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第 1 章 ネットワーク環境のセットアップと

ツールのインストール 
この章では、Cisco C880 サーバの外部ネットワーク環境と管理ツールのインストールについて説明します。 

1.1 外部ネットワーク構成 
次の図に、Cisco C880 サーバの外部ネットワーク構成を示します。 

図 1.1 外部ネットワーク構成 

 
 

番号 説明 
（1） SW 冗長性 
（2） チーミングによる冗長性（GLS または同等品） 
（3） スタンバイ側では無効 

次の表に、外部ネットワークを示します。文字の A、B、および C は 図 1.1 外部ネットワーク構成 のそれぞれに対応

します。 

表 1.1 外部ネットワークの名前と機能 

文字 外部ネットワーク名 機能 
A 管理 LAN -  MMB Web-UI/CLI 操作 

-  運用管理サーバ 
-  ビデオ リダイレクト 

B メンテナンス LAN -  FST（CE 端末）接続 
-  REMCS 接続 

C 運用 LAN（本番 LAN） ジョブ処理用 
ユーザ ポート用の LAN ケーブルと REMCS ポート用の LAN ケーブルを別々のハブに接続するか、VLAN を使用し

てそれらを分離します。 
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1.2 外部ネットワーク（管理 LAN/メンテナンス LAN/本番 LAN）の設

定方法 
Cisco C880 サーバは次の 3 種類の外部ネットワークに接続する必要があります。それぞれの外部ネットワークはセ

キュリティと負荷分散専用です。（図 1.1 外部ネットワーク構成 を参照）。 

- 管理 LAN 

- メンテナンス LAN 

- 本番 LAN 

（注） 
管理 LAN、本番 LAN、およびメンテナンス LAN が別々のサブネットに接続されていることを確認します。 
 
この項では、Cisco C880 サーバの IP アドレスについて説明します。 

1.2.1 Cisco C880 サーバで使用される IP アドレス 
Cisco C880 サーバ内の SB、IOU、および MMB ユニットのそれぞれがネットワーク インターフェイスを備えています。

これらのネットワーク インターフェイスのそれぞれのポートに IP アドレスを割り当てる必要があります。 
ポートに対して、Cisco C880 サーバの外部ネットワーク環境に適した IP アドレスを割り当てます。 
次に、ポートに割り当てられる IP アドレスについて説明します。 
表 1.2 Cisco C880 サーバの IP アドレス（MMB から設定された IP アドレス） に、MMB から設定された IP アドレス

を示します。表 1.3 Cisco C880 サーバの IP アドレス（パーティション に、オペレーティング システムから設定された 
IP アドレスを示します。 
表 1.2 Cisco C880 サーバの IP アドレス（MMB から設定された IP アドレス） 内の IP アドレスは、MMB 上の NIC
（ネットワーク インターフェイス コントローラ）に割り当てられます。各 NIC は、MMB 上のスイッチング ハブを介して 
MMB の SB または外部ネットワーク ポートに接続されます。MMB ファームウェアが IP アドレスを使用します。 
標準構成では MMB が 1 つだけです。2 つの MMB からなるデュアル MMB 構成では、両方の MMB に共通の仮想 
IP アドレスを割り当てます。仮想 IP アドレスに加えて、MMB ごとに 1 つずつの物理 IP アドレスを割り当てます。 

表 1.2 Cisco C880 サーバの IP アドレス（MMB から設定された IP アドレス） 

名前 NIC タイプ IP アドレスの

設定方法 
説明 

- 管理 LAN IP アドレス：MMB 仮想/物理 IP アドレス 
この IP アドレスは、MMB が管理 LAN に接続されている場合の通信に使用されます。物理 IP アドレスは各 MMB 
のユーザ ポートの NIC に割り当てられ、仮想 IP アドレスは二重化された MMB に共通に割り当てられます。仮想 IP  
アドレスは、管理 LAN 上の PC などからのアクセスに使用されます。仮想 IP はアクティブ MMB に継承されます。 
Virtual IP 
Address 

MMB（共通）
（*1） 

仮想 IP 
address 

MMB CLI ま
たは MMB 
Web-UI から
設定。 

管理 LAN に接続された PC がこの IP アドレス
を使用して（アクティブ）MMB と（Web、Telnet 
などを経由して）通信します。PC ユーザはアク
ティブな MMB（MMB#0 または MMB#1）を認識
する必要がありません。 

MMB#0 IP 
アドレス 

MMB#0（*1） 物理 
IP アドレス 

MMB CLI ま
たは MMB 
Web-UI から
設定。 

管理 LAN に接続された PC がこの IP アドレス
を使用して MMB#0 と通信します。（* 2） 

MMB#1 IP 
アドレス 

MMB#1（*1） 物理 
IP アドレス 

MMB CLI ま
たは MMB 
Web-UI から
設定。 

管理 LAN に接続された PC がこの IP アドレス
を使用して MMB#1 と通信します。（* 2） 

- メンテナンス LAN IP アドレス：メンテナンス IP アドレス 
この IP アドレスは、MMB がメンテナンス LAN に接続されている場合の通信に使用されます。 
Maintenance 
IP Address 

MMB（共通） 物理 IP ア
ドレス（*3） 

MMB CLI ま
たは MMB 
Web-UI から
設定。 

この IP アドレスは管理 LAN を使用しない 
REMCS との通信に使用されます。MMB は、
CE ポートに接続されたメンテナンス端末との 
通信にも IP アドレスを使用します。 
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名前 NIC タイプ IP アドレスの

設定方法 
説明 

- コンソール リダイレクト IP アドレス：コンソール リダイレクト IP アドレス 
コンソール リ
ダイレクト IP 
アドレス 

BMC 物理 IP ア
ドレス（*5） 

MMB Web-UI 
から設定。 

この IP アドレスは、管理 LAN 上の PC から各

パーティション内のコンソール リダイレクト機能

にアクセスするために使用されます。管理 LAN 
上の IP アドレスが各パーティションに割り当て

られます。 
*1 この 3 つのアドレスに同じサブネット アドレスを設定する必要があります。 
*2 サーバ管理者は通信用に指定された個別の IP アドレスを気にする必要がありません。 
*3 この IP アドレスはアクティブ MMB との通信専用です。 
*4 内部 LAN の通信網に接続され、外部ネットワークには接続されません。割り当てる IP アドレスは、管理 LAN、 

メンテナンス LAN、または本番 LAN とは別のサブネット上に存在する必要があります。デフォルト設定は 
172.30.0.1/24 で、別のサブネットと競合していなければ、変更する必要はありません。 

*5 この IP アドレスは BMC から提供されるコンソール リダイレクト機能にアクセスするためのものです。キャビネット

内部の BMC/MMB 間通信用の専用ネットワーク経由で MMB の管理 LAN 上のユーザ ポートから BMC にアク

セスします。 
MMB は NAT によって BMC のローカル IP アドレスを管理 LAN 上の IP アドレスに変更します。管理 LAN 上の 
PC から、BMC のコンソール リダイレクト機能が MMB 経由で使用されます。 

コメント 

- 「管理 LAN」、「メンテナンス LAN」（外部ネットワーク）、および「内部 LAN」（キャビネット LAN 内）に別々のサブ

ネットを割り当てる必要があります。 

- 「3. 内部 LAN」はキャビネット外部に公開されていないため、別のキャビネット内の「内部 LAN」用のものと同じサ

ブネットを使用できます。 

- 「コンソール リダイレクト」に割り当てられる IP アドレスには、「1.  管理 LAN」に割り当てられるものと同じサブ

ネットを使用する必要があります。 

- MMB は、内部通信用として次のサブネットを永続的に使用します。 
次のサブネットは指定できません。 
127.1.1.0/24 
127.1.2.0/24 
127.1.3.0/24 

各パーティション内の SB 上の PCH は、キャビネット内部の PCH/MMB 間通信 LAN に接続される 100 Mb イーサ

ネット ポートを備えています。オペレーティング システムが 100 Mb イーサネット ポートの IP アドレスを割り当てます。 

表 1.3 Cisco C880 サーバの IP アドレス（パーティション内のオペレーティング システムから設定） 

LAN ポート IP アドレスの設定方法 説明 
SB（PCH 内の NIC）

上の 100 MbE  
ポート（*1） 

各パーティション内の 
OS から設定。 

内部 LAN に接続された 100 MbE ポート。この IP アドレスと Cisco 
C880 サーバの表 1.2 Cisco C880 サーバの IP アドレス（MMB か
ら設定された IP アドレス） IP アドレス（MMB から設定される IP アド

レス）内の内部 LAN IP アドレスが同じサブネット上に存在します。 
IP アドレスは、各パーティションに割り当てる必要があります。 

IOU 内の LAN ポート 各パーティション内の 
OS から設定。 

これは、パーティション構成によって異なります。 

IOU または 
PCI_Box 内の PCI 
Express スロットに

取り付けられたネット

ワーク カード。 

各パーティション内の 
OS から設定。 

各ポートはキャビネット外部のネットワークに接続されます。関連す 
るパーティション内のポートに IP アドレスを割り当てる必要がありま

す。（実際の運用に使用するポートに IP アドレスを割り当てます）。 

 
*1 他のサブネット内の IP アドレスと競合しなければ、デフォルト IP アドレスを使用できます。 
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コメント 

- ホーム SB 上の PCH 内の NIC は内部 LAN 用のパーティションの NIC として使用されます。ネットワーク デバ

イス名は一意に定義されません。ホーム SB 上の PCH 内の NIC は、NIC に割り当てられたバス番号、デバイ

ス番号、および機能番号を使用して検索されます。 

- ホーム SB が予備 SB 機能に切り替わっても、内部 LAN は通信を継続できます。MMB はホーム SB 上の 
PCH 内の NIC の MAC アドレスを上書きして、SB が切り替わる前と同じ MAC アドレスを維持します。 
この MAC アドレスの場合は、一意の値が各パーティションに割り当てられ、システム FRU 情報として管理され

るため、キャビネット単位で一意になります。 

- IOU_10GbE では、GbE ポート速度の設定として「AutoNego」のみがサポートされます。 

1.3 管理 LAN 
ここでは、Cisco C880 サーバ用の管理 LAN の設定について説明します。 

1.3.1 管理 LAN の設定方法 
外部端末から MMB にアクセスするためのネットワークが管理 LAN です。 
MMB アクセスに関する管理 LAN 関連設定では、CLI または Web-UI の [Network Configuration] メニューを

使用します。ネットワーク設定の詳細については、1.1 外部ネットワーク構成を参照してください。 
次に、管理 LAN 構成の設定を示します。管理者特権を持っているユーザのみが管理 LAN 関連設定を行うこと

ができます。 

表 1.4 管理 LAN 構成の一部 

表示/設定項目 説明 
[Network Interface]：MMB アクセス用の IP アドレスとその他の設定 
Virtual IP Address 仮想 IP アドレス。デュアル MMB 構成では、MMB の切り替え中に IP アドレスが

継承されます。 
ホスト名/IP アドレス/サブネット マスク/ゲートウェイ アドレス 

MMB#0（MMB#1）IP Address MMB#0（MMB#1）の物理 IP アドレス。システムに取り付けられた MMB#0
（MMB#1）に対してこの IP アドレスを設定します。 
有効/無効の設定 
インターフェイス名/IP アドレス/サブネット マスク/ゲートウェイ アドレス 

DNS（オプション） オプション。使用されている DNS サーバの IP アドレスを指定します。デフォルト

は [Disabled] です。有効/無効の設定 
[IP Address]：DNS サーバ 1/DNS サーバ 2/DNS サーバ 3 

Management LAN 管理 LAN ポートの二重化を指定します。デフォルトは [Disabled] です。（#0 側の

ポートだけが有効になります）。 
有効/無効の設定 

Maintenance IP Address REMCS/CE ポートを指定します。デフォルトは [Disabled] です。有効/無効の設定 
IP アドレス/サブネット マスク /SMTP アドレス 

Internal LAN IP Address IP アドレス/サブネット マスク/ゲートウェイ アドレス  
内部（PCH/MMB 間）LAN の MMB 上の NIC を指定します。デフォルトは 
[Enable] と、指定された [IP Address] 値です。MMB はパーティション間の通信を

ブロックします。 
[Management LAN Port Configuration]：管理 LAN ポートの設定 
Speed/Duplex for MMB#0
（MMB#1） 

MMB#0（MMB#1）LAN ポートの速度/デュプレックス値を指定します。[Port]：
USER Port、Maintenance Port、REMCS Port 
[Setting value]：Auto（デフォルト）、100M/Full、100M/Half、10M/Full、10M/Half 
MMB ユーザ ポートが二重化されます。 
それぞれのポートで使用可能な設定は MMB ハードウェア構成によって異なります。 

[Network Protocols]：ネットワーク プロトコルの設定 
HTTP、HTTPS、Telnet、SSH、
SNMP 

プロトコル、ポート番号、およびタイムアウト時間を有効にするか、無効にするかを

指定します。 
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表示/設定項目 説明 
[SNMP Configuration]：SNMP 関連の設定 
SNMP Community SNMP システム情報とコミュニティ/ユーザ値を指定します。 

- [System Information]：SNMP のシステム位置とシステム接点の値を指定し

ます。また、[System] - [System Information] で指定されたシステム名も表示

します。 
- [Community]：最大 16 のコミュニティ/ユーザ項目を指定できます。各コミュニ

ティ/ユーザ項目には、アクセスが許可された IP アドレス、SNMP バージョン、

アクセス権限、および認証設定が含まれます。SNMP v3 に固有の設定で

は、[SNMP v3 Configuration] メニューを使用します。 
SNMP Trap SNMP トラップ宛先を指定します。 

最大 16 の宛先を設定できます。各トラップ宛先項目には、コミュニティ/ユーザ名、

宛先 IP アドレス、SNMP バージョン、および認証レベル設定が含まれます。 
- [Test Trap] ボタン：指定されたトラップ宛先にテスト トラップを送信します。 

[SNMP v3 Configuration]：SNMP v3 に固有の設定 
Engine ID エンジン ID を指定します。 

- ユーザの暗号化ハッシュ関数、認証パスフレーズ、および暗号化パスフレー

ズを入力します。 
[SSL]：SSL の設定 
Create CSR 秘密キーと署名の要求（CSR：証明書署名要求）を作成します。 

- [SSL certificate status]：SSL 証明書インストールの現在のステータスを表示

します。 
- [Key length]：秘密キーの長さ、1024 ビットまたは 2048 ビット 
- CSR に指定された所有者に関して入力された情報 
- 国、都道府県、市区町村、組織、部署、サーバ、電子メール アドレス 
- [Create CSR] ボタン：確認ダイアログボックスを表示します。[OK] をクリック

すると、新しい秘密キーと署名の要求が作成されます。完了後に、ダイアログ

ボックスが表示されます。[OK] をクリックすると、秘密キーが登録され、

[Export Key/CSR] ウィンドウに誘導されます。[Cancel] をクリックすると、作

成した秘密キーと CSR を廃棄するように指示されます。 
Export Key/CSR MMB 秘密キー/CSR（バックアップ）をエクスポートします。 

- [Export Key] ボタン：秘密キーをエクスポートします。 
- [Export CSR] ボタン：CSR をエクスポートします。 
（注） 
Firefox 4 以降を使用して [Export Key] ボタン/[Export CSR] ボタンをクリックする

と、保存確認ダイアログボックスがフラッシュされ、秘密キーがダウンロードできな

くなります。そのため、[Export Key/Export CSR] ウィンドウの操作中は Internet 
Explorer を使用してください。 

Import Certificate 認証局から送信された署名付き電子証明書をインポートします。ファイルをイン

ポートするには、ファイルを指定して、[Import] ボタンをクリックします。 
Create Selfsigned Certificate 自己署名証明書を作成します。 

- [SSL certificate status]：自己署名証明書のインストールの現在のステータス

を表示します。 
- [Term]：自己署名証明書の有効期間（日数）を指定します。 
- 他の設定は、[Create CSR] ウィンドウ上のものと同じです。 
- [Create Selfsigned Certificate] ボタン：自己署名証明書を作成します。 

[SSH]：SSH の設定 
Create SSH Server Key SSH サーバ秘密キーを作成します。 

-  [SSH Server Key Status]：SSH サーバ キーのインストールのステータスを表

示します。 
-  [Create SSH Server Key] ボタン：秘密キーを作成します。作成の完了後に、確

認ダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックすると、作成したキーがイ

ンストールされます。[Cancel] をクリックすると、キーが廃棄されます。 
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表示/設定項目 説明 
[Remote Server Management]：RMCP 経由の MMB のリモート制御に関するユーザ設定 
- [Edit User] ボタンを使用して、編集するユーザを選択します。すべてのユーザのデフォルト設定は [No Access] と 

[Disable] です。 
- [Edit User] で、ユーザ名、パスワード、権限、およびステータス（Enable/Disable）を編集できます。 
- ユーザへのアクセスを拒否するには、[Permission] を [No Access] に設定するか、[Status] を [Disable] に設定し

ます。 
[Access Control]：ネットワーク プロトコルに関するアクセス コントロールの設定 
[Add Filter]/[Edit Filter]/ 
[Remove Filter] ボタン 

フィルタを追加、編集、または削除します。 

[Edit Filter] ウィンドウ - [Protocol]：ターゲット プロトコル（HTTP/HTTPS/Telnet/SSH/SNMP）を選択

します。 
- [Access Control]：[Enable] または [Disable] を選択します。 
- [Disable]：IP アドレスによるアクセスを拒否します。 
- [Enable]：指定された IP アドレスのみによるアクセスを許可します。 
- [IP Address/Subnet Mask]：[Access Control] 設定が [Enable] の場合にの

み、この項目を指定できます。フィルタリングは、ここで指定された IP アドレス

のみによるアクセスを許可します。 
[Alarm E-Mail]：イベントの電子メール通知の設定 
Alarm E-Mail イベントの発生に関する電子メールを送信するかどうか（Enable/ Disable）の選択

に使用されます。 
From 差出人アドレス 
To 宛先アドレス 
SMTP Server SMTP サーバの IP アドレスまたは FQDN 
Subject 電子メールのタイトル 
[Filter] ボタン アラーム電子メール送信フィルタ設定の編集に使用されます。フィルタ設定で指定

されたイベントの発生が電子メールによって報告されます。ターゲット イベントのデ

フォルトはすべてのイベントです。 
- [Severity]：ターゲットの重大度（Error/Warning/Info） 
- [Partition]：ターゲット パーティション 
- [Unit]：ターゲット ユニット 
- [Source]：ターゲット ソース（CPU/DIMM/Chipset/Voltage/Temperature/ 

Other） 
[Test E-Mail] ボタン テスト電子メールを送信します。 
ビデオ リダイレクト/リモート ストレージ ネットワークの設定 
[Partition] - [Console 
Redirection Setup] メニュー 

ビデオ リダイレクト/リモート ストレージ ネットワークが MMB 経由でトラフィックを

中継するため、BMC IP アドレスがユーザに認識されません。ユーザは MMB の
管理 LAN 経由でシステムにアクセスします。 
ここで、ビデオ リダイレクト クライアント（Java アプレット）によるアクセスに使用さ

れる IP アドレスを指定します。指定されたアドレスと BMC IP アドレス間のアドレ

ス変換を MMB が処理します。 
 
パーティション側の管理 LAN の設定は、オペレーティング システム上で行われます。 
管理 LAN に使用される NIC に、IOU 上の LAN ポートが割り当てられます。以下が管理 LAN に使用されます。 

- IOU 内のオンボード LAN ポート。 

- IOU 内の PCI Express カード。 

管理 LAN のサブネットは、MMB 上の Web-UI/CLI で指定された MMB の仮想 IP アドレスと物理アドレスを共有します。 
管理 LAN と本番 LAN は同じサブネット上に設定できます。このような場合は、IP アドレスが MMB ユーザ ポートが

接続される LAN のサブネットに接続されたパーティション上の管理 LAN と本番 LAN の両方に割り当てられます。 
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1.4 メンテナンス LAN 

MMB はメンテナンス用に次の LAN ポートを提供します。 

表 1.5 メンテナンス LAN 

ポート 説明 コメント 
CE LAN メンテナンス作業で使用される FST（CE 端末）ポート 100Base-TX、RJ45 
REMCS LAN REMCS センターとの接続用（*） 100Base-TX、RJ45 

*：管理 LAN を使用しない REMCS 接続用 
MMB 上のスイッチング ハブのポート ベースの VLAN 機能が CE ポートと REMCS ポート間の通信をブロックしま

す。次に、MMB のメンテナンス LAN と REMCS LAN の概要を示します。 

図 1.2 MMB のメンテナンス LAN と REMCS LAN 

 

メンテナンス LAN は MMB の Web-UI または CLI を使用して設定されます。メンテナンス LAN のサブネットは、管

理 LAN や本番 LAN 用のなどの他のサブネットと分離する必要がありますMMB が二重化されている場合は、メンテ

ナンス LAN がアクティブ側の MMB にしかアクセスできません。スタンバイ MMB 上の NIC は無効になります。 
コメント 
Cisco C880 サーバ内のアクティブ MMB とスタンバイ MMB のそれぞれが、メンテナンスに使用される CE 端末

ポートと REMCS 通知用の LAN ポートを備えています。ポート経由の通信は、アクティブ MMB 上のみ有効になり、

スタンバイ MMB 上では無効になります。フィールド エンジニアが、システムのインストール中にメンテナンス LAN と 
REMCS LAN を設定します。 
メンテナンス IP は、指定されたアドレスを持つ 1 つのゲートウェイしか通過できません。 

1.5 本番 LAN 

この項では、Cisco C880 サーバ用の本番 LAN の設定について説明します。 

1.5.1 本番 LAN の概要 
IOU には本番 LAN 用の LAN ポートが含まれています。 
必要に応じて、IOU と PCI_Box 上の PCI Express スロットに追加の LAN カードを取り付けて、それらのポートを本

番 LAN に使用できます。 
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1.6 管理ツールの動作条件と使い方 
この項では、管理ツールの動作条件と使い方について説明します。 

1.6.1 MMB 
MMB Web-UI の動作条件は次のとおりです。 

サポートされている Web ブラウザ 
Firefox バージョン 20 以降（オペレーティング システム：Windows または Linux） 
Internet Explorer バージョン 8 以降（オペレーティング システム：Windows） 

 

Web-UI ログイン ユーザの最大数 
一度に最大 16 人のユーザが Web-UI にログインできます。他のユーザがログインしようとしたときにすでに 16 人の

ユーザがログインしていた場合は、警告ダイアログボックスが表示され、ログインの試みが拒否されます。 
MMB Web-UI ログイン手順は次のとおりです。 

1. Web ブラウザで MMB の URL を指定して MMB に接続します。 
>> [Login] ウィンドウが表示されます。 

2. ユーザ名とパスワードを入力します。 
>> [Web-UI] ウィンドウ（[System] - [System Status]）が表示されます。 

MMB ユーザ特権 
ユーザ特権は、ユーザ アカウントで保持される MMB 操作特権のレベルを指定します。 
管理者特権を持つユーザだけが、ユーザ アカウントを作成、削除、または変更できます。 

MMB 上での NTP クライアント機能の設定 
Cisco C880 サーバでは、MMB が NTP クライアントとして機能して、外部 NTP サーバとの同期を保証します。 

1.6.2 リモート操作（BMC） 
サポートされている Web ブラウザ 

Firefox バージョン 20 以降（オペレーティング システム：Windows または Linux） 
Internet Explorer バージョン 8 以降（オペレーティング システム：Windows） 

 

必要な Java ランタイム環境 
Java 6 以降 
注意 

- オペレーティング システムが Windows Vista 以降と Windows Server 2008 以降の端末の場合は、[UAC 
(User Account Control)] または [UAP (User Account Protection)] を [Disabled] に設定するか、ブラウザを管

理者権限で起動します。 

- ビデオ リダイレクトと仮想メディアの場合は、ネットワークがプロキシ経由で接続されていると、接続が確立されない

ことがあります。このような場合は、プロキシ経由のネットワーク接続を回避するようにブラウザ設定を変更します。 

- Internet Explorer を使用してビデオ ダイレクト機能を開始するには、Ctrl キーを押しながらマウスをクリックしま

す。次のメッセージが表示されても、Ctrl キーを押しながらマウスをクリックします。 

- Internet Explorer のステータス バーに表示されるメッセージ 
「Pop-up blocked.」（ポップアップ ウィンドウが開くのを許可するには、Ctrl キーを押しながらマウスをクリックしま

す）。Firefox を使用している場合は、マウスをクリックするだけで接続を確立できます。 

- ビデオ リダイレクト接続を確立しようとして「java.net.SocketException: Malformed reply from SOCKS server」
が表示された場合は、次のブラウザ設定を行ってください。 
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- Internet Explorer の場合： 

1. [Tools] - [Internet Options] - [Connection] タブ - [LAN Settings] - [Proxy Server] - [Advanced] の順に

選択します。 

2. [Use the same proxy server for all protocols] をオフにします。 

3. [Socks] フィールドを消去します。 

- FireFox の場合： 

1. [Tools] - [Options] - [Network] タブ - [Connection Settings] の順に選択します。 

2. [Manual proxy configuration] をオンにします。 

3. [Use this proxy server for all protocols] をオフにします。 

4. [SOCKS] フィールドを消去します。 

- ビデオ リダイレクト接続を確立しようとしたとき、または、ビデオ リダイレクト接続中にウィンドウが最大化される場

合があります。このような場合は、端末の環境に適したウィンドウ サイズに変更します。 

 

最大接続数 
次に、リモート操作（BMC）機能を使用した接続の最大数を示します。 

表 1.6 リモート操作機能を使用した接続の最大数 

項目 説明 
ビデオ リダイレクト 最大 2 人のユーザが同時に接続できます。ただし、操作を実行できるのは 1 人の

ユーザだけです。他のユーザは情報を参照することしかできません。 
仮想メディア 最大 2 つのデバイスをフロッピー、CD または DVD、ハードディスク ドライブに個

別に接続できます。 
個々の BMC 機能の BMC インストールに関する動作条件は次のとおりです。 

動作環境の設定 
ネットワーク環境のビデオ リダイレクトと仮想メディアに適切な設定を作成する必要があります。MMB Web-UI の 
[Console Redirection Setup] ウィンドウで、IP アドレスとサブネット マスクを設定し、ビデオ リダイレクトと仮想メディ

アの有効または無効を設定します。 

ビデオ リダイレクト 
ビデオ リダイレクト機能を使用すれば、ユーザは遠隔地からパーティション側のウィンドウにアクセスできます。 
ユーザが MMB Web-UI の [Console Redirect] ウィンドウからビデオ リダイレクトを開始すると、Java アプレットが

ユーザの端末に送信されます。Java アプレットを介して、LAN に送信された VGA 出力が端末に表示されます。 
端末のマウスまたはキーボードを使用したユーザ入力は、LAN 経由でパーティションにルーティングされます。 
ビデオ リダイレクト機能のリストを以下に示します。 
（注） 

- ビデオ リダイレクト用の端末で DNS サーバにアクセスできない場合は、DNS サーバのアドレスをセットアップし

ないでください。 

- 同じユーザ端末で複数のパーティションの仮想メディアを使用することはできません。 

表 1.7 ビデオ リダイレクト機能のリスト 

機能 説明 （注） 
ウィンドウ 一時停止、ズームイン、ズームアウ

ト、言語選択などの画面表示の操作

を実行します。 

 

キーボード 端末 PC のキーボードを使用して、

キーボードを操作します。 
特殊キーは直接使用できません。 

仮想キーボード 仮想キーボードを表示して操作します。  
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機能 説明 （注） 
マウス 端末 PC のマウスを使用して、マウス

を操作します。 
パーティション内のマウス ポインタと

端末 PC 内のマウス ポインタが同時

に移動します。 
端末 PC でのマウスの表示を有効ま

たは無効に設定できます。 
マウスの位置は、次回の位置が前回

のアクションによって計算される「相

対モード」または直交座標である「絶

対モード」に設定できます。 

 

特殊キー Ctrl、Alt、および Windows キーの

キー操作を送信します。Lock キーは 
Ctrl、Alt、または Windows キーを押

下します。 

 

電源 パーティションの電源をオン/オフにす

るか、パーティションを再起動します。 
 

次に、ビデオ リダイレクト用の接続構成の図を示します。 

図 1.3 ビデオ リダイレクト用の接続構成 

 
 

番号 説明 
（1） USB キーボード エミュレーションとマウス エミュレーション 
（2） ビデオ リダイレクト 

次に、ビデオ リダイレクトの操作シーケンスを示します。 

図 1.4 ビデオ リダイレクトの操作シーケンス 
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図の（1）～（5）は次の操作を示します。 

(1) ブラウザで MMB Web-UI にログインします。 

(2) ウィンドウを表示して、ビデオ リダイレクトを開始します。 

(3) キーボードとマウスを使用して、[Video Redirection] ウィンドウからパーティション操作を実行できます。 

(4) ビデオ リダイレクト用の Java アプレットを介してパーティション操作を実行できます。 

(5) ビデオ リダイレクトを終了します。 

次に、[Video Redirection] ウィンドウの例を示します。 

図 1.5 [Video Redirection] ウィンドウ 

 

表 1.8 [Video redirection] ウィンドウのメニュー バー 

メニュー バー 説明 
Video  
 Pause Redirection [Video redirection] ウィンドウの一時停止を実行します。 

Resume Redirection [Video redirection] ウィンドウの一時停止を解除します。 
Refresh Video [Video redirection] ウィンドウを更新します。 
Turn ON Host Display Video ホスト モニタ上のビデオ操作を表示します。 
Turn OFF Host Display ホスト モニタ上のビデオ操作を表示します。 
Low Bandwidth Mode [Video redirection] ウィンドウのピクセル単位のビット数

（bpp）を設定します。 
 Normal 「Normal」に設定します。 

8 bpp 「8 bpp」に設定します。 
8 bpp B&W 「8 bpp モノクロ」に設定します。 
16 bpp 「16 bpp」に設定します。 

Capture Screen [Video redirection] ウィンドウをキャプチャします。 
画面が jpeg 形式で端末 PC に保存されます。 

Full Screen [Video redirection] ウィンドウを最大化します。 
クライアントとホストの解像度を同じにする必要があります。 

Start Record [Video redirection] ウィンドウの記録を開始します。 
ビデオが avi の形式で端末 PC に保存されます。 

Stop Record [Video redirection] ウィンドウの記録を停止します。 
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メニュー バー 説明 
Settings 記録時間や保存場所などの [Video redirection] の記録の

セットアップを実行します。 
Exit ビデオ リダイレクトを閉じます。 

Keyboard  
 Hold Right Ctrl Key 右 Ctrl キーを押下します。 

[RCTRL] ボタンが赤色に変わります。 
Hold Right Alt Key 右 Alt キーを押下します。 

[RALT] ボタンが赤色に変わります。 
Hold Left Ctrl Key 左 Ctrl キーを押下します。 

[LCTRL] ボタンが赤色に変わります。 
Hold Left Alt Key 左 Alt キーを押下します。 

[LALT] ボタンが赤色に変わります。 
Left Windows Key  
 Hold Down Windows キーを押下します。 

Press and Release Windows キーを押します。 
Right Windows Key  
 Hold Down Windows キーを押下します。 

Press and Release Windows キーを押します。 
Ctrl+Alt+Del Ctrl キー、Alt キー、および Del キーを同時に押します。 
Context Menu コンテキスト メニュー（ショートカット メニュー）を開きます。 
Hot Keys  
 Add Hot Keys ホット キー（ショートカット キー）を設定します。 
Host Physical Keyboard  
 Auto Detect 「自動検出」に設定します。 

物理的なキーボード タイプが自動的に検出されます。 
English(United States) 「英語（米国）」に設定します。 
French 「フランス語」に設定します。 
German(Germany) 「ドイツ語」に設定します。 
Japanese 「日本語」に設定します。 
Spanish 「スペイン語」に設定します。 

SoftKeyboard  
 English(United States) 「英語（米国）」に設定します。 

English(United Kingdom) 「英語（英国）」に設定します。 
Spanish 「スペイン語」に設定します。 
French 「フランス語」に設定します。 
German(Germany) 「ドイツ語（ドイツ）」に設定します。 
Italian 「イタリア語」に設定します。 
Danish 「デンマーク語」に設定します。 
Finnish 「フィンランド語」に設定します。 
German(Switzerland) 「ドイツ語（スイス）」に設定します。 
Norwegian(Norway) 「ノルウェー語」に設定します。 
Portuguese 「ポルトガル語」に設定します。 
Swedish 「スウェーデン語」に設定します。 
Hebrew 「ヘブライ語」に設定します。 
French(Belgium) 「フランス語（ベルギー）」に設定します。 
Dutch(Belgium) 「フランス語」に設定します。 
Russian(Russia) 「ロシア語」に設定します。 
Japanese(QWERTY) 「日本語（クワーティー）」に設定します。 
Japanese(Hiragana) 「日本語（ひらがな）」に設定します。 
Japanese(Katakana) 「日本語（カタカナ）」に設定します。 
Turkish - F 「トルコ語 - F」に設定します。 
Turkish - Q 「トルコ語 - Q」に設定します。 
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メニュー バー 説明 
Mouse  
 Show Cursor カーソルを表示します。 

Mouse Calibration マウス位置の調整を実行します。 
Show Host Cursor ホスト カーソルを表示します。 
Mouse Mode  
 Absolute mouse mode マウスを「絶対モード」に設定します。 

[Video redirection] ウィンドウのマウス ポインタが、端末 PC 
のマウス ポインタの絶対値に調整されます。 

Relative mouse mode マウスを「相対モード」に設定します。 
[Video redirection] ウィンドウのマウス ポインタが、端末 PC 
のマウスの以前の位置との差から計算される相対位置に調

整されます。 
Hide mouse mode（*1） マウスを「非表示モード」に設定します。 

このモードは、[Video redirection] のマウス ポインタのアク

ションが端末 PC のアクションと一致しない場合に使用する必

要があります。 
Options  
 Keyboard/Mouse Encryption キーボード データとマウス データを暗号化します。 

Window Size  
 Actual Size [Video redirection] ウィンドウのサイズを標準サイズ（100%）

に戻します。 
Fit to Client Resolution クライアント ウィンドウの解像度に合わせます。 
Fit to Host Resolution ホスト ウィンドウの解像度に合わせます。 

GUI Languages  
 DE - Deutsch メニュー表示を「ドイツ語」に設定します。 

EN - English メニュー表示を「英語」に設定します。 
JA - Japanese メニュー表示を「日本語」に設定します。 

Request Full Permission 「フル アクセス」の権限を意味する「フル仮想コンソール アクセ

ス」を要求します。この項目は、権限が「部分アクセス」（主に画

面を表示することしかできない）の場合にのみ表示されます。 
Media  
 Virtual Media Wizard 仮想メディアを設定します。 
Active Users  
 ： ビデオ リダイレクトを実行しているユーザを表示します。 
Power  
 Power On パーティションの電源をオンにします。 

Immediate Power Off パーティションの電源を即座にオフにします。 
Power Cycle パーティションの電源をオフにしてから、再度パーティションの

電源をオンにします。 
Press Power Button 電源ボタンを押します。 
Immediate Reset ハードウェア リセットを実行します。 
Pulse NMI NMI を発行します。 
Graceful Reset (Reboot) 正常なリセット（リブート）を実行します。 
Graceful Power off (Shutdown) 正常な電源オフ（シャットダウン）を実行します。 
Set Boot Options ブート オプションのセットアップを実行します。 

Help  
 About JViewer バージョン情報を表示します。 

[About JViewer] をクリックしたときに、JViewer 情報を表示

するダイアログボックスが表示されるまで数分かかる場合が

あります。 
その間は、ビデオ リダイレクトを操作できません。このような

場合は、ダイアログボックスが表示されるまでしばらく待つか、

タスク マネージャで javaw.exe タスクを停止してからビデオ 
リダイレクトを再起動してください。 

Server Information サーバの情報を表示します。 
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（*1） LSI WebBIOS のカーソルのアクションがマウス カーソルの実際のアクションに調整されるため、LSI WebBIOS 
を操作する場合はマウス モードを [Hide mouse mode] に設定します。 
2 つのディスプレイを使用して LSI WebBIOS をレガシー モードで操作する場合は、モニタ 1 のプライマリ ディ

スプレイを使用します。モニタ 2 のセカンダリ ディスプレイで [Hide mouse mode] に設定した場合は、カーソル

が移動しません。[Hide mouse mode] に設定した場合でも、プライマリ ディスプレイを使用して UEFI を問題なく

操作できます。 

表 1.9 [Video redirection] ウィンドウのツールバー メニュー 

ツールバー 説明 
[Resume Redirection] [Video redirection] ウィンドウの一時停止を解除します。 
[Pause Redirection] [Video redirection] ウィンドウの一時停止を実行します。 
[Full Screen] [Video redirection] ウィンドウを最大化します。 

クライアントとホストの解像度を同じにする必要があります。 
[Hard disk/USB] 仮想メディアを設定します。 
[Floppy] 仮想メディアを設定します。 
[CD/DVD] 仮想メディアを設定します。 
[Cursor] カーソルを表示します。 
[Softkeyboard] ソフトウェア キーボードを表示します。 
[Video Record] 記録時間や保存場所などの [Video redirection] の記録

のセットアップを実行します。 
[Hot Keys] ホット キー（ショートカット キー）を設定します。 
[Zoom] [Video redirection] ウィンドウをズームインまたはズーム

アウトします。 

表 1.10 [Video redirection] ウィンドウのステータス バー 

ステータス バー 説明 
[LALT] 左 Alt キーを押下します。 

[LALT] ボタンが赤色に変わります。 
[LCTRL] 左 Ctrl キーを押下します。 

[LCTRL] ボタンが赤色に変わります。 
[RALT] 右 Alt キーを押下します。 

[RALT] ボタンが赤色に変わります。 
[RCTRL] 右 Ctrl キーを押下します。 

[RCTRL] ボタンが赤色に変わります。 
[Num] 右 Num キーを押下します。 

[Num] ボタンが赤色に変わります。 
[Caps] 右 Caps キーを押下します。 

[Caps] ボタンが赤色に変わります。 
[Scroll] 右 Scroll キーを押下します。 

[Scroll] ボタンが赤色に変わります。 
（注） 

- サーバのウィンドウの解像度が 800 x 600 の場合は、ビデオ リダイレクトに表示されるウィンドウの一部が欠け

たり、Linux のインストール中にマウス カーソルの軌跡が残ったりすることがあります。 

- ビデオ リダイレクトの使用中に、デジタル署名が期限切れであることを示す警告メッセージが表示されることがあ

ります。この警告メッセージは Java アプリケーションの動作に影響しないため、[Execute] ボタンをクリックします。

ビデオ リダイレクトが接続されるたびにこの警告メッセージが表示されるのを避けるには、[Always trust content 
from this publisher] チェックボックスをオンにして、[Execute] ボタンをクリックします。 

- 端末と Cisco C880 サーバ間のネットワーク通信問題がセッション中断を引き起こすことによって、[Video Redirection] 
ウィンドウがユーザ操作に応答しない場合があります。この場合は、ウィンドウを正常に閉じることができません。ビデ

オ リダイレクトを強制終了してから、ネットワークに再接続します。 

- ビデオ リダイレクトの使用中に次の問題が発生した場合は、ビデオ リダイレクトを再接続してください。 

- ビデオ リダイレクトからの応答がなく、一切操作ができない。 

- ビデオ リダイレクト ウィンドウの表示が黒または「信号なし」のままである。 
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- ビデオ リダイレクトのエラー ダイアログが表示され、一切操作ができない。 

- ビデオ リダイレクトのウィンドウが勝手に切断される。 

ビデオ リダイレクトの接続方法を以下に示します。 

1. フル仮想コンソール アクセスを使用したビデオ リダイレクトによって、最初の端末 PC がパーティションに接続さ

れます。 

2. ビデオ リダイレクトで同じパーティションに接続すると、仮想コンソール アクセスへの許可を要求するメッセージが 
2 つ目の端末 PC に表示されます。 

図 1.6 2 つ目の端末 PC での仮想コンソールへのアクセスを要求するメッセージ 

 

3. 最初の端末 PC に、2 つ目の端末 PC の接続特権が選択されたウィンドウが表示されます。下の中から接続特

権を選択します。 

- [Allow Virtual Console] 
ビデオ リダイレクトのすべての操作を実行可能なフル仮想コンソール アクセスを許可します。 

- [Allow only Video] 
ビデオ リダイレクトの表示機能が実行可能なビデオのみを許可します。 

- [Deny Access] 
ビデオ リダイレクトへのアクセスを拒否します。 

30 秒が経過すると、[Allow Virtual Console] が選択されます。 

図 1.7 [Virtual Console Sharing Privileges] のポップアップ ウィンドウ 

 

4. 最初の端末 PC で選択された結果が表示されるポップアップ。 

- 最初の端末 PC の表示。 
[Allow only Video] 以外の選択の結果に応じて、次のようなウィンドウが表示されます。 

図 1.8 最初の端末 PC の [Allow Virtual Console] のポップアップ 

 

図 1.9 最初の端末 PC のタイムアウトのポップアップ 

 

- 2 つ目の端末 PC の表示。 
最初の端末 PC で選択された結果が 2 つ目の端末 PC に次のように表示されます。 
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図 1.10 2 つ目の端末 PC の [Allow Virtual Console] のポップアップ 

 

図 1.11 2 つ目の端末 PC の [Allow only video] のポップアップ 

 

図 1.12 2 つ目の端末 PC の [Deny Access] のポップアップ 

 

図 1.13 最初の端末 PC のタイムアウトのポップアップ 

 

- 3 つ目の端末 PC の表示 
3 つ目の端末 PC でビデオ リダイレクトを開こうとすると、接続数がビデオ リダイレクトの最大許容数に達してい

るため、他のビデオ リダイレクトを閉じてから再度接続するように指示するダイアログボックスが表示されます。 

図 1.14 2 つ目の端末 PC で接続の最大数に達した場合のポップアップ 

 

コンソール リダイレクト 
Cisco C880 サーバは、LAN 経由でパーティションからのシリアル出力をルーティングするためのコンソール リダイレ

クトを提供します。コンソール リダイレクトは IPMI v2.0 SOL（Serial Over LAN）の仕様に準拠しています。 
MMB CLI でパーティションを指定してコンソール コマンドを実行すると、そのパーティション上の COM ポートへのコ

ンソール出力がリダイレクトされます。端末からの入力がパーティション上の COM ポートに報告されます。 

テキスト コンソール リダイレクトの接続期間 
コンソール リダイレクトは特定のアイドル時間後に自動的に切断されます。コンソール コマンドによって、自動切断時

刻とタイムアウト値を設定できます。 

コンソール リダイレクトの接続方法 
注意 
コンソール リダイレクトがタイムアウトによって切断された場合は、次のメッセージが表示されます。 
「You have exceeded your idle time limit. Logging you off now.」 
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1. MMB CLI にログインして、接続するパーティションを指定します。 
接続するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「y」と入力します。 

図 1.15 パーティション #3 の設定例（1） 

 

2. 「Do you really want to start the Console Redirection (yes/no)?」というメッセージが表示されたら、「Yes」と入

力します。指定したパーティションに接続できます。 

図 1.16 パーティション #3 の設定例（2） 

 

3. 他のパーティションに接続する場合は、現在のコンソール リダイレクトを閉じてから再度ステップ 1 とステップ 2 
を実行します。コンソール リダイレクトを閉じるには、次の操作のいずれかを実行します。 

- Esc キーを押してから、( キーを押します。 

- ~ キーを押してから、. キーを押します。 
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コンソール リダイレクトの強制切断 
注意 
一度にコンソール リダイレクト機能の使用が許可されるのは 1 人のユーザだけです。 

1. 他のユーザによってこの機能が使用されている間に、この機能を使用して接続しようとすると、「Console 
Redirection already in use」というメッセージが表示されます。ウィンドウには次のように表示されます。 

図 1.17 コンソール リダイレクトの強制切断（1） 

 

2. すでに使用されていた他のユーザのコンソール リダイレクトを切断する場合は、「yes」と入力します。 
現在のユーザに代わってコンソール リダイレクトを使用できます。 
切断されたユーザの端末ソフトウェアに次のウィンドウが表示されます。 

図 1.18 コンソール リダイレクトの強制切断（2） 

 

仮想メディア 
仮想メディア機能を使用すれば、パーティションで、端末のフロッピー ディスク ドライブ、CD ドライブまたは DVD ドラ
イブ、および HDD デバイスまたは USB デバイスをストレージ デバイスとして共有できます。ISO イメージの場合は、

端末上の ISO イメージが、パーティション側でエミュレートされたドライブとして表示されます。 
デバイスごとに最大 2 つのデバイスを同時に使用できます。全部で最大 6 つのデバイスを同時に使用できます。 
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注意 

- オペレーティング システムが Windows Vista 以降と Windows Server 2008 以降の端末の場合は、[UAC 
(User Account Control)] または [UAP (User Account Protection)] を [Disabled] に設定するか、ブラウザを管

理者権限で起動します。 

- 運用端末がエクスプローラなどを使用して USB メモリにアクセスしている場合は、仮想メディアで接続可能なデ

バイスとして USB が認識されません。 

- 端末から仮想メディア機能を使用しているときに、青色の画面上に STOP エラー メッセージが表示されることが

あります。 
この青色の画面は次のような状況で端末に表示されます。 

- 次の Windows オペレーティング システムのいずれかを実行している端末からリモート ストレージ機能を使用

している。 

- Windows XP 

- Windows Vista 

- Windows 7 

- Windows Server 2008 R2 

- Windows Server 2012 

- リモート ストレージ デバイスとして 2 つの USB デバイスを使用している。 

1 つの USB デバイスだけを使用している場合は、この問題が発生しません。 
例：リモート ストレージ デバイスの 1 つが USB デバイスで、それ以外は iso イメージの場合。 
端末が Windows Vista または Windows Server 2008 上で動作している場合は、KB 974711 からの修正プログラム

を適用することによって、この問題を回避できます。詳細については、Microsoft サポート技術情報を参照してください。 
端末が Windows XP、Windows 7、または Windows Server 2008 R2 上で動作している場合は、1 つの USB デバ

イスのみを使用してください。 
Windows 7 または Windows Server 2008 R2 の詳細については、Microsoft サポート技術情報を参照してください。 
 
次に、リモート ストレージの接続構成図を示します。 

図 1.19 仮想メディア接続の構成 

 
 

番号 説明 
（1） USB マス ストレージ エミュレーション 

 
リモートで接続可能なデバイスを認識して表示するには、[Video Redirection] ウィンドウの [Media] メニューから 
[Virtual Media Wizard…] を選択します。リモートで接続可能なデバイスとして CD ドライブと DVD ドライブを認識さ

せるには、ドライブにメディアを挿入しておく必要があります。 
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図 1.20 [Virtual Media] ウィンドウ（1） 

 
 
次に、仮想メディア リスト ウィンドウで使用可能なボタンを示します。 

表 1.11 [Virtual Media] ウィンドウのボタン 

項目 説明 
[Browse] イメージ ファイルを仮想メディアとして追加します。 
[Connect]/[Disconnect] 選択されたデバイスのパーティションへの接続または

パーティションからの切断を行います。 
[Close] このウィンドウを閉じます。 

（注） 

- 仮想メディアに接続しながらメディアを交換する場合は、新しいメディアをセットした後に [Disconnect] ボタンをク

リックします。再度 [Connect] をクリックします。 

- [Video Redirection] ウィンドウが閉じると、すべてのデバイスがサーバから切断されます。また、デバイスがリス

トから削除されます。 

- メディアへ接続しているときに仮想メディアによって選択されたメディアの取り付けに失敗した場合は、

[Disconnect] ボタンをクリックして、再度 [Connect] ボタンをクリックします。 

[Browse] ボタンをクリックして、イメージ ファイル選択ウィンドウを表示します。PC 上のストレージ デバイスから、

パーティションに接続するものを選択できます。 
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図 1.21 イメージ ファイル選択ウィンドウ 

 
 
イメージ ファイル選択ウィンドウ内の項目を以下に示します。 

表 1.12 イメージ ファイル選択ウィンドウ内の項目 

項目 説明 
Look In 現在の検索場所を表示します。 
File name デバイス インデックス文字（E など）を入力するために使

用します。 
File of type ファイル タイプを指定するために使用します。 
Open 選択されたデバイスをリストに追加します。 
Cancel このウィンドウを閉じます。 

仮想メディアに対して、次のイメージの形式を使用できます。 
フロッピー: ima、img 
CD/DVD: nrg、iso 
HDD/USB: img 
ISO イメージ ファイルを選択して、[Select] ボタンをクリックします。その後で、画面が [Virtual Media] ウィンドウに戻

ります。 
[Virtual Media] ウィンドウで [Connect CD/DVD] ボタンをクリックして、ISO イメージを仮想メディアのターゲット リス
トに登録します。 
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図 1.22 [Virtual Media] ウィンドウ（2） 

 

予備 SB の切り替え後の接続の再試行 
パーティションのホーム SB を変更した場合は、コンソールとビデオ リダイレクトを接続し直します。 
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第 2 章 コンポーネントの設定と交換（追加、削除） 
この項では、Cisco C880 サーバのコンポーネントの設定と交換について説明します。 

2.1 パーティションの設定 
この項では、物理パーティションの設定について説明します。 

- 2.1.1 物理パーティションの設定 

パーティションは MMB Web-UI で設定します。 

- 2.1.2 MMB Web-UI でのパーティションの設定手順 

2.1.1 物理パーティションの設定 
パーティションを設定して操作するには、1 つ以上の使用可能な SB と、1 つ以上の使用可能な IOU が必要です。 
設定操作中に、上記条件が満たされない場合があります（例：SB を使用しないパーティション）。このような場合は、

パーティションの電源をオンにして操作することができません。パーティションは DU や PCI_Box を使用せずに電

源をオンにすることができますが、これらのコンポーネントはストレージ容量または PCI スロットを拡張する場合に

必要です。 
パーティションの設定ルールを以下に示します。 

表 2.1 パーティション（コンポーネント）の設定ルール 

コンポーネント 必要な数（すべてのモデルに共通） 
SB 1 つ以上 
IOU 1 つ以上 
DU オプション 
PCI_Box オプション 

DU に関しては、DU を含む IOU が使用可能であることが必要です。 
例： 
DU#0 を使用するには、IOU# または IOU#1 の使用を有効にする必要があります。 
DU#1 を使用するには、IOU#2 または IOU#3 の使用を有効にする必要があります。 
CPU の設置条件については、「付録 F コンポーネントの取り付け条件」を参照してください。 
各モデルのパーティション分割機能の概念図を以下に示します。 

2.1.2 MMB Web-UI でのパーティションの設定手順 
MMB Web-UI でパーティションを設定する手順は、次のとおりです。 

1. パーティションの電源をオフにします。 

2. SB と IOU をパーティションに追加します。 

3. ホーム SB を設定します。 

4. 必要に応じて、予備 SB を設定します。 

5. パーティションの名前を設定します。 

6. さまざまなタイプのモードを設定します。 

7. パーティションの電源をオンにします。 
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2.2 ハイ アベイラビリティの設定 
この項では、Cisco C880 サーバのハイ システム アベイラビリティを実現するための次の機能について説明します。 

- 2.2.1 メモリ動作モード 

- 2.2.2 メモリ ミラー 

- 2.2.3 ハードウェア RAID 

2.2.1 メモリ動作モード 
メモリ動作モードは、各 Physical Partition パーティションの MMB Web-UI から設定できます。次の 5 つのモードが

メモリ動作モードとしてサポートされています。 

- パフォーマンス モード 

- 通常モード 

- 部分ミラー モード 

- 完全ミラー モード 

- スペア モード 

デフォルトは通常モードです。 
各モードの概要を下の表に示します。 

表 2.2 メモリ動作モードの概要 

メモリ動作モード 説明  
パフォーマンス モード 最大メモリ パフォーマンスを引き出すモード。 

ただし、SDDC 以外の RAS 機能をサポートしません。 
通常モード メモリ ミラーとメモリ スペアが使用されるモード。SDDC に加えて、DDDC がメモリ 

RAS 機能としてサポートされます。 
デフォルトとして設定されるモード。 

完全ミラー モード パーティションに含まれるすべての SB でメモリ ミラーが使用されるモード。この

モードでは、ミラー メンテナンス モードまたは容量メンテナンス モードがメモリ ミ
ラー RAS モード として選択されます。 
メモリ ミラーの詳細については、2.2.2 メモリ ミラーを参照してください。 
メモリ ミラー RAS の詳細については、2.2.2のメモリ ミラー RAS メモリ ミラーを参

照してください。 
部分ミラー モード メモリ ミラー モードはホーム SB でのみ使用されます。 

このモードでは、ミラー メンテナンス モードまたは容量メンテナンス モードがメモリ 
ミラー RAS モードとして選択されます。 
メモリ ミラーの詳細については、2.2.2 メモリ ミラーを参照してください。 
メモリ ミラー RAS の詳細については、2.2.2のメモリ ミラー RAS メモリ ミラーを参

照してください。 
スペア モード メモリ スペアが使用されるモード。 

（注）  
- メモリ ミラーが設定されている場合は、メモリ スペアを使用できません。 
- メモリ スペア モードでは、オペレーティング システムによって認識されるメモリ 

サイズが、パーティションに物理的に取り付けられているメモリ サイズの約  
2/3 ～ 5/6 減少します。 
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2.2.2 メモリ ミラー 
Cisco C880 サーバでは、ミラー モードと部分ミラー モードが、CPU による機能が使用されるメモリ ミラーとしてサ

ポートされます。完全ミラー/部分ミラーは MMB Web-UI から選択できます。 

表 2.3 メモリ ミラー モード 

ミラー タイプ  説明  
完全ミラー メモリ ミラーリングが、パーティションに含まれるすべての SB の CPU ごとに実行

されます。 
部分ミラー（*1）  メモリ ミラーリングが、パーティションに含まれるホーム SB だけの CPU ごとに実行

されます。メモリ ミラーリングはホーム SB ではない SB に対して実行されません。 
*1：パーティションが 1 つの SB で構成されている場合は、完全ミラーリングと部分ミラーリングの両方の動作が同じ

になります。 

メモリ ミラー RAS 
この項では、メモリ ミラー ステータスに DIMM 内のエラーが表示された場合の動作について説明します。 

- メモリ ミラー使用時のメモリ動作は MMB Web-UI から選択されます。 

- ミラー メンテナンス モード（デフォルト） 
パーティションの再起動時に、障害が発生した DIMM とそれとペアの DIMM が組み込まれません。その他の正

常な DIMM はメモリ ミラー内に残ります。 

- 正常な DIMM のみが使用されるため、メモリ ミラー ステータスが維持されます。 

- 障害が発生したと見られる DIMM 領域が分離されるため、オペレーティング システムから検出されるメモリ容

量が減少します。 

- メモリ容量メンテナンス モード 
パーティションの再起動後に、メモリの障害が疑われたメモリ ミラー グループのメモリ ミラー ステータスが削除さ

れます。障害が疑われるメモリを含む最大 6 つの DIMM（DIMM#NNM と同じ NN 番号を持つ DIMM）が組み込

まれません。メモリ ミラー グループはメモリ ミラーのステータスを維持します。 

メモリ ミラー グループの詳細については、「表 2.4 メモリ ミラー グループ」を参照してください。 

表 2.4 メモリ ミラー グループ  

メモリ ミラー グループ 1 メモリ ミラー グループ 2 メモリ ミラー グループ 3 メモリ ミラー グループ 4 
DIMM#0A0 DIMM#0C0 DIMM#1A0 DIMM#1C0 
DIMM#0A1 DIMM#0C1 DIMM#1A1 DIMM#1C1 
DIMM#0A2 DIMM#0C2 DIMM#1A2 DIMM#1C2 
DIMM#0A3 DIMM#0C3 DIMM#1A3 DIMM#1C3 
DIMM#0A4 DIMM#0C4 DIMM#1A4 DIMM#1C4 
DIMM#0A5 DIMM#0C5 DIMM#1A5 DIMM#1C5 
DIMM#0B0 DIMM#0D0 DIMM#1B0 DIMM#1D0 
DIMM#0B1 DIMM#0D1 DIMM#1B1 DIMM#1D1 
DIMM#0B2 DIMM#0D2 DIMM#1B2 DIMM#1D2 
DIMM#0B3 DIMM#0D3 DIMM#1B3 DIMM#1D3 
DIMM#0B4 DIMM#0D4 DIMM#1B4 DIMM#1D4 
DIMM#0B5 DIMM#0D5 DIMM#1B5 DIMM#1D5 

- 障害が疑われる DIMM を含むメモリ ミラー グループは非ミラーで動作するため、ステータスが部分メモリ ミラー

になります。 

- 部分ミラー化メモリ グループ内の障害が疑われる DIMM を含む DIMM の半数が組み込まれないため、オペ

レーティング システムから確認されるメモリ容量が維持されます。 

パーティション再起動前後のメモリ組み込みステータスを以下に示します。 
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図 2.1 メモリ内でエラーが発生した場合のステータス（ミラー メンテナンス モード） 

 

図 2.2 システムの再起動時にエラーが発生した場合のステータス（ミラー メンテナンス モード） 
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図 2.3 メモリ内でエラーが発生した場合のステータス（メモリ容量メンテナンス モード） 

 

図 2.4 メモリ内でエラーが発生した場合のステータス（メモリ容量メンテナンス モード） 

 
メモリ ミラー ステータスと故障した DIMM の組み合わせでサポートされるパターンを下の表に示します。 
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表 2.5 メモリ ミラー ステータスと故障した DIMM の組み合わせ（非ミラー） 

ミラー RAS モード リブート前のミラー 
モード（動作中） 

DIMM で障害が発生

した場所 
リブート後のミラー 
モード 

リブート後のメモリ容量 

ミラー キープ モード 完全ミラー ミラー部分 完全ミラー（*1）  減少（*1）  
部分ミラー ミラー部分 部分ミラー（*1）  減少（*1）  

非ミラー部分 部分ミラー（*1）  減少（*1）  
容量キープ モード 完全ミラー ミラー部分 部分ミラーまたは非ミ

ラー（*1）  
変化なし（*1）  

部分ミラー ミラー部分 部分ミラーまたは非ミ

ラー（*1）  
変化なし（*1）  

非ミラー部分 部分ミラー（*1）  減少（*1）  
*1：予備 SB が設定されていた場合は予備 SB に切り替えます。そのため、システムはリブート前のステータスに戻ります。 

メモリ ミラー条件 
メモリ ミラーリングの条件は次のとおりです。 
DIMM が「F.2.1 DIMM 取り付けシーケンス」に従って取り付けられている。 
ハードウェアの条件は、ミラーリング DIMM グループと同じ容量を備えていることです。 

メモリのミラーリング  
メモリ ミラーリングは同じ SB 上のメモリ内で実行されます。 

2.2.3 ハードウェア RAID 
Cisco C880 サーバはハードウェア RAID をサポートします。 
ハードウェア RAID は、SAS アレイ コントローラ カードを使用して処理を実行する RAID 機能です。SAS アレイ コン

トローラ カードは、専用の RAID コントローラ チップとファームウェアを搭載した PCI Express カードで、アレイを制御

（故障した HDD の切り離し、組み込み、LED 制御）できます。 
ハードウェア RAID でサポートされる RAID レベルは、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID1E、RAID10、
RAID50、および RAID60 です。 
ただし、SB と DU 上の HDD/SSD でサポートされる RAID レベルは、RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID1E、
および RAID10 です。 
ハードウェア RAID 構成の HDD/SSD 交換の詳細については、「5.3 アクティブ交換が不可能な場合の HDD/SSD 
の交換」を参照してください。 
（注）  

- ハードウェア RAID とソフトウェア RAID は同じパーティション内で相互に排他的です。 

- ハードウェア RAID を使用する場合は、電源障害発生時に顧客のデータを保護するために次のいずれかの条件

を考慮してください。 

- FBU が取り付けられている。 

- 冗長出力機構、デュアル システム受信機構、および UPS によって安定した AC 電源を保証する。 

2.2.4 クラスタ構成 
- キャビネット間クラスタリングでは、Cisco C880 サーバのみを使用したクラスタリングがサポートされます。 

Cisco C880 サーバ以外のキャビネットを使用したキャビネット間クラスタリングはサポートされません。 

- キャビネット間クラスタリングでは、同じモデルのみを使用したクラスタリングがサポートされます。 

2.3 コンポーネントの交換 
交換するコンポーネントは、交換ボードと OPL LED 表示で識別できます。LED 表示の詳細については、付録 E 
LED によるステータス チェックを参照してください。 
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2.3.1 交換可能コンポーネント  
交換可能コンポーネントと交換条件を次の表に示します。 

表 2.6 交換可能コンポーネントと交換条件 

コンポーネント名 AC 電源オフ

（デバイス 
停止） 

AC 電源オンすべ

てのパーティション 
オフ（ホット メンテ

ナンス） 

AC 電源オンター

ゲット パーティ

ション オフ（ホット 
メンテナンス） 

AC 電源オンター

ゲット パーティ

ション オン（ホット 
メンテナンス） 

PSU_P/PSU_S 交換可能 交換可能 交換可能（*1）  交換可能（*1）  
 FANM 交換可能 交換可能 交換可能（*1）  交換可能（*1）  
FANU 交換可能 交換可能 交換可能 交換可能 
 FANM 交換可能 交換可能 交換可能 交換可能 
SB 交換可能 交換可能 交換可能 交換可能（*5）  
 CPU 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 

DIMM 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
メザニン 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
 DIMM 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
PCI Express カード  交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
 FBU 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
HDD/SSD 交換可能 交換可能 交換可能 交換可能（*2）  
バッテリ  交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 

IOU_1GbE/IOU _10GbE 交換可能 交換可能 交換可能 交換可能（*5）  
 PCI Express カード  交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
DU 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
 PCI Express カード  交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 

 FBU 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
HDD/SSD 交換可能 交換可能 交換可能 交換可能（*2）  

MMB 交換可能 交換可能（*3）  交換可能（*3）  交換可能（*3）  
OPL 交換可能 交換不可 交換不可 交換不可 
MP、PDB 交換可能 交換不可 交換不可 交換不可 
PCI_Box  交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
 IO_PSU 交換可能 交換可能 交換可能（*1）  交換可能（*1）  

IO_FAN 交換可能 交換可能 交換可能（*1）  交換可能（*1）  
PEXU 交換可能 交換可能 交換可能 交換不可 
 PCI Express カード 交換可能 交換可能 交換可能 交換可能（*4）  

*1：構成内でのみ可能。 
*2：RAID による冗長構成の場合にのみ可能。 
*3：MMB 二重化構成の場合にのみ可能。 
*4: PCI ホット プラグ機能が必要。メンテナンス スタッフによる操作はオプション。 
*5：DR 機能が必要。 

2.3.2 コンポーネントの交換条件 
この項では、各コンポーネントの交換条件について説明します。 

PSU 
PSU ユニットは、システムが動作中に交換することができます。非冗長構成の PSU 交換ではシステムを停止する必

要があります。 

FAN 
ファン ユニットは、システムが動作中に交換することができます。 
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SB 
DR 機能（SB ホット削除と SB ホット追加）を使用している場合は、SB を使用しているパーティションの電源がオンの

状態でも SB を交換できます。DR 機能を使用していない場合は、SB を使用しているパーティションの電源がオフの

場合に SB を交換できます。 
コメント  
SB に取り付けられた CPU/Mezzanine/DIMM/PCI Express カード/FBU はデバイスから SB を取り外してから交換

するため、交換条件は SB と同じです。 
（注） 
ホーム SB の交換後に時間差が生じる可能性があるため、NTP を使用していない場合は、オペレーティング システ

ムの時刻を設定します。 

IOU_1GbE/IOU_10GbE 
DR 機能（IOU ホット削除と IOU ホット追加）を使用している場合は、IOU_1GbE/IOU_10GbE を使用しているパー

ティションの電源がオンの状態でも IOU_1GbE と IOU_10GbE を交換できます。DR 機能を使用していない場合は、

IOU_1GbE/IOU_10GbE を使用しているパーティションの電源がオフの場合に交換が可能になります。 

DU 
DU は、交換する DU を使用しているパーティションのステータスが電源オフのときに交換できます。 

MMB 
2 つの MMB が設置されたシステムでは、システムの動作中にホット交換を使用して MMB を交換できます。故障し

た MMB はスタンバイ MMB に切り替わっているため、基本的に、故障した MMB（スタンバイ MMB）を交換するだけ

で済みます。アクティブ MMB を交換するには、それを交換する前にスタンバイ MMB に切り替えます。交換はシステ

ムの制御と監視に影響を与えません。 

2.3.3 コールド メンテナンスでの交換手順 
この項では、コールド メンテナンスでの交換前後の手順について説明します。 

交換前の手順 
すべてのパーティションを停止します。 

交換後の手順 
関連するパーティションを開始します。 

2.3.4 無停電電源装置（UPS）のバッテリ バックアップ ユニットの交換  
この項では、UPS のバッテリ バックアップ ユニットを交換するための手順について説明します。UPS バッテリは定期

的に交換され、そのライフサイクルはオペレーティング システムの標準の監視機能によって監視されます。 

2.3.5 SSD PCI カードの交換 
この項では、PCI SSD カードを交換するための手順について説明します。 
（注）  
SSD PCI カードはホット交換をサポートしません。交換前にパーティションを停止します。 

RAID 構成（Linux ソフトウェア RAID）では 
1. 故障した PCI Express カードをオフラインにして、カードを取り外します。 

例: 

# mdadm/dev/mdO --fail  /dev/fiob 
# mdadm/dev/mdO--remove  /dev/fiob 

2. パーティションの電源をオフにします。 

3. 故障した PCI Express カードを交換します。 

4. パーティションの電源をオンにします。 
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5. 交換した PCI Express カードを初期化します。 

6. 実行手順は次のとおりです。 

a. fio-detach（オペレーティング システムからのデバイスの切り離し）  

b. fio-format（デバイスの低レベル フォーマット）  

c. fio-attach（オペレーティング システム上でのデバイスの有効化） 

例： 

# fio-detach /dev/fct1 
# fio-format /dev/fct1 
# fio-attach /dev/fct1 

備考 
デバイスの追加作業は再構築操作をトリガーします。 
例: 

# mdadm /dev/md0 --add /dev/fiob 

スワップ構成では  
1. 故障した PCI Express カードのスワップ エントリを削除します。 

（例）# swapoff /dev/fioal 

2. 故障した PCI カードのシリアル番号を確認します。 

3. /etc/modprobe.d/iomemory-vsl.conf の事前割り当てメモリから故障した PCI カードのシリアル番号を削除します。 
注意 
PCI カードを交換する前に、/etc/modprobe.d/iomemory-vsl.conf の事前割り当てメモリから故障した PCI カー

ドのシリアル番号を削除します。 

4. パーティションの電源をオフにします。 

5. 故障した PCI Express カードを交換します。 

6. パーティションの電源をオンにします。 

7. 交換した PCI Express カードを初期化します。 
実行手順は次のとおりです。 

a fio-detach（オペレーティング システムからのデバイスの切り離し） 

b fio-format（デバイスの低レベル フォーマット） 

備考 
デバイスをスワップ デバイスとして使用している場合は、フォーマットを 4K セクタ サイズにする必要があります。 

c fio-attach（オペレーティング システム上でのデバイスの有効化） 
例： 

# fio-detach /dev/fct0 
# fio-format -b 4K /dev/fct0 
# fio-attach /dev/fct0 

 

8. 交換した PCI Express カードのスワップ エントリを作成します。 
備考 
スワップ エントリを作成する前に、パーティションを作成する必要があります。 
例： 

# mkswap /dev/fioa1 
# swapon /dev/fioa1 

9. 交換した PCI Express カードのシリアル番号を確認します。 

10. /etc/modprobe.d/iomemory-vsl.conf の事前割り当てメモリに交換した PCI Express カードのシリアル番号を登

録します。 
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注意 
PCI Express カードの交換後に、/etc/modprobe.d/iomemory-vsl.conf の事前割り当てメモリにターゲットのシリ

アル番号を追加します。 

11. パーティション（開いているシステム）を再起動します。 

2.4 コンポーネントの拡張 
この項では、コンポーネントの追加方法について説明します。 
コンポーネントとそれぞれのコンポーネントの増設を保守するための条件を下の表に示します。 
一部のコンポーネントは追加できません。 

表 2.7 拡張可能コンポーネント 

コンポーネント名 AC 電源オフ

（デバイス 
停止） 

AC 電源オン 
すべてのパー

ティション オフ

（ホット メンテナ

ンス） 

AC 電源オンター

ゲット パーティ

ション オフ（ホット 
メンテナンス） 

AC 電源オンター

ゲット パーティ

ション オン（ホット 
メンテナンス） 

PSU_P/PSU_S 拡張可能 拡張不可 拡張不可 拡張不可 
 FANM - - - - 
FANU - - - - 
 FANM - - - - 
SB 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張可能  
 CPU 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 

DIMM 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 
メザニン - - - - 
 DIMM 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 
PCI Express カード  拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 
 FBU 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 
HDD/SSD 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張可能 
バッテリ  - - - - 

IOU_1GbE/IOU_10GbE 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張可能  
 PCI Express カード  拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 
DU 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 
 PCI Express カード  拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張不可 

FBU - - - - 
HDD/SSD 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張可能 

MMB 拡張可能 拡張可能 拡張可能 拡張可能 
OPL - - - - 
MP、PDB - - - - 

-：拡張ターゲットの外部  
*1：PCI ホット プラグ機能が必要 

Windows のウィンドウ指示に従ってライセンスの認証を実行します。 
Windows のライセンス認証  

1. Windows を起動したときに、タスク トレイに表示されるライセンス認証用のバルーンをクリックします。 

2. [Product Key Input] をクリックして、キャビネット側面後方に貼付された COA ラベルに記載されたプロダクト 
キーを入力します。 

3. ライセンス認証は、インターネット経由または Microsoft カスタマー サポート センターに電話することによって実

行できます。 

HDD/SSD のホット追加手順 
HDD/SSD のホット追加手順の詳細については、次を参照してください。 第 3 章 HDD/SSD の交換。 
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コンポーネント拡張時のファームウェアの変更 
コンポーネント拡張時にファームウェアの変更が必要な場合があります。 
同じパーティション内の FC（ファイバ チャネル）カードの同じファームウェア バージョン番号を使用します。 

- FC カード（PCI Express カード） 
現在使用されているファームウェア バージョン番号と同じバージョン番号を使用します。 
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第 3 章 HDD/SSD の交換 
この章では、ハード ディスク ドライブ（HDD）またはソリッド ステート ドライブ（SSD）の交換方法について説明します。 

3.1 ハードウェア RAID 構成を使用した HDD/SSD のホット交換 
この項では、ハードウェア RAID 構成を使用してハード ディスク ドライブ（HDD）またはソリッド ステート ドライブ

（SSD）を交換する方法について説明します。 
HDD または SSD を交換するには、WebBIOS を使用する必要があります。WebBIOS の詳細については、

MegaRAID SAS Software の WebBIOS Configuration Utility を参照してください。 

3.1.1 RAID0 構成を使用した故障した HDD/SSD のホット交換 
この項では、1 つの HDD または SSD が故障した場合の RAID0 構成を使用した HDD または SSD のホット交換の

ワークフローについて説明します。 
コメント 

- HDD または SSD のホット交換は HDD または SSD がミラー構成の場合にのみ実行できます。 

- ステップ 1 とステップ 2 は、システムを担当しているフィールド エンジニアが実行します。 

1. MMB メンテナンス ウィザードを使用して、アラーム LED が点灯している HDD または SSD を交換します。 

2. MMB メンテナンス ウィザードを使用して、RAID0 構成を使用した論理ドライブを作成します。 

3. MMB Web-UI で、交換した HDD または SSD のステータスがすでに [Operational] になっているかどうかを確

認します。ステータスの確認方法は、HDD または SSD が SB 内に存在するか、DU 内に存在するかによって異

なります。 

3.1.2 RAID 1、RAID 1E、RAID 5、RAID 6、または RAID 10 構成を使用した

故障した HDD/SSD のホット交換 
この項では、1 つの HDD または SSD が故障した場合の RAID 1、RAID 1E、RAID 5、RAID 6、または RAID 10 
構成を使用した HDD または SSD のホット交換のワークフローについて説明します。 
備考 

- ステップ 1 は、システムを担当しているフィールド エンジニアが実行します。 

- 再構築の完了後にコピー バックが実行されることがあります。 

1. MMB メンテナンス ウィザードを使用して、アラーム LED が点灯している HDD または SSD を交換します。 
注意 
スペア ディスクを設定する場合は、交換した HDD または SSD のステータスが [Available] になっていれば、メ

ンテナンス ウィザードを使用してその HDD または SSD をスペア ディスクに設定します。 

2. スペア ディスクを設定するかどうかによって異なる次の手順に従って HDD または SSD の再構築がすでに完了

しているかどうかを確認します。 

- スペア ディスクを設定しない場合： 
交換した HDD または SSD に対する再構築が自動的に実行されます。その後、HDD または SSD のアラー

ム LED が点滅し始めます。 
MMB Web-UI で、交換した HDD または SSD の再構築がすでに完了しているかどうかを確認します。ス

テータスの確認方法は、HDD または SSD が SB 内に存在するか、DU 内に存在するかによって異なります。 

- スペア ディスクを設定した場合： 
スペア ディスクとして設定した HDD または SSD に対する再構築が自動的に実行されます。交換した HDD 
または SSD が自動的にスペア ディスクになります。HDD または SSD のアラーム LED が消灯します。 
MMB Web-UI で、交換した HDD または SSD のステータスがすでに [Hot spare] になっているかどうかを確

認します。ステータスの確認方法は、HDD または SSD が SB 内に存在するか、DU 内に存在するかによっ

て異なります。 
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3.2 ハードウェア RAID 構成を使用した HDD/SSD の予防交換 
この項では、ハードウェア RAID 構成を使用してハード ディスク ドライブ（HDD）またはソリッド ステート ドライブ

（SSD）の予防交換を実施する方法について説明します。 

3.2.1 RAID0 構成を使用した故障した HDD/SSD の予防交換 
この項では、RAID0 構成を使用した HDD または SSD の予防交換のワークフローについて説明します。 

ミラー構成の場合 
HDD または SSD がミラー構成の場合は、ホット予防交換を実施できます。 
コメント 

- ステップ 1 とステップ 2 は、システムを担当しているフィールド エンジニアが実行します。 

- 予防交換のターゲット HDD または SSD 以外の HDD または SSD がステップ 3 で失敗した場合は、システムを

担当しているフィールド エンジニアが故障した HDD または SSD を交換します。 

1. MMB メンテナンス ウィザードを使用して、アラーム LED が点灯している HDD または SSD を交換します。 

2. MMB メンテナンス ウィザードを使用して、RAID0 構成を使用した論理ドライブを作成します。 

3. MMB Web-UI で、交換した HDD または SSD のステータスがすでに [Operational] になっているかどうかを確

認します。ステータスの確認方法は、HDD または SSD が SB 内に存在するか、DU 内に存在するかによって異

なります。 

非ミラー構成の場合（パーティションの電源をオフにした状態での交換） 
HDD または SSD がミラー構成でない場合は、パーティションの電源をオフにして HDD または SSD の予防交換を

実施する必要があります。 
コメント 

- 予防交換のターゲット HDD または SSD 以外の HDD または SSD がステップ 3 で失敗した場合は、システムを

担当しているフィールド エンジニアが故障した HDD または SSD を交換します。 

- ステップ 7 は、システムを担当しているフィールド エンジニアが実行します。 

1. 予防交換のターゲット HDD または SSD が接続されている RAID コントローラ カードに接続されたすべての 
HDD または SSD 内のデータをバックアップします。 

2. MMB Web-UI の取り付け位置チェックによって、S.M.A.R.T. が故障を予測した HDD または SSD を確認します。

ステータスの確認方法は、HDD または SSD が SB 内に存在するか、DU 内に存在するかによって異なります。 

3. 予防交換のターゲット HDD または SSD 以外の HDD または SSD が故障した場合は、予防交換を実施する前

に故障した HDD または SSD を交換します。 

4. パーティションを再起動します。Boot Manager のトップ ページから WebBIOS を開始します。 

5. 構成のクリアを実行するか、VD を削除します。 

- RAID 0 を使用した VD が 1 つしかない場合： 

- WebBIOS の構成ウィザードで [Clear Configuration] を選択して、[Next] をクリックします。 

- 次のメッセージが表示されたら、[Yes] をクリックします。 
「This is Destructive Operation. 
Original configuration and data will be lost. 
Select Yes, if desired so.」 
注意 
[Clear Configuration] を実行すると、すべてのデータが消去されます。[Configuration Preview] ウィンド

ウが表示されます。 

- RAID 0 グループの VD 番号が、複数の VD が存在する環境の中で最大の場合： 
特定の VD を選択して、それを削除します。 
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6. データが消去されたら、WebBIOS を終了して、パーティションの電源をオフにします。 

7. S.M.A.R.T. が故障を予測した HDD または SSD を交換します。 

8. パーティションを開始します。次に、Boot Manager のトップ ページで WebBIOS を開始します。 

9. WebBIOS で、アレイ構成を作成します。 

10. バックアップ データを復元するか、オペレーティング システムをインストールし直します。 

3.2.2 RAID 1、RAID 1E、RAID 5、RAID 6、または RAID 10 構成を使用した

故障した HDD/SSD の予防交換 
この項では、RAID 1、RAID 1E、RAID 5、RAID 6、または RAID 10 構成を使用した HDD または SSD の予防交換

のワークフローについて説明します。 
コメント 
ステップ 1 ～ 6 は、システムを担当しているフィールド エンジニアが実行します。 

1. MMB メンテナンス ウィザードでデータを整合し、HDD または SSD でエラーがないようにします。 

2. MMB メンテナンス ウィザードで、S.M.A.R.T. が故障を予測した HDD または SSD のアラーム LED を点灯します。 

3. MMB メンテナンス ウィザードで、アラーム LED が消灯している HDD または SSD の位置を確認します。 

4. MMB メンテナンス ウィザードで、ターゲット HDD または SSD をオフラインにします。 

5. ターゲット HDD または SSD のステータスが [Failed] または [Available] になっていることを確認します。 

6. ステップ 2 でアラーム LED が点灯していることを確認した HDD または SSD を交換します。 
注意 
スペア ディスクを設定する場合は、交換した HDD または SSD のステータスが [Available] になっていれば、 
メンテナンス ウィザードを使用してその HDD または SSD をスペア ディスクに設定します。 

7. スペア ディスクを設定するかどうかによって異なる次の手順に従って HDD または SSD の再構築がすでに完了

しているかどうかを確認します。 

- スペア ディスクを設定しない場合： 
交換した HDD または SSD に対する再構築が自動的に実行されます。その後、HDD または SSD のアラー

ム LED が点滅し始めます。 
MMB Web-UI で、交換した HDD または SSD の再構築がすでに完了しているかどうかを確認します。ス

テータスの確認方法は、HDD または SSD が SB 内に存在するか、DU 内に存在するかによって異なります。 

- SB 内に存在する HDD または SSD の交換の場合 
MMB Web-UI の [System] – [SB] – [SBx] ウィンドウで、交換した HDD または SSD のステータスがすで

に [Operational] になっているかどうかを確認します。 

- DU 内に存在する HDD または SSD の交換の場合 
MMB Web-UI の [System] – [DU] – [DUx] ウィンドウで、交換した HDD または SSD のステータスがす

でに [Operational] になっているかどうかを確認します。 

- スペア ディスクを設定した場合： 
スペア ディスクとして設定した HDD または SSD に対する再構築が自動的に実行されます。交換した HDD 
または SSD が自動的にスペア ディスクになります。HDD または SSD のアラーム LED が消灯します。 
MMB Web-UI で、交換した HDD または SSD のステータスがすでに [Hot spare] になっているかどうかを確

認します。ステータスの確認方法は、HDD または SSD が SB 内に存在するか、DU 内に存在するかによっ

て異なります。 

- SB 内に存在する HDD または SSD の交換の場合 
MMB Web-UI の [System] – [SB] – [SBx] ウィンドウで、交換した HDD または SSD のステータスがすで

に [Hot Spare] になっているかどうかを確認します。 

- DU 内に存在する HDD または SSD の交換の場合 
MMB Web-UI の [System] – [DU] – [DUx] ウィンドウで、交換した HDD または SSD のステータスがす

でに [Hot Spare] になっているかどうかを確認します。 
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3.3 ホット交換が実施できない場合の HDD/SSD の交換 
以下のケースでは、故障した HDD または SSD のホット交換が実施できません。 

- 複数のデッドロックが発生するケース 
同時に複数のハード ディスク障害が検出された場合は複数のデッドロックが発生します。 

- HDD または SSD が RAID0 構成で、ミラー構成ではないケース 
このケースで HDD または SSD が故障した場合は、HDD または SSD の交換後に、ハードウェア RAID を再設

定する必要があります。故障した HDD または SSD 内のデータが保証されないため、バックアップ データから回

復します。 

HDD または SSD を交換する場合は、パーティションの電源をオフにする必要があります。このワークフローは次の

とおりです。 
備考 
ステップ 2 は、システムを担当しているフィールド エンジニアが実行します。 

1. パーティションの電源をオフにします。 

2. HDD または SSD を交換します。 

3. パーティションを再起動してから、Boot Manager のトップ ページから WebBIOS を開始します。 

4. WebBIOS を使用したアレイ構成を作成します。 

5. バックアップ用のデータを復元します。 
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第 4 章 バックアップと復元 
この章では、サーバ データの復元に必要なバックアップ操作と復元操作について説明します。 

4.1 設定情報のバックアップと復元 
Cisco C880 サーバはパーティション分割機能を備えています。この機能は、独立したサーバとして機能するパーティ

ションをユーザに提供します。ユーザは、パーティションごとに UEFI（Unified Extensible Firmware Interface）を設定

する必要があります。この設定は MMB 上の操作を使用して行うことができます。MMB には、パーティションごとの 
BIOS 設定情報が保存されます。また、MMB 上の設定情報のバックアップ機能と復元機能があります。 
注意 

- サーバ上の設定情報は事前にバックアップしておく必要があります。バックアップは、システムが損傷した場合や

誤操作によってサーバ上のデータが消去された場合にオリジナル情報の復元を可能にします。このような事態に

備えてサーバの設定情報を定期的にバックアップしてください。 

- バックアップや復元などの操作のために Cisco C880 サーバに FDD（フロッピー ディスク）を接続することはできま

せん。FDD を使用するには、Cisco C880 サーバに接続されているリモート PC または別のサーバに接続します。 

ここでは、UEFI 設定情報と MMB 設定情報のバックアップ操作と復元操作について説明します。 

4.1.1 UEFI 設定情報のバックアップと復元 
ユーザは UEFI 設定情報のバックアップ機能と復元機能を使用した次のプロセスを実行できます。 

- UEFI ウィンドウで設定されたすべての項目のバックアップ 

- MMB からの 1 つのパーティションの UEFI ウィンドウで指定された UEFI 設定情報のバックアップ。このバック

アップ情報は他のパーティションに適用できます。 

- 故障した SB の交換中にバックアップされた UEFI 設定情報の復元 

- 特定のパーティションに保存された設定情報の復元と別のパーティションへのコピー 

リモート端末はこの保存された情報を保存できます。リモート端末に保存されたデータを復元できます。 
MMB Web-UI の [Backup BIOS Configuration] ウィンドウで、ブラウザを実行している PC に UEFI 設定情報を

バックアップします。手順は次のとおりです。 

UEFI 設定情報のバックアップ 
1. 設定情報をバックアップするパーティションのオプション ボタンを選択します。次に、[Backup] ボタンをクリックし

ます。 
ブラウザの保存先ダイアログボックスが表示されます。 

2. 保存先パスを選択します。次に、[OK] ボタンをクリックします。 
ファイルのダウンロードが開始されます。 
バックアップのデフォルト BIOS コンフィギュレーション ファイル名は以下のとおりです。 
パーティション番号_保存日_BIOS バージョン.dat 

UEFI 設定情報の復元 
[Restore BIOS Configuration] ウィンドウで、BIOS 設定情報を復元します。 

1. リモート PC に保存されたバックアップ BIOS コンフィギュレーション ファイルを選択します。次に、[Upload] ボタ

ンをクリックします。 
MMB へのファイル転送が開始されます。 
ファイル転送が完了すると、次のウィンドウが表示されます。 

2. 復元するパーティションを選択します。次に、[Restore] ボタンをクリックします。 
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注意 
拡張パーティションの UEFI 設定情報をバックアップまたは復元するときに、それらの拡張パーティションに分割され

た物理パーティションの UEFI 設定情報もバックアップまたは復元します。 

4.1.2 MMB 設定情報のバックアップと復元 
 

[Backup/Restore MMB Configuration] ウィンドウで、MMB 設定情報をバックアップまたは復元できます。手順は次

のとおりです。 

MMB 設定情報のバックアップ 
1. [Backup] ボタンをクリックします。 

保存先を選択するためのブラウザ ダイアログボックスが表示されます。 

2. 保存先パスを選択します。次に、[OK] ボタンをクリックします。 
ファイルのダウンロードが開始されます。バックアップのデフォルト MMB コンフィギュレーション ファイル名は以

下のとおりです。MMB_（保存日）_（MMB バージョン）.dat 

MMB 設定情報の復元 
1. システムが完全に停止していることを確認します。 

2. リモート PC に保存されたバックアップ MMB コンフィギュレーション ファイルを選択します。次に、[Restore] ボタ

ンをクリックします。 
MMB へのファイル転送が開始されます。ファイル転送が完了すると、復元確認ダイアログボックスが表示されます。 

図 4.1 復元確認ダイアログボックス 

 

3. MMB 設定情報を復元するには、[OK] ボタンをクリックします。復元をキャンセルするには、[Cancel] ボタンをク

リックします。 
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第 5 章 システムの起動/シャットダウンと電源制御 
ここでは、Cisco C880 サーバでの起動、シャットダウン、および電源制御について説明します。 

5.1 システム全体の電源オンと電源オフ 
この項では、システムでサポートされている電源オン操作と電源オフ操作について説明します。 
システム全体の電源制御は MMB の [System Power Control] ウィンドウから行います。 

5.2 パーティションの電源オンと電源オフ 
この項では、パーティションの電源オンと電源オフのさまざまな手順と、電源装置の点検方法について説明します。 

5.2.1 パーティションの電源をオンにするためのさまざまな方法 
次のように、パーティションの電源をオンにする 3 つの方法があります。 

1. MMB Web-UI または MMB CLI 経由の操作。 
パーティションは MMB Web-UI または MMB CLI 操作を通して電源をオンにすることができます。この方法では、

電源オンをすべてのパーティションに対して、または、パーティション単位で指定できます。 

2. スケジュールされた操作（設定スケジュールに基づく自動操作） 
パーティションはスケジュールされた操作（自動操作機能）で電源をオンにすることができます。スケジュールされ

た操作機能よりも前の電源オンの時刻を記録することによって、パーティション単位の電源を自動的にオンにす

ることができます。 

3. Wake On LAN（WOL） 
パーティションは WOL を使用して電源をオンにすることができます。この方法では、IOU を含む関連パーティショ

ンの電源オンを指定できます。 

注意 

- MMB Web-UI で、LAN ポートの WOL を IOU 単位で有効または無効にできます。WOL のデフォルト値は 
[disable] です。IOU 上の LAN ポートの WOL を使用する場合は、オンボード LAN モードを [Enabled] に設定し

ます（WOL 有効）。 

- 電源が停止している場合または IOU が外れている場合は、WOL の設定が初期化されます。 
オペレーティング システムを使用して WOL の設定を復元します。 

- WOL の有効または無効は BIOS とオペレーティング システムの両方から設定されます。 
Windows で WOL を有効にするには、デバイス マネジャのポートごとに次の設定が必要です。[Device 
Manager] – [Network Adaptor] – [INTEL ® 82576 Gigabit Dual Port Network Connection] – [Property] – 
[Power Management] で [Wake On Magic Packet from the powered off state] チェックボックスをオンにしま

す。Windows での設定の場合は、付属のドライバの「Intel PROSet」をインストールする必要があります。 

- レガシー ブート（ROM 優先度がレガシー）では、ホーム SB 以外の SB を含む HDD からオペレーティング シス

テムをブートできません。オペレーティング システムをインストールする HDD をホーム SB 上の HDD スロットに

移動するか、オペレーティング システムをインストールする HDD を含む SB をホーム SB として設定します。 

- ホーム SB の切り替え後は、初めて特定のパーティションが開始したときに SEL に登録されたリセット回数が  
1 だけ増加します。 
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5.2.2 パーティション電源オン単位 
電源をオンにできる単位と電源オン方法を以下に示します。 

表 5.1 電源オン方法と電源オン単位 

電源オン方法 電源オン単位：パーティ

ション全体 
電源オン単位：単一の

パーティション 
コメント 

MMB Web-UI、MMB CLI 電源オンが可能 電源オンが可能  
スケジュールされた操作 電源オンが不可能 電源オンが可能 自動操作 
Wake On LAN（WOL） 電源オンが不可能 電源オンが可能 IOU を含む対応するパー

ティション単位。 

5.2.3 パーティションの電源オフ方法のタイプ 
パーティションの電源をオフにするための 3 つの方法は次のとおりです。 

1. オペレーティング システムからのシャットダウン（推奨） 
オペレーティング システム コマンドを使用してオペレーティング システムをシャットダウンします。パーティション

の電源をオフにする場合は、オペレーティング システムからのシャットダウンを実行します。オペレーティング シ
ステムのシャットダウン コマンドについては、各オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。 

2. MMB Web-UI ウィンドウまたは MMB CLI を使用したパーティションの電源オフ。 
電源は外部端末の Web ウィンドウ操作または MMB CLI でオフにすることができます。このような操作では、 
すべてのパーティションの電源をオフにすることも、パーティション単位の電源をオフにすることもできます。. 

3. スケジュールされた操作によるパーティションの電源オフ。 
パーティションはスケジュールされた操作（自動操作機能）で電源をオフにすることができます。パーティション単

位は、スケジュールされた操作機能よりも前の電源オフ時刻を登録することによって、自動的に電源をオフにする

ことができます。 

5.2.4 パーティション単位の電源オフ 
電源をオフにできる単位とパーティション単位の電源をオフにする方法を以下に示します。 

表 5.2 電源オン方法と電源オン単位 

注意 
次のようなケースでは、「6.2 トラブルシューティング」に従って詳細を確認してください。エラーが再発する場合は、営

業担当者またはフィールド エンジニアにお問い合わせください。 
問い合わせる前に、メイン ユニットに貼付されたラベルに記載されているモデル名とシリアル番号を確認します。問題

が解決されるまで、パーティションの [Reset]、[Force Power Off] を実行しないでください。 

- パーティションの [Power Off]、[Reset]、または [Force Power Off] を実行する、または、オペレーティング システ

ムからシャットダウンすると、MMB Web-UI（情報エリア）のステータスが [Error] に変更されます。 

- MMB Web-UI に各コンポーネントのステータスが表示されたときに、部品番号とシリアル番号に「Read Error」と
表示されます。 

電源オフ方法 電源オン単位：すべ

てのパーティション 
電源オン単位：単一のパーティション コメント 

MMB Web-UI、MMB CLI 電源オフが可能 電源オフが可能  
スケジュール操作 電源オフが不可能 電源オフが不可能 自動操作 
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5.2.5 パーティションの電源オンと電源オフの手順 
パーティションは 1 つの場合と複数の場合があります。電源オン/電源オフ操作は、複数のパーティションの場合も同

じです。複数のパーティションが 1 つの外部デバイスを共有している場合は、まず、複数のパーティションの電源をオ

フにしてから、外部デバイスの電源をオフにします。パーティションの電源をオンまたはオフにするための特権は次の

とおりです。 

 表 5.3 電源オンと電源オフの特権 

ユーザ特権 電源オン特権と電源オフ特権 
管理者 すべてのパーティションに対する権限が与えられます。 
オペレータ すべてのパーティションに対する権限が与えられます。 

 表 5.4 電源オンと電源オフの特権（続き） 

ユーザ特権 電源オン特権と電源オフ特権 
パーティション オペレータ ユーザに許可されたパーティションに対する権限だけが与えられ

ます。 
User どのパーティションに対する権限も与えられません。 
CE どのパーティションに対する権限も与えられません。 

5.2.6 MMB によるパーティション電源オン 
この項では、MMB でパーティションの電源をオンにする手順について説明します。 

1. MMB Web-UI にログインします。 
-> MMB Web-UI ウィンドウが表示されます。 

2. [Partition] – [Power Control] の順にクリックします。 
-> [Power Control] ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、SB または IOU を含むパーティションだけが

表示されます。 

3. 電源をオンにするパーティションの [Power Control] が [Power-On] に設定されてから、[Apply] ボタンをクリック

します。 
-> 確認ダイアログボックスが表示されます。 

4. 実行する場合は [OK] ボタンをクリックし、キャンセルする場合は [Cancel] ボタンをクリックします。 

コメント 
パーティションの電源がすでにオンになっている場合、または、電源がオフになっていたために指定された制御に失

敗した場合は、警告メッセージが表示されます。 

5.2.7 MMB を使用したパーティション起動の制御 
管理者特権またはオペレータ特権を持っているユーザだけがパーティション ブート制御を設定できます。この項では、

MMB を使用したパーティション起動制御手順について説明します。 

1. [Partition] – [Power Control] の順にクリックします。 
-> [Power Control] ウィンドウが表示されます。 

5.2.8 MMB を使用したパーティション電源ステータスの確認 
この項では、パーティションの電源ステータスを確認する手順について説明します。 

1. MMB Web-UI にログインします。 
-> MMB Web-UI ウィンドウが表示されます。 

2. Web-UI のメニューで、[Partition] – [Partition#x] – [Information] の順にクリックします。 
 -> [Information] ウィンドウが表示されます。 

[Power Status] に、パーティションの電源ステータスが表示されます。 
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MMB を使用したパーティションの電源オフ 
この項では、MMB Web-UI ウィンドウを使用した電源オフ手順について説明します。 

- MMB Web-UI にログインします。 
-> MMB Web-UI ウィンドウが表示されます。 

- Web-UI のメニューで、[Partition] – [Power Control] の順にクリックします。 
-> [Power Control] ウィンドウが表示されます 

3. 電源をオフにするパーティション番号の [Power Control] を [Power Off] に設定して、[Apply] ボタンをクリックし

ます。 
-> 指定したパーティションの電源がオフになります。 

コメント 
VMware では、VMware によるシャットダウンを実行できません。VMware 上でシャットダウンを実行します。 

5.3 スケジュールされた操作 
この項では、スケジュールされた操作について説明します。 

5.3.1 スケジュールされた操作によるパーティションの電源オン 
パーティションに対するスケジュールされた操作が設定されている場合は、設定された時刻に電源がオンになります。 
毎日、毎週、毎月、特定の日付、またはこれらのオプションの組み合わせをスケジュールとして設定できます。 
（注） 
以下に示すように、SEL に記録された時刻がスケジュールされた操作より遅れる場合があります。 

- 起動の設定チェックと準備が完了してから、電源がオンになります。起動までしばらく時間がかかります。このよう

な場合は、SEL の表示がスケジュールされた操作時刻から 6 ～ 8 秒遅れる可能性があります。 

- 設定された時刻から数秒以内に MMB からオペレーティング システムへのシャットダウン指示が実行されます。

ただし、下に示す時間が設定や構成などのさまざまな条件によって変化する可能性があります。 

- 指示が MMB からオペレーティング システムに到達するまでの時間 

- オペレーティング システム シャットダウンが開始されるまでの時間とオペレーティング システム シャットダウンが 
MMB に通知されるまでの時間 

- [Power on Delay] が 0 秒に設定されていても、電源オンおよび起動からリセットまで 30 ～ 70 秒かかります。 

5.3.2 スケジュールされた操作によるパーティションの電源オフ 
パーティション セットに対するスケジュールされた操作が設定されている場合は、設定された時刻に電源がオフにな

ります。 
毎日、毎週、毎月、特定の日付、またはこれらのオプションの組み合わせをスケジュールとして設定できます。 

5.3.3 スケジュールされた操作と電源復旧機能の関係 
Cisco C880 サーバでは、電源復旧モードが [Schedule Sync] に設定されている場合に、スケジュールされた操作と

電源復旧機能がリンクされます。 

 表 5.5 スケジュールされた操作とパーティション電源復旧モードの関係 

番号 電源障害発生時 電源復旧時 Always OFF 
（*1） 

Always ON
（*1） 

Restore（*1） Schedule 
Sync 
（*1） 

1 運用時間外 運用時間内 OFF ON OFF ON 
2 運用時間内 運用時間内 OFF ON ON ON 
3 運用時間外 運用時間外 OFF ON OFF OFF 
4 運用時間内 運用時間外 OFF ON ON OFF 
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ON：パーティションの電源オン、OFF：パーティションの電源オフ 
注意 
表内で（*1）が付いている操作は、電源障害発生時の正常なシャットダウンを前提とします。UPS が使用されていな

いため、異常な電源オフが発生すると、操作設定に関係なく、回復操作ではパーティションが自動的に開始しません

（= OFF モード操作）。 

5.3.4 スケジュールされた操作のサポート条件 
電源オン/オフ項目の説明、スケジュールされた操作のサポート条件、およびメニュー項目を下の表に示します。 

表 5.6 電源オン/オフ 

メニュー項目 スケジュールさ

れた操作 
説明 

All Partition Power On サポート対象外 すべてのパーティションの電源をオンにします。 
All Partition Power Off サポート対象外 オペレーティング システムのシャットダウン後に、電源がオン

になっているすべてのパーティションの電源をオフにします。 
Partition Power On サポートあり 特定のパーティションの電源をオンにします。 
Partition Power Off サポートあり オペレーティング システムのシャットダウン後に、特定のパー

ティションの電源をオフにします。 
Partition Force Power Off サポート対象外 オペレーティング システムのシャットダウンなしに、特定の

パーティションの電源を強制的にオフにします。これは、オペ

レーティング システムからのシャットダウンが無効になってい

る場合に、パーティションの電源を強制的にオフにするため

に使用します。 
Power Cycle サポート対象外 特定のパーティションの電源をオフにしてから、オンにしま

す。パーティションは、オペレーティング システムのシャットダ

ウンなしで強制的に電源がオフになります。 
Reset サポート対象外 特定のパーティションをリセットします。このリセットでは、オペ

レーティング システムがリブートされません。 
NMI サポート対象外 特定のパーティションに NMI 割り込みを発行します。 
Sadump サポート対象外 パーティションの sadump を指示します。 

5.4 自動パーティション再起動条件 
この項では、自動パーティション再起動を実行するための条件の設定について説明します。 

5.4.1 自動パーティション再起動条件の設定  
管理者特権またはオペレータ特権を持っているユーザはすべてのパーティションを設定できますが、許可されたパー

ティションを設定できるのはパーティション オペレータ特権を持っているユーザだけです。 
（注） 

- 次の操作を実行する場合は、「ブート ウォッチドッグ」を無効にします。 

- オペレーティング システムのインストール 

- シングル ユーザ モードでの起動 

- システム キャスト ウィザード プロフェッショナルによるバックアップ/復元 
ブート ウォッチドッグのステータスが [Enable] になっている状態で上記操作が実行された場合は、オペレー

ティング システムの再起動が指定された回数繰り返された後に、指定されたアクション（[Stop rebooting and 
Power Off]、[Stop rebooting]、または [Diagnostic Interrupt assert]）が実行されます。オペレーティング シス

テムの再起動試行回数と実行されるアクションは、MMB の [ASR (Automatic Server Restart) Control] ウィ

ンドウの設定によって異なります。 
その時点で、[ASR (Automatic Server Restart) Control] ウィンドウで、[Cancel Boot Watchdog] チェック

ボックスをオンにして [Apply] ボタンをクリックすることにより、ブート ウォッチドッグを強制的に [Disable] に設

定できます。 
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パーティションの自動再起動条件設定の手順は、次のとおりです。 

1. [Partition] – [Partition#x] – [ASR Control] の順にクリックします。 
-> [ASR Control] ウィンドウが表示されます。 

2. 自動再起動条件を設定します。 
[ASR Control] ウィンドウの設定項目を下の表に示します。 

 表 5.7 [ASR Control] ウィンドウの表示/設定項目  

項目 説明 
ASR 
Number of Restart Tries ブート ウォッチドッグまたは SVAS のソフトウェア ウォッチドッグによるタイムアウトが発

生した場合、または、ハードウェア エラーが発生して OS がシャットダウンした場合のオ

ペレーティング システムの再起動試行回数を設定します。 
回数は 0 ～ 10 回に設定できます。0 を指定した場合は、再試行が行われません。 
デフォルトは 5 回です。 

Action after exceeding 
Restart tries 

ウォッチドッグ タイムアウトによる再起動を繰り返し、前述の再試行回数を超えた場合の

アクションを設定します。アクションは次のとおりです。 
- [Stop rebooting and Power Off]：リブート プロセスが停止され、パーティションの電

源供給が遮断されます。 
- [Stop rebooting]：リブート プロセスが停止され、パーティションが停止されます。 
- [Diagnostic Interrupt assert]：リブート プロセスが停止され、パーティションに対す

る NMI 割り込みが指示されます。パーティション停止の原因を調査するためのデー

タの収集（damp）を試みます。 
デフォルト設定は [Stop rebooting and Power Off’] です。 

Retry Counter 実際に可能な再試行回数を表示します。 
Boot Watchdog 
Boot Watchdog ServerView のブート ウォッチドッグ機能の有効/無効を設定します。 

 
[Enable] に設定された場合は、OS の起動が監視されます。OS の起動後に、

ServerView によってブート ウォッチドッグが停止されます。 
デフォルトは [Disable] です。 

Timeout time (seconds) ブート ウォッチドッグがタイムアウトするまでの時間を設定します。 
1 ～ 6000 の範囲を設定できます。 
 
デフォルトは 6000 秒（= 100 分）です。 

Action when watchdog 
expires 

ブート ウォッチドッグがタイムアウトしたときのアクションを設定します。 
アクションは次のとおりです。 
- Continue 
- Reset 
- Power Cycle 

Software Watchdog 
Software Watchdog ServerView のソフトウェア ウォッチドッグ機能の有効/無効を設定します。 

 
[Enable] に設定された場合は、OS の起動後に、OS の動作が ServerView によって監

視されます。 
デフォルトは [Disable] です。 

Timeout time (seconds) ソフトウェア ウォッチドッグがタイムアウトするまでの時間を設定します。 
1 ～ 6000 の範囲を設定できます。 
 
デフォルトは 300 秒（= 5 分）です。 

Action when watchdog 
expires 

ソフトウェア ウォッチドッグがタイムアウトしたときのアクションを設定します。 
アクションは次のとおりです。 
- Continue 
- Reset 
- Power Cycle 
- NMI 

3. 「ブート ウォッチドッグ」を無効にして、ブート ウォッチドッグ機能をキャンセルします。 

4. [Apply] ボタンをクリックします。 
オペレーティング システムをブート監視キャンセルに設定します。 
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5.5 電源復旧 
Cisco C880 サーバでは、電源復旧用のシステム動作をシャーシ単位で設定できます。 
これは MMB Web-UI で設定できます。 

5.5.1 電源復旧の設定 
UPS を使用している場合は、電源障害が検出されたときの次の項目を設定できます。デフォルトは [Restore] です。 

 表 5.8 電源復旧方針 

項目 システム動作 
Always Off 電源復旧後も電源オフ状態を継続します。 
Always On 電源障害のステータスに関係なく、電源復旧後にパーティションの電

源をオンにします。 
Restore（復元） 電源障害が発生した時点の状態に戻します。電源障害が発生した時

点でオンだったパーティションの電源をオンにし、電源障害が発生し

た時点でオフだったパーティションの電源オフ状態を維持します。 
Schedule Sync 勤務時間中に電源障害が発生したときのスケジュールされた操作設

定に従って、自動的にパーティションの電源をオンにします。（*1） 

*1：スケジュールされた操作の詳細については、「5.3 スケジュールされた操作」を参照してください。 

電源復旧中に UPS とそのようなユニットに接続された外部 SAN ユニットの起動が遅くなる場合は、サーバによって

パーティションの電源がオンになるまで SAN デバイスが使用可能になりません。そのため、SAN ブートが失敗する

可能性があります。その場合は、上記設定に加えて、[Partition Power On Delay]（秒単位：0 ～ 9999 秒、デフォ

ルト = 0 秒）を設定できます。 

5.6 リモート シャットダウン（Windows） 
Windows XP 以降のバージョンの Windows には、shutdown.exe コマンドが付属しています。このコマンドは、管理

端末からのリモート シャットダウンに使用できます。 

5.6.1 リモート シャットダウンの前提条件 
リモート シャットダウン（Windows）を使用するための前提条件は次のとおりです。 

- 管理端末のオペレーティング システムは次のいずれかにする必要があります。 

- Windows 8.1 

- Windows 8 

- Windows Server 2012 R2 

- Windows Server 2012 

- Windows 7 

- Windows Server 2008 R2 

- Windows Server 2008 

- Windows Server 2003 R2 

- Windows Server 2003 ～ Windows Vista 

- Windows XP 

- シャットダウンする管理端末はネットワーク経由で Windows に接続する必要があります。 

- ターゲット Windows のファイアウォール設定 
ファイアウォールの [Exception] 設定で、[File and Printer Sharing] チェックボックスをオンにする必要があります。 
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- ターゲットがワーク グループ環境の場合 
管理端末のユーザ名とパスワードがシャットダウンするターゲット Windows の値と一致する必要があります。 

- ターゲットが Active Directory 環境の場合 
シャットダウンする Windows の管理者特権を持っているユーザが管理端末にログインする必要があります。 

5.6.2 リモート シャットダウンの使用方法 
リモート シャットダウンを実行するには、管理端末にログインして、shutdown コマンドを入力します。 

Shutdown –s –m ¥¥ <Server Name> 

<Server Name> に、シャットダウンする Windows のコンピュータ名を指定します。 
shutdown コマンドの他のオプションの詳細については、「ヘルプ」を参照してください。 
/? オプションを指定して shutdown コマンドを実行すると、簡易ヘルプが表示されます。 

図 5.1 shutdown コマンドの簡易ヘルプ 
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第 6 章 エラー通知とメンテナンス（内容、方法、およ

び手順） 
この章では、Cisco C880 サーバが備えているメンテナンス機能について説明します。また、問題発生時に実行すべ

きアクションについても説明します。 

6.1 メンテナンス 
Cisco C880 サーバは PSU とファンのホット メンテナンスをサポートします。これにより、動作中のシステム メンテナ

ンスが可能になります。 
交換可能コンポーネントの詳細とリストについては、「 第 2 章 コンポーネントの設定と交換（追加、削除）」を参照してく

ださい。 

6.1.1 MMB を使用したメンテナンス 
MMB は、Web-UI の [Maintenance] メニューを通してシステム メンテナンス機能を提供します。 
[Maintenance] メニューを使用して、システム設定情報をバックアップまたは復元できます。 

6.1.2 メンテナンス方法 
メンテナンスは、Cisco C880 サーバ内の MMB に接続された PC などの端末から MMB Web-UI 上のメンテナンス 
ウィザードを使用して実行します。 
MMB は、フィールド エンジニアに専用のメンテナンス LAN ポートを提供します。メンテナンス ウィザードを使用してメ

ンテナンスを実行する場合は、フィールド エンジニアがメンテナンス ターゲット システムの MMB のメンテナンス LAN 
ポートに FST（フィールド エンジニアが使用する PC）を接続します。 
（注） 
メンテナンスには次の設定が必要です。 

- ビデオ リダイレクトと仮想メディアが使用できる。 

- Telnet または SSH が使用できる。 

6.1.3 メンテナンス モード 
Cisco C880 サーバには複数のメンテナンス モードがあります。 
メンテナンス モードは次のようなメリットを提供します。 

- メンテナンス エラー（またはメンテナンス作業）によるエラー報告を阻止します。 

メンテナンス モードとその機能を下の表に示します。動作モードは、メンテナンス モードではなく、通常動作モードであ

ることに注意してください。 

表 6.1 メンテナンス モード 

モード 意味 
動作 
[Normal operation] 

通常動作中 

ホット システム メンテナンス 
[Active for work (system)] 

システムの電源がオンになっている状態でメンテナンス

作業を実行する  
ホット パーティション メンテナンス 
[Active for work (partition)] 

ターゲット パーティションの電源がオンになっている状態

でメンテナンス作業を実行する 
ウォーム システム電源オン 
[Partition stopped for maintenance] 

システムの電源がオンになっており、メンテナンス ター

ゲット パーティションの電源がオフになっている状態でメ

ンテナンス作業を実行する 
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モード 意味 
コールド システム メンテナンス（ブレーカー オン） 
[Stopped for work (standby)] 

システムの電源がオフになっており、AC 電源がオンに

なっている状態でメンテナンス作業を実行する 
コールド システム メンテナンス（ブレーカー オフ） 
[Stopped for work (AC off)] 

システムの電源がオフになっており、AC 電源がオフに

なっている状態でメンテナンス作業を実行する 

表 6.2 メンテナンス モード機能 

項目 動作 
モード 

メンテナンス モード 
ホット  

システム 
ホット 

パーティション 
ウォーム 
システム 

コールド 
システム 

（ブレーカー  
オン） 

コールド 
システム 

（ブレーカー  
オフ） 

電源モ

ジュール 
動作 

管理者 許可 許可 不可 
（*1） 

不可 
（*1） 

不可 不可 

フィールド 
エンジニア 

不可 不可 許可 
（*1） 

許可 
（*1） 

許可 許可 

Wake On LAN 
（WOL） 

許可 許可 不可 
（*1） 

不可 
（*1） 

不可 不可 

カレンダー機能 許可 許可 不可 
（*1） 

不可 
（*1） 

不可 不可 

OS ブート 許可 許可 不可 
で停止 
BIOS 
（*1） 

不可 
で停止 
BIOS 
（*1） 

不可 
で停止 
BIOS 
（*1） 

不可 
で停止 
BIOS 

*1：メンテナンス ターゲット パーティションにのみ適用されます。 

6.1.4 MMB のメンテナンス 
シングル MMB を搭載したサーバが MMB 内で障害が発生した場合は、次のアクションを実行します。 

1. リモート端末からオペレーティング システム（LAN）をシャットダウンします。（*1） 

2. シャーシの AC 電源をオフにします。 

3. MMB を交換します。 

4. シャーシの AC 電源をオンにします。 

（*1）MMB のポートだけを使用してオペレーティング システムにログインする場合は、MMB を二重化することをお勧

めします。MMB で障害が発生した場合に、オペレーティング システムにログインできなくなります。 

コメント 
シングル MMB 構成では、MMB のホット交換を行えません。 

6.2 トラブルシューティング 
この項では、システム問題のトラブルシューティング方法について説明します。 

6.2.1 トラブルシューティングの概要 
トラブルシューティングの基本手順を以下に示します。 
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図 6.1 トラブルシューティングの概要 

 
この製品で問題が発生した場合は、表示されたメッセージに従って問題を解決します。 
エラーが再発する場合は、営業担当者またはフィールド エンジニアにお問い合わせください。 
問い合わせる前に、ユニット、ソース、部品番号、イベント ID、およびエラーの説明だけでなく、メイン ユニットに貼付

されたラベルに記載されているモデル名とシリアル番号も確認します。 
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図 6.2 ラベルの位置 

 
番号 説明 

（1） モデル名 
（2） シリアル番号 

6.2.2 営業担当者に問い合わせる前に確認すべき項目 
営業担当者に問い合わせる前に、次の詳細を確認してください。 
付録 H 障害レポート シート でシートを印刷して、必要な情報を記入します。 

- 確認すべき項目 
メイン ユニットのモデル名とタイプ。 

- MMB Web-UI を使用してモデル名とタイプを確認できます。メイン ユニットに貼付されたラベルからも確認で

きます。 

- ハードウェア構成（付属の組み込みオプションのタイプと位置） 

- 設定情報（BIOS セットアップ ユーティリティの設定） 

- 使用されている OS 

- LAN/WAN システム構成 

- 症状（その時点で起きたことや表示されたメッセージなど） 
サンプル メッセージ： 

- 発生日時 

- サーバの設置環境 

- さまざまなランプの状態 
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6.2.3 異常状態に関する調査 
システムで問題が発生したら、デバイス前面の LED、MMB Web-UI ウィンドウのレポート、および電子メール通知を

使用して状況を把握します。電子メール通知は事前に設定しておく必要があります。 
コメント 
MMB Web-UI ウィンドウの [Part Number] または [Serial Number]（コンテンツまたは情報エリア）に [Read Error] 
と表示された場合は、フィールド エンジニアまたは営業担当者にお問い合わせください。 
問い合わせる前に、メイン ユニットに貼付されたラベルに記載されているモデル名とシリアル番号を確認します。 

LED 表示 
次の図に、デバイスの前面パネルに配置された LED を示します。アラーム LED はデバイス内部の問題を示します。 
デバイス内部で問題が発生すると、アラーム LED が点灯（オレンジ）します。 
デバイスが正常に動作しているときは、アラーム LED は消灯したままです。 

図 6.3 デバイスの前面パネルのアラーム LED 

 
 
デバイス内部の問題が解消されない限り、アラーム LED は点灯したままです。この表示は複数の問題が発生した場

合も同じです。 
デバイスの前面パネルには MMB レディ LED も付いていることに注意してください。デバイスが正常に動作している

ときは、MMB レディ LED が緑色に点灯したままです。MMB を起動するには、MMB レディ LED が消灯しているとき

に MMB Web-UI で [System] – [MMB] の順に選択します。[MMB] ウィンドウの [Enable/Disable MMB] で [Enable] 
を選択します。次に、[Apply] ボタンをクリックします。 

MMB Web-UI ウィンドウ 
MMB Web-UI ウィンドウでは情報エリアが常に表示されています。情報エリアの [Status] にシステム ステータスが

表示されます。次の表に、正常、警告、およびエラーの各ステータス インジケータを示します。表示されたアイコンをク

リックして [System Event Log] ウィンドウにジャンプすることによって、トラブル スポットに関するメッセージの詳細を

確認できます。 
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表 6.3 システム ステータスを示すアイコン 

ステータス 表示色 アイコン 

標準 
（正常ステータス） 

グリーン なし 

警告 
（警告ステータス） 

黄色  黄色の三角形の中の 黒色の ! マーク 

エラー 
（重大なステータス） 

赤  赤色の円の中の白色の x マーク 

コメント 
MMB Web-UI ウィンドウの [Part Number] または [Serial Number]（コンテンツまたは情報エリア）に [Read Error] 
と表示された場合は、フィールド エンジニアまたは営業担当者にお問い合わせください。 
問い合わせる前に、メイン ユニットに貼付されたラベルに記載されているモデル名とシリアル番号を確認します。 

アラーム電子メール通知 
アラーム電子メール通知によって、システム問題を通知できます。 
MMB メニューで、[Network Configuration] – [Alarm E-Mail] の順に選択することによって、問題の発生に関するア

ラーム電子メール通知を設定できます。 
また、エラー ステータス タイプ、パーティション、ターゲット コンポーネントなどで通知をフィルタ処理することもできます。 

その他 
システム起動またはドライバに関連した問題が発生する場合があります。 
ステータスが次の動作中断条件に記載された MMB エラー ステータスまたは警告ステータスのいずれかの場合は、

システムを停止して、フィールド エンジニアまたは営業担当者にお問い合わせください。 
問い合わせる前に、メイン ユニットに貼付されたラベルに記載されているモデル名とシリアル番号を確認します。 

- 動作中断条件 

- MMB のアラーム LED が点灯している。 

- MMB#0 と MMB#1 のアクティブ LED が両方とも消灯している。 

- MMB Web-UI に接続できない。 

- デバイス内の複数のボードのアラーム LED が点灯している。 

- MMB Web-UI で [Read Error] と表示されている。 

- MMB Web-UI の [System Status] ウィンドウで、すべてのユニットのステータスが [Not Present] と表示され

ている。 

6.2.4 異常状態の調査 
トラブル スポットを調査します。まず、問題が発生したコンポーネント（SB や IOU など）とパーティションをチェックします。 
是正措置は、トラブル スポットの場所、エラー レベル、システム動作モードなど、さまざまな要因によって異なります。 

故障したコンポーネントに関する調査 
システム全体のコンポーネントの設定と故障したコンポーネントを調査します。 
MMB メニュー ウィンドウで、[System] – [System Status] の順に選択して、次の図に示すウィンドウを表示します。 
各コンポーネントのステータスを調査できます。 
既存のトラブル スポットに対して表示されたアイコンをクリックして、コンポーネント ステータスを示すウィンドウを表示

します。MMB Web-UI ウィンドウの [Part Number] または [Serial Number]（コンテンツまたは情報エリア）に [Read 
Error] と表示された場合は、フィールド エンジニアまたは営業担当者にお問い合わせください。 
[System] – [System Event Log] の順に選択して、[System Event Log] ウィンドウを開くことによって、コンポーネント 
ステータスとシステム イベント ログ（SEL）の内容を表示できます。 
SEL 情報は調査にとって重要なため、まず、ウィンドウの下部にある [Download] ボタンをクリックして情報を保存し

ます。この情報は、フィールド エンジニアまたは営業担当者に問い合わせるときに必要になります。 
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6.3 トラブルシューティングの注意事項 
この項では、トラブルシューティングの注意事項について説明します。 

- Cisco C880 サーバで、デバイスがスタンバイ モードの間にすべての AC 電源ケーブルを外すと、システム イベ

ント ログに AC 消失と記録されます（重大度：情報）。これは問題でも障害でもありません。通常の状態です。 
次に、この種のメッセージ例を示します。 

(Item): Severity Unit Source EventID Description 
--------- : -------------------------------------------------------------- 
(Display): Info PSU#*** ******** Power Supply input lost during the cabinet power off 

6.4 ログ情報の設定と確認 
この項では、システム内で発生した問題に関するログ情報の設定方法と確認方法について説明します。 

6.4.1 ログ情報のリスト 
この項では、入手可能なログ情報の種類を示します。 

- 入手可能なログ情報 

- システム イベント ログ 

- Syslog とイベント ログ 

- エージェント ログ 

- パーティション イベント ログ 

- ハードウェア エラー ログ 

- BIOS エラー ログ 

- パーティション電源制御での要因に関する情報 

- ネットワーク設定ログ情報 

- NTP クライアント ログ情報 

- 操作ログ情報 

- 物理インベントリ情報 

- システムおよびパーティション設定情報 

- システムおよびパーティション コンフィギュレーション ファイル 

- 内部ラック センサー定義に関する情報 
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6.5 ファームウェアの更新 
Cisco C880 サーバは、BIOS、BMC、および MMB ファームウェアを使用して設定されます。 
それぞれのファームウェアは異なるバージョンを統合する総合バージョンとして管理されます。 
ファームウェアは、バッチで MMB から更新されます（システム内のあらゆる場所にあるすべてのファームウェアに適用）。 

6.5.1 ファームウェアの更新に関する注意事項 
MMB または SB で障害が発生した場合は、ファームウェアを更新する前に、それに対するメンテナンスを実行します。

故障した MMB または SB を含む構成ではファームウェアを更新しないでください。 
ファームウェアの更新は、パーティションの電源ステータスに関係なく実行できます。 
パーティションの電源がオフになっていない場合は、パーティションの電源オフ後に新しいファームウェアが適用され

ます。 
（注） 
ファームウェアの更新が失敗した場合は、MMB Web-UI の [Firmware Update] メニューでファームウェアを再度更

新してください。 
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付録 A  Cisco C880 サーバから提供される機能 
この付録では、Cisco C880 サーバから提供される機能を列挙します。また、管理ネットワークの仕様も列挙します。 

A.1 機能リスト 
次に、Cisco C880 サーバから提供される機能を示します。 

A.1.1 アクション 
表 A.1 アクション 

動作 小項目 説明 
ユーザ操作 ユーザ操作設定 各ユーザ アカウントの操作特権設定 

LDAP 経由の重複 MMB 間のアカウント同期 
GUI Web ユーザ インターフェイス 
CLI MMB コマンド ライン インターフェイス 

外部インターフェイス KVM（ローカル） ローカル VGA、USB 
リモート コンソール コンソール リダイレクト LAN 経由のシリアル コンソール 

ビデオ リダイレクト 管理 LAN に接続された PC をグラフィク コンソールとし

て使用する機能 
仮想メディア 管理 LAN 接続 PC などのドライブ パーティション側のド

ライブを前提とする機能 
UEFI UEFI インターフェイス UEFI シェル 

Boot Manager 

A.1.2 運用 
表 A.2 動作 

動作 小項目 説明 
システム 
構築 

管理 LAN 設定 MMB 管理 LAN 設定 
メンテナンス LAN（REMCS/CE ポート）設定 
内部 LAN のネットワーク設定 

操作特権/範囲設定 ユーザ アカウントの管理 
パーティションの設定 パーティションの作成/編集/削除 

CPU/DIMM 設定チェック 
メモリ動作モード - パフォーマンス モード（パーティション単位） 

- 通常モード（パーティション単位） 
- 部分メモリ ミラー モード（パーティション単位） 
- 完全ミラー モード（パーティション単位） 
- スペア モード（パーティション単位） 

PCI_Box 制御 PCI_Box 管理、パーティションへの割り当て 
仮想化 内部 LAN PCH の MAC アドレス修正 

システム操作/ 
電力制御 

開始 Web-UI、CLI、または Wake On LAN による電源オン 
停止 Web-UI、CLI、または OS からのシャットダウンまたは強

制電源オフ 
再起動 Web-UI または OS からのリブート、パーティション リセット 
電源復旧処理 AC 消失から電源が復旧された場合の電源オン制御 

ブート制御 Web-UI でのブート デバイス選択 
ブート時の診断モード選択 
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動作 小項目 説明 
UEFI Boot Manager によるブート デバイス選択、ブート 
オプション設定 

スケジュールされた操作 指定された日時での自動電源オン/オフ 
Wake On LAN ネットワーク経由の電源オン 

自動復旧 デグレード操作 CPU、DIMM、SB などでの自動デグレード操作 
予備 SB 故障した SB から予備 SB への SB 自動切り替え 

ASR 障害発生時のパーティションの自動再起動 
常時動作 連続操作 重複 MMB 間の処理の引き継ぎ 

MMB または BMC リセットによるリカバリ、連続パーティ

ション操作 
環境保護動作 消費電力管理 キャビネットの電力消費の監視、上位ソフトウェアへの通知 

PSU 電源オン回数の制御 必要に応じた PSU 電源オン制御 
ファン速度制御 ファン速度の最適な制御 

時刻同期 NTP クライアント NTP クライアント 

A.1.3 監視機能とレポート機能 
表 A.3 監視機能とレポート機能 

動作 小項目 説明 
ハードウェア 
監視とレポート 

ハードウェア問題の監視  MMB/BMC/UEFI によるハードウェア問題の監視 
パーティション問題の監視 MMB/UEFI によるウォッチドッグ タイマーの監視 
電源制御問題の監視  電源制御シーケンス問題の監視 
ファン速度問題の監視  ファン速度問題の監視 
電圧問題の監視 電圧問題の監視 
温度問題の監視  温度問題の監視  
ハードウェアの予防監視  CPU、DIMM、および HDD ハードウェア障害の予防監視 
外部レポート 電子メールによる外部レポート、SNMP 
イベントの監視 センサー検出イベントの監視 
しきい値監視 温度、電源電圧、およびファン速度のしきい値監視 

ステータス表示 LED 表示 MMB とシステム ステータスの表示 
位置表示（ロケーション LED） 
故障したコンポーネントの表示 

環境関連ステータスの表示 キャビネットの電力消費の表示 
ファン速度の表示 
PSU/DDC 電源オン ステータスの表示 
温度の表示 
上位ソフトウェアからの環境ステータスの収集（SNMP） 

ログ ログ タイプ MMB 収集ログの内容の拡張と履歴情報の強化 
- システム イベント ログ 
- ハードウェアおよび UEFI エラー ログ 
- 電源制御および要因情報 
- ネットワーク設定およびログ 
- MMB 操作ログ、ログイン レコード 
- ファームウェア バージョン 
- 実装ユニット情報 
- パーティションの構成と設定 
- センサー情報 
- さまざまなファームウェア ログのダンプ 

ログのダウンロード MMB 収集ログのバッチ ダウンロード（SEL ダウンロード） 
ハードウェア エラー 
処理 

故障箇所 故障したコンポーネントの表示 
WHEA のサポート Windows ハードウェア エラー アーキテクチャのサポート 
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A.1.4 メンテナンス 
表 A.4 メンテナンス機能 

動作 小項目 説明 
コンポーネントの交換  交換ターゲット コールド交換、非ホット/ホット システム/ホット メンテナンス 

ホット プラグによるホット メンテナンスのサポート 
交換ターゲット 
コンポーネントの表示 

SEL または LED によって示される交換ターゲット コン

ポーネント 
ホット プラグ PCI Express カード、HDD/SSD 

DR による SB の交換 
FRU 管理 FRU 管理 FRU 管理ターゲット コンポーネントの FRU 情報管理 

シリアル番号、部品番号、製品名など 
FRU によるシステム情報管理およびバックアップ 

ログ管理 ログの収集 MMB によるログ収集および生成管理 
ログのクリア MMB ログのクリア 

ファームウェア管理  世代管理 一世代での管理 
バージョンの表示 全体バージョンの表示 
ファームウェアの更新 Web-UI/CLI でのバッチ ファームウェア更新 

MMB（BIOS/BMC）による SB 間のバージョン照合 
電源オフ時の SB バージョンの確認 

構成設定情報管理  構成設定 
情報の保存と復元 

MMB/UEFI 情報の保存と復元 

メンテナンス ガイダ

ンス 
メンテナンス ウィザード Web-UI 上でのコンポーネント交換手順の説明 

障害原因の検索  内部ログ トレース MMB/BMC 内部ログの収集 
ダンプ機能 MMB コア ダンプ 

sadump 
ハードウェア ログ CPU/チップセット ハードウェア ログ 

A.1.5 冗長機能 
表 A.5 冗長機能 

動作 小項目 説明 
ネットワーク 管理 LAN の二重化 管理 LAN 二重化の切り替え 

電源モジュール デュアル給電 デュアル給電の監視 

PSU 冗長性 PSU N+1 冗長性の監視と制御 
単位 ファン冗長性 ファン冗長性の監視と制御 
コンポーネントとモ

ジュール  
DIMM の二重化 メモリ ミラー モード（パーティション単位） 
DINN スペア メモリ スペア モード（パーティション単位） 
ファームウェア保存メモリの

二重化 
FWH の二重化 

システム クロック クロック多重化 Cisco C880 サーバは SB ごとにオシレータを備えてい

る。ホーム SB からの分配 
システム キャビネット内のクラスタ パーティションごとに独立したクロック 
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A.1.6 外部リンケージ機能 
表 A.6 外部リンケージ機能 

動作 小項目 説明 
外部 IF/API IPMI/RMCP IPMI/RMCP インターフェイス 

SNMP SNMP インターフェイス 
Telnet/SSH Telnet/SSH 経由の MMB CLI へのアクセス 
HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS 経由の MMB Web-UI へのアクセス 
NTP MMB の NTP クライアントとの時刻同期 

EMS リンケージ その他の管理ソフトウェア リ
ンケージ 

各企業のサーバ管理ソフトウェアとのリンケージ 

UPS リンケージ 電源障害制御 電源障害シャットダウン処理での UPS デバイスとの協

調サポート 
電源障害シャットダウン前のユーザ スクリプト実行サ

ポート 
外部ファイル デバイス 
リンケージ 

ファイル増加デバイス ファイル増加デバイスのサポート 

PXM リンケージ PXM リンケージ PXM（XSP エミュレーション）のサポート 

A.1.7 セキュリティ機能 
表 A.7 セキュリティ機能 

動作 小項目 説明 
セキュリティ設定  外部 IF セキュリティ設定 ネットワーク セキュリティ設定（SSL、SSH など） 
ユーザ管理/認証 ユーザ認証 MMB ログイン アカウントの管理 

ユーザ認証リンケージ 重複 MMB 間でのアカウントの同期 
監査証跡 操作ログ MMB 操作ログやログイン履歴などのレコード 
TPM TPM TPM 機能のサポート 

A.2 機能とインターフェイスの対応 
Cisco C880 サーバによって提供される機能とインターフェイスの対応を以下に示します。 

A.2.1 システム情報の表示 
表 A.8 システム情報の表示 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

システム ステータスの表示

（エラー、警告） 
サポートあり   

システム イベント ログ（SEL）
の表示 

サポートあり   

システム イベント ログ（SEL）
のダウンロード 

サポートあり   

MMB Web-UI/CLI 操作ログ

の表示 
サポートあり   

システム情報の表示（P/N、

S/N）  
サポートあり   

ファームウェア バージョンの

表示 
サポートあり サポートあり  
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A.2.2 システム設定 
表 A.9 システム設定 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

一次給電と二次給電 サポートあり サポートあり  
電源復旧時の電源オン設定 サポートあり サポートあり  
電源復旧時の起動遅延時間 サポートあり サポートあり  
インストール高度 サポートあり サポートあり  
PSU 冗長設定 サポートあり サポートあり  
切り替え時の対応 SB を含むパーティション

の強制電源オフが開始されるまでの最大待

機時間の予備 SB に設定する。 

サポートあり   

システム全体としての省電力機能の有効な

設定と無効な設定 
サポートあり   

システム全体の電力消費しきい値（上限値）

設定 
サポートあり   

A.2.3 システム動作 
表 A.10 システム動作 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

システム電源制御（オン/オフ/強制電源オフ） サポートあり サポートあり  

A.2.4 ハードウェア ステータスの表示 
表 A.11 ハードウェア ステータスの表示 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

LED ステータスの表示 サポートあり   
LED 動作（点灯、消灯、点滅） サポートあり   
PSU（電源装置）の電源オン回数とステータ

スの表示 
サポートあり   

システム電力消費の表示 サポートあり   
ファン ステータスの監視とファン速度の表示 サポートあり   
温度の監視と表示 サポートあり   
電圧の監視と表示 サポートあり   
SB ステータスの表示（CPU、DIMM、メザニ

ン、RAID スロット、HDD/SDD、チップセット、

TPM、BMC、FBU、クロック） 

サポートあり   

IOU ステータスの表示 サポートあり   
DU ステータスの表示 サポートあり   
OPL ステータスの表示 サポートあり   
MMB ステータスの表示 サポートあり   
PCI_Box ステータスの表示 サポートあり   
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A.2.5 パーティション設定情報とパーティション ステータスの表示 
表 A.12 パーティション設定情報とパーティション ステータスの表示 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

パーティション ステータスの表示（CPU 数、

コア数、メモリ サイズ、電源ステータス） 
サポートあり   

A.2.6 パーティションの構成と動作の設定 
表 A.13 パーティションの構成と動作の設定 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

パーティションの設定 サポートあり サポートあり  
予備 SB の割り当て サポートあり サポートあり  
CPU の設定   サポートあり 
柔軟な I/O モード  サポートあり  
パーティションの ASR（自動サーバ再起動）

の設定 
サポートあり   

I/O デバイスへの I/O 空間の割り当て   サポートあり 
メモリ動作モード サポートあり サポートあり  
メモリ ミラー RAS モード サポートあり サポートあり  
PCI アドレス モード サポートあり サポートあり  
TPM   サポートあり 

A.2.7 パーティション動作 
表 A.14 パーティション動作 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

ビデオ リダイレクト/仮想メディア サポートあり   
コンソール リダイレクト  サポートあり  
UEFI シェル   サポートあり 

A.2.8 パーティションの電源制御 
表 A.15 パーティションの電源制御 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

電源投入 サポートあり サポートあり  
電源オフ（シャットダウン） サポートあり サポートあり  
リセット サポートあり サポートあり  
NMI サポートあり サポートあり  
強制電源オフ サポートあり サポートあり  
sadump サポートあり サポートあり  
電源オン時の診断モードの選択 サポートあり   
スケジュールされた操作 サポートあり   
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A.2.9 OS ブート設定 
表 A.16 OS ブート設定 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

OS ブート デバイスの選択   サポートあり 
OS ブート プライオリティの設定   サポートあり 
OS ブート オプションの設定   サポートあり 
OS ブート遅延時間の設定   サポートあり 
PXE/iSCSI ブート ネットワーク デバイス

の設定 
  サポートあり 

ブート制御（ブート設定のオーバーライド） サポートあり   

A.2.10 MMB ユーザ アカウント管理 
表 A.17 MMB ユーザ アカウント管理 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

MMB ユーザ アカウントの設定とDisplay サポートあり サポートあり  
MMB ログイン ユーザの表示 サポートあり サポートあり  

A.2.11 サーバ管理ネットワークの設定 
表 A.18 サーバ管理ネットワークの設定 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

MMB の日付、時刻、およびタイムゾーンの

設定 
サポートあり サポートあり  

MMB 時刻同期（NTP）の設定 サポートあり   
MMB 管理 LAN 設定 サポートあり サポートあり  
内部 LAN の設定 サポートあり   
メンテナンス LAN の設定 サポートあり サポートあり  
MMB LAN ポートの設定 サポートあり   
MMB ネットワーク プロトコルの設定 サポートあり サポートあり  
SNMP の設定 サポートあり サポートあり  
SNMP の設定（V3） サポートあり   
SSL の設定 サポートあり   
SSH の設定 サポートあり サポートあり  
リモート サーバ管理ユーザの設定（RMCP） サポートあり   
アクセス コントロールの設定 サポートあり   
アラーム電子メールの設定 サポートあり   
MMB ネットワーク ステータスの表示コマンド  サポートあり  

A.2.12 メンテナンス 
表 A.19 メンテナンス 

機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

バッチ ファームウェア更新 サポートあり サポートあり  
MMB 設定情報の保存と復元 サポートあり   
BIOS 設定情報の保存と復元 サポートあり   
メンテナンス ウィザード：コンポーネント  サポートあり   
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機能 MMB 
Web-UI 

MMB CLI UEFI 

置換 
メンテナンス ウィザード：メンテナンス モード

の設定とキャンセル 
サポートあり   

A.3 管理ネットワークの仕様 
次に、Cisco C880 サーバの管理ネットワークの仕様を示します。 

表 A.20 管理ネットワークの仕様 

コンポーネ

ント（A） 
通信方向 コンポー

ネント 
（B） 

USER 
ポート 

CE 
ポート 

REMCS 
ポート 

パーティ

ション 
LAN  
ポート 

プロトコル 
（ポート番号） 

ポート 
番号 

端末ソフト

ウェア 
双方向 （MMB） 使用 使用 未使用  未使用 Telnet

（TCP23） 
可変 

双方向 SSH（TCP22） 可変 

ビデオリダイ

レクト/仮想メ

ディア 

双方向 MMB/ 
BMC 

使用 使用 未使用 未使用 VNC（TCP80）  

FST 双方向 MMB 使用 使用 未使用 未使用 Telnet
（TCP23） 

可変 

双方向 SSH（TCP22） 可変 

双方向 RMCP
（UDP623） 

 

NTP サーバ 
（クロック  
デバイス） 

双方向 MMB 
（クライア

ント） 

使用 使用 未使用 未使用 NTP
（UDP123） 

 

Web 
ブラウザ 

双方向 MMB 使用 使用 未使用 未使用 HTTP/HTTPS 
（TCP 8081） 

可変 
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付録 B  物理的な取り付け位置とポート番号 
この付録では、コンポーネントの物理的な取り付け位置について説明し、MMB と IOU のポート番号を示します。 

B.1 コンポーネントの物理的な取り付け位置 
ここでは、コンポーネントの物理的な取り付け位置について説明します。 

図 B.1 Cisco C880 サーバ内の物理的な取り付け位置 

 
番号 説明 

（1） 前面 
（2） 背面 
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図 B.2 DU 内の物理的な取り付け位置 

                                                           

B.2 ポート番号 
ここでは、各 MMB と IOU ポートの番号付け方針を示します。 
コメント 
番号付けに使用される文字列はファームウェアから認識されるポート番号です。これらのポート番号はユニット上に印

刷、スタンプ、またはそれ以外の方法でマーキングされたポート識別内の文字列とは異なります。 
図 B.3 MMB ポート番号 に、MMB ポートの番号付けを示します。「図 B.4 IOU_1GbE ポート番号」と「図 B.5 
IOU_10GbE ポート番号」に、MMB ポートの番号付けを示します。 

図 B.3 MMB ポート番号 
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図 B.4 IOU_1GbE ポート番号 

 

図 B.5 IOU_10GbE ポート番号 
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付録 C  外部物理インターフェイスのリスト 

この付録では、Cisco C880 サーバの外部インターフェイスについて説明します。 

C.1 外部システム インターフェイスのリスト 
次に、外部システム インターフェイスを示します。 

表 C.1 外部システム インターフェイス 

IO インターフェイス 取り付けコン

ポーネント 
IP アドレスの 

ポート 
場所 コメント 

USB SB 4 前面 USB 2.0 
VGA SB 1 前面 最大 1600x 1200 ドット、 

65536 色 
PCI Express スロット

（SB） 
SB 1 （*1） RAID カード 

LAN（IOU）  IOU_1GbE 2 背面 GbE 
IOU_10GbE 2 背面 10 GbE 

HDD/SSD DU 4 前面 2.5 インチ HDD/SSD 
 
*1：SB 内に PCI Express スロットがあります。物理インターフェイスはケースの外部に出ていません。 
*2：PCI Express スロットに PCNC を設置することによって、PCI ボックスへのインターフェイスが提供されます。 

C.2 外部 MMB インターフェイスのリスト 
次に、外部 MMB インターフェイスを示します。 

表 C.2 外部 MMB インターフェイス 

外部インターフェイス ポートの数 場所 コメント 
LAN（MMB） 1000Base-T 2 背面 ユーザ ポート（管理 LAN） 

100Base-TX 1 背面 メンテナンス LAN ポート 
100Base-TX 1 背面 REMCS ポート 

COM 1 背面 コネクタ タイプ：Dsub 9 ピン 
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付録 D  組み込み I/O の物理的な位置と バス番

号および PCI スロットの取り付け位置とスロット

番号 

この付録では、Cisco C880 サーバ内の組み込み I/O の物理的な位置とバス番号の対応を示します。また、PCI ス
ロットの取り付け位置とスロット番号の対応も示します。 

D.1 Cisco C880 サーバの内部 I/O コントローラの物理的位置とバス

番号 
次の表に、SB 内部 I/O コントローラの物理的な位置とバス番号を示します。 
 

表 D.1 SB 内部 I/O コントローラの物理的な位置とバス番号 

内部 I/O BUS:DEV:FUNC コメント 
ホーム SB-USB EHCI コ
ントローラ 

00:1A:0 
 

USB ポート #0 
USB ポート #1 

00:1D:0 USB ポート #2 
USB ポート #3 
ビデオ リダイレクト 
仮想メディア 

D.2 PCI スロットの取り付け位置とスロット番号の対応 
次の表に、PCI スロットの取り付け位置とスロット番号の対応を示します。 

表 D.2 PCI スロットの取り付け位置とスロット番号の対応 

取り付け位置 スロット番号 
（10 進数） ボード スロット 

SB#0 IOU#0 へのポート（*1） 4097 
IOU#1 へのポート（*1） 4098 
IOU#2 へのポート（*1） 4099 
IOU#3 へのポート（*1） 4100 

SB#1 IOU#0 へのポート（*1） 4113 
IOU#1 へのポート（*1） 4114 
IOU#2 へのポート（*1） 4115 
IOU#3 へのポート（*1） 4116 

SB#2 IOU#0 へのポート（*1） 4129 
IOU#1 へのポート（*1） 4130 
IOU#2 へのポート（*1） 4131 
IOU#3 へのポート（*1） 4132 

SB#3 IOU#0 へのポート（*1） 4145 
IOU#1 へのポート（*1） 4146 
IOU#2 へのポート（*1） 4147 
IOU#3 へのポート（*1） 4148 

IOU#0 PCIC#0 2 
PCIC#1 3 
PCIC#2 4 
PCIC#3（*2） 5 
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取り付け位置 スロット番号 
（10 進数） ボード スロット 

IOU#1 PCIC#0 18 
PCIC#1 19 
PCIC#2 20 
PCIC#3（*2） 21 

IOU#2 PCIC#0 34 
PCIC#1 35 
PCIC#2 36 
PCIC#3（*2） 37 

IOU#3 PCIC#0 50 
PCIC#1 51 
PCIC#2 52 
PCIC#3（*2） 53 

N/A：適用外 
*1：DR が [Disabled] の場合は、スロット番号が割り当てられません。 
*2：IOU_10GbE には PCI スロット #3 がありません。 
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付録 E  LED によるステータス チェック 

この付録では、Cisco C880 サーバに取り付けられた LED のタイプについて説明します。また、LED によるステータ

スのチェック方法についても説明します。 

E.1. LED のタイプ 
 

Cisco C880 サーバの場合は、キャビネットの前面に、カスタマー セルフ サービス（CSS）LED、システム アラーム 
LED、およびロケーション LED が付いています。CSS LED とシステム アラーム LED はシステム全体の障害ステー

タスを示します。ロケーション LED はシステムの物理的な位置を示します。 
Cisco C880 サーバのコンポーネントにも、電源 LED、アラーム LED、およびロケーション LED が付いています。 
電源 LED はコンポーネント内の電源ステータスを示します。アラーム LED はコンポーネントでエラーが発生している

かどうかを示します。ロケーション LED はコンポーネントの取り付け位置を示します。ロケーション LED はオンとオフ

に設定できます。メンテナンス ウィザードを使用してコンポーネントを交換する場合は、ロケーション LED が作業を支

援します。 

E.1.1 電源 LED、アラーム LED、およびロケーション LED 
 

原則として、Cisco C880 サーバの各コンポーネントには次の LED が付属しています。 

表 E.1 電源 LED、アラーム LED、およびロケーション LED 

LED のタイプ 色 機能 
電源 グリーン コンポーネントの電源ステータスを示します。 
アラーム オレンジ コンポーネントでエラーが発生しているかどうかを示します。 
場所 青色 - コンポーネント（位置）を識別します。 

- ユーザが自由に点滅または消灯に設定できます。 
- メンテナンス ウィザードが動作中のメンテナンス対象コンポーネントを示し

ます。 

E.1.2 PSU 
PSU には次の LED が付属しています。 

表 E.2 PSU LED 

LED のタイプ 色 機能 
FANM#0 アラーム オレンジ FANM#0 の状態を示します。 
電源/アラーム 黄色/緑色 各 PSU への AC 入力が存在するかどうか、PSU でエラーが発生しているか

どうか、PSU のオン/オフ ステータスを示します。 
FANM#1 アラーム オレンジ FANM#1 の状態を示します。 

表 E.3 電源ステータスと PSU LED の表示 

ステータス FANM#0 アラーム 電源/アラーム FANM#1 アラーム OPL CSS（*2） 
PSU AC 入力がオフです。 消灯 消灯 消灯 消灯 
AC 入力がオンで、PSU がオフです。 消灯 緑色で点滅 消灯 消灯 
AC 入力がオンで、PSU がオンです。 消灯 点灯（グリーン） 消灯 消灯 
PSU 温度エラーが想定されます。 消灯 点灯（グリーン） 消灯 点灯（黄色） 
PSU 温度エラーが検出されたか、PSU 内の

電源システム エラーが想定されます。 
消灯 緑色で点滅 消灯 点灯（黄色） 

PSU の電源システムで障害が発生しました。 消灯 点灯（黄色） 消灯 点灯（黄色） 
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ステータス FANM#0 アラーム 電源/アラーム FANM#1 アラーム OPL CSS（*2） 
FANM#0 エラーが発生しました。 消灯または点灯（オ

レンジ） 
（*1） 

消灯 消灯 点灯（黄色） 

FANM#1 エラーが発生しました。 消灯 消灯 消灯または点灯（オレ

ンジ） 
（*1） 

点灯（黄色） 

（*1）アラーム LED がオレンジに点灯している場合は、特定の LED が付いている FANM で障害が発生しています。

アラーム LED が点灯していなくても、予防ファン監視機能によってファンの回転が不十分なことが検出されたこ

とによって FANM エラーを示す SEL が表示される場合があります。 

（*2）CSS LED は、PSU ではなく、OPL 上に存在します。 

E.1.3 FANU 
FANU には次の LED が付属しています。 

表 E.4 ファン LED 

LED のタイプ 色 機能 
FANM#0 アラーム オレンジ FANM#0 の状態を示します。 
電源/アラーム グリーン FANU に電力を供給している PSU の電源状態を示します。 
FANM#1 アラーム オレンジ FANM#1 の状態を示します。 

表 E.5 電源ステータスと FANU LED の表示 

ステータス FANM#0 アラーム 電源/アラーム FANM#1 アラーム OPL CSS（*2） 
PSU AC 入力がオフです。 消灯 消灯 消灯 消灯 
AC 入力がオンで、PSU がオフです。 消灯 緑色で点滅 消灯 消灯 
AC 入力がオンで、PSU がオンです。 消灯 点灯（グリーン） 消灯 消灯 
FANU 温度エラーが想定されます。 消灯 点灯（グリーン） 消灯 点灯（黄色） 
FANU 温度エラーが検出されたか、PSU 
内の電源システム エラーが想定されます。 

消灯 緑色で点滅 消灯 点灯（黄色） 

FANU の電源システムで障害が発生しま

した。 
消灯 点灯（黄色） 消灯 点灯（黄色） 

FANM#0 エラーが発生しました。 消灯または点灯（オ

レンジ）（*1） 
消灯 消灯 点灯（黄色） 

FANM#1 エラーが発生しました。 消灯 消灯 消灯または点灯（オレ

ンジ）（*1） 
点灯（黄色） 

（*1）アラーム LED がオレンジに点灯している場合は、特定の LED が付いている FANM で障害が発生しています。

アラーム LED が点灯していなくても、予防ファン監視機能によってファンの回転が不十分なことが検出されたこ

とによって FANM エラーを示す SEL が表示される場合があります。 

（*2）CSS LED は、PSU ではなく、OPL 上に存在します。 
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E.1.4 SB 
SB には次の LED が付属しています。 

表 E.6 SB LED 

LED のタイプ 色 機能 
電源 グリーン SB の電源状態を示します。 
アラーム オレンジ SB でエラーが発生しているかどうかを示します。 
場所 青色 SB を示します。 

- ユーザが自由に点滅または消灯に設定できます。 
- メンテナンス ウィザードが動作中のメンテナンス対象コンポーネントを示し

ます。 

表 E.7 SB ステータスと SB LED の表示 

ステータス 電源 アラーム 場所 
AC オフとパーティション電源オフ 消灯 消灯 消灯 
SB を含むパーティション電源オン 点灯（グリーン）   
SB のエラー  点灯（オレンジ）  
SB の識別 
（メンテナンス ウィザードによる点灯） 

  点灯（青色） 

E.1.5 IOU 
IOU_1GbE または IOU_10GbE の IOU には次の LED が付属しています。 

表 E.8 IOU LED 

LED のタイプ 色 機能 
電源 グリーン IOU の電源状態を示します。 
アラーム オレンジ IOU でエラーが発生しているかどうかを示します。 
場所 青色 IOU を示します。 

- ユーザが自由に点滅または消灯に設定できます。 
- メンテナンス ウィザードが動作中のメンテナンス対象コンポーネントを示し

ます。 

表 E.9 IOU ステータスと IOU LED の表示 

ステータス 電源 アラーム 場所 
AC オフとパーティション電源オフ 消灯 消灯 消灯 
IOU を含むパーティション電源オン 点灯（グリーン）   
IOU のエラー  点灯（オレンジ）  
IOU の識別 
（メンテナンス ウィザードによる点灯） 

  点灯（青色） 

E.1.6 IOU の PCI Express スロット 
IOU の PCI Express スロットには LED が付いていません。 
IOU 内で PCI Express カードを物理的に取り付けたり、取り外したりするには、キャビネットから IOU を取り出します。 
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E.1.7 DU 
DU には次の LED が付属しています。電源 LED のみが使用されます。注意 LED は使用されません。 

表 E.10 IOU LED 

LED のタイプ 色 機能 
電源（左） グリーン DU の電源状態を示します。 
アラーム（右） グリーン DU の電源状態を示します。 
注意（左） オレンジ 未使用。 
注意（右） オレンジ 未使用。 

表 E.11 IOU ステータスと IOU LED の表示 

ステータス 電源（左） 電源（右） 注意（左） 注意（右） 
PCI Express スロット #0 含むパーティション 
オフ 

点灯（グリーン）  消灯 消灯 

PCI Express スロット #1 含むパーティション 
オフ 

 点灯（グリーン） 消灯 消灯 

 

E.1.8 HDD/SSD 
HDD または SSD には次の LED が付属しています。 
SB 内の HDD または SSD と DU 内の HDD または SSD には同じ LED が付いています。 

表 E.12 HDD/SSD LED 

LED のタイプ 色 機能 （注） 
HDD/SSD アクセス グリーン HDD または SSD のアクセス ステータスを示します。 HDD または SSD にだけ

取り付けられます。 
HDD/SSD アラーム オレンジ HDD または SSD でエラーが発生しているかどうか

とホット操作ステータスを示します。 
HDD または SSD にだけ

取り付けられます。 

表 E.13 HDD/SSD ステータスと LED の表示 

HDD/SSD ステータス HDD/SSD アクセス HDD/SSD アラーム （注） 
HDD または SSD へのアク

セス 
点滅 消灯  

HDD または SSD のエラー 消灯 点灯 RAID 構成が破損したとき。 
エージェントがオフラインのとき。 

HDD または SSD の位置の

表示 
消灯 3 Hz で定期的に点滅 SAS RAID カードの使用時。 

アレイの再構築 点滅 1 Hz で定期的に点滅 SAS RAID カードの使用時。 

E.1.9 MMB 
MMB には、アクティブ LED、レディ LED、およびロケーション LED が付属しています。アクティブ LED はアクティブ 
MMB を示し、レディ LED は MMB ファームウェアのステータスを示します。ロケーション LED は MMB を指定する

ために使用されます。 
MMB ファームウェアの起動後に、アクティブ MMB がアクティブ LED を点灯させます。レディ LED は MMB ファーム

ウェアの起動中に点滅します。起動が完了すると、点灯したままになります。 
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表 E.14 MMB LED 

LED のタイプ 色 機能 
準備 グリーン MMB ステータスを示します。 
アラーム オレンジ MMB でエラーが発生しているかどうかを示します。 
Active グリーン MMB がアクティブ MMB か、スタンバイ MMB かを示します。 
位置（ID） 青色 MMB を識別します。 

表 E.15 MMB（デバイス）ステータスと LED の表示 

MMB ステータス/デバイス ステータス 準備 アラーム アクティブ 場所 
MMB が起動中です。 点滅    
MMB が正常に起動しました。 
（レディ ステータス） 

点灯    

MMB でエラーが発生しました。  点灯   
MMB はスタンバイ MMB です。   消灯  
MMB はアクティブ MMB です。   点灯  
MMB を検索中です。    点灯 

E.1.10 LAN 
LAN ポートには次の LED が付属しています。IOU 内の LAN ポートと MMB 内の LAN ポートには同じ LED が付い

ています。 

表 E.16 LAN LED 

LED のタイプ 色 機能 （注） 
100M LAN リンク/
アクティビティ 

グリーン 100M LAN のリンク ステータスとアクティビティ 
ステータスを示します。 

MMB 上にのみ取り付けられます。 

100M LAN 速度 グリーン 100M LAN の通信速度を示します。 MMB 上にのみ取り付けられます。 
GbE LAN リンク/ア
クティビティ（*1） 

グリーン GbE LAN のリンク ステータスとアクティビティ ス
テータスを示します。 

IOU_1GbE 上にのみ取り付け

られます。 
GbE LAN 
速度（*1） 

緑/オレンジ GbE LAN の通信速度を示します。 IOU_1GbE 上にのみ取り付け

られます。 
10 GbE LAN リンク

/アクティビティ（*1） 
グリーン 10 GbE LAN のリンク ステータスとアクティビティ 

ステータスを示します。 
IOU_10GbE 上にのみ取り付け

られます。 
10GbE LAN 
速度（*1） 

緑/オレンジ 10 GbE LAN の通信速度を示します。 IOU_10GbE 上にのみ取り付け

られます。 

（*1）リンク LED が点灯していることをチェックするだけでは、「リンク」状態を確認したことになりません。リンク LED 
が点灯していることをチェックするだけでなく、特定の LAN ポートが MMB Web-UI によって [Enabled] になって

いることもチェックすることによって、LAN ポートがリンク「状態」であると確認できます。 

表 E.17 LAN LED とリンクアップ速度 

NIC 速度 
1,000 万 100M 1G 10G 

GbE 消灯 グリーン 黄色 - 
10 GbE - 消灯 黄色 グリーン 
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E.1.11 OPL 
OPL には、システム全体のステータスを示す LED、MMB レディ LED、およびシステム アラーム LED が付属してい

ます。OPL LED の表示から、デバイス全体の電源ステータスをチェックしたり、問題を把握したり、MMB ファームウェ

アのステータスを確認したりできます。 

表 E.18 OPL LED 

LED のタイプ 色 機能 
システム電源 グリーン システムの電源ステータスを示します。 
CSS 黄色  
システム アラーム オレンジ システムでエラーが発生しているかどうかを示し

ます。 
システムの場所 青色 システムを識別します。 

- ユーザが自由に点灯させたり、点滅に設定し

たり、消灯させたりできます。 

表 E.19 システム ステータスと LED の表示 

システム ステータス システム電源 CSS システム ア
ラーム 

場所 

システム電源ステータスはスタンバイです。スタ

ンバイ ステータスは MMB が動作中で、すべて

のパーティションがオフになっていることを意味し

ます。 

点灯（オレンジ）     

パーティションのいずれかがオンになっています。 点灯（グリーン）    
システム内の CSS コンポーネントの警告または

エラー。 
 点灯   

システム内の CSS コンポーネント以外のコン

ポーネントの警告またはエラー。 
  点灯  

システムを識別します。    点灯 

E.2 LED の取り付け位置 
この項では、各コンポーネントの物理的な LED の取り付け位置について説明します。 

- 電源、アラーム、およびロケーションの各 LED が付属しているコンポーネントには、次のような位置に LED が取

り付けられています。 

- 左から右に配置された LED の順序は次のとおりです。電源、アラーム、ロケーション。 

- 上から下に配置された LED の順序は次のとおりです。電源、アラーム、ロケーション。 

- 外観上は、LAN ポートが付属しているコンポーネントには、各ポートの左側に速度 LED が、右側にリンク/アク

ティビティ LED が付いています。 

図 E.1 LAN ポートが付属しているコンポーネントの LED の取り付け位置 

 

LED 
- 左または上から配置された PSU LED と FANU LED の順序は次のとおりです。FANM#0 アラーム、電源、およ

び FANM#1 アラーム。 
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図 E.2 PSU と FANU の取り付け位置 

 

- 左または上から配置された MMB LED の順序は次のとおりです。レディ、アラーム、アクティブ、およびロケーション。 

図 E.3 MMB LED の取り付け位置 

 

- 次の順序で DU LED が配置されています。 

図 E.4 DU LED の取り付け位置 

 

- 左または上から配置されたシステム LED の順序は次のとおりです。電源、アラーム、CSS、ロケーション、MMB 
レディ。 

図 E.5 システム LED の取り付け位置 

 

- 左から配置された PCI_Box LED の順序は次のとおりです。IO_PSU、IO_FAN#0、IO_FAN#1、電源、アラーム、

ロケーション。 

図 E.6 PCI_Box LED の取り付け位置 
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E.3 LED リスト 
次の表に、Cisco C880 サーバに取り付けられた LED を示します。 

表 E.20 LED リスト（1/3） 

コンポーネント LED  
のタイプ 

色 数量 ステータス 説明 

PSU 電源/ 
アラーム 

緑色/ 
オレンジ 

1 消灯 PSU AC 入力オフ 
緑色で点滅 PSU AC 入力オンと PSU オフ 

E.1.2 PSUも参照してください。 
点灯（グリーン） PSU AC 入力オンと PSU オン 

E.1.2 PSUも参照してください。 
点灯（黄色） PSU でのエラー 

FANM#0 
アラーム 

オレンジ 1 消灯 FANM#0 での正常ステータス 
E.1.2 PSUも参照してください。 

点灯 FANM#0 でのエラー 
FANM#1 
アラーム 

オレンジ 1 消灯 FANM#1 での正常ステータス 
点灯 FANM#1 でのエラー 

E.1.2 PSUも参照してください。 
FANU 電源/ 

アラーム 
グリーン 1 消灯 PSU AC 入力オフまたは FANM へ

の DC 出力なし 
点滅 PSU AC 入力オンと PSU オフ 

E.1.3 FANUも参照してください。 
点灯 PSU AC 入力オンとシステム内の 

PSU のいずれかがオン 
E.1.3 FANUも参照してください。 

FANM#0 
アラーム 

オレンジ 1 消灯 FANM#0 での正常ステータス 
E.1.3 FANUも参照してください。 

点灯 FANM#0 でのエラー 
FANM#1 
アラーム 

オレンジ 1 消灯 FANM#1 での正常ステータス 
点灯 FANM#1 でのエラー 

E.1.3 FANUも参照してください。 
SB 電源 グリーン  消灯 SB 電源オフ 

点灯 SB 電源オン 
アラーム オレンジ  消灯 SB 正常 

点灯 SB でのエラー 
場所 青色  消灯  

点灯 SB を識別します。 
 HDD/SSD アクセス グリーン  消灯 非アクティブ 

点灯 アクティブ 
アラーム オレンジ  消灯 HDD/SSD 正常 

点灯 HDD/SSD でのエラー 
点滅  低速 

（1Hz） 
RAID でのアレイの再構築 

高速 
（3Hz） 

位置を示します。 
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表 E.21 LED リスト（2/3） 

コンポーネント LED のタイプ 色 数量 Status（ステータス） 説明 
IOU 電源 グリーン  消灯 IOU 電源オフ 

点灯 IOU 電源オン 
アラーム オレンジ  消灯 IOU 正常 

点灯 IOU でのエラー 
場所 青色  消灯  

点灯 または点滅 コンポーネントの位置 
 LAN 

（IOU_1GbE） 
リンク/アク

ティビティ 
グリーン  消灯 ネットワーク リンクなし 

緑色で点滅 ネットワーク アクティブ 
点灯（グリーン） ネットワーク リンク 

速度 緑色/ 
オレンジ 

 消灯 10Mbps 
点灯（グリーン） 100Mbps 
点灯（オレンジ） 1000Mbps 

LAN 
（IOU_10GbE） 

リンク/アク

ティビティ 
グリーン  消灯 ネットワーク リンクなし 

緑色で点滅 ネットワーク アクティブ 
点灯（グリーン） ネットワーク リンク 

速度 緑色/ 
オレンジ 

 消灯 100Mbps 
点灯（グリーン） 1000Mbps 
点灯（オレンジ） 10Gbps 

DU 電源 グリーン  消灯 DU 電源オフ 
点灯 DU 電源オン 

注意 オレンジ  消灯  
 HDD/SSD アクセス グリーン  消灯 非アクティブ 

点灯 アクティブ 
アラーム オレンジ  消灯 HDD/SSD 正常 

点灯 HDD/SSD でのエラー 
点滅  低速 

（1Hz） 
RAID でのアレイの再構築 

高速 
（3Hz） 

位置を示します。 

MMB 場所 青色  消灯  
点灯 MMB を示します。 

準備 グリーン  消灯 MMB が初期化されていま

せん。 
点滅 MMB が初期化中です。 
点灯 MMB の初期化が完了し

ました。 
（正常な MMB 動作ステー

タス） 
アクティブ グリーン  消灯  

緑色で点滅 アクティブ MMB の位置 

アラーム オレンジ  消灯  
点灯 MMB でのエラー 

 LAN 
100BASE-TX 
（MMB）（*1） 

リンク/アク

ティビティ 
グリーン  消灯 ネットワーク リンクなし 

緑色で点滅 ネットワーク アクティブ 
点灯（グリーン） ネットワーク リンク 

速度 緑色/ 
オレンジ 

 消灯 10Mbps 
点灯 100Mbps 

（*1）MMB が明示的に LAN ポートを閉じていないため、LAN ポートが無効になっているという状態が表示されません。 
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表 E.22 LED リスト（3/3） 

コンポーネント LED のタイプ 色 数量 Status（ステータス） 説明 
OPL システム電源 グリーン  消灯 すべてのパーティションの電

源オフ 
点灯 - すべてのパーティションの

電源オン 
- PSU オン、12V 供給 

システム ア
ラーム 

オレンジ  消灯  
点灯 キャビネットでエラー発生 

システム 
位置（ID） 

青色  消灯  
点灯 キャビネットを識別します。 

CSS 黄色  消灯  
点灯 CSS コンポーネントでのエ

ラー 
PCI_Box 電源 グリーン  消灯 PCI_Box 電源オフ 

点灯 PCI_Box 電源オン 
アラーム オレンジ  消灯 PCI_Box 正常 

点灯 PCI_Box でのエラー 
場所 青色  消灯  

点灯 コンポーネントの位置 
IO_PSU_ 
CHECK（*1） 

オレンジ  消灯 IO_PSU 正常 
点滅 IO_PSU でのエラー 

 PCI Express 
slot 

電源 グリーン  消灯 PCI Express スロット電源

オフ 
点滅 PCI Express ホット交換中 
点灯 PCI Express スロット電源

オン 
アラーム オレンジ  消灯 PCI Express スロット正常 

点滅 PCI Express スロットの位置 
点灯 PCI Express スロットでのエ

ラー 
IO_PSU AC グリーン  消灯 AC オフまたは 5V SB 出

力停止 
点灯 AC オンまたは 5V SB 出

力中 
DC グリーン  消灯 12V 出力停止 

点灯 12V 出力中 
CHECK オレンジ  消灯 IO_PSU 正常 

点灯 IO_PSU でのエラー 
IO_FAN アラーム オレンジ  消灯 IO_FAN 正常 

点灯 IO_ FAN でのエラー 
（*1）2 つの IO_PSU チェック LED の OR 出力。 
どちらかの IO_PSU チェック LED が点灯すると、IO_PSU_CHECK LED が点灯します。 
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付録 F  コンポーネントの取り付け条件 

この付録では、Cisco C880 サーバのコンポーネントの取り付け条件について説明します。 

F.1 CPU 
この項では、取り付け可能な CPU の数と、タイプが異なる CPU を混在させるための条件について説明します。 

CPU 取り付け条件 
- 2 つの CPU を搭載した SB は単一 SB パーティションで許可されます。 

- 2 つの CPU を搭載した SB だけが複数 SB パーティションで許可されます。 

- CPU は、SB 上の CPU#0 から順に取り付ける必要があります。 

- CPU の取り付け順序が間違っている場合は、SB がエラーになります。 

- CPU が取り付けられていない SB はエラーになります。 

次に、各モデルのパーティションあたりの SB と CPU の数を示します。 

表 F.1 パーティションあたりの SB と CPU の数 

SB の数 CPU の数 
1 SB 2 
2 SB 4 
3 SB 6 
4 SB 8 

CPU 混在条件 
- パーティションでは、すべての CPU の周波数、キャッシュ サイズ、コア数、電力、QPI レート、およびスケールを

同じにする必要があります。 

- システムでは、周波数、キャッシュ サイズ、およびコア数が異なる CPU を取り付けることができます。 

F.2 DIMM 
この項では、取り付け可能な DIMM の数と、タイプが異なる DIMM を混在させるための条件について説明します。 

DIMM 取り付け条件 
- CPU ごとに 2 つ以上の DIMM が必要です。 

- CPU ごとに最大 24 の DIMM を取り付けることができます。 

- DIMM は次の単位で取り付ける必要があります。 
通常モードでは 2 DIMM、完全ミラー モードまたは部分ミラー モードでは 4 DIMM、およびスペア モードでは 
6 DIMM。 
ただし、次の条件のいずれかが満たされている場合は、単位が通常モードでは 8 DIMM、完全ミラー モードま

たは部分ミラー モードでは 16 DIMM、およびスペア モードでは 24 DIMM になります。 

- パーティションに 4 つの SB が含まれている。 

DIMM 混在条件 
- 8 GB および 16 GB DIMM は単一の SB またはパーティションに取り付けることができます。 

- 32 GB および 64 GB DIMM は SB またはパーティション内で他のサイズの DIMM と混在させることができま

せん。 

- 同一の DIMM とは、サイズが同じものを意味します。 
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表 F.2 DIMM サイズと相互運用性の関係（SB 内） 

DIMM サイズ 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 
8 GB サポートあり サポートあり サポート対象外 サポート対象外 
16 GB サポートあり サポートあり サポート対象外 サポート対象外 
32 GB サポート対象外 サポート対象外 サポートあり サポート対象外 
64 GB サポート対象外 サポート対象外 サポート対象外 サポートあり 

表 F.3 DIMM サイズと相互運用性の関係（パーティション内） 

DIMM サイズ 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 
8 GB サポートあり サポートあり サポート対象外 サポート対象外 
16 GB サポートあり サポートあり サポート対象外 サポート対象外 
32 GB サポート対象外 サポート対象外 サポートあり サポート対象外 
64 GB サポート対象外 サポート対象外 サポート対象外 サポートあり 

表 F.4 DIMM サイズと相互運用性の関係（キャビネット内） 

DIMM サイズ 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB 
8 GB サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 
16 GB サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 
32 GB サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 
64 GB サポートあり サポートあり サポートあり サポートあり 
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DIMM の取り付け順序と DIMM の混合取り付け条件 
DIMM の取り付け順序と DIMM の混在取り付け条件を以下に示します。 
ただし、次の条件のいずれかが満たされている場合は、次ページを参照してください。 

- パーティションに 4 つの SB が含まれている。 

DIMM の取り付け順序の表では、DIMM が番号の小さい順に設置されます。 
DIMM の混在取り付け条件の表では、同じシンボルは同じ DIMM を示します。 

表 F.5 DIMM の取り付け順序 

（SB あたり 1 CPU）  （SB あたり 2 CPU）  
 CPU#0   CPU#0 CPU#1 
DIMM 
スロット

番号 

0A0 0A3 0B0 0B3 0C0 0C3 0D0 0D3 DIMM 
スロット

番号 

0A0 0A3 0B0 0B3 0C0 0C3 0D0 0D3 1A0 1A3 1B0 1B3 1C0 1C3 1D0 0D3 
0A1 0A4 0B1 0B4 0C1 0C4 0D1 0D4 0A1 0A4 0B1 0B4 0C1 0C4 0D1 0D4 1A1 1A4 1B1 1B4 1C1 1C4 1D1 0D4 
0A2 0A5 0B2 0B5 0C2 0C5 0D2 0D5 0A2 0A5 0B2 0B5 0C2 0C5 0D2 0D5 1A2 1A5 1B2 1B5 1C2 1C5 1D2 0D5 

標準 1 1 3 3 2 2 4 4 標準 1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 
5 5 7 7 6 6 8 8 8 8 12 12 10 10 14 14 9 9 13 13 11 11 15 15 
9 9 11 11 10 10 12 12 16 16 20 20 18 18 22 22 17 17 21 21 19 19 23 23 

完全ま

たは部

分ミラー 

1 1 1 1 2 2 2 2 完全ま

たは部

分ミ

ラー 

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 7 

5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 9 9 9 9 11 11 11 11 

予備 1 1 3 3 2 2 4 4 予備 1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 
1 1 3 3 2 2 4 4 1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 
1 1 3 3 2 2 4 4 1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 

 

表 F.6 DIMM の混在取り付け条件 

（SB あたり 1 CPU）  （SB あたり 2 CPU）  
 CPU#0   CPU#0 CPU#1 
DIMM 
スロット

番号 

0A0 0A3 0B0 0B3 0C0 0C3 0D0 0D3 DIMM 
スロット

番号 

0A0 0A3 0B0 0B3 0C0 0C3 0D0 0D3 1A0 1A3 1B0 1B3 1C0 1C3 1D0 0D3 
0A1 0A4 0B1 0B4 0C1 0C4 0D1 0D4 0A1 0A4 0B1 0B4 0C1 0C4 0D1 0D4 1A1 1A4 1B1 1B4 1C1 1C4 1D1 0D4 
0A2 0A5 0B2 0B5 0C2 0C5 0D2 0D5 0A2 0A5 0B2 0B5 0C2 0C5 0D2 0D5 1A2 1A5 1B2 1B5 1C2 1C5 1D2 0D5 

標準 □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ 標準 □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 

完全ま

たは部

分ミラー 

□ □ □ □ △ △ △ △ 完全ま

たは部

分ミ

ラー 

□ □ □ □ △ △ △ △ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 
□ □ □ □ △ △ △ △ □ □ □ □ △ △ △ △ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 
□ □ □ □ △ △ △ △ □ □ □ □ △ △ △ △ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 

予備 □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ 予備 □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
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次の条件のいずれかが満たされている DIMM の設置順序と DIMM の混在設置条件を以下に示します。 

- パーティションに 4 つの SB が含まれている。 

DIMM の取り付け順序の表では、DIMM が番号の小さい順に設置されます。 
DIMM の混在取り付け条件の表では、同じシンボルは同じ DIMM を示します。 

表 F.7 特殊なケースの DIMM の取り付け順序 

 CPU#0 CPU#1 
DIMM 
スロット

番号 

0A0 0A3 0B0 0B3 0C0 0C3 0D0 0D3 1A0 1A3 1B0 1B3 1C0 1C3 1D0 0D3 
0A1 0A4 0B1 0B4 0C1 0C4 0D1 0D4 1A1 1A4 1B1 1B4 1C1 1C4 1D1 0D4 
0A2 0A5 0B2 0B5 0C2 0C5 0D2 0D5 1A2 1A5 1B2 1B5 1C2 1C5 1D2 0D5 

標準 1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 
8 8 12 12 10 10 14 14 9 9 13 13 11 11 15 15 

16 16 20 20 18 18 22 22 17 17 21 21 19 19 23 23 
完全ま

たは部

分ミ

ラー 

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 
4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 5 5 7 7 7 7 
8 8 8 8 10 10 10 10 9 9 9 9 11 11 11 11 

予備 1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 
1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 
1 1 4 4 2 2 6 6 1 1 5 5 3 3 7 7 

 

表 F.8 特殊なケースの DIMM の混在取り付け条件 

 CPU#0 CPU#1 
DIMM 
スロット

番号 

0A0 0A3 0B0 0B3 0C0 0C3 0D0 0D3 1A0 1A3 1B0 1B3 1C0 1C3 1D0 0D3 
0A1 0A4 0B1 0B4 0C1 0C4 0D1 0D4 1A1 1A4 1B1 1B4 1C1 1C4 1D1 0D4 
0A2 0A5 0B2 0B5 0C2 0C5 0D2 0D5 1A2 1A5 1B2 1B5 1C2 1C5 1D2 0D5 

標準 □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 

完全ま

たは部

分ミ

ラー 

□ □ □ □ △ △ △ △ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 
□ □ □ □ △ △ △ △ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 
□ □ □ □ △ △ △ △ ■ ■ ■ ■ ▲ ▲ ▲ ▲ 

予備 □ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
□ □ ○ ○ △ △ ☆ ☆ ■ ■ ● ● ▲ ▲ ★ ★ 
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F.3 100V PSU の使用時の設定 
Cisco C880 サーバは PSU_S のみの場合に 100V 電源をサポートします。100V PSU の使用時は電力効率が低

下するため、システム内のコンポーネントの最大数が減少します。 

F.4 使用可能な内部 I/O ポート 
次の表に、使用可能な内部 I/O ポートの数を示します。 

表 F.9 使用可能な内部 I/O ポートと数量 

内部 I/O 番号 コメント 
SB USB 4 ホーム SB のみ 

VGA 1 ホーム SB のみ 
HDD/SSD 4 DR が有効な場合の

ホーム SB のみ。 
IOU_1GbE GbE 2  
IOU_10GbE 10 GbE 2 
DU HDD/SSD 4  

F.5 レガシー BIOS の互換性（CSM） 
Cisco C880 サーバは、BIOS エミュレーション機能を提供するファームウェアである UEFI を使用します。現在、次の

レガシー BIOS の制限が判明しています。 

- オプション ROM エリアの制限：ブート デバイスとして動作可能な PXE 対応カードの数は 4 に制限されています。 

- I/O 空間の制限：レガシー BIOS 環境では、ブート デバイス上に I/O 空間が必要です。 

（注） 
CSM 環境では、I/O 空間をブート デバイスに割り当てる必要があります。  

F.8 NIC（ネットワーク インターフェイス カード） 
NIC（ネットワーク インタフェース カード）の取り付けに関する次の事前注意を参照してください。 
注意 

- 同じタイプの LAN 間のチーミングのメンバーを指定することをお勧めします。（オンボード LAN 内の同じタイプの

カード間のチーミングをお勧めしていました）。 

- タイプが異なる LAN 間のチーミングが指定されている場合は、スケーリング機能の違いによって、受信側のス

ケーリング機能がオフになる可能性があります。 
その結果、受信トラフィックのバランスが最適化されない場合がありますが、通常の運用では問題になりません。 

- チーミング設定時に使用される Intel PROSet のバージョンによっては、上記理由で無効にされた受信側のス

ケーリングに関する警告が出力される場合があります。この場合は、[OK] ボタンをクリックします。 
受信側のスケーリング機能の詳細またはその他の事前注意については、Intel PROSet のヘルプを参照するか、

[Device Manager] – [Properties of the target LAN] – [Details] – [Receive-Side Scaling] で情報をチェックして

ください。 

- オペレーティング システムの WOL（Wake on LAN）サポートの条件については、それぞれのオペレーティング シ
ステムのマニュアルと制限事項を参照してください。WOL をサポートしていないオペレーティング システムのリ

モート電源制御では、MMB Web-UI から操作を実行します。 
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付録 G  SAS RAID コントローラ カードのファー

ムウェアの確認方法 

ここでは、I/O デバイスのファームウェアの確認方法について説明します。 

G.1 SAS RAID コントローラ カードのファームウェア バージョンの確

認方法 
WebBIOS で SAS RAID コントローラ カードのファームウェア バージョンを確認できます。 
（注） 
下の図はサンプル ウィンドウです。図に示されているバージョンなどの内容は、システム内の実際のウィンドウと異な

る場合があります。 

WebBIOS による確認 
1. MMB Web-UI の [Power Control] ウィンドウで、[Boot Selector] から [Force boot into EFI Boot Manager] を

選択します。 
パーティションの電源がオンになり、Boot Manager のトップ ページが表示されます。 

図 G.1 Boot Manager のトップ ページ（1） 

 

2. [Boot Manager] を選択して、Enter キーを押します。Boot Manager ウィンドウが表示されます。 
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図 G.2 Boot Manager のトップ ページ（2） 

 

3. [EFI Internal Shell] を選択して、Enter キーを押します。UEFI シェルが起動します。 

4. UEFI シェルで次のコマンドを入力します。 

Shell> drivers 

5. ドライバ リストが表示されます。 

図 G.3 ドライバ リスト 

 

注意 
ドライバ リストがウィンドウ内に収まらない場合は、「drivers –b」と入力します。ドライバ リストがページ単位で表

示されます。 

6. UEFI ドライバの数と LSI EFI SAS ドライバの数をチェックします。 
下の例では、UEFI ドライバの数は「126」です。 
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図 G.4 UEFI シェルのドライバ コマンド 

 

7. dh コマンドを実行して、「LSI MegaRaid SAS Control」のコントローラ番号をチェックします。 

Shell> dh –d 126 

下の例では、コントローラ番号は「125」です。 

図 G.5 UEFI シェルの dh コマンド 

 

8. drvcfg – s XX YY コマンドを実行します。 
XX と YY に対して次のように指定します。 

- XX：ステップ 2 で確認された UEFI ドライバ数 

- YY：ステップ 3 で確認されたコントローラ番号 

Shell> drvcfg –s 126 125 
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9. EFI WebBIOS メニューまたは EFI CLI メニューを選択するウィンドウが表示されます。[1 for EFI WebBIOS] を
選択します。 

図 G.6 EFI WebBIOS/EFI CLI の選択 

 

10. WebBIOS が起動します。取り付けられている RAID コントローラのリストが [Adapter Selection] ウィンドウに表

示されます。 
[Type] に、RAID コントローラの名前が表示されます。 

図 G.7 WebBIOS の [Adapter Selection] ウィンドウ（1） 

 

11. [Adapter No.] オプション ボタンで関連する RAID コントローラを選択して、[Start] ボタンをクリックします。 
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図 G.8 WebBIOS の [Adapter Selection] ウィンドウ（2） 

 

12. WebBIOS の [HOME] ウィンドウで、[Controller Properties] をクリックします。 

図 G.9 WebBIOS の [HOME] ウィンドウ 

 

13. 現在のファームウェアのバージョンを確認します。[Firmware Version] または [FW Package Version] にファー

ムウェアのバージョンが表示されます。 
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図 G.10 WebBIOS の [Controller Properties] ウィンドウ 

 

複数の MegaRAID SAS RAID コントローラが取り付けられている場合は、[HOME] ウィンドウで [Controller 
Selection] をクリックします。 
ステップ 11 に戻って、同じ手順を実行することにより、残りの MegaRAID SAS RAID コントローラのファーム

ウェアのバージョンを確認します。 
注意 
[Home] ボタンをクリックすると、[HOME] ウィンドウに戻ります。 

G.2 SAS カードのファームウェア バージョンの確認方法 
下の手順は、デュアル チャネル SAS カード（PCI Express カード）のファームウェア バージョンの確認方法を示して

います。 

1. メニューで [Device Manager] を選択して、Enter キーを押します。 

図 G.11 メニュー ウィンドウ 

 

2. [Device Manager] ウィンドウで、[Device List] から [LSI SAS2 MPT Controller SAS2008] を選択します。 
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図 G.12 Device Manager ウィンドウのデバイス リスト 

 

注意 
[LSI SAS2 MPT Controller SAS2008] が表示されない場合は、ファームウェア バージョンは次の値になります。 

- ファームウェア バージョン：05.00.13.00 

- EFI ドライバ バージョン：04.30.03.00 

3. [LSI SAS2 MPT Controller Configuration] ウィンドウで EFI ドライバのバージョンを確認します。 

図 G.13 [LSI SAS2 MPT Controller Configuration] 内の EFI ドライバ バージョン 

 

4. バージョンを確認したら、[LSI SAS2 MPT Controller HII Configuration Application] を選択して、Enter キーを

押します。 

5. [Configuration Options] ウィンドウで [Controller Management] を選択して、Enter キーを押します。 
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図 G.14 [Configuration Options] ウィンドウ 

 

6. [Controller Management] ウィンドウで [View Controller Properties] を選択して、Enter キーを押します。 

図 G.15 [Controller Management] ウィンドウ 

 

7. [View Controller Properties] ウィンドウでファームウェアのバージョンを確認します。 
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図 G.16 [View Controller Properties] ウィンドウ 

 

注意 
複数回 Esc キーを押して、トップ メニューに戻ります。 

G.3 FC カードのファームウェア バージョンと UEFI ドライバ バージョ

ンの確認方法 
下の手順は、FC カードのファームウェア バージョンと UEFI ドライバ バージョンの確認方法を示しています。 
注意 
FC カードのファームウェアと UEFI ドライバはパーティション内で同じにする必要があります。他の FC カードとバー

ジョンが異なる FC カードが存在する場合は、その FC カードのファームウェア バージョンとドライバ バージョンを

パーティション内の他の FC カードのバージョンに更新します。 

G.3.1 Qlogic 製の FC カードのファームウェア バージョンの確認方法 
UEFI ドライバ バージョンとファームウェア バージョンの確認 

1. MMB Web-UI の [Power Control] ウィンドウで、[Boot Selection] の [Force boot into EFI Boot Manager] を選

択します。 
注意 
Qlogic 製の FC カードの場合は、パーティションの起動時にしか、ファームウェアのバージョンを確認できません。 

2. UEFI ドライバ バージョンとファームウェア バージョンが表示されます。 
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図 G.17 UEFI ドライバ バージョンとファームウェア バージョンの確認 

 

注意 
ウィンドウが自動的に次に移動します。 

3. Boot Manager のトップ ページが表示されます。 

図 G.18 Boot Manager のトップ ページ（1） 
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UEFI ドライバ バージョンの確認 
1. [Boot Manager] を選択して、Enter キーを押します。 

図 G.19 Boot Manager のトップ ページ（2） 

 

2. Boot Manager ウィンドウが表示されます。[EFI Internal Shell] を選択して、Enter キーを押します。 

3. UEFI シェルが起動します。EFI シェルで次のコマンドを入力します。 

Shell> drivers 

4. ドライバのリストが表示されます。 

図 G.20 UEFI シェル 

 

UEFI 操作の詳細については、「Cisco C880 server User Interface Operating Instructions」を参照してください。 
注意 
ドライバ リストがウィンドウ内に収まらない場合は、「drivers –b」と入力します。ドライバ リストがページ単位で表

示されます。 
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図 G.21 ドライバ リスト 

 

5. UEFI ドライバのバージョンを確認します。 
Qlogic ファイバ チャネル ドライバのバージョンを確認します。 
例： 
UEFI ドライバのバージョンの「00000224」は「2.24」を意味します。 

図 G.22 UEFI ドライバ バージョンの確認 

 

注意 
Qlogic 製の FC カードの場合は、パーティションの起動時にしか、ファームウェア バージョンを確認できません。 
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G.3.2 Emulex 製の FC カードのファームウェア バージョンの確認方法 
Device Manager の表示 

1. MMB Web-UI の [Power Control] ウィンドウで、[Boot Selection] の [Force boot into EFI Boot Manager] を選

択します。 

図 G.23 Boot Manager のトップ ページ（1） 

 

2. [Device Manager] を選択して、Enter キーを押します。 

図 G.24 Boot Manager のトップ ページ（2） 

 

3. Device Manager ウィンドウが表示されます。 
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HBA セットアップ ユーティリティの開始 
1. Device Manager ウィンドウで [Emulex Configuration Utility Ver: x.xxxx] を選択して、Enter キーを押します。 

図 G.25 Device Manager ウィンドウ 

 

2. [Emulex Configuration Utility] ウィンドウが表示されます。[Emulex Configuration Setup Utility] を選択して、

Enter キーを押します。 

図 G.26 [Emulex Configuration Utility] ウィンドウ 

 

3. HBA のリストが表示されます。 
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HBA の選択 
1. [Adapter Selection] ウィンドウで HBA を選択して、Enter キーを押します。 

図 G.27 [Adapter Selection] ウィンドウ（HBA リスト） 

 

2. [Emulex Adapter Configuration Main Menu] ウィンドウが表示されます。 

図 G.28 [Emulex Adapter Configuration Main Menu] ウィンドウ 
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FC カードのバージョンの確認。 
1. [Emulex Adapter Configuration Main Menu] ウィンドウで [Display Adapter Info] を選択して、Enter キーを押

します。 

2. [Controller Information] ウィンドウが表示されます。ファームウェア バージョンと UEFI ドライバ バージョンを確

認します。 

図 G.29 [Controller Information] ウィンドウ 

 

注意 
複数回 Esc キーを押して、トップ メニューに戻ります。 
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付録 H 障害レポート シート 

この付録では、障害レポート シートについて説明します。このシートは障害を報告するために使用します。 

H.1 障害レポート シート 
モデル名 □ Cisco C880 サーバ 
OS □ Red Hat Enterprise Linux（バージョン：                          ） 

□ Windows サーバ（バージョン：                          ） 
□ Vmware （バージョン：           ） 

サーバの設置環境  
LAN/WAN システム構成  
ハードウェア構成 （設置されたオプションのタイプと位置） 
設定情報 （UEFI セットアップ ユーティリティの設定） 
発生日時 年     月     日     時     分 
頻度 □ 継続的 

□ 断続的（       あたりの回数        ) 
□ 不明 

原因 障害発生前に作業をしていたか? □ はい□ いいえ 
現在の状況：作業の詳細： 
作業に影響はあるか? □ はい□ いいえ 

症状 □ ハングアップ 
□ スローダウン 
□ リブート 
□ OS パニック/停止 
□ OS 起動不可 
□ 通信不可 
□ その他（                                                                               ） 

エラー メッセージ システム イベント ログ： エージェント ログ/ドライバ ログ： OS メッセージ： 
その他： 

さまざまなランプの状態  
補足情報 □ あり            □ なし 
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