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はじめに
• 対象読者, ix ページ
• 表記法, ix ページ
• Cisco UCS の関連ドキュメント, xi ページ
• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xi ページ

対象読者
このインストレーション ガイドは、電気回路や配線手順をよく知っていて、電子機器や電気機械
設備の取り扱い経験がある技術者を対象としています。
この装置の設置、交換、または保守は必ず、（IEC 60950-1 および AS/NZS60950 で定められてい
る）訓練を受けた相応の資格のある保守担当者のみが行ってください。米国にいる場合、米国電
気規定に従ってシステムを設置します。

表記法
テキストのタイプ

説明

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。
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表記法

テキストのタイプ

説明

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで囲
み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。
引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま
す。

[]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで
示しています。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されて
います。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮でき
ます。
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Cisco UCS の関連ドキュメント

警告

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

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 マニュアルの完全なリストについては、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手可能な『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。
管理用の UCS Manager と統合されたラック サーバでサポートされるファームウェア バージョン
とサポートされる UCS Manager バージョンについては、『Release Bundle Contents for Cisco UCS
Software』を参照してください。
その他のマニュアル リソース
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。

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、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。
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Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
xii

第

1

章

概要
この章の内容は、次のとおりです。
• システムの概要, 1 ページ
• 機能と利点, 3 ページ
• コンポーネント, 5 ページ
• LED, 37 ページ

システムの概要
Cisco UCS 5108 サーバ シャーシとそのコンポーネントは、Cisco Unified Computing System（UCS）
の構成要素です。Cisco Unified Computing System（UCS）は、Cisco UCS 5108 サーバ システムとと
もに 2 つの I/O モジュールおよび Cisco UCS ファブリック インターコネクトを使用して、サーバ
およびデータ管理における高度なオプションや機能を提供します。すべてのサーバは、Cisco UCS
Manager の GUI または CLI を介して管理されます。
Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ システムは、次のコンポーネントから構成されます。
• Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ AC バージョン（UCSB-5108-AC2 および N20-C6508）
• Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ DC バージョン（UCSB-5108-DC2 および UCSB-5108-DC）
• Cisco UCS 2104XP I/O モジュール（N20-I6584）：最大 2 つの I/O モジュール。各 I/O モジュー
ルには、ファブリック インターコネクトへの10 ギガビット イーサネット、Cisco Data Center
Ethernet、および Fibre Channel over Ethernet（FCoE）接続のためのポートが 4 つ装備されてい
ます。
• Cisco UCS 2208XP I/O モジュール（UCS-IOM-2208XP）：最大 2 つの I/O モジュール。各 I/O
モジュールには、ファブリック インターコネクトへの 10 ギガビット イーサネット、Cisco
Data Center Ethernet、または Fibre Channel over Ethernet（FCoE）接続として設定可能な 8 つの
汎用ポートが装備されています。
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• Cisco UCS 2204XP I/O モジュール（UCS-IOM-2204XP）：最大 2 つの I/O モジュール。各 I/O
モジュールには、ファブリック インターコネクトへの 10 ギガビット イーサネット、Cisco
Data Center Ethernet、または Fibre Channel over Ethernet（FCoE）接続として設定可能な 4 つの
汎用ポートが装備されています。
• Cisco UCS 2304 I/O モジュール（UCS-IOM-2304）：最大 2 つの I/O モジュール。各 I/O モ
ジュールには、4 つの設定可能な 40 ギガビット アップリンク ポートおよび 8 つの 40 ギガ
ビット バックプレーン ポートが装備されています。
• 数個の SFP+。銅または光ファイバの使用を選択できます。
• 電源装置（N20-PAC5-2500W、UCSB-PSU-2500ACPL または UCSB-PSU-2500DC48）：最大 4
つのホットスワップ可能な 2500 W 電源装置。
• ファン モジュール（N20-FAN5）：8 つのホットスワップ可能なファン モジュール。
• 次を含む UCS B シリーズ ブレード サーバ
◦ Cisco UCS B200 ブレード サーバ（M1 の場合はN20-B6620-1、M2 の場合は
N20-B6625-1）：最大 8 台のハーフ幅ブレード サーバ。各ブレード サーバは 2 つの CPU
を搭載し、RAID 0 または 1 に対応したハード ドライブを最大 2 台収容できます。
◦ Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバ（UCSB-B200-M3）：最大 8 台のハーフ幅ブレード
サーバ。各ブレード サーバは 2 つの CPU を搭載し、RAID 0 または 1 に対応したハード
ドライブを最大 2 台収容できます。
◦ Cisco UCS B200 M4 ブレード サーバ（UCSB-B200-M4）：最大 8 台のハーフ幅ブレード
サーバ。各ブレード サーバは 2 つの CPU を搭載し、RAID 0 または 1 に対応したハード
ドライブを最大 2 台収容できます。
◦ Cisco UCS B22 ブレード サーバ（UCSB-B22-M3）：最大 8 台のハーフ幅ブレード サー
バ。各ブレード サーバは 2 つの CPU を搭載し、RAID 0 または 1 に対応したハード ド
ライブを最大 2 台収容できます。
◦ Cisco UCS B230 ブレード サーバ（N20-B6730）：最大 8 台のハーフ幅ブレード サーバ。
各ブレード サーバは 2 つの CPU を搭載し、RAID 0 または 1 に対応した SDD ドライブ
を最大 2 台収容できます。
◦ Cisco UCS B250 ブレード サーバ（M1 の場合はN20-B6620-2、M2 の場合は
N20-B6625-21）：最大 4 台のハーフ幅ブレード サーバ。各ブレード サーバは 2 つの
CPU を搭載し、RAID 0 または 1 に対応したハード ドライブを最大 2 台収容できます。
◦ Cisco UCS B440 ブレード サーバ（N20-B6740-2）：最大 4 台のフル幅ブレード サーバ。
各ブレード サーバは 4 つの CPU を搭載し、RAID 0、1、5、および 6 に対応したハード
ドライブを最大 4 台収容できます。
◦ Cisco UCS B420 ブレード サーバ（UCSB-B420-M3）：最大 4 台のフル幅ブレード サー
バ。各ブレード サーバは 4 つの CPU を搭載し、RAID 0、1、5、および 10 に対応した
ハード ドライブを最大 4 台収容できます。

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
2

概要
機能と利点

◦ Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ（UCSB-EX-M4-1 または UCSB-EX-M4-2）：最大 4
台のフル幅ブレード サーバ。各ブレード サーバは 2 つの CPU と SAS RAID コントロー
ラを搭載しています。
◦ Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ（UCSB-EX-M4-1 または UCSB-EX-M4-2）：最大 4
台のフル幅ブレード サーバ。各ブレード サーバは 4 つの CPU と SAS RAID コントロー
ラを搭載しています。
小規模なソリューションには、Cisco USC 5108 シャーシ背面の I/O スロットに Cisco UCS 6324 ファ
ブリック インターコネクトを使用できます。6324 ファブリック インターコネクトは 5100 シリー
ズ シャーシの UCSB-5108-AC2 および UCSB-5108-DC2 バージョンでのみサポートされます。
UCS Mini は小規模なソリューションであり、次のコンポーネントで構成されます。
• Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ AC バージョン（UCSB-5108-AC2）
• Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ DC バージョン（UCSB-5108-DC2）
• UCS Mini システム向け Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクト（UCS-FI-M-6324）：
最大 2 つの統合ファブリック インターコネクト モジュール。各モジュールには、10 ギガビッ
ト イーサネットおよび Fibre Channel over Ethernet（FCoE）に対応した最大 4 つの SFP+ ポー
トと、1 つの QSFP+ ポートが装備されています。
• 数個の SFP+。銅または光ファイバの使用を選択できます。
• 電源装置（UCSB-PSU-2500ACDV、UCSB-PSU-2500DC48、および UCSB-PSU-2500HVDC）：
最大 4 つのホットスワップ可能な 2500 W 電源装置。
• ファン モジュール（N20-FAN5）：8 つのホットスワップ可能なファン モジュール。
• 次を含む UCS B シリーズ ブレードサーバ
◦ Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバ（UCSB-B200-M3）：最大 8 台のハーフ幅ブレード
サーバ。各ブレード サーバは 2 つの CPU を搭載し、RAID 0 または 1 に対応したハード
ドライブを最大 2 台収容できます。
• 次を含む UCS C シリーズ ブレードサーバ
◦ Cisco UCS C240 M3 ラック サーバ（UCSC-C240-M3）および Cisco UCS C220 M3 ラック
サーバ：最大 7 台のラック サーバ（C240 M3 または C220 M3、あるいはこの 2 つの組
み合わせ）。

機能と利点
Cisco UCS 5108 サーバ シャーシにより、ブレードベースのシステムの使用と展開に大きな変革が
もたらされます。Cisco Unified Computing System により、ユニファイド ファブリック、組み込み
型の管理機能、およびファブリックエクステンダテクノロジーが導入されるため、シャーシの物
理コンポーネントの数が減少し、独立した管理機能が不要になり、従来のブレードサーバシャー
シよりもエネルギー効率が向上します。
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こうした単純化により、専用のシャーシ管理やブレード スイッチを用意する必要はなくなり、
ケーブル配線も少なくなります。さらに、Cisco Unified Computing System の規模を 40 台のシャー
シまで複雑さを増すことなく拡大することが可能です。Cisco UCS 5108 シャーシ サーバは、Cisco
Unified Computing System の持つデータセンターの単純さと IT 対応力の利点を生かす上で欠かせな
いコンポーネントです。
表 1：機能と利点

機能

利点

Cisco UCS Manager に
よる管理

シャーシに管理モジュールを搭載する必要がなくなり、シャーシがス
テートレスになることにより、TCO が削減される。
単一の可用性の高い管理ドメインにすべてのシステム シャーシが属する
ため、管理作業が減少する。

ユニファイド ファブ
リック

必要なネットワーク インターフェイス カード（NIC）、Host Bus Adapter
（HBA）、スイッチ、およびケーブルの数が減ることにより TCO が低
減する。

1 つまたは 2 つの Cisco
UCS 2100 シリーズま
たは Cisco UCS 2200
FEX または UCS 2304
IOM のサポート、およ
び UCS Mini シャーシ
での 1 つまたは 2 つの
Cisco UCS 6324 ファブ
リックインターコネク
トのサポート

シャーシにスイッチを搭載する必要がなくなるとともに、それらの複雑
な構成や管理を行う必要もなくなる。それにより、複雑さやコストの増
加を伴わずにシステムの規模の拡大が可能である。

自動検出

構成は不要。Cisco Unified Computing System の他のコンポーネントと同
様に、シャーシは Cisco UCS Manager によって自動的に認識され、構成
される。

ハイパフォーマンス
ミッドプレーン

新しいファブリック エクステンダおよび将来のブレード サーバへの投
資に対する保護を提供する。

冗長性または帯域幅の集約を実現するために 2 つの I/O モジュールを使
用できる。
アプリケーションのニーズに応じて帯域幅を拡張できる。ブレードの帯
域幅は 1.25 ～ 40 Gbps 以上に設定可能である。

ブレード サーバ スロットごとに 2 つまでの 40 ギガビット イーサネット
をサポートする。
将来の I/O 要件に対して、8 枚のブレードで 1.2 Tbps のイーサネット ス
ループットを提供可能である。Cisco UCS 6324 ファブリック インターコ
ネクトでは 512 Gbps のみサポートされる。
さまざまなフォーム ファクタや機能に合わせてシャーシを再構成でき
る。
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機能

利点

ホットスワップ可能で 複数構成によるハイ アベイラビリティを提供する。
冗長な電源装置とファ サービスアビリティが向上する。
ン
メンテナンス時もサービスが中断されない。
AC 環境または DC 環境の構成において使用可能（混在はサポートされ
ない）
ホットプラグ可能なブ メンテナンス時やサーバ展開時にサービスが中断されない。
レード サーバ、FEX、
およびファブリックイ
ンターコネクト
包括的なモニタリング 各シャーシに対する広範囲の環境モニタリングを提供する。
ユーザしきい値を使用してシャーシの環境管理を最適化できる。
前面から背面への効率 電力消費が低減し、コンポーネントの信頼性が向上する。
的なエアーフロー
専用工具不要の設置作 シャーシの設置に専用の工具を必要としない。
業
マウント レールにより、設置やメンテナンスが容易である。
混合ブレード構成

最大でハーフ幅ならば 8 枚まで、フル幅ならば 4 枚まで使用でき、それ
らを柔軟に組み合わせることができる。6324 ファブリック インターコ
ネクトで設定されている場合、8 枚のハーフ幅 B200 M3 ブレードだけが
サポートされる。

コンポーネント
Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ
Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシは、現在および将来のデータ センターに対応
するスケーラブルかつ柔軟なブレード サーバ シャーシであり、総所有コストの削減を促進しま
す。AC（N20-C6508 および UCSB-5108-AC2）電源環境向けに構成可能な 2 つのバージョンと、
DC（UCSB-5108-DC および UCSB-5108-DC2）電源環境向けに構成可能な 2 つのバージョンがあ
ります。200 ～ 380V DC 電源環境向けに構成可能な追加バージョン（UCSB-5108-HVDC）もあり
ます。
6 ラック ユニット（6 RU）の高さがあり、業界標準の 19 インチの正方形穴付きのラック（Cisco
R シリーズ ラックなど）に取り付けるか、アダプタを使用するなら、丸穴付きのラックに取り付
けることができます。このシャーシは、最大で 8 基までのハーフ幅の Cisco UCS B シリーズ ブレー
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ド サーバを搭載でき、ハーフ幅とフル幅のいずれのブレード フォーム ファクタにも対応できま
す。
4 つのホットスワップ可能な AC、DC、または HVDC 電源装置にシャーシの前面からアクセスで
きます。これらの電源装置は、非冗長構成、N+1 冗長構成、およびグリッド冗長構成をサポート
するように設定できます。シャーシの背面には、8つのホットスワップ可能なファン、4つの電源
コネクタ（電源装置あたり 1 つ）、および I/O モジュールの 2 つの I/O ベイが用意されています。
パッシブ バックプレーンは、各ハーフ幅ブレードに最大 80 Gbps の I/O 帯域幅を提供し、各フル
幅ブレードに最大 160 Gbps の I/O 帯域幅を提供します。
スケーラビリティはハードウェアとソフトウェアの両方に依存します。詳細については、UCS2104
から UCS 2200 シリーズ FEX へのアップグレードの考慮事項, （81 ページ）および該当するUCS
ソフトウェア リリース ノートを参照してください。

LED
シャーシの LED は、システムの接続状態と障害に関する警告を示します。詳細については、LED
の位置, （38 ページ）を参照してください。さらに、手動、あるいは UCS Manager からリモート
で青色に点滅させることが可能な ビーコン LED とボタンも存在します。

ボタン
ビーコン機能 LED は、機能のオン/オフ ボタンも兼ねています。オンにすると、サーバ シャーシ
のビーコンは、UCS Manager からリモートで観測可能です。

コネクタ
シャーシ自体には、RJ-45 ポートなどのユーザ コネクタはありません。

ミッドプレーン
内蔵のシャーシ ミッドプレーンは、次の機能をサポートします。
• 2 つの I/O モジュールそれぞれに対して 320 G の合計帯域幅
• すべてのコンポーネントの自動検出
• 冗長データ パスおよび管理パス
• 10 G Base-KR
ミッドプレーンは完全なパッシブ デバイスです。

ブレード サーバ
Cisco UCS B-Series ブレード サーバは、業界標準のサーバ テクノロジーに基づいており、次のよ
うな特長があります。
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• 2 つまたは 4 つの Intel マルチコア プロセッサ（サーバによって異なる）
• 前面アクセスおよびホットスワップ可能なハード ドライブまたはソリッドステート ディス
ク（SSD）ドライブ
• 最大 3 つのアダプタカード接続をサポートし、最大 160 Gbps の冗長 I/O スループットに対応
• 業界標準の Double Data Rate 3（DDR3）メモリ
• Cisco UCS Manager ソフトウェアで確立されたポリシーも実行する統合サービス プロセッサ
によるリモート管理
• 各サーバ上の前面コンソール ポートによるローカルのキーボード、モニタ、およびマウス
（KVM）とシリアル コンソールのアクセス
• リモート KVM、セキュア シェル（SSH）、および仮想メディア（vMedia）によるアウトオ
ブバンド アクセスと、インテリジェント プラットフォームの管理インターフェイス（IPMI）
Cisco UCS B シリーズでは、複数のブレード サーバ モデルが提供されています。サポートされる
プロセッサ ファミリはモデルの M1、 M2、 M3、 M4 の指定で示されます。

Cisco UCS B200 ブレード サーバ
すべてのサービス手順および取り付け手順については、『Cisco UCS B200 Blade Server Installation
and Service Note』を参照してください。最大で 8 台までの UCS B200 M1 または M2 ブレード サー
バをシャーシに設置できます。
図 1：Cisco UCS B200 M1 および M2

1

サーバの名前とシリアル番号の紙ラ
ベル

7

ネットワーク リンク ステータス LED

2

ブレード イジェクタ ハンドル

8

ブレード状態 LED

3

イジェクタ非脱落型ネジ

9

コンソール コネクタ

4

ハード ドライブ ベイ 1

10

リセット ボタン アクセス
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5

ハード ドライブ ベイ 2

6

電源ボタンおよび LED

11

ビーコン LED およびボタン

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。
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Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバ
すべてのサービス手順および取り付け手順については、『Cisco UCS B200 M3 Blade Server Installation
and Service Note』を参照してください。最大で 8 台までの UCS B200 M3 ブレード サーバをシャー
シに設置できます。
図 2：Cisco UCS B200 M3

1

1

アセット タグ1

7

ネットワーク リンク ステータス LED

2

ブレード イジェクタ ハンドル

8

ブレード状態 LED

3

イジェクタ非脱落型ネジ

9

コンソール コネクタ

4

ハード ドライブ ベイ 1

10

リセット ボタン アクセス

5

ハード ドライブ ベイ 2

11

ビーコン LED およびボタン

6

電源ボタンおよび LED

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、独自の資
産トラッキング ラベルを追加できます。

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。
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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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。

Cisco UCS B200 M4 ブレード サーバ
すべてのサービスおよび設置手順については、『Cisco UCS B200 M4 Blade Server Installation and
Service Note』を参照してください。最大で 8 台までの UCS B200 M4 ブレード サーバをシャーシ
に設置できます。
図 3：Cisco UCS B200 M4 の前面パネル

1

アセット プル タグ

2

ブレード イジェクタ ハンドル

4

ハード ドライブ ベイ 1

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、独自の資
産トラッキング ラベルを追加できま
す。
3

イジェクタ非脱落型ネジ
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概要
ブレード サーバ

5

ハード ドライブ ベイ 2

7

ネットワーク リンク ステータス LED 8

ブレード状態 LED

9

ローカル コンソール コネクタ

リセット ボタン アクセス

11

ロケータ ボタンおよび LED

6

10

電源ボタンおよび LED

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。
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概要
ブレード サーバ

Cisco UCS B22 M3 ブレード サーバ
すべてのサービス手順および設置手順については、『Cisco UCS B22 Blade Server Installation and
Service Note』を参照してください。最大で 8 台までの UCS B22 M3 ブレード サーバをシャーシに
設置できます。
図 4：Cisco UCS B22 M3
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7

ネットワーク リンク ステータス LED

2

ブレード イジェクタ ハンドル

8

ブレード状態 LED

3

イジェクタ非脱落型ネジ

9

コンソール コネクタ

4

ハード ドライブ ベイ 1
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リセット ボタン アクセス

5

ハード ドライブ ベイ 2

11

ビーコン LED およびボタン

6

電源ボタンおよび LED

各サーバには前面パネルから引き出すことができる何も記入されていないプラスチックのアセット タグがあり、通常の空気の流れを妨げるこ
となく、独自の資産トラッキング ラベルを追加できます。

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。
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概要
ブレード サーバ

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。

Cisco UCS B230 ブレード サーバ
すべてのサービス手順および取り付け手順については、『Cisco UCS B230 Blade Server Installation
and Service Note』を参照してください。最大で 8 台までの UCS B230 ブレード サーバをシャーシ
に設置できます。
図 5：Cisco UCS B230（N20-B6730）の前面パネル
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SSD 1 アクティビティ LED

9

ビーコン LED およびボタン

2

SSD 1 障害/位置指定 LED

10

システム アクティビティ LED

3

ベイ 1 の SSD スレッド

11

ブレード状態 LED
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概要
ブレード サーバ

4

SSD 2 アクティビティ

12

リセット ボタン アクセス

5

SSD 2 障害 LED

13

電源ボタンおよび LED

6

イジェクト レバー非脱落型ネジ

14

コンソール コネクタ

7

イジェクト レバー

15

アセット タグ

8

ベイ 1 の SSD スレッド

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。
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概要
ブレード サーバ

Cisco UCS B250 ブレード サーバ
すべてのサービス手順および取り付け手順については、『Cisco UCS B250 Blade Server Installation
and Service Note』を参照してください。
図 6：Cisco UCS B250
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ハード ドライブ ベイ 1

8

電源ボタンおよび LED

2

ハード ドライブ ベイ 2

9

ネットワーク リンク ステータス LED

3

左側のイジェクタ非脱落型ネジ

10

ブレード状態 LED

4

左側のブレード イジェクタ ハンドル

11

コンソール コネクタ

5

サーバの名前とシリアル番号の紙ラベル

12

リセット ボタン アクセス

6

右側のブレード イジェクタ ハンドル

13

ビーコン LED およびボタン

7

右側のイジェクタ非脱落型ネジ

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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ブレード サーバ

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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。

Cisco UCS B440 ブレード サーバ
すべてのサービス手順および取り付け手順については、『Cisco UCS B440 High Performance Blade
Server Installation and Service Note』を参照してください。
図 7：Cisco UCS B440
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ハード ドライブ ベイ 1
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右側のイジェクタ取り付けネジ

2

ハード ドライブ ベイ 2
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ネットワーク リンク ステータス LED

4

ハード ドライブ ベイ 4
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ブレード状態 LED

5

RAID バッテリ バックアップ モジュール
（BBU）

13

ローカル コンソール接続

6

左側のイジェクタ取り付けネジ

14

リセット ボタン アクセス

7

左側のイジェクタ ハンドル

15

ロケート ボタンおよび LED

8

右側のイジェクタ ハンドル
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概要
Cisco UCS B420 M3 高性能ブレード サーバ

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。

Cisco UCS B420 M3 高性能ブレード サーバ
すべてのサービス手順および取り付け手順については、『Cisco UCS B420 M3 High Performance
Blade Server Installation and Service Note』を参照してください。最大で 4 台までの UCS B420 M3 高
性能ブレード サーバをシャーシに設置できます。
図 8：Cisco UCS B420 M3
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概要
Cisco UCS B420 M3 高性能ブレード サーバ

3

1

ハード ドライブ ベイ 1

8

電源ボタンおよび LED

2

ハード ドライブ ベイ 2

9

ネットワーク リンク ステータス LED

3

ハード ドライブ ベイ 3

10

ブレード状態 LED

4

ハード ドライブ ベイ 4

11

コンソール コネクタ

5

左側のイジェクタ ハンドル

12

リセット ボタン アクセス

6

アセット タグ 3

13

ビーコン LED およびボタン

7

右側のイジェクタ ハンドル

各サーバには前面パネルから引き出すことができる何も記入されていないプラスチックのアセット タグがあり、通常の空気の流れを妨げるこ
となく、独自の資産トラッキング ラベルを追加できます。

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。
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概要
Cisco UCS B420 M4 ブレード サーバ

Cisco UCS B420 M4 ブレード サーバ
すべてのサービスおよび設置手順については、『Cisco UCS B420 M4 Blade Server Installation and
Service Note』を参照してください。最大で 4 台までの UCS B420 M4 高性能ブレード サーバを
シャーシに設置できます。
図 9：Cisco UCS B420 M4 ブレード サーバの前面パネル
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ハード ドライブ ベイ 3

10

ブレード状態 LED

4

ハード ドライブ ベイ 4
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13
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14
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LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。
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概要
Cisco UCS B260 M4 スケーラブル ブレード サーバ

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。

Cisco UCS B260 M4 スケーラブル ブレード サーバ
すべてのサービスおよび設置手順については、『Cisco UCS B260 M4 and B460 M4 Scalable Blade
Server Installation and Service Note』を参照してください。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 10：Cisco UCS B260 M4 スケーラブル ブレード サーバ
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Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
20

概要
Cisco UCS B260 M4 スケーラブル ブレード サーバ
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ビーコン ボタンおよび LED

10

UCS スケーラビリティ ターミネータ

5

ローカル コンソール接続

11

左側のイジェクタ ハンドル

6

ブレード状態 LED

12

アセット 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
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。
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Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ
すべてのサービスおよび設置手順については、『Cisco UCS B260 M4 and B460 M4 Scalable Blade
Server Installation and Service Note』を参照してください。最大 2 台の Cisco UCS B460 M4 ブレード
サーバを Cisco UCS 5108 シャーシに設置できます。
図 11：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

LED
LED インジケータは、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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）
を参照してください。
リムーバブル ハード ディスクにも、ハード ディスクのアクセス アクティビティと状態を示す
LED があります。

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
22

概要
アダプタ カード

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。ボタンを 5 秒間押し続けてから放すと、他の方法による再起
動が働いている状態でなければ、サーバが再起動します。
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。詳細については、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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。

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ため、オペレーティング シス
テムのインストールやその他の管理作業を、リモートではなく直接実行できます。このポートで
は、シャーシ アクセサリ キットに含まれる KVM ドングル デバイスを使用します。詳細について
は、KVM ケーブル, （91 ページ）を参照してください。

アダプタ カード
該当サーバのモデルに応じて、1 ～ 3 つのアダプタカードが各ブレードサーバにあり、シャーシ
の各 FEX へのフェールオーバー接続が提供されます。次のモデルが使用可能であり、それ以外は
継続的にリリースされます。

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1240
Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1240 は、Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバの M3 世
代に特化して設計された、4 ポート 10 ギガビット イーサネット、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）
対応のモジュール型 LAN on Motherboard（mLOM）です。Cisco UCS VIC 1240 の機能は、オプショ
ンのポート エクスパンダと組み合わせて使用することにより、8 つの10 ギガビット イーサネット
ポートまで拡張できます。
Cisco UCS VIC 1240 では、ポリシーベースでステートレス、かつ俊敏性の高いサーバ インフラス
トラクチャを構築できます。このインフラストラクチャは、ネットワークインターフェイスカー
ド（NIC）またはホスト バス アダプタ（HBA）として動的に設定可能な、最大 256 の PCIe 規格
準拠インターフェイスをホストに提供します。さらに、Cisco UCS VIC 1240 は、Cisco UCS ファブ
リック インターコネクトのポートを仮想マシンまで拡張する Cisco Data Center Virtual Machine ファ
ブリック マシン エクステンダ（VM-FEX）テクノロジーをサポートしているため、サーバ仮想化
の展開が容易になります。

Cisco UCS 仮想インターフェイス カード 1280
Cisco UCS 仮想インターフェイスカード 1280（UCS-VIC-M82-8P）は、Cisco UCS B シリーズ ブ
レード サーバに特化して設計された 8 ポート 10 ギガビットイーサネット、Fibre Channel over
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Ethernet（FCoE）対応のメザニン カードです。このカードでは、ポリシーベースでステートレス、
かつ俊敏性の高いサーバ インフラストラクチャを構築できます。このインフラストラクチャは、
ネットワーク インターフェイス カード（NIC）またはホスト バス アダプタ（HBA）として動的
に設定可能な、最大 256 の PCIe 規格準拠インターフェイスをホストに提供します。さらに、Cisco
UCS 仮想インターフェイス カード 1280 では Cisco UCS ファブリック インターコネクトのポート
を仮想マシンまで拡張する Cisco Virtual Machine ファブリック エクステンダ（VM-FEX）テクノロ
ジーがサポートされているため、サーバ仮想化の導入が容易になります。

Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カード
Cisco UCS M81KR 仮想インターフェイス カードは、仮想化のために最適化された Fibre Channel
over Ethernet（FCoE）アダプタ カードです。この仮想インターフェイス カードは、最大 128 の
Peripheral Component Interconnect Express（PCIe）規格に準拠した仮想インターフェイスをサポート
する、デュアルポートの 10 ギガビット イーサネット アダプタ カードです。インターフェイスの
タイプ（ネットワーク インターフェイス カード [NIC] またはホスト バス アダプタ [HBA]）と ID
（MAC アドレスおよびWorld Wide Name [WWNN]）の両方がジャストインタイムのプロビジョニ
ングを使用して確立されるように、仮想インターフェイスを動的に設定することができます。さ
らに、Cisco UCS M81KR は、ネットワーク インターフェイス仮想化と Cisco VN-Link テクノロジー
をサポートします。
Cisco UCS M81KR は、従来のオペレーティング システム仮想環境の両方に対応するように設計さ
れています。仮想化された環境、物理環境のモビリティ強化を求めている組織、および NIC、
HBA、ケーブル配線、スイッチの減少による総所有コスト削減を目指しているデータセンター向
けに最適化されています。
Cisco UCS M81KR は、所定のブレードのオペレーティング システムに最大 128 の仮想インター
フェイスを提供します。128 の仮想インターフェイスは、ファイバ チャネル デバイスまたはイー
サネット デバイスとして Cisco UCS Manager によって動的に設定できます。複数のイーサネット
インターフェイスおよびファイバチャネルインターフェイスを使用したアプリケーションの導入
において、使用可能な物理アダプタによる制約がなくなります。Cisco UCS B シリーズ ブレード
サーバで実行されているオペレーティング システムまたはハイパーバイザに対して、仮想イン
ターフェイスは標準の PCIe デバイスとして表示されます。
Cisco UCS M81KR は組み込みのアーキテクチャ サポートを備えており、仮想マシンがアダプタに
直接アクセスできるようになります。ハードウェア I/O デバイスへの直接アクセスを仮想マシン
に提供することにより、I/O のボトルネックおよびメモリ パフォーマンスを改善でき、組み込み
ソフトウェア スイッチのオーバーヘッドが解消されます。
Cisco UCS M81KR は、物理環境へのアダプタの統合も可能にします。異なる複数の NIC および
HBA としてアダプタを定義できます。たとえば、2 つのクアッド ポート NIC と 2 つのシングル
ポート HBA の代わりに 1 つのアダプタ カードを使用して、NIC、HBA、スイッチ、およびケーブ
ルを削減できます。

Cisco UCS 82598KR-CI 10 ギガビット イーサネット アダプタ
Cisco UCS 82598KR-CI 10 ギガビット イーサネット アダプタは、効率的な高パフォーマンスのイー
サネット転送用に設計された Intel 82598 10 ギガビット イーサネット コントローラをベースにし
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ています。本製品は、低遅延の 10 ギガビット イーサネット転送機能を必要とするデータセンター
環境向けのソリューション、およびブレードサーバシャーシのミッドプレーンへのデュアルポー
ト接続を提供します。
Cisco UCS 82598KR-CI は I/O 仮想化の仮想キューだけではなく、Intel I/O アクセラレーション テ
クノロジー（I/OAT）をサポートします。このアダプタはエネルギー効率に優れ、大型セグメント
オフロード（LSO）および TCP セグメンテーション オフロード（TSO）の提供により、CPU 使用
率の低減にも役立ちます。Cisco UCS 82598KR-CI は、Intel バーチャル マシン デバイス キュー
（VMDq）テクノロジーを使用することにより、適切な仮想マシンへのパケットの効率的なルー
ティングを実現します。

Cisco UCS M71KR-E Emulex 統合型ネットワーク アダプタ
Cisco UCS M71KR-E Emulex 統合型ネットワーク アダプタ（CNA）は、Cisco Unified Computing
System において Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバに接続性を提供する、Emulex ベースの
Fibre Channel over Ethernet（FCoE）アダプタです。
Cisco UCS ブレード用に設計されているこのアダプタは、ブレード サーバ シャーシのミッドプ
レーンへのデュアルポート接続を提供します。Cisco UCS M71KR-E は、ネットワーク トラフィッ
ク用に Intel 82598 10 ギガビット イーサネット コントローラを使用し、同じアダプタ カード上の
すべてのファイバ チャネル トラフィック用に Emulex 4 Gbps ファイバ チャネル コントローラを
使用します。Cisco UCS M71KR-E は 2 つの個別のファイバ チャネル ホスト バス アダプタ（HBA）
ポート、および 2 つのイーサネット ネットワーク ポートをオペレーティング システムに提供し
ます。
Cisco UCS M71KR-E は Emulex のドライバを使用して、10 ギガビット イーサネットと 4 Gbps ファ
イバ チャネルの両方の機能を提供します。さらに、次の機能を提供します。
• 最新の Emulex アダプタ ベースの SAN 環境およびドライバとの互換性
• 同じアダプタ カードおよびファブリック上での LAN トラフィックと SAN トラフィックの統
合、ネットワーク インターフェイス カード（NIC）、HBA、ケーブル、およびスイッチの総
数の削減
• Cisco UCS Manager での統合管理

Cisco UCS M71KR - Q QLogic 統合型ネットワーク アダプタ
Cisco UCS M71KR-Q QLogic 統合型ネットワーク アダプタ（CNA）は、Cisco Unified Computing
System において Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバに接続性を提供する、QLogic ベースの Fibre
Channel over Ethernet（FCoE）アダプタです。
Cisco UCS ブレード用に設計されているこのアダプタは、ブレード サーバ シャーシのミッドプ
レーンへのデュアルポート接続を提供します。Cisco UCS M71KR-Q は、ネットワーク トラフィッ
ク用に Intel 82598 10 ギガビット イーサネット コントローラを使用し、同じアダプタ カード上の
すべてのファイバ チャネル トラフィック用に QLogic 4 Gbps ファイバ チャネル コントローラを使
用します。Cisco UCS M71KR-Q は 2 つの個別のファイバ チャネル ホスト バス アダプタ（HBA）
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ポート、および 2 つのイーサネット ネットワーク ポートをオペレーティング システムに提供し
ます。
Cisco UCS M71KR-Q は QLogic のドライバを使用して、10 ギガビット イーサネットと 4 Gbps ファ
イバ チャネルの両方の機能を提供します。さらに、次の機能を提供します。
• 最新の QLogic アダプタ ベースの SAN 環境およびドライバとの互換性
• 同じアダプタ カードおよびファブリック上での LAN トラフィックと SAN トラフィックの統
合、ネットワーク インターフェイス カード（NIC）、HBA、ケーブル、およびスイッチの総
数の削減
• Cisco UCS Manager での統合管理

Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクト
Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクト（UCS-FI-M-6324）は、統合ファブリック インター
コネクトおよび I/O モジュールです。構成には UCSB-5108-AC2 および UCSB-5108-DC2 バージョ
ンのシャーシのみを使用できます。
図 12：Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクト

1

管理ポート
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2

電源オン LED

6

コンソール管理ポート

3

USB ポート

7

イジェクタ非脱落型ネジ

4

ポート LED

8

4 つの SPF+ ユニファイド ポート

Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトは、10 ギガビット イーサネット ポートおよび
Fibre Channel over Ethernet （FCoE）ポートを介して外部の Cisco Nexus スイッチに直接接続しま
す。
Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトは Cisco UCS Mini シャーシの背面に設置します。
各 Cisco UCS Mini シャーシは、最大 2 つの UCS 6324 ファブリック インターコネクトをサポート
しており、これによりキャパシティと冗長性を拡張できます。

Cisco UCS 2304 IOM
Cisco UCS 2304 IOM（ファブリック エクステンダ）は、8 つの 40 ギガビット バックプレーン ポー
トおよび 4 つの 40 ギガビット アップリンク ポートを備えた I/O モジュールです。Cisco UCS 5100
シリーズ ブレード サーバのシャーシ背面にホットプラグ可能です。シャーシには、最大で 2 つの
UCS 2304 IOM をインストールすることができます。
Cisco UCS 2304 IOM は、次のハードウェアを含む第 3 世代の UCS 製品を統合します。
• 32 個の QSFP+ 40 ギガビット ポートを備えたイーサネットまたは Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）シャーシの Cisco UCS 6332 ファブリック インターコネクト
• 16 個の 1 または 10 ギガビット SFP+ ポートまたは 16 個の 4、8、または 16 ギガビット ファ
イバ チャネル ポート、および 24 個の 40 ギガビット QSFP+ ポートを備えたイーサネットお
よびファイバ チャネル シャーシの Cisco UCS 6332-16UP ファブリック インターコネクト
• Cisco UCS 2304 IOM
• 複数の VIC
Cisco UCS 2304 IOM は、シャーシ管理制御およびブレード管理制御（シャーシ、ファン トレイ、
電源ユニット、およびブレードを含む）を提供します。また、多重化を行い、シャーシ内のブレー
ド サーバからファブリック インターコネクトに接続する 10 ギガビット イーサネット アップリン
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ク ネットワーク ポートにすべてのトラフィックを転送します。IOM はピア IOM に接続してクラ
スタ インターコネクトを形成することもできます。
図 13：Cisco UCS 2304 IOM
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7

40 ギガビット バックプレーン
ポート

LED
IOM の前面にシステム ステータス LED とポート アクティビティ LED があります。

ボタン
IOM にボタンはありません。

コネクタ
4 つの QSFP 40 ギガビット アップリンク ポートが IOM の前面にあります。イーサネット管理ポー
トおよびコンソール コネクタは、特殊な Y ドングルを接続し、10/100 RJ45 ポートおよびコンソー
ルの接続を公開する HDMI コネクタを使用します。

Cisco UCS 2200 シリーズ FEX
図 14：Cisco UCS 2208（FEX UCS-IOM-2208XP）

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
29

概要
Cisco UCS 2200 シリーズ FEX
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インジケータ LED

挿入ラッチの非脱落型ネジ
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リンク ステータス インジケータ LED

シスコ サービス技術者が使用する HDMI
コンソール コネクタ

3

接続ポート（ファブリック インターコ
ネクトに接続）

5

図 15：Cisco UCS 2204XP FEX
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Cisco UCS 2200 シリーズ FEX は、ブレード サーバ エンクロージャにユニファイド ファブリック
を組み込み、ブレード サーバとファブリック インターコネクト間での 10 ギガビット イーサネッ
ト接続を提供し、診断、ケーブル接続、および管理を簡素化します。
Cisco UCS 2200 により、ファブリック インターコネクトと Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サー
バ シャーシ間での I/O ファブリックが拡張され、すべてのブレードおよびシャーシを 1 つに接続
する、損失のない確実な Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ファブリックを使用できます。FEX
は分散ラインカードと同様であるため、スイッチングを実行せず、ファブリックインターコネク
トの拡張として管理されます。このアプローチにより、シャーシからスイッチングが排除されて、
全体的なインフラストラクチャの複雑さが軽減され、必要なシャーシ数を増やすことなく Cisco
Unified Computing System の規模を拡大できます。また、総所有コストが削減され、すべてのシャー
シを可用性の高い単一のドメインとして管理できます。
Cisco 2200 シリーズでは、ファブリック インターコネクトと併せてシャーシ環境（電源装置、ファ
ン、およびブレード）も管理できます。したがって、個別のシャーシ管理モジュールは必要あり
ません。
Cisco UCS 2200 シリーズ FEX は、Cisco UCS 5100 シリーズ シャーシの背面に装着できます。各
Cisco UCS 5100 シリーズ シャーシは、最大 2 つの FEXをサポートし、キャパシティと冗長性を拡
張できます。

LED
ポート アクティビティ LED と、シャーシ内のサーバへの接続状態を示す 1 つの LED が存在しま
す。

ボタン
FEX にはボタンはありません。

コネクタ
I/O ポートは SFP+ 10 ギガビット イーサネット接続をサポートします。また、シスコ サービス技
術者が使用することを目的とした FEX の前面に HDMI コンソール コネクタがあります。このコ
ネクタをお客様が使用することはありません。FEX コントローラ自体にアクセスできる機能があ
るため、FEX とともに出荷される HDMI 圧入プラグを使用するか、またはその他の適切な物理的
保護を行うことで、このコネクタに対する物理的アクセスは常に制御される必要があります。
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Cisco UCS 2104XP FEX
図 16：Cisco UCS 2104 IO モジュール

1

ファブリック エクステンダ ステータス 4
インジケータ LED

挿入ラッチの非脱落型ネジ

2

リンク ステータス インジケータ LED

シスコ サービス技術者が使用する
HDMI コンソール コネクタ

3

接続ポート（ファブリック インターコ
ネクトに接続）

5

Cisco UCS 2100 シリーズ FEX は、ブレード サーバ エンクロージャにユニファイド ファブリック
を組み込み、ブレード サーバとファブリック インターコネクト間での10 ギガビット イーサネッ
ト接続を提供し、診断、ケーブル接続、および管理を簡素化します。
Cisco UCS 2104（N20-I6584）により、ファブリック インターコネクトと Cisco UCS 5100 シリーズ
ブレード サーバ シャーシ間での I/O ファブリックが拡張され、すべてのブレードおよびシャーシ
を 1 つに接続する、損失のない確実な Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ファブリックを使用で
きます。FEX は分散ライン カードと同様であるため、スイッチングを実行せず、ファブリック イ
ンターコネクトの拡張として管理されます。このアプローチにより、シャーシからスイッチング
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が排除されて、全体的なインフラストラクチャの複雑さが軽減され、必要なシャーシ数を増やす
ことなく Cisco Unified Computing System の規模を拡大できます。また、総所有コストが削減され、
すべてのシャーシを可用性の高い単一のドメインとして管理できます。
Cisco 2100 シリーズでは、ファブリック インターコネクトと併せてシャーシ環境（電源装置、ファ
ン、およびブレード）も管理できます。したがって、個別のシャーシ管理モジュールは必要あり
ません。
Cisco UCS 2100 シリーズ FEX は、Cisco UCS 5100 シリーズ シャーシの背面に装着できます。各
Cisco UCS 5100 シリーズ シャーシは、最大 2 つの FEXをサポートし、キャパシティと冗長性を拡
張できます。

LED
ポート アクティビティ LED と、シャーシ内のサーバへの接続状態を示す 1 つの LED が存在しま
す。

ボタン
FEX にはボタンはありません。

コネクタ
I/O ポートは SFP+ 10 ギガビット イーサネット接続をサポートします。また、シスコ サービス技
術者が使用することを目的とした FEX の前面に HDMI コンソール コネクタがあります。このコ
ネクタをお客様が使用することはありません。FEX コントローラ自体にアクセスできる機能があ
るため、FEX とともに出荷される HDMI 圧入プラグを使用するか、またはその他の適切な物理的
保護を行うことで、このコネクタに対する物理的アクセスは常に制御される必要があります。

配電ユニット（PDU）
AC PDU（N01-UAC1）により、他のシャーシ コンポーネントへの電力供給だけでなく、設置済み
電源装置間でのロード バランシングが行われます。DC バージョンのシャーシでは、異なる PDU
を適切なコネクタとともに使用します。PDU に対しては、現場でのサービスを行えません。ま
た、PDU は個別に注文できないため、PDU の交換による AC シャーシから DC シャーシへの切り
替えはサポートされません。

LED
PDU に LED はありません。

ボタン
PDU にはボタンはありません。
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コネクタ
AC バージョンの PDU には、定格が 15.5 A、50 ～ 60 Hz で 200 ～ 240 V の電源コネクタが 4 つあ
ります。当該国の安全機関が認定した電源コード、または認定電気技術者が該当する電気関連法
令に従って取り付けた電源コードだけを使用してください。すべてコネクタ、プラグ、コンセン
ト、ケーブルは、少なくとも PSU の電源コネクタのアンペア数に基づいて定格を設定するか、ま
たは関連する電気関連法令に基づいて個別にヒューズを取り付ける必要があります。サポートさ
れる電源コードの詳細を参照してください。詳細については、サポートされる AC 電源コードと
プラグ, （98 ページ）を参照してください。
DC バージョンの PDU には、8 つのデュアルポスト ラグ電源接続（4 つはプラス、4 つはマイナ
ス）があります。単一のデュアルポスト ラグアース接続も使用できます。HDVC バージョンの
PDU では、電源装置あたり 1 つの Andersen SAF-D-GRID (R) コネクタが使用されます。

ファン モジュール
シャーシには、最大で 8 つのファン モジュール（N20-FAN5）を搭載できます。ファンを長期間
搭載しないスロットがある場合は、シャーシの該当する場所にフィラー プレートを設置する必要
があります。

LED
ファン モジュールの動作状態を示す LED が 1 つあります。詳細については、LED の解釈, （39
ページ）を参照してください。

ボタンとコネクタ
ファン モジュールにボタンとコネクタはありません。

電源モジュール
AC（UCSB-PSU-2500ACPL または N20-PAC5-2500W）バージョンまたはDC（UCSB-PSU-2500DC48）
バージョンのシャーシで動作する、異なる電源装置を使用できます。
Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトを使用した構成では、UCSB-PSU-2500ACDV デュ
アル電圧電源装置および UCSB-PSU-2500DC48 -48V DC 電源装置だけがサポートされています。
特定の構成に必要な電源装置の数を決定するには、Cisco UCS Power Calculator ツールを使用しま
す。

LED
電源接続の状態、電源装置の動作状態、および障害状態を示す LED が 2 つあります。詳細につい
ては、LED の解釈, （39 ページ）を参照してください。
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ボタン
電源装置にボタンはありません。

コネクタ
電源接続は PDU のシャーシの背面にあり、複数種類の入力（AC 入力、DC 入力、または HVDC
入力）があります。4 つのホットスワップ可能な電源装置にシャーシの前面からアクセスできま
す。これらの電源装置は、非冗長構成、N+1 冗長構成、およびグリッド冗長構成をサポートする
ように設定できます。

電源装置の冗長構成
電源装置の冗長性の機能は、AC 構成および DC 構成のシステムにおいて同一です。電源装置の冗
長性を検討する際は、いくつかのことを考慮する必要があります。
• AC 電源装置はすべて単相で、設置場所の電源（Cisco RP シリーズ PDU などのラック PDU
または同等品）に接続するための入力部が 1 つあります。
• シャーシへの電力供給に必要な電源装置の数は、次の要因によって異なります。
◦ そのシャーシ内で構成されたすべてのコンポーネント（I/O モジュール、ファン、ブレー
ド サーバ（ブレード サーバの CPU およびメモリ構成）など）への電力供給に必要な
「最大引き込み」の合計。
◦ シャーシに必要な電源冗長性。サポートされている電源構成は、冗長性なし、N+1 冗長
性（または N+1 を超える任意の要件）、およびグリッド冗長性です。
冗長性を設定するには、使用しているバージョンの Cisco UCS Manager の構成ガイド構成ガイド
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を参照してください。

非冗長モード
非冗長モードでは、特定のシャーシに関連する電源装置または電力網が失われるとシステムが停
止するおそれがあります。実稼働システムを非冗長モードで稼働することは推奨されません。非
冗長モードで稼働するには、各シャーシに 2 つ以上の電源装置を搭載する必要があります。シス
テムが使用していない電源装置はスタンバイになります。スタンバイになる電源装置は、（スロッ
ト番号ではなく）設定の順序に基づきます。負荷はアクティブな電源装置間で分散されますが、
これにはスタンバイの電源は含まれません。
Cisco UCS Release 1.3(1) 以前を使用している場合、小規模の構成（必要な電力が 25000 W 未満）
であれば、1 つの電源装置で電力を供給できます。Cisco UCS Release 1.4(1) 以降を使用する場合、
シャーシは 2 つ以上の電源装置を必要とします。
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（注）

非冗長システムでは、電源装置を任意のスロットに装着できます。取り付けた電源装置の数が
必要な数より少ない場合は、サーバ ブレードのシャットダウンなどの望ましくない動作が起
こります。必要な数より多い電源装置を取り付けた場合は、電源装置の効率が低くなる可能性
があります。このモードで必要な電源装置は、多くとも 2 つです。

N+1 冗長性
N+1 冗長性構成は、冗長性なし構成を満たす数の電源装置に加えて、電源装置を 1 つ追加して冗
長性を確保することを意味します。N+1 冗長性に関与する電源装置はすべてオンになり、シャー
シの電力負荷を均等に分担します。追加の電源装置が取り付けられている場合、Cisco UCS Manager
はそれらを「不要な」電源装置と認識し、スタンバイにします。
電源装置の 1 つに障害が発生したとしても、残りの電源装置でシャーシに電力を供給できます。
さらに、UCS Manager によって「オフ」状態の電源装置がオンに設定され、システムが N+1 状態
に戻ります。
N+1 保護を提供するには、次の数の電源装置を使用することを推奨します。
• 2500 W を超える電力構成が必要なシャーシの場合、または Cisco UCS Release 1.4(1) 以降を使
用している場合は、3 つの電源装置が推奨されます。
• 2500 W 未満の電力構成が必要なシャーシの場合、または UCS Release 1.3(1) 以前を使用して
いる場合は、2 つの電源装置で十分です。
• デュアル電圧電源装置に 100 ～ 120V 電源から電力を供給する場合は、4 つの電源装置が推奨
されます。
これらのいずれかの構成に電源装置をさらに追加すると、保護レベルが一層高くなります。障害
が発生すると Cisco UCS Manager によって追加の電源装置がオンに設定され、システムが N+1 保
護状態に戻ります。

（注）

n+1 冗長システムは 2 つまたは 3 つの電源装置を備えており、これらは任意のスロットに搭載
できます。

グリッド冗長性
グリッド冗長性は、シャーシに電力を供給する電源が 2 系統ある場合、または N+1 冗長性よりも
高い保護レベルが必要な場合に使用されることがあります。電源の 1 つに障害が発生しても（そ
れにより、1 つまたは 2 つの電源装置への電力供給が失われる）、別の電力回路に接続されてい
る残りの電源装置により、シャーシへの電力供給は継続されます。グリッド冗長性を使用する最
も一般的な理由は、ラックの配電が 2 つの PDU によって電力が供給される形態になっていて、
PDU の障害時にグリッド冗長性による保護が必要となる場合です。
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グリッド冗長性による保護（または N+1 よりも高い保護）を提供するには、次の数の電源装置を
使用することを推奨します。
• 2500 W を超える電力構成が必要なシャーシの場合、または Cisco UCS Release 1.4(1) 以降を使
用している場合は、4 つの電源装置が推奨されます。
• 2500 W 未満の電力構成が必要なシャーシの場合、または Cisco UCS Release 1.3(1) 以前を使用
している場合は、2 つの電源装置が推奨されます。

（注）

電源の冗長システムの両方のグリッドには、同じ数の電源装置が必要です。システムのグリッ
ド冗長性が設定されている場合、スロット 1 およびスロット 2 はグリッド 1 に割り当てられ、
スロット 3 およびスロット 4 はグリッド 2 に割り当てられます。冗長モードのシャーシで電源
装置（PS）が 2 つしかない場合、これらはスロット 1 およびスロット 3 にある必要がありま
す。次に、スロットおよびコードの接続番号を示します。

図 17：電源装置ベイおよびコネクタの番号
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Server Slot 4
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Server Slot 6

Server Slot 7

Fan 5

Fan 2
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Fan 4

Fan 7

Fan 8
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PS 2

PS 3

PS 4
Rear

Connector
PS 4

Connector
PS 3

Connector
PS 2

Connector
PS 1

279770

PS 1
Front

I/O Module Slot 1

Fan 1

I/O Module Slot 2

Server Slot 2

Server Slot 1

LED
LED はシャーシとシャーシ内に取り付けられたモジュールの両方に付いており、単独または複数
の LED の組み合わせで動作状態を示します。
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LED の位置
図 18：Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ上の LED：前面図

図 19：Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ上の LED：背面図

図 20：Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ：背面図（Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトが装着された
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状態）

LED の解釈
表 2：シャーシ、ファン、および電源装置の LED

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

選択されたシャーシ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
のシャーシ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

電源はオフです。

オレンジ

I/O モジュールが搭載されていないか、I/O
モジュールが起動しています。

グリーン

通常動作中です。

オレンジに点灯

コンポーネントの障害または重大な温度超過
アラームを示しています。

LED およびボタン

シャーシの接続

シャーシの状態
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LED

色

説明

ファン モジュール

消灯

シャーシに電力が供給されていないか、ファ
ン モジュールがシャーシから取り外されて
います。

オレンジ

ファン モジュールが再起動中です。

グリーン

通常動作中です。

オレンジに点滅

ファンモジュールに障害が発生しています。

消灯

スロットに電力が供給されていません。

グリーン

通常動作中です。

緑色に点滅

AC 電源がありますが、PS が冗長スタンバイ
モードにあるか、または完全に装着されてい
ません。

消灯

通常動作中です。

オレンジ

過電圧障害または温度超過アラームです。

電源モジュール
OK

失敗

表 3：I/O モジュールの LED

LED

色

説明

本体

消灯

電源はオフです。

グリーン

通常動作中です。

オレンジ

ブート中か、軽微な温度アラームです。

オレンジに点滅

POST エラーまたはその他のエラー状態です。

消灯

リンクがダウンしています。

グリーン

リンクがアップし、動作可能な状態です。

オレンジ

リンクがアップし、管理上ディセーブルな状態
です。

オレンジに点滅

POST エラーまたはその他のエラー状態です。

ポート 1 ～ 4
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表 4：UCS 2304 I/O モジュールの LED

LED

色

説明

システム

消灯

電源がオフです。

グリーン

通常動作中です。

オレンジ

ブート中か、軽微な温度アラームです。

オレンジに点滅

ユーザ操作により U-Boot で停止したか、オン
ラインにできないか、または重大な温度アラー
ムです。

消灯

リンクがイネーブルですが、接続していませ
ん。

グリーン

リンクが接続しています。

オレンジ

オペレータがディセーブルになっています。

オレンジに点滅

エラーに伴いディセーブルになっています。

ポート 1 ～ 4

表 5：Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトの LED

LED

色

説明

本体

消灯

電源はオフです。

グリーン

通常動作中です。

オレンジ

ブート中か、軽微な温度アラームです。

オレンジに点滅

ユーザ操作により停止したか、オンラインにで
きないか、または重大な温度アラームです。

消灯

リンクがイネーブルですが、接続していませ
ん。

グリーン

リンクが接続しています。

オレンジ

オペレータがディセーブルになっています。

オレンジに点滅

エラーに伴いディセーブルになっています。

ポート 1 ～ 4
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表 6：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。

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。

消灯

障害は発生していません。

オレンジ

障害が発生しています。

リンク

状態

アクティブな状態

（ディスク ドライブ）
状態

（ディスク ドライブ）
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第

2

章

インストール
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS 5108 サーバシャーシの設置に関する注意事項, 43 ページ
• シャーシの取り付け, 49 ページ
• シャーシの再梱包, 65 ページ
• SFP+ トランシーバ, 65 ページ

Cisco UCS 5108 サーバシャーシの設置に関する注意事項
次の注意事項および警告は、すべての設置作業に適用されます。

（注）

警告

システムの設置、操作、または保守を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information
for Cisco UCS』を参照して重要な安全情報を確認してください。

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。ステートメント 1071
これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された
場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入
室できない場所を意味します。ステートメント 1017

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
43

インストール
ラックに関する要件

警告

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

ラックに関する要件
ここでは、標準的なオープンラックの設置に関する要件を示します。この要件は、周囲温度が10
～ 35 °C（50 ～ 95 °F）の範囲にあることを前提とします。

（注）

障害物のあるラックを使用しないでください。これらの障害物が原因で現場交換可能ユニット
（FRU）にアクセスしにくくなる場合があります。
Cisco R シリーズ ラックは最適な選択です。他のラックを使用する場合、次のタイプのラックを使
用する必要があります。
• 標準 48.3 cm（19 インチ）4 支柱ラック、奥行き 100 cm（39.4 インチ）以上、
ANSI/EIA-310-D-1992 のセクション 1 に準拠した英国ユニバーサル ピッチに適合するマウン
ト レール付き。
• ラックのレールの取り付け穴は正方形である必要があります（オプションの丸形穴アダプタ
キットを使用しない場合）。
• シャーシに付属する工具不要のラックマウント キットが必要です。各エンクロージャに付属
の調節可能ラック レールは、73.66 cm（29 インチ）から 88.9 cm（35 インチ）まで伸縮しま
す。
• 前面扉および背面扉：閉じる形式の前面扉および背面扉がサーバ ラックにある場合は、適切
なエアーフローを確保するため、穴あき部分（全体の 65 %）が扉の上部から下部まで均一に
分散している必要があります。

注意

ブランク パネルを使用して、ラック内に残っているすべての空の前面パネル
U スペースを必ず埋めてください。これにより、適切なエアーフローを確保で
きます。ブランク パネルなしでラックを使用すると、冷却が不十分になり、
温熱損傷を引き起こすおそれがあります。

ラックは次の要件も満たしている必要があります。
• シャーシあたりの縦方向の使用可能な最小ラック スペースが 6 ラック ユニット（RU）（=
26.7 cm（10.5 インチ））である必要があります。
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ケーブル管理
ケーブル管理に利用するために、ラック内のシャーシの上下に追加スペースを設けます。こうす
ると、ラックを通した銅ケーブル（および Cisco UCS 5108 サーバ シャーシあたり最大 8 本の銅
ケーブル）の配線が容易になります。
過熱の問題を防ぐ上で、ケーブル管理は重要な要素になる場合があります。次の図にある「Before
（導入前）」の図は、シャーシの背面を塞いで、シャーシからの暖かい空気のファンによる排出
を妨げているケーブルを示しています。内部温度が仕様を超えると、この状況により、ブレード
サーバの DIMM の障害や、一見すると偶発的なサーバのシャットダウンが発生します。「After
（導入後）」の図に示すように、ケーブル タイや他の配線方法を使用して、シャーシの背面に障
害物がない状態を保ってください。
図 21：ケーブル管理
After

253898

Before

エアーフローに関する考慮事項
シャーシ内の通気は前面から背面に向かって流れます。空気はシャーシ前面にあるブレード サー
バと電源装置の網目を通ってシャーシ内に入り、シャーシ背面にあるファン モジュールから外に
出ます。適切なエアーフローが確保されるように、次の注意事項に従ってください。
• 正常に動作するようにデータセンター全体の周囲エアーフローを保ってください。
• 空調要件を決定するときには、すべての機器の熱放散を考慮してください。あるシステムの
排気が別のシステムの吸気にならないようにします。
• 通気要件を評価する際は、ラックの一番下にある機器によって暖められた空気がその上の機
器の空気取り入れ口から取り込まれる可能性について考慮します。
• シャーシ背面の少なくとも 61 cm（24 インチ）の範囲において、排気の障害物がないことを
確認してください。これには、乱雑なケーブル配線による障害物も含まれます。
• 一部のブレードサーバには、DIMM および CPU 上に配置する内部シュラウドが付属してい
ます。これらを使用して、最も必要とされる場所にエアーフローを導きます。ブレードは、
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装着されているシュラウドを使用して稼働するように設計されているため、シュラウドが装
着されていないとシステムは適切に冷却されません。
• サーバへの適切なエアーフローを確保するため、閉鎖型ラックを使用する場合、前面扉は
65% の穴あき型である必要があります。

サーバ シャーシの移動
シャーシを持ち上げるときは重量に注意するとともに、次のガイドラインに従います。

注意

側面にあるハンドルを使用してシャーシを持ち上げようとしないでください。これらのハンド
ルは、シャーシの位置の移動や調整だけに使用してください。
• 1 人でシャーシを持ち上げないでください。シャーシを持ち上げる際は常に 2 人で作業して
ください。使用可能な場合は、シザー ジャッキ、または重量のある機器をデータセンターの
ラックに設置することを目的に設計された吊り上げ装置を使用してください。
• シャーシを持ち上げる前に、すべての電源コードおよび外部ケーブルを外します。
• シャーシを持ち上げる前に、すべてのFEX、電源装置、ファン、およびサーバをシャーシか
ら取り外します。
• 足元を安定させ、システムの重量が両足に等しく分散されるようにしてください。
• システムは、背筋を伸ばしてゆっくりと持ち上げてください。背中ではなく足を伸ばして持
ち上げます。腰ではなくひざを曲げるようにしてください。

注意

シャーシ背面にある配電ユニット（PDU）は取り外さないでください。

インストールのガイドライン
シャーシを設置するときは、次のガイドラインに従います。
• シャーシを取り付ける前に、設置場所を検討して準備します。設置場所を計画する際に推奨
される作業については、設置場所の準備およびメンテナンス記録, （103 ページ）を参照して
ください。詳細については、『Cisco UCS Site Preparation Guide』を参照してください。
• シャーシを設置および設定するときに、設置場所の準備およびメンテナンス記録, （103 ペー
ジ）に示された情報を記録します。
• シャーシの周囲に、保守作業および通気のための十分なスペースがあることを確認します。
• 空調が、技術仕様, （91 ページ） に記載されている熱放散の要件に適合していることを確認
してください。
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• キャビネットまたはラックが、ラックに関する要件, （44 ページ）に記載された要件に適合
していることを確認します。

（注）

ラックではジャンパ電源コードを使用できます。 Cisco UCS 5108 ブレード サー
バ シャーシの電源ユニットの仕様, （94 ページ）を参照してください。

• 設置場所の電源が、技術仕様, （91 ページ）に記載された電源要件に適合していることを確
認します。UCS システムを保護するため、無停電電源装置（UPS）を使用することを推奨し
ます。保護されていない電源装置を使用すると、入力供給電圧の変動または障害が原因でシ
ステム障害が発生するリスクが生じます。
鉄共振テクノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプの UPS は、
Cisco UCS などのシステムに使用すると、データ トラフィック パターンの変化によって入力
電流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあります。
• 回路の容量が、各国および地域の規格に準拠していることを確認します。北米では、電源装
置には 20 A の回路が必要です。
入力電力の損失を防ぐため、シャーシに電力を供給する回路上の最大負荷の合計が、配線お
よびブレーカーの定格電流の範囲内に収まるようにしてください。
• シャーシの設置時には次のトルク値を使用します。
◦ 10-32 ネジ：20 インチポンド

必要な工具
設置を開始する前に、次の工具を用意します。
• No.1 および No.2 プラス ドライバ（トルク測定機能付き）
• メジャーおよび水準器
• 静電気防止用リスト ストラップなどの静電気防止用器具
• 静電気防止用マットまたは静電気防止材

シャーシの開梱と点検
注意

シャーシのコンポーネントを取り扱うときは、静電気防止用ストラップを着用し、モジュール
のフレームの端だけを持ってください。
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ヒント

シャーシを輸送する場合に備えて、輸送用の箱は保管しておいてください。

（注）

シャーシは厳密に検査したうえで出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、ただちにカスタマー サービス担当者に連絡してください。

手順
ステップ 1

段ボール箱からシャーシを取り出します。梱包材はすべて保管しておいてください。

ステップ 2

カスタマー サービス担当者から提供された機器リストと梱包品の内容を照合し、次の品目が揃っ
ていることを確認します。
• すべての印刷文書
• 工具不要のラックマウント キット（N20-CRMK2=）：工具を使用せずにマウント レールを
ラックに取り付けることができます。オプションの丸穴アダプタキット（N20-CRMK2-RHA=）
には工具が必要です。
• 静電気防止用リスト ストラップ
• コネクタ付きケーブル（N20-BKVM=（KVM/ローカル I/O コンソール ドングル）を含む）
• 発注したオプションの品目

ステップ 3

使用されていないすべてのブレードスロットと電源装置ベイにブランクカバーが取り付けられて
いることを確認します。

レールへの丸形穴アダプタ キットの取り付け（オプション）
（注）

工具不要シャーシ レールは、正方形の取り付け穴が付いたラック向けに設計されています。
丸形の取り付け穴が付いたラックにシャーシを設置するには、丸形穴アダプタ
（N20-CRMK2-RHA=）を使用する必要があります。
この丸形穴アダプタ キットを使用すると、レール キット（N20-CRMK2=）を適合させて、ネジ付
きまたはネジなしの丸形穴を使用するラック支柱（前面または背面（あるいは両方））に取り付
けることができます。キットの 4 つのアダプタは、ネジ付きの丸形穴が付いたラック支柱にレー
ル キットを取り付けられるように適合させるものであり、キットの別の 4 つのアダプタは、ネジ
なしの丸形穴が付いたラック支柱にレール キットを取り付けられるように適合させるものです。
ラック支柱の穴のタイプに基づいて、アダプタを組み合わせて使用できます。キットには、さま
ざまなサイズおよび長さのネジも含まれています。
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手順
ステップ 1

コールアウト 1 に示すように、取り付けレールにアダプタ タブを挿入します。

ステップ 2

コールアウト 2 に示すように、アダプタをスライドさせて位置を固定します。

ステップ 3

コールアウト 3 に示すように、付属のなべネジを使用してアダプタを固定します。

279771

図 22：丸形穴アダプタの取り付け（オプション）

1

3

2

ステップ 4

他の 3 つのアダプタに対して、ステップ 1 ～ 3 を繰り返します。

シャーシの取り付け
ここでは、シャーシの取り付け方法について説明します。これは 2 つのプロセスから成ります。
まずレールをラックに取り付けてから、そのレールにシャーシを取り付けます。

注意

取り付けた部分を握るポイントとして使用してシャーシを持ち上げようとしないでください。
シャーシの側面のハンドルのみを使用してください。

注意

ラックにキャスターが付いている場合は、ブレーキがかかっていること、固定用パッドが適切
に使用されていること、または他の方法でラックが固定されていることを確認してください。

表 7：Cisco UCS 5108 サーバ シャーシのラックマウント キット（N20-CRMK2=）の内容

数量

部品

1

工具不要ラック マウント レール、左
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数量

部品

1

工具不要ラック マウント レール、右

6

10-32×0.75、丸ワッシャ頭プラス ネジ

6

10-32×0.125、ケージ ナット

表 8：Cisco UCS 5108 サーバの丸形穴アダプタ キット（N20-CRMK2-RHA=）の内容

警告

数量

部品

4

丸形穴アダプタ（ネジ付き）

4

丸形穴アダプタ（ネジなし）

4

アダプタ固定ネジ

16

レールをラックに固定するためのプラス ネジ

いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態にしてお
いてください。ステートメント 1019

レールの取り付け
手順
ステップ 1

アクセサリ ボックスから取り付けテンプレート（Cisco 78-19093-01）を取り外します。このテン
プレートは、レールとケージ ナットを配置する適切な穴を確認するために使用します。テンプ
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レートをラックの穴に合わせて、テンプレートを離した後もその位置がわかるように穴に印をつ
けます。
ステップ 2

ラックの深さに合うようにレールの端を前後にスライドさせて、レールの長さを調整します。
図 23：工具不要ラック マウント レールの調整

-adju

st

192517

Slide

レールの両端にある 2 つのフックを、ラック ユニット境界から見て最初の 2 つの穴に合わせま
す。
図 24：ラック ユニットに対する工具不要レールのピッチ
.500
.625

.625
.250

192731

ステップ 3
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次の図は、ラック ユニットの境界を基準として、ラックの適切な位置に取り付けられたレールを
示しています。図中の数値は穴の中心間の距離（インチ単位）です。

192518

図 25：工具不要シャーシ支持レールのラックへの取り付け

ステップ 4

レールを押し下げてフックを穴にしっかりとはめ込み、バネ式のクリップ ラッチをかけます。

ステップ 5

同じ手順を繰り返してもう一方のレールを取り付けます。

ステップ 6

メジャーと水準器を使用して、ラック レールが水平で同じ高さにあることを確認します。

ステップ 7

次に示すように、ラック内の必要な正方形穴にケージ ナットを挿入します。レールをラック ユ
ニット境界に取り付けたら、レールの水平面から 7 個上の穴に最初の 2 個のケージ ナットを取り
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付けます。次に、最初のケージ ナットの 5 個上の穴に次の 2 つのケージ ナットを取り付けます。
最後に、2 番目のケージ ナットの 4 個上の穴に 2 つのケージ ナットを取り付けます。
図 26：ラック ユニット境界を基準とするレールとケージ ナットの配置

4

5

7

192824

Lower rack unit
reference boundry

図 27：レールとケージ ナットの適切な配置

Cage nuts
.
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Right rail
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Left rail

ステップ 8

電源装置、ファン アセンブリ、サーバ ブレード、およびファブリック エクステンダをすべて取
り外して、シャーシを軽くします。デバイスを取り外しても、シャーシの重量は 40.83 kg（90 ポ
ンド）あります。
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丸形穴アダプタ キットの取り付け
丸形穴ラックにシャーシを取り付ける前にレールへの丸形穴アダプタ キットの取り付け（オプ
ション）, （48 ページ）の手順に従って、アダプタ キットを追加してレールを準備します。

手順
ステップ 1

アクセサリ ボックスから取り付けテンプレート（Cisco 78-19093-01）を取り外します。このテン
プレートは、レールとケージ ナットを配置する適切な穴を確認するために使用します。テンプ
レートをラックの穴に合わせて、テンプレートを離した後もその位置がわかるように穴に印をつ
けます。

ステップ 2

ラックの深さに合うようにレールの端を前後にスライドさせて、レールの長さを調整します。

ステップ 3

レール両端のラック境界に合わせて、同じ高さになるようにアダプタとレールを配置します。

ステップ 4

次に示すように、付属のなべネジを使用してレールをラックに固定します。

279772

図 28：丸形穴ラックへの取り付けブラケットの取り付け
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ステップ 5

次に示すように、同じ手順を繰り返してもう一方のレールを取り付けます。

279774

図 29：ラックに取り付けた丸形穴アダプタおよびレール

ステップ 6

メジャーと水準器を使用して、両方のラック レールが水平で同じ高さにあることを確認します。

ステップ 7

電源装置、ファン アセンブリ、サーバ ブレード、および I/O モジュールをすべて取り外して、
シャーシを軽くします。デバイスを取り外しても、シャーシの重量は 40.83 kg（90 ポンド）あり
ます。
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ラックへのシャーシの取り付け
手順
ステップ 1

他の人の助けを借りて（または特殊な吊り上げ装置を使用して）シャーシを持ち上げ、図に示す
ようにマウント レールの上に置きます。
図 30：取り付けレールの重量分散（図は正方形穴の取り付け）

NON-WEIGHT BEARING SURFACECHASSIS SHOULD NOT BE RIDING
ON THIS SURFACE

注意

192518

Weight bearing surface.
Chassis should be riding
on this surface.

誤った面に重量がかかっていると、マウント レールが緩んで、シャーシが落下する場合
があります。シャーシの下部が正しいレール面上にあることを確認してください。
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ステップ 2

フロントフランジがケージナットに対して水平になるまで、シャーシをラックに押し込みます。
（丸形穴ラックでは、ケージ ナットは必要ありません。）

ステップ 3

図に示すように、6 個の丸ワッシャ頭プラス ネジとケージ ナット（正方形穴による取り付けにお
いて使用）を使用して、シャーシのフランジをラックに固定します。

192519

図 31：ラックへのシャーシの固定

ステップ 4

それぞれのシャーシ スロットに、すべてのサーバ、ファン、および電源装置を再度取り付けま
す。

ステップ 5

シャーシの電源を投入するには、取り付け済みの各電源装置に対応する電源コネクタに適切な AC
電源ケーブルを接続してから、ケーブルのもう一方の端を電源に接続します。DC による設置の場
合は、DC 電源装置の接続, （58 ページ）を参照してください。特定の構成に必要な電源装置の
数を判別するには、Cisco UCS Power Calculator ツールを使用します。
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（注）

電源の冗長システムの両方のグリッドには、同じ数の電源装置が必要です。システムの
グリッド冗長性が設定されている場合、スロット 1 およびスロット 2 はグリッド 1 に割
り当てられ、スロット 3 およびスロット 4 はグリッド 2 に割り当てられます。冗長モー
ドのシャーシで電源装置（PS）が 2 つだけである場合、これらはスロット 1 およびス
ロット 3 にある必要があります。次に、スロットおよびコードの接続番号を示します。
図 32：電源装置ベイおよびコネクタの番号

Server Slot 3

Server Slot 4

Server Slot 5

Server Slot 6

Server Slot 7

Fan 6

Fan 3

Fan 4

Fan 7

Fan 8

Server Slot 8

PS 2

PS 3

PS 4

Front

ステップ 6

Fan 5

Fan 2

Rear

Connector
PS 4

Connector
PS 3

Connector
PS 2

Connector
PS 1

279770

PS 1

I/O Module Slot 1

Fan 1

I/O Module Slot 2

Server Slot 2

Server Slot 1

FEX モジュールとファブリック インターコネクト ポートの適切な接続, （62 ページ）の説明に
従って、サーバ シャーシをファブリック インターコネクトに接続します。

DC 電源装置の接続
ここでは、UCS 5108 DC 電源装置（UCSB-PSU-2500DC48）に対応する DC バージョン シャーシ
（UCSB-5108-DC）の背面 PDU 端子に電源を接続する方法について説明します。

必要な工具
この作業を行うには、次の工具が必要です。
• プラス ドライバ
• 10 mm レンチまたはソケット
• DC 回路用のコネクタおよび配線

DC 電源装置の取り付け手順
警告

より線が必要な場合は、認定された導線端子（閉回路、くわ型など）および上向きのラグを使
用してください。これらの端子は導線に適したサイズのものを使用し、絶縁体と導体の両方に
圧着する必要があります。ステートメント 1002
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警告

次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認します。ステートメント 1003

警告

容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。ステートメント
1022

警告

必ず銅の導体を使用してください。ステートメント 1025

警告

この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計さ
れています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステート
メント 1045

警告

装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステート
メント 1046

警告

装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074

警告

DC 電源端子には、危険な電圧またはエネルギーが存在している可能性があります。端子が使
用されていない場合は必ずカバーを取り付けてください。カバーを取り付けるときに絶縁され
ていない伝導体に触れないことを確認してください。ステートメント 1075

手順
ステップ 1

シャーシ背面の DC PDU の適切な端子に配線を確実に接続できるように、ベイ番号をメモして
シャーシに DC 電源装置を取り付けます。

ステップ 2

取り付ける電源装置の DC 回路に電気が流れていないことを確認します。

ステップ 3

設置場所の電源およびアースのすべての要件が満たされていることを確認します。

ステップ 4

カバーの上部と下部にあるフランジを圧迫して、DC 端子からプラスチック カバーを取り外しま
す。

ステップ 5

電源装置の端子ブロックにアース線（下の図では緑色の配線）を接続します。最大4 つの DC 接続
を使用できますが、必要なアース接続は 1 つだけです。

ステップ 6

電源装置端子ブロックに DC 入力線を接続します。正しい配線順序は、プラスからプラス（赤の
線）、およびマイナスからマイナス（黒の線）です。下図に、端子1 への接続を示します。
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（注）

端子カバーを使用する限りは、右側または左側を向いているプラスおよびマイナスの配
線を設置できます。下図に、右側を向いている場合を示します。供給線および帰線には
Panduit LCD4-14A-L コネクタを使用できます。また、90 度のアース ラグ配線には、
Panduit LCD4-14AF-L または同等品のコネクタを使用できます。どちらのコネクタにも、
中心から中心までの長さが 1.59 cm（0.625 インチ）の 0.64 cm（0.25 インチ）穴付きのダ
ブルラグがあります。

237204

図 33：シャーシへの DC 電源の取り付け（図は DC PDU のみ、シャーシは省略）

ステップ 7

図に示すように、端子カバーを再度取り付けます。端子に電力を印可する際には、このカバーが
必ず取り付けられている必要があります。

ステップ 8

電源配線のもう一方の端を、DC 入力電源コンセントに接続します。

ステップ 9

回線の DC 切断スイッチを ON に設定します。
注意
複数の電源装置が搭載されているシステムでは、各電源装置をそれぞれ別の DC 電源に接
続してください。電源障害が発生した場合に、2 番目の電源がまだ使用可能な場合は、シ
ステム動作を維持できます。

ステップ 10

電源装置の前面パネル LED で、電源装置の動作を確認します。次のものが表示されます。
• INPUT OK LED がグリーンに点灯している。
• OUTPUT FAIL LED が消灯している。
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ステップ 11

GUI を使用するか、または show system コマンドまたはshow power コマンドを入力して、UCS コ
ンソールから電源装置およびシステムの状態を確認します。これらのコマンドの詳細については、
ご使用のソフトウェアのコマンド リファレンス マニュアルを参照してください。

ファブリック ポート チャネルのケーブル接続の考慮事項
Cisco UCS 2200 シリーズ FEX と Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト間のリ
ンクをファブリック ポート チャネル モードで設定する際、アダプタ上の使用可能な VIF ネーム
スペースはその FEX のアップリンクがファブリック インターコネクト ポートに接続されている
場所によって異なります。
6248 ファブリック インターコネクト内には、8 個の連続ポートが 6 セットあり、ポートのセット
のそれぞれがシングル チップによって管理されます。アップリンクが接続されて、FEX からのす
べてのアップリンクが 1 つのチップによって管理される一連のポートに接続されると、Cisco UCS
Manager はシャーシ内のブレードで展開されているサービス プロファイルで使用する VIF の数を
最大化します。IOM からのアップリンク接続が別々のチップで管理されるポート間に分散された
場合、VIF カウントは減少します。
図 34：ファブリック ポート チャネルのポート グループ

注意

ファブリック ポート チャネルのポート グループに 2 番目のリンクを追加すると、混乱が生
じ、VIF 名前空間の使用可能な容量が、63 から 118 まで自動的に増加します。ただし、さらに
リンクを追加しても混乱は生じないため、VIF 名前空間は 118 のままになります。

注意

2 つのファブリック ポート チャネル ポート グループにシャーシをリンクすると中断が発生
し、VIF ネームスペースは、手動で確認されないかぎり影響を受けません。その結果、VIF
ネームスペースは 2 つのグループのうち、より小さいサイズのファブリック ポート チャネル
ポート グループを使用するように自動的に設定されます（63 または 118 の VIF）。
ハイ アベイラビリティのクラスタ モード アプリケーションの場合、対称なケーブル設定を強く
推奨します。ケーブル接続が非対称の場合、使用可能な VIF の最大数は 2 つのケーブル設定より
小さくなります。
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Cisco UCS 環境の VIF の最大数については、ご使用のハードウェアおよびソフトウェア設定用の
設定制限についてのマニュアルを参照してください。

FEX モジュールとファブリック インターコネクト ポートの適切な接続
（注）

次の図は例として示しています。今後の拡張のために使用可能なポートをスキップする必要は
ありません。FI ポート設定の考慮事項と制限の詳細については、『UCS Manager Configuration
Guide』を参照してください。
次のガイドラインに従ってください。
• サーバ シャーシをファブリック インターコネクトに接続するときは、FEX をファブリック
インターコネクトの拡張モジュールに接続しないでください。拡張モジュールは、外観は
ファブリック インターコネクトの他のポートと似ていますが、シャーシへの直接接続には使
用されません。これらは一般的に、SAN 接続またはネットワーク アップリンクに使用され
ます。
• 特定の FEX のポートはすべて、1 つのファブリック インターコネクトだけに接続する必要が
あります。各ファブリック インターコネクトは、それぞれ固有の FEX を介してシャーシに
接続する必要があります。
• 2 つ目のファブリック インターコネクトへの接続が必要な場合：
◦ シャーシに 2 つ目の FEX が取り付けられている必要があります。
◦ 2 つ目の FEX のすべてのポートは、2 つ目のファブリック インターコネクトだけに接続
する必要があります。これは、FEX はファブリック エクステンダとして機能し、単一
のスイッチ（つまり、この場合はファブリック インターコネクト）にしか接続できない
ためです。
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次の図に、FEX から 2 つの別個のファブリック インターコネクトへの無効な接続を示
します。
図 35：サーバ シャーシと 2 つの Cisco UCS 6120XP ファブリック インターコネクトとの無効な接続

◦ 両方のファブリック インターコネクトの配線が同一である必要があります。シャーシの
FEX のポート 1 を FI-A ポート5 に接続し、FEX 2 のポート 1 を FI-B ポート 5 に接続し
ます。
次の図に、2 つのシャーシの FEX から 2 つの別個のファブリック インターコネクトへ
の有効な接続を示します。サーバ シャーシをファブリック インターコネクトに接続す
るときは、FEX をファブリック インターコネクトの拡張モジュールに接続しないでく
ださい。拡張モジュールは、外観はファブリック インターコネクトの他のポートと似て
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いますが、シャーシへの直接接続には使用せず、アップリンクまたは SAN 接続に使用
します。
図 36：サーバ シャーシと 2 つの Cisco UCS 6120XP ファブリック インターコネクトとの適切な接続

ラックからのシャーシの取り外し
手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager を使用するには、次の操作を行う必要があります。
a) シャーシ内のすべてのブレード サーバの OS をシャットダウンします。
b) Smart Call Home 機能をディセーブルにします。
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c) シャーシの稼働を中止します。
詳細については、使用しているバージョンの Cisco UCS Manager の構成ガイド構成ガイドは、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を参照してください。
ステップ 2

シャーシから電源コードとネットワーク ケーブルを外します。

ステップ 3

シャーシからすべてのモジュールとブレードを取り外し、重量を軽くします。

ステップ 4

前面のラックマウント フランジをラックに固定しているネジを外します。

ステップ 5

2 人でシャーシを持ち、シャーシの重量が完全に支えられていることを確認します。

ステップ 6

シャーシをゆっくりとレールから引き出し、ラックから取り外します。

ステップ 7

サーバ シャーシ内にモジュールとブレードを取り付け直します。

シャーシの再梱包
シャーシを再梱包する場合は、ラックからのシャーシの取り外し, （64 ページ）の手順を逆に
行ってシャーシをラックから取り外し、輸送のために梱包します。可能であれば、納入時に使用
されていた梱包材と箱を使用してシャーシを梱包します。代替の梱包材は、次の PIDS を使用して
発注できます。
• ハーフ幅ブレードのみの場合、UCSB-5108-PKG-HW= を使用します。
• フル幅ブレードまたはハーフ幅ブレード、あるいはフル幅ブレードとハーフ幅ブレードを組
み合わせて使用している場合は、UCSB-PKG-FW= を使用します。
シャーシをシスコに返品する場合は、シスコへの返品輸送を手配するためにシスコ カスタマー
サービス担当者にご連絡ください。

SFP+ トランシーバ
シャーシ内の各 FEX は、Small Form-Factor Pluggable（SFP+）銅トランシーバまたは光トランシー
バをサポートしています。各トランシーバは 10 ギガビットで動作します。

SFP+ Twinax 銅トランシーバ
FEX は、Twinax 銅トランシーバもサポートしています。拡張 SFP+ 10 ギガビット イーサネット
トランシーバは、同じ物理パッケージ内にトランスミッタとレシーバを備えた双方向機器です。
電気的インターフェイス上に 20 ピンのコネクタがあります。
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表 9：SFP+ 10 ギガビット イーサネット トランシーバ

モデル

説明

SFP-H10GB-CU1M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（1 m、3.28 フィー
ト）

SFP-H10GB-CU3M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（3 m、9.84 フィー
ト）

SFP-H10GB-CU5M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（5 m、16.4 フィー
ト）

SFP-H10GB-ACU7M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（7 m、22.9 フィー
ト）

SFP-H10GB-ACU10M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（10 m、32.8 フィー
ト）

下の図に、SFP-H10GB-CU5M トランシーバを示します。I/O モジュールのポートから SFP+ を取
り外すためにゴム ループが使用されています。
図 37：SFP+ 10 ギガビット Twinax 銅トランシーバ

光 SFP+ トランシーバ
距離が 10 m（33 フィート）を超える場合は、FEX では銅 SFP+ トランシーバの代わりに光 SFP+
トランシーバを使用することもできます。SFP+ 10 ギガビット イーサネット光トランシーバは、
同じ物理パッケージ内にトランスミッタとレシーバを備えた双方向機器です。光インターフェイ
ス上にデュプレックス LC コネクタがあります。
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インストール
UCS 6324 ファブリック インターコネクトの SFP および SFP+ 銅トランシーバまたは光トランシーバ

4

モデル

説明

SFP-10G-SR

短距離光 SFP+ （最大 300 m/984 フィート）

SFP-10G-LR 4

長距離光 SFP+（最大10 km/6.2 マイル）

FET-10G

Cisco 10G ファブリック エクステンダ トラン
シーバ、LC デュプレックス コネクタ

SFP-10G-LR はファブリック インターコネクトと I/O モジュールの両方でサポートされますが、最大距離では全体的なパフォーマンスに影響
を与える遅延の問題が生じます。

SFP+ 10 ギガビット イーサネット光トランシーバのマニュアルは、次の場所にあります。
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160.html

UCS 6324 ファブリック インターコネクトの SFP および SFP+ 銅トラン
シーバまたは光トランシーバ
UCS 6324 ファブリック インターコネクトでは、最大 4 台の SFP 光トランシーバまたは銅トラン
シーバがサポートされています。
表 10：SFP+ トランシーバ

モデル

説明

SFP-10G-SR

短距離光 SFP+ （最大 300 m/984 フィート）

SFP-10G-SR -X

短距離光 SFP+ （最大 300 m/984 フィート）、
拡張温度

FET-10G

Cisco 10G ファブリック エクステンダ トラン
シーバ、LC デュプレックス コネクタ

表 11：SFP 光トランシーバ

モデル

説明

GLC-T

1 GB イーサネット銅 SFP モジュール

GLC-SX-MM

1 GB イーサネット短距離（最大 550 m/1804.46
フィート）SFP モジュール

GLC-LH-SM

1 GB イーサネット長距離（10 km/32808.4 フィー
ト）SFP モジュール
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インストール
UCS 6324 ファブリック インターコネクトの Twinax 銅ケーブル

モデル

説明

SFP-GE-T

1 GB イーサネット拡張温度範囲モジュール

UCS 6324 ファブリック インターコネクトは、Twinax 銅トランシーバもサポートしています。拡
張 SFP+ 10 ギガビット イーサネット トランシーバは、同じ物理パッケージ内にトランスミッタと
レシーバを備えた双方向機器です。電気的インターフェイス上に20ピンのコネクタがあります。
表 12：SFP+ 10 ギガビット イーサネット トランシーバ

モデル

説明

SFP-H10GB-CU1M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（1 m、3.28 フィー
ト）

SFP-H10GB-CU3M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（3 m、9.84 フィー
ト）

SFP-H10GB-CU5M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（5 m、16.4 フィー
ト）

SFP-H10GB-ACU7M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（7 m、22.9 フィー
ト）

SFP-H10GB-ACU10M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（10 m、32.8 フィー
ト）

UCS 6324 ファブリック インターコネクトの Twinax 銅ケーブル
UCS 6324 ファブリック インターコネクトでは、さまざまな長さの Twinax 銅ケーブルを使用でき
ます。7 m および 10 m ケーブルはアクティブ ケーブルです。つまり、信号品質強化のために SFP+
コネクタ ハウジングにアクティブなコンポーネントが内蔵されています。これらのケーブルの両
端には、SFP レセプタクルに直接接続できるコネクタがあります。
表 13：Twinax 銅ケーブル

モデル

説明

SFP-H10GB-CU1M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（1 m、3.28 フィー
ト）

SFP-H10GB-CU3M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（3 m、9.84 フィー
ト）

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
68

インストール
UCS 6324 ファブリック インターコネクトの QSFP+ 銅トランシーバまたは光トランシーバ

モデル

説明

SFP-H10GB-CU5M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（5 m、16.4 フィー
ト）

SFP-H10GB-ACU7M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（7 m、22.9 フィー
ト）

SFP-H10GB-ACU10M

10 ギガビット イーサネット：銅 SFP+（10 m、32.8 フィー
ト）

UCS 6324 ファブリック インターコネクトの QSFP+ 銅トランシーバまた
は光トランシーバ
UCS 6324 ファブリック インターコネクトは、1 つの銅トランシーバまたは光トランシーバをサ
ポートします。
表 14：QSFP+ 銅トランシーバまたは光トランシーバ

モデル

説明

QSFP-4SFP10G-CU5M

40GBASE-CR4 QSFP+ と 10GBASE-CU SFP+ の直接接続ブ
レークアウト ケーブル アセンブリ（4 本）、5 m パッシブ

QSFP-4SFP10G-CU3M

40GBASE-CR4 QSFP+ と 10GBASE-CU SFP+ の直接接続ブ
レークアウト ケーブル アセンブリ（4 本）、3 m パッシブ

QSFP-4SFP10G-CU1M

40GBASE-CR4 QSFP+ と 10GBASE-CU SFP+ の直接接続ブ
レークアウト ケーブル アセンブリ（4 本）、1 m パッシブ

QSFP-4x10G-AC7M

40GBASE-CR4 QSFP+ と 10GBASE-CU SFP+ の直接接続ブ
レークアウト ケーブル アセンブリ（4 本）、7 m アクティ
ブ

QSFP-4x10G-AC10M

40GBASE-CR4 QSFP+ と 10GBASE-CU SFP+ の直接接続ブ
レークアウト ケーブル アセンブリ（4 本）、10 m アクティ
ブ

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
69

インストール
銅 Twinax SFP+ トランシーバから光 SFP+ トランシーバへの交換

銅 Twinax SFP+ トランシーバから光 SFP+ トランシーバへの交換
手順
ステップ 1

銅 Twinax SFP+ のゴム ループをゆっくりと引いて、FEX から銅 Twinax SFP+ を取り外します。
ケーブルと SFP+ トランシーバが一体として外れ、FEX のポートが空きます。
図 38：Twinax 銅 SFP+ トランシーバの取り外し

ステップ 2

FEX ポートに光 SFP+ トランシーバを挿入します。カチッという音がしてしっかりと差し込まれ
たことを確認します。

ステップ 3

光ファイバ ケーブルを光 SFP+ トランシーバに差し込みます。
図 39：銅 SFP+ トランシーバから光 SFP+ トランシーバへの交換
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インストール
銅 Twinax SFP+ トランシーバから光 SFP+ トランシーバへの交換
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インストール
銅 Twinax SFP+ トランシーバから光 SFP+ トランシーバへの交換
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第

3

章

コンポーネントの取り付けと取り外し
ここでは、シャーシからコンポーネントを取り外す方法と、シャーシにコンポーネントを取り付
ける方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。
• コンポーネント, 73 ページ
• ブレード サーバの取り付けと取り外し, 75 ページ
• 電源装置の取り付けと取り外し, 77 ページ
• 配電ユニット（PDU）の取り付けと取り外し, 80 ページ
• FEX またはファブリック インターコネクトの取り付けと取り外し, 81 ページ
• UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクトおよび UCS 2304 IOM への移行, 84 ペー
ジ
• ファン モジュールの取り付けと取り外し, 88 ページ

コンポーネント
次の図に、空の Cisco UCS 5108 サーバ シャーシの前面、背面、およびモジュール スロットを示
します。
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コンポーネントの取り付けと取り外し
コンポーネント

（注）

シャーシからモジュールを長期間取り外しておくときは必ず、そのスロットに適切なブランク
パネルを装着してください。そうしないと、熱や EMI の問題が生じるおそれがあります。ブ
ランク パネルはシスコからご購入いただけます。

図 40：Cisco UCS 5108 サーバ シャーシの図

1

シャーシ前面

5

電源装置スロット（4 スロット）

2

シャーシ ハンドル

6

ファブリックインターコネクトまたはFEX
スロット（2 スロット）

3

シャーシ背面

7

ファン スロット（8 スロット）
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コンポーネントの取り付けと取り外し
ブレード サーバの取り付けと取り外し

4

（注）

警告

ハーフ幅サーバ スロット（8 スロット）

8

PDU スロット

システムの設置、操作、または保守を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information
for Cisco UCS』を参照して重要な安全情報を確認してください。

安全上の重要事項
「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱
い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての
警告を参照してください。 ステートメント 1071
これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限された
場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入
室できない場所を意味します。 ステートメント 1017

警告

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

ブレード サーバの取り付けと取り外し
サポートされるブレード サーバには、ハーフ幅とフル幅の 2 つのタイプがあります。これらの設
置方法は似ていますが、重要な違いがいくつかあります。詳細については、使用しているブレー
ド サーバのタイプについては、『Blade Server Installation and Service Note』を参照してください。
サーバ ノートは次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10280/prod_
installation_guides_list.htmlを参照してください。

ブレード サーバのハード ドライブの取り付けと取り外し
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。ブレード サーバのそれ以外のすべてのコンポーネントについては、交換時にシャー
シからブレードを取り外す必要があります。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。ここでは、
図を簡潔にするために、シャーシの描写は省略されています。
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コンポーネントの取り付けと取り外し
ブレード サーバのハード ドライブの取り付けと取り外し

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。

ブレード サーバのハード 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。

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。

次の図に、ブレー ドサーバ内でのハード ドライブの位置を示します。
図 41：ブレード サーバ内でのハード ドライブの位置（Cisco UCS B200 M1 の場合）
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コンポーネントの取り付けと取り外し
電源装置の取り付けと取り外し

ブレード サーバのハード 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 42：ハード ドライブの前面にあるボタンを押してレバーを解除（Cisco UCS B200 M1 の場合）

1

解除ボタン

2

ハード ドライブ レバー

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。

電源装置の取り付けと取り外し
（注）

AC 電源装置および DC 電源装置は、それぞれ対応するシャーシ バージョンの配電システムで
のみ動作するように接続されます。特定のシャーシ内で AC および DC を混在させることはで
きません。
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コンポーネントの取り付けと取り外し
電源モジュールの取り付け

電源モジュールの取り付け
すべての電源装置（N20-PAC5-2500W、UCSB-PSU-2500ACPL、または UCSB-PSU-2500DC48）は、
同じ手順で取り付けます。

手順
ステップ 1

電源装置のハンドルを上側に設定します。

ステップ 2

電源装置を両方の手で持ち、電源装置ベイに差し込みます。

ステップ 3

ハンドルを押し下げ、電源装置をゆっくりと内部に押し込んで、電源装置を配電ユニット（PDU）
に完全に装着します。

ステップ 4

非脱落型ネジを締めます。

ステップ 5

AC 電源の設置の場合は、シャーシ背面にある PDU 上の対応する 220 VAC 電源コネクタに電源
ケーブルを差し込みます。DC 環境の場合は、DC 電源装置の接続, （58 ページ）を参照してくだ
さい。
（注）
ラックの配電ユニットのコンセントによっては、オプションのジャンパ電源コードを使
用して Cisco UCS 5108 サーバ シャーシをコンセントに接続しなければらない場合があ
ります。

ステップ 6

電源ケーブルのもう一方の端を AC 電源に接続します。

ステップ 7

電源装置の LED をチェックすることにより、電源装置が作動していることを確認します。LED の
位置, （38 ページ） およびLED の解釈, （39 ページ） を参照してください。

192520

図 43：Cisco UCS サーバ シャーシ内での電源装置の位置
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コンポーネントの取り付けと取り外し
電源装置の取り外し

（注）

電源の冗長システムの両方のグリッドには、同じ数の電源装置が必要です。システムの
グリッド冗長性が設定されている場合、スロット 1 およびスロット 2 はグリッド 1 に割
り当てられ、スロット 3 およびスロット 4 はグリッド 2 に割り当てられます。冗長モー
ドのシャーシで電源装置が 2 つしかない場合、これらはスロット 1 およびスロット 3 に
ある必要があります。これは非常にまれな構成で、シャーシ内には単一のB200 ブレー
ド サーバを搭載します。より大規模な構成では、グリッドあたり 2 つの電源装置が必
要になる場合があります。次に、スロットおよびコードの接続番号を示します。

図 44：電源装置ベイおよびコネクタの番号（図は AC バージョン）
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電源装置の取り外し
注意

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシに取り付けている電源装置が 1 つの場合（これは、システム
ソフトウェアの以前のバージョンでのみサポートされます）は、電源装置を取り外すとサーバ
およびシャーシがシャットダウンします。3 つ以上の電源装置を使用していて、そのうちの 1
つを取り外す場合は、残りの電源装置がシャーシ内のサーバ数に関する電力要件に十分適合し
ている限り、サーバは引き続き動作します。

手順
ステップ 1

電源装置の前面にある非脱落型ネジを緩めます。

ステップ 2

電源装置のハンドルを持ち上げて、電源装置の固定を解除します。

ステップ 3

レバーを使用して電源装置をスロットから引き出します。シャーシから引き出す際、もう一方の
手で下から電源モジュールを支えます。

ステップ 4

電源装置ベイを空のままにする場合は、ブランクの電源装置フィラー パネル（N20-CBLKP）を取
り付けます。
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コンポーネントの取り付けと取り外し
配電ユニット（PDU）の取り付けと取り外し

配電ユニット（PDU）の取り付けと取り外し
注意

配電ユニットの交換は、シスコが認定した技術者だけが行ってください。この項は参考までに
掲載されています。

注意

PDU（N01-UAC1）はホットスワップできません。シャーシ全体をシャットダウンする必要が
あります。また、この手順を実行する前に、すべての電源コードを外してください。

PDU の取り付け
手順
ステップ 1

PDU モジュールを下から支え、モジュールの上側にある非脱落型ネジを持ちます。

195360

図 45：Cisco UCS サーバ シャーシ内での PDU（N01-UAC1）の位置（AC バージョン）

1

ステップ 2

PDU モジュールをしっかり装着されるまでシャーシに押し込みます。電源装置が取り付けられて
いる場合は、それらを部分的に取り外さなければならない場合もあります。

ステップ 3

非脱落型ネジを締めます。

ステップ 4

必要に応じて電源装置を装着し直し、システムを再起動して LED の動作を確認します。
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コンポーネントの取り付けと取り外し
PDU の取り外し

PDU の取り外し
手順
ステップ 1

すべての取り付け済み電源装置を部分的に取り外します。電源装置がPDUに装着されていると、
取り外し作業は困難、あるいは不可能になります。

ステップ 2

非脱落型ネジを緩めます。

ステップ 3

非脱落型ネジを引くことにより、PDUをシャーシから完全に引き出します。PDUの重量を下から
支えます。

FEX またはファブリック インターコネクトの取り付けと
取り外し
シャーシには 2 つの IOM（FEX）モジュールが収容されており、これにより、シャーシ内のブレー
ド サーバは Cisco UCS ファブリック インターコネクトと通信できます。Cisco UCS 2100 シリーズ
では、モデルは Cisco UCS 2104XP です。Cisco UCS 2200 シリーズでは、モデルは UCS 2208XP お
よび UCS 2204XP です。Cisco UCS 2300 シリーズでは、モデルは Cisco UCS 2304 IOM です。

（注）

Cisco UCS 2304 IOM は移行時を除き、UCS 2208XP または UCS 2204XP IOM と同一のシャーシ
に取り付けることはできません。
FEX に使用されるスロットが Cisco UCS 6324 ファブリック インターコネクトにも使用されます。
最大 2 つのモジュールをシャーシに設定できます。

UCS 2104 から UCS 2200 シリーズ FEX へのアップグレードの考慮事項
UCS 2104XP ペアを使用して既存の UCS シャーシに UCS 2208XP FEX のペアを取り付ける場合、
または UCS インスタンスに UCS 2208XP FEX のペアを含む新しいシャーシを追加する場合は、事
前に UCS ソフトウェア バージョン 2.0(1) 以降への完全なアップグレードを実行する必要がありま
す。UCS 2208XP FEX は、以前のソフトウェア リリースでは認識されません。
UCS 2104XP ペアを使用して既存の UCS シャーシに UCS 2204XP FEX のペアを取り付ける場合、
または UCS インスタンスにUCS 2204XP FEX のペアを含む新しいシャーシを追加する場合は、事
前に UCS ソフトウェア バージョン2.0(2) 以降への完全なアップグレードを実行する必要がありま
す。UCS 2204XP I/O モジュールは、以前のソフトウェア リリースでは認識されません。
UCS 2104XP ペアから UCS 2200 シリーズ モジュールのペアへのアップグレードは、スタンバイ
ファブリック インターコネクトに接続された FEX 上で最初に行い、スタンバイがアクティブ状態
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にあり、次に、新しいスタンバイ ファブリック インターコネクトに接続された FEX をアップグ
レードします。
また、ファブリック インターコネクトのアップグレードも実行する場合は、アップグレードを個
別に実行します。1 回のプロセスで FEX とファブリック インターコネクトの両方をアップグレー
ドしようとすると、FI ポートで必要な再構成が複雑になる可能性があります。
M3 モデルのブレード サーバを追加する場合は、UCS 2104XP から UCS 2208 シリーズ FEX への
アップグレードが必要な場合があります。M3 ブレード サーバは、古い FEX モデルとの完全な互
換性がない、新しい MLOM およびアダプタ カード モデルを使用しています。
データ ケーブルを取り外す前に、どのファブリック インターコネクト ポートにどの FEX ポート
が接続されているかに関する記録を作成してください。
UCS では、FEX とファブリック インターコネクト間での 1 つ、2 つ、4 つ、または 8 つの 10 GB
接続構成がサポートされます。UCS 2104XP に 4 つの物理接続があり、それ以上の数が必要な場
合、次に使用可能なアップグレード手順は UCS 2208XP 上で 8 接続すべてを使用する手順です。
ポート 5 ～ 8 の接続を追加する前に、FEX のアップグレードが問題なく完了していることを確認
する必要があります。
UCS ソフトウェア バージョン 2.0 で使用可能なファブリック ポート チャネル機能を実装する場合
は、機能設定を実行する前に FEX とファブリック インターコネクト間のケーブル接続を再配置す
る必要がある場合があります。ファブリック ポート チャネルでは、特定の FEX からのすべての
物理リンクがポートの連続ブロック（1 ～ 8 や 9 ～ 16 など）に物理的に接続されている必要があ
ります。この機能には、少なくとも 1 台のブレード サーバに搭載された Cisco UCS M82-8P 仮想
インターフェイス カードと、UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトに接続された
UCS 2200 シリーズ I/O モジュールが必要です。詳細については、構成ガイドの「ファブリック
ポート チャネル」の項を参照してください。

FEX または UCS 6324 ファブリック インターコネクトの取り外し
手順
ステップ 1

FEX または UCS 6324 ファブリック インターコネクトからすべてのケーブルを取り外します。

ステップ 2

FEX または UCS 6324 ファブリック インターコネクトにある非脱落型ネジを緩めます。

ステップ 3

レバーを外側に引き、FEX または UCS 6324 ファブリック インターコネクトの固定を解除します。

ステップ 4

レバーを使用して、スロットから FEX または UCS 6324 ファブリック インターコネクトを引き出
します。

ステップ 5

FEX またはファブリック インターコネクトのスロットを空のままにする場合は、ブランク FEX
フィラー パネル（N20-CBLKI）を取り付けます。
（注）
FEX または UCS 6324 ファブリック インターコネクトを長期間取り外しておく場合は、
EMI の問題を避けるため、そのスロットに N20-CBLKI ブランク パネルを装着する必要
があります。ブランク パネルはシスコからご購入いただけます。
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FEX またはファブリック インターコネクトの取り付け
手順
ステップ 1

FEX モジュールまたは UCS 6324 ファブリック インターコネクトの前面にある 2 つのレバーが引
かれて開けられていることを確認します。

ステップ 2

シャーシ スロットに FEX または UCS 6324 ファブリック インターコネクトをスライドして挿入
し、モジュールがしっかりと固定されたことを確認します。
図 46：サーバ シャーシ内の FEX またはファブリック インターコネクトの位置

ステップ 3

レバーを閉じ、各レバーの非脱落型ネジを締めます。

ステップ 4

ネットワーク ケーブルを接続します（SFP+ トランシーバ, （65 ページ）およびFEX モジュール
とファブリック インターコネクト ポートの適切な接続, （62 ページ）を参照）。

ステップ 5

モジュールが正しく動作していることを確認します。LED の位置, （38 ページ） およびLED の
解釈, （39 ページ） を参照してください。
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UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクトおよび
UCS 2304 IOM への移行
UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトから UCS 6300 シリーズ ファブリック インター
コネクトに移行できます。UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクトへの移行後に、UCS
6200 シリーズ ファブリック インターコネクトへと戻すこともできます。
UCS 6100 シリーズ ファブリック インターコネクトから UCS 6300 シリーズ ファブリック インター
コネクトには移行できません。

はじめる前に
ハードウェアの移行を開始する前に、Cisco UCS Manager ソフトウェアを次のように変更します。
• Cisco UCS Manager、リリース 3.1 を UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトにダ
ウンロードして、このバージョンにアップグレードします。
• Cisco UCS Manager、リリース 3.1 を UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクトにダ
ウンロードします。
• すべてのファブリック インターコネクトが同一バージョンのキックスタート、システム、お
よび UCS Manager イメージを備えていることを確認します。
• UCS 2304 IOM を使用するよう計画している場合は、バンドル B をアップグレードします。
• UCS 6332-16UP ファブリック インターコネクトへの移行を計画している場合は、システムで
設定する VSAN の数を決定します。15 を超える VSAN ID を設定している場合は、15 以下に
この数を減らして、UCS 6332-16UP ファブリック インターコネクトのファイバ チャネルま
たは FCoE ポートで発生する可能性のある設定の問題を回避します。UCS 6332 ファブリック
インターコネクトに移行する前に設定された VSAN の数を減らす必要はありません。

ファブリック インターコネクト モジュールの移行
このセクションのステップは、次のシナリオに適用されます。
• UCS 6248 ファブリック インターコネクトから UCS 2204 または UCS 2208 IOM を使用する
UCS 6332 ファブリック インターコネクトに移行するとき（2 から 3 タプル）
• UCS 6248 ファブリック インターコネクトから UCS 2304 IOM を使用する UCS 6332-16UP ファ
ブリック インターコネクトに移行するとき
• UCS 6296 ファブリック インターコネクトから UCS 2204 または UCS 2208 IOM を使用する
UCS 6332 ファブリック インターコネクトに移行するとき（2 から 3 タプル）
• UCS 6296 ファブリック インターコネクトから UCS 2304 IOM を使用する UCS 6332-16UP ファ
ブリック インターコネクトに移行するとき
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（注）

移行後は、ファブリック インターコネクトのポート関連の設定を削除してからポートを再設
定します。たとえば、UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトから UCS 6300 シリー
ズ ファブリック インターコネクトへの移行後に SPAN 宛先ポートを再設定する必要がありま
す。

（注）

前提条件で説明したように、UCS 6332-16UP への移行を計画している場合は、移行の開始前に
UCS システム内の設定済みの VSAN の数を 15 以下に減らしたことを確認してください。UCS
6332 ファブリック インターコネクトに移行する前に設定された VSAN の数を減らす必要はあ
りません。
Cisco UCS Manager（GUI と CLI のどちらか）を使用して、次のソフトウェア関連タスクを実行し
ます。詳細については、『Cisco UCS Manager Getting Started Guide』か、『Cisco UCS Manager
Infrastructure Management Guide』、および手順のビデオを次の URL から参照してください。 http:/
/www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
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手順
ステップ 1

vNIC フェールオーバーがサービス プロファイルで有効化されていることを確認します。

ステップ 2

下位のファブリック インターコネクトの設定退避を有効にします。

ステップ 3

下位のファブリック インターコネクトのポートから、設定を削除します。

ステップ 4

下位のファブリック インターコネクトと IOM の間のケーブルを取り外します。

ステップ 5

アップリンク ポートを削除します。

ステップ 6

下位のファブリック インターコネクトの設定を消去し、クラスタ ケーブルを取り外します。

ステップ 7

クラスタ内のプライマリ UCS 6248 ファブリック インターコネクトに UCS 6332 ファブリック イ
ンターコネクトを接続します。

ステップ 8

UCS 6332 ファブリック インターコネクトの 4x10 ブレークアウト ケーブルを UCS 2204 または
UCS 2208 IOM に接続します。

ステップ 9

クラスタに下位のファブリック インターコネクトを参加させます。

ステップ 10

新しい Cisco UCS Manager GUI ウィンドウを起動します。

ステップ 11

40 のインターフェイスで 10 Gbps として動作するように下位のファブリック インターコネクトの
ブレークアウト ポートを設定します。

ステップ 12

サーバとアップリンク ポートを設定します。Cisco UCS Manager によって IOM が検出されること
を確認します。

ステップ 13

IOM が起動すると、自動アップグレードが開始されます。アップグレードが完了するまで待って
から、続行します。

ステップ 14

IOM が動作可能な状態であることを確認します。

ステップ 15

IOM のバックプレーン ポートが Cisco UCS 6332 の下位のファブリック インターコネクトに接続
されていることを確認します。すべてのポートがアップしている場合は、次のステップに進みま
す。ポートがアップしていない場合は、[Acknowledge IO Module] をクリックします。

ステップ 16

下位のファブリック インターコネクトの [Configuration Evacuation] を無効にします。

ステップ 17

HA の準備ができたら、プライマリのロールを Cisco UCS 6332 ファブリック インターコネクト ク
ラスタ リードに変更します。

ステップ 18

ステップ 2 から 16 を繰り返して、Cisco UCS 6248 ファブリック インターコネクトを Cisco UCS
6332 ファブリック インターコネクトで置き換えます。

I/O モジュールの移行
Cisco UCS 2204 または 2208 UCS IOM から Cisco UCS 2304 IOM に移行する場合、次のステップを
適用します。
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（注）

プライマリおよび下位の IOM が異なるモデル（Cisco UCS 2204、UCS 2208、または UCS 2304）
の場合、IOM 全体のステータスは [Peer Comm Problem] として示されます。ただし、それでも
IOM は交換できます。

手順
ステップ 1

下位のファブリック インターコネクトの Cisco UCS 2204 または UCS 2208 IOM に接続されている
サーバ ポートの設定を削除します。

ステップ 2

ケーブルを取り外し、Cisco UCS 2204 または UCS 2208 IOM をシャーシ内の Cisco UCS 2304 IOM
と置き換えます。

ステップ 3

UCS 2304 IOM および UCS 6332 ファブリック インターコネクトに、40 Gbps ケーブルを接続しま
す。

ステップ 4

ポートをサーバ ポートとして設定します。

ステップ 5

自動アップグレードが IOM で完了するのを待ちます。

FEX モジュールの移行
Cisco Nexus 2232PP FEX から Cisco Nexus 2348UPQ FEX に移行する方法について、次のステップ
で説明します。

（注）

Cisco Nexus 2232PP FEX には、10 Gbps アップリンク ポートがあります。Cisco Nexus 2348UPQ
FEX には、Cisco UCS 2304 IOM でのみサポートされる 40 Gbps ポートがあります。

手順
ステップ 1

既存の Cisco Nexus 2232PP FEX を稼働停止します。

ステップ 2

ケーブルを取り外し、Cisco Nexus 2348UPQ FEX を取り付けます。

ステップ 3

Cisco Nexus 2348UPQ FEX にケーブルを接続します。

ステップ 4

新しい FEX モジュールの検出および自動アアップグレードが、Cisco UCS Manager で完了するの
を待ちます。

ステップ 5

Cisco Nexus 2348UPQ FEX を経由して接続されているすべてのサーバを再認識します。
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ファン モジュールの取り付けと取り外し
ファン モジュール（N20-FAN5）はホットスワップ可能であり、その際にシステムに電気的障害
や損傷が起こることはありません。ただし、システムの動作中に取り外すことができるファン モ
ジュールは 1 つだけです。複数のファン モジュールを取り外すと、過熱が起こるおそれがありま
す。

（注）

ファンを取り外したときは、シャーシ内のルーバーがシステムへの空気の再循環または冷却の
損失を防ぎます。ただし、一部のファン モジュールを適切に装着しないまま長期間運用を続
けないでください。

ファン モジュールの取り付け
手順
ステップ 1

バネ式ラッチが上になるようにファン モジュールを持ちます。

ステップ 2

ファン モジュールをシャーシに差し込んで、モジュールが適切に装着されてバネ式ラッチがかか
るまで押し込みます。

ステップ 3

シャーシの電源が入っている場合は、ファンの音を聞きます。問題がなければすぐに動作音が聞
こえます。動作音が聞こえない場合は、ファン モジュールがシャーシに完全に挿入されていて、
前面プレートがシャーシの外面と面一になっているかどうかを確認します。

ステップ 4

LED の動作が期待どおりであることを確認します。LED の位置, （38 ページ） およびLED の解
釈, （39 ページ） を参照してください。

192521

図 47：Cisco UCS サーバ シャーシ内でのファン モジュール（N20-FAN5）の位置
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ファン モジュールの取り外し
手順
ステップ 1

ファン モジュールのハンドルを持ちます。

ステップ 2

ファン モジュールの上部にあるバネ式ラッチを下に押します。

ステップ 3

ファン モジュールをシャーシから完全に引き抜きます。
（注）
シャーシは、すべてのファン モジュールが装着され、それらが同時に動作しているこ
とを前提に設計されています。ファン モジュール ベイが空になる時間は、新しいファ
ン モジュールを交換するのに必要な時間だけにとどめておいてください。
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付録

A

技術仕様
この付録では、Cisco UCS 5108 サーバ シャーシの技術仕様を示します。この付録の内容は次の
とおりです。
• KVM ケーブル, 91 ページ
• シャーシ仕様, 92 ページ
• 環境仕様, 93 ページ
• Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの電源ユニットの仕様, 94 ページ
• サポートされる AC 電源コードとプラグ, 98 ページ

KVM ケーブル
KVM ケーブル（N20-BKVM）は Cisco UCS ブレード サーバに接続することで、DB9 シリアル コ
ネクタ、モニタ用の VGA コネクタ、およびキーボードとマウス用のデュアル USB ポートを提供
します。このケーブルを使用すると、ブレードサーバで実行され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。
図 48：ブレード サーバ用 KVM ケーブル

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ インストレーション ガイド
91

技術仕様
シャーシ仕様

1

ブレード サーバ スロットへのコネ 3
クタ

モニタ用の VGA 接続

2

DB9 シリアル コネクタ

マウスおよびキーボード用の 2 ポート USB コネ
クタ

4

シャーシ仕様
表 15：Cisco UCS サーバ シャーシ

説明

仕様

高さ×幅×奥行き

26.7 cm（10.5 インチ）× 44.5 cm（17.5 インチ）× 81.2 cm（32
インチ）

ブレード サーバ スロット

8

FEX スロット

2

ファン モジュール ベイ

8

電源装置ベイ

4

バックプレーン スループット

1.2 Tb（集約時）

表 16：シャーシ コンポーネントの重量

説明

仕様

空のシャーシ

40.83 kg（90 ポンド）

FEX

1.13 kg（2.5 ポンド）

UCS 6324 ファブリック インターコネクト

1.13 kg（2.5 ポンド）

ファン モジュール

0.82 kg（1.8 ポンド）

B200 ブレード サーバ

6.1 kg（13.5 ポンド）5

B230 ブレード サーバ

8.16 kg（18.0 ポンド）5

B250 ブレード サーバ

11.34 kg（25 ポンド）5
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5

説明

仕様

B440 ブレード サーバ

15.65 kg（34.5 ポンド）5

ハード ドライブ

0.36 kg（0.8 ポンド）

フル構成時の UCS 5108 サーバ シャーシ

約 255 kg（115.66 ポンド）、選択したモデルと
オプションに応じて異なる

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の場合の見積もりの重量であり、搭載されているデバイスによって異なります。

環境仕様
表 17：シャーシの環境仕様

説明

仕様

動作温度、高度 0 ～ 3,000 m（0 ～ 10,000
フィート）

50 ～ 95 °F（10 ～ 35 °C）

非動作温度、高度 0 ～ 12,000 m（0 ～ 40,000 –40 ～ 149°F（–40 ～ 65°C）
フィート）
湿度（RH）、結露なし

動作時：10-90%、28°C（最大湿球温度）
非動作時：5-93%、38°C（最大湿球温度）

高度

動作時：0 ～ 3,000 m（0 ～ 10,000 フィート）、
3,000 m（10,000 フィート）を超えると、最大温度
が 300 m（1,000 フィート）ごとに 1°C 低下
非動作時：12,000 m（40,000 フィート）

騒音レベル

83 dBA（通常動作温度時）

Twinax SFP+ トランシーバの環境条件と電力要求仕様
表 18：SFP+ トランシーバの環境条件と電力要件

パラメータ

記号

最低

最高

単位

保管温度

TS

–40

85

°C
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パラメータ

記号

最低

最高

単位

ケース温度

TC

0

50

°C

モジュール供給電圧

VCCT、R

3.1

3.5

V

Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの電源ユニット
の仕様
表 19：AC 入力ゴールド電源装置（N20-PAC5-2500W）の仕様

説明

仕様

AC 入力電圧

電圧範囲 100 ～ 120 VAC、200 ～ 240 VAC（公称）
（範囲：90 ～ 132 VAC、180 ～ 264 VAC）

AC 入力周波数

公称 50 ～ 60 Hz（範囲：47 ～ 63 Hz）

最大 AC 入力電流

12.5 A @ 100 VAC
6.0 A @ 208 VAC

最大入力 VA

1250 VA @ 100 VAC

電源モジュールあたりの最大出力電力

800 W @ 100 ～ -120 VAC
1050 W @ 200 ～ -240 VAC

最大突入電流

15 A（サブ サイクル期間）

最大遅延時間

12 ms @ 770 W

電源装置の出力電圧

12 VDC

電源装置のスタンバイ電圧

12 VDC

効率評価

Climate Savers Platinum Efficiency（80Plus Platinum 認
証済み）

フォーム ファクタ

RSP2（C-Series 1U および C3x60 ストレージ サーバ）

入力コネクタ

IEC320 C14
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表 20：AC 入力プラチナ電源装置（UCSB-PSU-2500ACPL）の仕様

説明

仕様

最小ソフトウェア要件

UCS ソフトウェア リリース 2.0(2)

AC 入力電圧

公称 200 ～ 240 VAC（範囲：180 ～ 264 VAC）

AC 入力周波数

公称 50 および 60 Hz（範囲：47 ～ 63 Hz）

AC 入力電流

< 16 A @ 200 VAC

最大入力 VA

2790 VA @ 200 VAC

電源モジュールあたりの最大出力電力

2500 W（最大 4 つの電源装置）

最大突入電流

35 A（サブ サイクル期間）

最大発熱量

8530 BTU

最大遅延時間

12 ms @ 2500 W

電源装置の出力電圧

12 VDC @ 208 A

電源装置のスタンバイ電圧

3.3 VDC @ 5A

効率評価

Climate Savers プラチナ

効率（80Plus プラチナ認定）

20%

50%

100%

90%

94%

91%

入力コネクタ

IEC320 C20

表 21：DC 入力電源装置（UCSB-PSU-2500DC48）の仕様

項目

仕様

最小ソフトウェア要件

Cisco UCS ソフトウェア リリース 2.0(1)
Capability Catalog バージョン 42

DC 入力電圧

-48 ～ -60 VDC

最大出力

2500 W

最大突入電流

35 A
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項目

仕様

電流引き込み（最小電圧時）

62 A

電流引き込み（最大電圧時）

50 A

最大入力 VA

2880

効率

10% 20% 50% 100%
88.73% 91.68% 92.19% 90.51%

DC 入力端子ブロック

1/0 AWG サイズの銅線を収容する Panduit
LCD4-14AF-L またはそれと同等の 90 度角のバ
レル型ラグ端子（2 つ穴タング）を受け付けま
す。コネクタ タングの幅は 0.82 インチ、スタッ
ド穴の間隔は 5/8 インチ、穴のサイズは 1/4 イ
ンチです。

出力保持時間

8 ミリ秒

表 22：HVDC 入力プラチナ電源装置（UCSB-PSU-2500HVDC）の仕様

項目

仕様

DC 入力電圧

公称 200 ～ 380 VDC（範囲：180 ～ 400 VDC）

最大 DC 入力電流

15.5 Amps @ 200 VDC

最大出力

2500 W

最大突入電流

35 A

効率評価

Climate Savers プラチナ

効率（80Plus プラチナ認定）

10% 20% 50% 100%
93.5% 94.9% 95% 93%

電源装置の出力電圧

12 VDC

最大遅延時間

12 ms 2500 W

入力コネクタ

IEC320 C20
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表 23：AC 入力デュアル電圧プラチナ電源装置（UCSB-PSU-2500ACDV）の仕様

説明

仕様

AC 入力電圧

公称 200 ～ 240 VAC（範囲：180 ～ 264 VAC）
UCS 6324 ファブリック インターコネクトでは公称
100 ～ 120 VAC （範囲：90 ～127 VAC）のみサポー
ト

AC 入力周波数

公称 50 および 60 Hz（範囲：47 ～ 63 Hz）

AC 入力電流

< 15 A @ 200 VAC

最大入力 VA

2790 VA @ 200 VAC

電源モジュールあたりの最大出力電力

2500 W @ 200 ～ 240 VAC
1300 W @ 100 ～ 120 VAC

最大突入電流

35 A（サブ サイクル期間）

最大発熱量

8530 BTU

最大遅延時間

12 ms @ 2500 W

電源装置の出力電圧

12 VDC @ 208 A

電源装置のスタンバイ電圧

3.3 VDC @ 5A

効率評価

Climate Savers プラチナ

効率（80Plus プラチナ認定）

10% 20%
93.5%

入力コネクタ

50%
94.9 %

100%
95% 93%

IEC320 C20

DC 配線は、当該地域の法規制に準拠している必要があります。有資格の現地電気技術者に依頼し
て、必要な DC 配線を設置することを推奨します。
ブレード サーバに必要な電源装置ユニットの数を判別するにあたっては、それぞれ 1 つのスロッ
ト サーバには最大 550 W が割り当てられ、個々のフル幅サーバには最大 1100 W が割り当てられ
ることに注意してください。詳細な見積については、シスコの営業担当にお問い合わせください。
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サポートされる AC 電源コードとプラグ
ブレード サーバ シャーシ PDU のAC 電源コネクタには、IEC 320 C20 ソケットを使用します。
シャーシの電源装置にはそれぞれ個別に電源コードがあります。AC 電源にブレード サーバの電
源装置ユニットを接続するための電源コードとしては、一方の端に IEC 320 C19 プラグがあり、
もう一方の端には、国内の AC 電源コンセント仕様に準拠するプラグがあるものを使用します。
ブレードサーバシャーシの電源装置ユニット用にどのコードを注文するかについては、次の表を
参照してください。どの電源コードを注文する必要があるかを判断する場合、参照リンクをクリッ
クすると、そのプラグが施設の電源コンセントに準拠しているかどうかを確認できます。
ラック用のジャンパ電源コードは、必要に応じて標準の電源コードの代わりに使用できます。オ
プションのジャンパ電源コードには、シャーシの PDU との接続側に IEC C19 コネクタ（Cisco RP
シリーズ PDU など）、IEC C19 コンセントとの接続側に IEC C20 コネクタが付いています。詳細
については、シスコの営業担当者にお問い合わせください。

（注）

使用できるのは、シャーシに付属の標準の電源コードまたはジャンパ電源コードだけです。

オーストラリアおよびニュージーランド
電源コード部品番号：CAB-AC-16A-AUS
コード セット定格：16A、250 VAC
図 49：Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-AC-16A-AUS 電源コード

Plug: AU20S3

Cordset rating: 16 A, 250 V
Length: 14 ft 0 in. (4.26 m)

140586

Connector: IEC 60320 C19

ヨーロッパ大陸
電源コード部品番号：CAB-AC-2500W-EU
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コード セット定格：16A、250 VAC
図 50：UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-AC-2500W-EU 電源コード

Plug: CEE 7/7

Cordset rating: 16 A, 250 V
Length: 14 ft 0 in. (4.26 m)

113360

Connector: IEC 60320 C19

国際仕様
電源コード部品番号：CAB-AC-2500W-INT
コード セット定格：16A、250 VAC
図 51：UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-AC-2500W-INT 電源コード

Cordset rating: 16 A, 250 V
Length: 14 ft 0 in. (4.26 m)
Plug: IEC 309

113361

Connector: IEC 60320 C19

イスラエル
電源コード部品番号：CAB-AC-2500W-ISRL
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コード セット定格：16A、250 VAC
図 52：UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-AC-2500W-ISRL 電源コード

日本および北米
非ロッキング型、200 ～ 240-VAC 動作
電源コード部品番号：CAB-AC-2500W-US1
コード セット定格：16A、250 VAC
図 53：UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-AC-2500W-US1 電源コード

Plug: NEMA 6-20

Cordset rating: 20 A, 250 V
Length: 14 ft 0 in. (4.26 m)

113362

Connector: IEC 60320 C19

ロッキング型、200 ～ 240-VAC 動作
電源コード部品番号：CAB-AC-C6K-TWLK
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中国

コード セット定格：16A、250 VAC
図 54：UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-AC-C6K-TWLK 電源コード

Plug: NEMA L6-20

Cordset rating: 20 A, 250 V
Length: 14 ft 0 in. (4.26 m)

113363

Connector: IEC 60320 C19

中国
電源コード部品番号：CAB-AC-16A-CH
コード セット定格：16A、250 VAC
図 55：Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-AC-16A-CH 電源コード

Connector: IEC
60320-1 C19

126792

Plug: GB16C

Cordset rating: 16A, 250V
Length: 14 ft 0 in. (4.26 m)

スイス
電源コード部品番号：CAB-ACS-16
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コード セット定格：16A、250 VAC
図 56：UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-ACS-16 電源コード

Cordset rating: 16 A, 250 V
Length: 8 ft 2 in. (2.5 m)
Plug: SEV 5934-2
Type 23

192844

Connector: IEC 60320 C19

配電ユニット（PDU）
電源コード部品番号：CAB-C19-CBN
コード セット定格：適用なし

Connector :
IEC 60320 C20

Cordset r ating: 16 A, 250 V
Length: 9 ft 0 in. (2.7 m)
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Connector :
IEC 60320 C19

140587

図 57：UCS 5108 ブレード サーバ シャーシの CAB-C19-CBN 電源コード

付録

B

設置場所の準備およびメンテナンス記録
（注）

シャーシの設定情報を確認する方法については、『Cisco UCS Configuration Guide』を参照して
ください。
この付録では、Cisco UCS サーバ シャーシの設置時に使用する次の記録を示します。
• 設置環境チェックリスト, 103 ページ
• 連絡先および設置場所情報, 105 ページ
• シャーシおよびモジュール情報, 106 ページ
• FEX ポート接続レコード, 107 ページ
• UCS 6324 ファブリック インターコネクトのポート接続レコード, 109 ページ

設置環境チェックリスト
装置の設置場所およびレイアウトを計画することは、ネットワークの正常な動作、通気、および
作業の容易さを維持するのに必要です。設置場所に必要な空調要件を決定するときには、熱放散
を考慮してください。
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設置環境チェックリスト

表 24：設置環境のチェックリスト

作業番
号

準備作業

1

設置場所の確認
• 広さおよびレイアウト
• 床の表面仕上げ
• 衝撃および振動
• 照明
• メンテナンス作業の容易さ

2

環境の確認
• 周囲温度
• 湿度
• 高度
• 空気の汚染
• エアーフロー

3

電源の確認
• 入力電源のタイプ
• 電源コンセント6
• 電源コンセントと機器の距離
• 電源モジュール用の専用回路
• 冗長電源モジュール用の専用
（個別）回路
• UPS7停電用

4

アースの確認
• 回路ブレーカーの容量
• CO アース（AC 電源システム）
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確認者

時刻

日付

設置場所の準備およびメンテナンス記録
連絡先および設置場所情報

作業番
号

準備作業

確認者

5

ケーブルおよびインターフェイス機
器の確認

時刻

日付

• ケーブル タイプ
• コネクタ タイプ
• ケーブルの距離制限
• インターフェイス機器（トラン
シーバ）
6

EMI8評価：
• 信号の距離制限
• 設置場所の配線
• RFI9レベル

6
シャーシに搭載した電源モジュールに、専用の AC 電源回路が用意されていることを確認してください。
7
UPS：無停電電源装置。
8
EMI：電磁干渉。
9
RFI：無線周波数干渉。

連絡先および設置場所情報
次のワークシートに、連絡先および設置場所の情報を記録してください。
表 25：連絡先および設置場所情報

担当者
担当者の電話番号
連絡先 E メール
建物および設置場所の名
称
データセンターの位置
設置フロアの位置
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シャーシおよびモジュール情報

住所（1）
住所（2）
市町村
都道府県
郵便番号
国

シャーシおよびモジュール情報
次のワークシートを使用して、サーバ シャーシとシャーシに収容するモジュールに関する情報を
記録します。
契約番号_______________________________________________
シャーシのシリアル番号___________________________________________
製品番号________________________________________________
表 26：デバイス情報

デバイス

シリアル番号

ブレード サーバ 1
ブレード サーバ 2
ブレード サーバ 3
ブレード サーバ 4
ブレード サーバ 5
ブレード サーバ 6
ブレード サーバ 7
ブレード サーバ 8
I/O モジュール 1
I/O モジュール 2
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FEX ポート接続レコード

（注）

すべてのサーバ シャーシ モジュールのシリアル番号はCisco UCS Manager を使用して取得でき
ます。

FEX ポート接続レコード
表 27：シャーシ FEX からファブリック インターコネクトへのポート接続レコード

FEX

接続先

番号

ポー
ト

1

1

ファブ
ス
リック イ ロッ
ンターコ ト
ネクト（A
または
B）

ポー 接続の注意
ト

2
3
4
5
6
7
8
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FEX ポート接続レコード

FEX

接続先

番号

ポー
ト

2

1

ファブ
ス
リック イ ロッ
ンターコ ト
ネクト（A
または
B）

ポー 接続の注意
ト

2
3
4
5
6
7
8
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設置場所の準備およびメンテナンス記録
UCS 6324 ファブリック インターコネクトのポート接続レコード

UCS 6324 ファブリック インターコネクトのポート接続レ
コード
表 28： ポート接続レコード

ファブリックインターコ 接続先
ネクト
番号

ポート

1

1

ス
ポー 接続の注意
ロッ ト
ト

2
3
4
5
6
7
8
2

1
2
3
4
5
6
7
8
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UCS 6324 ファブリック インターコネクトのポート接続レコード
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