
Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール

ご使用の手引き
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本書では、Oracle の Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールに初めて電源を投入する際に最低限必要な手順に
ついて説明します。

設置に関する詳しい情報は、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』(821-3653) およびモ
ジュラーシステム (シャーシ) の設置マニュアルを参照してください。このドキュメントは、Sun ドキュメント 
Web サイトで入手できます。5 ページの「この製品のドキュメント」を参照してください。

注 – このサーバーモジュールを設置する前には、最新の『Sun Netra X6270 M2 Server Module Product Notes』
(820-2383) で、設置要件に影響する最新の問題がないかどうか確認してください。

▼オプションのコンポーネントを取り付ける
♦ サーバーをモジュラーシステムシャーシに設置する前に、ストレージドライブ、DIMM、REM、FEM など、

サーバーとともに注文したオプションのコンポーネントを取り付けます。 

オンラインの『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設置マニュアル』を参照してください。

▼サーバーモジュールを取り付ける
サーバーモジュールをシャーシに挿入する際、シャーシの電源は入っていてもいなくてもかまいません。
モジュラーシステムシャーシの電源投入については、モジュラーシステムのマニュアルを参照してください。 

次の手順では、シャーシの電源が入っているものとします。

1. システムシャーシの電源が入っていることを確認します。 

シャーシの電源が入っている場合、ファンが動作し、OK LED が緑色に常時点灯します。

2. シャーシの前面で、サーバーモジュールを挿入するスロットからフィラーパネルを取り外します。 

レバーを引き出し、フィラーパネルを取り出します。

3. 取り外しレバーが右側に突き出すようにして、サーバーモジュールを垂直に挿し込みます。

4. サーバーモジュールをスロットに止まるまで押し込み、シャーシ前面と段差がなくなるようにします。



5. 上部の取り外しレバーを下に、下部の取り外しレバーを上に回して、所定の位置にはめ込みます。

サーバーモジュールが固定され、スタンバイ電源がサーバーモジュールのサービスプロセッサ (Service Processor、
SP) に供給されます。 

6. サーバーモジュールの電源状態がスタンバイモードになっていることを確認します。

数分でサーバーモジュール SP が起動し、サーバーモジュールの OK/電源 LED に次のステータスが表示されます。

■ ゆっくり点滅 (0.5 秒オン、0.5 秒オフ) － サーバーモジュール SP が起動中です。

■ スタンバイ点滅 (0.1 秒オン、2.9 秒オフ) － SP が起動し、サーバーモジュールホストがスタンバイモードです。

▼ ILOM への接続方法を選択する
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) ソフトウェアを使用してサーバーモジュールを開始、起動、管理
します。Sun Netra 6000 モジュラーシステムでは、モジュラーシステムシャーシと各モジュラーサーバーで異な
るバージョンの ILOM が動作します。 

次の図と表に示すようにさまざまな方法で、シャーシ監視モジュール (Chassis Monitoring Module、CMM) で実
行している ILOM から、またはサーバーモジュール上の ILOM からサーバーモジュールを制御できます。 

本書の説明では方法 1 を使用します。ほかの方法を使用する場合は、『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュール設
置マニュアル』および Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) 3.0 マニュアルセットを参照してください。 
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(接続タイプ)

方法 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

(本書で使用する方法)
CMM NET MGT ポートがネットワークに接続されていることを確
認します。

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。ILOM プロキシを使用して、サーバーモ
ジュール SP の ILOM インタフェースに移動します。本書の以降の
手順で説明するように ILOM コマンド行インタフェースを使用する
か、CMM ILOM 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 RJ-45 ポートに接続し、ILOM を
使用してサーバーモジュール SP の ILOM インタフェースに移動し
ます。この方法では、ILOM CLI のみを使用できます。

3 (シリアル)
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

ドングルケーブルをサーバーモジュールに接続します。端末デバイ
スをドングルケーブルの RJ-45 コネクタに接続します。ILOM CLI を
使用して、サーバーモジュール SP 上の ILOM と通信します。
3



▼サーバーモジュール SP 上の ILOM にアクセスする
この手順では、方法 1 および CMM 上の SSH を使用して、サーバーモジュールの ILOM CLI にアクセスします。
この手順を実行するには、CMM の IP アドレスを知っている必要があります。

1. CMM NET MGT ポートがネットワークに接続され、ネットワーク上で通信するように構成されていることを
確認します。

詳細は、Sun Netra 6000 モジュラーシステムのドキュメントを参照してください。

2. SSH クライアントを使用して CMM にログインします。

次の例では、10.3.212.24 を、使用している CMM の IP アドレスに置き換えます。CMM ILOM の root アカ
ウントに割り当てられているパスワードを指定します。出荷時のデフォルトでは、ILOM の root のパスワー
ドは、changeme です。例 :

これで、CMM ILOM の CLI にログインしました。

3. サーバーモジュール SP に移動します。

n を、ターゲットのサーバーモジュール (サーバーモジュールが取り付けられているスロット) を示す整数に置
き換えます。

4. サーバーモジュール SP を起動します。

パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されたら、changeme (サーバーモジュール SP の root ユーザー
の出荷時のデフォルトパスワード) と入力します。 

これで、サーバーモジュール SP 上の ILOM にログインしました。

$ ssh root@10.3.212.24
Password: cmm_ILOM_password
Oracle(TM) Integrated Lights Out Manager
Version 3.0
Warning: password is set to factory default.

-> cd /CH/BLn/SP/cli 

-> start
Are you sure you want to start /CH/BL2/SP/cli (y/n)? y
start: Connecting to /CH/BL2/SP/cli as user root
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▼サーバーモジュールのホストに電源を投入する
1. サーバーモジュールのホストに電源を投入します。

サーバーモジュールが初期化されます。サーバーモジュールで POST を完了するのに、数分かかることがあ
ります。Solaris OS がインストールされている起動デバイスにローカルからアクセスできる場合は、サーバー
モジュールが起動します。ローカルからアクセスできない場合、システムは boot net コマンドを使用して、
ネットワーク上の起動デバイスを検索します。

2. 通信をコンソールに切り替えます。

これで、サーバーモジュールのホストに接続しました。 

サーバーモジュールハードウェアの設置は完了です。サーバーモジュールをニーズに合わせて構成する準備が
できました。

▼ OS を設定して最新のパッチとファームウェアを確認する
サーバーモジュールで、より新しいバージョンの OS、パッチ、およびファームウェアを利用できます。一部
の機能は、特定のパッチまたはファームウェアがインストールされている場合にのみ利用可能になります。
最善のパフォーマンス、安全性、安定性を得るためには、最新バージョンをインストールしてください。

1. 次の Web サイトにある『Sun Netra X6270 M2 サーバーモジュールご使用にあたって』を確認します。 
http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic

このドキュメントには、サポートされる OS のリスト、製品の重要な依存関係、および最新情報が記載されて
います。

この製品のドキュメント
ローカライズ版を含む Oracle のドキュメントは、次の Web サイトから表示および印刷できます。
http://docs.sun.com/app/docs/prod/nt6270.m2.srvrmod?l=en#hic

-> start /SYS 
Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y
Starting /SYS . . .

-> start /SP/console 
Are you sure you want to start /SP/console (y/n)? y
Serial console started.  To stop, type #.
0:0:0>POST enabling CMP 0 threads: ffffffff.ffffffff
. . .

タスク ドキュメントの種類* Part No.

安全のための情報を確認する。 安全性とコンプライアンスに関するマニュアル 821-0938

Sun ハードウェアの安全性に関する重要な情報 821-1590

既知の問題と対処方法を確認する。 ご使用にあたって 821-3652

設置、電源投入、インストール済みの OS を設定する。 設置マニュアル 821-3653
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その他の製品ドキュメント
次の Web サイトで、ローカライズ版を含むさまざまなドキュメントを表示、印刷、または購入できます。
http://docs.sun.com

技術サポート
本製品に関して、ドキュメントに記載されていないテクニカルなご質問がある場合は、次のサイトをご利用ください。
http://www.sun.com/support

ドキュメントのフィードバック
本書に関するご意見をお待ちしております。コメントは、http://docs.sun.com の「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、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ご使用の手引き、Part No. 821-3656-10。

BIOS 設定と RAID 設定をカスタマイズする。コン
ポーネントを取り外し、交換する。サーバーの問題を
解決する。

サービスマニュアル 821-3655

Oracle Solaris、Linux、Windows OS をインストール
および設定する。または、Oracle VM や VMware な
どの仮想マシンソフトウェアをインストールする。

Linux、仮想マシンソフトウェア、Oracle Solaris 
OS のインストールマニュアル

821-3657

Windows OS のインストールマニュアル 821-3662

サーバーアカウントを管理し、アラートを監視、
リモートアクセスとリダイレクトを設定し、コン
ポーネントのステータスを表示する。

Oracle ILOM 3.0 のドキュメント: 
http://docs.sun.com/app/docs/coll/ilom3.0

複数のド
キュメント

* 翻訳版のドキュメントについては、http://www.sun.com にアクセスして言語を選択してください。

タスク ドキュメントの種類* Part No.
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