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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 X6270 M2 サーバーモジュールの
保守およびアップグレードに関する情報とその手順が記載されています。

製品情報
Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールの詳細については、次の Web サイトを参照
してください。 

http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2

このサイトには、次の情報とダウンロードにアクセスするためのリンクが含まれてい
ます。

■ 製品情報および仕様

■ サポートされているオペレーティングシステム

■ ソフトウェアおよびファームウェアのダウンロード

■ サポートされているオプションカード

■ サポートされている Network Express Module

■ 外部ストレージオプション

■ システムハンドブック

Tools and Drivers DVD イメージをダウンロードするには、次の Web サイトにアクセ
スして Tools and Drivers ダウンロードページに移動してください。

http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2
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関連ドキュメント
次の表に記載されているドキュメントは、次の Web サイトから入手できます。

http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic

タイトルと Part No. コンテンツ 形式

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールご使
用にあたって』(821-3652)

サーバーモジュールに関する最新情報 PDF
HTML

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールご使
用の手引き』(821-3656)

サーバーモジュールの設定に関する基本的な
設置情報

PDF

印刷

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置
マニュアル』(821-3653)

サーバーモジュールを設定するための詳細なイン
ストール情報

PDF
HTML

印刷物

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール 
Linux、仮想マシンソフトウェア、および Oracle 
Solaris オペレーティングシステムインストール
ガイド』(821-3657)

Linux、Oracle、VM、VMware、および Oracle 
Solaris オペレーティングシステムのインストー
ル手順

PDF
HTML

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール 
Windows オペレーティングシステムインストー
ルガイド』(821-3662)

Windows Server オペレーティングシステムの
インストール手順

PDF
HTML

『Sun Installation Assistant 2.3 Through 2.4 
User’s Guide for x64 Systems』(821-0694)

Sun Installation Assistant (SIA) を使用して 
Windows または Linux オペレーティングシス
テムをインストールする手順

PDF
HTML

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサー
ビスマニュアル』(821-3655)

サーバーモジュールを管理およびアップグレー
ドするための情報および手順

PDF
HTML

『Sun Server CLI Tools and IPMI Tool 2.0 User’s 
Guide』(821-1600)

CLI ツールおよび IPMItool のインストール、
設定、使用に関する情報

PDF
HTML

『Oracle x86 Servers Diagnostics Guide』
(820-6750)

Oracle の x86 サーバーに付属する診断ソフト
ウェアツールの使用方法に関する情報

PDF
HTML

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 
3.0 ドキュメントコレクション (820-5523、820-
6410、820-6411、820-6412、820-6413)
(旧称は Sun Integrated Lights Out Manager 
ドキュメントコレクション)

ILOM 3.0 をサポートするサーバーとおよびサー
バーモジュールに共通の ILOM 機能とタスクに
ついてのドキュメント

PDF
HTML
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これらのドキュメントの一部については、この表の上に記載されている Web サイト
で翻訳版が入手可能です。英語版は頻繁に改訂されており、翻訳版よりも最新の情報
が記載されています。

マニュアル、サポート、およびトレー
ニング

ドキュメントのフィードバック
このドキュメントに関するコメントは、次のサイトで「Feedback [+]」リンクをク
リックしてお送りください。

http://docs.sun.com

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 X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル』、821-3655-10。

『Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 補足マニュアル Sun Netra X6270 
M2 サーバーモジュール』(821-3654)

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールに固有
の ILOM に関する情報

PDF
HTML

『Important Safety Information for Sun 
Hardware Systems』(821-1590)

すべての Sun ハードウェアシステムについて
の、多言語対応ハードウェアの安全性とコンプ
ライアンスに関する情報

印刷

『Sun Netra X6270 M2 Server Module Safety 
and Compliance Guide』(821-0938)

このサーバーモジュールの安全性および適合性
についての情報

PDF

Sun のサービス URL

Sun のドキュメント http://docs.sun.com

サポート http://www.sun.com/support/

トレーニング http://www.sun.com/training/

タイトルと Part No. コンテンツ 形式
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第 1 章

Sun Netra X6270 M2 サーバーモ
ジュールのハードウェアとソフト
ウェアの機能

この章では、Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールで利用できる機能の概要につ
いて説明します。この章は次の節で構成されています。

■ 1-2 ページの 1.1 節「フロントパネルのインジケータ、ボタン、およびポート」

■ 1-3 ページの 1.2 節「サーバーモジュールへのデバイスの接続」

■ 1-6 ページの 1.3 節「交換可能サーバーコンポーネント」
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1.1 フロントパネルのインジケータ、
ボタン、およびポート
図 1-1 に、サーバーのフロントパネルにあるボタン、インジケータ、およびポートを
示します。

図 1-1 サーバーモジュールのフロントパネル

図の説明 フロントパネルの LED、ボタン、およびポート

1 位置特定 LED およびボタン － 白色 

2 取り外し可能 LED － 青色 

3 保守要求 LED － オレンジ色 

4 OK/電源 LED － 緑色 (点滅または常時点灯)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

7

1-2 Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル • 2010 年 10 月



注意 – 認定 Service 作業員から指示を受けた場合を除き、NMI ボタンは使用しない
でください。NMI ボタンを押すと CPU に NMI ダンプ要求が送信されます。Service 
作業員はこれを使用してデバッグ作業を行います。

1.2 サーバーモジュールへのデバイスの接続
システムシャーシには、サーバーモジュールのフロントパネルに通信デバイスを直接
接続するための次のドングルケーブルが付属しています。

■ 3 ケーブルドングル II (パーツ番号 530-3936 オプション #4622A)。このケーブルは、
VGA コネクタ、RJ-45 シリアルコネクタ、および 1 個のデュアル USB コネクタを
提供します。コネクタのピン配列の詳細は、付録 C を参照してください。

注 – 3 ケーブルドングル II は、それぞれの Sun Netra 6000 DC モジュラーシステムに
通常付属しています。ケーブルは追加購入できます。

ドングルケーブルの VGA または USB コネクタを使用して、サーバーモジュールの 
BIOS およびオペレーティングシステムと通信できます。または、シリアルコネクタを
使用して、サーバーモジュール SP と通信できます。

注意 – ドングルケーブルは構成と保守を目的としてのみ使用します。構成または保
守の操作が終了したら、ケーブルの損傷を防ぐため、ドングルケーブルをサーバーモ
ジュールから取り外します。

5 電源ボタン/リセット

6 マスク不可割り込み (Non-Maskable Interrupt、NMI) ボタン (保守専用)

7 ドングルケーブル用ユニバーサルコネクタポート (Universal Connector Port、UCP)

8 HDD OK/電源 LED － 緑色 

9 HDD 保守要求 LED － オレンジ色

10 HDD 取り外し可能 LED － 青色 

図の説明 フロントパネルの LED、ボタン、およびポート (続き)
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図 1-2 は、サーバーモジュールのユニバーサルコネクタポート (UCP) に 3 ケーブル
ドングルを接続する方法を示しています。 

図 1-2 3 ケーブルドングルを使用したサーバーのフロントパネルでの I/O 接続

図の説明 3 ケーブルドングルのコネクタ

1 デュアル USB 2.0 コネクタ

2 RJ-45 シリアルポートコネクタ 

3 VGA ビデオコネクタ

1 2 3
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1.2.1 USB ドライブの接続

USB ドライブを使用して、サーバーモジュール BIOS とオペレーティングシステムを
通信させることができます。図 1-3 は、サーバーモジュールのマザーボードに USB ド
ライブを接続する方法を示しています。 

図 1-3 USB ドライブの接続
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1.3 交換可能サーバーコンポーネント
図 1-4 は、上部カバーを取り外した状態での、交換可能コンポーネントの位置を示し
ています。

図 1-4 交換可能コンポーネントの位置

図の説明 交換可能サーバーコンポーネント

1 ファブリック拡張モジュール (Fabric Expansion Module、FEM) (オプションコンポー
ネント) 
注 – インセット (1a と 1b) は、マザーボードとの直接接続と交換可能コンポーネントを
示しています。3-24 ページの「ファブリック拡張モジュール (FEM) の取り付けまたは
保守」を参照してください。

2 RAID 拡張モジュール (REM) (オプションコンポーネント)
3-23 ページの「既存の REM を交換する」を参照してください。

3 DIMM (オプションコンポーネント)
図 1-4 に示す DIMM には、フィラーパネルが装着されています。3-18 ページの「メモ
リーモジュール (DIMM) の取り付けまたは交換」を参照してください。

注 – プロセッサチップにはメモリーコントローラが搭載されています。未装着の (空の) 
CPU ソケットの隣の DIMM ソケットに DIMM を装着しないでください。 
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4 CPU とヒートシンク (最大 2 個の CPU を設置可能)
3-27 ページの「CPU とヒートシンクの交換またはアップグレード」を参照してくだ
さい。

出荷時の最小 CPU 構成では、ヒートシンク付き CPU が 1 つ取り付けられています。
図 1-4 には示されていませんが、出荷時には空の CPU ソケットをカバーするためのエ
アバッフルが装着されています。CPU は追加購入できます。

注 – 図 1-4 に示す例では、CPU は 2 個のヒートシンクの下に設置されています。

5 ストレージデバイス (ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブ)
最大 4 台のストレージデバイスを取り付けることができます。 
3-10 ページの「ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの取り付け
または保守」を参照してください。

図の説明 交換可能サーバーコンポーネント (続き)
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第 2 章

電源の投入と BIOS 設定の構成

この章では、サーバーの電源を投入/切断する方法、および BIOS 設定を構成する方法
について説明します。

この章は、次の節で構成されています。

■ 2-2 ページの 2.1 節「サーバーモジュールの電源投入と電源切断」

■ 2-2 ページの「サーバーモジュールの電源投入」

■ 2-4 ページの「サーバーの電源状態のトラブルシューティング」

■ 2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの
確認」

■ 2-5 ページの 2.2 節「BIOS について」

■ 2-5 ページの「BIOS のブートおよび設定に関する注意事項」

■ 2-13 ページの「BIOS 設定ユーティリティーのメニュー」

■ 2-15 ページの「共通の BIOS 設定のサポートの有効化」

■ 2-21 ページの「BIOS ファームウェアの更新」
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2.1 サーバーモジュールの電源投入と電源
切断
サーバーモジュールの電源投入と電源切断については、次の各項を参照してください。

■ 2-2 ページの「サーバーモジュールの電源投入」

■ 2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの確認」

■ 2-4 ページの「サーバーの電源状態のトラブルシューティング」

2.1.1 サーバーモジュールの電源投入

次の手順は、サーバーモジュールが取り付けられているシャーシの電源がすでに入っ
ているという前提で説明します。 

1. サーバーモジュールがスタンバイ電源状態であることを確認します。 

スタンバイ電源状態では、サーバーのフロントパネルにある OK/電源 LED が点
滅します (0.1 秒オン、2.9 秒オフ)。スタンバイ電源状態は、サーバーモジュール 
SP がアクティブである一方、サーバーモジュールホストの電源は入っていないこ
とを表します。 

OK/電源 LED の位置については、図 1-1 を参照してください。

注 – OK/電源 LED は、サーバーモジュールの電源を入れるのに十分なシャーシ電源
が存在する場合だけ、スタンバイ点滅状態になります。シャーシ電源が不足している
場合、サーバーモジュールの電源を入れるのに十分な電源が得られるまで、OK/電源 
LED はオフのままになります。この問題を解決する方法については、2-4 ページの
「サーバーの電源状態のトラブルシューティング」を参照してください。

2. サーバー SP およびホストに主電源を供給します。 

例:

■ ローカルサーバーの電源を入れる。サーバーモジュールのフロントパネルにあ
る、埋め込み式の電源ボタンを押してから離します。

電源ボタンの位置については、図 1-1 2 ページの「サーバーモジュールのフロン
トパネル」を参照してください。

■ ILOM SP Web インタフェースの電源を入れる。サーバー SP の ILOM Web 
インタフェースにログインして、「Remote Control」-->「Remote Power 
Control」タブを選択し、「Select Action」リストボックスから「Reset」を
選択します。

■ ILOM SP CLI の電源を入れる。SP ILOM コマンド行インタフェース 
(Command-Line Interface、CLI) にログインし、start /SYS と入力します。
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サーバーモジュールのフロントパネルの OK/電源 LED が緑色で常時点灯しま
す。常時点灯状態の LED は、サーバーモジュール SP とホストの両方の電源が
入っていることを示します。

サーバーの電源が入らない場合は、4 ページの「サーバーの電源状態のトラブル
シューティング」を参照してください。

2.1.2 サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能
かどうかの確認

サーバーの電源を正しく切断し、シャーシから取り外せる状態にするには、次の手順
に従います。 

1. サーバの電源を切ります。

例:

■ ローカルサーバーから正常に停止する。フロントパネルにある電源ボタンを押
して放します。 

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 対応のオペレーティング
システムでは、この操作によってオペレーティングシステムの正常な停止が実
行されます。ACPI が有効なオペレーティングシステムを実行していないサー
バーの場合は、即時にスタンバイ電源モードに移行して停止します。 

■ ローカルサーバーから緊急停止する。電源ボタンを 5 秒以上押したままにして、
主電源を強制的に切断します。

■ ILOM CLI で停止する。SP の ILOM CLI にログインして、次のコマンドを入
力します。

-> stop /SYS

■ ILOM Web インタフェースで停止する。サーバー SP の ILOM Web インタ
フェースにログインして、次の操作を行います。

■ 「Remote Control」-->「Remote Power Control」を選択します。

■ ドロップダウンリストから次のいずれかの操作を選択します。

-- 「Immediate Power Off」: サーバーの電源を切断する場合に選択します。

-- 「Graceful Shutdown and Power Off」: システムの電源を切断する前に
システムのオペレーティングシステムの正常停止を実行する場合に選択
します。

詳細は、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレ
クションを参照してください。
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2. システムの電源を切断してシャーシから取り外せる状態にするには、次の手順に
従います。

a. サーバーのフロントパネルにある緑色の OK/Power LED がスタンバイ状態また
はオフ状態であることを確認します。

b. ILOM の「Component Management」タブを使用して、システムが取り外し可
能な状態であることを確認します。

「Component Management」タブで、サーバーの「Ready To Remove」列に
「Ready (no power)」というステータスが表示されます。

詳細は、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレ
クションのコンポーネントの取り外し手順を参照してください。

シャーシからサーバーを取り外す方法、およびサーバーからカバーを取り外す方
法については、3-4 ページの「シャーシからのサーバーの取り外し」を参照してくだ
さい。

2.1.3 サーバーの電源状態のトラブルシューティング

Sun Netra 6000 DC モジュラーシステムでサーバーモジュールの電源が入ると、
シャーシは CMM に照会して、サーバーの電源を入れるのに十分な電力が電源ユニッ
ト (Power Supply Unit、PSU) から供給可能かどうかを確認します。サーバーモ
ジュールの電源を入れるのに十分な電力がない場合、SP はサーバーモジュールへの
電力供給を (スタンバイ電源、主電源とも) 拒否します。この状況が発生した場合、
サーバーモジュールのフロントパネルにある OK/電源 LED はオフのままです。この
電源の問題を解決するには、次のガイドラインに従います。

1. ILOM のイベントログメッセージを見て、サーバーに電源投入の権限があるかどう
かを確認します。サーバーモジュールの電源を入れるのに十分な電力が PSU から
得られない場合、イベントメッセージがログに記録されます。

ILOM のイベントログまたは電力消費の監視の詳細は、Oracle Integrated Lights 
Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレクションを参照してください。

2. 現在設置されているすべてのシャーシコンポーネントの電源投入をサポートするの
に十分な数の電源が、システムシャーシに設置されていることを確認します。

シャーシコンポーネントの電源投入に必要な電源の数については、システムシャー
シのドキュメントを参照してください。

3. 電力損失を避けるため、PSU に対するデフォルトの CMM 電源管理設定を ILOM 
で使用することをお勧めします。 

電源管理の詳細は、『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 補足マ
ニュアル Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール』(821-3654) および Oracle 
Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレクション (820-
5523、820-6410、820-6411、820-6412、820-6413) を参照してください。
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2.2 BIOS について 
BIOS (Basic Input/Output System) には、BIOS フラッシュメモリーに格納された設
定ユーティリティーがあります。この設定ユーティリティーではシステム情報を確認
できます。また、BIOS 設定を構成する際にも使用できます。設定可能なデータには
コンテキストヘルプが用意されており、これらのデータはシステムの CMOS RAM 
(バックアップバッテリを使用) に保存されます。CMOS RAM に保存されている設定
が無効な場合、BIOS 設定はそれぞれデフォルトの最適値に戻されます。 

BIOS 設定ユーティリティーには 7 つのメニューがあり、「Main (メイン)」、
「Advanced (詳細)」、「PCI」、「Boot (ブート)」、「Security (セキュリティー)」、
「Chipset (チップセット)」、「Exit (終了)」の順で表示されます。メニュー上に表示
される個々のメニューまたはオプション間を移動するには、矢印キーを使用します。
設定が可能なオプションまたはフィールドは、メニュー上では色付きで表示されます。
BIOS 設定ユーティリティー内での移動や設定変更方法の詳細は、メニューに表示さ
れるオンラインの説明を参照してください。

BIOS の操作や、サーバーで使用できるメニューオプションの詳細は、次の各項を参
照してください。

■ 2-5 ページの「BIOS のブートおよび設定に関する注意事項」

■ 2-13 ページの「BIOS 設定ユーティリティーのメニュー」

■ 2-15 ページの「共通の BIOS 設定のサポートの有効化」

■ 2-21 ページの「BIOS ファームウェアの更新」

2.2.1 BIOS のブートおよび設定に関する注意事項 
BIOS のブート時およびその他の設定に関する注意事項については、次の各項を参照
してください。

■ 2-6 ページの「デフォルトの電源投入時自己診断テスト (Power-On Self-Test、POST) 
イベント」

■ 2-7 ページの「BIOS POST の F1 および F2 エラー」

■ 2-11 ページの「BIOS POST メモリーテストの仕組み」

■ 2-11 ページの「PCI Express ExpressModule スロットのブート優先順位」

■ 2-11 ページの「Ethernet ポートデバイスおよびドライバの命名規則」

■ 2-13 ページの「Ethernet ポートのブート優先順位」
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2.2.1.1 デフォルトの電源投入時自己診断テスト (Power-On 
Self-Test、POST) イベント

システムの起動時、BIOS は電源投入時自己診断テストを実行してサーバー上のハー
ドウェアをチェックし、すべてのコンポーネントが存在すること、および適切に機能
することを確認します。表 2-1 は、BIOS POST・時に発生するイベント、およびこれ
らの各イベントによりホストの電源投入が阻止されるかどうかをまとめたものです。

表 2-1 BIOS POST イベント 

イベント 原因

ホストでのブー

トの続行

User password violation (ユーザーパ
スワード違反)

パスワードの入力を 3 回失敗した なし

Setup password violation (設定パス
ワード違反)

パスワードの入力を 3 回失敗した なし

Correctable ECC (訂正可能 ECC) 訂正可能な ECC (エラー訂正コード) エラーが検出さ
れた

非適用

Uncorrectable ECC (訂正不能 ECC) 訂正不能な ECC エラーが検出された 非適用

No system memory (システムメモ
リーなし)

システム内で物理メモリーが検出されない なし

No usable system memory (使用可能
なシステムメモリーなし)

設置されているすべてのメモリーで回復不能な障害が発
生した

なし

Hard disk controller failure (ハード
ディスク制御装置障害)

ディスク制御装置が検出されない あり

Keyboard failure (キーボード障害) キーボードが初期化できない あり

Boot media failure (ブートメディア
障害)

取り外し可能なブートメディアが検出されない あり

No video device (ビデオデバイス
なし)

ビデオコントローラが検出されない なし

Firmware (BIOS) ROM corruption 
(ファームウェア (BIOS) ROM の破損)

BIOS チェックサムエラーが発生、ブートブロックは破
損していない

なし

System restart (システムの再起動) システムのブートが開始された あり

Initiated by hard reset (ハードリセッ
トで開始)

ブートプロセスがハードリセットで開始された あり

Memory initialization (メモリーの初
期化)

メモリーサイジングを実行中

システムファームウェアを処理中

非適用

Primary processor initialization (プラ
イマリプロセッサの初期化)

プライマリ CPU の初期化

システムファームウェアを処理中

非適用
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2.2.1.2 BIOS POST の F1 および F2 エラー

電源投入時自己診断テスト (POST) は、特定のハードウェアコンポーネントでの障害を
特定することを目的とした低レベルのテストです。POST 診断により F1 または F2 エ
ラーが検出された場合、通常はそのエラーに関する次の情報が報告されます。 

■ 検出されたエラーのタイプ

■ エラーが発生した時間または場所

Initiated by warm reset (ウォームリ
セットで開始)

ブートプロセスがウォームリセットで開始された 非適用

Embedded controller management 
(組み込みコントローラ管理)

管理コントローラの初期化 非適用

Secondary processor(s) initialization 
(セカンダリプロセッサの初期化)

セカンダリ CPU の初期化がアサートされた

システムファームウェアを処理中

非適用

Video initialization (ビデオの初期化) BIOS によりキーボードが初期化される 非適用

Keyboard controller initialization 
(キーボードコントローラの初期化)

BIOS によりキーボードが初期化される 非適用

Option ROM initialization (Option 
ROM の初期化)

BIOS により Option ROM が初期化される

システムファームウェアを処理中

非適用

Option ROM の空き領域がなくなった BIOS がメモリーにオプションをコピーできない あり

User initiated system set up (ユー
ザーがシステム設定を開始)

ユーザーが BIOS 設定ユーティリティーへのアクセスを
開始した

システムファームウェアを処理中

非適用

User initiated boot to OS (ユーザーが 
OS のブートを開始)

システムのブートが開始された 
システムファームウェアを処理中

非適用

No bootable media (ブート可能メ
ディアなし)

ブートできるメディアがない なし

PXE server not found (PXE サーバー
が見つからない)

ブートエラー － PXE サーバーが見つからない

F12 キーが押されたが、BIOS では PXE サーバーからの
ブートに失敗した

なし

ACPI Power state (ACPI 電力状態) ソフトオフ電力が供給された 非適用

表 2-1 BIOS POST イベント (続き)

イベント 原因

ホストでのブー

トの続行
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表 2-2 は、POST 診断中に表示される可能性のある F1 および F2 のエラーメッセージ
の一部と、報告された当該エラーを解決するための操作をまとめた一覧です。 

表 2-2 BIOS POST による F1 および F2 エラーメッセージ 

BIOS POST のエラーメッセージ エラーのタイプ 解決策

Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
Protocol Error (Please Check SP Log for more 
Details) (最後のブート時に修正不能なエラーが検出
されました: IOH(0) プロトコルエラー (SP ログで詳
細を確認してください))

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
QPI [x] Error (Please Check SP Log for more 
Details) (最後のブート時に修正不能なエラーが検出
されました: IOH(0) QPI [x] エラー (SP ログで詳細を
確認してください))

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の障害管理機能および SP イベント
ログで詳細を確認します。

注 – QPI [x] は、QPI リンク 0 の場合は 0、
QPI リンク 1 の場合は 1 を表します。

Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
PCI-E [x] Error (Please Check SP Log for more 
Details) (最後のブート時に修正不能なエラーが検
出されました: IOH(0) PCI-E [x] エラー (SP ログで
詳細を確認してください))

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の障害管理機能および SP イベント
ログで詳細を確認します。

注 – PCI-E [x] ポート番号は、IOH の PCI 
ルートポートに応じて 1 から 10 のいずれかと
なります。

Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
ESI Error (Please Check SP Log for more Details) 
(最後のブート時に修正不能なエラーが検出されま
した: IOH(0) ESI エラー (SP ログで詳細を確認して
ください)) 

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の障害管理機能および SP イベント
ログで詳細を確認します。

Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
Thermal Error (Please Check SP Log for more 
Details) (最後のブート時に修正不能なエラーが検出
されました: IOH(0) 温度エラー (SP ログで詳細を確
認してください)) 

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の障害管理機能および SP イベント
ログで詳細を確認します。

Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
DMA Error (Please Check SP Log for more Details) 
(最後のブート時に修正不能なエラーが検出されま
した: IOH(0) DMA エラー (SP ログで詳細を確認し
てください)) 

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
Miscellaneous Error (Please Check SP Log for more 
Details) (最後のブート時に修正不能なエラーが検出
されました: IOH(0) 各種エラー (SP ログで詳細を確
認してください))

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の障害管理機能および SP イベント
ログで詳細を確認します。
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Uncorrectable Error Detected on Last Boot: IOH(0) 
VTd Error (Please Check SP Log for more Details) 
(最後のブート時に修正不能なエラーが検出されま
した: IOH(0) VTd エラー (SP ログで詳細を確認して
ください))

IOH エラー • F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。 

BMC Not Responding (BMC が応答しません) ILOM エ
ラー

• F1 を押して続行します。

注 – このエラーメッセージは、SP/BIOS 
通信中に内部エラーが発生した場合に表示さ
れる可能性があります。このエラーが発生し
たときは、SP を再起動する必要があります。

• Primary Master Hard Disk Error (プライマリマス
ターハードディスクエラー)

• Primary Slave Hard Disk Error (プライマリス
レーブハードディスクエラー)

• Secondary Master Hard Disk Error (セカンダリ
マスターハードディスクエラー)

• Secondary Slave Hard Disk Error (セカンダリス
レーブハードディスクエラー)

IDE/ATAPI 
エラー

• F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

注 – これらのエラーメッセージは、BIOS が 
POST で IDE/ATAPI デバイスを構成しようと
したときに表示されます。 

Timer Error (タイマーエラー) 8254 タイ
マーエラー

• F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

注 – このタイプのエラーは、通常、8254 タ
イマーのチャネル 2 のカウントレジスタをプ
ログラミングするときに発生したエラーを表
します。これは、システムハードウェアに関
連する問題を示している可能性があります。

RAM R/W test failed (RAM R/W テストに失敗し
ました) 

メモリーテ
ストの失敗

• F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

注 – このタイプのエラーは、通常、RAM の
読み取り/書き込みテストが失敗したことを
表します。

KBC BAT Test failed (KBC BAT テストに失敗しま
した) 

キーボード
コントロー
ラの基本保
証テストエ
ラー

• F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

注 – キーボードコントローラの BAT テストに
失敗しました。このエラーは、キーボード
コントローラの初期化に関連する問題を示し
ている可能性があります。

Display memory test failed (ディスプレイメモリー
テストに失敗しました) 

ビデオディ
スプレイエ
ラー

• F1 を押して続行します。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

表 2-2 BIOS POST による F1 および F2 エラーメッセージ (続き)

BIOS POST のエラーメッセージ エラーのタイプ 解決策
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CMOS Battery Low (CMOS バッテリ不足) CMOS バッ
テリエラー

• F2 を押して BIOS 設定ユーティリティーを
開き、システムのデフォルトをロードし
ます。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

• 必要な場合は、CMOS バッテリを交換し
ます。

• CMOS Checksum Bad (CMOS チェックサム不良)
• CMOS Date/Time Not Set (CMOS の日付/時刻

が設定されていません)

CMOS エ
ラー

• F2 を押して BIOS 設定ユーティリティーを
開き、システムのデフォルトをロードし
ます。

• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し
ます。

Password check failed (パスワードの確認に失敗し
ました)

パスワード
確認エラー

• F1 を押して続行します。 
• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し

ます。

注 – このタイプのエラーは、入力されたパス
ワードが BIOS 設定ユーティリティーで指定
されているパスワードと一致しないことを表
します。この状況は、管理者とユーザーのど
ちらのパスワード確認でも発生する可能性が
あります。

Keyboard/Interface Error (キーボード/インタ
フェースエラー)

キーボード
コントロー
ラエラー

• F1 を押して続行します。 
• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し

ます。

注 – このタイプのエラーは、キーボードコン
トローラの障害を表します。このエラーは、
システムハードウェアに関連する問題を示し
ている可能性があります。

S.M.A.R.T error on the drive (ドライブの S.M.A.R.T 
エラー) 

S.M.A.R.T 
デバイスエ
ラー

• F1 を押して続行します。 
• ILOM の SP イベントログで詳細を確認し

ます。

注 – S.M.A.R.T. 障害メッセージは、ストレー
ジデバイスの交換が必要なことを示している
可能性があります。

表 2-2 BIOS POST による F1 および F2 エラーメッセージ (続き)

BIOS POST のエラーメッセージ エラーのタイプ 解決策
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2.2.1.3 BIOS POST メモリーテストの仕組み

BIOS POST メモリーテストは、以下のように実行されます。

1. BIOS コードが ROM から DRAM にコピーされる前に、BIOS によって DRAM の
最初のメガバイトがテストされます。

2. DRAM の終了後、BIOS は、単純なメモリーテスト (パターン 55aa55aa ですべて
の場所の読み書き) を実行します。

注 – この単純なメモリーテストは、「Boot Settings Configuration (ブート設定構成)」
画面でクイック起動が有効になっていない場合にのみ実行されます。クイック起動を
有効にすると、BIOS はメモリーテストをスキップします。 

3. BIOS は、修正可能なメモリーエラーおよび修正不能なメモリーエラーがないか、
メモリーコントローラをポーリングして、エラーを SP のログに記録します。

4. 「BMC Reponding (BMC 応答中)」というメッセージが POST の最後に表示され
ます。

2.2.1.4 PCI Express ExpressModule スロットのブート優先順位

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールは、1 つのサーバーモジュールに対し 2 つの
シャーシ PCI Express ExpressModule (PCIe EM) をサポートしています。

PCIe Express Module 用のシャーシのスロットは、起動時に PCIe EM BLn.1、PCIe 
EM BLn.0 の順で BIOS によって検出されます。たとえば、サーバーがスロット 3 に
ある場合、BIOS のブート優先順位は 3.1、3.0 です。 

PCIe EM の詳細は、シャーシのドキュメントを参照してください。

2.2.1.5 Ethernet ポートデバイスおよびドライバの命名規則

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール では、シャーシに取り付けられた Network 
Express Module (NEM) の 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet ポートを 2 つまで使
用できます。図 2-1 に示すように、下側の NEM ポートが NET 0、上側の NEM ポー
トが NET 1 です。

InfiniBand NEM を取り付けた場合、使用できる Ethernet ポートは各サーバーモ
ジュールにつき 1 つのみです。
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図 2-1 Ethernet ポートのシャーシのラベル名

NEM の詳細は、シャーシのドキュメントを参照してください。

Ethernet インタフェースに対するデバイスの命名規則は、インタフェースやオペレー
ティングシステムの種類によって異なります。 

各インタフェースに対して使用される論理的な (オペレーティングシステムの) 命名規
則と物理的な (BIOS の) 命名規則については、表 2-3 を参照してください。

表 2-3 ポートの論理名

インタフェース NET0 NET1

BIOS slot 1F00 slot 1F01

Solaris 10 10/09 igb0 igb1

RHEL 5.4 (64 ビット) eth0*

* RHEL 5 で XEN カーネルを使用する場合、各論理ポートに関連付けられた XEN ブリッジデバイスが追加さ
れます。これらのブリッジデバイス用のポート名は xenbrn となります。n には 0 - 3 が入ります。

eth1

Oracle Enterprise Linux (OEL) 
5.4 (64 ビット)

eth0†

† OEL 5 で XEN カーネルを使用する場合、各論理ポートに関連付けられた XEN ブリッジデバイスが追加され
ます。これらのブリッジデバイス用のポート名は xenbrn となります。n には 0 - 3 が入ります。

eth1

SLES 10 SP3 (64 ビット) および 
SLES 11 (64 ビット)

eth0‡

‡ SLES 10 または SLES 11 で XEN カーネルを使用する場合、各論理ポートに関連付けられた XEN ブリッジデ
バイスが追加されます。これらのブリッジデバイス用のポート名は xenbrn となります。n には 0 - 3 が入り
ます。 

eth1

Windows 2008 net1 net2

Oracle VM 2.2.1 xenbr0 xenbr1

VMware ESX 4.0 および ESXi 4.0 vmnic#**

** VMware の場合、ユーザーがサービスコンソールに割り当てる Ethernet ポートが vmnic0 になります。ほか
のポートは、昇順の PCI バスの列挙によりマップされます。

vmnic#

NET1

NET0
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2.2.1.6 Ethernet ポートのブート優先順位

BIOS がブート中に Ethernet ポートを検出する順番、およびこれらのポートを制御す
る対応ドライバは次のとおりです。

1. NET 0 (INTEL NIC 0)

2. NET 1 (INTEL NIC 1)

2.2.2 BIOS 設定ユーティリティーのメニュー

表 2-4 は、BIOS の上位 7 つの設定メニューの説明です。 

BIOS の上位 7 つの各メニューからアクセスできるサブメニューを図 2-2 に示します。 

表 2-4 BIOS 設定メニューの概要

メニュー 説明

Main (メイン) 一般的なシステム情報。

Advanced (詳細) CPU、SATA、ACPI、イベントログ、IPMI、MPS、リモートアクセス、
および USB 用の設定インタフェース。

PCI プラグアンドプレイ (Plug-and-Play、PnP) デバイスは、BIOS で (デ
フォルト)、またはオペレーティングシステムで (該当する場合) 設定す
ることができます。

Boot (ブート) 起動デバイス (CD/DVD、リムーバブルディスク、ハードディスク、
ソリッドステートディスク、ネットワーク) の優先順位を設定します。

Security (セキュ
リティー)

ユーザーおよび管理者のパスワードを設定または変更します。

Chipset (チップ
セット)

NorthBridge および SouthBridge デバイスの設定オプション。

デフォルトでは「Memory Chipkill (メモリーチップキル)」オプション
が有効になっています。チップキルを有効にするとシステムの信頼性が
向上しますが、特定のアプリケーションではシステム性能が低下します。

Exit (終了) 変更内容を保存または破棄します。
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図 2-2 サーバーモジュールの BIOS 設定ユーティリティーのメニューツリー

BIOS 設定ユーティリティーのメニューで使用できるオプションの例については、
付録 B を参照してください。

「Main (メイン )」

メニュー

「Boot (ブート )」

メニュー

「Chipset 「Exit ( 終了 )」

CPU 構成

SATA 構成

ACPI 構成

IPMI 構成

LAN 構成Intel VT-d

CPU ブリッジ

USB 構成

BMC イベン
トログ

起動デバイス
PRIority 

Option ROM

NorthBridge
構成

SouthBridge
構成

「PCI」
メニュー

イベント
ロギング

MPS 構成

リモート 

ブート設定
構成

アクセスタイプ

Wake On LAN

構成

メニュー メニュー メニュー(チップセット )」
メニュー

( 優先度 )

「Security 
( セキュリティー)」

「Advanced 
(詳細 )」

信頼できる
コンピュー
ティング
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2.2.3 共通の BIOS 設定のサポートの有効化

この項では、次の手順について説明します。

■ 2-15 ページの「BIOS 設定ユーティリティーのメニューへのアクセス」

■ 2-16 ページの「TPM のサポートの設定」

■ 2-18 ページの「SP LAN 設定の構成」

■ 2-20 ページの「BIOS の Option ROM 設定の構成」

2.2.3.1 BIOS 設定ユーティリティーのメニューへのアクセス

次の手順では、BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスする方法を説明し
ます。

▼ BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスする

1. サーバーの電源を入れるか、または電源を切ってすぐに入れ直します。

2. 電源投入時自己診断テスト (Power-On Self-Test、POST) の実行中に F2 キーを押
して、BIOS 設定ユーティリティーを起動します。

注 – ブートプロセス中にエラーが発生した場合は、F1 を押すと BIOS 設定ユーティ
リティーにアクセスできます。

シリアル接続から BIOS 設定ユーティリティーにアクセスする場合は、次に示す
ホットキーの組み合わせを使用することもできます。

■ F1 － Ctrl Q

■ F2 － Ctrl E
■ F7 Control-D

■ F8 Control-P

■ F9 Control-O

■ F10 Control-S

■ F12 Control-N

BIOS 設定ユーティリティーの「Main (メイン)」メニューが表示されます。
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2.2.3.2 TPM のサポートの設定

Windows 2008、OEL 5、および SLES 11 で提供される Trusted Platform Module 
(TPM) 機能セットを使用する場合は、この機能をサポートするようにサーバーモ
ジュールを設定する必要があります。詳細は、次の手順を参照してください。

注 – TPM を使用すると、サーバーの TPM セキュリティーハードウェアを管理でき
ます。この機能の実装の詳細は、Microsoft が提供する Windows Trusted Platform 
Module Management のドキュメントを参照してください。

▼ TPM のサポートを設定する

1. BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスします。

詳細は、2-15 ページの「BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスする」を
参照してください。

2. BIOS 設定ユーティリティーで、「Advanced (詳細)」メニューオプションを選択
します。
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「Advanced Settings (詳細設定)」画面が表示されます。

3. 「Advanced Settings (詳細設定)」画面で「Trusted Computing (信頼できるコン
ピューティング)」を選択し、Enter を押します。

「Trusted Computing (信頼できるコンピューティング)」画面が表示されます。

4. 「Trusted Computing (信頼できるコンピューティング)」画面で、「TCG/TPM 
Support (TCG/TPM のサポート)」を選択します。

タブが開いて、利用可能な TCG/TPM オプションが一覧表示されます。
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5. 「TCG/TPM Support (TCG/TPM のサポート)」オプションを「Yes (はい)」に設
定し、「OK」をクリックします。

注 –「TCG/TPM Support (TCG/TPM のサポート)」オプションがすでに「Yes (はい)」
に設定されている場合でも、すべての TPM 設定要件が確実に満たされるようにする
ために、この手順の残りのステップもすべて実行するようにしてください。

更新された「Trusted Computing (信頼できるコンピューティング)」画面が表示さ
れ、「TCG/TPM Support (TCG/TPM のサポート)」設定が「Yes (はい)」に変更
されたことが示されます。

6. 「Trusted Computing (信頼できるコンピューティング)」画面で「Execute TPM 
Command (TPM コマンドの実行)」を選択し、Enter を押します。

タブが開いて、「Execute TPM Command (TPM コマンドの実行)」の利用可能な
オプションが一覧表示されます。

7. 「Execute TPM Command (TPM コマンドの実行)」オプションを「Enabled (有効)」
に設定し、「OK」をクリックします。

更新された「Trusted Computing (信頼できるコンピューティング)」画面が表示さ
れ、「Execute TPM Command (TPM コマンドの実行)」設定が「Enabled (有効)」
に変更されたことが示されます。

8. F10 を押して変更内容を保存し、BIOS を終了します。

9. TPM のサポートが有効になったことを確認するために、次の操作を行います。

a. サーバーをリブートしてから、F2 キーを押して BIOS 設定ユーティリティー
にアクセスします。 

BIOS 設定ユーティリティーの「Main (メイン)」メニューが表示されます。

b. BIOS 設定ユーティリティーで「Advanced (詳細)」-->「Trusted Computing 
(信頼できるコンピューティング)」を選択し、Enter を押します。

更新された「Trusted Computing (信頼できるコンピューティング)」画面が表
示され、TPM のサポートが「Yes (はい)」に設定され、TPM 有効ステータスが
「Enabled (有効)」に設定されたことが示されます。

10. F10 を押して BIOS を終了します。

2.2.3.3 SP LAN 設定の構成

BIOS 設定ユーティリティーの IPMI LAN 構成メニューから、サーバー SP の IP アド
レスを割り当てることができます。または、ILOM を使用して SP の LAN 設定を指定
することも可能です。ILOM での IP アドレスの設定方法については、Oracle Integrated 
Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレクションを参照してください。
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BIOS 設定ユーティリティーで IP アドレスを設定するには、「Advanced (詳細)」-->
「IPMI Configuration (IPMI 構成)」-->「LAN Configuration (LAN 構成)」の順にメ
ニューを選択して、LAN 構成の設定画面を開きます。メニューのナビゲーションツ
リーについては、図 2-2 を参照してください。

▼ SP の LAN 設定を構成する

1. BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスします。

詳細は、2-15 ページの「BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスする」を
参照してください。

2. BIOS 設定ユーティリティーのメニューで、矢印キー (または Tab キー) を使用し
て「Advanced (詳細)」メニューを開きます。

3. 「Advanced (詳細)」メニューで「IPMI 2.0 Configuration (IPMI 2.0 構成)」を選択
します。

4. 「IPMI Configuration (IPMI 構成)」メニューで「LAN Configuration (LAN 構成)」を
選択します。

5. 「LAN Configuration (LAN 構成)」設定画面で、矢印キーを使用して適切な LAN 
構成の設定を選択および指定します。

6. F10 を押して変更内容を保存し、BIOS を終了します。
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2.2.3.4 BIOS の Option ROM 設定の構成

BIOS の Option ROM は 128K バイトです。この 128K バイトのうち約 80K バイト
は、VGA コントローラ、ディスク制御装置、およびネットワークインタフェース
カードによって使用されます。残りの約 48K バイトが Option ROM 用として使用さ
れます。

▼ Option ROM の設定を有効または無効にする 

1. BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスします。

詳細は、2-15 ページの「BIOS 設定ユーティリティーのメニューにアクセスする」を
参照してください。

2. BIOS 設定ユーティリティーのメニューで、矢印キーまたは Tab キーを使用して
「Boot (ブート)」メニューを開きます。

「Boot (ブート)」メニューが表示されます。

3. 「Boot (ブート)」メニューで、Option ROM の設定を強調表示してから Enter を
押します。

4. 各種 Option ROM の設定が一覧表示された「Boot (ブート)」メニューで、変更す
る Option ROM の設定を強調表示してから Enter を押します。 

タブが開いて、利用可能な設定が一覧表示されます。

5. 同じタブで、次のいずれかを行います。

■ Option ROM の設定を有効にする場合は「Enabled (有効)」を選択します。

または 

■ Option ROM の設定を無効にする場合は「Disabled (無効)」を選択します。 

6. F10 を押して変更内容を保存し、BIOS を終了します。
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2.2.4 BIOS ファームウェアの更新

ILOM SP ファームウェアを更新すると、BIOS も更新されます。ファームウェアの更
新方法については、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメント
コレクションを参照してください。
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第 3 章

Sun Netra X6270 M2 サーバーモ
ジュールの保守

この章では、Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールハードウェアの保守に関する
情報およびその手順について説明します。

この章は、次の節で構成されています。

■ 3-2 ページの 3.1 節「交換可能コンポーネントの位置」

■ 3-3 ページの 3.2 節「必要な工具および道具」

■ 3-3 ページの 3.3 節「静電放電の防止」

■ 3-4 ページの 3.4 節「シャーシからのサーバーの取り外し」

■ 3-6 ページの 3.5 節「フィラーパネルの取り外しまたは置き換え」

■ 3-8 ページの 3.6 節「サーバーモジュールカバーの取り外しまたは取り付け」

■ 3-9 ページの 3.7 節「交換可能コンポーネントに関する手順」

■ 3-10 ページの「ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの取
り付けまたは保守」

■ 3-16 ページの「システムバッテリの交換」

■ 3-18 ページの「メモリーモジュール (DIMM) の取り付けまたは交換」

■ 3-20 ページの「RAID 拡張モジュール (REM) の取り付けまたは交換」

■ 3-24 ページの「ファブリック拡張モジュール (FEM) の取り付けまたは保守」

■ 3-25 ページの「CPU とヒートシンクの設置または交換」

■ 3-31 ページの「FEM、REM、およびディスクドライブの配線」
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3.1 交換可能コンポーネントの位置 
図 3-1 は、この章で説明する交換可能コンポーネントの位置を示しています。

図 3-1 交換可能コンポーネントの位置

図の説明 交換可能サーバーコンポーネント

1 ファブリック拡張モジュール (FEM) (オプションコンポーネント) 
注 – インセットは、マザーボードとの直接接続と交換可能コンポーネントを示していま
す。3-24 ページの「ファブリック拡張モジュール (FEM) の取り付けまたは保守」を参照
してください。

2 RAID 拡張モジュール (REM) (オプションコンポーネント)
3-23 ページの「既存の REM を交換する」を参照してください。

3 DIMM (オプションコンポーネント)
図 3-1 に示す DIMM には、フィラーパネルが装着されています。3-18 ページの「メモ
リーモジュール (DIMM) の取り付けまたは交換」を参照してください。

注 – プロセッサチップにはメモリーコントローラが搭載されています。未装着の (空の) 
CPU ソケットの隣の DIMM ソケットに DIMM を装着しないでください。 
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3.2 必要な工具および道具 
サーバーの保守を行う際は、次の道具を使用します。

■ 六角レンチ

■ プラスのねじ回し (Phillips の 2 番)

■ 調整可能トルクドライバ (5 - 20 インチポンド)

■ 静電気防止用リストストラップ

■ スタイラスペンなど先のとがったもの (埋め込み式の電源ボタンを押すため)

3.3 静電放電の防止
内部のモジュールやオプションは、静電気に非常に弱い電子部品です。衣服や作業環
境で普通に生じる程度の静電気でも、これらのコンポーネントが損傷される可能性が
あります。 

静電気による損傷を防ぐために、内部コンポーネントを取り扱うときは常に次のことを
行ってください。

■ ハードドライブ、ブレード、サーバーハードウェアのオプションなど、静電気に弱
いコンポーネントを静電気防止面に置きます。静電気防止面としては次のものが使
用できます。

■ コンポーネントが出荷時に入っていた袋

■ 静電放電 (Electronic Discharge、ESD) マット、Part No. 250-1088

■ サーバーに同梱されている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 (金属板) 
に接地します。詳細は、ストラップの取扱説明書を参照してください。

4 CPU とヒートシンク (最大 2 個の CPU を設置可能)
3-27 ページの「CPU とヒートシンクの交換またはアップグレード」を参照してください。

出荷時の最小 CPU 構成では、ヒートシンク付き CPU が 1 つ取り付けられています。
図 3-1 には示されていませんが、出荷時には空の CPU ソケットをカバーするためのエア
バッフルが装着されています。CPU は追加購入できます。

注 – 図 3-1 に示す例では、CPU は 2 個のヒートシンクの下に設置されています。

5 ストレージデバイス (ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブ)
最大 4 台のストレージデバイスを取り付けることができます。 
3-10 ページの「ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの取り付けま
たは保守」を参照してください。

図の説明 交換可能サーバーコンポーネント(続き)
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3.4 シャーシからのサーバーの取り外し 
取り外しや置き換えを行うときは、この節に記載されている一連の準備作業を行い
ます。

注意 – スロットが空の状態でシステムを稼働させないでください。システムがシャッ
トダウンする可能性を少なくするため、空のスロットには必ずフィラーパネルを挿入
してください。

3.4.1 シャーシからのサーバーモジュールの取り外し

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールのコンポーネントを交換する場合 (ハードディ
スクドライブを除く)、サーバーモジュールをシャーシから取り外す必要があります。 

注 – サーバーのハードディスクドライブのみ交換する場合は、この節を飛ばして 
3-10 ページの「ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの取り付
けまたは保守」に進んでください。

注意 – サーバーモジュールの内部コンポーネントを取り扱う前に、シャーシの背面
に取り付けられているアース端子に静電放電 (ESD) リストストラップを接続します。
システムのプリント回路基板およびハードディスクドライブには、静電気の影響を非
常に受けやすいコンポーネントが含まれています。 

1. サーバーの電源を切り、サーバーがシャーシから取り外せる状態であることを確
認します。 

詳細は、2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうか
の確認」を参照してください。

2. 次の手順を実行してサーバーをシャーシから取り外します。 

図 3-2 を参照してください。

a. 次の手順でサーバーの取り外しレバーを開きます。1) 上下の緑色の取り外しボ
タンを押し、シャーシのラッチを解除してサーバーを外します。2) 上下の取り
外しレバーを開きます。

b. 次の手順でサーバーをシャーシから引き出します。1) 開いた取り外しレバーを
持って手前に引きます。2) サーバーを両手で持ち手前にスライドさせてシャー
シから取り外します。 
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図 3-2 シャーシからのサーバーの取り外し

3. 平らな静電気防止面の上にサーバーを置きます。

4. システム内の適切な通気を確保するために、使用されていないサーバースロット
にサーバーモジュールのフィラーパネルを取り付けます。

注意 – サーバーモジュールスロットが空の状態でシャーシを使用した場合、システム
の性能が低下する可能性があります。
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3.5 フィラーパネルの取り外しまたは置き
換え 
各サーバーモジュールは、CPU、ストレージデバイス、およびメモリーモジュール用
のスロットに、モジュールの代わりとしてフィラーパネルが装着された状態で出荷さ
れます。これらのフィラーパネルは出荷前に取り付けられるもので、ユーザーが購入
したモジュールを取り付けるまでサーバーモジュールに付けたままにしておく必要が
あります。 

フィラーパネルは金属製またはプラスチック製のボックスで、機能に関連するシステ
ムハードウェアやケーブルコネクタはいっさい装備していません。システム内の適切
な通気を確保するため、これらのパネルは、未使用のモジュールスロット (ストレージ
ドライブ、DIMM、および CPU) に装着したままにしてください。フィラーパネルを
取り外して、モジュールスロットが空の状態でシステムを稼働させた場合、システム
の動作性能が低下するおそれがあります。

▼ フィラーパネルの取り外しまたは挿入 
サーバーモジュールのフィラーパネルの取り外しまたは挿入を行うには、表 3-1 の手
順に従います。

表 3-1 フィラーパネルの置き換え手順 

フィラーパネルモ

ジュール 取り外し手順 設置手順

サーバーモ
ジュール 

1. シャーシから取り外すサーバーモジュー
ルのフィラーパネルの位置を確認し
ます。

2. サーバーモジュールのフィラーパネルを
シャーシからラッチ解除するために、取
り外しレバーハンドルのボタンを押し、
レバーを全開位置まで押し下げます。

3. フィラーパネルをシャーシから取り外
すために、取り外しレバーを持って、
フィラーパネルをゆっくりと手前に引
き出します。

1. シャーシの空きサーバーモジュールスロットの
位置を確認します。

2. 取り外しレバーを全開位置にし、フィラーパネ
ルを空きサーバーモジュールスロットの位置に
合わせます。

3. フィラーパネルを空きサーバーモジュールス
ロットに差し込みます。 
取り外しレバーがシャーシに触れると、レバー
が閉じ始めます。

4. 取り外しレバーを閉じてフィラーパネルを固定
します。
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注 – ネットワークモジュールやシャーシ監視モジュールなどのシャーシコンポーネン
トのフィラーパネルを追加または置き換える方法については、シャーシに付属するド
キュメントを参照してください。

メモリーモ
ジュール 

1. マザーボードから取り外すメモリーモ
ジュールのフィラーパネルの位置を確
認します。

2. メモリーモジュールスロットの両端に
ある取り外しレバーを同時に押し下げ
ます。

3. フィラーパネルをまっすぐ上に持ち上
げて、メモリーモジュールソケットか
ら取り外します。

1. マザーボード上の空きメモリーモジュールス
ロットの位置を確認します。

2. メモリーモジュールスロットの両端にある取り
外しレバーを全開位置にします。

3. メモリーモジュールのフィラーパネルを空のス
ロットの位置に合わせ、フィラーパネルをゆっ
くりとスロットに差し込んで、取り外しレバー
が閉じてフィラーパネルが固定されるまで押し
込みます。

ストレージドラ
イブモジュール 
(ハードディスク
ドライブまたは
ソリッドステー
トドライブ)

1. サーバーから取り外すディスクドラ
イブのフィラーパネルの位置を確認
します。

2. ディスクドライブのフィラーパネルを
ラッチ解除するには、取り外しレバー
ボタンを押し、レバーを全開位置まで
押し上げます。

3. フィラーパネルをスロットから取り外
すために、開いた取り外しレバーを
持って、フィラーパネルをゆっくりと
手前に引き出します。

1. サーバーの空きディスクドライブモジュールス
ロットの位置を確認し、フィラーパネルの取り
外しレバーを全開位置にします。

2. フィラーパネルの背面版の中央を指で押して、
フィラーパネルを空きスロットに差し込みます。

取り外しレバーがシャーシに触れると、レバー
が閉じ始めます。フィラーパネルが最後まで入
る前に止めます。フィラーパネルが開口部から
約 0.25 - 0.50 インチ (6 - 12 mm) 出ている状態
にします。

3. フィラーパネルの背面版の中央を指で押して、
取り外しレバーがシャーシに固定されるまで押
し込みます。 

4. 取り外しレバーを閉じ、レバーがはまり込んで
サーバー前面と水平になるようにします。

CPU 

エアバッフル

(空の CPU ソ
ケット上)

1. 六角レンチ (4 mm) を使って、2 個の
取り付けねじを緩めます。 

2. エアバッフルをそっと引き上げて、空
の CPU ソケットを露出させます。

1. エアバッフルを CPU ソケットの上まで下ろし、
マザーボード上の取り付けねじ穴に位置を合わ
せます。 

2. 2 個の取り付けねじを挿入し、六角レンチ 
(4 mm) を使ってねじを締めます。 

表 3-1 フィラーパネルの置き換え手順 (続き)

フィラーパネルモ

ジュール 取り外し手順 設置手順
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3.6 サーバーモジュールカバーの取り外しま
たは取り付け
サーバーのカバーの取り外しまたは取り付けを行う場合は、次の手順を参照してくだ
さい。

▼ サーバーからカバーを取り外す

1. カバーのリリースボタンを押し込み、くぼみを手がかりにして、メインカバーを
シャーシ後方に約 0.5 インチ (12 mm) ずらします。 

図 3-3 を参照してください。

図 3-3 メインカバーの取り外し 

2. カバーの後端を持って、シャーシから真上に持ち上げます。

▼ サーバーにカバーを取り付ける

1. サーバーモジュールの前面にあるタブの下にカバーを差し込みます。

2. カバーを軽く下向きに押して、シャーシにはめ込みます。

3. 必要に応じて、サーバーをシャーシに設置し、システムの電源を入れます。 

詳細は、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』(821-3653) を
参照してください。
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3.7 交換可能コンポーネントに関する手順 
この節では、次に示す各手順に記載されているとおり、顧客交換可能ユニット 
(Customer-Replaceable Unit、CRU) に関する手順と現場交換可能ユニット (Field-
Replaceable Unit、FRU) に関する手順を説明します。FRU コンポーネントを交換で
きるのは、トレーニングを受けた保守技術者のみです。FRU の交換に関するお問い合
わせは、サービス担当者までご連絡ください。

サポート対象のコンポーネントとその Part No. は、将来変更される可能性がありま
す。最新の交換可能コンポーネントの一覧については、次の Web サイトにある製品
ページを参照してください。

http://www.oracle.com/goto/netrax6270m2

この節では、次の各種コンポーネントを交換する手順を説明します。

■ 3-10 ページの「ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブの取り付
けまたは保守」

■ 3-16 ページの「システムバッテリの交換」

■ 3-18 ページの「メモリーモジュール (DIMM) の取り付けまたは交換」

■ 3-20 ページの「RAID 拡張モジュール (REM) の取り付けまたは交換」 

■ 3-24 ページの「ファブリック拡張モジュール (FEM) の取り付けまたは保守」 

■ 3-25 ページの「CPU とヒートシンクの設置または交換」

■ 3-31 ページの「FEM、REM、およびディスクドライブの配線」

注意 – コンポーネントを取り扱う前に、シャーシの背面に取り付けられているアース
端子に ESD リストストラップを接続します。システムのプリント回路基板およびハー
ドディスクドライブには、静電気の影響を非常に受けやすいコンポーネントが含まれ
ています。 
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3.7.1 ハードディスクドライブまたはソリッドステート
ドライブの取り付けまたは保守

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールでハードディスクドライブまたはソリッド
ステートドライブの取り付けまたは追加を行う場合は、次の各項を参照してください。

■ 3-10 ページの「ストレージデバイスに対する内部システムソフトウェア識別番号」

■ 3-13 ページの「既存の HDD または SSD を交換する」

注 – このコンポーネントはホットスワップ対応の CRU であり、誰でも交換できます。

3.7.1.1 ストレージデバイスに対する内部システムソフトウェア識別
番号

ストレージデバイス (ハードディスクドライブ (HDD) またはソリッドステートドライ
ブ (SSD)) に対する内部システムソフトウェア識別番号を図 3-4 に示します。

図 3-4 HDD または SSD の識別番号

2 3

0 1
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▼ 新しい HDD または SSD を追加する

1. ドライブのフィラーパネルの位置を確認し、サーバーモジュールベイから取り外
します。

サーバー上のドライブの位置については、図 3-4 を参照してください。

ドライブのフィラーパネルの取り外し方法については、3-6 ページの「フィラーパ
ネルの取り外しまたは挿入」を参照してください。

2. ドライブの取り外しレバーを全開位置にします。 

3. ドライブの背面版の中央を指で押して、ドライブを空きスロットに差し込みます。

取り外しレバーがシャーシに触れると、レバーが閉じ始めます。 

ドライブが最後まで入る前に止めます。ドライブが開口部から約 0.25 - 0.50 イン
チ (6 - 12 mm) 出ている状態にします。

例:

■ ドライブを追加するサーバーモジュールがシステムシャーシに設置されていな
い場合は、図 3-5 を参照してください。

または 

■ ドライブを追加するサーバーモジュールがシステムシャーシに設置済みの場合
は、図 3-6 を参照してください。

図 3-5 ドライブの追加 － サーバーがシャーシに設置されていない場合
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図 3-6 ドライブの追加 － サーバーがシャーシに設置されている場合

4. ドライブの背面版の中央を指で押して、取り外しレバーがシャーシに固定される
まで押し込みます。 

5. 取り外しレバーを閉じ、レバーがはまり込んでサーバー前面と水平になるように
します。
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3.7.1.2 HDD または SSD の障害と RAID

複数のストレージデバイスがミラー化 RAID 1 ボリューム (オプション) として構成さ
れている場合、1 つのストレージデバイスで障害が発生してもデータ障害は起こりま
せん。このストレージデバイスを取り外して新しいストレージデバイスを挿入すれ
ば、データが残りのアレイから自動的に再構築されます。その際、RAID パラメータを
再設定する必要はありません。交換前のストレージドライブがホットスペアとして構
成されていた場合、交換後の HDD は新しいホットスペアとして自動的に構成され
ます。

注意 – データ消失の可能性: RAID ボリュームで構成されているストレージデバイスを、
RAID ボリュームで構成されたストレージデバイスが設置されていなかったサーバー
に挿入した場合、そのサーバーの既存のストレージデバイスは自動同期中に RAID ボ
リュームに変換され、サーバーの既存のストレージデバイスに保存されていたデータ
は消去されます。アクティブな RAID ボリュームを構成するサーバーからストレージ
デバイスを永続的に取り外す際は、あらかじめそのストレージデバイスからアクティ
ブな RAID ボリュームを削除するようにしてください。RAID ボリュームを削除する
方法については、搭載されている RAID コントローラに適した RAID 管理ユーティリ
ティーで確認してください。 

このサーバーでの RAID の実装について、および RAID コントローラのドキュメント
の参照方法については、『Sun Disk Management Overview For X64 Sun Fire and 
Sun Blade Series Servers』(820-6350) を参照してください。

▼ 既存の HDD または SSD を交換する

注 – このコンポーネントは顧客交換可能ユニット (CRU) です。

次の手順に従って HDD または SSD を交換します。

1. ドライブのフロントパネルにある LED を見て、サーバーのどのドライブで障害が
発生したかを確認します。

図 3-7 ドライブの状態表示 LED

1 2 3
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2. 障害の発生したドライブをサーバーから取り外すには、次の手順を実行します。

注 – これらのドライブはホットスワップ対応です。つまり、サーバーが稼動中でもド
ライブを取り外すことができます。ただし、ドライブを取り外す前にサーバーのオペ
レーティングシステムを準備する必要があります。

a. ドライブのフロントパネルにある取り外しレバーボタンを押し、レバーを全開
位置まで押し上げます。

例:

■ シャーシに設置されていないサーバーから HDD または SSD を取り外す場
合は、図 3-8 を参照してください。

または 

■ シャーシに設置済みのサーバーから HDD または SSD を取り外す場合は、
図 3-9 を参照してください。

図 3-8 ストレージデバイスの取り外し － サーバーがシャーシに設置されていない場合

図の説明 ドライブの状態表示 LED

1 HDD または SSD の稼働/アクティビティー LED － 緑色 (稼動中)

2 HDD または SSD の保守要求 － オレンジ色 (障害のあるディスクの保守が必要)

3 HDD または SSD の取り外し可能 － 青色 (HDD または SSD をサーバーから取り外し可能)
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図 3-9 ストレージデバイスの取り外し － サーバーがシャーシに設置済みの場合

b. 開いた取り外しレバーを持って、ドライブをゆっくりと手前に引き出します。

c. ドライブをすぐに交換しない場合は、サーバーの空のドライブスロットにフィ
ラーパネルを挿入します。

詳細は、3-6 ページの「フィラーパネルの取り外しまたは挿入」を参照してく
ださい。

注意 – ストレージデバイススロットが空の状態でサーバーを稼働させないでくださ
い。空のストレージデバイススロットには常にフィラーパネルを挿入しておきます。
詳細は、3-6 ページの「フィラーパネルの取り外しまたは挿入」を参照してください。

3. ドライブを取り付ける (または交換する) には、次の手順を実行します。 

a. ドライブの取り外しレバーを全開位置にします。 

b. ドライブの背面版の中央を指で押して、ドライブを空きスロットに差し込み
ます。

取り外しレバーがシャーシに触れると、レバーが閉じ始めます。ストレージデ
バイスが最後まで入る前に止めます。ストレージデバイスが開口部から約 
0.25 - 0.50 インチ (6 - 12 mm) 出ている状態にします。
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c. ドライブの背面版の中央を指で押して、取り外しレバーをシャーシにはめ込み
ます。 

d. 取り外しレバーを閉じ、レバーがはまり込んでサーバー前面と水平になるよう
にします。

注 – 複数のストレージデバイスでミラー化 RAID 1 アレイを構成していた場合は、自
動再同期が起動され、アレイの残りのデバイスからデータが自動的に再構築されます。
その際、RAID のパラメータを再設定する必要はありません。交換前のストレージデ
バイスがホットスペアとして構成されていた場合、交換後の HDD は新しいホットス
ペアとして自動的に構成されます。

3.7.2 システムバッテリの交換 
システムバッテリを交換するときは、次の手順に従います。

▼ システムバッテリを交換する

注 – このコンポーネントは顧客交換可能ユニット (CRU) です。

サーバーのシステムバッテリを交換するには、次の手順に従います。

1. サーバーの電源を切り、シャーシから取り外します。

詳細は、次の項を参照してください。

■ 2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの
確認」

■ 3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」

注意 – システム性能が低下しないようにするため、サーバーをシャーシから取り外し
た後は必ず空のスロットにフィラーパネルを挿入してください。

2. サーバーからカバーを取り外します。

詳細は、3-8 ページの「サーバーからカバーを取り外す」を参照してください。
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3. 次の手順に従ってシステムバッテリを取り外します。

注意 – システムバッテリを取り外すと CMOS がクリアされ、BIOS の設定は出荷時の
デフォルト値に戻ります。この変更については、次回システムをブートしたときに自
動的に BIOS 画面に表示されます。 

a. 指を使って、ソケットのばねからバッテリを離し、ラッチ解除してバッテリを
外します。

b. ソケットからバッテリを引き上げます。図 3-10 を参照してください。 

図 3-10 システムバッテリの取り外し

4. 交換用システムバッテリを手元に用意して、バッテリのプラス (+) 側がばねに面す
るようにソケットに差し込みます。図 3-11 を参照してください。
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図 3-11 システムバッテリの挿入

5. サーバーにカバーを取り付けます。 

詳細は、3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。

3.7.3 メモリーモジュール (DIMM) の取り付けまたは
交換

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールは、標準のメモリー構成で出荷されます。
増設メモリーを注文した場合は、増設メモリー用のキットが別に出荷されます。 

DIMM および CPU の物理的配置、DIMM 配置規則、DIMM ランク分類ラベル、エ
ラー訂正とパリティなど、DIMM 構成の詳細は、付録 D、D-1 ページの「メモリーモ
ジュール (DIMM) の参照情報」を参照してください。

▼ DIMM を交換または追加する

1. サーバーの電源を切り、シャーシから取り外します。

詳細は、次の項を参照してください。

■ 2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの
確認」

■ 3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」

注意 – システムがシャットダウンする可能性を少なくするため、サーバーをシャーシ
から取り外した後は必ず空のサーバースロットにフィラーパネルを挿入してください。
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2. サーバーからカバーを取り外します。 

詳細は、3-8 ページの「サーバーからカバーを取り外す」を参照してください。

3. 障害の発生した DIMM を交換する場合は次のステップを実行します。交換ではな
い場合は、ステップ 4 に進みます。

a. マザーボード上の障害検知ボタンを押して、障害の発生した DIMM の位置を特
定します。

■ DIMM 取り外し LED がオフの場合、DIMM は正常に動作しています。

■ DIMM 取り外し LED がオン (オレンジ色) の場合、DIMM で障害が発生し
ており交換するべきです。

b. 次の手順に従って DIMM を取り外します。

i. DIMM スロットの両方の取り外しレバーを全開位置まで開きます。 

DIMM の一部がソケットから外れます。図 3-12 を参照してください。

ii. DIMM を慎重にまっすぐ上に持ち上げてソケットから取り外します。

注意 – 空の DIMM ソケットに交換用の DIMM をすぐに装着しない場合は、DIMM 
フィラーパネルをソケットに挿入するようにしてください。詳細は、3-6 ページの
「フィラーパネルの取り外しまたは挿入」を参照してください。

図 3-12 DIMM ソケットの開閉と位置合わせ 

図の説明 DIMM ソケットの開閉と位置合わせ

1 DIMM コネクタスロット

2 DIMM コネクタキー

3 DIMM 取り外しレバー
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4. 次の手順に従って DIMM を設置します。 

a. DIMM を装着する DIMM ソケットの位置を決定します。 

詳細は、付録 D、D-1 ページの「メモリーモジュール (DIMM) の参照情報」を
参照してください。

注 – DIMM ソケットにフィラーパネルが装着されている場合は、DIMM ソケットに 
DIMM を装着する前に DIMM フィラーパネルを取り外す必要があります。詳細は、
3-6 ページの「フィラーパネルの取り外しまたは挿入」を参照してください。

b. 新しい DIMM を差し込めるように、メモリーソケットの両端の取り外しレバーを
全開状態 (外側に向いた状態) にします。 

c. DIMM のノッチを DIMM コネクタキーに合わせます。図 3-12 を参照してくだ
さい。

d. 両手の親指を使って DIMM を DIMM コネクタスロットにまっすぐ押し込みま
す。両方の取り外しレバーが閉じ、DIMM がソケットに固定されるまで押し込
みます。

注 – DIMM を DIMM コネクタスロットに均等にまっすぐ挿入し、取り外しレバーが
しっかりと固定されるようにしてください。

e. DIMM 取り外しレバーがまっすぐ上を向き、しっかりとはまっていることを確
認します。取り外しレバーを押してみて、正しく固定されていることを確認し
ます。

5. サーバーにカバーを取り付けます。

詳細は、3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。

3.7.4 RAID 拡張モジュール (REM) の取り付けまたは
交換

RAID 拡張モジュール (REM) を注文した場合、サーバーモジュールに設置された状態
で出荷されないことがあります。場合によっては、このオプションは別に出荷され、
お客様による設置が必要です。 

REM は、SAS ドライブ用の RAID 機能を実現します。このサーバーモジュールでは、
RAID 0、1、5、および 6 をサポートしています。
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REM をサーバーに追加する場合は、サーバーのディスクスロット 0 - 3 に、1 台以上
の SAS または SATA ストレージドライブ (ハードディスクドライブまたはソリッドス
テートドライブ) を設置する必要があります。このサーバーでの RAID の実装および
構成の詳細は、ディスク制御装置に関する次のドキュメントを参照してください。

■ Sun ディスク管理に関するドキュメントコレクション
http://docs.sun.com/app/docs/coll/dsk-mgmt

■ 『Sun StorageTek RAID Manager Software Release Notes』(820-2755)

■ 『Sun Intel Adaptec BIOS RAID Utility User's Manual』(820-4708)

■ 『Uniform Command-Line Interface User's Guide』(820-2145)

■ 『Sun LSI 106x RAID User's Guide』(820-4933)

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールのマザーボードに REM オプションを取り付
ける方法は、次の手順を参照してください。

▼ 新しい REM を取り付ける

注 – REM を使用するには、REM SAS ケーブルの配線が必要です。配線方法につい
ては、3-31 ページの「FEM、REM、およびディスクドライブの配線」を参照してく
ださい。

1. サーバーからカバーを取り外します。 

3-8 ページの「サーバーからカバーを取り外す」を参照してください。

2. マザーボード上の REM サポートブラケットの位置を確認し、REM カードをサ
ポートブラケットに斜めに差し込んで (図 3-13 [1] を参照)、モジュールをそっと
コネクタに押し込みます (図 3-13 [2] を参照)。 

■ REM が装着されていないシステムに REM を追加する場合は、引き続きこの手
順の残りのステップを実行します。

注意 – 以降のステップを実行すると、システムからすべてのデータが削除されます。
作業を続行する前に、外部サイトにデータをバックアップしてください。

3. (省略可能) ドライブを SATA から SAS に (または SAS から SATA に) 切り替える
場合は、この時点でドライブを交換するようにしてください。

詳細は、3-10 ページの「ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライ
ブの取り付けまたは保守」を参照してください。

4. サーバーにカバーを取り付けます。

詳細は、3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。
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5. SAS/SATA HDD または SSD にソフトウェアをロードしていない場合、サーバー
はオペレーティングシステムもデータもインストールされていない状態となりま
す。バックアップからデータを復元し、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。

■ Solaris オペレーティングシステムまたは Linux オペレーティングシステムを
インストールする場合は、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール Linux、
仮想マシンソフトウェア、および Oracle Solaris オペレーティングシステムイン
ストールガイド』(821-3657) を参照してください。

■ Windows オペレーティングシステムをインストールする場合は、『Sun Netra 
X6270 M2 サーバーモジュール Windows オペレーティングシステムインス
トールガイド』(821-3662) を参照してください。

図 3-13 REM の取り付け

6. サーバーにカバーを取り付けます。

3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。
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▼ 既存の REM を交換する

注 – REM を使用するには、REM SAS ケーブルの配線が必要です。配線方法につい
ては、3-31 ページの「FEM、REM、およびディスクドライブの配線」を参照してく
ださい。

REM を交換または追加するには、次の手順に従います。

1. サーバーの電源を切り、シャーシから取り外します。

詳細は、次の項を参照してください。

■ 2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの
確認」

■ 3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」

注意 – システムがシャットダウンする可能性を少なくするため、サーバーをシャーシ
から取り外した後は必ず空のサーバースロットにフィラーパネルを挿入してください。

2. サーバーからカバーを取り外します。 

詳細は、3-8 ページの「サーバーからカバーを取り外す」を参照してください。

3. 既存の REM カードを取り外します。

4. REM カードをサポートブラケットに斜めに差し込み、コネクタに注意深く押し込
みます。図 3-13 を参照してください。

注 – このサーバーでの RAID の実装および構成については、Sun ディスク管理に関す
るドキュメントコレクション (http://docs.sun.com/app/docs/coll/dsk-mgmt) を
参照してください。

5. REM SAS ケーブルを使用して、ハードディスクドライブまたはソリッドステート
ドライブに REM を接続します。3-31 ページの「FEM、REM、およびディスクド
ライブの配線」を参照してください。

6. サーバーにカバーを取り付けます。
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3.7.5 ファブリック拡張モジュール (FEM) の取り付けま
たは保守

サーバーモジュールのファブリック拡張モジュール (FEM) を取り外して交換するに
は、次の手順に従います。

▼ FEM を取り付ける

注 – このコンポーネントは顧客交換可能ユニット (CRU) です。

次の手順に従って FEM を追加します。

1. サーバーの電源を切り、シャーシから取り外します。

詳細は、次の項を参照してください。

■ 2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの
確認」

■ 3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」

注意 – システムがシャットダウンする可能性を少なくするため、サーバーをシャーシ
から取り外した後は空のスロットにフィラーパネルを挿入してください。 

2. サーバーからカバーを取り外します。

詳細は、3-8 ページの「サーバーからカバーを取り外す」を参照してください。

3. 既存の FEM カードを取り外します。図 3-14 を参照してください。

4. 次の手順を実行して FEM カードを取り付けます。

a. FEM カードをサポートブラケットに斜めに差し込みます。図 3-14 を参照して
ください。

b. FEM カードをコネクタに注意深く押し込みます。図 3-14 を参照してください。
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図 3-14 FEM カードの取り外しと挿入

5. FEM をマザーボードに接続します。

6. サーバーにカバーを取り付けます。 

詳細は、3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。

3.7.6 CPU とヒートシンクの設置または交換

サーバーモジュールは、CPU 構成が設置された状態で出荷されます。別の CPU 構成
部品オプションを注文した場合、オプションの CPU 構成部品は別途出荷されます。

CPU 構成部品オプションには、CPU チップ、ヒートシンク、および熱伝導グリース
が含まれます。CPU 構成部品オプションの設置は、認定保守技術者が行います。

CPU を追加する際は次の手順を参照してください。

注意 – CPU オプションは現場交換可能ユニット (FRU) であり、その設置は認定保守
技術者が行います。

1. サーバーからカバーを取り外します。

3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」を参照してくだ
さい。

2. CPU キットを梱包から取り出します。

キットには、CPU チップ、ヒートシンク、および熱伝導グリースが含まれます。
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3. CPU を装着する CPU ソケットの位置を決定します。

4. CPU ソケットからエアバッフルとフィラーパネルを取り外します。

2 つ目の CPU を初めてマザーボードに追加しようとするときに CPU がエアバッ
フルで覆われている場合は、CPU を追加する前に、CPU ソケットに挿入されてい
るフィラーパネルとエアバッフルを取り外す必要があります。詳細は、3-6 ページ
の「フィラーパネルの取り外しまたは挿入」を参照してください。

5. CPU を取り付けます (図 3-15 を参照)。

a. CPU をソケットの位置合わせタブに正しく合わせて、慎重にソケットの上に
乗せます。 

CPU ピンの位置が合っていないと破損する可能性があるため、必ず正しい向き
で置いてください。 

図 3-15 CPU の取り付け

b. 固定フレームを下ろします。 

固定フレームが CPU の周縁部に水平にはまるようにします。 

c. 取り外しレバーを倒して固定クリップの下に固定します。

d. 各ヒートシンクには長い爪と短い爪が 1 つずつあり、ここで取り付け用留め金
具にネジを取り付けます。図 3-15 の (1) を参照してください。すべてのヒート
シンクを正しい向きに配置するため、その CPU に関連付けられた DIMM ス
ロットに近い方に長い爪を置きます。最終的には、マザーボード上のシルクスク
リーンのラインにヒートシンクが前後ともぴったりと合うようになるはずです。
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注意 – ヒートシンクを取り扱うときは、熱伝導グリースが指に付かないように注意し
てください。グリースが指に付いていると、ほかのサーバーコンポーネントにグリー
スを付けてしまうおそれがあります。その場合、コンポーネントが汚れたり損傷した
りする原因となります。

e. ヒートシンクを取り付け用留め金具の位置に合わせて CPU の上に注意深く置
き、熱伝導グリースの層に接触した後に動かないようにします。

注意 – ヒートシンク構成部品を取り付け時に過度に動かすと、熱伝導グリースの層が
均一にならず、コンポーネントを損傷する可能性があります。

f. 各ネジを交互に半分ずつ回して、両方のネジを完全に締めます。

6. サーバーにカバーを取り付けます。

3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。

▼ CPU とヒートシンクの交換またはアップグレード

CPU とヒートシンクを交換またはアップグレードするには、次の手順に従います。

注 – このコンポーネントは現場交換可能ユニット (FRU) であり、その設置は認定保
守技術者が行います。交換に関するお問い合わせは、サービス担当者までご連絡くだ
さい。

1. サーバーの電源を切り、シャーシから取り外します。

詳細は、次の項を参照してください。

■ 2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの
確認」

■ 3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」

注意 – スロットが空の状態でシステムを稼働させないでください。システムがシャッ
トダウンする可能性を少なくするため、空のスロットには必ずフィラーパネルを挿入
してください。

2. サーバーからカバーを取り外します。

詳細は、3-8 ページの「サーバーからカバーを取り外す」を参照してください。
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3. 障害の発生した CPU を交換する場合は次のステップを実行します。交換ではない
場合は、ステップ 4 に進みます。

a. マザーボード上の障害検知ボタンを押して、障害の発生した CPU に対応する 
LED の点灯状態を確認します。図 3-16 を参照してください。

■ CPU の LED がオフの場合、CPU は正常に動作してます。

■ CPU の LED がオレンジ色に点灯している場合、CPU に障害が発生してお
り交換するべきです。

図 3-16 障害検知ボタンの位置

b. 障害が発生した CPU を覆っているヒートシンクを取り外すには、次の手順を
実行します。

i. ヒートシンクをマザーボードに固定しているバネ付きの取り付けネジを交
互に緩めます。その際、ヒートシンクが傾かないようにヒートシンクの上
面を押さえておきます。 

ii. 六角レンチを使ってネジを 180 度ずつ回していき、完全に緩んだら取り外
します。図 3-17 の (1) を参照してください。

iii. ヒートシンクを左右に軽く動かしてマザーボードから外します。ヒートシン
クを裏返しにして、それぞれの取り付け穴のバネが手の平に落ちるようにし
ます。 

iv. 現在の CPU を取り外したらすぐに、CPU に付着している熱伝導グリースを
取り除きます。現在の CPU を再度取り付ける場合は、アルコールパッドを
使用して、コンポーネントの表面に付着している熱伝導グリースを完全に取
り除きます。また、CPU チップを取り外す前にもチップに付着したグリー
スを取り除きます。これは、取り外しの際に指にグリースが付いて、新しく
設置する CPU を汚すことを防ぐためです。
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図 3-17 ヒートシンクと CPU の取り外し 

注 – 熱伝導グリースによってほかのコンポーネントが汚れないようにするために、き
れいで平らな面にヒートシンクを裏返しにして置きます。 

c. 障害の発生した CPU を CPU ソケットから取り外すには、次の手順を実行し
ます。図 3-17 の (2) を参照してください。

i. ソケットのレバーを持ち上げて全開位置まで開きます。

ii. CPU を覆っているヒンジ式プレートを全開位置まで開きます。 

iii. レバーとプレートを全開の状態にしたままで CPU をソケットから持ち上げ
ます。 

4. CPU を取り付ける (または取り付け直す) には、次の手順を実行します。

a. CPU を取り付ける CPU ソケットの位置を決め、現在のの CPU を新しい CPU 
に交換する場合はステップ 4b に進みます。交換しない場合は、ステップ 4b 
に進む前に次のいずれかの作業を行います。

■ CPU ソケットのエアバッフルおよびフィラーパネルを取り外します。2 つ目
の CPU を初めてマザーボードに追加しようとするときに CPU の位置にエ
アバッフルが装着されている場合は、CPU を追加する前に、CPU ソケット
に挿入されているフィラーパネルとエアバッフルを取り外す必要がありま
す。詳細は、3-6 ページの「フィラーパネルの取り外しまたは挿入」を参照
してください。

または 

■ 現在の CPU に付着した熱伝導グリースを取り除きます。現在の CPU を再
度取り付ける場合は、アルコールパッドを使用して、コンポーネントの表面
に付着している熱伝導グリースを完全に取り除きます。
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b. CPU ソケットの取り外しレバーと固定プレートを全開の状態にして、CPU を 
CPU ソケットに合わせ、ソケットのピンの上に CPU をそっと乗せます。

注 – CPU ソケットの位置合わせ用の印と、CPU の側面にある位置合わせノッチを合
わせます。図 3-18 を参照してください。

注 – 処理速度の異なる CPU を組み合わせて使用することはできません。サーバーに
は同一の CPU を 2 つ設置してください。

図 3-18 CPU とヒートシンクの取り付け

c. CPU がソケット内にぴったりと収まったら、ヒンジ式固定プレートを倒して 
CPU の上に下ろします。図 3-18 の (1) を参照してください。

d. 取り外しレバーを下ろして、ソケットの端にあるロック位置に固定します。 

取り外しレバーを閉じることにより、固定プレートがしっかりと固定されます。 

5. CPU ソケットの上にヒートシンクを取り付ける (または取り付け直す) には、次の
手順を実行します。

a. 新しい CPU または交換用 CPU に付属しているシリンジを使用して、約 0.1 ml 
の熱伝導グリースを CPU 上面の中央に塗ります。グリースは塗り広げないで
ください。

b. ヒートシンクを水平にして取り付けネジを再度挿入します。図 3-18 の (2) を参
照してください。

注意 – ヒートシンクが CPU の上面と接触した後は、ヒートシンクを動かさないよう
にしてください。ヒートシンクを過度に動かすと、熱伝導グリースの層が均一でなく
なり、コンポーネントの損傷につながる可能性があります。 
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c. CPU の上方でヒートシンクを慎重に位置合わせします。 

注 – ヒートシンクは左右対称ではありません。ヒートシンクを CPU の上に設置する
前に、PCB 上のシルクスクリーンと位置を合わせる必要があります。 

d. ヒートシンクを CPU の上に下ろし、マザーボードのネジ穴と取り付けネジを
合わせます。

各ヒートシンクには長い爪と短い爪が 1 つずつあり、ここで取り付け用留め金
具にネジを取り付けます。図 3-15 の (1) を参照してください。すべてのヒート
シンクを正しい向きに配置するため、その CPU に関連付けられた DIMM ス
ロットに近い方に長い爪を置きます。最終的には、マザーボード上のシルクス
クリーンのラインにヒートシンクが前後ともぴったりと合うようになるはず
です。

e. 六角レンチを使って、2 個のヒートシンク取り付けネジが完全に締まるまで、
一度に 180 度ずつ交互に締めていきます。 

ネジを 7 インチポンド (0.8 Nm) まで締め付けます。 

6. サーバーに再度カバーを取り付けます。

詳細は、3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。

3.7.7 FEM、REM、およびディスクドライブの配線

サーバーモジュールの FEM、REM、およびディスクドライブは、選択されたオプ
ションに応じて異なる配線が必要になります。図 3-19 に、設置済みの FEM と REM を
ディスクドライブに直接配線した例を示します。

▼ 適切な配線経路を特定する

図 3-19 は、REM (1) とハードドライブ電源 (2) の配線経路を示したものです。

1. REM SAS ケーブル (図 3-19 のケーブル 1 を参照) を使用して、ハードディスクド
ライブまたはソリッドステートドライブに REM を接続します。

注 – ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブは、REM またはボー
ド上のチップセットのいずれかに接続します。
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2. 電源ケーブル (図 3-19 のケーブル 2 を参照) を使用して、ディスクドライブに電
源を供給します。

図 3-19 ディスクドライブに直接配線された FEM および REM 
3-32 Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル • 2010 年 10 月



▼ ディスクドライブをボード上のチップセットに接続する

図 3-20 に、ディスクドライブをボード上のチップセットに直接接続するための配線方
法を示します。

1. ICH10 R SATA ケーブル (図 3-20 のケーブル 2 を参照) を使用して、HDD または
ソリッドステートドライブをオンボード上のチップセットに接続します。 

注意 – ICH10 R SATA ケーブルジャックのサイズは、青または黒のオンボード接続
に適合するようになっています。接続する際、ジャックを無理に差し込まないでくだ
さい。
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図 3-20 ボード上のチップセットに直接配線されたディスクドライブ

図の説明

4 パーツ番号 530-4037 電源ケーブル

5 パーツ番号 530-3993 ICH10 R SATA ケーブル
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第 4 章

サーバーのトラブルシューティング
および ILOM のデフォルト設定への
復元

この章では、サーバーのトラブルシューティングやパフォーマンスの監視に使用でき
る診断ツールについて説明します。また、ILOM でサービスプロセッサ (Service 
Processor、SP) パスワードやシリアル接続をデフォルト設定に戻す方法、および 
ILOM SP ファームウェアを復元する方法についても説明します。

■ 4-2 ページの 4.1 節「サーバーのトラブルシューティング」

■ 4-2 ページの「診断ツール」

■ 4-5 ページの「診断ツールに関するドキュメント」

■ 4-6 ページの 4.2 節「ILOM のデフォルト設定への復元」

■ 4-6 ページの「「Preboot」メニューへのアクセス」

■ 4-12 ページの「ILOM root パスワードの出荷時デフォルトへの復元」

■ 4-12 ページの「シリアルコンソールへの ILOM アクセスの復元」

■ 4-14 ページの「SP ファームウェアイメージの復元」

■ 4-18 ページの「「Preboot」メニューコマンドの概要」
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4.1 サーバーのトラブルシューティング 
サーバーモジュール、および付属のソフトウェアとファームウェアには、次の作業を
行う際に役立つさまざまな診断ツールや機能が含まれています。 

■ 顧客交換可能ユニット (CRU) で障害が発生したときに問題を特定する 

■ 機能中のシステムの状態を監視する 

■ システムの動作テストを行い、ハードウェアに関連する可能性のある識別不能な問
題を明らかにする 

一連の診断ツールは、それぞれ特有の長所や用途があり、サーバーに関する問題のト
ラブルシューティングを行うために利用できます。目的に合った最適なツールの選び
方、およびこれらのツールに関する情報の見つけ方については、次の項を参照してく
ださい。

■ 4-2 ページの「診断ツール」

■ 4-5 ページの「診断ツールに関するドキュメント」

4.1.1 診断ツール

お使いのサーバーで使用できる診断ツールは幅広く用意されています。これらのツー
ルには、総合的検証テストスイートの SunVTS ソフトウェア、問題の原因を特定する
のに役立つヒントが記録される可能性がある ILOM のログファイル、障害発生後すぐ
にそのコンポーネントを特定できる ILOM の障害管理機能などがあり、その種類は多
岐にわたります。 

また、スタンドアロンのソフトウェアパッケージや、電源投入時自己診断テスト 
(Power-On Self-Test、POST)、U-Boot テスト、Pc-Check テストなどのファームウェ
アベースのテスト、およびシステムコンポーネントの動作状態を知らせるハードウェ
ア LED なども、診断ツールに含まれます。 

サーバーのトラブルシューティングや監視を行うときに使用できる各種診断ツールを
まとめたものが、表 4-1 です。 
4-2 Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールサービスマニュアル • 2010 年 10 月



表 4-1 サーバー診断ツールの概要 

診断ツール タイプ 内容 利用方法 リモートでの利用

Integrated 
Lights Out 
Manager 
(ILOM)

SP ファーム
ウェア

環境条件の監視、警告の生
成、障害分離を実行するほ
か、リモートコンソールアク
セスを提供します。 

スタンバイ電源で、オペ
レーティングシステムが
起動していなくても機能
できます。 

リモートでもロー
カルでもアクセス
できるよう設計さ
れています。 

「Preboot」
メニュー

SP ファーム
ウェア

ILOM にアクセスできない場
合に、ILOM の一部 (ファーム
ウェアを含む) をデフォルトに
戻すことができます。 

スタンバイ電源で、オペ
レーティングシステムが
起動していなくても機能
できます。 

ローカル。ただ
し、SP シリアル
ポートがネット
ワークアクセスが
可能な端末サー
バーに接続されて
いる場合は、リ
モートのシリアル
アクセスが可能
です。

LED ハードウェ
アおよび SP 
ファーム
ウェア

システム全体および特定の
コンポーネントの状態を示し
ます。

システム電源が有効なと
きに利用できます。 
注 – 障害検知 LED は、
電源を取り外した後の
数分間利用可能です。

ローカル。ただし、
センサーとインジ
ケータは、ILOM 
の Web インタ
フェースまたはコ
マンド行インタ
フェース (CLI) 
からアクセスでき
ます。

POST ホスト
ファーム
ウェア

システムのコアコンポーネン
ト (CPU、メモリー、コンポー
ネント、およびマザーボード
の I/O ブリッジ IC) をテスト
します。

起動時に実行されます。
オペレーティングシステ
ムが動作していないとき
に利用可能です。 

ローカル。ただし、
ILOM リモート
コンソールからは
アクセスできます。

U-Boot SP ファーム
ウェア

ILOM SP オペレーティングシ
ステムのブート前に SP の状
態を初期化してテストします。
SP メモリー、SP、ネットワー
クデバイスおよび I/O デバイ
スをテストします。

スタンバイ電源で、オペ
レーティングシステムが
起動していなくても機能
できます。

ローカル。ただし、
SP シリアルポート
がネットワークア
クセスが可能な端
末サーバーに接続
されている場合
は、リモートのシ
リアルアクセスが
可能です。
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Pc-Check SP ファーム
ウェア

(SP が標準
装備されて
いないシス
テムの場合
は、Tools 
and Drivers 
DVD)

すべてのマザーボードコン
ポーネント (CPU、メモリー、
I/O)、ポート、およびスロッ
トをテストする DOS ベースの
ユーティリティー。

起動時に実行されます。
オペレーティングシステ
ムが動作していないとき
に利用可能です。

SP が標準装備され
ているサーバーの
場合は、ILOM リ
モートコンソール
からのリモートア
クセス。 
または

SP が標準装備され
ていないサーバー
の場合は、ローカ
ルアクセス (Tools 
and Drivers DVD を
使用)。

Solaris コマンド オペレー
ティングシ
ステムソフ
トウェア

各種システム情報を表示し
ます。 

オペレーティングシステ
ムが必要です。 

ローカル、および
ネットワーク経由。

SunVTS 診断ツール
のスタンド
アロンソフ
トウェア 

システムの動作テストや負
荷テストをパラレルで実行
します。 

オペレーティングシステ
ムが必要です。SunVTS 
ソフトウェアを別途イン
ストールします。 

ネットワーク経由
での表示および
制御。 

表 4-1 サーバー診断ツールの概要 (続き)

診断ツール タイプ 内容 利用方法 リモートでの利用
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4.1.2 診断ツールに関するドキュメント

表 4-2 は、Sun 診断ツールに関する詳細情報の記載場所の一覧です。

表 4-2 Sun 診断ツールに関するドキュメントの概要

診断ツール 情報の記載場所

ILOM • Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレクション

• 『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 補足マニュアル Sun Netra X6270 M2 
サーバーモジュール』(821-3654)

これらのガイドの最新版は、次の URL で検索してください。

• http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic

• http://docs.sun.com/apps/docs/prod/int.lights.mgr30#hic

「Preboot」
メニュー

• 4-6 ページの 4.2 節「ILOM のデフォルト設定への復元」

LED 

または 
システムインジ
ケータおよびセン
サー

• このサービスマニュアル

• Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレクション

• 『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 補足マニュアル Sun Netra X6270 M2 
サーバーモジュール』(821-3654)

これらのガイドの最新版は、次の URL で検索してください。

• http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic

POST • 2-5 ページの 2.2 節「BIOS について」

• 2-6 ページの 2.2.1.1 節「デフォルトの電源投入時自己診断テスト (Power-On Self-Test、
POST) イベント」

• 2-7 ページの 2.2.1.2 節「BIOS POST の F1 および F2 エラー」

• 2-11 ページの 2.2.1.3 節「BIOS POST メモリーテストの仕組み」

U-Boot 

または 
Pc-Check

• 『Oracle x86 Servers Diagnostics Guide』(820-6750)

このガイドの最新版は、次の URL で検索してください。

• http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic

Solaris コマンド Solaris 10 に関する最新の Solaris コマンド情報は、次の URL で検索してください。

• http://docs.sun.com/app/docs/doc/817-0550/eqxqt?a=view

SunVTS SunVTS に関する最新のドキュメントは、次の URL で検索してください。

• http://docs.sun.com/app/docs/prod/test.validate
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4.2 ILOM のデフォルト設定への復元
次の ILOM 機能について、出荷時のデフォルト設定を復元することができます。

■ ILOM の root パスワード

■ シリアルポート接続 

これらを出荷時のデフォルト設定に戻すには、サーバーに標準装備されている
「Preboot」メニューユーティリティーを使用する必要があります。「Preboot」メ
ニューでは、ILOM が実行されていないときに ILOM の一部の設定に対する変更に対
処することができます。「Preboot」メニューでは root パスワードおよびシリアル接
続の設定を出荷時のデフォルド設定に戻せるだけでなく、システム上の SP ファーム
ウェアイメージを復元することもできます。 

「Preboot」メニューを使用して ILOM の設定を復元する方法については、次の各項を
参照してください。

■ 4-6 ページの 4.2.1 節「「Preboot」メニューへのアクセス」

■ 4-12 ページの 4.2.2 節「ILOM root パスワードの出荷時デフォルトへの復元」

■ 4-12 ページの 4.2.3 節「シリアルコンソールへの ILOM アクセスの復元」

■ 4-14 ページの 4.2.4 節「SP ファームウェアイメージの復元」

■ 4-18 ページの 4.2.5 節「「Preboot」メニューコマンドの概要」

4.2.1 「Preboot」メニューへのアクセス

「Preboot」メニューにアクセスするには、SP をリセットしてブートプロセスに割り
込む必要があります。ILOM ブートプロセスへの割り込みは、次のいずれかの方法で
実行できます。 

■ ローカルサーバーの位置特定ボタンを使用する。

このローカルアクセス方法を実行するための要件については、4-7 ページの
「「Preboot」メニューにアクセスするための前提条件」を参照してください。

または 

■ リモートのシリアル端末から、ブートストラッププロセスの一時停止中に xyzzy 
と入力する。

このリモートのシリアルアクセス方法を実行するための要件については、4-7 ページ
の「「Preboot」メニューにアクセスするための前提条件」を参照してください。

「Preboot」メニューの中には最初に設定を行う必要があるものがあります。これら
の設定を行うまでは、位置特定ボタンを使用して「Preboot」メニューにアクセスし
てください。
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ローカルまたはリモート接続から「Preboot」メニューにアクセスする方法については、
次の各項を参照してください。

■ 4-7 ページの「「Preboot」メニューにアクセスするための前提条件」

■ 4-8 ページの「「Preboot」メニューにアクセスする」

■ 4-9 ページの「リモートのシリアルアクセス用に「Preboot」メニューを編集する」

4.2.1.1 「Preboot」メニューにアクセスするための前提条件

ローカルまたはリモート接続から「Preboot」メニューにアクセスする前に、適用要
件を満たしていることを確認してください。

■ ローカルで「Preboot」メニューにアクセスする場合 (位置特定ボタンを使用) 

端末エミュレーションソフトウェアを実行できる端末またはコンソールを、ドング
ルケーブルを使用してサーバーのシリアルポートに接続する必要があります。 

ドングルケーブルを使用してサーバーにローカルデバイスを接続する方法について
は、1-3 ページの「サーバーモジュールへのデバイスの接続」を参照してください。

位置特定ボタンを使用して「Preboot」メニューにアクセスする方法については、
4-8 ページの「「Preboot」メニューにアクセスする」を参照してください。

■ リモートで「Preboot」メニューにシリアルアクセスする場合 (ブートストラップ中
に xyzzy と入力)

リモートで「Preboot」メニューにアクセスする前に、「Preboot」メニューで、リ
モートのシリアルアクセスを有効にするように bootdelay と 
check_physical_presence を設定します。これらの設定を初めて構成する場合
は、次のことを行う必要があります。

a. 4-8 ページの「「Preboot」メニューにアクセスする」の説明に従って、ローカ
ルサーバーの位置特定ボタンを使用して「Preboot」メニューにアクセスします。 

b. 4-9 ページの「リモートのシリアルアクセス用に「Preboot」メニューを編集す
る」の説明に従って、リモートアクセスを有効にするよう「Preboot」メニュー
の設定を編集します。

c. 端末エミュレーションソフトウェアを実行中のリモートのシリアル端末または
シリアルコンソールを使用して、リモートで「Preboot」メニューにアクセスし
ます。 

注 – リモートで「Preboot」メニューにアクセスする際、SSH、またはリモート KVMS 
セッションは使用できません。
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▼ 「Preboot」メニューにアクセスする

1. 4-7 ページの「「Preboot」メニューにアクセスするための前提条件」の要件を満
たしていることを確認します。

2. ILOM をリセットします。 

例:

■ サーバー SP の ILOM から、次のコマンドを入力します。

-> reset /SP

■ CMM ILOM から、次のコマンドを入力します。

-> reset /CH/BLn/SP

n はサーバーモジュールのスロット番号です。

■ サーバーモジュールから一時的に電源を取り外します。つまり、サーバーモ
ジュールスロットから電源を外し、再度取り付けます。 

ILOM がリブートし、画面上でメッセージのスクロールが開始します。

3. ILOM のブートプロセスに割り込むには、SP をリセットするときに次のいずれか
の操作を行います。 

■ 「Preboot」メニューが表示されるまで、サーバーモジュールのフロントパネ
ルにある位置特定ボタンを押したままにします。

または

■ 次のメッセージが表示されたときに、xyzzy と入力します。

Booting linux in n seconds... 

注 – 4-9 ページの「リモートのシリアルアクセス用に「Preboot」メニューを編集す
る」に記載されている設定を行っていない場合、xyzzy を入力することで ILOM 
ブートプロセスに割り込むことはできません。

ILOM の「Preboot」メニューが表示されます。

Booting linux in 10 seconds... 

 ILOM Pre-boot Menu 
 ------------------ 

Type "h" and [Enter] for a list of commands, or "?" [Enter] for 
command-line key bindings.  Type "h cmd" for summary of 'cmd' 
command. 

Warning: SP will warm-reset after 300 seconds of idle time. 
 Set 'bootretry' to -1 to disable the time-out. 

Preboot> 
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4. 次のいずれかの操作を行うか、または boot と入力して「Preboot」メニューを終
了します。

■ 「Preboot」メニューへのリモートアクセスを有効にします。 

詳細は、4-9 ページの「リモートのシリアルアクセス用に「Preboot」メニューを
編集する」を参照してください。

■ ILOM の root パスワードを出荷時のデフォルトに戻します。

詳細は、4-12 ページの「「Preboot」メニューを使用して ILOM root パスワー
ドを出荷時のデフォルト値に戻す」を参照してください。

■ ILOM とホストコンソール間のシリアル接続を復元します。

詳細は、4-13 ページの「「Preboot」メニューを使用してシリアルコンソール
へのアクセスを復元する」を参照してください。

■ SP ファームウェアイメージを復元します。

詳細は、4-17 ページの「「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアイ
メージを復元する」を参照してください。

■ 「Preboot」メニューでサポートされているコマンドを確認します。

コマンドの詳細は、4-18 ページの「「Preboot」メニューコマンドの概要」を
参照してください。

▼ リモートのシリアルアクセス用に「Preboot」メ
ニューを編集する

1. 4-8 ページの「「Preboot」メニューにアクセスする」の説明に従って「Preboot」
メニューにアクセスします。

2. Preboot> プロンプトで、edit と入力します。

「Preboot」メニューが編集モードになります。

編集モードの「Preboot」メニューでは、選択項目が 1 つずつ表示され、それぞれを
変更していくことができます。 

■ 設定を変更する場合は、新しい値を入力してから Enter を押します。

■ スキップして次の設定に進む場合は、Enter を押します。

3. 設定ごとに Enter を押して、bootdelay 設定が表示されるまで進みます。

4. bootdelay 設定を変更するには、3、10、または 30 を入力し、Enter を押し
ます。 

この値 (3、10、または 30) は、ユーザーによる入力が行われるまで SP ブートプ
ロセスが待機する秒数を表します。

「Preboot」メニューの bootdelay 設定に新しい値が再表示されます。
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5. Enter を押して「Preboot」メニューの選択項目に戻ります。

「Preboot」メニューの選択項目が表示されます。

6. 設定ごとに Enter を押して、check_physical_presence 設定が表示されるま
で進みます。

check_physical_presence 設定を変更するには、no と入力し、Enter を押し
ます。

「Preboot」メニューの check_physical_presence 設定に新しい値が表示され
ます。

7. Enter を押して、新しい値を有効にします。

変更についての確認メッセージが「Preboot」メニューに表示されます。

Enter ‘y[es]’ to commit changes: [no]

8. y と入力して変更を保存し、編集セッションを終了します。

変更を保存しないで編集セッションを終了する場合は、n と入力します。

次の例は、bootdelay および check_physical_presence の設定を変更した編
集セッションを示しています。

注 –「Preboot」メニューで編集できるその他の設定の一覧は、4-11 ページの
「「Preboot」メニューの編集モードの設定」を参照してください。

Preboot> edit

Press Enter by itself to reach the next question.
  Press control-C to discard changes and quit.

 Values for baudrate are {[ 9600 ]| 19200 | 38400 | 57600 | 115200 
}.
  Set baudrate?                [9600]
 Values for serial_is_host are {[ 0 ]| 1 }.
  Set serial_is_host?          [0]
 Values for bootdelay are { -1 | 3 | 10 | 30 }.
  Set bootdelay?               [30] 10
  Set bootdelay?               [10]
 Values for bootretry are { -1 | 30 | 300 | 3000 }.
  Set bootretry?               [<not set>]
 Values for preferred are {[ 0 ]| 1 }.
  Set preferred?               [<not set>]
 Values for preserve_conf are {[ yes ]| no }.
  Set preserve_conf?           [yes]
 Values for preserve_users are {[ yes ]| no }.
  Set preserve_users?          [no]
 Values for preserve_password are {[ yes ]| no }.
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4.2.1.2 「Preboot」メニューの編集モードの設定

「Preboot」メニューでは、リモートアクセスを有効にするために必要な設定変更を
行うだけでなく、編集モードのその他の設定を変更することも可能です。これらの設
定の一覧については、表 4-3 を参照してください。

  Set preserve_password?       [yes]
 Values for check_physical_presence are {[ yes ]| no }.
  Set check_physical_presence? [no] no
  Set check_physical_presence? [no]
 Enter 'y[es]' to commit changes: [no] y
Summary: Changed 2 settings.
Preboot>

表 4-3 編集モードの「Preboot」メニューでのコマンド設定

設定 説明

baudrate シリアルポートのボーレートを設定します。9600、19200、38400、57600、
または 115200 を選択できます。

serial_is_host 0 に設定した場合、シリアルポートは ILOM に接続します。1 に設定した
場合、シリアルポートはホストに接続します。詳細は、4-12 ページの「シ
リアルコンソールへの ILOM アクセスの復元」を参照してください。

bootdelay SP のブート前にユーザーが xyzzy と入力するのをブートストラッププロ
セスが待機する秒数。3、10、または 30 を選択できます。

bootretry 「Preboot」メニューがユーザーによる入力を待機した後タイムアウトにな
り SP を起動するまでの秒数。タイムアウトを無効にする場合は、-1 に設
定します。

preferred 使用しません。

preserve_conf no に設定すると、unconfig ilom_conf コマンドの機能が複製されます。
つまり、次回の SP ブート時に ILOM 構成の多くの設定がリセットされま
すが、SP ネットワーク、baudrate、および check_physical_presence 
の設定は維持されます。 

preserve_users no に設定すると、unconfig users コマンドの機能が複製されます。つ
まり、次回の SP ブート時にユーザー情報がデフォルト値にリセットされ
ます。

preserve_
password

no に設定すると、unconfig password コマンドの機能が複製されます。
つまり、次回の SP ブート時に root パスワードがデフォルト値にリセット
されます。

check_physical
_presence

Yes に設定すると、SP ブートプロセスに割り込む際に位置特定ボタンを押
し続ける必要があります。No に設定すると、ブートプロセスに割り込みを
促すメッセージが表示されます。詳細は、4-9 ページの「リモートのシリ
アルアクセス用に「Preboot」メニューを編集する」を参照してください。
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4.2.2 ILOM root パスワードの出荷時デフォルトへの復元

ILOM の root パスワードは、SP の ILOM Web インタフェースやコマンド行インタ
フェース (CLI)、またはシャーシ監視モジュール (Chassis Monitoring Module、CMM) 
にアクセスするためのパスワードです。root パスワードを忘れてしまった場合は、
「Preboot」メニューを使用して、出荷時のデフォルト値「changeme」に戻すことが
できます。

▼ 「Preboot」メニューを使用して ILOM root パス
ワードを出荷時のデフォルト値に戻す

1. 4-6 ページの「「Preboot」メニューへのアクセス」の説明に従って「Preboot」
メニューにアクセスします。

2. 「Preboot」メニューで、次のコマンドを入力します。

Preboot> unconfig password

Setting ‘preserve_password’ to ‘no’ for the next boot of ILOM.

3. 次のコマンドを入力して SP をリセットします。

Preboot> boot

「Preboot」メニューが終了し、SP が再起動します。 

ILOM SP が再起動して SP のブートが完了するときに、ILOM SP および CMM の 
root パスワードの値が changeme に設定されます。

4.2.3 シリアルコンソールへの ILOM アクセスの復元

ILOM とホストとのシリアル接続が使用できなくなった場合、ILOM の Web インタ
フェースまたは CLI で、あるいは「Preboot」メニューでホストを外部シリアルポー
ト所有者として再設定することにより、シリアルポート接続へのアクセスを復元する
ことができます。 

ILOM とホストコンソール間のシリアル接続を復元する際に使用するインタフェースを
決める場合に、次のことを考慮します。 

■ ネットワーク接続が使用可能な場合は、ILOM の Web インタフェースまたは CLI を
使用してシリアルコンソールへの ILOM アクセスを復元するようにしてください。 

手順については、『Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 補足マニュ
アル Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール』(821-3654) の「SP とホストコン
ソール間のシリアルポート出力の切り替え」の手順を参照してください。
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■ ネットワーク接続が使用できない場合は、4-13 ページの「「Preboot」メニューを
使用してシリアルコンソールへのアクセスを復元する」の手順に従ってシリアル
コンソールへの ILOM アクセスを復元するようにしてください。 

▼ 「Preboot」メニューを使用してシリアルコン
ソールへのアクセスを復元する

1. 4-6 ページの「「Preboot」メニューへのアクセス」の説明に従って「Preboot」
メニューにアクセスします。

2. Preboot> プロンプトで、edit と入力します。

「Preboot」メニューが編集モードになります。

編集モードの「Preboot」メニューでは、選択項目が 1 つずつ表示され、それぞれを
変更していくことができます。 

■ 設定を変更する場合は、新しい値を入力してから Enter を押します。

■ スキップして次の設定に進む場合は、Enter を押します。

3. 設定ごとに Enter を押して、serial_is_host 設定が表示されるまで進みます。

serial_is_host 設定を変更するには、0 と入力し、Enter を押します。

「Preboot」メニューの serial_is_host 設定に新しい値が表示されます。

4. Enter を押して「Preboot」メニューの選択項目に戻ります。

「Preboot」メニューの設定が表示されます。

5. 設定ごとに Enter を押して、変更についての確認メッセージが「Preboot」メ
ニューに表示されるまで進みます。

Enter ‘y[es]’ to commit changes: [no]

6. y と入力して変更を確定し、編集セッションを終了します。

「Preboot」メニューに次のメッセージが表示されます

Summary: Changed 1 settings

Preboot>

7. 「Preboot」メニューを終了する場合は、boot と入力します。
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4.2.4 SP ファームウェアイメージの復元

ILOM が使用可能な場合、ファームウェアイメージを復元する際は常に ILOM の Web 
インタフェースまたは CLI を使用するようにしてください。ILOM の Web インタ
フェースまたは CLI のいずれかを使用してファームウェアイメージを復元する方法に
ついては、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 ドキュメントコレク
ションを参照してください。ILOM が使用できない場合は、SP ファームウェアイメー
ジを復元する際に「Preboot」メニューを使用できます。 

注 –「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアイメージを復元する場合、その
作業を行うには認定保守技術者であることが必要です。 

「Preboot」メニューを使用してサーバーの SP ファームウェアイメージを復元する際
は、次の各項を参照してください。

■ 4-14 ページの「「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアを復元する際
の前提条件」

■ 4-15 ページの「SP を復元するための「Preboot」メニューのサポートを有効に
する」

■ 4-17 ページの「「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアイメージを復
元する」

4.2.4.1 「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアを復元する
際の前提条件

「Preboot」メニューを使用してサーバーの SP ファームウェアを復元する場合、次の
前提条件を満たしていることが必要です。

■ この手順を実行できる認定保守技術者であること。

■ TFTP サーバー上に有効な .flash ファームウェアイメージファイルがあること。 

注 –「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアを復元するには、ILOM イン
タフェースで SP を更新する際に通常使用される .pkg ファイルではなく、.flash 
ファイルが必要です。
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▼ SP を復元するための「Preboot」メニューのサポートを
有効にする

4-17 ページの「「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアイメージを復元す
る」の手順を実行する前に、SP ファームウェアイメージを復元するための「Preboot」
メニューのサポートを有効にする必要があります。 

SP ファームウェアを復元するための「Preboot」メニューのサポートを有効にするに
は、次の手順に従います。

1. 保守の対象となるサーバーを準備します。つまり、サーバーの電源を切ってサー
バーモジュールをシステムシャーシから取り外し、サーバーカバーを取り外します。 

手順については、次の節を参照してください。

■ 2-2 ページの「サーバーモジュールの電源投入と電源切断」

■ 3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」

■ 3-8 ページの「サーバーモジュールカバーの取り外しまたは取り付け」

2. サーバーモジュールの J602 ピンの位置を確認し、ピン 2 および 3 にジャンパを装着
します。図 4-1 を参照してください。

図 4-1 ピンへのジャンパの装着
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3. 上部カバーを取り付けて、サーバーモジュールをシステムシャーシに戻し、サー
バーの電源を入れます。

手順については、次の節を参照してください。

■ 3-8 ページの「サーバーモジュールカバーの取り外しまたは取り付け」

■ 『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』(821-3653) の
「サーバーモジュールのシャーシへの取り付け」

■ 2-2 ページの「サーバーモジュールの電源投入と電源切断」

4. 4-17 ページの「「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアイメージを復
元する」の手順に従って、「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアを
復元します。

注 –「Preboot」メニューのファームウェア復元プロセスは必ず認定保守技術者が実行
してください。また、この手順を実行するには有効な .flash ファイルが必要です。

5. 「Preboot」メニューを使用して SP イメージを復元したら、次の手順に従って 
J602 ジャンパをサーバーから取り外し、サーバーを通常動作に復帰させます。

a. サーバーモジュールの電源を切ります。

2-3 ページの「サーバーの電源切断とシャーシから取り外し可能かどうかの確
認」を参照してください。

b. シャーシからサーバーモジュールを取り外します。

3-4 ページの「シャーシからのサーバーモジュールの取り外し」を参照してく
ださい。

c. サーバーから上部カバーを取り外します。

3-8 ページの「サーバーからカバーを取り外す」を参照してください。

d. J602 からジャンパを取り外します。J602 ジャンパの位置については、図 4-1 を
参照してください。

e. 上部カバーを取り付けます。

3-8 ページの「サーバーにカバーを取り付ける」を参照してください。

f. サーバーモジュールをシャーシに再設置します。

『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』(821-3653) の
「サーバーモジュールのシャーシへの取り付け」を参照してください。

g. サーバーの電源を入れます。

2-2 ページの「サーバーモジュールの電源投入」を参照してください。
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▼ 「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアイ
メージを復元する

「Preboot」メニューを使用して SP ファームウェアイメージを復元するには、次の
手順に従います。

1. 4-6 ページの「「Preboot」メニューへのアクセス」の説明に従って「Preboot」
メニューにアクセスします。

2. Preboot> プロンプトで、次のように入力します。

注意 – net flash コマンドは、認定 Service 作業員のみが使用できます。

net flash IPaddress path/name.flash

各エントリの内容は次のとおりです。

■ IPaddress は、TFTP サーバーの IP アドレスです。

■ path は、/tftpboot に関連するファイルのパスです。

■ name は、.flash ファイル名の先頭部分です。

例:
Preboot> net flash 10.8.173.25 images/system-rom.flash

一連のメッセージの後に、「Preboot」メニューのプロンプトが表示されます。

Preboot> 

3. Preboot> プロンプトで、reset コマンドを入力して SP を再起動します。

例:
Preboot> reset

「Preboot」メニューが終了し、ILOM が再起動します。
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4.2.5 「Preboot」メニューコマンドの概要

表 4-4 は、「Preboot」メニューのコマンドの一覧です。 

表 4-4 「Preboot」メニューのコマンド 

コマンド 説明

boot ILOM をブートします。「Preboot」メニューが終了し、ILOM が再起動し
ます。

注 – このコマンドにより、変更された起動処理が実行されます。このとき、
診断レベルを選択したり、起動処理に割り込んで「Preboot」メニューに
戻ったりすることはできません。通常の起動処理を実行するには、代わり
に reset warm コマンドを使用してください。 

vers ハードウェアのタイプ、ボードのリビジョン、ILOM のバージョン、
PBSW のリビジョン、復旧 U-Boot などのバージョン情報を表示します。
イメージのチェックサム整合性、および冗長イメージの設定を表示します。

help コマンドおよびパラメータの一覧を表示します。

show SP の設定の一覧を表示します。 

edit 対話型のダイアログが開始して、設定のプロンプトが表示され、設定を 1 つ
ずつ変更できます。詳細は、4-11 ページの「「Preboot」メニューの編集
モードの設定」を参照してください。

diag マニュアルモードで U-Boot 診断テストを実行します。U-Boot 診断テスト
の詳細は、『Oracle x86 Servers Diagnostics Guide』(820-6750) を参照し
てください。

host ホストに関連するさまざまな処理を開始します。 

• clearcmos － CMOS および BIOS のパスワードを消去します。 
• console － SP コンソールをホストシリアルコンソールに接続します。 

注 – 終了するには Ctrl \ q と入力します。 

• show － ホストの状態に関する情報を表示します。

• enable-on － フロントパネルの電源ボタンを有効にします。このボタン
は通常、ILOM が起動するまでは無効になっています。 

注意 – ILOM がオフのときにホストを起動した場合、BIOS はエラーイベン
トまたは電源メッセージを SP に送信しません。この場合、すべてのサー
バーモジュールの電源供給が失われる可能性があります。 

• hard-off － ホストの電源を切ります。
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net { config | dhcp | ping | flash }

• config － ILOM のネットワーク設定を変更できるダイアログを開始し
ます。 

• dhcp － ネットワークアドレス指定を静的指定から DHCP に変更します。 

注 – 最初に net config コマンドを使用して ipdiscovery = dhcp に設
定する必要があります。

• ping － ping を送信します。 
• flash － ILOM ファームウェアイメージをダウンロードします。詳細

は、4-14 ページの「SP ファームウェアイメージの復元」を参照してく
ださい。

help net コマンドを入力すると、これらのコマンドの詳細を確認でき
ます。

reset  { warm | cold }. SP およびホストをリセットします。

• warm － SP をリセットします。実行中のホストへの影響はありません。

• cold － SP とホストをリセットします。この影響として、サーバーモ
ジュールの電源が切れます。 

unconfig { users | ilom_conf | most | all } 

ILOM の設定情報を消去し、次回の ILOM ブート時にデフォルト値に戻し
ます。 

• users － 設定されているすべてのユーザー情報をリセットします。

• password － ILOM root パスワードをデフォルトにリセットします。
詳細は、4-12 ページの「ILOM root パスワードの出荷時デフォルトへの
復元」を参照してください。

• ilom_conf － 構成設定をリセットします。ただし、SP ネットワーク、
baudrate、preferred、および check_physical_presence の設定
は維持されます。

• most － SP のデータ記憶領域をリセットします。ただし、SP ネット
ワーク、baudrate、preferred、および check_physical_presence 
の設定は維持されます。

• all － SP のすべてのデータ記憶領域および設定をリセットします。

ILOM をブートするとその他のデフォルト値が復元されます。

注 – これらのオプションを指定することによって、動的 FRU PROM の内
容が消去されることはありません。

表 4-4 「Preboot」メニューのコマンド (続き)

コマンド 説明
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付録 A

サーバーモジュール仕様

この付録では、サーバーモジュールの物理仕様について説明します。サーバーモ
ジュールの仕様の詳細は、シャーシのドキュメントを参照してください。

■ A-2 ページの A.1 節「物理仕様」

■ A-2 ページの A.2 節「電気仕様」

■ A-3 ページの A.3 節「環境要件」
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A.1 物理仕様
Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールは、Sun Netra 6000 DC モジュラーシステム
に設置できるように設計されています。

表 A-1 に、サーバーモジュールの物理仕様を示します。

A.2 電気仕様
サーバーモジュールの寸法は 12.9 x 20.1 x 1.7 インチです。サーバーモジュールは 
Sun Netra 6000 DC モジュラーシステム (シャーシ) に接続します。このシャーシは各
モジュールに 12V 主電源を供給するほか、ファンによる冷却機能があります。シャー
シは、12 V 主電源のほかに 3.3 V AUX 電力を各サーバーモジュールに供給します。
これはローカルの FRU ID EEPROM 用の電源となります。この 3.3 V の補助電源があ
るため、シャーシ監視モジュール (CMM) は、主電源および 12 V ファン電源の供給よ
り前に、各サーバーモジュールスロットに対してクエリーを実行し、シャーシに設置
されたサーバーモジュールをサポートするのに十分な電力と冷却機能があることを確
認できます。

表 A-1 物理仕様

日本語 メートル法

高さ 12.87 インチ 327 mm

幅 1.7 インチ 44 mm

奥行 20.16 インチ 512 mm

重量 17 ポンド 7.71 kg
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A.3 環境要件
表 A-2 に、サーバーモジュールの環境要件を示します。

表 A-2 環境要件

条件 要件

動作時の温度 5 oC - 35 oC 結露なし

非動作時の温度 -40 oC - 65 oC

動作時の湿度 10 - 90%、結露なし (最高湿球温度 27 oC)

非動作時の湿度 93%、結露なし (最高湿球温度 38 oC)

動作時の高度 3048 m、35 oC で

非動作時の高度 12,000 m
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付録 B

BIOS 設定の構成

この付録では、サーバーの Basic Input/Output System (BIOS) の設定を表示または変
更する方法を説明します。BIOS 設定ユーティリティーではシステム情報を確認でき
ます。また、BIOS 設定を構成する際にも使用できます。

注 – この付録に示されている BIOS メニューは参考例です。BIOS バージョン番号、
メニュー情報、およびメニューの選択項目は、製品の使用中に変更される場合があり
ます。

BIOS には、BIOS フラッシュメモリーに格納された設定ユーティリティーがあります。
設定済みデータにはコンテキストヘルプが用意されており、これらのデータはシステ
ムの CMOS RAM (バックアップバッテリを使用) に保存されます。CMOS RAM に保
存された設定が無効な場合は、BIOS 設定は出荷時に指定されたデフォルトの状態に
戻ります。 

この章は、次の節で構成されています。

■ B-2 ページの B.1 節「BIOS 設定画面の概要」

■ B-3 ページの B.2 節「BIOS 設定ユーティリティーのメニュー画面」

BIOS へのアクセスについては、2-5 ページの 2.2 節「BIOS について」を参照してく
ださい。
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B.1 BIOS 設定画面の概要
表 B-1 は、上位レベルの BIOS 設定画面についての概要です。 

これらの各画面の例については、B-3 ページの B.2 節「BIOS 設定ユーティリティーの
メニュー画面」を参照してください。

表 B-1 BIOS 設定画面の概要

画面 説明 参照先

Main 
(メイン)

BIOS のタイプ、プロセッサ、メモリー、
日付/時刻など、一般的な製品情報。

B-4 ページの B.2.1 節「BIOS 
の「Main (メイン)」メニュー
画面」

Advanced
(詳細)

CPU、メモリー、IDE、Super IO、信頼でき
るコンピューティング、USB、PCI、MPS、
およびその他の情報に関する構成情報。 

B-5 ページの B.2.2 節「BIOS 
の「Advanced (詳細)」メ
ニュー画面」

PCI システムのブート中に NVRAM をクリアす
るようサーバーを設定します。

B-6 ページの B.2.3 節「BIOS 
の「PCI」メニュー画面」

Boot 
(ブート)

起動デバイス (ストレージドライブおよび 
DVD-ROM ドライブ) の優先順位を設定し
ます。

B-7 ページの B.2.4 節「BIOS 
の「Boot (ブート)」メニュー
画面」

Security 
(セキュリ
ティー)

ユーザーおよびスーパーバイザのパスワー
ドを設定または変更します。

B-8 ページの B.2.5 節「BIOS の
「Security (セキュリティー)」
メニュー画面」

Chipset 
(チップ
セット)

サーバーのチップセットの構成を表示し
ます。

B-9 ページの B.2.6 節「BIOS 
の「Chipset (チップセット)」
メニュー画面」

Exit (終了) 変更を保存して終了、変更を破棄して終了、
変更を破棄、最適デフォルトをロード、フェ
イルセーフなデフォルトをロード、のいずれ
かを実行できます。

B-10 ページの B.2.7 節「BIOS の
「Exit (終了)」メニュー画面」
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B.2 BIOS 設定ユーティリティーのメニュー
画面 
この節では、BIOS 設定ユーティリティー画面の例を示します。これらの画面はすべ
て、起動時の最適デフォルトの状態です。

注 – ここで紹介する画面は参考例です。表示されるバージョン番号、画面の内容、
および選択項目は、製品の使用中に変更される場合があります。

この章は、次の節で構成されています。

■ B-4 ページの B.2.1 節「BIOS の「Main (メイン)」メニュー画面」

■ B-5 ページの B.2.2 節「BIOS の「Advanced (詳細)」メニュー画面」

■ B-6 ページの B.2.3 節「BIOS の「PCI」メニュー画面」

■ B-7 ページの B.2.4 節「BIOS の「Boot (ブート)」メニュー画面」

■ B-8 ページの B.2.5 節「BIOS の「Security (セキュリティー)」メニュー画面」

■ B-9 ページの B.2.6 節「BIOS の「Chipset (チップセット)」メニュー画面」

■ B-10 ページの B.2.7 節「BIOS の「Exit (終了)」メニュー画面」
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B.2.1 BIOS の「Main (メイン)」メニュー画面

BIOS の「Main (メイン)」画面には、BIOS、プロセッサ、システムメモリー、システ
ム時刻/日付などの一般的な製品情報が表示されます。図 B-1 は、BIOS の「Main (メ
イン)」メニューの上位画面です。

図 B-1 BIOS 設定ユーティリティー:「Main (メイン)」－「System Overview (システ
ムの概要)」
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B.2.2 BIOS の「Advanced (詳細)」メニュー画面

BIOS の「Advanced (詳細)」画面には、CPU、メモリー、IDE、Super IO、信頼でき
るコンピューティング、USB、PCI、MPS、およびその他のシステム情報に関する詳
しい構成情報が表示されます。図 B-2 は、BIOS の「Advanced (詳細)」メニューの上
位画面です。

図 B-2 BIOS 設定ユーティリティー:「Advanced (詳細)」－「Advanced Settings (詳細
設定)」
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B.2.3 BIOS の「PCI」メニュー画面

BIOS の「PCI」画面では、システムのブート中に NVRAM をクリアするようにサー
バーを設定できます。図 B-3 は、BIOS の「PCI」画面です。

図 B-3 BIOS 設定ユーティリティー:「PCI」－「Advanced PCI Settings (PCI の詳細
設定)」
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B.2.4 BIOS の「Boot (ブート)」メニュー画面

BIOS の「Boot (ブート)」画面では、起動デバイス (ストレージドライブおよび 
DVD-ROM ドライブ) の優先順位を設定できます。図 B-4 は、BIOS の「Boot (ブート)」
メニューの上位画面です。

図 B-4 BIOS 設定ユーティリティー:「Boot (ブート)」－「Boot Settings (ブート設定)」
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B.2.5 BIOS の「Security (セキュリティー)」メニュー
画面

BIOS の「Security (セキュリティー)」画面では、スーパーバイザまたはユーザーのパ
スワードの設定や変更ができます。図 B-5 は、BIOS の「Security (セキュリティー)」
画面です。

図 B-5 BIOS 設定ユーティリティー:「Security (セキュリティー)」－「Security Settings 
(セキュリティー設定)」
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B.2.6 BIOS の「Chipset (チップセット)」メニュー画面

BIOS の「Chipset (チップセット)」画面では、チップセットのパラメータを設定でき
ます。図 B-6 は、BIOS の「Chipset (チップセット)」の上位画面です。

図 B-6 BIOS 設定ユーティリティー:「Chipset (チップセット)」－「Advanced Chipset 
Settings (チップセットの詳細設定)」
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B.2.7 BIOS の「Exit (終了)」メニュー画面

BIOS の「Exit (終了)」画面では、「Save Changes and Exit (変更を保存して終了)」、
「Discard Changes and Exit (変更を破棄して終了)」、「Discard Changes (変更を破
棄)」、または「Load Optimal Defaults (最適デフォルトをロード)」を選択できます。
図 B-7 は、BIOS の「Exit (終了)」画面です。

図 B-7 BIOS 設定ユーティリティー:「Exit (終了)」－「Exit Options (終了オプ
ション)」－「Save Changes and Exit (変更を保存して終了)」

▼ BIOS の「Exit (終了)」オプションを実行する

1. 上下の矢印キーを使用して、BIOS の「Exit (終了)」の各オプションを上下に移動
します。

2. Enter を押してオプションを選択します。

確認ダイアログボックスが表示されます。変更を保存して設定ユーティリティーを
終了するか、または選択した終了オプションをキャンセルするかを選択します。

注 – 確認ダイアログボックスが表示されるのは、「Save Changes and Exit (変更を保
存して終了)」画面が開いたときのみです。
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付録 C

コネクタのピン配列 

この付録では、次に示す各コネクタのピン配列について説明します。

■ C-2 ページの C.1 節「3 ケーブルドングルのピン配列」

■ C-3 ページの C.2 節「SAS/SATA コネクタ」

■ C-5 ページの C.3 節「SAS ディスクプレーン」

■ C-6 ページの C.4 節「SAS 電源/LED コネクタ」
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C.1 3 ケーブルドングルのピン配列
次に示す図と表に、3 ケーブルドングルコネクタのピン配列に関する情報を示します。 

図 C-1 3 ケーブルドングルコネクタ (パーツ番号 530-3936 オプション # 4622A)

図の説明 3 ケーブルドングルコネクタ (オプション # 4622A) 

3
RJ-45

RJ-45 シリアル信号 2
USB

USB 信号 1
VGA

VGA 信号

1 RTS 1 USB1 VCC 1 赤色

2 DTR 2 USB1 DN 2 緑色

3 データ送信 3 USB1 DP 3 青色

4 アース 4 USB1 アース 4 使用しない

5 アース 5 USB2 アース 5 アース

6 データ受信 6 USB2 DP 6 アース

7 DSR および DCD 7 USB2 DP 7 アース

8 CTS 8 USB2 アース 8 アース

9 5V

10 アース

11 アース

12 VGA データ

13 H_Sync

14 V_Sync
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C.2 SAS/SATA コネクタ
Serial Attached SCSI (SAS)/シリアル ATA (Serial Advanced Technology Attachment、
SATA) コネクタのピンとそれぞれの説明を、この節の図と表に示します。

図 C-2 SAS/SATA コネクタ[SAS SATA こねくた]

表 C-1 SAS/SATA コネクタのピン

部位 ピン番号 ピン名 説明

信号部 S1 Gnd 第 2 アース

S2 TX+ ハードドライブへの送信のプラス側

S3 TX- ハードドライブへの送信のマイナス側

S4 Gnd 第 2 アース

S5 RX- ハードドライブからの受信のマイナス側

S6 RX+ ハードドライブからの受信のプラス側

S7 Gnd 第 2 アース

後ろ側の
信号部

S8 Gnd 第 2 アース

S9 使用しない

S10 使用しない

S11 Gnd 第 2 アース

S12 使用しない

S13 使用しない

S14 Gnd 第 2 アース

S1 S7 P1 P15

S8 S14
付録 C コネクタのピン配列 C-3



電源部 P1 3.3 V 使用しない

P2 3.3 V 使用しない

P3 3.3 V 使用しない

P4 Gnd 第 1 アース

P5 Gnd 第 2 アース

P6 Gnd 第 2 アース

P7 5.0 V 第 2 プレチャージ

P8 5.0 V

P9 5.0 V

P10 Gnd 第 2 アース

P11 作動可能 LED 動作状態/作動可能 LED

P12 Gnd 第 1 アース

P13 12.0 V 第 2 プレチャージ

P14 12.0 V

P15 12.0 V

表 C-1 SAS/SATA コネクタのピン (続き)

部位 ピン番号 ピン名 説明
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C.3 SAS ディスクプレーン 
SAS ディスクプレーンコネクタのピンとそれぞれの説明を、この表に示します。

表 C-2 SAS ディスクバックプレーン信号コネクタのピン

ピン番号 信号名

1、4、7 GND

2、3 TX+/TX-

5、6 RX+/RX-
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C.4 SAS 電源/LED コネクタ
SAS 電源/LED コネクタのピンとそれぞれの説明を、この節の図と表に示します。

図 C-3 SAS 電源/LED コネクタ

表 C-3 SAS 電源/LED コネクタのピン

ピン番号 信号名

1 DISK1_FAULT_LED_L

2 DISK1_RDY2RM_L

3 DISK1_PRSNT_L

4 12V

5 GND

6 DISK0_FAULT_LED_L

7 DISK0_RDY2RM_L

8 DISK0_PRSNT_L

9 GND

10 5V

15

610
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付録 D

メモリーモジュール (DIMM) の参照
情報

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールで DIMM を交換またはアップグレードする
ときは、次の節を参照してください。

■ D-1 ページの D.1 節「メモリーモジュールの設置に関する注意事項」

■ D-2 ページの D.1.1 節「DIMM および CPU の物理的配置」

■ D-3 ページの D.1.2 節「DIMM 配置規則」

■ D-4 ページの D.1.3 節「DIMM ランク分類ラベル」

■ D-5 ページの D.1.4 節「エラー訂正およびパリティー」

D.1 メモリーモジュールの設置に関する注意
事項
Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールは、シングルランク (Single-Rank、SR) 
DIMM、デュアルランク (Dual-Rank、DR) DIMM、クワッドランク (Quad-Rank、
QR) DIMM など、さまざまな DIMM 構成をサポートしています。Sun Netra X6270 
M2 サーバーモジュールでメモリーモジュールを交換または追加する場合、次のことを
考慮するようにしてください。

■ DIMM および CPU の物理的配置 

詳細は、D-2 ページの「DIMM および CPU の物理的配置」を参照してください。

■ DIMM 配置規則

詳細は、D-3 ページの「DIMM 配置規則」を参照してください。

■ DIMM 分類ラベル

詳細は、D-4 ページの「DIMM ランク分類ラベル」を参照してください。

■ エラー訂正およびパリティー

詳細は、D-5 ページの「エラー訂正およびパリティー」を参照してください。
D-1



D.1.1 DIMM および CPU の物理的配置

Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールでの DIMM および CPU の物理的配置を、
図 D-1 に示します。

図 D-1 CPU および DIMM の物理的配置

図の説明 CPU および DIMM の物理的配置 

CPU 0 の位置

CPU 1 の位置

CPU 0 のチャネルの位置

各 CPU に 3 つのチャネルがあり、それぞれの

チャネルには色分けされた 3 つの DIMM ス
ロット (黒、白、青) があります

CPU 1 のチャネルの位置

各 CPU に 3 つのチャネルがあり、それぞれの

チャネルには色分けされた 3 つの DIMM ス
ロット (青、白、黒) があります
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D.1.2 DIMM 配置規則

Oracle の Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールの DIMM 配置規則は次のとおり
です。

1. 空の CPU ソケットの横の DIMM ソケットには DIMM を装着しないでください。
プロセッサごとに個別のメモリーコントローラがあります。 

2. 各 CPU がサポートできる DIMM の最大数は次のとおりです。

■ 9 個のデュアルランク (DR) またはシングルランク (SR) DIMM、または 

■ メモリーチャネルあたり 2 個、合計 6 個のクワッドランク (QR) DIMM、
または

■ チャネルあたり 1 個、合計 3 個の QR DIMM と、3 個の DR DIMM または SR 
DIMM。

3. 次の規則に従って、DIMM を場所ごとに配置します。

■ 各メモリーチャネルの DIMM スロットに DIMM を配置します。このとき、
CPU からもっとも離れた位置にあるスロットから配置します。 

たとえば、D8/D5/D2、D7/D4/D1、D6/D3/D0 の順に行います。図 D-1 を参
照してください。

■ QR DIMM を最初に配置してから、SR DIMM または DR DIMM を配置します。

■ QR DIMM は、青のソケット (D8/D5/D2)、白のソケット (D7/D4/D1) の
順に配置します。図 D-1 を参照してください。

QR DIMM を白のソケットに取り付けることができるのは、隣接する青のソ
ケットに QR DIMM が取り付けられている場合だけです。

各 CPU の DIMM スロットには番号が付けられ

ており、D8 がプロセッサから最も離れた位置

にあるスロットです

P0: 

P1:

図の説明 CPU および DIMM の物理的配置 (続き)
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4. パフォーマンスを最大化するため、次の規則を適用します。 

■ 最良のパフォーマンスを得るには、対称性を維持します。たとえば、同じ種類
の DIMM を各メモリーチャネルに 1 個、合計 3 個追加し、CPU が 2 個ある場
合はその両方に同じサイズの DIMM を同じように配置します。

■ 特定の構成では、DIMM は個々の最大速度よりも低速に動作します。詳細は、
表 D-1 を参照してください。

D.1.3 DIMM ランク分類ラベル

DIMM には、シングル、デュアル、およびクワッドというランクがあります。各 
DIMM には、出荷時にそのランク分類を示すラベルが添付されています。表 D-2 に、
各 DIMM に添付されているラベルとその対応するランク分類ラベルを示します。

表 D-1 メモリーに関する注意事項および制限事項

1 利用できる DIMM の速度は 1066 MHz と 1333 MHz の 2 つです。

2 DIMM の速度規則は次のとおりです。

チャネルあたりの DIMM が 3 個: 800 MHz
チャネルあたりの DIMM が 2 個: 1333 MHz (シングルランク DIMM およびデュ
アルランク DIMM の場合) または 800 MHz (クワッドランク DIMM の場合)
チャネルあたりの DIMM が 1 個: 1333 MHz (1333 MHz の DIMM を使用する場合1)
チャネルあたりの DIMM が 1 個: 1066 MHz (1066 MHz の DIMM を使用する場合)

3 メモリーはすべて、もっとも低速な DIMM 構成に合わせて動作します。

1 この DIMM 構成では、1333 MHZ をサポートする CPU が必要です。

表 D-2 DIMM 分類ラベル

ランク分類 ラベル

クワッドランク DIMM 4Rx4

デュアルランク DIMM 2Rx4

シングルランク DIMM 1Rx4
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D.1.4 エラー訂正およびパリティー

サーバーのプロセッサには、内部キャッシュメモリーでのパリティー保護機能、およ
びデータのエラー訂正コード (Error-Correcting Code、ECC) 保護機能があります。
システムでは、次のタイプのエラーを検出してログに記録することができます。

■ 修正可能または修正不能なメモリー ECC エラー

■ 修正不能な CPU 内部エラー

拡張 ECC は、ニブル境界でエラー状態にある最大 4 ビットを修正します。これは、
ビットがすべて同じ DRAM に存在するかぎり行われます。DRAM に障害が発生して
も、DIMM は機能し続けます。

エラーログへのアクセス方法については、Oracle Integrated Lights Out Manager 
(ILOM) 3.0 ドキュメントコレクションを参照してください。
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