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Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ
このマニュアルでは、Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ（UCSB-EX-M4-1C）の取り付けと保守の方法、および Cisco
UCS B460 M4 ブレード サーバ（UCSB-EX-M4-1A）へのアップグレードとその取り付け方法について説明します。
UCS B260 M4 ブレード サーバは、Intel ベースのフル幅のブレードであり、次のパーツで構成されます。
• 1 台の UCS スケーラブル M4 ブレード モジュール
• ブレード モジュールの前面に接続されている 1 台の UCS スケーラビリティ ターミネータ
UCS B260 M4 ブレード サーバは次の機能をサポートしています。
• Intel Xeon プロセッサ E7 v2 製品ファミリを使用する 2 個の CPU ソケット
• 48 個の Double Data Rate 3（DDD3）DIMM スロットをサポートする 8 個のスケーラブル メモリ バッファ
• シスコのメザニン カード 2 枚
• イーサネットおよび Fibre Channel over Ethernet（FCoE）をサポートする mLOM カード 1 枚
• LSI3008 SAS RAID コントローラ
• デュアル冗長 Secure Digital（SD）スロット
• 内部 USB ポート
Cisco UCS 5108 サーバ シャーシには、UCS B260 M4 ブレード サーバを 4 台まで取り付けることができます。
図 1：Cisco UCS B260 M4 スケーラブル ブレード サーバ
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資産タグ
各サーバには前面パネルから引き出すことが
できるブランクのプラスチックタグがあり、
意図された空気の流れを妨げることなく、独
自のアセット トラッキング ラベルを追加で
きます。

LED
サーバの LED は、ブレード サーバがアクティブ モードかスタンバイ モードか、ネットワーク リンクの状態、ブレー
ド サーバの全体的な状態、およびサーバが青色に点滅するビーコンを表示するように設定されているかどうかを示し
ます。
リムーバブル ドライブには、ハード ディスクのアクセス アクティビティとディスクの状態を示す LED が搭載されて
います。
表 1：ブレード サーバ LED

LED

色

説明

電源

消灯

電源がオフです。

グリーン

通常動作中です。

オレンジ

スタンバイ状態です。

消灯

アップしているネットワーク リンクがありません。

グリーン

1 つ以上のネットワーク リンクがアップしています。

消灯

電源がオフです。

グリーン

通常動作中です。

オレンジ

軽微なエラーです。

オレンジに
点滅

重大なエラーです。

リンク

状態
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LED

色

説明

ビーコン

消灯

ビーコンは有効化されていません。

1 Hz での青
の点滅

選択されたブレードの位置を特定するためのビーコン。LED が
点滅していない場合、そのブレードは選択されていません。ビー
コンは、UCS Manager またはボタンを使用して開始できます。

消灯

非アクティブ状態です。

グリーン

ディスク ドライブへの顕著な入出力があります。

オレンジで
毎秒 4 回の
点滅

再構築が進行中です。 状態 LED も同様に点滅します。

オレンジで
毎秒 4 回の
点滅

ドライブがアクティブであることを示します。

消灯

障害が検出されなかったか、ドライブが設置されていないことを
示します。

オレンジで
毎秒 4 回の
点滅

ドライブがアクティブであることを示します。 動作 LED もオレ
ンジで点滅している場合は、ドライブの再構築が進行中です。

オレンジ

障害が検出されました。

アクティビティ
（ディスク ドライブ）

状態
（ディスク ドライブ）

ボタン
リセット ボタンは、シャーシの内部に入り込んでいるため、クリップの先端またはそれに似たものを使用して押す必
要があります。 このボタンを 5 秒間押し続けてから放すとサーバが再起動します。他の方法による再起動が機能しな
い場合は、この方法を使用します。
個々のサーバのビーコン機能は、LED と組み合わされたボタンを押すことにより、オンまたはオフにすることができ
ます。
電源ボタンおよび LED では、サーバを手動で一時的にサービス休止状態にすることができ、この状態からは短時間で
再起動できます。 ブレード サーバまたは組み込みのラック マウント サーバに関連付けたサービス プロファイルで、
目的とする電源の状態を「オフ」に設定している場合は、電源ボタンまたは Cisco UCS Manager を使用してサーバをリ
セットすると、サーバで目的とする電源の状態と実際の電源の状態が一致しなくなり、後でサーバが予期せずにシャッ
トダウンする可能性があります。 サーバを電源停止状態から安全に再起動するには、Cisco UCS Manager で Boot Server
処理を使用します。
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コネクタ
コンソール ポートを使用すると、ブレード サーバに直接接続できるので、オペレーティング システムのインストール
などの管理タスクをリモートからではなく、直接実行できます。このポートには、KVMドングルケーブル（N20-BKVM）
を使用して Cisco UCS ブレード サーバに直接接続できます。Cisco UCS ブレード サーバは、DB9 シリアル コネクタ、
モニタを接続する VGA コネクタ、およびキーボードとマウスを接続するデュアル USB ポートを備えています。 この
ケーブルを使用すると、ブレード サーバで実行しているオペレーティング システムと BIOS に直接接続できます。
KVM ケーブルは、ブレード シャーシ アクセサリ キットに標準で付属しています。
図 2：ブレード サーバ用 KVM ケーブル
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ハード ドライブの交換
各ブレードには、最大 2 台の前面からのアクセスおよびホットスワップが可能な 2.5 インチのドライブが搭載されてい
ます。 使用していないハード ドライブ ベイは、カバー プレート（N20-BBLKD）で常に覆い、適切な通気と冷却を確
保する必要があります。
ブレードごとに 2.5 インチ SAS または SATA ドライブが最大 4 台搭載されており、前面からのアクセスおよびホット
プラグが可能です。 使用されていないハード ドライブ ベイは、カバー プレート（N20-BBLKD）で常に覆い、適切な
通気と冷却を確保する必要があります。
ブレード サーバのハード ドライブは、ブレード サーバをシャーシから取り外さなくても取り外し可能です。
このブレード サーバでサポートされるドライブには、ドライブ スレッドが取り付けられています。 スペアのドライブ
スレッドは付属していません。 現在サポートされているドライブの一覧は、次の URL にある仕様シートで確認できま
す。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10280/products_data_sheets_list.html [英語]
稼働中のシステムで HDD をアップグレードまたは追加する前に、Cisco UCS Manager でサービス プロファイルを確認
し、新しいハードウェア設定がサービス プロファイルで設定されているパラメータの範囲内になることを確認します。
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注意

静電破壊を防止するために、作業中は静電気防止用リスト ストラップを着用し、モジュール
を取り扱う際は必ずフレームの端を持つようにしてください。

RAID の考慮事項
各ブレードには、個別に交換できないマザーボードに組み込まれた LSI SAS 2002 RAID コントローラが含まれます。
そのコントローラは RAID 0 および 1 をサポートします。
各ブレードには、個別に交換できないマザーボードに組み込まれた LSI SAS 2004 RAID コントローラが含まれます。
そのコントローラは RAID 0 および 1 をサポートします。
各ブレードには、個別に交換できないマザーボードに組み込まれた LSI SAS 2208R RAID コントローラが含まれます。
コントローラには 6 Gbps の SAS 接続があり、RAID 0/1/5/10 をサポートします。
交換するドライブが RAID アレイの一部を構成している場合、障害が発生したドライブを交換する際はサイズ、モデ
ル、製造元が同一の新しいドライブを使用することをシスコは推奨しています。 この推奨事項は、RAID ボリュームを
作成するときに同じ容量のドライブを使用するという業界の標準的な慣習に由来するものです。 容量の異なるドライ
ブを使用すると、最も容量の小さいドライブで使用可能な容量が、RAID ボリュームを編成するすべてのドライブで使
用されることになります。
RAID クラスタをサーバ間で移動させる必要がある場合は、そのクラスタの新旧両方のサーバで同じ LSI コントローラ
が使用されている必要があります。 たとえば、LSI 1064E コントローラを搭載したサーバから LSI MegaRAID コント
ローラを搭載したサーバへの移行はサポートされません。 同様に、B200 M3 から B420 M3 への RAID クラスタの移行
はサポートされません。
ハード ディスクおよび RAID のトラブルシューティング情報については、『Cisco UCS Manager B-Series Troubleshooting
Guide』を参照してください。
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ブレード サーバのドライブの取り外し
手順
ステップ 1

ボタンを押してイジェクタを解除し、スロットからハード ドライブを引き出します。
図 3：サーバのドライブの取り外しと取り付け

ステップ 2

取り外したハード ドライブをすぐに別のブレード サーバに取り付け直さない場合は、静電気防止用マッ
トまたは静電気防止用フォームの上にハード ドライブを置きます。

ステップ 3

スロットを空のままにする場合は、ブレード サーバにほこりが入らないようにブランクの前面プレート
（N20-BBLKD）を取り付けます。
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ブレード サーバのドライブの取り付け
手順
ステップ 1

ハード ドライブ レバーの解除ボタンを押してレバーを開きます。
図 4：ドライブの取り外しおよび取り付け

ステップ 2

ブレード サーバの開口部にハード ドライブを差し込んでゆっくりと押し込み、ハード ドライブを装着
します。

ステップ 3

ハード ドライブ レバーを押して閉じます。
RAID サービスのフォーマットと設定には Cisco UCS Manager を使用できます。 RAID 設定の詳細につい
ては、ご使用のソフトウェア リリースの『UCS Manager Configuration Guide』を参照してください。
あるサーバから別のサーバに RAID クラスタを移動する必要があるときは、『Cisco UCS Troubleshooting
Guide』の「Troubleshooting Server Hardware」の章の「Moving a RAID Cluster」の項を参照してください。
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ブレード サーバの取り外しと取り付け
このブレード サーバの内部で作業する前に、ブレード サーバをシャーシから取り外す必要があります。

注意

静電破壊を防止するために、作業中は静電気防止用リスト ストラップを着用し、モジュール
を取り扱う際は必ずフレームの端を持つようにしてください。

電源ボタンを使用したブレード サーバの電源オフ
ヒント

また、Cisco UCS Manager を使用して、サーバをリモートでシャットダウンすることができま
す。 詳細については、使用している Cisco UCS Manager のバージョンのコンフィギュレーショ
ン ガイド。 コンフィギュレーション ガイドは、次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/
en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html

手順
ステップ 1

電源をオフにするシャーシの各サーバについては、電源ステータス LED の色を確認します。
• 緑は、サーバが動作していて、安全に電源オフするにはシャットダウンする必要があることを示し
ます。 ステップ 2 に進みます。
• オレンジは、サーバがスタンバイ モードになっており、安全に電源オフできることを示します。
ステップ 3 に進みます。

ステップ 2

電源ボタンを押してから放し、電源ステータス LED がオレンジに変わるまで待機します。
オペレーティング システムがグレースフル シャットダウンを実行し、サーバはスタンバイ モードにな
ります。
注意

データの損失やオペレーティング システムへの損傷が発生しないようにするために、必ずオペ
レーティング システムのグレースフル シャットダウンを実行するようにしてください。

ステップ 3

（任意） シャーシ内のすべてのブレード サーバをシャットダウンするときは、サーバの電源を完全に
オフにするために、電源コードをシャーシから外します。

ステップ 4

シャーシから適切なサーバを取り外します。

ブレード サーバの取り外し
ブレード サーバを物理的に取り外す前に、Cisco UCS Manager を使用してサーバを停止する必要があります。
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手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager または電源ボタンを使用して、ブレード サーバの電源を切ります。

ステップ 2

ブレードの前面にある取り付けネジを完全に緩めます。

ステップ 3

ブレードのイジェクト レバーを引いてブレード サーバの固定を解除し、シャーシからブレードを取り外
します。

ステップ 4

ブレードをシャーシから途中まで引き出し、もう一方の手で下からブレードの重量を支えます。

ステップ 5

取り外したブレードをすぐに別のスロットに取り付け直さない場合は、静電気防止用マットまたは静電
気防止用フォームの上にブレードを置きます。

ステップ 6

スロットを空のままにする場合は、スロット ディバイダ（N20-CDIVV）を取り付け直し、ブランクの前
面プレート（N20-CBLKB1）を 2 枚取り付けて、適切な通気と冷却を確保します。

ブレード サーバの取り付け
シャーシにフル幅のサーバとハーフ幅のサーバの両方が収容されている場合、フル幅のブレード サーバは、シャーシ
の上側スロットで稼働するように設計されています。 4 台のフル幅のサーバを備えたシャーシが、完全にサポートされ
ています。

手順
ステップ 1

必要に応じて、スロット ディバイダ（N20-CDIVV）をシャーシから取り外します。
a) 次の図の番号 1 に示すように、左側の留め金の引き上げと右側の留め金の引き下げを同時に行いま
す。
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b) 次の図の番号 2 に示すようにスロット ディバイダをシャーシから引き抜きます。 スロット ディバイ
ダは、後で必要になったときのために取っておきます。
図 5：スロット ディバイダの取り外し

ヒント

スロット ディバイダを取り付け直すには、スロットの上面と底面にあるくぼみに合わせて
スロット ディバイダを挿入し、カチッという音がするまで奥に押し込みます。
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ステップ 2

ブレード サーバの前の方を持ち、もう一方の手で下からブレードを支えます。
図 6：シャーシ内でのブレード サーバの位置

ステップ 3

ブレード サーバの前面にあるイジェクト レバーを開きます。

ステップ 4

開口部にブレードを差し込んでゆっくりと奥まで押し込みます。

ステップ 5

イジェクト レバーを押してシャーシの端に固定し、ブレード サーバを完全に押し込みます。

ステップ 6

ブレードの前面にある取り付けネジを 0.339 N-m（3 インチポンド）以下のトルクで締めます。 指だけ
で直接締めれば、取り付けネジが外れたり、損傷したりする可能性は低くなります。
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Secure Digital（SD）カードへのアクセス
今後の使用を考慮して SD カード スロットが用意されています。 製品リリースの時点では、SD カード スロットはサ
ポートされていません。 使用するには、今後のソフトウェア アップデートが必要です。
図 7：SD カード スロットの位置

ブレード サーバのカバーの取り外し
カバーを取り付けるときは、カバーを取り外すときと逆の手順を実行してください。
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手順
ステップ 1

次の図に示すようにボタンを押し続けます。

ステップ 2

カバーのバック エンドをつかんでカバーを後方に引き、引き上げます。
図 8：Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバのカバーの取り外し

図 9：Cisco UCS B22 ブレード サーバを開く
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図 10：B420 M3 ブレード サーバのカバーの取り外し
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内部コンポーネント
図 11：ブレード サーバの内部図
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ハード ドライブ ベイ 1

15

チャネル G およびチャネル H のメモリ
バッファ

2

ドライブ ベイ 2

16

チャネル I およびチャネル J のメモリ バッ
ファ

3

UCS スケーラビリティ ターミネータ

17

DIMM スロット I1-I3 および J1-J3

16

4

CMOS バッテリ

18

DIMMスロット N1-N3 および M1-M3

5

ヒート シンクの下の CPU 1

19

チャネル M およびチャネル N のメモリ
バッファ

6

ヒート シンクの下の CPU 2

20

チャネル K およびチャネル L のメモリ
バッファ

7

トラステッド プラットフォーム モジュール
（TPM）

21

DIMMスロット K1-K3 および L1-L3

8

チャネル A とチャネル B のメモリ バッファ

22

DIMM スロット O1-O3 および P1-P3

9

DIMM スロット A1-A3 および B1-B3

23

チャネル O およびチャネル P のメモリ
バッファ

10

DIMM スロット C1-C3 および D1-D3

24

mLOM カード
このスロットは、Cisco UCS Manager には
「Adapter1」として表示されますが、BIOS
には「mLOM」として表示されます。VIC
1240 は、このスロットでのみ使用できる
特定の形状のアダプタ タイプです。
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12

チャネル C およびチャネル D のメモリ バッ
ファ

25

チャネル E およびチャネル F のメモリ バッ
ファ

26

アダプタ カード
このスロットは、Cisco UCS Manager には
「Adapter2」として表示されますが、BIOS
には「Mezz 1」として表示されます。異
なるアダプタ タイプを混在使用すること
ができます。
アダプタ カード
このスロットは、Cisco UCS Manager には
「Adapter3」として表示されますが、BIOS
には「Mezz 2.」として表示されます。異
なるアダプタ タイプを混在使用すること
ができます。
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13

DIMM スロット E1-E3 および F1-F3

27

内部 USB コネクタ
Cisco UCS-USBFLSH-S-4GB= を推奨しま
す。別の USB ドライブを使用する場合
は、USB ドライブの取り付けまたは取り
外しに必要な隙間を確保するために、幅
20 mm（0.8 インチ）、長さ 34 mm（1.345
インチ）以下のものにする必要がありま
す。 サードパーティ製 USB フラッシュ
メモリは使用可能ですが、シスコのサポー
ト対象ではないため、使用はユーザの責
任において行ってください。
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（注）

DIMM スロット G1-G3 および H1-H3

• 内部 USB フラッシュ メモリの固定には、両側から強く押して取り外すタイプの固定ク
リップが使用されています。このクリップは、フラッシュ メモリの使用中は常にしっか
りと留めておく必要があります。 このクリップに合わないサードパーティ製のメモリは
使用しないでください。
• このサーバを使用するために、シャーシの FEX へのアップグレードが必要な場合があり
ます。 2104XP ファブリック エクステンダは、シスコ認定のアダプタがスロット 1 また
はスロット 2 に取り付けられている場合は互換性がありません。 VIC 1240 モジュラ LOM
カードを取り付ける場合、mLOM 経由で接続できますが、他のアダプタは認識されませ
ん。

診断ボタンと LED
ブレードの起動時に POST 診断によって CPU、DIMM、HDD、アダプタ カードがテストされ、障害があればエラー通
知が UCS Manager に送信されます。 通知はシステム エラー ログまたは show tech-support コマンド出力で確認できま
す。 エラーが検出されると、障害が発生したコンポーネントの横にある LED もオレンジに点灯します。 実行時、ブ
レード BIOS、コンポーネント ドライバ、および OS すべてによってハードウェアの障害がモニタされ、修正できない
エラーまたは規定値を超える修正できるエラー（ホスト ECC エラーなど）が発生すると、ハードウェアのコンポーネ
ントの LED がオレンジに点灯します。
LED の状態は保存され、シャーシからブレードを取り外すと、LED の値は最大 10 分間継続されます。 マザーボード
の LED 診断ボタンを押すと、コンポーネントに障害が発生していることを示す LED が最大 30 秒間点灯するので、コ
ンポーネントの識別が容易になります。 シャーシにブレードを取り付け直して起動すると LED の障害値がリセットさ
れ、プロセスが最初から開始されます。
DIMM 挿入エラーが検出されると、ブレードの検出に失敗する場合があり、エラーはサーバの POST 情報でレポートさ
れます。これは、UCS Manager GUI または CLI から確認できます。 UCS ブレード サーバには、ブレード サーバに
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DIMM を取り付ける際に従う特定のルールが必要です。ルールはブレード サーバのモデルによって異なります。 ルー
ルについてはブレード サーバの各マニュアルを参照してください。
HDD ステータス LED は HDD の前面にあります。 CPU、DIMM、またはアダプタ カードで障害が発生すると、サーバ
ヘルス LED は、軽微な障害ではオレンジに点灯し、重大な障害ではオレンジに点滅します。

ブレード サーバ内での作業
マザーボードの CMOS バッテリの取り付け
すべての Cisco UCS ブレード サーバは、サーバの電源が入っていない間は、CR2032 バッテリ（Cisco PID
N20-MBLIBATT=）を使用して BIOS 設定を保持します。

警告

バッテリを正しく交換しないと、爆発するおそれがあります。 交換用バッテリは元のバッテ
リと同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用してください。 使用済みのバッ
テリは、製造元が指示する方法に従って処分してください。 ステートメント 1015

マザーボードの Complementary Metal-Oxide Semiconductor（CMOS； 相補型金属酸化膜半導体）バッテリの取り付けま
たは交換を行うには、次の手順に従います。

手順
ステップ 1

次のようにして、古い CMOS バッテリを取り外します。
a) ブレードの電源をオフにして、シャーシから取り外し、上部カバーを取り外します。
b) バッテリからバッテリ ソケット固定クリップを押し外します。
c) ソケットからバッテリを持ち上げます。 指を入れるスペースがない場合は、ラジオ ペンチでバッテ
リを保持します。

ステップ 2

マザーボード CMOS バッテリを取り付けます。
a) バッテリ ソケット固定クリップをバッテリがハウジングに嵌合している場所から押し外します。
b) バッテリのプラス（+）マークが固定クリップと反対向きになるように、新しいバッテリをソケット
に挿入します。 ハウジング内に固定されるように、固定クリップでバッテリの上部全体を留めます。
c) 上部カバーを取り付けます。
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d) シャーシにサーバを取り付け、電源ボタンを押してブレードをオンにします。
図 12：マザーボード CMOS バッテリの場所

CPU およびヒートシンクの取り外し
CPU をあるサーバから別のサーバに移動したり、障害のある CPU を交換したり、ある CPU から別の CPU にアップグ
レードするには、以下の手順を実行します。
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（注）

マザーボードと CPU を接続するピンの破損を防止するために、CPU ピック アンド プレース
ツールが必要です。 このツールは CPU オプション キットに付属しているので、この必須ツー
ルを使用せずに作業を進めないでください。

手順
ステップ 1

ヒート シンクをマザーボードに固定している 4 本の取り付けネジを緩めます。
各ネジを 1/4 回転ずつ順番に回して緩めます。 ヒート シンクを取り外せるようになるまで緩め続けま
す。

ステップ 2

ヒート シンクを取り外します。
各 CPU オプション キットに含まれているクリーニング キット（UCSX-HSCK=）を使用して、ヒート シ
ンクの底面にある伝熱化合物を取り除きます。 洗浄溶剤の 2 本のボトルに記載された指示に従ってくだ
さい。
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ステップ 3

のアイコンの最初のソケット フックを外します。次の図の 3 を参照してください。

ステップ 4

のアイコンの 2 番目のソケット フックを外します。次の図の 4 を参照してください。

ステップ 5

ソケット ラッチを開きます。 次の図の 5 を参照してください。
図 13：ヒート シンクの取り外しと CPU ソケットへのアクセス

ステップ 6

提供されている CPU ピック アンド プレース ツール（UCS-CPU-EP-PNP=）の中央ボタンを押し、留め
金をリリースします。
CPU ピック アンド プレース ツールは、各 CPU オプション キットに含まれています。また、個別に購
入することもできます。

ステップ 7

次の手順で、古い CPU を取り除きます。
a) 矢印が CPU の位置決めマークに一致する向きで、CPU ソケットの上に CPU ピック アンド プレース
ツールを置きます。
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b) ツールのボタン/ハンドルを押して、取り付けられている CPU をつかみます。
c) ツールおよび CPU をまっすぐ持ち上げます。
図 14：CPU ピック アンド プレース ツールの適切な配置

1

ピック アンド プレース ツールのボタン/ハンドル 2
の位置調整マーク

ソケットの位置調整マーク

新しい CPU およびヒート シンクの取り付け
サーバに新しい CPU を取り付ける前に、次の点を確認してください。
• CPU が特定のモデル サーバでサポートされている。 これは、サーバの技術仕様注文ガイドまたは Cisco UCS 機能
カタログの関連リリースで確認できます。
• CPU と特定のサーバの設定をサポートする BIOS アップデートが存在し、インストール済みである。
• サーバが Cisco UCS Manager によって管理される場合、Cisco UCS Manager 内のこのサーバのサービス プロファイ
ルによって新しい CPU が認識され、許可される。
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注意

この手順で使用したピックアンドプレース ツールは、マザーボードと CPU 間の接続ピンの損
傷を防ぐために必要です。 この手順を実行する場合は、各 CPU オプション キットに付属する
これらの必須ツールを必ず使用してください。 ツールがない場合は予備を注文できます：Cisco
PID UCS-CPU-EP-PNP=（10、8、6、4、2 コア CPU（グリーン）用）、UCS-CPU-EP2-PNP=
（v2 12 コア CPU（パープル）用）。

手順
ステップ 1

（任意） 空の状態で出荷されたソケットに CPU を取り付ける場合、接続ピンの湾曲や接触を防ぐため
の保護キャップが付けられています。 付属のピック アンド プル キャップ ツールは、ピンセットと同じ
要領で使用できます。 図のように、保護キャップをつかんで回します。
図 15：保護キャップの取り外し

ステップ 2

ハンドル/ボタンを押して、ピック アンド プレース ツールの留め金をリリースします。

ステップ 3

次の手順で、新しい CPU をパッケージから取り出し、ピック アンド プレース ツールに取り付けます。
a) 台座がプロセッサに対して正しく設定されていることを確認します。 台座は「LGA2011-R1」マーク
が上を向いた状態で出荷されています。これが正しい向きです。
b) 台座に CPU を置きます。 CPU の角は台座の角にきちんと合わせて配置し、ノッチもペグに完全に合
わせる必要があります。
c) A1 矢印が台座の A1 位置決めマークに一致する向きで、CPU の台座に CPU ピック アンド プレース
ツールを置きます。
d) ツールのボタン/ハンドルを押して、CPU をつかみます。
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e) ツールと CPU をまっすぐ持ち上げ、台座から外します。
図 16：ピック アンド プレース ツールの取り付け

1

ピック アンド プレース ツール、CPU、および台座の位置調整マーク

25

ステップ 4

以下に示すように、位置決めマークを合わせて CPU ソケットに CPU およびツールを置きます。

ステップ 5

ピック アンド プレース ツールのボタン/ハンドルを押し、ソケット内に CPU をリリースします。
図 17：CPU ピック アンド プレース ツールを使用した CPU の挿入

1
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ツール ボタン/ハンドルの位置調整マーク

2

CPU ソケットの位置調整マーク

ステップ 6
ステップ 7
ステップ 8

ソケット ラッチを閉じます。 次の図の 1 を参照してください。
のアイコンの最初のフックを固定します。次の図の 2 を参照してください。
のアイコンの 2 番目のフックを固定します。次の図の 3 を参照してください。
図 18：ヒート シンク（表示されている B200 M3）の交換

ステップ 9

交換用の CPU およびサーバ（UCS-CPU-GREASE=）に付属のサーマル グリスのシリンジを使用して、2
立方センチメートルのサーマル グリスをヒート シンクと接触する CPU の上部に追加します。 示されて
いるパターンを使用します。 これにはシリンジの中身の半分が必要です。
注意
サーマル グリスには非常に特殊な熱特性があるので、他のソースのサーマル グリスを代用品と
して使用しないでください。 他のサーマル グリスを使用すると損傷する可能性があります。
（注）
CPU のスペアにはサーマル グリスのシリンジが 2 つ付属しています。それぞれ青いキャップ
と赤いキャップが付いています。 青いキャップのシリンジは UCS-CPU-GREASE= であり、こ
のサーバで使用します。
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図 19：サーマル グリスの塗布パターン

ステップ 10

ヒート シンクを設置します。 番号 4 を参照してください。
注意
特定のモデルでは、ヒート シンクは、マザーボード上のプラスチック バッフルに合わせた凹凸
形状を持っています。 ヒートシンクが適切な位置に収まらない場合は、無理に取り付けようと
せずに、ヒート シンクの向きを変更して取り付け直してください。

ステップ 11

4 本の取り付けネジを一度に 1/4 ずつ回転させて締め、ヒート シンクをマザーボードに固定します。右
上に示すように、アルファベットの X を書く順番で各ネジを締めていきます。

メモリの取り付け
ブレード サーバに DIMM を取り付けるには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

両側の DIMM コネクタ ラッチを開きます。
図 20：ブレード サーバへの DIMM の取り付け

ステップ 2

カチッという音がするまで、両端が均等になるようにして DIMM をスロットに押し込みます。
DIMM には正しい取り付け方向があるので、通常の力で DIMM がソケットに収まらない場合は、DIMM
のノッチの位置がスロット側と一致しているかどうかを確認します。
（注）

ステップ 3

DIMM のノッチがスロットに合っていることを確認します。 ノッチが合っていないと、DIMM
またはスロット、あるいはその両方が破損するおそれがあります。

DIMM コネクタ ラッチを内側に少し押して、ラッチを完全にかけます。

サポートされている DIMM
このブレード サーバでサポートされる DIMM は定期的に更新されます。 現在サポートされていて使用可能なドライブ
のリストは、次の URL にある仕様シートに記載されています。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10280/products_data_sheets_list.html
シスコはサードパーティ製のメモリ DIMM をサポートしていません。これらを使用すると、サーバに修復不可能な損
傷を与え、RMA およびダウンタイムが必要になる場合があります。
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メモリ配列
Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバには、DIMM を取り付けるためのスロットが 48 個（各 CPU に 24 個）あります。
各 CPU では 24 個の DIMM スロットが 8 チャネルに分散しています。 このブレード サーバでは、すべての装着された
CPU に少なくとも 1 個の DIMM が接続されている必要があります。 CPU が不在のスロットに取り付けられた DIMM
は認識されません。 最適なパフォーマンスを得るには、すべての CPU に DIMM を均等に分散させます。 DIMM コネ
クタ ラッチは青、黒、および白/アイボリーに色分けされており、この順序でメモリを取り付けることを推奨します。
図 21：ブレード サーバ内のメモリ スロット

1
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CPU 1 の DIMM

2

CPU 2 の DIMM

チャネル
各 CPU には 8 個のチャネルがあり、3 つの DIMM で構成されています。 各チャネルは 1 文字で識別されます。 各チャ
ネル メンバーは、1、2、または 3 の番号によって識別されます。
次の表の設定に従って DIMM を取り付けます。
CPU 1 DIMM、チャネル A ～ H

CPU 2 DIMM、チャネル I ～ P

A1（青いスロット）、A2（黒いスロット）、A3（白/ア I1（青いスロット）、I2（黒いスロット）、I3（アイボ
イボリー スロット）
リー スロット）
B1（青いスロット）、B2（黒いスロット）、B3（白/ア J1（青いスロット）、J2（黒いスロット）、J3（アイボ
イボリー スロット）
リー スロット）
C1（青いスロット）、C2（黒いスロット）、C3（アイ K1（青いスロット）、K2（黒いスロット）、K3（アイ
ボリー スロット）
ボリー スロット）
D1（青いスロット）、D2（黒いスロット）、D3（アイ L1（青いスロット）、L2（黒いスロット）、L3（アイ
ボリー スロット）
ボリー スロット）
E1（青いスロット）、E2（黒いスロット）、E3（アイ M1（青いスロット）、M2（黒いスロット）、M3（ア
ボリー スロット）
イボリー スロット）
F1（青いスロット）、F2（黒いスロット）、F3（アイ
ボリー スロット）

N1（青いスロット）、N2（黒いスロット）、N3（アイ
ボリー スロット）

G1（青いスロット）、G2（黒いスロット）、G3（アイ O1（青いスロット）、O2（黒いスロット）、O3（白/ア
ボリー スロット）
イボリー スロット）
H1（青いスロット）、H2（黒いスロット）、H3（アイ P1（青いスロット）、P2（黒いスロット）、P3（白/ア
ボリー スロット）
イボリー スロット）
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次の図は、DIMM と CPU の物理的配置を示します。
図 22：DIMM と CPU の物理的配置
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次の図は、チャネルの論理的配置を示します。
図 23：チャネルの論理図

メモリのパフォーマンス
サーバを設定する際には、次のことを考慮します。
• ブレード サーバ内の DIMM のサイズは異なってもかまいませんが、速度を混在させると、高速の DIMM が低速
の DIMM の速度で稼働します。
• DIMM タイプ（LRDIMM、RDIMM）の混在はできません。
• CPU の選択によっては、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。 使用する CPU は同じタイプにする必
要があります。
帯域幅とパフォーマンス
次の構成を使用して、帯域幅、パフォーマンス、およびシステム メモリを最大化できます。
• DDR3、4 つのチャネルにわたる転送速度 1600 MT/s（100 万回/秒）
• CPU ごとに 12 個の DIMM（合計 48 DIMM）
• 最大容量 1536 GB（32 GB DIMM を使用した場合）
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次のメモリ構成を使用すると、最適なパフォーマンスが得られません。
• サイズおよび密度の異なる DIMM を混在させた場合
• DIMM の装着状態が CPU 間で揃っていない場合
顕著なパフォーマンスの低下が起こるかどうかは、必要とするアプリケーションによって変わります。

モジュラ LOM の装着
Cisco VIC 1240 は、特殊なモジュラ LAN on Motherboard（mLOM）アダプタで、各シャーシに対してデュアル 2 X 10
GB のイーサネットまたは Fiber Channel over Ethernet（FCoE）接続を提供します。 接続できるのは、専用の mLOM コ
ネクタだけです。 現時点では、mLOM のコネクタに接続できる唯一のカードで、2100 シリーズまたは 2200 シリーズ
IOM 経由の接続を提供します。

（注）

モジュラ LOM を扱う作業では、アダプタ カードを取り外す必要があります。

mLOM をブレード サーバに取り付けるには、次の手順に従います。

手順
ステップ 1

mLOM のボードをコネクタがマザーボードのコネクタの上にくるように配置し、取り付けネジをマザー
ボード上のスタンドオフ ポストの位置に合わせます。

ステップ 2

モジュラ LOM のボードのコネクタをマザーボードのコネクタにしっかりと押し込みます。

ステップ 3

取り付けネジを締めます。
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ヒント

モジュラ LOM を取り外すには、上記の手順を逆に実行します。 マザーボードからコネクタを
取り外すときは、コネクタとの接続が緩むまで、コネクタの長さ方向に基板を数回ゆっくり往
復運動させると効果的です。

図 24：mLOM の取り付け

アダプタ カードの取り付け
ネットワーク アダプタとインターフェイス カードは、すべて同じ取り付け手順に従います。これらは定期的に更新さ
れます。 このサーバに対して現在サポートされている使用可能なモデルのリストは、次の URL にある仕様シートに記
載されています。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10280/products_data_sheets_list.html

（注）

VIC 1240 mLOM が取り付けられていない場合は、アダプタ カードを取り付ける必要がありま
す。
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（注）

このサーバで使用可能なアダプタを使用するために、シャーシの FEX へのアップグレードが
必要な場合があります。 2104XP FEX は、スロット 1 またはスロット 2 に取り付けられている
シスコ認定のアダプタとは互換性がありません。 VIC 1240 mLOM カードを取り付ける場合
は、mLOM 経由で接続できますが、他のアダプタは認識されません。 3 つすべてのスロット
を使用するには、Cisco UCS 2200 シリーズ FEX が必要です。

アダプタ カードを異なるタイプのものに交換する場合は、実際に交換を行う前に、必ず最新のデバイス ドライバをダ
ウンロードし、サーバのオペレーティング システムにロードしてください。 詳細については、該当する『Cisco UCS
Manager Software Configuration Guide』の「Firmware Management」の章を参照してください。
アダプタ カードは、スロット 1 またはスロット 2 のいずれかに取り付けることができます。アダプタ カードは、同じ
タイプまたは混合の構成にすることができます。

（注）

Cisco UCS Manager は、これらのスロット内のアダプタを「Adapter 2」および「Adapter 3」と
認識し、mLOM を「Adapter 1」としてカウントします。これはマザーボードのマーキングと
一致しません。

Cisco UCS 785GB または 365GB MLC Fusion-io ドライブおよび LSI 400GB SLC WarpDrive は、M3 アダプタ カードと同
じフォーム ファクタを持ち、同じ手順を使用して取り付けおよび取り外しができます。 B200 M3 または B22 M3 ブレー
ド サーバ内のこれらのドライブを使用するには、ブレード I/O を提供するために VIC 1240 mLOM が必要です。 これら
は M1 および M2 世代の Cisco UCS サーバでは機能しませんが、B420 M3 サーバのアダプタとの併用は可能です。 これ
らのドライブは通常の SSD として Cisco UCS Manager に表示されます。

手順
ステップ 1

アダプタ ボードのコネクタがマザーボードのコネクタの上にくるように配置し、アダプタの 2 本の取り
付けネジをマザーボード上のスタンドオフ ポストの位置に合わせます（番号 1 を参照）。

ステップ 2

アダプタのコネクタをマザーボードのコネクタにしっかりと押し込みます（番号 2 を参照）。

ステップ 3

2 本の取り付けネジを締めます（番号 3 を参照）。
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ヒント

アダプタ カードを取り外すには、取り付けのときとは逆の順番で作業します。 マザーボード
からコネクタを取り外すときは、コネクタとの接続が緩むまで、コネクタの長さ方向に基板を
数回ゆっくり往復運動させると効果的です。

図 25：アダプタ カードの取り付け

図 26：アダプタ カードの取り付け
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トラステッド プラットフォーム モジュールの有効化
トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM、シスコ製品 ID UCSX-TPM1-001）は、サーバの認証に使用するアー
ティファクトを安全に保存できるコンポーネントです。 これらのアーティファクトには、パスワード、証明書、また
は暗号キーを収録できます。 プラットフォームが信頼性を維持していることを確認するうえで効果的なプラットフォー
ムの尺度の保存でも、TPM を使用できます。 すべての環境で安全なコンピューティングを実現するうえで、認証（プ
ラットフォームがその表明どおりのものであることを証明すること）および立証（プラットフォームが信頼でき、セ
キュリティを維持していることを証明するプロセス）は必須の手順です。
TPM は、このサーバ向けに工場で設定するオプションです。 これは Intel の Trusted Execution Technology（TXT）セキュ
リティ機能の要件であり、TPM を搭載したサーバの BIOS 設定で有効にする必要があります。 TPM はサーバ間の移動
ができません。

手順
ステップ 1

サーバのサービス プロファイルにある BIOS ポリシーで静音モードを有効にします。

ステップ 2

KVM ドングル（N20-BKVM）を使用してサーバの前面パネルにキーボード、モニタ、マウスを接続す
るか、その他の方法で、サーバに直接接続します。

ステップ 3

サーバをリブートします。

ステップ 4

この再起動のときに F2 キーを押して BIOS のセットアップ画面を開始します。

ステップ 5

[Advanced] タブで [Trusted Computing] を選択して Enter キーを押します。

ステップ 6

[TPM Support] オプションを [Enable] に設定します。

ステップ 7

F10 を押して、設定を保存し、終了します。 サーバの起動が完了するまで待ちます。
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Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ
UCS B460 M4 ブレード サーバは 4 ソケットのブレード サーバであり、UCS スケーラビリティ コネクタに接続された
2 台の UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールで構成されます。
アップグレード・キットを使用して、Cisco UCS B260 ブレード サーバを UCS B460 M4 ブレード サーバにアップグレー
ドできます。 アップグレード キットには次のパーツが含まれています。
• 1 台の UCS スケーラブル M4 ブレード モジュール
• ブレード モジュールの前面に接続し、4 ソケット ブレード サーバを構成するために接続する 1 個の UCS スケー
ラビリティ コネクタ
UCS B460 M4 ブレード サーバ内の 2 つの UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールはマスタースレーブ関係にあり
ます。 下側のモジュールがマスターです。
図 27：Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ

1

ドライブ ベイ 1

4

UCS スケーラビリティ コネクタ

2

ドライブ ベイ 2

5

ドライブ ベイ 4

3

ドライブ ベイ 3

Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバの取り付け
UCS B260 M4 ブレード サーバは、Cisco UCS 5108 サーバ シャーシの最下部スロットである、スロット 7 と 5に取り付
けます。
UCS B460 M4 ブレード サーバを取り付けるには、次のタスクを実行してください。
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• UCS B260 M4 ブレード サーバをシャーシのスロット 7（サーバがそのスロット内にない場合）に取り付けます。
• スロット 7 に取り付けた UCS B260 M4 ブレード サーバから UCS スケーラビリティ ターミネータを取り外しま
す。 ターミネータを取り外すと、UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールが現れます。
• アップグレード キットの UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールをスロット 5 に取り付けます。
• 2 つの UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールを UCS スケーラビリティ コネクタで接続します。

（注）

KVM ケーブル、USB フラッシュ ドライブ、および SD カードは、UCS B460 M4 ブレード サー
バの下部（マスター）ブレードに設定する必要があります。

スケーラビリティ ターミネータの取り外し
UCS B460 M4 ブレード サーバにアップグレードするには、UCS B260 M4 ブレード サーバから UCS スケーラビリティ
ターミネータを取り外す必要があります。 UCS B460 M4 ブレード サーバにアップグレードする予定がない場合は、
UCS B260 M4 ブレード サーバから UCS スケーラビリティ ターミネータを取り外す必要はありません。
UCS スケーラビリティ ターミネータを取り外すには、次の手順に従ってください。

手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager を使用してブレード サーバを停止し、サーバをオフラインにします。

ステップ 2

ターミネータの前面にある取り付けネジを完全に緩めます。

ステップ 3

ターミネータの前面にある両方のイジェクト レバーを開きます。

ステップ 4

イジェクト レバーを開いたまま、ブラケットからターミネータを引き出し、ブレード サーバから取り外
します。

ステップ 5

取り外したターミネータは、静電気防止用マットまたは静電気防止用フォームの上に置きます。
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スケーラビリティ コネクタの取り付け
UCS スケーラビリティ コネクタを 2 つの UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールに取り付け、UCS B460 M4 ブレー
ド サーバを構成します。
図 28：UCS スケーラビリティ コネクタの取り付け

はじめる前に
• 元の UCS M4 スケーラブル ブレード モジュールが（UCS スケーラビリティ ターミネータのない）シャーシのス
ロット 7 にあることを確認します。 このモジュールは、UCS B460 M4 ブレード サーバのマスターになります。
• アップグレード キットの UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールがシャーシのスロット 5 にあることを確認し
ます。
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手順
ステップ 1

コネクタの前面にあるイジェクト レバーを開きます。

ステップ 2

イジェクト レバーを開いたままで、4 つのガイド ポストをブラケットの穴に合わせ、カチッとはまるま
でコネクタを押し込みます。

ステップ 3

イジェクト レバーを閉じます。

ステップ 4

コネクタの前面にある取り付けネジを締めます。

ステップ 5

Cisco UCS Manager を使用してブレード サーバの電源をオンにし、再設定します。

サーバのトラブルシューティング
一般的なトラブルシューティングの情報については、『Cisco UCS Manager B-Series Troubleshooting Guide』を参照して
ください。

サーバの設定
Cisco UCS ブレード サーバの設定と管理は、Cisco UCS Manager を使用して行います。 詳細については、使用している
Cisco UCS Manager のバージョンのコンフィギュレーション ガイド。 コンフィギュレーション ガイドは、次の URL で
入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html

物理的仕様
表 2： Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ

仕様

値

高さ

49.5 mm（1.95 インチ）

幅

419.1 mm（16.50 インチ）

奥行

647.7 mm（25.5 インチ）

重量

15.65 kg（34.5 ポンド）
ここに示されているシステム重量は、フル構成のシス
テム用の見積もりであり、搭載されているペリフェラ
ル デバイスによって異なります。
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表 3： Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ

仕様

値

高さ

102.6 mm（4.04 インチ）

幅

419.1 mm（16.50 インチ）

奥行

647.7 mm（25.5 インチ）

重量

30.5 kg（67.4 ポンド）
ここに示されているシステム重量は、フル構成のシス
テム用の見積もりであり、搭載されているペリフェラ
ル デバイスによって異なります。
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Cisco UCS の関連ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc で入手できる
『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc で入手できる
『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。
その他のマニュアル リソース
B シリーズと C シリーズのすべてのドキュメントが格納された ISO ファイルは、次の URL から入手できます。http://
www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821 このページで、[Unified Computing System (UCS)
Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
ISO ファイルは、ドキュメントのメジャー リリースの後に更新されます。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。
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マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカルサポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『What's
New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示さ
れています。
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー アプリケーション
を使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。 RSS フィードは無料のサー
ビスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。 このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨
事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。 このマニュアルに記載されている製品の使用
は、すべてユーザ側の責任になります。
対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。 添付されていない場合には、代理店にご連絡く
ださい。
FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認
済みです。 これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。 この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、また
は放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。
住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。
FCC クラス B 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認
済みです。 これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。 この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射す
る可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。 ただし、特定の設置条件において干渉が起
きないことを保証するものではありません。 装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかど
うかは、装置の電源のオン/オフによって判断できます。

• 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。
• 装置と受信機との距離を離します。
• 受信機と別の回路にあるコンセントに装置を接続します。
• 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。
シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。 シスコお
よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証
をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。
いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、
間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと
します。
このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。 マニュアル内の例、コマンド出力、ネット
ワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。 説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意
図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://

www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（ www.cisco.com/jp/go/safety_warning/ ）
をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま
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