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概要

資料は同じシャーシ内の Cisco ブレード スイッチを含む配備のためのシャーシ管理モジュールに
ついての基本情報を（CMM）記述したものです。

注: Cisco は CMM モジュールに関して設定、設定およびトラブルシューティング情報のた
めの IBM Webサイトを参照することを推奨します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

IBM ブレード シャーシ●

Cisco ブレードスイッチ●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco B22 シリーズ ファブリック エクステンダー（FEX）●

IBM CMM●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ

http://www.ibm.com/us/en/


さい。

CMM 概要

CMM は設置済み シャーシ コンポーネントすべてを設定・管理するホットスワップ モジュールで
す。 Cisco ブレードスイッチをホストするために IBM シャーシは使用されるのでそれをどのよう
に設定できるか CMM 機能および機能を理解する好ましい習慣であり。

注: これは IBM 製品であり、IBM はそれを所有し、管理します。

CMM はこれらの機能および機能を提供します:

単一 シャーシ管理●

電源制御装置およびファン管理●

シャーシおよび計算ノード初期化●

シャーシ管理ネットワーク●

診断●

データ収集および Call Home サービスを保守して下さい●

リソース検出および資材 管理●

リソース アラートおよびモニタリング管理●

シャーシおよび計算ノード電源管理●

ネットワーク管理●

CMM レイアウト

このイメージは CMM の物理的なコンポーネント レイアウトを説明します:

有用な CMM 画面



このセクションはいくつかのより有用な CMM 画面を説明します。

注: このセクションのイメージは Webブラウザから CMM モジュール ログイン されて いる
間撮られます。 この例に関しては、CMM IP アドレスは 10.122.166.119 です。

Login 画面

このイメージは CMM Login 画面を示します:

System Information 画面

System Information 画面はブレード シャーシ内のモジュールのビジュアル表現を提供します:



Event Log 画面

イベントログがあるように確認するために、Events タブをクリックし、『Event Log』 を選択 し
て下さい:

シャーシ ハードウェア Topology 画面

シャーシ ハードウェア トポロジーを表示するために、シャーシ管理タブをクリックし、ハードウ
ェア トポロジーを選択します:



これらのイメージに示すように、CMM GUI はブレード シャーシで表示することを望む情報に、
依存ナビゲート し易い場合もあります。

CMM ファームウェアアップグレード

注: CMM モジュールをアップグレードする方法についての IBM Webサイトで提供される手
順を常に参照して下さい。 このセクションの情報はラボ 環境で開発されました。

CMM のファームウェアをアップグレードするために、IBM Webサイトからイメージをダウンロ
ードして下さい。 正しい情報を見つけるために cmm イメージのための Google 検索を実行でき
ます。

注: ファームウェアアップグレード ファイルをダウンロードするために IBM Webサイトに
よって自由であるログオン情報を使用するために必要となります。

フォルダをダウンロードしたら、それを解凍し、xxx.uxp ファイルを見つけて下さい。 完了する
ためにおよそ 10 分かかるファームウェアアップグレードのためにこのファイルを使用して下さ
い。



CMM リカバリ

CMM Webインターフェイスからの CMM をリセットし、再構成するためにこれらのステップを
完了して下さい:

まっすぐにされたペーパークリップか同じようなツールによって、製造業者デフォルト設定
に CMM をリセットするために 15 秒のための Reset ボタンを押して下さい。
ヒント： Reset ボタンおよび位置に関する詳細については、IBM 屈曲システム情報ページの
CMM 制御およびインディケータ セクションを参照して下さい。

1.

CMM にラップトップからイーサネットケーブルかワークステーションを直接接続して下さ
い。
注: これはデフォルト IP アドレスの同じ サブネットの別の CMM への接続を避けて必要で
す。

2.

ラップトップまたはワークステーションからのブラウザを開き、CMM デフォルト IP アドレ
スに https://192.168.70.100 でナビゲート して下さい。
注: サブネットに到達するためにローカル ホストを再構成するために必要となるかもしれま
せん。

3.

デフォルトユーザ名 USERID およびデフォルト パスコード PASSW0RD との CMM にログ
イン して下さい。 パスワードをすぐに変更するために必要となります。

4.

リセットの前に使用した同じ設定で CMM を設定して下さい。5.

任意で、未来のロックアウト状況の使用のための第 2 管理上のユーザアカウントを作成でき
ます。

6.

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/com.ibm.acc.cmm.doc/cmm_indicators_and_controls.html
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