を報
告するしきい値センサー。

/CH/PSn/V_3V3 電源装置モジュールの 3_3 V の電圧測定値を
報告するしきい値センサー。

/CH/PSn/I_3V3 電源装置モジュールの 3_3 V の電流測定値を
報告するしきい値センサー。

/CH/PSn/FANn/TACH 電源装置の 2 つのファンの速度を報告するし
きい値センサー。

/CH/PSn/Sn/I_12V 電源装置のいずれかのサイドで 12 V の電圧測
定値を報告するしきい値センサー。
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NEM センサー
次の表に、NEM (NEM0 と NEM1) に搭載されている可能性のあるセンサーを一覧で示
します。 

注 – NEM によっては一部のセンサーを搭載していないことがあります。 

関連情報

■ 39 ページの「センサーの読み取り (CLI) を表示する」

■ 40 ページの「シャーシセンサー」

■ 41 ページの「ファンセンサー」

■ 42 ページの「電源装置センサー」

■ 46 ページの「サーバーモジュールセンサー」

■ 37 ページの「センサー」

センサー 読み取り値 状態 イベント 説明

NEMn/PRSNT 0x0001 Device Absent (デバイスなし) あり NEM が取り付けられていません。

0x0002 Device Present あり NEM が取り付けられています。

NEMn/STATE 0x0001 Running (動作中) あり NEM が動作中です。

0x0004 Powered Off (電源切断) あり NEM の電源が切断されています。

0x0040 Degraded (縮退) あり NEM の保守が必要です。

NEMn/ERR 0x0001 Predictive Failure Asserted 
(障害予測表明)

あり NEM に障害が発生しています。

0x0002 Predictive Failure Deasserted 
(障害予測表明停止)

あり NEM に障害が発生していません。
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サーバーモジュールセンサー
次の表に、サーバーモジュールに搭載されている可能性のあるセンサーを一覧で示しま
す。サーバーモジュールによっては一部のセンサーを搭載していないことがあります。

関連情報

■ 39 ページの「センサーの読み取り (CLI) を表示する」

■ 40 ページの「シャーシセンサー」

■ 41 ページの「ファンセンサー」

■ 42 ページの「電源装置センサー」

■ 45 ページの「NEM センサー」

■ 37 ページの「センサー」

センサー 読み取り値 状態 イベント 説明

BLn/PRSNT 0x0001 Device Absent (デバ
イスなし)

なし サーバーモジュールが取り付けられてい
ません。

0x0002 State Present (あり) なし サーバーモジュールが取り付けられてい
ます。

BLn/STATE 0x0001 Running (動作中) なし サーバーモジュールが動作中です。

0x0004 電源切断 なし サーバーモジュールの電源が切断されて
いません。

0x0020 Off Duty (停止中) なし サーバーモジュールを取り外す準備がで
きています。

BLn/ERR 0x0001 Predictive Failure 
Asserted (障害予測
表明)

あり サーバーモジュールに障害が発生してい
ます。

0x0002 Predictive Failure 
Deasserted (障害予測
表明停止)

あり サーバーモジュールに障害が発生してい
ません。

BLn/VPS なし なし なし サーバーモジュールの仮想電力を報告し
ます。 
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用語集

B
blade (ブレード) サーバーモジュールおよびストレージモジュールの総称の用語。

blade server
(ブレードサーバー) サーバーモジュール。

C
chassis (シャーシ) モジュラーシステムの格納装置。

CMM シャーシ監視モジュール。ILOM はシャーシ内のコンポーネントの完全自動管
理を提供する CMM 上で動作します。ILOM を参照してください。

CMM ILOM CMM 上で実行する ILOM。ILOM を参照してください。

D
disk module

(ディスクモジュ)
または

disk blade
(ディスクブレード) ストレージモジュールと同様。
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F
FEM 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で NEM によ

り提供される 10 GbE 接続を使用できます。

FIM 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、各種 Oracle 

システムにインストール済みです。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、ディス

プレイ、およびマウスの共有を可能にするスイッチを使用することを示します。

L
L/R インダクタンスと抵抗の比率。
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M
MAC または MAC

アドレス メディアアクセス制御のアドレス。

MPS モジュラー電源システム。

N
name space (名前空間) 最上位の ILOM CMM ターゲット。

NEM 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、10 GbE Ethernet ポートを提供します。

NET MGT port
(NET MGT ポート)

ネットワーク管理ポート。CMM およびサーバーモジュールサービスプロセッサ
上の Ethernet ポート。

P
PCI EM PCIe ExpressModule。PCI Express の業界標準フォームファクタに基づくモ

ジュールコンポーネントで、ギガビット Ethernet やファイバチャネルなどの 
I/O 機能を提供します。

PS 電源装置

power supply side
(電源装置の側) 各 AC 電源には A サイドと B サイドがあります。2 つのサイドの主な 12V 電源

のパスは独立しています。2 つのサイドは共通の 3.3V スタンバイ電源出力、診
断、制御セクション、ファンモジュールを共有します。
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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。ディスクドライブへの RAID ボリュームの作成をサポー
トします。

S
SER MGT port

(SER MGT ポート) シリアル管理ポート。CMM およびサーバーモジュールサービスプロセッサ上の
シリアルポート。

server module
(サーバーモジュール) メインの演算リソース (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、オンボードストレージおよび REM と FEM を保
持するコネクタがある場合もあります。

SP サービスプロセッサ。

storage module (スト

レージモジュール) サーバーモジュールに演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 ユニバーサルコネクタポート。
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索引
C
cd コマンド例, 16, 24
CMM

NET MGT ポートの静的 IP アドレス, 16
NET MGT を介したログイン (リモート管理), 8
SER MGT を介したログイン (リモート管理), 8
イベントログ, 29, 31
クロック設定, 21
サーバーモジュールへのアクセス, 33
リセット, 14
ログインとログアウト, 5

CMM ILOM, 2
CLI, 23
接続の選択, 6
設定, 5
設定タスク, 10
バージョンの表示, 11
ユーザーアカウントロール, 14
ログアウト, 10

CMM ILOM からのログアウト, 10

CMM のリセット, 14

CMM を使用したサーバーモジュールへの

アクセス, 33

CMM クロックの手動設定, 21

commitpending 例, 16

create コマンド例, 12

E
exit ILOM コマンド, 10, 34

H
help ILOM コマンド, 26

I
ILOM

CMM, 2
SP, 2
概要, 2
接続の選択, 6
ターゲット, 3
ターゲットの概要, 3
モジュラーシステム機能, 3
モジュラーシステム上, 1
ログアウト, 10

ILOM CMM
セッション、表示, 12
ユーザーアカウントと権限, 12

ILOM ターゲット、シャーシ, 24
ILOM ユーザーアカウントの追加, 12
IP アドレス設定用の DHCP (リモート管理), 17
IP および MAC アドレス, 15
IP および MAC アドレスの特定, 15
IP および MAC アドレスの表示と設定, 15

L
LED

位置特定 LED, 31

M
MAC および IP アドレス, 15

N
NEM

センサー, 45
NET MGT ポート

静的 IP アドレス, 16
ログイン (リモート管理), 8

NTP サーバー、使用, 20
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R
reset ILOM コマンド, 14

root パスワードの変更 (リモート管理), 11

root パスワード、変更, 11

S
SER MGT ポート

ログイン (リモート管理), 8

set コマンド例, 11, 16

show コマンド例, 27, 12, 15
SP ILOM, 2

ssh コマンド, 8

start ILOM コマンド, 32

stop ILOM コマンド, 32

V
version ILOM コマンド, 11

い
位置特定 LED、制御, 31

イベントログ
消去, 31
表示, 29

イベントログの消去, 31

インジケータ、表示, 28

か
概要

ILOM, 2

管理
CMM ILOM クロック, 19
ILOM CLI を使用したシャーシ, 23

管理 (a) ロール, 14

き
機能、ILOM, 3

く
クロック

NTP を使用した設定, 20
管理, 19
手動設定, 21
表示, 19

け
権限、ILOM, 12

こ
コンソール (c) ロール, 14

コンポーネント
表示, 24, 27

さ
サーバーモジュール

CMM を使用したアクセス, 33
ネットワーク構成の変更, 35
CMM を使用したアクセス, 33
センサー, 46
電力割り当て, 3

し
しきい値センサー, 37

システムイベントログ
表示, 29
消去, 31

シャーシ
再起動, 32
センサー, 40
停止, 32
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