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このドキュメントの使用法

このドキュメントでは、Oracle の SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバーの設
置計画に関する情報および設置手順について説明します。このドキュメントは、類似の製
品の操作について高度な経験を持つ、技術者、システム管理者、および承認サービスプロ
バイダを対象としています。
■

7 ページの「プロダクトノート」

■

7 ページの「関連ドキュメント」

■

8 ページの「フィードバック」

■

8 ページの「Oracle サポートへのアクセス」

プロダクトノート
この製品に関する最新の情報と既知の問題については、次にあるプロダクトノートを参照し
てください。
http://www.oracle.com/goto/M5-32/docs
http://www.oracle.com/goto/M6-32/docs

関連ドキュメント
ドキュメント

リンク

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバー

http://www.oracle.com/goto/M5-32/docs
http://www.oracle.com/goto/M6-32/docs

Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)

http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

Oracle Solaris 11 OS

http://www.oracle.com/goto/Solaris11/docs

Oracle VM Server for SPARC

http://www.oracle.com/goto/VM-SPARC/docs

Oracle VTS

http://www.oracle.com/goto/VTS/docs

このドキュメントの使用法
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フィードバック

ドキュメント

リンク

すべての Oracle 製品

http://docs.oracle.com

フィードバック
このドキュメントについてのフィードバックは次からお寄せください。
http://www.oracle.com/goto/docfeedback

Oracle サポートへのアクセス
Oracle のお客様は、My Oracle Support を通して電子サポートにアクセス
できます。詳細については、http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=acc&id=info または聴覚に障害をお持ちの場合は http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs を参照してください。
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サーバーについて
次の各トピックでは、設置タスク、サーバーの概要、および主要コンポーネントについて説明
します。

説明

リンク

サーバーを設置するために必要なタスクを確認し
ます。

9 ページの「設置タスクの概要」

サーバーの主な機能を確認します。

10 ページの「サーバーの概要」

設置に必要なステータスインジケータについて理
解します。

12 ページの「システムステータス LED」

サーバーの主要な外部コンポーネントを特定しま
す。ハードウェアアーキテクチャーとソフトウェア環
境について理解します。

14 ページの「フロントコンポーネント」
15 ページの「背面コンポーネント」
16 ページの「ハードウェアアーキテクチャーについて」
21 ページの「ファームウェアおよびソフトウェア環境について」

関連情報
■

「設置場所の準備」

■

「サーバーの設置」

■

『サーバー管理』

■

『サーバーサービス』

設置タスクの概要
次のタスクを実行して、サーバーの設置と構成を行います。

手順

説明

ドキュメントまたはリンク

1

『プロダクトノート』でサーバーの最新の情報につ
いて確認します。

『SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバープロダクトノート』

サーバーについて

9

サーバーの概要

手順

説明

ドキュメントまたはリンク

2

安全とセキュリティーに関する重要な注意事項を
確認します。

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバーの安全およびコンプライアンス
に関するガイド
『SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバーセキュリティーガイド』
Oracle の Sun ハードウェアシステムの重要な安全に関する情報

3

設置の際に必要なサーバーの機能、主要コンポー
ネント、LED について十分に理解します。

10 ページの「サーバーの概要」
12 ページの「システムステータス LED」
14 ページの「フロントコンポーネント」
15 ページの「背面コンポーネント」

4

サーバーの仕様および設置場所の要件を確認し
て、サーバーの設置場所を準備します。

「設置場所の準備」

5

ESD (静電気による損傷) 対策と安全対策を取
り、必要な工具を組み立てます。

「設置の準備」

6

サーバーの設置場所の準備ができていることを確
認します。サーバーを受け取り、開梱します。

77 ページの「設置場所の準備を確認する」
79 ページの「サーバーを受け取る」
79 ページの「サーバーを開梱する」

7

サーバーを設置場所に移動し、床に固定します。

81 ページの「サーバーの移動」
91 ページの「サーバーの安定化」

8

オプションのコンポーネントを取り付けます。

98 ページの「オプションのコンポーネントの取り付け」

9

データケーブルと電源コードをサーバーに取り付け、
管理します。

「前面 SP ケーブルの接続」

SP にシリアル接続し、はじめて電源を投入し、
サーバーを構成します。

「サーバーへのはじめての電源投入」

10

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

関連情報
■

『サーバー管理』

サーバーの概要
SPARC M5-32 および SPARC M6-32 エンタープライズクラスサーバーは、ミッションクリ
ティカルなアプリケーション用に設計されています。
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サーバーの概要

機能

説明

プロセッサ

SPARC M5-32 サーバー: SPARC M5 プロセッサ x 8 - 32、プロセッサあたり 6 コ
ア、コアあたり 8 スレッド
SPARC M6-32 サーバー: SPARC M6 プロセッサ x 8 - 32、プロセッサあたり 12
コア、コアあたり 8 スレッド

メモリー

プロセッサあたり DIMM スロット x 32

I/O 拡張

ロープロファイル PCIe Generation 3 カードスロット x 64

ハードドライブストレー
ジ

2.5 インチ HDD または SSD をサポートするドライブスロット x 32

サービスプロセッサ

冗長 SP x 2、SPP x 4 (リモートでのサーバーのモニタリングおよび制御)

サーバーについて

11

システムステータス LED

関連情報
■

http://www.oracle.com/goto/M6-32

システムステータス LED
LED サーバーにはシステムステータスインジケータを含むパネルが 2 つあり、1 つはサー
バーの前面、もう 1 つは背面に配置されています。このトピックでは、サーバーの設置に必
要な LED について説明します。
注記 - サーバーのすべての LED に関する詳細については、『サーバーサービス』のフロントお

よび背面 LED パネルの LED およびコントロールに関するセクションを参照してください。

番
号

LED

説明

1

障害 LED (オレンジ色)

保守アクションが必要であることを示しています。この LED が点灯した場合の手順について
は、『サーバーサービス』の「障害の検出および管理」を参照してください。

2

システム OK LED (緑色)

次の状態を示します。

12

■

消灯 - システムは正常な状態で動作していません。システムの電源が入っていない可能性
があります。SP は実行中の可能性があります。

■

常時点灯 - システムの電源が入っており、正常な動作状態で動作しています。保守アク

■

3 秒に 1 度短く点滅 - システムは待機モードで動作していて、すぐに完全な機能に戻れま
す。

■

ゆっくり点滅 - 正常な状態ですが、遷移的な動作が行われています。ゆっくりした点滅は、
システムの診断が実行されているか、システムがブート中であることを示している可能性が
あります。

ションは必要ありません。

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバー • 2014 年 12 月

システムステータス LED

番
号

LED

説明

3

SP LED

次の状態を示します。

4

ESD 接地ジャック

■

消灯 – サーバーは電力を受けていません。たとえば、電源コードが接続されていないか、施
設の電力網のサーキットブレーカーがオフになっています。

■

常時点灯 (緑色) – SP のいずれかまたは両方が初期化されており、Oracle ILOM CLI

■

点滅 (緑色) – SP が Oracle ILOM ファームウェアを初期化しています。

または Web インタフェースを介してアクセスできます。

サーバーには 4 mm の ESD 接地ジャックが 4 つあり (各パネルに 2 つ)、サーバーの設置の前
に静電気防止用リストストラップを接続できます (74 ページの「静電気防止用リストストラッ
プを着用する」を参照)。

関連情報
■

74 ページの「静電気防止用リストストラップを着用する」

■

151 ページの「施設の回路遮断器のスイッチをオンにする」

■

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

サーバーについて
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フロントコンポーネント

フロントコンポーネント

14

番号

説明

1

フロント LED パネル。LED、キースイッチ、ESD 接地ジャックを含む

2

電源装置

3

ファンモジュール (FM)

4

高さ調整脚

5

電源システム配電盤 (PSDB)

6

サービスプロセッサ (SP)

7

クロックボード

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバー • 2014 年 12 月

背面コンポーネント

番号

説明

8

スケーラビリティースイッチボード (SSB)

9

取り付けブラケット

関連情報
■

15 ページの「背面コンポーネント」

■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

背面コンポーネント

サーバーについて
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ハードウェアアーキテクチャーについて

番号

説明

1

左ケーブル管理ブラケット

2

I/O ボード

3

サービスプロセッサプロキシ (SPP)

4

CPU メモリーユニット (CMU)

5

高さ調整脚

6

AC 入力フィルタ (電源コードコネクタ)

7

右ケーブル管理ブラケット

8

ロープロファイル PCIe カード用 PCIe ホットプラグキャリア

9

Express モジュール SAS (EMS)

10

ハードドライブ

11

背面 LED ボード。LED と ESD 接地ジャックを含む

12

取り付けブラケット

関連情報
■

14 ページの「フロントコンポーネント」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

■

148 ページの「電源コードを点検する」

■

151 ページの「施設の回路遮断器のスイッチをオンにする」

ハードウェアアーキテクチャーについて
サーバーには最大 32 個のプロセッサ、32 台のドライブ、および 64 枚の PCIe カードを搭
載できます。ハードウェアアーキテクチャーでは、アプリケーションの必要に応じて、これらの
ハードウェアリソースを PDomain と呼ばれるより小さい単位に分割できます。
■

17 ページの「SP および SPP」

■

17 ページの「ドメイン構成可能ユニット」

■

20 ページの「物理ドメイン」

関連情報
■

16

21 ページの「ファームウェアおよびソフトウェア環境について」
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ハードウェアアーキテクチャーについて

■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

『サーバー管理』、システムアーキテクチャーについて

SP および SPP
2 つの冗長 SP により、Oracle Solaris OS とは無関係に、サーバー内のコンポーネントを
能動的に管理およびモニタリングできます。4 つの SPP によって 2 つの SP のワークロー
ドがいくらか軽減されます。SP と SPP が連携して、すべてのサーバーコンポーネントに単一
の管理環境を提供します。
SP の位置については、14 ページの「フロントコンポーネント」を参照し、SPP の位置に
ついては、15 ページの「背面コンポーネント」を参照してください。

関連情報
■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

150 ページの「端末またはエミュレータを SP SER MGT ポートに接続する」

■

155 ページの「アクティブ SP にログインする」

■

156 ページの「Oracle ILOM ネットワークアドレスを設定する」

■

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

ドメイン構成可能ユニット
ドメイン構成可能ユニット (DCU) は、PDomain のハードウェア構成単位です。DCU に
は 1 つの IOU があり、そこには内部ドライブ、EMS モジュールを介したネットワーク接続、
および 16 の PCIe 拡張スロットが含まれます。DCU には 2 つまたは 4 つの CMU もあ
り、各 CMU には 2 つのプロセッサと 2 枚のメモリーボードが含まれます。次の図は、DCU
の位置およびコンポーネントを示しています。

サーバーについて
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ハードウェアアーキテクチャーについて

図 1

18

DCU の位置 (サーバーの背面)
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DCU のコンポーネント

図 2

注記 - 注文した構成によっては、サーバーの DCU が 4 つより少ない場合や、各 DCU に

含まれる CMU、EMS モジュール、およびドライブが最大数より少ない場合があります。具
体的な注文の詳細については、ご購入先にお問い合わせください。
フル配置 DCU には 4 つの CMU があり、半分配置 DCU には 2 つの CMU がありま
す。各 DCU は次のコンポーネントを含むことができます。

DCU

コンポーネント

DCU 0

■

フル配置の場合: CMU 0、CMU 1、CMU 2、CMU3

■

半分配置の場合: CMU 0 および CMU 3

サーバーについて

19

ハードウェアアーキテクチャーについて

DCU

コンポーネント

DCU 1

DCU 2

DCU 3

■

SPP 0

■

IOU 0

■

フル配置の場合: CMU 4、CMU 5、CMU 6、CMU7

■

半分配置の場合: CMU 4 および CMU 7

■

SPP 1

■

IOU 1

■

フル配置の場合: CMU 8、CMU 9、CMU 10、CMU 11

■

半分配置の場合: CMU 8 および CMU 11

■

SPP 2

■

IOU 2

■

フル配置の場合: CMU 12、CMU 13、CMU 14、CMU 15

■

半分配置の場合: CMU 12 および CMU 15

■

SPP 3

■

IOU 3

PDomain は 1 つから 4 つまでの DCU を含むことができます。Oracle ILOM のコマン
ドを使用すると、DCU を PDomain に組み合わせることができます。PDomain の作成と
管理の手順については、管理ガイドを参照してください。

関連情報
■

15 ページの「背面コンポーネント」

■

17 ページの「SP および SPP」

■

20 ページの「物理ドメイン」

■

『サーバー管理』、構成ガイドラインについて

■

『サーバーサービス』、「コンポーネントの特定」

物理ドメイン
物理ドメイン (PDomain) は、サーバー内のほかの PDomain から完全に分離されたハー
ドウェアを持つ、独立したサーバーのように動作します。ある PDomain で発生したハード
ウェアまたはソフトウェア障害は、サーバー上のほかの PDomain に影響しません。

アプリケーションの要件に応じて、サーバーを 1 つから 4 つまでの PDomain に分割でき
ます。たとえば、サーバーを 4 つの PDomain に分割し、それぞれ独自のアプリケーションを
実行できます。あるいは、サーバーを 1 つの PDomain に構成して、単一のアプリケーショ
ンセットにすべてのハードウェアリソースを提供することもできます。

20
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サーバーは、すべてのハードウェアリソースを含む 1 つの PDomain (無限) として事前に構
成されています。
PDomain には次の 2 つのタイプがあります。
PDomain のタイプ

説明

有限 PDomain

有限 PDomain には、1 つの DCU のみが含まれ、サーバー内のほかの
PDomain からハードウェアが完全に分離されています。有限 PDomain のパ
フォーマンスは、PDomain に比べて高くなる可能性があります。

PDomain

PDomain は 1 つから 4 つまでの DCU を含むことができます。複数の DCU
PDomain では、DCU 間のプロセッサデータトラフィックは SSB 経由でルーティン
グされるため、PDomain のパフォーマンスは有限 PDomain に比べて低くなるこ
とがあります。

物理ドメインの動画による概要については、Oracle の SPARC M5-32 およ
び SPARC M6-32 サーバーにおける物理ドメインと多層仮想化のアニメーション
(http://youtu.be/VkFu6-PezHM)を参照してください

関連情報
■

17 ページの「ドメイン構成可能ユニット」

■

20 ページの「物理ドメイン」

■

『サーバー管理』、PDomain のタイプ

■

Oracle の SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバーにおける物理ドメインと多層仮
想化のアニメーション

ファームウェアおよびソフトウェア環境について
サーバーには次のソフトウェアとファームウェアがプリインストールされています。
■

22 ページの「OpenBoot 」

■

22 ページの「Oracle ILOM」

■

23 ページの「Oracle Solaris OS」

■

23 ページの「Oracle VM Server for SPARC」

■

24 ページの「Oracle Enterprise Manager Ops Center」

関連情報
■

16 ページの「ハードウェアアーキテクチャーについて」

サーバーについて
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■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

『サーバー管理』、システム管理リソースについて

OpenBoot
PDomain の電源投入時に、OpenBoot ファームウェアがサーバーのハードウェアを検証
し、オペレーティングシステムを起動します。OpenBoot ファームウェアを使用すると、オペ
レーティングシステムの外部でいくつかの管理タスクを実行できます。
OpenBoot のタスクの詳細については、『サーバー管理』および OpenBoot 4.x コマンドのリ
ファレンスマニュアルを参照してください。

関連情報
■

OpenBoot 4.x コマンドのリファレンスマニュアル (http://
docs.oracle.com/cd/E23824_01/)

■

20 ページの「物理ドメイン」

■

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

■

『サーバー管理』、ok プロンプトへのアクセス

Oracle ILOM
Oracle ILOM は、サーバーの SP にプリインストールされているシステム管理ファームウェ
アです。Oracle ILOM では、Web ベースのインタフェースまたはコマンド行インタフェース
を介して、サーバー内のコンポーネントを管理およびモニタリングできます。
Oracle ILOM ファームウェアは、PDomain から独立して動作し、PDomain が電源オン
状態でなく、オペレーティングシステムを現在実行していない場合でも動作します。サーバー
に電源コードが接続され、施設の回路遮断器がオンになっているかぎり、Oracle ILOM
ファームウェアは使用可能です。
サーバーにはじめて電源を入れる場合は、Oracle ILOM ファームウェアコマンド行インタ
フェースを使用してサーバーを構成します。初期構成後は、追加の保守および管理タスクす
べてで Oracle ILOM コマンド行または Web インタフェースを使用します。

サーバー固有の Oracle ILOM タスクについては、『サーバー管理』を参照してください。
ファームウェアによって管理されるすべてのプラットフォームに共通の Oracle ILOM タス
クについては、Oracle ILOM のドキュメントを参照してください。
http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs
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関連情報
■

17 ページの「SP および SPP」

■

20 ページの「物理ドメイン」

■

「サーバーへのはじめての電源投入」

■

Oracle ILOM のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/ILOM/
docs)

Oracle Solaris OS
サーバーには Oracle Solaris OS がプリインストールされています。Oracle Solaris OS
では、アプリケーションのインストールと管理に役立つ多くのユーティリティーが提供されて
います。
OS の機能、および技術レポートとトレーニングコースへのリンクについては、次を参照してく
ださい。
http://www.oracle.com/goto/Solaris11/
OS のインストールと管理については、Oracle Solaris 11.1 のドキュメントを参照してくだ
さい。
http://www.oracle.com/goto/Solaris11/docs

関連情報
■

Oracle Solaris 11.1 のドキュメント (http://docs.oracle.com/cd/
E23824_01/)

■

Oracle University (http://education.oracle.com)

■

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

■

161 ページの「Oracle Solaris OS の構成パラメータ」

■

163 ページの「追加ソフトウェアの構成およびテスト」

Oracle VM Server for SPARC
サーバーには Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアがプリインストールされてい
ます。このソフトウェアを使用して、論理ドメインと呼ばれる仮想サーバーを作成します。仮想
サーバーは、それぞれ独立したオペレーティングシステムを実行し、使用可能なサーバーリ
ソースのうち定義された部分を使用します。各論理ドメインは、個々に作成、削除、再構成、

サーバーについて
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およびリブートできます。リソースを仮想化し、ネットワーク、ストレージ、およびその他の I/O
デバイスをドメイン間で共有できるサービスとして定義できます。
Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアの詳細は、次を参照してください。
■

Oracle VM Server for SPARC の製品ページ (http://
www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/
oracle-vm-server-for-sparc-068923.html)

■

Oracle VM Server for SPARC のドキュメント (http://
www.oracle.com/goto/VM-SPARC/docs)

■

Oracle VM Server for SPARC wiki (https://wikis.oracle.com/
display/oraclevm/Oracle+VM+Server+for+SPARC)

関連情報
■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

163 ページの「追加ソフトウェアの構成およびテスト」

■

『サーバー管理』、Oracle VM Server for SPARC の概要

■

Oracle University (http://education.oracle.com)

Oracle Enterprise Manager Ops Center
Oracle Enterprise Manager Ops Center は、物理および仮想システムおよびデバイ
スを管理するための包括的なシステム管理ソリューションです。このソフトウェアの検出プ
ロセスを実行して、サーバーに関する情報を物理サーバー、仮想システム、オペレーティング
システム、ネットワーク、およびストレージのデータベースに追加します。これにより、このソフト
ウェアを使用して、これらの製品をすべて単一のユーザーインタフェースからモニタリングお
よび管理できます。
Oracle Enterprise Manager Ops Center ソフトウェアの詳細については、製品のペー
ジおよびドキュメントライブラリを参照してください。
■

Oracle Enterprise Manager Ops Center (http://
www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/)

■

Oracle Enterprise Manager Ops Center のドキュメント (http://
www.oracle.com/technetwork/documentation/index.html#em)

このソフトウェアを使用してサーバーを配備および管理する手順については、Oracle
SPARC M5 および M6 サーバーの検出および管理に関するガイドを参照してください。ドキュ
メントライブラリの「Deploy How Tos」タブを選択すると、このガイドのほかに、Oracle

24

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバー • 2014 年 12 月

ファームウェアおよびソフトウェア環境について

VM Server for SPARC 論理ドメインおよび Oracle Solaris ゾーンの配備に関するガイ
ドがあります。たとえば、Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c Release 2 の
「Deploy How Tos」タブは次にあります。
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=oc122&id=deployhowto

関連情報
■

Oracle Enterprise Manager Ops Center のダウンロード (http://
www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/oem-opscenter-188778.html)

■

『サーバーサービス』、「障害の検出および管理」

サーバーについて
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設置場所の準備
サーバーを設置場所に取り付ける準備をします。

番
号

タスク

リンク

1

始める前に、設置場所の準備に関する概要レベルのチェック
リストおよび設置場所のガイドラインを確認します。

27 ページの「設置場所の準備チェックリスト」

2

物理的な設置場所がサーバーを受け取られる状態にあること
を確認します。

30 ページの「物理仕様の確認」

3

電力要件が満たされていることを確認します。

37 ページの「電力要件の確認」

4

環境要件を理解し、冷却システムによってサーバーを望ましい
動作範囲内に維持できるようにします。

50 ページの「冷却の準備」

5

サーバーを搬入傾斜路から設置場所に移動する方法を計画し
ます。

58 ページの「搬入経路と開梱場所の準備」

6

ネットワークサーバーのアドレスおよびシリアル接続を準備しま
す。

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

30 ページの「設置場所に関する全般的なガイドライン」

関連情報
■

「サーバーについて」

■

「設置の準備」

設置場所の準備チェックリスト
サーバーを設置する前に、次の要件が満たされていることを確認します。

要件

質問

チェック

トレーニング

管理者および設置担当者はドキュメントを確認し、必要なトレーニングコースを完了していますか。
Oracle University トレーニングコースへのリンクが記載されているサーバードキュメントのページは
次にあります。

設置場所の準備
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設置場所の準備チェックリスト

要件

質問

チェック

http://www.oracle.com/goto/M5-32/docs
http://www.oracle.com/goto/M6-32/docs
構成

サーバーのコンポーネントおよび構成を決めましたか。
取り付けるサーバーの総数を決めましたか。

搬入経路

搬入口からサーバーの最終設置場所まで、搬入経路全体を点検し、準備しましたか。
参照先:
■

59 ページの「出荷用コンテナの寸法」

■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

62 ページの「開梱場所」

搬入経路には梱包されたサーバーを運搬するための十分な広さがありますか。
搬入経路を段ボールまたは同様の資材で覆って保護しましたか。
設置場所

サーバーの設置場所がすべての空間的要件を満たしていますか。
30 ページの「物理仕様の確認」を参照してください。
データセンターまたはサーバールームがセキュアな場所にありますか。
詳細は、『SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバーセキュリティーガイド』を参照してください。
必要に応じて、設置場所の床に下張り床の配線を準備しましたか。
35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用の床の切り込みの仕様」を参照してくだ
さい。

電力

サーバーとその周辺機器の電力供給に必要な動作電圧および電流のレベルを理解していますか。
参照先:
■

37 ページの「電源装置仕様」

■

38 ページの「サーバーの消費電力量」

■

39 ページの「電源コード仕様」

サーバーとその周辺機器の電力供給に使用できる電源コンセントが十分にありますか。
42 ページの「施設の電源ソケット」および周辺機器のドキュメントを参照してください。
サーバーに電力を供給するための施設電源グリッドを 2 つ用意しましたか。
参照先:

28

■

44 ページの「施設電源要件」

■

47 ページの「電源コードと電源装置の関係」
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要件

質問

チェック

電源コード用に適切な施設電源コンセントを用意しましたか。これらのコンセントはすべてアースされ
ていますか。
参照先:
■

39 ページの「電源コード仕様」

■

49 ページの「アース要件」

電源コードごとに回路遮断器があり、それらが容量要件を満たしていますか。
49 ページの「回路遮断器の容量要件」を参照してください。
動作環境と冷却

データセンターは温度および湿度要件を満たしていますか。
51 ページの「環境要件」を参照してください。
設置場所の環境には、動作中のサーバーを冷却するために十分な換気と通気が施されていますか。
参照先:
■

53 ページの「放熱と通気の要件」

■

54 ページの「天井の通気口からの冷却用の通気」

■

55 ページの「穴の開いた床タイルからの冷却用の通気」

大気中の汚染物質が設置場所に入り込むのを防ぐための手段を講じましたか。
52 ページの「大気汚染物質」を参照してください。
開梱

梱包されたサーバーを開梱する前に、データセンターの環境に順応させましたか。
60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」を参照してください。
設置場所から離れたところにサーバーを安全に開梱できる場所を確保しましたか。
62 ページの「開梱場所」を参照してください。

データ接続

サーバーをセットアップし、ネットワークに接続するために必要なデータ接続について明確に理解してい
ますか。
63 ページの「ネットワークアドレスの計画」を参照してください。
すべてのデータ接続用のネットワークアドレスを用意しましたか。
参照先:
■

63 ページの「必須のケーブル接続とネットワークアドレス」

■

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

■

68 ページの「PDomain ケーブルとネットワークアドレス」

関連情報
■

30 ページの「設置場所に関する全般的なガイドライン」

設置場所の準備
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設置場所に関する全般的なガイドライン

■

「設置の準備」

設置場所に関する全般的なガイドライン
サーバーの設置場所を選択するときは、これらのガイドラインに従ってください。
■

■

■

次のような場所にはサーバーを設置しないでください。
■

直射日光があたる

■

ほこりが多い

■

腐食性ガスが発生する

■

潮風が直接あたる

■

振動が多い

■

無線周波数干渉が強い

■

静電気が発生する

適切にアースされた電源コンセントを使用してください
■

アース工事は、必ず有資格の電気技師が行なってください

■

建物のアース方法を検証してください

装置のラベルに記載されている、取り扱いに関する予防措置、警告、および注意事項
を確認してください

関連情報
■

52 ページの「大気汚染物質」

■

71 ページの「取り扱い上の注意」

■

72 ページの「ESD に関する注意事項」

■

27 ページの「設置場所の準備チェックリスト」

物理仕様の確認
設置場所にサーバーを適切に取り付けられることを確認するために、その物理仕様と空間
的要件を見直します。

30

■

31 ページの「物理的な寸法」

■

32 ページの「設置および保守領域」

■

33 ページの「高さ調整脚とキャスタの寸法」

■

34 ページの「上げ床の重量に関する考慮事項」
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物理仕様の確認

■

35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用の床の切り込みの仕様」

関連情報
■

「サーバーについて」

■

58 ページの「搬入経路と開梱場所の準備」

物理的な寸法

サーバーの寸法

英語

メートル法

高さ

78.7 in.

2000 mm

幅

35.6 in.

904 mm

幅 (リムーバブルな側面パネルの未装着時)

34.5 in.

876 mm

奥行き (ドア装着時)

57.1 in.

1451 mm

奥行き (ドア取り外し時)

53.6 in.

1362 mm

奥行き (前面ドアハンドルから背面ドアハンドルまで)

58.3 in.

1482 mm

最大重量 (構成によって変動)

約 3700 lb

約 1678 kg

設置場所の準備
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物理仕様の確認

関連情報
■

33 ページの「高さ調整脚とキャスタの寸法」

■

35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用の床の切り込みの仕様」

■

59 ページの「出荷用コンテナの寸法」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

設置および保守領域
サーバーを設置する前に、サーバーを設置して保守できるだけの十分な空間をもたらす保守
領域を準備します。
注意 - サーバー用に次の保守領域を用意する必要があります。それよりも狭い保守領域で

サーバーを動作させようとしないでください。

1

サーバーの前面

2

サーバーの背面

注記 - 2 つのドアピボットポイント間の長さは 56.5 in (1435 mm) です。ドアを除くサー

バーの奥行きは 53.6 in. (1362 mm) です。
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物理仕様の確認

サーバーの向きを変える場合、設置場所の前面または背面に最小通路幅よりも広い空間を
一時的に確保してください。サーバーの向きを変えるには、少なくとも 70 in. (1.78m) の空
間が必要です。

1

サーバーの前面を回転して設置場所に入れる

2

サーバーの背面を回転して設置場所に入れる

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

「サーバーの設置」

高さ調整脚とキャスタの寸法
図はサーバーの底面図を示しています。

設置場所の準備
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物理仕様の確認

1

サーバーの前面

2

サーバーの背面

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用の床の切り込みの仕様」

■

91 ページの「サーバーの安定化」

上げ床の重量に関する考慮事項
フル構成のサーバーの重量は約 3700 lb (1678 kg) あり、サーバーの配線方法によって
はさらに重くなる可能性があります。搬入が約 2.75 ft x 3.75 ft (838 mm x 1143 mm)
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の領域全体で行われても、サーバー重量の実際の荷重は 4 つのキャスタと 4 本の高さ調
整脚にかかります。
サーバーの各隅にはキャスタと高さ調整脚が 1 つずつあるため、各隅はサーバーの重量の
うちのほぼ 1000 lb (454 kg) の重みに耐えています。キャスタと高さ調整脚が上げ床タ
イルの中央にある場合は、そのタイルがこの 1000 lb (454 kg) 近くの荷重を負います。
床タイルおよびベースとなる支えは、この荷重に対応できる必要があります。

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

32 ページの「設置および保守領域」

■

33 ページの「高さ調整脚とキャスタの寸法」

■

91 ページの「サーバーの安定化」

取り付け穴およびケーブルルーティング用の床の切り
込みの仕様
図は、床の切り込み例を含むサーバーの底面図を示しています。ケーブルや電源コードの曲
げ半径に余裕を持たせるために、この切り込み例はサーバーの下まで延長されています。
上げ床の配線要件によっては、データセンターで別の切り込みが必要になる可能性があり
ます。詳細は、施設の管理者にお問い合わせください。
取り付け穴の寸法は、オプションの取り付けブラケット用です。手順について
は、95 ページの「固定部品を取り付ける」を参照してください。
注意 - 床の切り込みが高さ調整脚または固定部品の近くにある場合は、周囲の床タイル

がサーバーの重量に耐えられることを確認してください。詳細は、34 ページの「上げ床
の重量に関する考慮事項」を参照してください。

注意 - サーバーを床の切り込みの近くに移動するときは注意してください。サーバーのキャス

タが床の切り込みに落ち込んだ場合は、床とサーバーが大きな損傷を受ける可能性があり
ます。

設置場所の準備
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物理仕様の確認

1

サーバーの前面

2

サーバーの背面

関連情報

36

■

33 ページの「高さ調整脚とキャスタの寸法」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

81 ページの「サーバーの移動」
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電力要件の確認

電力要件の確認
説明

リンク

電源装置仕様を確認します。

37 ページの「電源装置仕様」

サーバーの総消費電力量を理解します。

38 ページの「サーバーの消費電力量」

電源コードを特定し、その仕様を確認します。施設の電源コン
セント要件を理解します。

39 ページの「電源コード仕様」

施設がこれらの電力要件を満たしていることを確認します。

44 ページの「施設電源要件」

2 つの施設電源グリッドを使用してサーバーに電力を供給しま
す。電源コードと電源装置の関係を理解します。

47 ページの「電源コードと電源装置の関係」

各電源コードに、これらの容量要件を満たす回路遮断器が備
わっていることを確認します。

49 ページの「回路遮断器の容量要件」

サーバーのアース要件を理解します。

49 ページの「アース要件」

42 ページの「施設の電源ソケット」

関連情報
■

130 ページの「電源コードを接続する」

■

135 ページの「電源コードを固定する」

■

151 ページの「施設の回路遮断器のスイッチをオンにする」

電源装置仕様
サーバーには、ホットスワップ可能な冗長電源装置が 12 台あります。1 つの電源コードで 2
台の電源装置に給電します。これらの仕様は、各電源装置を対象としており、サーバー全体
を対象にしたものではありません。
注記 - サーバーに電力を供給するためには、12 台の電源装置をすべて取り付け、6 本の電

源コードをすべて接続する必要があります。

これらの電源装置仕様は、計画の参考としてのみ使用してください。電力の正確な値につ
いては、オンラインの消費電力計算機能を使用して構成に合わせたサーバーの消費電力
量を測定してください。適切な消費電力計算機能を見つけるには、次の Web サイトに進
み、SPARC M5-32 サーバーまたは SPARC M6-32 サーバーのページを参照してくださ
い。
http://www.oracle.com/goto/powercalculators/

設置場所の準備
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仕様

測定値

電源装置の定格出力容量

7.0 KW

公称 AC 動作電圧範囲

200 – 480 VAC

位相

三相デルタ

公称周波数

50 – 60 Hz 入力

定格出力

+12.2 V @ 583 A 出力

効率

90% 効率 (20 - 100% の負荷)

1 電源装置あたりの最大 AC RMS 入力電
流

■

24 A @ 200 – 240 VAC

■

12 A @ 380 – 415 VAC

■

10 A @ 480 VAC

■

48 A @ 200 – 240 VAC

■

24 A @ 380 – 415 VAC

■

20 A @ 480 VAC

■

88 A ピーク (EMI フィルタの充電を除く)

■

1 サイクルを通して 48 A RMS 未満

■

1 電源コードあたり 2 mA 未満

■

1 サーバーあたり 12 mA 未満

1 電源コードあたりの最大 AC RMS 入力電
流

突入電流

保護接地電流 (480 VAC で測定)

関連情報
■

38 ページの「サーバーの消費電力量」

■

44 ページの「施設電源要件」

■

49 ページの「回路遮断器の容量要件」

サーバーの消費電力量
サーバーの複合定格電力は、フル構成のサーバーの場合で 20 - 30 kVA です。
構成に合わせたサーバーの消費電力量を測定するには、オンラインの消費電力計算
機能を使用します。適切な消費電力計算機能を見つけるには、次の Web サイトに進
み、SPARC M5-32 サーバーまたは SPARC M6-32 サーバーのページを参照してくださ
い。
http://www.oracle.com/goto/powercalculators/
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電力要件の確認

注記 - サーバーに電力を供給するためには、12 台の電源装置をすべて取り付け、6 本の電

源コードをすべて接続する必要があります。

関連情報
■

37 ページの「電源装置仕様」

■

39 ページの「電源コード仕様」

■

44 ページの「施設電源要件」

電源コード仕様
6 本の電源コードでサーバーに電力を供給します。地域の電源接続をサポートするのに役立
つ 2 種類の AC 電源コードがあります。
注記 - サーバーに電力を供給するには、6 本の電源コードをすべて接続する必要がありま

す。

設置場所の準備
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電力要件の確認

4 極の電源コードの AC プラグ (460P9W)

図 3

図の説明

1
2
3
4

40

L1
L2
L3
アース
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電力要件の確認

5 極の電源コードの AC プラグ (532P6W)

図 4

図の説明

1
2
3
4
5

L1
L2
L3
中性 – ケーブルに接続されない
アース

注記 - 5 極の電源コードの使用時は、中性線が接続されません。3 本の送電線およびアー

ス線のみが接続されます。

地域

長さ

設備側の AC コンセント

北米、日本、および台湾

4.4m (14 ft、5.25 in.)

60 A、250 V、三相、
IEC 60309 IP67 (460P9W) 4 極プラグ

欧州、中東、アフリカ、およ
び世界のその他の地域

4.4m (14 ft、5.25 in.)

32 A、380 V/415 V、三相、

設置場所の準備
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地域

長さ

設備側の AC コンセント

IEC 60309 IP67 (532P6W) 5 極プラグ

注記 - 電源コードはサーバーの最上部に接続します。サーバーの底部を通して電源コードを配

線するには、115 in. (2.92 m) の長さのコードを使用し、4 ft 10 in. (1.48 m) だけは AC
電源コンセントへの接続のために使用可能にしておきます。そのため、サーバーの下を通し
て電源コードをつなぐときは、電源コンセントがサーバーの 4 ft. (1.22 m) 以内にあることを
確認します。

注意 - 設置場所では、電源と電源コードの間にローカルの電源切り離し装置 (回路遮断器

など) を用意しておく必要があります。このローカルの電源切り離し装置を使用して、サー
バーに AC 電力を供給したり、供給を停止したりします。詳細は、49 ページの「回路遮
断器の容量要件」を参照してください。

注意 - サーバーを必ず電源グリッドのコンセントの近くに取り付けるようにし、万一緊急事態

で電源コードを取り外す必要がある場合にこれらのコンセントに簡単に近づけるようにして
おきます。

注記 - 電気的な作業および設置では、適用される現場、地方、および国の電気工事規定に

従う必要があります。施設の管理者または有資格の電気技師が、これらの電源コードを施
設電源グリッドにつなぐ必要があります。

関連情報
■

47 ページの「電源コードと電源装置の関係」

■

49 ページの「回路遮断器の容量要件」

■

130 ページの「電源コードを接続する」

施設の電源ソケット
6 個のISO 60309 電源コネクタまたはコンセントを準備して、サーバーの AC 電源コードに
接続する必要があります。次の図は、適合するメスコネクタまたはソケットのピンレイアウト
を示します。
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4 極の電源コードの AC ソケット

図 5

図の説明

1
2
3
4

L1
L2
L3
アース
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電力要件の確認

5 極の電源コードの AC ソケット

図 6

図の説明

1
2
3
4
5

L1
L2
L3
中性
アース

関連情報
■

39 ページの「電源コード仕様」

■

44 ページの「施設電源要件」

■

47 ページの「電源コードと電源装置の関係」

施設電源要件
サーバーは、2 つの商用電源グリッドによって電力が供給されるよう設計されています。3
本の電源コード (AC0、AC1、および AC2) を 1 つめの電源グリッドに接続し、残りの 3 本
の電源コード (AC3、AC4、および AC5) を 2 つめの電源グリッドに接続します。サーバーの
動作時は、6 本の電源コードをすべて接続する必要があります。
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注記 - このデュアル電源フィードがセットアップされていると、サーバーに接続されたすべて

の電源コードが電力供給に使用されるため、電力負荷が分散されます。電力負荷が電力
供給量の 5% を上回ると、電力負荷は ±10% で分散されます。

三相の正弦波無停電電源装置を使用すると、1 つの施設電源から 2 つの別々の電源グ
リッドを作成できます。

設置場所の準備
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電力要件の確認

致命的な障害を避けるには、十分な電力がサーバーに供給されるように入力電源を設計し
ます。サーバーに電力を供給するすべての電源回路に、専用の回路遮断器を使用してくだ
さい。
電気的な作業および設置では、適用される現場、地方、および国の電気工事規定に従う必
要があります。施設の管理者または有資格の電気技師に連絡して、建物に供給されている
電力のタイプを確認してください。
注意 - 電気変動や停電からサーバーを保護するには、専用の配電システム、無停電電源装

置、電力調整器、および避雷器を使用してください。

三相 AC 電源は、星形の構成にして中性点でアースする必要があります。 (IEC 60950
に準拠した TN-C タイプ)。サーバーは相間で動作するため、5 極電源コードの中性線は接
続されません。三相ワイヤおよびアースワイヤのみが AC 配電に接続されます。
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関連情報
■

37 ページの「電源装置仕様」

■

38 ページの「サーバーの消費電力量」

■

39 ページの「電源コード仕様」

■

47 ページの「電源コードと電源装置の関係」

■

49 ページの「アース要件」

■

49 ページの「回路遮断器の容量要件」

電源コードと電源装置の関係
サーバーの背面に接続された 6 本の電源コードは、サーバー内の 12 台の電源装置に電力
を供給します。各電源コードは、2 台の電源装置に電力を供給します。
電源装置の冗長な操作を保証するため、左側の 3 本の電源コードを 1 つの AC 電源グ
リッドに、右側の 3 本の電源コードをもう 1 つの AC 電源グリッドに接続してください (詳
細は、44 ページの「施設電源要件」 を参照してください)。1 つの AC 電源グリッドに
電源障害が発生した場合に備えて、12 台すべての電源装置に 1+1 (2N) の冗長性が備
わります。
サーバーは、各 AC 電源コードから 48 A (208 V)、24 A (400 V)、および 20 A (480 V)
の電力を使用します。両方の AC 電源グリッドが 6 本の電源コードを介して接続されてい
ると、各電源グリッドは 1 電源コードあたり半分の定格電流で動作します。
電源コードと電源装置の関係は次のとおりです。

設置場所の準備
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電力要件の確認
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電源装置番号

AC 電源フィルタ番号

AC 電源グリッド番号

PS0

AC5

AC グリッド 0

PS1

AC4

AC グリッド 0

PS2

AC3

AC グリッド 0

PS3

AC2

AC グリッド 1

PS4

AC1

AC グリッド 1

PS5

AC0

AC グリッド 1
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電源装置番号

AC 電源フィルタ番号

AC 電源グリッド番号

PS6

AC5

AC グリッド 0

PS7

AC4

AC グリッド 0

PS8

AC3

AC グリッド 0

PS9

AC2

AC グリッド 1

PS10

AC1

AC グリッド 1

PS11

AC0

AC グリッド 1

関連情報
■

37 ページの「電源装置仕様」

■

39 ページの「電源コード仕様」

■

44 ページの「施設電源要件」

■

130 ページの「電源コードを接続する」

アース要件
電源コードは必ずアースされた電源コンセントに接続してください。コンピュータ機器では電
気回路がアースされる必要があるため、電源コードをアースされたコンセントに接続すると、
サーバーのアースが完了します。それ以上のキャビネットのアースは必要ありません。
アース方法は地域によって異なるため、IEC のドキュメントなどを参照して適切なアース方
法を確認してください。建物のアース方法の確認およびアース工事は、必ず施設の管理者
または有資格の電気技師が行なってください。

関連情報
■

39 ページの「電源コード仕様」

■

47 ページの「電源コードと電源装置の関係」

■

49 ページの「回路遮断器の容量要件」

■

130 ページの「電源コードを接続する」

回路遮断器の容量要件
サーバーに接続されている電源コードごとに別々の回路遮断器を用意します。各電源コー
ドは、2 台の電源装置に電力を供給します。これらの回路遮断器は、電源インフラストラク

設置場所の準備
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チャーの施設の故障定格電流に対応している必要があります。標準の 3 極回路遮断器を
使用できます。このサーバーには、トリップまでの時間に関する特定の要件はありません。
施設の管理者または有資格の電気技師に連絡して、施設の電源インフラストラクチャーに
対応している回路遮断器のタイプを確認してください。

サポートされている電源電圧ごとの回路遮断器の容量

表1

電源装置の入力電圧

回路遮断器の容量

200 – 240 VAC 線間 (L-L) 3 極

60 A

380 – 415 VAC 線間 (L-L) 3 極

30 A (米国および日本)
32 A (欧州および世界のその他の地域)

480 VAC 線間 (L-L) 3 極

20 A

関連情報
■

38 ページの「サーバーの消費電力量」

■

39 ページの「電源コード仕様」

■

44 ページの「施設電源要件」

■

130 ページの「電源コードを接続する」

■

151 ページの「施設の回路遮断器のスイッチをオンにする」

冷却の準備
環境要件を見直して、設置場所に十分な冷却設備が備わっていることを確認します。
■

51 ページの「環境要件」

■

52 ページの「大気汚染物質」

■

53 ページの「放熱と通気の要件」

■

54 ページの「天井の通気口からの冷却用の通気」

■

55 ページの「穴の開いた床タイルからの冷却用の通気」

■

57 ページの「周囲温度および湿度を測定する」

関連情報
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■

30 ページの「物理仕様の確認」

■

「設置の準備」

■

77 ページの「設置場所の準備を確認する」
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環境要件
要件

動作時の範囲

非動作時の範囲

最適範囲

周囲温度

5 - 35°C (41 - 95°F)
注記 - 温度勾配は毎時 15°C (27°F) 以下
にする必要があります。

出荷用コンテナ内: -40 - 65°C (-40 149°F)

21 - 23°C

相対湿度

20 - 80%、最高湿球温度 27°C (81°F)、結
露なし。
注記 - 湿度勾配は毎時 30% 以下にする必
要があります。

最高 93%、最高湿球温度 38°C (100.
4°F)、結露なし。
注記 - 湿度勾配は毎時 20% 以下にする必
要があります。

高度

最高 3000 m (10000 ft)
注記 - 中国市場 (規制により設置時の高度
が 2 km (6560 ft.) 以下に制限されること
がある) を除く。

最高 12000 m (40000 ft)

温度範囲

5 - 35°C (41 - 95°F):

非梱包時: 0 - 50°C (32 - 122°F)
注記 - 温度勾配は毎時 20°C (36°F) 以下
にする必要があります。

(70 - 74°F)

45 - 50%

0 - 500 m (0 - 1640 ft)
5 - 33°C (41 - 93.2°F):
501 - 1000 m (1664 - 3281 ft)
5 - 31°C (41 - 87.7°F):
1001 - 1500 m (3284 - 4921 ft)
5 - 29°C (41 - 84.2°F):
1501 - 3000 m (4924 - 10000 ft)
注記 - 中国市場 (規制により設置時の高度
が 2 km (6560 ft.) 以下に制限されること
がある) を除く。
振動

0.15 G (垂直)、0.10 G (水平)、5 - 500
Hz、掃引正弦

0.5 G (垂直)、0.25 G (水平)、5 - 500 Hz、
掃引正弦

衝撃

3.0 G、11 ms、半正弦

ロールオフ: 前面から背面方向への 1 インチ
ロールオフ自由落下
しきい値: 25 mm の段差、衝突時の速度 0.
75 m/s

傾斜

最大 5 度 (最大 9% 等級)

最大 5 度 (最大 9% 等級)

関連情報
■

52 ページの「大気汚染物質」

設置場所の準備
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冷却の準備

■

53 ページの「放熱と通気の要件」

■

54 ページの「天井の通気口からの冷却用の通気」

■

55 ページの「穴の開いた床タイルからの冷却用の通気」

■

57 ページの「周囲温度および湿度を測定する」

大気汚染物質
特定の大気汚染物質が過剰に凝縮されると、サーバーの電子部品が腐食または故障する
可能性があります。金属粒子、大気粉じん、溶媒蒸気、腐食ガス、ばい煙、飛散繊維、塩な
どの大気汚染物質がデータセンターに入り込んだり、その中で生成されたりしないようにす
るための対策を講じてください。
印刷室、機械工場、木材工場、搬入口、および化学物質の使用を伴ったり、有毒ガスまた
は粉じんを発生させる場所の近くにデータセンターを設置するのを避けます。発電機または
その他の排ガスの発生源からの排ガスが、データセンターのために機能している空調シス
テムの吸入口に入らないようにします。これらの危険な場所にデータセンターを設置する必
要がある場合は、十分なフィルタリングシステムを追加し、定期的に保守します。
注記 - 大気汚染物質がデータセンターに侵入するのを避けるために、データセンターの外側

でサーバーを開梱してから、サーバーを最終的な場所に移動します。

表2
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許容される最大汚染濃度

汚染物質

許容限度

硫化水素 (H2S)

7.1 ppb 以下

二酸化硫黄 (硫黄酸化物) (SO2)

37 ppb 以下

塩化水素 (HCI)

6.6 ppb 以下

塩素 (CI2)

3.4 ppb 以下

フッ化水素 (HF)

3.6 ppb 以下

二酸化窒素 (窒素酸化物) (NO2)

52 ppb 以下

アンモニア (NH3)

420 ppb 以下

オゾン (O3)

5 ppb 以下

油蒸気

0.2 mg/m3 以下

粉じん

0.15 mg/m3 以下

海水 (塩害)

洋上または海岸から 0.5 km (0.31 マイル) 以内にサー
バーを設置しないでください (ただし、コンピュータルーム
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汚染物質

許容限度

の空調装置によって外気から浮遊海塩粒子がろ過され
て除外される場合を除く)。

銅と銀のガス状汚染物質の最大深刻度

表3
反応速度

ガス状汚染物質の最大深刻度

銅 (Cu) の反応速度

30 nm/月未満

銀 (Ag) の反応速度

20 nm/月未満

詳細は、ASHRAE Technical Committee 9.9 のドキュメントのデータセンター向けのガス状
および粒子状汚染物質に関するガイドライン、およびデータセンターや電気通信ルームでのプリント回
路基板のクリープ腐食を防ぐための温度、湿度、およびガス状汚染物質の制限に関する iNEMI の
意見書 (2012 年 4 月 20 日) を参照してください。

関連情報
■

51 ページの「環境要件」

■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

79 ページの「サーバーを開梱する」

放熱と通気の要件
フル構成のサーバーから熱が放出される最大速度は 90,000 BTU/時 (94,955 kJ/時)
です。サーバーを適切に冷却するには、サーバー内で十分な通気が確保されるようにします。
サーバー内の空気は、前面から背面に向かって流れます。サーバーの通気量はおよそ次の
とおりです。
■

最大: 4200 CFM

■

標準: 2500 CFM

十分な通気を確保するには:
■

通気用にサーバーの前面と背面に 36 インチ (914 mm) の最小限の隙間を確保しま
す。

■

サーバーにコンポーネントが完全に装着されていない場合は、空のスロットをフィルタ
パネルで覆います。

■

サーバーの排気口の妨げにならないように、ケーブルをまとめます。

設置場所の準備
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注記 - サーバーの左右側面または上部と下部の通気要件はありません。

1

サーバーの前面

2

サーバーの背面

関連情報
■

54 ページの「天井の通気口からの冷却用の通気」

■

55 ページの「穴の開いた床タイルからの冷却用の通気」

■

57 ページの「周囲温度および湿度を測定する」

天井の通気口からの冷却用の通気
天井の通気口を使ってデータセンターを冷却する場合は、調節された空気がサーバー内を
流れるように、サーバーの前面に通気口を取り付けます。最大限の冷却性能を得るには、通
気量は約 4200 CFM にする必要があります。

54
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1

サーバーの前面

2

サーバーの背面

関連情報
■

53 ページの「放熱と通気の要件」

■

55 ページの「穴の開いた床タイルからの冷却用の通気」

■

57 ページの「周囲温度および湿度を測定する」

穴の開いた床タイルからの冷却用の通気
サーバーを上げ床の上に設置して床下の冷却を確保する場合は、サーバーの前面に穴の開
いたタイルを設置して冷却します。
7 枚の有孔床タイルを配置して冷却用の空気をサーバーに送る例を次の図に示します。こ
の例では、合計で最大 4200 CFM の冷却用通気を確保するため、各有孔タイルが 600
CFM の冷却用空気を送り込みます。

設置場所の準備
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有孔床タイルが 600 CFM 以上の冷却用空気を送り込む場合は、少ない数のタイルを使
用してサーバーを冷却できます。たとえば、有孔床タイルが 700 CFM の冷却用空気を生
成する場合は、サーバーの前方に 6 枚の床タイルを設置します。
注記 - 床タイルの正確な配置は、サーバー前方で使用可能なスペースによって異なります。

施設でこれらのタイルを適切に配置する詳細は、施設の管理者にお問い合わせください。

関連情報
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■

53 ページの「放熱と通気の要件」

■

54 ページの「天井の通気口からの冷却用の通気」
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周囲温度および湿度を測定する
サーバーはサーバーの背面から熱を排出するので、必ずサーバーの前面の周囲温度および
湿度を測定してください。
サーバーの前面から 2 インチの位置および電源装置の間の周囲の空気流の温度および
湿度を測定します。
周囲温度および相対湿度については、51 ページの「環境要件」を参照してください。

関連情報
■

51 ページの「環境要件」

■

54 ページの「天井の通気口からの冷却用の通気」

■

55 ページの「穴の開いた床タイルからの冷却用の通気」

設置場所の準備
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搬入経路と開梱場所の準備

搬入経路と開梱場所の準備
サーバーを搬入傾斜路から設置場所に移動する方法を計画するには、これらのトピックの
情報を使用します。
■

59 ページの「出荷用コンテナの寸法」

■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

62 ページの「開梱場所」

関連情報

58

■

30 ページの「物理仕様の確認」

■

「設置の準備」

■

「サーバーの設置」
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出荷用コンテナの寸法

出荷用コンテナの寸法

アメリカ

メートル法

集荷時の高さ

85 in.

2159 mm

出荷時の幅

48.0 in.

1219 mm

出荷時の奥行き

71.5 in.

1816 mm

出荷時の重量 (構成によって変動)

約 4015 lb

約 1821 kg

(最大値)

(最大値)

315 lb

143 kg

出荷用コンテナのみの重量

注記 - 電源コードは別のコンテナに入れて出荷されます。6 本の電源コードの総重量は

136 lb (62 kg) です。

設置場所の準備
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搬入経路と開梱場所の準備

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

62 ページの「開梱場所」

■

81 ページの「サーバーの移動」

搬入口と受け取り場所の要件
サーバーが到着する前に、受け取り場所が出荷用パッケージにとって十分な広さであること
を確認します。
搬入口が一般的な貨物輸送トラックに対応した高さと傾斜路の要件を満たしている場合
は、パレットジャッキを使用してサーバーを降ろすことができます。搬入口が要件を満たして
いない場合は、標準的なフォークリフトなどの手段を用意してサーバーを降ろします。あるい
は、リフトゲート付きのトラックでサーバーを出荷するようにリクエストすることもできます。
サーバーが到着したら、開梱に適した場所に着くまで、出荷用コンテナに入れたままにして
おきます。大気汚染物質がデータセンターに侵入するのを避けるために、データセンターの外
側でサーバーを開梱してから、サーバーを最終的な場所に移動します。
注記 - 順応:出荷用コンテナの温度とデータセンターの室温に大きな差がある場合は、温度

が同じになるまで、出荷用コンテナを開梱せずにデータセンターと同等の環境に一晩または
24 時間置いておいてください。開梱していない出荷用コンテナをデータセンター内に置か
ないでください。

関連情報
■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

62 ページの「開梱場所」

搬入経路のガイドライン
搬入口からサーバーの開梱場所まで、およびその後の最終設置場所までの搬入経路を慎
重に計画します。搬入経路全体で、隙間、障害物、その他異常のある箇所を確認します。搬
入経路の全体にわたって、振動の原因となる可能性のある段差がないことを確認してくだ
さい。
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パレットジャッキまたはフォークリフトを使用して、サーバーを搬入口から適切な開梱場所ま
で移動します。データセンターに入り込む浮遊微粒子を減らすために、開梱場所は最終設
置場所から離れた空調設備の整った場所にしてください。
サーバーを開梱したら、4 人以上で、サーバーを最終設置場所まで押します。詳細
は、81 ページの「サーバーの移動」を参照してください。
注記 - 穴の開いたタイルはサーバーの車輪によって損傷する可能性があるため、穴の開い

たタイルのない搬入経路を選択してください。可能であれば、4015 lb (1821 kg) 近くの
最大重量に耐えるだけの強さのある重い段ボールまたは別の資材で搬入経路全体を保護
してください。

注記 - 搬入経路にある穴や隙間を埋めるブリッジとして、必ずエッジ部分を面取りした

3/16 インチ (4.8 mm) の厚さの A36 金属プレートを使用してください。そうしないと、
サーバーの車輪が隙間にはまり込む可能性があります。たとえば、エレベータの乗り降りをす
るときは、必ず金属プレートを使用してください。
次の搬入経路の寸法は、ドアを通り抜けたり障害物を避けたりするために必要な最小ス
ペースです。サーバーを移動するために必要な人員や装置のために、さらにスペースを追加
します。これらの寸法は、平面のみに対するものです。戸口が斜面の上または下にある場
合、梱包されたサーバーでは 88 インチ (2235 mm)、開梱されたサーバーでは 80 インチ
(2032 mm) まで、戸口の隙間を増やします。
寸法

出荷用コンテナ内

非梱包時

最小のドア高

87 in. (2210 mm)

79 in. (2007 mm)

ドアの最小幅

49 in. (1245 mm)

36 in. (915 mm)

通路の最小幅

49 in. (1245 mm)

36 in. (915 mm)

最大傾斜

15 度 (最大 26% 等級)

5 度 (最大 9% 等級)

エレベータの最小奥行き

72.5 in. (1842 mm)

59 in. (1499 mm)

エレベータ、出荷用コンテナ、およ
び床の最小耐荷重 (最大重量)

フル構成のサーバーの最大重量は梱包状態で約 4015 lb (1821 kg) で
す。エレベータと出荷用設備の可搬重量を検証してから、それらをサーバー
の搬送に使用してください。

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

62 ページの「開梱場所」

設置場所の準備
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■

71 ページの「取り扱い上の注意」

■

81 ページの「サーバーの移動」

開梱場所
サーバーをその出荷用コンテナから開梱する前に、サーバーを開梱するのに十分なスペース
が用意されていることを確認します。開梱の手順については、発送用の段ボールに添付さ
れている『開梱ガイド』を参照してください。
注意 - サーバーを出荷用パレットの傾斜路から下ろしたあとでゆっくりと停止させるために、

停止ゾーンとして 10 ft (3 m) を用意する必要があります。この停止ゾーンがないと、機器
の損傷や深刻な物理的傷害が発生する可能性があります。

注記 - データセンターに入り込む浮遊微粒子を減らすために、最終設置場所から離れた空

調設備の整った場所で出荷用コンテナを取り除いてください。
開梱場所の寸法

図 7

図の説明

1
2
3
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関連情報
■

59 ページの「出荷用コンテナの寸法」

■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

ネットワークアドレスの計画
説明

リンク

最初の設置で必要となるケーブル接続とネッ
トワークアドレスのリストを確認します。

63 ページの「必須のケーブル接続とネットワークアドレス」

ネットワークアドレスをサービスプロセッサのコ
ンポーネントに提供します。

64 ページの「SP ケーブル」

ネットワークアドレスを、サーバーの各
PDomain に接続されたネットワークケーブル
に提供します。

68 ページの「PDomain ケーブルとネットワークアドレス」

ネットワークアドレスを Oracle VM Server
for SPARC の論理ドメインに提供します。

70 ページの「Oracle VM Server for SPARC のネット
ワークアドレス」

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

69 ページの「PCIe ネットワークインタフェースカード」

関連情報
■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

138 ページの「EMS ネットワークケーブルを接続する」

■

155 ページの「アクティブ SP にログインする」

必須のケーブル接続とネットワークアドレス
サーバーをはじめて設置する場合は、次のケーブル接続とネットワークアドレスが必要です。
ハードウェアやソフトウェアの構成によっては、サーバーに追加のケーブル接続やネットワーク
アドレスが必要になる場合があります。

種類

説明

リンク

ネットワークアドレス

PDomain ごとに少なくとも 1 つのネットワーク
ケーブルとネットワークアドレス。

68 ページの「PDomain ケーブルとネット
ワークアドレス」

設置場所の準備
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種類

SP

説明

リンク

(オプション) 取り付けられたネットワークインタ
フェース PCIe カードごとにネットワークケーブル
およびアドレス。

69 ページの「PCIe ネットワークインタフェー
スカード」

必須のケーブル:

64 ページの「SP ケーブル」

■

2 本の CAT5 またはそれ以上のシリアル
ケーブル

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

■

2 本の CAT6 またはそれ以上のネット
ワークケーブル

必須のネットワークアドレス:

Oracle VM Server for
SPARC の論理ドメイン

■

3 つのネットワークアドレス

■

PDomain ごとに 1 つのネットワークアド
レス

論理ドメインごとに少なくとも 1 つのネットワー
クアドレス。

70 ページの「Oracle VM Server for
SPARC のネットワークアドレス」

関連情報
■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

■

「サーバーへのはじめての電源投入」

SP ケーブル
サーバーには、その前面に 2 台のデュアル冗長 SP (SP0 および SP1) が内蔵されていま
す。それらの SP の一方はアクティブ SP として機能してサーバーを管理し、もう一方は SP
障害が発生した場合にアクティブ SP の役割を引き受けるスタンバイ SP として機能しま
す。
注記 - どちらの SP (SP0 または SP1) もアクティブ SP の役割を引き受けられます。SP0

がアクティブ SP の役割を引き受け、SP1 がスタンバイ SP の役割を引き受けると見なさ
ないでください。
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各 SP には 2 つのポートが内蔵されています。
■

SER MGT ポート – このポートから端末デバイスにカテゴリ 5 またはそれ以上のシリ
アルケーブルを接続します。サーバーの最初の電源投入中に、このシリアル接続を使
用してブートプロセスをモニタリングし、Oracle ILOM の初期構成を行います。

■

NET MGT ポート – この 1 GbE ポートにカテゴリ 6 またはそれ以上のケーブルを接
続します。サーバーの初期構成後に、この Ethernet 接続を使用して Oracle ILOM
コンソールからサーバーをモニタリングおよび管理します。

サーバーには、2 台の SP に加えて最大 4 台の SPP も内蔵されます。各 SPP はサーバー
内の 1 台の DCU を管理します。アクティブ SP と SPP は、内部 VLAN 経由で互いに
通信します。PDomain ごとに、1 台の SPP が PDomain-SPP の役割を引き受け、それ
によって PDomain のタスクが管理され、その PDomain に rKVMS サービスが提供さ
れます。
Oracle ILOM 管理ネットワークを分離するには、SP の NET MGT ケーブルを、サーバー
のアプリケーションに使用されるネットワークとは異なるネットワークに接続します。NET
MGT ポートを Ethernet スイッチに接続することで、どちらの SP にも Oracle ILOM
ネットワーク接続を行うことができます。

設置場所の準備
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ネットワークアドレスの計画

冗長性を追加するには、各 SP を異なる Ethernet スイッチに接続します。これらの 2 つ
のスイッチを 3 番目のスイッチに接続し、その 3 番目のスイッチを Oracle ILOM コン
ソールに接続します。
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関連情報
■

63 ページの「必須のケーブル接続とネットワークアドレス」

■

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

149 ページの「デュアル冗長 SP」

■

155 ページの「アクティブ SP にログインする」

SP ネットワークアドレス
Oracle ILOM の初期構成中に、次の SP コンポーネントにネットワークアドレスを提供する
必要があります。
■

SP0 NET MGT ポート

設置場所の準備
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ネットワークアドレスの計画

■

SP1 NET MGT ポート

■

アクティブ SP

■

PDomain0-SPP

■

PDomain1-SPP (構成に 2 つ以上の PDomain が含まれている場合)

■

PDomain2-SPP (構成に 3 つ以上の PDomain が含まれている場合)

■

PDomain3-SPP (構成に 4 つの PDomain が含まれている場合)

注記 - Oracle ILOM SP は DHCP をサポートしていません。これらのコンポーネントに静

的ネットワークアドレスを割り当てる必要があります。

前述の SP コンポーネントに対して、次のネットワークアドレス情報を提供します。
■

ホスト名 (オプション)

■

IP アドレス

■

ネットワークドメイン

■

ネットマスク

■

ネットワークゲートウェイの IP アドレス

■

ネットワークネームサーバーの IP アドレス

注記 - SP、アクティブ SP、およびすべて PDomain#-SPP で同じ IP ネットワークを共有す

るようにしてください (それぞれに固有の IP アドレスを割り当てる)。

関連情報
■

63 ページの「必須のケーブル接続とネットワークアドレス」

■

64 ページの「SP ケーブル」

■

149 ページの「デュアル冗長 SP」

■

155 ページの「アクティブ SP にログインする」

■

156 ページの「Oracle ILOM ネットワークアドレスを設定する」

PDomain ケーブルとネットワークアドレス
システム上の各 PDomain には、少なくとも 1 本のネットワークケーブルを接続し、少なくと
も 1 つの IP アドレスを割り当てる必要があります。
サーバーは、1 から 4 つまでの PDomain に分けることができます。各 PDomain は、サー
バー上のほかの PDomain からハードウェアが完全に分離されている独立したサーバーの
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ように動作します。ある PDomain で発生したハードウェアまたはソフトウェア障害は、サー
バー上のほかの PDomain に影響しません。
DCU には、専用の CPU、メモリー、ストレージ、ネットワーク接続、および PCIe 拡張スロッ
トが含まれています。Oracle ILOM コマンドを使用すると、これらの DCU を結合して
PDomain を作成できます。

PDomain の配線は、アプリケーションおよびネットワーク環境に応じて変動します。ただし、
各 PDomain に少なくとも 1 本のネットワークケーブルを接続するように計画してくださ
い。

各 DCU には 4 つの EMS モジュールがあり、各 EMS には 2 つの 10 GbE
(10GBase-T) ポートがあります (DCU ごとに合計 8 つの 10 GbE ポートが使用可能)。
ネットワークからこれらの 10 GbE ポートにカテゴリ 6A またはそれ以上のネットワークケー
ブルを接続することで、各 PDomain への複数の冗長なネットワーク接続を作成できます。
Oracle Solaris OS の構成中に、ネットワーク接続ごとに次のネットワーク情報の入力を求
めるプロンプトが表示されます。
■

ホスト名

■

IP アドレス

■

ネットワークドメイン

■

ネットマスク

■

ネットワークゲートウェイの IP アドレス

■

ネットワークネームサーバーの IP アドレス

関連情報
■

63 ページの「必須のケーブル接続とネットワークアドレス」

■

124 ページの「ケーブルの最大接続数」

■

138 ページの「EMS ネットワークケーブルを接続する」

PCIe ネットワークインタフェースカード
オプションの PCIe ネットワークインタフェースカードを装着した場合は、それらのカード用に
追加のネットワークアドレスを入力する必要があります。手順については、PCIe カードのド
キュメントを参照してください。

関連情報
■

124 ページの「ケーブルの最大接続数」

設置場所の準備
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■

140 ページの「その他のデータケーブルを接続する」

■

PCIe カードのドキュメント

Oracle VM Server for SPARC のネットワークアドレス
Oracle VM Server for SPARC サーバーを使用すると、各 PDomain で論理ドメインと呼
ばれる複数の仮想サーバーを作成して管理できます。各論理ドメインでは、専用の独立した
オペレーティングシステムを実行できます。
Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用して作成した論理ドメインごとに、少
なくとも 1 つの IP アドレスを指定します。
Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアの詳細は、次を参照してください。
■

Oracle VM Server for SPARC の製品ページ (http://
www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/
oracle-vm-server-for-sparc-068923.html)

■

Oracle VM Server for SPARC wiki (https://wikis.oracle.com/
display/oraclevm/Oracle+VM+Server+for+SPARC)

関連情報
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■

23 ページの「Oracle VM Server for SPARC」

■

Oracle VM Server for SPARC のドキュメント (http://
www.oracle.com/goto/VM-SPARC/docs)

■

『サーバー管理』、Oracle VM Server for SPARC の概要
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設置の準備
次の各トピックでは、サーバーの設置に先立って従うべき注意事項と集める工具について
詳しく説明します。

説明

リンク

サーバーの取り扱いについての注意事項を理解し
て、装置の損傷と人身傷害を防ぎます。

71 ページの「取り扱い上の注意」

ESD の予防措置を講じてコンポーネントへの損
傷を防ぎます。

72 ページの「ESD に関する注意事項」

Oracle の安全とセキュリティーに関するすべての
警告を確認します。

73 ページの「Oracle の安全のための情報」

サーバーの設置に必要なすべての工具と装置を
集めます。

73 ページの「設置に必要な装置」

サーバーの設置および配線時に静電気防止用リ
ストストラップを着用します。

74 ページの「静電気防止用リストストラップを着用す
る」

関連情報
■

「設置場所の準備」

■

「サーバーの設置」

取り扱い上の注意
注意 - サーバーの設置重量は約 3700 lb (1678 kg)、出荷用コンテナ内に入った状態で

の重量は約 4015 lb (1821 kg) です。サーバーを設置場所に移動するには少なくとも 4
人が必要です。サーバーを斜面で押し上げたり、起伏のある面で押して動かしたりするには
さらに多くの人が必要です。

注意 - 運送または設置時にサーバーの重量を減らす目的でシャーシから FRU を取り外さ

ないでください。

設置の準備
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ESD に関する注意事項

注意 - 装置の損傷や人員の怪我が起こる潜在的危険性を最小限にするため、サーバーを

移動または再配置するときは専門の移動業者の使用を検討してください。

注意 - サーバーが落下して、装置に損傷を与えたり人身に重大な傷害を及ぼしたりする可

能性があるため、サーバーを傾けたり揺らしたりしないでください。

注意 - 設置場所では、高さ調整脚を使用してサーバーを床に固定してください。さらに安定

させるために、サーバーを出荷用パレットに固定していた固定部品を使用してサーバーを永
続的に固定してください。

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

59 ページの「出荷用コンテナの寸法」

■

72 ページの「ESD に関する注意事項」

■

73 ページの「Oracle の安全のための情報」

■

81 ページの「サーバーの移動」

■

91 ページの「サーバーの安定化」

ESD に関する注意事項
電子機器は、静電気により損傷する可能性があります。サーバーの設置または保守作業時
は、接地された静電気防止リストストラップ、フットストラップ、または同様の安全器具を使
用して、静電放電による損傷を防止します。
注意 - 電子コンポーネントが静電気によって損傷すると、システムが永続的に使用できなく

なるか、保守技術者による修復が必要になる可能性があります。電子コンポーネントを静電
気による損傷から保護するには、静電気防止用マット、静電気防止袋、使い捨て静電気防
止用マットなどの静電気防止面にコンポーネントを置いてください。システムコンポーネント
を取り扱うときは、シャーシの金属面に接続された静電防止用アースストラップを着用して
ください。

注意 - 相対湿度が 35% より低い環境では、ESD が発生しやすく、除去も難しくなります。

相対湿度が 30% より低いと非常に危険になります。
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関連情報
■

73 ページの「Oracle の安全のための情報」

■

74 ページの「静電気防止用リストストラップを着用する」

Oracle の安全のための情報
Oracle のサーバーや装置を設置する前に、Oracle の安全のための情報をよく確認してく
ださい。
■

製品出荷用コンテナに印刷された安全のための注意事項をお読みください。

■

サーバーに付属するOracle の Sun ハードウェアシステムの重要な安全性情報に関するド
キュメントをお読みください。

■

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバーの安全およびコンプライアンスに関するガイ
ドの安全のための注意事項をすべてお読みください。

■

『SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバーセキュリティーガイド』のセキュリティー情
報をお読みください。

■

装置のラベルに記載された安全のための注意事項をお読みください。

関連情報
■

30 ページの「設置場所に関する全般的なガイドライン」

■

71 ページの「取り扱い上の注意」

■

72 ページの「ESD に関する注意事項」

設置に必要な装置
サーバーを設置する前に、次の工具および装置を集めてください。
■

サーバーを移動するための 4 人以上の人員

■

静電気防止用リストストラップ

■

プラスドライバ (2 番)

■

T20 トルクスドライバ

■

13 ミリレンチ

■

17 ミリレンチ

■

19 ミリレンチ

設置の準備

73

静電気防止用リストストラップを着用する

■

ケーブルを固定するためのプラスチック製結束バンド

■

出荷用コンテナのプラスチック製ストラッピングテープを切るための工具

■

サーバーを開梱する場所まで移動するためのフォークリフト、パレットジャッキ、または台
車

■

床の隙間を埋めるのに十分な大きさのある、端に斜角の付いた 3/16 インチ (4.8 ミ
リ) A36 鋼板

■

サーバーを床に固定するための 8 つの 17 ミリボルトとワッシャー (オプション)

さらに、次のいずれかのようなシステムコンソールデバイスを用意する必要があります。
■

ASCII 端末、ワークステーション、またはノートパソコン

■

端末サーバー

■

端末サーバーに接続されたパッチパネル

関連情報
■

「サーバーの設置」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

■

「サーバーへのはじめての電源投入」

静電気防止用リストストラップを着用する
システムコンポーネントを取り扱うときは、シャーシの金属面に接続された静電防止用リスト
ストラップを常に着用してください。
サーバーの ESD 接地用ジャックの 1 つに静電気防止用リストストラップを取り付けます。
サーバーには、4 つの ESD 接地用 4 ミリジャックがあります (フロントパネルに 2 つ、背面
パネルに 2 つ)。
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静電気防止用リストストラップを着用する

関連情報
■

72 ページの「ESD に関する注意事項」

■

「サーバーの設置」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

■

「サーバーへのはじめての電源投入」

設置の準備

75
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サーバーの設置
サーバーを準備して設置場所に取り付けるには、これらの手順に従います。

手順

説明

リンク

1

設置場所を調査して、サーバーを設置できるように準備しま
す。

77 ページの「設置場所の準備を確認する」

2

サーバーを受け取り、配達用トラックから降ろします。

79 ページの「サーバーを受け取る」

3

出荷用コンテナからサーバーを取り出します。

79 ページの「サーバーを開梱する」

4

サーバーを設置場所に安全に移動します。

81 ページの「サーバーの移動」

5

高さ調整脚と (オプションで) 固定部品を使用して、サーバー
を設置場所の床に安定させます。

91 ページの「サーバーの安定化」

6

PCIe カードなどのオプションのハードウェアがあれば取り付
けます。

98 ページの「オプションのコンポーネントの取り付け」

関連情報
■

「設置場所の準備」

■

「設置の準備」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

設置場所の準備を確認する
1.

安全のためのガイドラインを確認します。
詳細は、73 ページの「Oracle の安全のための情報」を参照してください。

2.

特別な設備を必要とする、設置場所での問題または特性を書き留めます。
たとえば、ドアの高さと幅がサーバーを運び込める大きさであることを確認します。

サーバーの設置

77

設置場所の準備を確認する

詳細は、59 ページの「出荷用コンテナの寸法」および 31 ページの「物理的な寸法」を参
照してください。
3.

必要な電気設備をすべて取り付け、サーバーに十分な電力が供給されるようにします。
44 ページの「施設電源要件」を参照してください。

4.

電源コードまたはデータケーブルを床の下に通す場合は、これらのケーブル用に床の切り
込みを準備します。
床の切り込みの寸法については、35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用
の床の切り込みの仕様」を参照してください。

5.

設置場所に十分な空調設備が備わっていることを確認します。
詳細は、53 ページの「放熱と通気の要件」を参照してください。

6.

搬入口から設置場所まで、経路全体を準備します。
60 ページの「搬入経路のガイドライン」を参照してください。

7.

床の隙間や穴の上を転がすときにサーバーを支えるだけの十分な大きさがある、エッジ部
分を面取りした 3/16 インチ (4.8 mm) の厚さの A36 金属プレートを用意します。
詳細については、86 ページの「金属プレートを使用して床の隙間を越える」を参照して
ください。

8.

必要に応じて、わずかな段差を超えるために金属製の傾斜路を用意します。
詳細については、88 ページの「傾斜路でサーバーを上げ下げする」を参照してくださ
い。

9.
10.

空調設備を 48 時間稼働させて、室温を適切な温度にします。
設置に備えて設置場所を清掃しておきます。

関連情報
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「設置場所の準備」

■

「設置の準備」
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サーバーを受け取る

サーバーを受け取る
1.

サーバーが到着する前に、受け取り場所が出荷用パッケージにとって十分な広さであるこ
とを確認します。
詳細は、次を参照してください。

2.

3.

■

59 ページの「出荷用コンテナの寸法」

■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

梱包されたサーバーを配達用トラックから降ろします。
■

搬入口が一般的な貨物輸送トラックに対応した高さと傾斜路の要件を満たしている
場合は、パレットジャッキを使用してサーバーを降ろすことができます。

■

搬入口が要件を満たしていない場合は、標準的なフォークリフトなどの手段を用意し
てサーバーを降ろします。

■

あるいは、リフトゲート付きのトラックでサーバーを出荷するようにリクエストすることも
できます。

サーバーが到着したら、出荷用コンテナに入れたまま、データセンターと同じ温度に順応
できる場所まで移動します。
注記 - 順応時間 出荷用パッケージの温度とコンピュータルームの室温に大きな差がある場

合は、温度が同じになるまで、出荷用コンテナを開梱せずにコンピュータルームまたはそれ
と同等の環境に置いておいてください。順応するまでに、最大で 24 時間かかることがあり
ます。

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

59 ページの「出荷用コンテナの寸法」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

サーバーを開梱する
注記 - データセンターに入り込む浮遊微粒子の量を減らすために、最終設置場所から離れ

た空調設備の整った場所で出荷用コンテナ資材を取り除いてください。

サーバーの設置
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サーバーを開梱する

1.

サーバーを安全に開梱するための十分な場所を確保してください。
詳細は、62 ページの「開梱場所」を参照してください。

2.

開梱手順を確認します。
開梱手順は、出荷用パッケージの外側に記載されています。

3.

開梱手順に従ってサーバーを開梱します。

4.

サーバーを出荷用パレットに固定していた固定部品と 13 mm のボルトは保管しておいて
ください。
これらの固定部品、これらの部品をサーバーに固定していた 8 つの 13 mm のボルト、お
よび 8 つの 17 mm のボルト (ユーザーが用意) を使用すると、サーバーを設置場所の床に
固定できます。
注記 - サーバーの開梱時に、キックプレートを取り外して前面の固定部品にアクセスしてくだ

さい。T20 トルクスねじ回しを使用して、キックプレートをサーバーに固定している 3 つの拘
束ねじを緩めてから、キックプレートを取り外します。

注記 - サーバーを傾斜路から降ろす前に、調整脚が完全に縮んでいることを確認します。手

順については、93 ページの「高さ調整脚を縮める」を参照してください。
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サーバーの移動

関連情報
■

『開梱に関するガイド』

■

33 ページの「高さ調整脚とキャスタの寸法」

■

62 ページの「開梱場所」

■

95 ページの「固定部品を取り付ける」

サーバーの移動
サーバーの重量は約 3700 lb (1678 kg) にもなるため、サーバーを設置場所に移動すると
きは一層慎重に行なってください。

サーバーの設置
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サーバーの移動

注意 - 装置の損傷や人員の怪我が起こる潜在的危険性を最小限にするため、サーバーを

移動または再配置するときは専門の移動業者の使用を検討してください。

注意 - 運送または設置時にサーバーの重量を減らす目的でシャーシから FRU を取り外さ

ないでください。
■

82 ページの「サーバーはあらゆる方向に移動する」

■

83 ページの「サーバーを設置場所に移動する」

■

86 ページの「金属プレートを使用して床の隙間を越える」

■

88 ページの「傾斜路でサーバーを上げ下げする」

サーバーはあらゆる方向に移動する
4 つのキャスタすべてが旋回するため、サーバーをあらゆる方向に動かすことができま
す。これら 4 つの旋回するキャスタは、サーバーを設置場所に配置するのに役立ちます
が、83 ページの「サーバーを設置場所に移動する」のガイドラインに従わないと、サー
バーが意図しない方向に動く可能性があります。
サーバーを移動するときは、角や障害物のあるところを慎重に運搬できるように、サーバーの
各隅に人員を配置します。
注意 - サーバーをティアドロップ型やひし形のパターンのある金属プレート上に置かないでく

ださい。これらのパターンはキャスタを回転させ、サーバーが意図しない方向に移動してしま
う可能性があります。
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サーバーを設置場所に移動する

関連情報
■

83 ページの「サーバーを設置場所に移動する」

■

86 ページの「金属プレートを使用して床の隙間を越える」

■

88 ページの「傾斜路でサーバーを上げ下げする」

サーバーを設置場所に移動する
注意 - フル構成のサーバーの重量は開梱状態で約 3700 lb (1678 kg) になります。設置

場所への経路に障害物がないことを確認し、必ず 4 人以上の人員でサーバーを移動してく
ださい。
1.

設置場所までの経路全体を計画し、準備します。

サーバーの設置
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サーバーを設置場所に移動する

経路全体を歩いてみて、回避しなければならない障害物があれば記録します。経路上のす
べての床がサーバーの全重量を支えられることを確認します。
データセンターの上げ床を段ボールで覆って保護し、床の隙間 (たとえばエレベータの入口)
にかぶせる金属シートを用意し、わずかな床の段差を越えるための金属製傾斜路を用意し
ます。
詳細は、次を参照してください。

2.

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

86 ページの「金属プレートを使用して床の隙間を越える」

■

88 ページの「傾斜路でサーバーを上げ下げする」

サーバーのドアが閉じた状態で固定されていることを確認します。
または、両方のドアを取り除き、それぞれを個別に設置場所まで運びます。ドアを取り除く手
順については、103 ページの「ドアを取り外す」を参照してください。

3.

サーバーの底部にある 4 本の高さ調整脚がすべて縮んでいて邪魔になっていないことを
確認します。

手順については、93 ページの「高さ調整脚を縮める」を参照してください。
4.

4 人以上で、サーバーを設置場所に押します。
サーバーを常にサーバーの両端に沿って押します。サーバーを移動するときは、1 秒に 2 歩
程度 (0.65 m/秒) 以下でゆっくり動かすようにしてください。サーバーの各隅に人員を配
置して、サーバーを誘導しやすくします。
さらに、背面ドアを取り除いて、サーバーの背面 LED パネルの両側を押します。ドアを取り
除く手順については、103 ページの「ドアを取り外す」を参照してください。
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サーバーを設置場所に移動する

5.

番号

説明

1

サーバーの前面を両端に沿って押します。

2

サーバーの背面を両端に沿って押したり、サーバーの背面 LED パネルの両側を押したりします。

サーバーを移動するときは、サーバーを損傷しないでください。
注意 - サーバーを傾けたり揺らしたりしないでください。サーバーを傾けたり、揺らしたり、ある

いは側面パネルを押したりすると、サーバーがひっくり返る可能性があります。

注意 - サーバーを押す際にドアの中央を押さないでください。その圧力の下でドアが曲がる

可能性があります。必要に応じて、ドアを取り外してから、サーバーを移動してください。手順
については、103 ページの「ドアを取り外す」を参照してください。

注意 - サーバーを床の切り込みの近くに移動するときは注意してください。サーバーのキャス

タが床の切り込みに落ち込んだ場合は、床とサーバーが大きな損傷を受ける可能性があり
ます。

サーバーの設置
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金属プレートを使用して床の隙間を越える

注意 - 角を曲がるときは、必ずサーバーをゆっくり回してください。
6.

サーバーを移動するときは、床の上にある障害物をすべて回避してください。
必要に応じて、金属プレートを使用して床の隙間を渡ったり、金属製の傾斜路を使用して床
や階段のわずかな段差を越えたりします。詳細は、次を参照してください。
■

86 ページの「金属プレートを使用して床の隙間を越える」

■

88 ページの「傾斜路でサーバーを上げ下げする」

関連情報
■

60 ページの「搬入口と受け取り場所の要件 」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

71 ページの「取り扱い上の注意」

金属プレートを使用して床の隙間を越える
サーバーの車輪が床の穴や隙間に落ち込むのを防ぐために、必ずエッジ部分を面取りした
3/16 インチ (4.8 mm) の厚さの A36 金属プレートを使用してこれらの隙間を越えます。
このプレートは、床の隙間を埋めるのに十分な広さがある必要があります。
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金属プレートを使用して床の隙間を越える

注意 - 3/16 インチ (4.8 mm) よりも薄い金属プレートは、サーバーの重みに耐えられませ

ん。フル構成のサーバーの重量は約 3700 lb (1678 kg) になることもあります。

注意 - サーバーが越える必要のある隙間が 2 インチ (51 mm) よりも広い場合、または 1

インチ (25.4 mm) よりも大きく上昇している場合は、施設の管理者に問い合わせて、サー
バーの全重量を支えながら隙間を埋める金属プレートを設計して使用してください。
床の隙間を越える際は、エッジ部分を面取りした 3/16 インチ (4.6 mm) の厚さの A36
金属プレートを使用します。

サーバーの設置
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傾斜路でサーバーを上げ下げする

関連情報
■

31 ページの「物理的な寸法」

■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

83 ページの「サーバーを設置場所に移動する」

傾斜路でサーバーを上げ下げする
注意 - フル構成のサーバーの重量は開梱状態で約 3700 lb (1678 kg) になります。6 人

でサーバーを傾斜路で上げ下げしてください。

高さのわずかな変化を渡るのに十分な長さとサーバーの重量を支えるのに十分な強度を持
つ金属製の傾斜路を作成します。
注記 - 開梱されたサーバーの最大許容傾斜は、5 度 (9% 等級) です。この傾斜度を実現

するのに十分な長さとサーバーの重量を支えるのに十分な強度を持つ傾斜路を設計しま
す。5 度の傾斜度を実現できない場合は、設置場所まで別の経路を検討してください。
1.

サーバーの重量を支える傾斜路を設計します。
次の特性を持つ傾斜路を設計および作成するには、施設の管理者にお問い合わせくださ
い。
■

ランプの全体にわたってサーバーの重量である約 3700 lb (1678 kg) を支えるのに
十分な強度。

■

少なくとも 48 インチ (1220 mm) の幅、または通路と同じ幅。

■

高さを越えて 5 度 (9% 等級) の最大傾斜を越えないようにするのに十分な長さ。

■

サーバーが傾斜路の両脇から落下しないような設計 (たとえば柵や止め具の追加、傾
斜路の端を上に 90 度曲げるなど)。

注記 - 傾斜路に柵がある場合は、柵を重さのある布で覆って、サーバーの表面に擦り傷が

付かないようにします。

注意 - ティアドロップ型やひし形のパターンのある金属プレートを使用しないでください。こ

れらのパターンはキャスタを回転させ、サーバーが意図しない方向に移動してしまう可能性
があります。
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傾斜路でサーバーを上げ下げする

木製の傾斜路はサーバーの重量を支えられないため使用しないでください。
キャスタは、べたつきのある表面やゴム引きの表面でコートされた傾斜路を転がるのは困
難です。このような表面の傾斜路でサーバーを上げ下げするときは、さらに人員を追加して
ください。
2.

サーバーの底部にある 4 本の高さ調整脚がすべて縮んでいて邪魔になっていないことを
確認します。
93 ページの「高さ調整脚を縮める」を参照してください。

3.

サーバーのドアを取り除きます。
ドアを取り除く手順については、103 ページの「ドアを取り外す」を参照してください。

4.

段差に問題なくサーバーを上げ下げできるように、傾斜路を配置します。

5.

6 人以上で、サーバーを傾斜路で押し上げるか、傾斜路をゆっくり転がして降ろします。
サーバーを両端に沿って押すかゆっくり降ろします。背面ドアが取り外された状態では、背
面 LED パネルのどちらかの端を押すと、6 人のうち 1 人でサーバーを移動できます。

注意 - サーバーが傾斜路から外れないようにします。キャスタが傾斜路の端から落ちると、

サーバーがひっくり返り、装置が損傷したり身体に深刻な怪我を負ったりする可能性があり
ます。

サーバーの設置
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傾斜路でサーバーを上げ下げする

6.

傾斜路を上下に転がしたら、傾斜路を取り除き、サーバードアを再設置します。
ドアを取り付ける手順については、118 ページの「ドアを取り付ける」を参照してくださ
い。

関連情報
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■

60 ページの「搬入経路のガイドライン」

■

82 ページの「サーバーはあらゆる方向に移動する」

■

83 ページの「サーバーを設置場所に移動する」

■

86 ページの「金属プレートを使用して床の隙間を越える」
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サーバーの安定化

サーバーの安定化
これらのトピックでは、高さ調整脚と (オプションで) 固定部品を使用してサーバーを安定さ
せる方法について説明します。

タスク

リンク

高さ調整脚を伸ばし、設置場所でサーバーを安定さ
せます。サーバーを別の場所に移動する前に、高さ調
整脚を縮めます。

91 ページの「高さ調整脚を伸ばす」

オプションで、取り付けブラケットを使用してサーバー
を床に固定します。

95 ページの「固定部品を取り付ける」

93 ページの「高さ調整脚を縮める」

高さ調整脚を伸ばす
サーバーを床に安定させるには、サーバーの四隅にある高さ調整脚を使用します。
1.

サーバーのドアを開きます。

2.

19 mm のレンチを使用して、各高さ調整脚の上部にある 19 mm の固定ナットを緩めま
す。
レンチを時計回りに回して 19 mm の固定ナットを緩めます。締め付けるときはこれらの固
定ナットによって高さ調整脚が伸縮されないため、高さ調整脚を伸ばす前にこれらのナット
を緩めてください。

サーバーの設置
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高さ調整脚を伸ばす

3.

13 mm のレンチを使用して、各高さ調整脚を床まで伸ばします。
レンチを時計回りに回して各高さ調整脚を伸ばします。適切に伸ばすことで 4 本の高さ調
整脚がサーバーの全重量を支えます。

4.

各高さ調整脚を伸ばしたあと、19 mm のレンチを使用して、19 mm の固定ナットをサー
バーに固定します。
レンチを反時計回りに回して固定ナットを固定します。
注記 - 高さ調整脚が回転して上に動き始めたら、13 mm のレンチを使用して高さ調整脚

を固定しながら 19 mm の固定ナットを締めます。
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高さ調整脚を縮める

関連情報
■

33 ページの「高さ調整脚とキャスタの寸法」

■

95 ページの「固定部品を取り付ける」

高さ調整脚を縮める
サーバーを移動または再配置する前に、4 つの高さ調整脚すべてを縮めていることを確認
してください。
注記 - 高さ調整脚は設置場所の床にしっかり届いている必要があります。サーバーを移動

する前にのみ、高さ調整脚を縮めます。
1.

サーバーのドアを開きます。

2.

19 mm のレンチを使用して、各高さ調整脚の上部にある 19 mm の固定ナットを緩めま
す。
レンチを時計回りに回して 19 mm の固定ナットを緩めます。

サーバーの設置
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高さ調整脚を縮める

3.

13 mm のレンチを使用して、各高さ調整脚を縮めます。
レンチを反時計回りに回して高さ調整脚をサーバーの底部まで縮めます。

4.

各高さ調整脚を縮めたあと、19 mm のレンチを使用して、19 mm の固定ナットをサー
バーに固定します。
レンチを反時計回りに回して固定ナットを固定します。締め付けるときはこれらの固定ナッ
トによって高さ調整脚が伸縮されません。

関連情報
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■

81 ページの「サーバーの移動」

■

91 ページの「高さ調整脚を伸ばす」
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固定部品を取り付ける
出荷用パレットにサーバーを固定していたのと同じ固定部品を使用すると、必要に応じて
サーバーを床にマウントできます。
注記 - 17 mm ボルト、ナット、ワッシャーなど、サーバーを所定の場所に固定するために必

要な取り付け金具は自前で用意する必要があります。
1.

4 つの固定部品と、それらの固定部品をサーバーに固定していた 8 つの 13 mm のボル
トを用意します。

2.

サーバーを床にマウントするために使用する 8 つの 17 mm のボルトとワッシャーを用意
します。
注記 - 設置場所に適したボルトを選択してください。これらの固定部品はサーバーに付属し

ていません。
3.

固定部品用の 8 つの 17 mm の穴を床にドリルで開けます。
これらの穴の寸法については、35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用の
床の切り込みの仕様」を参照してください。
注意 - サーバーを床の切り込みの近くに移動するときは注意してください。サーバーのキャス

タが床の切り込みに落ち込んだ場合は、床とサーバーが大きな損傷を受ける可能性があり
ます。
4.

サーバーを穴の位置に合わせます。

5.

サーバーのドアを開きます。

6.

サーバーの前面で、T20 トルクスねじ回しを使用して、キックプレートをサーバーに固定し
ている 3 つの M4 拘束ねじを緩めます。

サーバーの設置
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固定部品を取り付ける
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7.

キックプレートをサーバーから取り外し、安全な場所に置いておきます。

8.

13 mm のレンチを使用して、4 つの固定部品を 13 mm のボルトでサーバーに取り付け
ます。

9.

17 mm のレンチを使用して、サーバーを 8 つの 17 mm のボルトとワッシャーで床にマウ
ントします。
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固定部品を取り付ける

10.

T20 トルクスねじ回しを使用して、キックプレートを 3 つの M4 拘束ねじでサーバーに固
定します。

サーバーの設置
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オプションのコンポーネントの取り付け

11.

4 本の高さ調整脚を伸ばします。
高さ調整脚を伸ばすと、サーバーがさらに安定します。91 ページの「高さ調整脚を伸ば
す」を参照してください。

12.

サーバーのドアを閉めます。

関連情報
■

32 ページの「設置および保守領域」

■

35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用の床の切り込みの仕様」

■

79 ページの「サーバーを開梱する」

■

91 ページの「高さ調整脚を伸ばす」

オプションのコンポーネントの取り付け
サーバーの標準コンポーネントは工場で取り付けられます。増設ドライブや PCIe カードなど
の別途注文する追加コンポーネントはすべて個別に出荷されます。特定のコンポーネントの
取り付け手順については、『サーバーサービス』を参照してください。
入手可能なオプションのコンポーネントは次にあります。
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オプションのコンポーネントの取り付け

http://www.oracle.com/goto/M5-32
http://www.oracle.com/goto/M6-32

関連情報
■

15 ページの「背面コンポーネント」

サーバーの設置
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前面 SP ケーブルの接続
次の各トピックでは、サーバーの前面にある 2 つの SP にシリアルケーブルとネットワーク
ケーブルを接続して固定する方法について説明します。

タスク

リンク

サーバーの前面にある 2 つの SP にシリアルケーブ
ルとネットワークケーブルを接続します。

101 ページの「SP ケーブルを接続する」

前面のトリムパネルを通して SP ケーブルを配線し、
固定します。

103 ページの「SP ケーブルの固定」

関連情報
■

14 ページの「フロントコンポーネント」

■

17 ページの「SP および SPP」

■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

SP ケーブルを接続する
1.

前面のドアを開き、サーバーの前面にある 2 つの SP を見つけます。
SP0 および SP1 とラベル付けされた 2 つの SP の場所については、14 ページの「フロン
トコンポーネント」を参照してください。

2.

カテゴリ 5 (またはそれ以上の) ケーブルを、SP0 および SP1 SER MGT RJ-45 ポートか
ら個別の端末デバイスに接続します。
各シリアルケーブルを異なる端末デバイスに接続することにより、1 つの端末デバイスに障
害が発生した場合の冗長性が得られます。

前面 SP ケーブルの接続
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SP ケーブルを接続する

3.

カテゴリ 6 (またはそれ以上の) ケーブルを、SP0 および SP1 NET MGT RJ-45 ポートか
らハブの個別のネットワークスイッチに接続します。
1-GbE ネットワーク速度を実現するには、カテゴリ 6 (またはそれ以上の) ケーブル
と、1000BASE-T ネットワークをサポートしているネットワークデバイスを使用します。これら
の 10/100/1000M ビット/秒 NET MGT ポートでは、ネットワークの速度に合わせて自
動ネゴシエーションが行われます。

4.

設置を続行します。
前面のパネルを通して SP ケーブルを固定するには、103 ページの「SP ケーブルの固
定」を参照してください。

関連情報
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■

14 ページの「フロントコンポーネント」

■

17 ページの「SP および SPP」

■

22 ページの「Oracle ILOM」

■

64 ページの「SP ケーブル」
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SP ケーブルの固定

■

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

■

103 ページの「SP ケーブルの固定」

SP ケーブルの固定
SP ケーブルを接続したあと、前面のトリムパネルとキックプレートを通してケーブルを配線
し、固定します。

説明

リンク

前面のドアを取り外して、前面のトリムパネルとキッ
クプレートにアクセスできるようにします。

103 ページの「ドアを取り外す」

ケーブルを下へ配線してデータセンターの上げ床を
通すか、上へ配線してサーバーの上部からケーブル
トレイに接続します。

106 ページの「SP ケーブルを下へ配線する」

SP ケーブルを固定したあと、前面のドアを取り付け
ます。

118 ページの「ドアを取り付ける」

111 ページの「SP ケーブルを上へ配線する」

関連情報
■

64 ページの「SP ケーブル」

■

101 ページの「SP ケーブルを接続する」

ドアを取り外す
前面のトリムパネルとキックプレートにアクセスするために前面のドアを取り外す方法につ
いて説明します。背面のドアも、この同じ手順に従って取り外すことができます。
1.

前面のドアを開き、T20 ドライバを使用して、サーバーのフレームに接続された接地ケーブ
ルを固定している M4 ねじを取り外します。
M4 ねじを安全な場所に保管します。

前面 SP ケーブルの接続
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ドアを取り外す

2.

T20 トルクスドライバを使用して、上側のヒンジブラケットをサーバーに固定している 2 本
の M4 ねじを緩めます。
これらのねじは取り外さず、緩めるだけにします。上側のヒンジブラケットは、サーバーに緩く
取り付けられたままにします。
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ドアを取り外す

3.

落下しないようにドアを支えながら、上側のヒンジブラケットを持ち上げてドアを解放しま
す。

4.

ドアを持ち上げて下側のヒンジピンから外し、別の場所に置きます。

前面 SP ケーブルの接続
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SP ケーブルを下へ配線する

注記 - 別のタスクを行うために背面のドアを取り外した場合は、そのタスクに戻ります。それ

以外の場合は、次の手順に進みます。
5.

SP ケーブルを下へ配線して床を通すか、上へ配線してサーバーの上にあるケーブルトレ
イに接続するかに応じて、次のいずれかの手順に進みます。
■

106 ページの「SP ケーブルを下へ配線する」

■

111 ページの「SP ケーブルを上へ配線する」

関連情報
■

83 ページの「サーバーを設置場所に移動する」

■

118 ページの「ドアを取り付ける」

SP ケーブルを下へ配線する
SP ケーブルを下へ配線して床を通す場合は、前面のキックプレートを通す必要があります。
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SP ケーブルを下へ配線する

1.

T20 トルクスドライバを使用して、前面のキックプレートを固定している 3 本の M4 固定
ねじを緩めます。
キックプレートを取り外し、別の場所に置きます。

2.

SP0 に接続されている左の 2 本の SP ケーブルを下へ配線し、サーバーの外に出します。
ケーブルを下側のドアヒンジの上に通し、サーバーの左側から出します。
キックプレートを取り付けると、これらのケーブルはキックプレートによってサーバーに固定さ
れます。キックプレートには 2 つのスロットがあり (キックプレートの左上に 1 つと左端に 1
つ)、そこからケーブルをサーバーの外に出すことができます。
図は、サーバーの左の SP ケーブル 2 本を配線する方法を示しています。

前面 SP ケーブルの接続
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SP ケーブルを下へ配線する

3.

SP1 に接続されている右の 2 本の SP ケーブルを下へ配線し、サーバーの外に出します。
キックプレートを取り付けると、これらのケーブルはキックプレートによってサーバーに固定さ
れます。キックプレートには 2 つのスロットがあり (キックプレートの上部に 1 つと下部に 1
つ)、そこからケーブルをサーバーの外に出すことができます。
図は、サーバーの右の SP ケーブル 2 本を配線する方法を示しています。
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4.

T20 トルクスドライバを使用して、キックプレートをサーバーの前面に固定します。
キックプレートを取り付けるときに、SP ケーブルを挟んだり曲げたりしないでください。4 本
の SP ケーブルが自由な状態でサーバーの右側および左側から外に出るようにしてくださ
い。

前面 SP ケーブルの接続
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SP ケーブルを下へ配線する

5.

(オプション) 結束バンドや粘着式結束マウントを使用して、左および右のトリムパネルの内
側エッジに SP ケーブルを固定します。
SP ケーブルをトリムパネルに固定すると、ケーブルが前面のファンモジュールに干渉しなく
なります。

6.

サーバーの下の隙間で、施設のケーブル管理デバイスに SP ケーブルを固定します。
手順は施設の管理者に問い合わせてください。

7.

図に従って前面のドアを取り付けます。
118 ページの「ドアを取り付ける」を参照してください。

関連情報
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■

101 ページの「SP ケーブルを接続する」

■

111 ページの「SP ケーブルを上へ配線する」

■

140 ページの「データケーブルの管理」

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバー • 2014 年 12 月

SP ケーブルを上へ配線する

SP ケーブルを上へ配線する
SP ケーブルを上へ配線してサーバーの上部を通す場合は、前面のキックプレートを通して
から、右と左のトリムパネルに沿って上へ配線する必要があります。
1.

T20 トルクスドライバを使用して、前面のキックプレートを固定している 3 本の M4 固定
ねじを緩めます。
キックプレートを取り外し、別の場所に置きます。

2.

T20 トルクスドライバを使用して、左および右のトリムパネルを固定している 10 本の M4
固定ねじを緩めます。
トリムパネルを取り外し、別の場所に置きます。

前面 SP ケーブルの接続
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3.

左の 2 本の SP ケーブルを、SP0 からサーバーの左下隅に通し、次に左チャネルに沿って
上へ配線します。
キックプレートには左上に 2 つのスロットがあり、そこからケーブルをまず下へ通してから上
へ曲げ、左トリムパネルで固定されているチャネルに沿って配線できます。キックプレートと
左トリムパネルを取り付けると、SP ケーブルはキックプレートと左トリムパネルによってサー
バーに固定されます。
注記 - ケーブルを左チャネルに沿って上へ曲げるとき、ケーブルをねじらないでください。ま

た、ケーブルがねじ固定用部品の左側にあることを確認してください。
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4.

左の 2 本の SP ケーブルを、左チャネルに沿って上へ配線し、上側のドアヒンジの左にあ
る切れ込みを通してサーバーの上部から外に出します。
上側のドアヒンジの左に小さい切れ込みがあり、そこからケーブルをサーバーの外に出すこ
とができます。左の SP ケーブルは左トリムパネルによって左チャネルに固定されます。
注記 - SP ケーブルはねじ固定用部品の左側に通してください。

前面 SP ケーブルの接続
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5.

右の 2 本の SP ケーブルを、SP1 からサーバーの右下隅に通し、次に右チャネルに沿って
上へ配線します。
キックプレートには右上に 2 つのスロットがあり、そこからケーブルをまず下へ通してから上
へ曲げ、右トリムパネルで固定されているチャネルに沿って配線できます。キックプレートと
右トリムパネルを取り付けると、SP ケーブルはキックプレートと右トリムパネルによってサー
バーに固定されます。
注記 - ケーブルを右チャネルに沿って上へ曲げるとき、ケーブルをねじらないでください。ま

た、ケーブルがねじ固定用部品およびドアラッチの右側にあることを確認してください。
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SP ケーブルを上へ配線する

6.

T20 トルクスドライバを使用して 3 本の M4 固定ねじを締め、前面のキックプレートを
サーバーに固定します。
次の図に示すように、SP ケーブルがキックプレートのスロットを通っていることを確認しま
す。
注記 - キックプレートを取り付けるときに、SP ケーブルを挟まないでください。

前面 SP ケーブルの接続

115

SP ケーブルを上へ配線する

7.

T20 トルクスドライバを使用して 10 本のねじを締め、左および右のトリムパネルをサー
バーに固定します。
注記 - トリムパネルを取り付けるときに、SP ケーブルを挟まないでください。
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8.

SP ケーブルをサーバーの上部から外に出し、サーバーの上にあるケーブルトレイまたは
ケーブル管理デバイスにケーブルを固定します。

前面 SP ケーブルの接続
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ドアを取り付ける

9.

(オプション) 結束バンドや粘着式結束マウントを使用して、左および右のトリムパネルの内
側エッジに SP ケーブルを固定します。
SP ケーブルをトリムパネルに固定すると、ケーブルが前面のファンモジュールに干渉しなく
なります。

10.

前面のドアを取り付けて設置を続行します。
118 ページの「ドアを取り付ける」を参照してください。

関連情報
■

101 ページの「SP ケーブルを接続する」

■

106 ページの「SP ケーブルを下へ配線する」

■

103 ページの「SP ケーブルの固定」

ドアを取り付ける
SP ケーブルを固定したあと、前面のドアを元どおりに取り付けます。どちらのドアも、この同
じ手順に従って取り付けることができます。
1.

上側のヒンジブラケットがサーバーに緩く取り付けられていることを確認します。
ドアを取り外したときに、このブラケットを緩めてあるはずです。ヒンジブラケットがサーバー
にきつく固定されている場合は、T20 ドライバを使用して 2 本の M4 ねじを緩めます。
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2.

1

上側のヒンジピン

2

上側のヒンジブラケットを固定している M4 ねじ

下側のヒンジピン上にドアを取り付けます。

前面 SP ケーブルの接続
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3.

上側のヒンジブラケットを持ち上げてから下げ、上側のヒンジピンをドア上部の穴に挿入し
ます。

4.

T20 ドライバを使用して 2 本の M4 ねじを締め、上側のヒンジブラケットをサーバーに固
定します。
2 つのねじを固定したあと、ドアが自由に回転できることを確認します。
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5.

T20 トルクスドライバを使用して、接地ケーブルをサーバーフレームに M4 ねじで固定し
ます。

前面 SP ケーブルの接続
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6.

ドアを閉めます。

7.

電源コードとデータケーブルを取り付けて設置を続行します。
「背面の電源コードとデータケーブルの接続」を参照してください。

関連情報

122

■

83 ページの「サーバーを設置場所に移動する」

■

103 ページの「ドアを取り外す」
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背面の電源コードとデータケーブルの接続
サーバーの背面にある電源コードとデータケーブルを接続して固定します。

番号

タスク

リンク

1

ケーブルの配線および固定のオプション
を確認して、その場所に最適な電源コード
とデータケーブルの配線方法を決定しま
す。

123 ページの「背面のケーブル配線のオプション」

2

ケーブル配線ブラケットを準備します。

127 ページの「ケーブル配線ブラケットを準備する」

3

電源コードを接続して固定します。

130 ページの「電源コードを接続する」

124 ページの「ケーブルの最大接続数」
125 ページの「ケーブル管理デバイス」

135 ページの「電源コードを固定する」
4

ネットワークケーブルとデータケーブルを接
続して固定します。

138 ページの「EMS ネットワークケーブルを接続する」
140 ページの「その他のデータケーブルを接続する」
140 ページの「データケーブルの管理」

関連情報
■

15 ページの「背面コンポーネント」

■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

背面のケーブル配線のオプション
サーバーの背面に接続されたデータケーブルと電源コードは、サーバーの上部に通して上へ
配線することも、床への切り抜き部分に通して下へ配線することも、またはその両方を用い
ることもできます。施設の管理者に相談し、その場所に最適なケーブルおよび電源コードの
配線方法を決定してください。

背面の電源コードとデータケーブルの接続

123

ケーブルの最大接続数

注記 - SP のシリアルケーブルおよびネットワークケーブルも、サーバー上部を通して上

へ配線することも、サーバーの床を通して下へ配線することもできます。手順について
は、103 ページの「SP ケーブルの固定」を参照してください。
ケーブル配線のオプション

図 8

図の説明

1
2
3

上へ配線されたデータケーブルと電源コード
下へ配線されたデータケーブルと電源コード
上へ配線されたデータケーブルと下へ配線された電源コード

関連情報
■

124 ページの「ケーブルの最大接続数」

■

125 ページの「ケーブル管理デバイス」

■

140 ページの「データケーブルの管理」

ケーブルの最大接続数
次の表に、ケーブルの可能な最大接続数を示します。
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種類

最大数

説明

SP

4 本のケーブルが必要です。

これらの SP ケーブルはサーバーの
前面に取り付けられ、4 本すべての
SP ケーブルが必須です。

EMS ネットワークケーブル

■

CAT5 (またはそれ以上) のシ
リアルケーブル 2 本。

■

CAT6 (またはそれ以上) の
ネットワークケーブル 2 本。

最大 32 本の CAT6A (またはそ
れ以上) のネットワークケーブル。
■

各 PDomain には少なくとも 1 本
のネットワークケーブルが必要です。

サーバーは、最大 16 個の
EMS モジュールを搭載できま
す。

■

各 EMS モジュールには、2 つ
の 10 GbE ポートがあります。

電源コード

6 本の電源コードが必要です。

サーバーを動作させるには 6 本の電
源コードが必要です。

PCIe 拡張スロット

ケーブルの最大数は構成によって
異なります。

64 個のロープロファイル PCIe 拡
張スロットを利用できます。必要な
ケーブルの数と種類は、取り付けら
れている PCIe カードに応じて異な
ります。

関連情報
■

20 ページの「物理ドメイン」

■

63 ページの「必須のケーブル接続とネットワークアドレス」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

130 ページの「電源コードを接続する」

■

138 ページの「EMS ネットワークケーブルを接続する」

■

140 ページの「その他のデータケーブルを接続する」

ケーブル管理デバイス
サーバー構成および取り付けられている PCIe カードの数に応じて、複数のケーブルと電源
コードをケーブルトレイの上または床下のいずれかを通して配線することになります。
サーバーには、サーバーを通してケーブルをしっかりと配線できるようにするための、さまざま
なケーブルブラケット、フック、および支持具があります。

背面の電源コードとデータケーブルの接続
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番号

管理デバイス

説明

1

電源コード用支持具

結束バンドを使用して電源コードをこれらの支持具に固定します。

2

左のケーブルブラケット

このブラケットを使用してデータケーブルを上または下のどちらかに向かわ
せます。この図は、サーバーの上部を通してケーブルを上に向かわせるため
に上向きに取り付けられたブラケットを示しています。

3

ケーブルフック

これらのフックを使用してデータケーブルの重さを支えます。

4

ケーブルパーティション

ケーブルをケーブルフックの上に配線する場合は、結束バンドを使用して
データケーブルをこれらのパーティションに固定します。

5

右のケーブルブラケット

このブラケットは、電源コードをサーバーの下部を通して下に配線する場合
にのみ使用します。このブラケットは電源コードを下に向かわせます。

サーバーの下部を通してケーブルを下向きに配線する場合は、結束バンドを使用して背面
のケーブルチャネルにある固定用部品にケーブルを固定します。
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関連情報
■

103 ページの「SP ケーブルの固定」

■

123 ページの「背面のケーブル配線のオプション」

■

140 ページの「データケーブルの管理」

ケーブル配線ブラケットを準備する
サーバーを配線する前に、サーバー背面の上部にあるケーブル配線ブラケットを準備しま
す。左のケーブルブラケットはデータケーブルを固定し、右のケーブルブラケットは電源コード
を固定します。ケーブルを支えて配線するために、これらのブラケットを使用します。
注記 - ブラケットは工場で、左のケーブルブラケットは上向きに、右のケーブルブラケットは

下向きに取り付けられています。この配置では、データケーブルはサーバーの上部を通って
上へ出され、電源コードはサーバーの下部を通って下へ配線されます。データケーブルと電
源コードの配線をどのように計画するかによって、これらのブラケットの配置を変える必要
がある場合があります。
1.

サーバー背面と向き合い、背面ドアを開きます。

2.

電源コードをサーバーの上部を通して上へ配線するか、床を通して下へ配線するかを決
定します。

背面の電源コードとデータケーブルの接続
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ケーブル配線ブラケットを準備する

3.

■

電源コードを下向きに配線する場合は、右のケーブルブラケットはそのままにします。ス
テップ 5にスキップします。

■

電源コードを上向きに配線する場合は、次の手順で説明されるとおりに右のケーブル
ブラケットを取り外します。

T20 トルクスドライバを使用して、右のケーブルブラケットを固定している 3 本の M4X10
ねじを取り外します。
右のケーブルブラケットをサーバーから取り外し、ブラケットとねじを安全な場所に保管しま
す。

4.

128

データケーブルをサーバーの上部を通して上へ配線するか、床を通して下へ配線するかを
決定します。
■

データケーブルを上向きに配線する場合は、左のケーブルブラケットはそのままにして
ステップ 8にスキップします。

■

データケーブルを下向きに配線する場合は、次の手順に進み左のケーブルブラケット
の配置を変えます。
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5.

T20 トルクスドライバを使用して、左のケーブルブラケットを固定している 3 本の M4X10
ねじを取り外します。
次の手順のためにブラケットとねじを取り外して取っておきます。

6.

左のケーブルチャネルで下向きになるように左のケーブルブラケットの位置を合わせます。

7.

T20 トルクスドライバを使用して、3 本の M4X10 ねじで左のケーブルブラケットを左の
ケーブルチャネルに固定します。

8.

電源コードを接続して設置を続行します。
130 ページの「電源コードを接続する」を参照してください。

関連情報
■

123 ページの「背面のケーブル配線のオプション」

■

124 ページの「ケーブルの最大接続数」

■

125 ページの「ケーブル管理デバイス」

■

135 ページの「電源コードを固定する」

■

140 ページの「データケーブルの管理」

背面の電源コードとデータケーブルの接続
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電源コードを接続する

電源コードを接続する
注意 - サイトには、電源と電源コードの間に局所的な電源遮断 (回路遮断器など) がある

必要があります。電源コードを接続する前にこれらの回路遮断器がオフに設定されている
ことを確認してください。

注意 - サーバーを必ず電源グリッドのコンセントの近くに取り付けるようにし、万一緊急事態

で電源コードを取り外す必要がある場合にこれらのコンセントに簡単に近づけるようにして
おきます。

注意 - サーバーに電力を供給するうえで、このもっとも安全で推奨される方法は、電源の回

路遮断器がオフに設定されている間に電源コードを取り付けるというものです。回路遮断
器を利用できず施設の電源をオフにできない場合は、このとき単に電源コードを AC 入力
フィルターに接続してください。サーバーにはじめて電源を入れる場合は、IEC 60309 電源
コードプラグを、通電している施設の電源グリッドのソケットに接続してください。
サーバーは 6 本の電源コードから電力を受け取ります。サーバーは 2 つの独立した電源グ
リッドから電力を受け取るように設計されており、3 本の電源コードは 1 つ目の電源グリッ
ドから電力を受け取り、残り 3 本の電源コードは 2 つ目の電源グリッドから電力を受け取り
ます。6 本の電源コードをすべて接続する必要があります。
注記 - 電源コードの取り付けおよび保守作業を補助するため、電源コードの両端に AC 入

力フィルタの番号 (AC0、AC1、AC3 など) または施設に固有の番号の書かれたラベルを
付けてください。
1.

2.

電源コードを接続する準備をします。
■

39 ページの「電源コード仕様」を確認して、施設に適した電源コードを受け取ったこと
を確認します。

■

47 ページの「電源コードと電源装置の関係」を確認して、どの電源コードがどの電源に
電力を供給するかを理解します。

■

44 ページの「施設電源要件」を確認します。

■

49 ページの「回路遮断器の容量要件」を確認して、回路遮断器が施設の電力インフ
ラストラクチャーに対応することを確認します。

すべての回路遮断器が OFF の位置になっていることを確認します。
データセンターで回路遮断器を使用する具体的な手順については、施設の管理者または
有資格の技術者に問い合わせてください。
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3.

サーバー背面上部の 6 つの AC 入力フィルタを見つけます。
1 つ目の電源グリッドからの 3 本の電源コードを左の 3 つの AC 入力フィルタ
(AC0、AC1、および AC2) に接続し、2 つ目の電源グリッドからの 3 本の電源コードを右
の 3 つの AC 入力フィルタ (AC3、AC4、および AC5) に接続します。

4.

電源コードをサーバーの上部を通して上へ配線するか、下部を通して下へ配線するかを
決定します。
■

電源コードを上へ配線する場合は、ステップ 6に進みます。

■

電源コードを下へ配線する場合は、ステップ 5に進みます。

電源コードおよびデータケーブルの配線の詳細については、123 ページの「背面のケーブ
ル配線のオプション」を参照してください。
5.

電源コードを手に取り、その電源コードを右のケーブルチャネルから右のケーブルブラケッ
トに配線して、コードを左に曲げます。
電源コードプラグを AC0 のラベルの付いた左端の AC 入力フィルタに配線します。ステッ
プ 7に進みます。

背面の電源コードとデータケーブルの接続
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6.

電源コードを手に取り、サーバー上部の右端の開口部に電源コードプラグを通します。
電源コードプラグを AC0 とラベルの付いた左端の AC 入力フィルタに配線します。

7.

電源コードプラグを左端の AC 入力フィルタに押し込み、プラグが AC 入力フィルタにしっ
かり固定されるまでロックハンドルを持ち上げます。

132

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバー • 2014 年 12 月

電源コードを接続する

8.

結束バンドを使用して、AC 入力フィルタの上にある支持具に電源コードを固定します。
注記 - 結束バンドは締めすぎないようにして、電源コードの取り外しまたは AC 入力フィル

タの交換が必要になったときのために多少のたるみをもたせてください。ただし、電源コー
ドが AC 入力フィルタの下のケーブル管理フックに触れないようにしてください。これらの
フックは電源コードの重さを支えられません。
9.

電源コードを右に配線し、ケーブルをサーバーの上部を通して上へ配線するか、下部を通
して下へ配線するかを決定します。
■

電源コードを上へ配線する場合は、電源コードをサーバー上部から上に通します。

■

下へ配線する場合は、電源コードを右のケーブルチャネルに通します。そのまま電源
コードを右のケーブルチャネルに通し、サーバーの下の床への切り抜き部分に通します。

背面の電源コードとデータケーブルの接続
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10.

電源コードを施設の AC 電源に接続します。
データセンターで電源コードを接続する具体的な手順については、施設の管理者または有
資格の技術者に問い合わせてください。

11.

電源コードの両端、施設の AC 電源、および施設の回路遮断器に、AC 入力フィルタの番
号または施設に固有の番号の書かれたラベルを付けます。
これらのコンポーネントにラベル付けすることで、サーバーの保守作業後に電源コードを適切
な電源コンセントに戻すことができます。サーバーにはじめて電源を入れるときは、AC 入力
フィルタの順に各回路遮断器のスイッチをオンにします。
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注記 - 施設に固有の連番を使用してこれらのコンポーネントに番号を付けている場合は、そ

の後も各コンポーネントに関連付けられた AC 入力フィルタの番号を判別できることを確
認してください。
12.

残りの電源コードについて、ステップ 4 から ステップ 11 を繰り返します。
ケーブルは左から右に接続してください。各電源コードは正しい施設の AC 電源グリッドに
確実に接続してください。
注記 - 6 本の電源コードをすべて接続する必要があります。

13.

電源コードをサーバーに固定します。
手順については、135 ページの「電源コードを固定する」を参照してください。

関連情報
■

37 ページの「電力要件の確認」

■

125 ページの「ケーブル管理デバイス」

■

135 ページの「電源コードを固定する」

電源コードを固定する
電源コードをサーバーおよびサーバーの上または下にあるケーブル管理デバイスに固定しま
す。
1.

結束バンドを使用して、電源コードをサーバー上部にある支持具に固定します。
必要であれば結束バンドをさらに使用して、電源コードをサーバーの支持具に固定します。
注記 - 電源コードをケーブル管理フックに固定しないでください。これらのフックはデータケー

ブル用に設計されており、電源コードの重さを支えられません。

背面の電源コードとデータケーブルの接続

135

電源コードを固定する

2.

電源コードを右のケーブルチャネルから床への切り抜き部分に通して下へ配線している
場合は、ステップ 5にスキップします。
それ以外の場合は、次の手順に進みます。

3.

電源コードがサーバー上部後方の右端の開口部から上へ配線されていることを確認しま
す。

4.

電源コードをサーバーの上のケーブルトレイまたは類似のデバイスに固定します。
手順については、ケーブルトレイのドキュメントを参照してください。ステップ 9にスキップし
ます。

5.

電源コードが右のケーブルチャネルからサーバー下部を通って下へ配線されていることを
確認します。

6.

右のケーブルブラケットが右のケーブルチャネルに取り付けられていることを確認します。
手順については、127 ページの「ケーブル配線ブラケットを準備する」を参照してくださ
い。

7.

136

結束バンドを使用して、電源コードを右のケーブルブラケットおよび右チャネルのケーブル
固定部品に固定します。
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電源コードを固定する

電源コードがドアラッチブラケットの左に配線されていることを確認してください。
注記 - 電源コードを右のケーブルチャネルから下へ配線する場合は、電源コードに触れるこ

となく背面ドアラッチを閉じられるように十分なスペースがあることを確認してください。

8.

サーバーの下の隙間で、電源コードを施設のケーブル管理デバイスに固定します。
手順は施設の管理者に問い合わせてください。

9.

EMS ネットワークケーブルを接続して設置を続行します。
138 ページの「EMS ネットワークケーブルを接続する」を参照してください。

背面の電源コードとデータケーブルの接続
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EMS ネットワークケーブルを接続する

関連情報
■

37 ページの「電力要件の確認」

■

130 ページの「電源コードを接続する」

EMS ネットワークケーブルを接続する
各 EMS には、サーバーにネットワーク接続を提供する 2 つの 10 GbE RJ-45 ポート
(10GBASE-T) が搭載されています。
構成に応じて、少なくとも 1 本のカテゴリ 6A または 7 ネットワークケーブルを各
PDomain の EMS ポートに接続します。冗長性を実現するには、1 つの PDomain の
EMS から 2 本のネットワークケーブルをネットワーク上の 2 つの独立したネットワークスイッ
チまたはハブに接続します。
注記 - 10 GbE のネットワーク速度を実現するには、カテゴリ 6A またはカテゴリ 7 のネッ

トワークケーブルを使用する必要があり、ネットワークスイッチまたはハブが 10GBASE-T
Ethernet 規格をサポートしている必要があります。ネットワークケーブルの長さは 328 ft
(100 m) を超えてはいけません。

注意 - EMS スロットでは EMS モジュールのみがサポートされています。その他の PCIe

Express モジュールのこれらのスロットへの取り付けはサポートされておらず、サーバーおよ
び Express モジュールに損傷を与える場合があります。
1.

サーバー背面の EMS モジュールを見つけます。
EMS モジュールは、ハードドライブの上または下にある各 IOU に配置されています。

138
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EMS ネットワークケーブルを接続する

2.

カテゴリ 6A (またはそれ以上) のケーブルを、ネットワークスイッチまたはハブから EMS
の 10 GbE ポート 0 に接続します。

3.

サーバー構成によっては、必要に応じて別のカテゴリ 6A (またはそれ以上) のケーブル
を、ネットワークスイッチまたはハブからほかの EMS モジュールの残っている 10 GbE
ポートに接続します。

4.

ネットワークケーブルをサーバーに固定します。
140 ページの「データケーブルの管理」を参照してください。

関連情報
■

68 ページの「PDomain ケーブルとネットワークアドレス」

背面の電源コードとデータケーブルの接続

139

その他のデータケーブルを接続する

■

124 ページの「ケーブルの最大接続数」

■

140 ページの「データケーブルの管理」

その他のデータケーブルを接続する
1.

サーバー構成にオプションの PCIe カードが含まれている場合は、適切な I/O ケーブルを
それらのコネクタに接続します。
詳しい手順については、PCIe カードのドキュメントを参照してください。
注記 - PCIe ホットプラグキャリアを使用してオプションの PCIe カードを取り付ける手順に

ついては、『サーバーサービス』の I/O カードの保守に関するセクションを参照してください。
2.

該当する場合は、外部拡張ユニット、ストレージ製品、またはその他の周辺デバイスにケー
ブルを接続します。
適切な配線手順については、周辺デバイスのドキュメントを参照してください。

3.

ケーブルをサーバーに固定します。
140 ページの「データケーブルの管理」を参照してください。

関連情報
■

69 ページの「PCIe ネットワークインタフェースカード」

■

124 ページの「ケーブルの最大接続数」

■

140 ページの「データケーブルの管理」

■

周辺デバイスのドキュメント

データケーブルの管理
データケーブルをサーバーの上部を通して上へ配線するか、サーバーの下の床への切り抜き
部分を通して下へ配線するかを決定します。

140

配線の方向

リンク

サーバー上部を通して上へ

141 ページの「上へ配線されるケーブルを固定する」

サーバー下部を通して下へ

144 ページの「下へ配線されるケーブルを固定する」
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上へ配線されるケーブルを固定する

関連情報
■

123 ページの「背面のケーブル配線のオプション」

■

125 ページの「ケーブル管理デバイス」

■

127 ページの「ケーブル配線ブラケットを準備する」

■

103 ページの「SP ケーブルの固定」

上へ配線されるケーブルを固定する
データケーブルを上へ配線し、サーバーの上部から外へ出します。
1.

2.

次を完了したことを確認します。
■

サーバーのケーブル管理デバイスを確認する – 125 ページの「ケーブル管理デバイ
ス」を参照してください。

■

サーバーを設置場所に固定する – 91 ページの「サーバーの安定化」を参照してくださ
い。

■

左のケーブルブラケットが上向きの位置に取り付けられていることを確認する –
127 ページの「ケーブル配線ブラケットを準備する」を参照してください。

IOU の上にあるケーブルフックに向けて、データケーブルをサーバーの上へ配線します。

背面の電源コードとデータケーブルの接続

141

上へ配線されるケーブルを固定する

142

3.

データケーブルを左のケーブルブラケットを通してサーバーの上部から上に出します。

4.

結束バンドを使用して、データケーブルをケーブルパーティション、ケーブルフック、および
左のケーブルブラケットに固定します。
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上へ配線されるケーブルを固定する

5.

データケーブルをサーバーの上に取り付けられたケーブルトレイまたはデバイスに固定し
ます。
手順については、ケーブルトレイのドキュメントを参照してください。

関連情報
■

127 ページの「ケーブル配線ブラケットを準備する」

■

138 ページの「EMS ネットワークケーブルを接続する」

■

140 ページの「その他のデータケーブルを接続する」

背面の電源コードとデータケーブルの接続

143

下へ配線されるケーブルを固定する

下へ配線されるケーブルを固定する
データケーブルを、サーバーの下部を通して下へ配線して固定します。
1.

144

次を完了していることを確認します。
■

電源コードおよびデータケーブルを配線するために床に穴を開ける。寸法について
は、35 ページの「取り付け穴およびケーブルルーティング用の床の切り込みの仕様」を
参照してください。

■

サーバーを設置場所に固定する – 91 ページの「サーバーの安定化」を参照してくださ
い。

■

サーバーのケーブル管理デバイスを確認する – 125 ページの「ケーブル管理デバイ
ス」を参照してください。

■

左のケーブルブラケットが取り付けられていることを確認する – 127 ページの「ケー
ブル配線ブラケットを準備する」を参照してください。

2.

IOU の上にあるケーブルフックに向けて、データケーブルをサーバーの上へ配線します。

3.

データケーブルを左のケーブルブラケットに通し、左のケーブルチャネルからサーバーの
下部へと通します。
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下へ配線されるケーブルを固定する

4.

結束バンドを使用して、データケーブルをケーブルフックおよび左のケーブルブラケットに
固定します。

5.

結束バンドを使用して、データケーブルを左のケーブルチャネルの固定用部品に固定しま
す。

6.

サーバーの下の隙間で、データケーブルを施設のケーブル管理デバイスに固定します。
手順は施設の管理者に問い合わせてください。

関連情報
■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

138 ページの「EMS ネットワークケーブルを接続する」

■

140 ページの「その他のデータケーブルを接続する」

背面の電源コードとデータケーブルの接続

145
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サーバーへのはじめての電源投入

手順

説明

リンク

1

プリインストールされているソフトウェア環境を確認
します。

148 ページの「インストール済みのソフトウェア」

2

電源コードを確認してそれらが正しく取り付けられ、
固定されていることを確認します。

148 ページの「電源コードを点検する」

3

デュアル冗長 SP について理解し、2 つの SP の
SER MGT ポートをシリアル接続します。

149 ページの「デュアル冗長 SP」

4

設備の回路遮断器のスイッチをオンにして電源を
サーバーに供給します (スタンバイ電源モードになり
ます)。

151 ページの「施設の回路遮断器のスイッチをオンにする」

5

アクティブ SP にログインします。

155 ページの「アクティブ SP にログインする」

6

Oracle ILOM ソフトウェアに必要なネットワークア
ドレスを割り当て、サーバーの高度を設定します。

156 ページの「Oracle ILOM ネットワークアドレスを設定する」

Oracle ILOM コマンドを使用してサーバーの電
源を入れ、プリインストールされている Oracle
Solaris OS を構成します。

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

ソフトウェア環境を調査してテストします。

163 ページの「追加ソフトウェアの構成およびテスト」

7

8

150 ページの「端末またはエミュレータを SP SER MGT ポートに接
続する」

159 ページの「サーバーの高度を設定する」

161 ページの「Oracle Solaris OS の構成パラメータ」

関連情報
■

9 ページの「設置タスクの概要」

■

「サーバーの設置」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

サーバーへのはじめての電源投入

147

インストール済みのソフトウェア

インストール済みのソフトウェア
サーバーは 4 つすべての DCU を含む単一の PDomain として構成されています。この
PDomain は次のソフトウェアとともにインストールされています。
■

Oracle Solaris 11.1 OS

■

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェア

■

Oracle VTS ソフトウェア

2 つの SP には Oracle ILOM ファームウェアがプリインストールされています。
現在サポートされているソフトウェアおよびファームウェアのバージョンの一覧は、『SPARC
M5-32 および SPARC M6-32 サーバープロダクトノート』を参照してください。

関連情報
■

21 ページの「ファームウェアおよびソフトウェア環境について」

■

Oracle ILOM のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/ILOM/
docs)

■

Oracle Solaris 11.1 OS のドキュメント (http://www.oracle.com/
goto/Solaris11/docs)

■

Oracle VTS のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/VTS/
docs)

■

Oracle VM Server for SPARC のドキュメント (http://
www.oracle.com/goto/VM-SPARC/docs)

電源コードを点検する
電源コードを点検して、それらがサーバーに正しく接続されていることを確認します。
注記 - SP をシリアル端末または端末エミュレータ (PC またはワークステーション) に接続す

るまで回路遮断器の電源を入れないでください。最初に端末デバイスを SER MGT ポー
トに接続せずにサーバーの電源を入れると、システム電源投入時メッセージが表示されませ
ん。
1.

6 本の電源コードがサーバー背面にある AC 入力フィルタと施設の 2 つの電源グリッド
に確実に接続されていることを確認します。
各電源コードはサーバーと施設の AC 電源の間に個別の回路遮断器を持っている必要が
あります。
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デュアル冗長 SP

2.

AC 電源のすべての回路遮断器がオフに設定されていることを確認します。
データセンターで回路遮断器を使用する具体的な手順については、施設の管理者または
有資格の技術者に問い合わせてください。

3.

電源コードがサーバーおよび AC 電源グリッドの電源に確実に接続されていることを確認
します。
詳細については、次を参照してください。
■

130 ページの「電源コードを接続する」

■

135 ページの「電源コードを固定する」

注記 - 電源コードの両端および施設の電源コンセントにサーバーの AC 入力フィルタの番

号付きラベルが貼られていることを確認します。

4.

設置を続行します。
Oracle ILOM ソフトウェア環境を確認して、2 つの SP にシリアル接続を行います。
■

149 ページの「デュアル冗長 SP」

■

150 ページの「端末またはエミュレータを SP SER MGT ポートに接続する」

関連情報
■

37 ページの「電力要件の確認」

■

130 ページの「電源コードを接続する」

■

135 ページの「電源コードを固定する」

デュアル冗長 SP
サーバーには、サーバー前面に 1 組のデュアル冗長 SP (SP0 および SP1) があります。一
方の SP はサーバーを管理するためのアクティブ SP として機能し、もう一方は障害発生時
にアクティブ SP の役割を引き継ぐスタンバイ SP として動作します。
システムの電源を入れると、Oracle ILOM システムコンソールの制御下でブート処理が開
始されます。システムコンソールには、システムの起動中に実行されるファームウェアベース
のテストで生成されたステータスメッセージおよびエラーメッセージが表示されます。

サーバーへのはじめての電源投入

149

端末またはエミュレータを SP SER MGT ポートに接続する

注記 - これらのステータスメッセージとエラーメッセージを確認するには、サーバーの電源を入

れる前に、端末または端末エミュレータを 2 つの SP の SER MGT ポートに接続します。

システムコンソールによる低レベルのシステム診断が完了すると、アクティブ SP が初期化
され、より高いレベルの診断が実行されます。アクティブ SP の SER MGT ポートに接続さ
れた端末デバイスを使用して SP にアクセスすると、診断メッセージおよび起動メッセージ
が表示されます。
システムコンソールの構成の詳細については、『サーバー管理』および Oracle ILOM のド
キュメントを参照してください。

関連情報
■

『サーバー管理』、SP および SPP のガイドライン

■

17 ページの「SP および SPP」

■

64 ページの「SP ケーブル」

■

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

■

「前面 SP ケーブルの接続」

■

150 ページの「端末またはエミュレータを SP SER MGT ポートに接続する」

■

Oracle ILOM のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/ILOM/
docs)

端末またはエミュレータを SP SER MGT ポートに接続する
サーバーの電源をはじめて入れる前に、2 つの SP にシリアル接続を行います。これらのシ
リアル接続を行うと、電源グリッドの回路遮断器のスイッチをオンにしたときにシステムの
ステータスメッセージおよびエラーメッセージを表示できるようになります。
注記 - 最初に端末を SER MGT ポートに接続せずにサーバーの電源を入れると、システム

電源投入時メッセージが表示されません。
1.

ケーブルがサーバー前面にある 2 つの SP の SER MGT ポートに接続されていることを
確認します。
「前面 SP ケーブルの接続」を参照してください。

2.

150

端末または端末エミュレータ (PC またはワークステーション) を 2 つのシリアル接続部に
接続します。
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施設の回路遮断器のスイッチをオンにする

端末または端末エミュレータをこれらの設定で構成します。
■

9600 ボー

■

8 ビット

■

パリティーなし

■

ストップビット 1

■

ハンドシェークなし

注記 - ヌルモデム構成が必要で、DTE 間の通信で送受信の信号が逆になる (クロスされ

る) ことを意味します。付属の RJ-45 クロスアダプタと標準の RJ-45 ケーブルを使用して
ヌルモデル構成を実現できます。
3.

SP に接続されている端末デバイスの Enter または Return キーを押します。
このアクションによって、サーバーの SER MGT ポートへのシリアル接続が確立されます。

4.

施設の回路遮断器のスイッチをはじめてオンにして設置を続行します。
151 ページの「施設の回路遮断器のスイッチをオンにする」を参照してください。

関連情報
■

64 ページの「SP ケーブル」

■

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

■

101 ページの「SP ケーブルを接続する」

施設の回路遮断器のスイッチをオンにする
注意 - この手順では、施設の回路遮断器のスイッチをオンにして施設の電力をサーバーに

供給する、もっとも安全で推奨される方法について順に説明します。回路遮断器を利用で
きず施設の電源グリッドがオンになっている場合は、電源コード IEC 60309 のプラグを、
通電している施設の電源グリッドのソケットに AC 入力フィルタの順に接続します。
1.

サーバーが正しく設置され、固定されていることを確認します。
「サーバーの設置」を参照してください。

2.

データケーブルがサーバーに正しく接続されていることを確認します。
次のケーブルが接続されていることを確認します。

サーバーへのはじめての電源投入
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■

2 つの SP へのシリアルケーブルおよびネットワークケーブル – 「前面 SP ケーブルの
接続」

■

各 PDomain に少なくとも 1 本のネットワークケーブル – 138 ページの「EMS ネット
ワークケーブルを接続する」

■

周辺機器に必要なケーブル – 140 ページの「その他のデータケーブルを接続する」

注記 - 最初に端末デバイスを SER MGT ポートに接続せずにサーバーの電源を入れると、

システム電源投入時メッセージが表示されません。
3.

サーバーに接続されたすべてのストレージデバイス、拡張ボックス、または周辺機器の電
源を入れます。
手順については、周辺デバイスのドキュメントを参照してください。

4.

AC0 のラベルの付いた AC 入力フィルタに接続されたコードに電力を供給する電源グ
リッド回路遮断器のスイッチをオンにします。
データセンターで回路遮断器を使用する具体的な手順については、施設の管理者または
有資格の技術者に問い合わせてください。
注記 - 回路遮断器を利用できず施設の電源グリッドがオンになっている場合は、AC0 の

ラベルの付いた電源コード IEC 60309 のプラグを、通電している施設の電源グリッドのソ
ケットに接続します。
5.

サーバー前面で、PS5 および PS11 のラベルの付いた電源装置の電源が入っており、そ
れらの緑色の OK LED が点灯していることを確認します。
これら 2 つの電源装置が正常に動作していることを確認するまで次の手順に進まないで
ください。
注記 - 残りの電源装置の緑色の OK LED は、ステップ 6 で AC 電源を受け取るまでオフ

のままです。

注記 - サーバーは 1 つの電源装置に障害が発生しても 11 個の電源装置で動作できま

す。(サーバーは IOU コンポーネントを冷却するために 12 台の電源装置を備えている必要
があります。)適切な冷却および電源装置の冗長性のために、サーバーには 12 台の電源装
置が必要なため、障害が発生した電源装置はできるだけ早く交換してください。手順につ
いては、『サーバーサービス』の電源装置の保守に関するセクションを参照してください。
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6.

続けて AC 入力フィルタの順に電源グリッドの各回路遮断器のスイッチをオンにし、各回
路遮断器のスイッチをオンにしたあとで各電源装置の動作を検証します。
各回路遮断器のスイッチをオンにしたあと、対応する電源装置の緑色の OK LED が点灯
していることを確認します。次の表を使用して、どの AC 入力フィルタがどの電源装置に電
力を供給するかを判断します。詳細は、47 ページの「電源コードと電源装置の関係」を参照
してください。

AC 入力フィルタ

電源装置

AC0

PS5、PS11

AC1

PS4、PS10

AC2

PS3、PS9

AC3

PS2、PS8

AC4

PS1、PS7

AC5

PS0、PS6

サーバーへのはじめての電源投入
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注記 - 回路遮断器を利用できず施設の電源グリッドがオンになっている場合は、電源コー

ド IEC 60309 のプラグを、通電している施設の電源グリッドのソケットに AC 入力フィル
タの順に接続します。
7.

前面または背面の LED パネルのステータスインジケータを監視します。
AC 電源をサーバーに接続するとすぐに、2 つの SP のうち 1 つがアクティブ SP の役割を
担います。フロントパネルおよび背面パネルの SP LED は、アクティブ SP の電源投入時、
診断実行時、および Oracle ILOM ファームウェアの初期化時に点滅します。これらのス
テータスインジケータの説明は、12 ページの「システムステータス LED」を参照してくださ
い。

Oracle ILOM ファームウェアの初期化後に、フロントパネルおよび背面パネル SP LED
が点灯したままになり (前の図はフロントパネル SP LED を示す)、アクティブ SP 端末デ
バイスにログインプロンプトが表示されます。ホストは初期化されていないか、まだ電源が
入っていません。
8.

アクティブ SP にログインして設置を続行します。
155 ページの「アクティブ SP にログインする」を参照してください。

関連情報

154

■

37 ページの「電力要件の確認」

■

「背面の電源コードとデータケーブルの接続」

■

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

■

『サーバーサービス』、LED の解釈

SPARC M5-32 および SPARC M6-32 サーバー • 2014 年 12 月

アクティブ SP にログインする

アクティブ SP にログインする
施設の回路遮断器のスイッチをオンにすると、2 つの SP の一方がアクティブ SP の役
割を担い、もう一方の SP がスタンバイ SP の役割を担います。設置を続行するには、アク

ティブ SP を通してローカルシリアル接続経由で Oracle ILOM ソフトウェアにログインす
る必要があります。
1.

2 つの SP にシリアル接続が確立されており、サーバーがスタンバイ電源で動作している
ことを確認します。
参照先:

2.

■

150 ページの「端末またはエミュレータを SP SER MGT ポートに接続する」

■

151 ページの「施設の回路遮断器のスイッチをオンにする」

アクティブ SP に接続されている端末または端末エミュレータを判断します。
Oracle ILOM ソフトウェアの初期化中は、アクティブ SP に接続されている端末にシステ
ムのステータスメッセージが表示されます。この端末には、Oracle ILOM のログインプロン
プトも表示されます。
XXXXXXXXXXXXXXXX login:

3.

changeme パスワードでアクティブ SP にルートユーザーとしてログインします。

サーバーには、Oracle ILOM ソフトウェアに最初にログインするときに使用するルートユー
ザーアカウントがあります。このアカウントは、Oracle ILOM のすべての機能、関数、および
コマンドに対する管理者権限 (読み書き権限) を保有しています。
注記 - 承認されていないアクセスを防ぐために、ルートアカウントのパスワードをできるだけ

早く変更してください。手順については、Oracle ILOM のドキュメントを参照してください。

xxxxxxxxxxxxxxx login: root
Password: changeme

4.

アクティブ SP に接続していることを確認します。
-> show /SP/redundancy
status = Active
■

status

コマンドが status = Active と表示する場合は、アクティブ SP にログインしていま
す。

サーバーへのはじめての電源投入
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■

コマンドが status = Standby と表示する場合は、スタンバイ SP にログインしてい
ます。
exit と入力してスタンバイ SP からログアウトし、ほかの端末または端末エミュレータ
を使用してアクティブ SP にログインします。

■

コマンドが status = Standalone と表示する場合は、アクティブ SP にログインし
ていますが、スタンバイ SP が応答に失敗したかネットワークへの参加に失敗していま
す。
障害が発生した SP の交換手順については、『サーバーサービス』の SP の保守に関す
るセクションを参照してください。

5.

IP アドレスを SP コンポーネントに割り当てて設置を続行します。
156 ページの「Oracle ILOM ネットワークアドレスを設定する」を参照してください。

関連情報
■

『サーバー管理』、サーバーへのアクセス

■

149 ページの「デュアル冗長 SP」

■

64 ページの「SP ケーブル」

■

67 ページの「SP ネットワークアドレス」

■

Oracle ILOM のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/ILOM/
docs)

Oracle ILOM ネットワークアドレスを設定する
SP は DHCP をサポートしていません。サーバーの電源をはじめて入れる前に、次のコン
ポーネントに静的ネットワークアドレスを割り当てる必要があります。

156

■

SP0 – SP0 の NET MGT ポート

■

SP1 – SP1 の NET MGT ポート

■

Active_SP – アクティブ SP。アクティブ SP に障害が発生した場合、スタンバイ SP
にこのアドレスが割り当てられます。

■

HOST0 – PDomain0-SPP ホストの IP アドレス。サーバーは 1 つの PDomain と
して構成されているため、1 つのホストのみにアドレスが必要です。サーバーを再構成
して複数の PDomains を持つ場合、ネットワークアドレスをこれらのほかのホストに割
り当てる必要があります。『サーバー管理』の SP ネットワークの構成に関するセクション
を参照してください。
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Web インタフェースまたはコマンド行インタフェースのいずれかを使用してネットワーク接続
経由で Oracle ILOM ソフトウェアにアクセスするには、これらのネットワークアドレスを構
成する必要があります。
1.

アクティブ SP にログインしていることを確認します。
155 ページの「アクティブ SP にログインする」を参照してください。

2.

すべての SP アドレスのゲートウェイ IP アドレスを設定します。
-> set /SP/network pendingipgateway=xxx.xxx.xxx.xxx
Set "pendingipgateway" to "xxx.xxx.xxx.xxx"

3.

すべての SP アドレスのネットマスク IP アドレスを設定します。
-> set /SP/network pendingipnetmask=255.255.255.0
Set "pendingipnetmask" to "255.255.255.0"

この例では、255.255.255.0 を使用してネットマスクを設定します。使用しているネット

ワーク環境のサブネットでは、異なるネットマスクが必要になる場合があります。使用してい
る環境にもっとも適したネットマスクの数値を使用してください。
4.

SP コンポーネントに必要な IP アドレスを割り当てます。
■

アクティブ SP:

->

set /SP/network/ACTIVE_SP/

pendingipaddress=xxx.xxx.xxx.xxx

Set "pendingipaddress" to "xxx.xxx.xxx.xxx "

■

SP0:

->

set /SP/network/SP0/ pendingipaddress=xxx.xxx.xxx.xxx

Set "pendingipaddress" to "xxx.xxx.xxx.xxx"

■

SP1:

->

set /SP/network/SP1/ pendingipaddress=xxx.xxx.xxx.xxx

Set "pendingipaddress" to "xxx.xxx.xxx.xxx "

■

HOST0 (PDomain0-SPP):

サーバーへのはじめての電源投入
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->

set /SP/network/HOST0/ pendingipaddress=xxx.xxx.xxx.xxx

Set "pendingipaddress" to "xxx.xxx.xxx.xxx "

5.

ネットワークアドレスが正しく設定されていることを確認します。
簡潔にするため、この例では IP アドレスプロパティーの出力のみを示しています。

show /SP/network -level 2 -output table
pendingipaddress pendingipnetmask pendingipgateway

->

/SP/network -level 2 -output table pendingipaddress pendingipnetmask
pendingipgateway
Target
| Property
| Value
--------------------+------------------------+-----------------/SP/network/
| pendingipaddress
| xxx.xxx.xxx.xxx
ACTIVE_SP
|
|
/SP/network/HOST0
| pendingipaddress
| xxx.xxx.xxx.xxx
/SP/network/HOST1
| pendingipaddress
| xxx.xxx.xxx.xxx
/SP/network/HOST2
| pendingipaddress
| xxx.xxx.xxx.xxx
/SP/network/HOST3
| pendingipaddress
| xxx.xxx.xxx.xxx
/SP/network/SP0
| pendingipaddress
| xxx.xxx.xxx.xxx
/SP/network/SP1
| pendingipaddress
| xxx.xxx.xxx.xxx
. . . . . . .
->

注記 - 新しい IP アドレスを有効にするには、アドレスの設定後に Oracle ILOM プロンプ
トで set /SP/network commitpending=true コマンドを入力する必要があります。
6.

IP アドレスを表示して、それらが更新されていることを確認します。

show /SP/network -level 2 -output table ipaddress ipnetmask
ipgateway

->

7.

サーバーの高度を指定して設置を続行します。
159 ページの「サーバーの高度を設定する」を参照してください。

関連情報

158

■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

Oracle ILOM のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/ILOM/
docs)
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サーバーの高度を設定する
サーバーがファンの速度を調整したり、その高度に必要な周辺環境条件をモニタリングした
りできるように、サーバーの高度を設定する必要があります。
SP system_altitude プロパティーを使用してサーバーの高度を設定します。このプロパ

ティーは、デフォルトで 200 m に設定されています。

system_altitude プロパティーを設定すると、サーバーが温度のしきい値を調整して吸気

温度の異常をより正確に検出できるようになります。ただし、システム高度を設定しなくて
も、サーバーは CMP 温度などの空気温度の異常を検出して応答します。
1.

アクティブ SP にログインしていることを確認します。
155 ページの「アクティブ SP にログインする」を参照してください。

2.

OpenBoot PROM (ok) プロンプトが表示される場合は、キーシーケンス #. を入力して
Oracle ILOM (->) プロンプトを表示します。
ok
->

3.

#.

次のコマンドを入力してサーバーの高度を設定します。
->

set /SP system_altitude=altitude

altitude は、データセンターの高度 (m) で置き換えます。可能な値は 0 - 3000 m です。
4.

サーバーの電源を入れて設置を続行します。
160 ページの「サーバーの電源を入れる」を参照します。

関連情報
■

155 ページの「アクティブ SP にログインする」

■

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

■

Oracle ILOM のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/ILOM/
docs)
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サーバーの電源を入れる
SP コンポーネントのネットワークアドレスを構成したあと、Oracle ILOM プロンプトではじ
めてサーバーに電源を入れます。このタスクにはアクティブ SP への 2 つの接続 (シリアル
接続を使用するものとネットワーク接続を使用するもの) が必要です。
1.

シリアル接続経由でアクティブ SP にログインしていることを確認します。
155 ページの「アクティブ SP にログインする」を参照してください。

2.

OpenBoot PROM (ok) プロンプトが表示される場合は、キーシーケンス #. を入力して
Oracle ILOM (->) プロンプトを表示します。
ok
->

3.

#.

シリアル接続を使用して、PDomain_0 の電源を入れます。

-> start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST (y/n)

4.

y

ネットワーク接続経由でルートユーザーとしてアクティブ SP にログインします。
$

ssh root@Active-SP-ip-address

Active-SP-ip-address は、156 ページの「Oracle ILOM ネットワークアドレスを設定す
る」で設定したアクティブ SP の IP アドレスで置き換えます。プロンプトが表示されたら、デ
フォルトの root パスワード changeme を入力してログインします。詳細は、『Oracle ILOM
構成および保守用管理者ガイド』のローカルユーザーアカウントの構成に関するセクションを参
照してください。
5.

ネットワーク接続を使用して PDomain_0 コンソールに接続すると、メッセージが表示され
ます。

-> start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/console
Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/console (y/n)

y

PDomain_0 コンソールに接続すると、Oracle ILOM (->) プロンプトは表示されなくなり
ます。
PDomain0 の初期設定には 30 分以上かかる場合があります。
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6.

(オプション) PDomain_0 の初期設定のステータスを表示するには、次のコマンドを入力
します。
->

show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST status

一定の間隔 (たとえば 10 分ごと) でこのコマンドを入力すると、PDomain_0 の初期設
定のステータスを確認できます。
7.

プロンプトが表示されたら、画面上の手順に従って PDomain_0 に Oracle Solaris OS
を構成します。

構成の確認を求めるプロンプトが数回表示されて、確認と変更を行うことができます。特
定の値に応答する方法が不明である場合は、デフォルトを受け入れて、あとで Oracle
Solaris OS が実行されているときに変更できます。
161 ページの「Oracle Solaris OS の構成パラメータ」を参照し、詳細についてはドキュ
メント『Oracle Solaris 11.1 システムのインストール』を参照してください。
http://docs.oracle.com/cd/E26502_01/html/E28980
8.

PDomain0 に Oracle Solaris OS を構成したら、Oracle Solaris OS および Oracle
ILOM のその他の機能について調べます。
163 ページの「追加ソフトウェアの構成およびテスト」を参照してください。

関連情報
■

161 ページの「Oracle Solaris OS の構成パラメータ」

■

『サーバー管理』、サーバー、ドメイン、およびデバイスの制御

■

Oracle ILOM のドキュメント (http://www.oracle.com/goto/ILOM/
docs)

■

Oracle Solaris 11 OS のドキュメント (http://www.oracle.com/
goto/Solaris11/docs)

Oracle Solaris OS の構成パラメータ
Oracle Solaris OS の構成時に、次の構成パラメータの入力を求めるプロンプトが表示さ
れます。これらの設定の詳細については、Oracle Solaris のドキュメントを参照してくださ
い。
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パラメータ

説明

Language

表示された言語の一覧から番号を選択します。

Locale

表示されたロケールの一覧から番号を選択します。

Terminal Type

使用している端末デバイスに対応する端末のタイプを選択します。

Network?

「Yes」を選択します。

Multiple Network Interfaces

構成する予定のネットワークインタフェースを選択します。不明な場合は、一覧の先頭を選
択します。

DHCP?

使用しているネットワーク環境に応じて、「Yes」または「No」を選択します。

Host Name

サーバーのホスト名を入力します。

IP Address

この Ethernet インタフェースの IP アドレスを入力します。

Subnet?

使用しているネットワーク環境に応じて、「Yes」または「No」を選択します。

Subnet Netmask

Subnet? の答えが「Yes」だった場合は、使用しているネットワーク環境のサブネットのネッ
トマスクを入力します。

IPv6?

IPv6 を使用するかどうかを指定します。不明である場合は、「No」を選択して IPv4 用の
Ethernet インタフェースを構成します。

Security Policy

標準の UNIX セキュリティー (No) または Kerberos セキュリティー (Yes) のいずれかを
選択します。不明である場合は、「No」を選択します。

Confirm

プロンプトが表示されたら、画面の情報を確認し、必要に応じて変更します。それ以外の場
合は続行します。

Name Service

ネットワーク環境に応じて、ネームサービスを選択します。
注記 - 「None」以外のネームサービスを選択すると、追加のネームサービスの構成情報の
入力を求めるプロンプトが表示されます。

NFSv4 Domain Name

使用している環境に応じて、ドメイン名構成のタイプを選択します。不明である場合は、
「Use the NFSv4 domain derived by the system」を選択します。

Time Zone (Continent)

該当する大陸を選択します。

Time Zone (Country or Region)

該当する国または地域を選択します。

Time Zone

タイムゾーンを選択します。

Date and Time

デフォルトの日付と時間を受け入れるか、値を変更します。

root Password

root パスワードを 2 回入力します。このパスワードは、このサーバーの Oracle Solaris OS

のスーパーユーザーアカウント用です。このパスワードは、SP のパスワードではありません。

関連情報
■
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追加ソフトウェアの構成およびテスト

■

Oracle Solaris 11 OS のドキュメント (http://www.oracle.com/
goto/Solaris11/docs)

追加ソフトウェアの構成およびテスト
サーバーの電源を入れたあとに実行できるオプションのソフトウェアのテスト、構成、および
管理タスクについては次のリンクを参照してください。

タスク

ドキュメントのリンク

プリインストールされている Oracle VTS ソフトウェアを使用し
ているサーバーハードウェアを検証します。Oracle VTS 診断テ
ストは、サーバー上のハードウェアコントローラおよびデバイスの
機能を検証します。

Oracle VTS のドキュメント:
http://www.oracle.com/goto/VTS/docs

Oracle VTS ソフトウェアのデフォルトの実行をエクササイザ
モードで実行すると、サーバーの機能が検証されます。詳細は、
Oracle VTS のドキュメントを参照してください。
Oracle ILOM ソフトウェアを構成して次を行います。

『サーバー管理』

■

PDomains を作成して管理する

Oracle ILOM のドキュメント:

■

Oracle ILOM ユーザーを割り当てて管理する

■

KVMS デバイスをリダイレクトする

http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs

■

サーバー全体または特定の PDomain の電源をオン/オ
フする

システムファームウェアを更新します

『サーバー管理』、「ファームウェアの更新」

Oracle Solaris 11.1 OS について調べ、構成します。

Oracle Solaris 11.1 OS ドキュメント:
http://www.oracle.com/goto/Solaris11/docs
次のような特定のトピックについては、上記の Oracle Solaris ド
キュメントのリンクを参照してください。

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアを使用して論理
ドメイン (仮想サーバー) を作成して管理します。個別の論理ド
メインでさまざまなアプリケーションを実行でき、パフォーマンス
および安全性のために分離した状態を維持できます。

■

Oracle Solaris リリースノート

■

インストール

■

一般的な管理タスク

■

ソフトウェアの更新

■

セキュリティー

■

Oracle Solaris ゾーン

Oracle VM Server for SPARC のドキュメント:
http://www.oracle.com/goto/VM-SPARC/docs

サーバーへのはじめての電源投入
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追加ソフトウェアの構成およびテスト

タスク

ドキュメントのリンク

Oracle Enterprise Manager Ops Center ソフトウェアを
使用して、単一のユーザーインタフェースからオペレーティング
システム、仮想化テクノロジ、Oracle サーバー、ストレージ、およ
びネットワークのモニタリング、パッチ適用、プロビジョニング、
仮想化、およびサポートを行います。

Oracle Enterprise Manager Ops Center のドキュメント:
http://www.oracle.com/technetwork/
documentation/index.html#em

関連情報
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■

63 ページの「ネットワークアドレスの計画」

■

148 ページの「インストール済みのソフトウェア」

■

160 ページの「サーバーの電源を入れる」

■

161 ページの「Oracle Solaris OS の構成パラメータ」
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用語集

A
AC 入力フィ
ルタ

サーバー電源コードの AC コンセント。

B
有限
PDomain

1 台の DCU に制限された種類の PDomain。有限 PDomain は通常、すべてのリ
ソースが単一の DCU にローカルであるために、より高いパフォーマンスを示します。有限
PDomain は SSB 障害の影響を受けません。有限 PDomain には最大 8 つの CMP を
含めることができます。
PDomain、CMP、およびSSBも参照してください。

BoB

オンボードのメモリーバッファー。DIMM と CMP の間でデータを転送する CMU ボード上
の ASIC。

C
CAR

PCIe ホットプラグキャリアのラベル。

CFM

立方フィート/分。

CLK

クロックボードのラベル。サーバーには 2 つのデュアル冗長クロックボードが組み込まれて
います。

CMP

チップ多重処理。各 CMU には CMP プロセッサが 2 台あります。サーバーには、最大 32
個の CMP を搭載できます。

CMU

CPU メモリーユニット。各 CMU には、CMP が 2 台 および DIMM スロットが 2 セット
あります。

D
DCM

ドメイン構成管理。DCM は、エンタープライズクラスシステムの物理ドメインにおけるボー
ドの再構成を指します。

用語集
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DCU

DCU

ドメイン構成可能ユニット。各 DCU には、2 台または 4 台の CMU および 1 台の IOU
があります。物理ドメインの最小構成単位です。

DHCP

動的ホスト構成プロトコル。トランスミッションコントロールプロトコル/インターネットプロトコ
ル (TCP/IP) ネットワークで IP アドレスをクライアントに自動的に割り当てるソフトウェア。

DIMM

デュアルインラインメモリーモジュール。

E
EMI

電磁干渉。

EMS

Express Module SAS。各 EMS には 10GBASE-T ネットワーク接続が 2 つ備わってお
り、サーバー上の 4 台のハードドライブにアクセスできます。

ESD

静電放電。

F
FMA

障害管理アーキテクチャー。SPから障害の通知を生成します。FMA は、エラー処理、障害
診断、および応答の 3 つのシステムアクティビティーを提供します。

FRU

現場交換可能ユニット。

G
GB

G バイト。1G バイト = 1024M バイト。

GbE

ギガビット Ethernet。

H
HDD

ハードディスクドライブ。Oracle Solaris OS の出力では、HDD は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 (SSD) を指すことがあります。

I
ILOM

Oracle ILOMを参照してください。

IOU

I/O ユニット。サーバーには、DCU ごとに 1 台、最大 4 台の IOU が搭載されていま
す。各 IOU は、最大 16 個の PCIe スロット、4 つの EMS モジュール上に 8 つの
10GBASE-T ポート、および 8 台のハードドライブをサポートしています。
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PDomain

K
KVMS

キーボード、ビデオ、マウス、ストレージ。

KW

キロワット。

L
論理ドメイン

リソースの個別の論理的なグループで構成される仮想マシンであり、単一のコンピュータシ
ステム内に独自のオペレーティングシステムと識別情報を保有します。

L-L

線間。線間電圧は、AC 発電機の任意の 2 つの相間の電圧です。

N
NET MGT

SP 上のネットワーク管理ポート。

O
OpenBoot

サーバーにインストールされ、各種の診断タスクを実行するためのインタフェースを提供する
ファームウェア。

Oracle ILOM

Oracle Integrated Lights-Out Manager (Oracle ILOM) ファームウェア。

Oracle
Solaris OS

Oracle Solaris オペレーティングシステム。

Oracle VTS

Oracle Validation Test Suite。システムの動作テストの実行、ハードウェアの検証の提
供、および障害が発生する可能性のあるコンポーネントの特定を行うアプリケーション。

P
PCIe

Peripheral Component Interconnect Express。

PCIe ホットプ
ラグキャリア

PCIe カードをサーバー内に取り付けて収容するために使用されるエンクロージャー。

PDomain

物理ドメイン。各 PDomain は、障害の切り分けとセキュリティーの目的でハードウェア領
域が完全に隔離された、個別に構成可能でブート可能なエンティティーです。サポートされ
る PDomain の最大数は 4 で、これは DCU の数と同じです。PDomain の最小数は 1
つで、これはシステム内の利用可能なすべての DCU で構成できます。
PDomain 内の DCU は、SSB 経由でサーバー内のほかの DCU と通信します。SSB が
失敗すると、PDomain の可用性に影響します。有限 PDomain は 1 つの DCU に制限
されており、SSB 障害の影響を受けません。

用語集
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PDomain-SPP

有限 PDomain、DCU、およびSSBも参照してください。
PDomainSPP

物理ドメインを先導する SPP。PDomain-SPP はタスクを管理し、その物理ドメインに
rKVMS サービスを提供します。

POST

電源投入時自己診断。サーバーのブート時に実行される診断。

PSDB

電源システム配電盤。

PSH

予測的自己修復。サーバーの健全性を継続的に監視し、必要に応じて Oracle ILOM と
連携して障害の発生したコンポーネントをオフラインにする Oracle Solaris OS テクノロ
ジ。

R
rKVMS

リモートのキーボード、ビデオ、マウス、およびストレージ。

RMS

2 乗平均平方根。

S
スケーラビリ
ティー

スケーラビリティーとは、サーバーの物理的な構成可能ハードウェア (DCUを参照) を組み
合わせて 1 つ以上の論理グループ (PDomainを参照) を作成することで、サーバーの処
理能力を向上させる (またはスケールアップする) 機能です。

SAS

Serial Attached SCSI。

SATA

Serial Advance Technology Attachment (シリアル ATA)。

SER MGT

SP 上のシリアル管理ポート。

SP

サービスプロセッサ。冗長性を確保するために、サーバーには 2 つのサービスプロセッサが
あり、1 つがアクティブで 1 つがスタンバイになっています。

SPP

サービスプロセッサプロキシ。各 PDomain を管理するために SPP が 1 つ 割り当てら
れます。SPP は環境センサーを監視し、DCU 内部の CMU、メモリーコントローラ、および
DIMM を管理します。
PDomain-SPPを参照してください。

SSB

スケーラビリティースイッチボード。

SSD

ソリッドステートドライブ。

SSH

セキュアシェル。システムまたはサービスプロセッサにログインしてコマンドを実行するため
のプログラム。
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WWN

T
トルクス

6 つの先端を持つ星形パターンで特徴付けられるねじの頭の種類。

TB

T バイト。1T バイト = 1024G バイト。

U
UPS

無停電電源装置。

V
VAC

交流電圧。

VLAN

仮想ローカルエリアネットワーク。

VTS

Oracle VTSを参照してください。

W
WWN

World Wide Name。

用語集
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あ

アース
要件, 49
アクティブ SP
ステータス, 155
説明, 64, 149
電源投入, 154
ネットワークアドレス, 68, 156
ログイン, 155
上げ床
ケーブルの切り込み, 35
固定部品, 95
サーバーの荷重, 35
重量に関する考慮事項, 34
搬入経路, 61
冷却, 55
安全のための情報, 73
インストール
Oracle Solaris OS パラメータ, 161
インストール後のタスク, 163
奥行き
梱包時, 59
開梱時, 31
温度
高度別, 51
周囲
測定, 57
範囲, 51
順応, 60
冷却, 54, 55

か

概要
機能, 10
サーバー, 10
回路遮断器, 46
オフに切り替え, 130
スイッチオン, 151
トリップまでの時間に関する要件, 50

容量, 49
ローカルの電源切り離し装置, 42
ガス状や粒子状物質に関するガイドライン, 53
環境要件, 51
管理, ケーブル, 125
キックプレート
取り付け, 97, 110, 115
取り外し, 95, 107, 111
機能, 10
基板 I/O ボード 参照 EMS
キャスタ
寸法, 33
旋回, 82
金属プレート, 床の隙間を越える, 86
金属プレートを使用して隙間を埋める, 86
金属プレートを使用して隙間を越える, 86
銀の反応速度, 53
クロスアダプタ, RJ-45, 151
クロックボード
位置, 14
傾斜要件, 51, 61
傾斜路, サーバーを上げ下げする, 88
ケーブルチャネル
固定用部品, 126
右, 135
ケーブルパーティション, 126
ケーブルフック
位置, 126
ケーブル, 固定, 145
ケーブルブラケット, 16, 126
工具, 必須, 73
構成
Oracle Solaris OS, 161
構成パラメータ, Oracle Solaris OS, 161
高度
温度範囲, 51
設定, 159
中国の規制, 51
要件, 51
固定部品
取り付け, 95
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取り付け穴, 35
開梱中に保管, 80
固定用部品, ケーブルチャネル, 126
コンセント、施設の電源, 42
コンポーネント
背面, 16
フロント, 14

さ

サーバー
PDomain, 電源投入, 160
安定化, 91
移動, 81
受け取り, 79
押す, 84
金属プレートを使用して隙間を埋める, 86
傾斜路, 使用, 88
高度, 設定, 159
消費電力量, 38
隙間, 53
寸法
出荷時, 59
開梱時, 31
取り扱い上の注意, 71
サーバーの移動
傾斜路を上げ下げ, 88
設置場所へ, 83
注意事項, 85
床の隙間を越える, 86
サーバーの荷下ろし, 79
サーバーを押す, 84
サービスプロセッサプロキシ 参照 SPP
システム
LED, 12
施設電源
要件, 44
施設の電源
コンセント, 42
中性点でアース, 46
電源投入, 151
湿度
勾配速度, 51
測定, 57
要件, 51
周囲温度
測定, 57
範囲, 51
重量
梱包時, 59
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出荷用コンテナのみ, 59
電源コード, 59
開梱時, 31
出荷用コンテナ
サーバーの開梱, 80
順応, 60
寸法, 59
搬入経路, 61
開梱場所, 62, 80
順応時間, 79
仕様
キャスタ, 33
サーバー, 31
出荷用コンテナ, 59
設置領域, 32
高さ調整脚, 33
電源コード, 39
電源装置, 37
取り付け穴, 35
開梱場所, 62
保守領域, 32
障害 LED, 12
衝撃要件, 51
シリアル接続, 150
振動要件, 51
隙間, 金属プレートを使用して越える, 86
隙間, 通気要件, 53
スケーラビリティースイッチボード 参照 SSB
スタンバイ SP, 64, 149
説明, 64
寸法
キャスタ, 33
固定部品の穴, 35
サーバー, 31
出荷用コンテナ, 59
設置領域, 32
高さ調整脚, 33
床の切り込み, 35
静電気防止用リストストラップ, 74
接地
ESD リストストラップ用ジャック, 13
設置
サーバーの移動, 83
サーバーの受け取り, 79
静電気防止用リストストラップ, 74
タスクの概要, 9
場所の準備, 78
必要な工具, 73
必要な装置, 73
領域, 32
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設置の準備
全般的なガイドライン, 30
チェックリスト, 27
場所, 77
設置場所の準備 参照 設置の準備
相対湿度, 51
ソフトウェア, プリインストール, 148

た

大気汚染物質, 最大許容量, 52
高さ
出荷時, 59
開梱時, 31
高さ調整脚
位置, 14, 16
寸法, 33
縮める, 93
伸ばす, 91
タスクの概要, 設置, 9
端末設定, 151
チェックリスト, 設置場所の準備, 27
通気要件, 53
データケーブル
上へ配線, 141
ケーブルの固定, 140-145, 145
下へ配線, 144
電源
回路遮断器, 151
施設の要件, 44
電源グリッド
AC 入力フィルタの割り当て, 131
電源投入, 151
無停電電源装置, 45
要件, 44
電源コード
IEC 60309 4 極ソケット, 42
IEC 60309 5 極ソケット, 44
IEC 60309 IP67 4 極プラグ, 41
IEC 60309 IP67 5 極プラグ, 42
アース要件, 49
上へ配線, 131, 136
固定, 135
支持具, 126
下へ配線, 132, 136
重量, 59
仕様, 39
接続, 130
中性線, 41
デュアル電源グリッド, 44

点検, 148
電源装置との関係, 47
ドアラッチ, 避ける, 137
長さ, 41
ラベル付け, 134
電源システム配電盤 参照 PSDB
電源装置
AC 電圧範囲, 38
AC 入力フィルタとの関係, 153
位置, 14
周波数, 38
出力, 38
仕様, 37
電源コードとの関係, 47
容量, 38
天井の通気口, 冷却, 54
電力
計算機能, 37, 38
消費量
サーバー, 38
電源装置, 37
ドア
電源コード, ラッチを避ける, 137
取り付け, 118
取り外し, 103
銅の反応速度, 53
突入電流, 38
ドメイン構成可能ユニット 参照 DCU
取り扱い上の注意, 71
取り付け
オプションのコンポーネント, 98
キックプレート, 97, 110, 115
ドア, 118
トリムパネル, 116
取り付けブラケット
位置, 15, 16
取り外し
キックプレート, 95, 107, 111
ドア, 103
トリムパネル, 111
トリムパネル
SP ケーブルの配線, 113
取り付け, 116
取り外し, 111

な

長さ
ドア閉鎖時, 31
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ハードドライブ
位置, 16
配線
EMS, 138
NET MGT ポート, 102
PCIe カード, 140
PDomain, 138
SER MGT ポート, 101, 150
SP ケーブル, 64, 101
上へ配線, 111
下へ配線, 106
上へ配線, 123, 141
管理デバイス, 125
下へ配線, 123, 144
準備, 127
接続
最大, 124
必須, 63
その他のデータケーブル, 140
電源コード
固定, 135
接続, 130
ネットワークアドレス, 63
ネットワークケーブル, 138
背面のケーブル配線, 123
床の穴の寸法, 35
要件, 63
背面 LED パネル
位置, 16
説明, 12
幅
梱包時, 59
開梱時, 31
搬入口の要件, 60
左ケーブルブラケット
位置, 16
左のケーブルブラケット
位置, 126
ケーブル, 固定, 142, 145
準備, 127
左のデータチャネル, 145
開梱
サーバー, 80
場所, 62
ファンモジュール
位置, 14
物理的な寸法, 31
物理ドメイン 参照 PDomain
プロセッサ, 11

174

フロント LED パネル
位置, 14
説明, 12
放熱, 53
保守領域, 32

ま

右ケーブルブラケット
位置, 16
右のケーブルブラケット
位置, 126
準備, 127
無停電電源装置, 45

や

有限 PDomain
説明, 21
要件
環境, 51
銀の反応速度, 53
周囲温度, 51
順応, 60
衝撃, 51
振動, 51
相対湿度, 51
大気汚染物質, 52
通気, 53
銅の反応速度, 53
搬入口, 60
搬入経路, 61
放熱, 53
冷却, 54

ら

リストストラップ, 設置, 74
領域, 設置, 32
冷却
穴の開いた床タイル, 55
天井の通気口, 54
要件, 54
ログイン
アクティブ SP, 155
論理ドメイン
説明, 23
ドキュメント, 163
ネットワークアドレス, 64, 70
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EMS の配線, 138
PCIe カードの配線, 140
配線, 下配線, 144
配線, 上へ配線, 141
パーティション, 126

わ

避雷器, 46

A

AC 入力フィルタ
位置, 16, 131
電源コード, 接続, 132
電源装置との関係, 47, 153
番号付け, 131

C

CMU
位置, 16
定義, 17
CPU メモリーユニット 参照 CMU

D

DCU
コンポーネント, 17
説明, 17
半分配置, 19
フル配置, 19
DHCP, Oracle ILOM, サポートされていない, 68
DHCP, Oracle ILOM, サポートなし, 156

E

EMS
位置, 16
ネットワークアドレス, 69
配線, 138
Enterprise Manager Ops Center, 24
ESD
接地ジャック, 13, 14, 16
接地用ジャック, 74
注意事項, 72
リストストラップ, 74
Express モジュール SAS 参照 EMS

I

I/O ボード
位置, 16
ILOM 参照 Oracle ILOM
IOU

L

LDom 参照 論理ドメイン
LED
OK, 12
SP, 13, 154
システム, 12
障害, 12
説明, 12

N

NET MGT ポート
説明, 65
ネットワークアドレス, 67, 156
配線, 102

O

OK LED, 12
OpenBoot PROM
説明, 22
プロンプト, 160
Ops Center, 24
Oracle Enterprise Manager Ops Center, 24
Oracle ILOM
DHCP がサポートされていない, 68
DHCP のサポートなし, 156
root パスワード, 155
system_altitude プロパティー, 159
アクティブ SP, ログイン, 155
高度, 設定, 159
初期化, 154
説明, 22
タスク, 追加, 163
ドキュメント, 163
ネットワークアドレス
表示, 158
割り当て, 156
プリインストール, 148
プロンプト, 155
Oracle Solaris OS
構成, 161
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構成パラメータ, 161
調べる, 163
説明, 23
ドキュメント, 163
ネットワークアドレス, 69
パラメータ, 161
プリインストール, 148
リンク, 163
Oracle VM Server for SPARC
説明, 23
ドキュメント, 163
ネットワークアドレス, 70
プリインストール, 148
Oracle VTS
ドキュメント, 163
プリインストール, 148

P

PCIe カード
ネットワークアドレス, 69
PCIe ホットプラグキャリア
位置, 16
PDomain-SPP
ネットワークアドレス
必須, 68
割り当て, 156
PDomain
説明, 20
電源
投入, 160
ネットワークアドレス
説明, 68
割り当て, 156
有限 PDomain, 21
PS 参照 電源装置
PSDB
位置, 14

R

RJ-45 クロスアダプタ, 151
root パスワード, Oracle ILOM, 155

配線, 101
service processor 参照 SP

set /SP system_altitude コマンド, 159
set /SP/network コマンド, 157
show /SP/network コマンド, 158

Solaris 参照 Oracle Solaris OS
SP
, 149
DHCP がサポートされていない, 68
LED, 13, 154
NET MGT ポート
説明, 65
配線, 150
root パスワード, 155
SER MGT ポート
説明, 65
配線, 150
アクティブ SP, 64
クロスアダプタ, 151
ケーブル, 接続, 101
ケーブルの固定, 103-122, 122
ケーブルを下へ配線してキックプレートを通す,
106
ケーブルをトリムパネルに沿って上へ配線する,
113
高度, 設定, 159
シリアル端末、接続, 151
スタンバイ SP, 64, 149
説明, 17, 64
デュアル冗長, 64, 149
二重冗長, 17
ネットワーク
アドレス, 64, 67, 156
トポロジ, 65
プロンプト, 155
ログイン, 155
SPP
PDomain-SPP, 65
位置, 16
説明, 17
ネットワークアドレス, 68
SSB
PDomain のパフォーマンス, 21
位置, 15
start コマンド, 160
system_altitude プロパティー, 159

S

SER MGT ポート, 65
ケーブルの接続, 150
説明, 65
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