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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
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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。

• 機器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機器を接続します。

• 販売業者またはラジオやテレビの専門技術者に連絡します。
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Cisco UCS C3160 ラック

OL-32062-01-J
C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco UCS C3160 高密度ストレージ サーバの概要を示します。

前面パネルの機能
図 1-1 に、システムの前面パネルの機構を示します。システムは、取り外し可能な前面ベゼルが取
り付けられた状態で表示されます。

LED の状態の説明については、ステータス LED およびボタン（3-1 ページ）を参照してください。

図 1-1 前面パネルの機構

1 操作パネル 6 温度ステータス LED

2 システム電源ボタン/LED（システム
全体の電源のシャットダウン）

7 電源装置ステータス LED

3 システム ユニット識別ボタン/LED 8 ネットワーク リンク アクティビティ LED

4 システム ステータス LED 9 引き出し型の資産タグ（前面ベゼルの下に表示
されない）

5 ファン ステータス LED 10 内蔵ドライブのステータス LED

3
5

3
3

7
5

1

2

3
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9 10
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背面パネルの機能
背面パネルの機能
図 1-2 に、システムの背面パネルの機能を示します。

LED の状態の説明については、ステータス LED およびボタン（3-1 ページ）を参照してください。

図 1-2 背面パネルの機構

1 サーバ ノード（サーバ ノードは、図に示す
ように、上部ベイに取り付ける必要があり
ます）。

9 電源装置（4、2+2 として冗長）

2 サーバ ノード ヘルス LED（サーバ ノード 
ボードのメッシュの背後）

10 オプション：1 GB BASE-T イーサネット 
ポート、RJ-45（クアッド ポート アダプタ 
カードを含む各 SIOC に 4 つ）

3 サーバ ノードのユニット識別ボタン/LED 11 SIOC 1、1 Gb イーサネット専用管理ポート
この SIOC 1 管理ポートのみを使用し、SIOC 
2 管理ポートは使用しないでください。

4 サーバ ノードの電源ボタン/LED 12 現時点ではサポートされていません。

5 サーバ ノードのリセット ボタン（サーバ 
ノードのプロセッサ チップセットをリ
セット）

13 ソリッド ステート ドライブの 2.5 インチ 
ドライブ ベイ 

（上から 2 つのベイだけをサポート）

6 サーバ ノードの KVM コンソール コネクタ

USB 2 個、VGA 1 個、シリアル コネクタ 1 個
を装備した KVM ケーブルで使用

14 ドライブ拡張モジュールのステータス 
LED

7 （オプション） 大で 4 つの 3.5 インチ ドラ
イブ ベイを搭載可能なドライブ拡張モ
ジュール 

15 オプション：10 Gb SFP+ ポート（デュアル 
ポート SFP+ アダプタ カードを含む各 
SIOC に 2 つ）

8 システムの I/O コントローラ（SIOC）、1 つ～ 
2 つ。ポート タイプは、取り付けられているア
ダプタ カードのタイプによって異なります。

16 この SIOC ポート 2 は使用しないでくだ
さい。SIOC 1 上の管理ポートを使用して
ください。

3
5

3
3

7
6

HDD 57 HDD 58 HDD 59 HDD 60

PSU 1 PSU 2 PSU 3 PSU 4
SSD 1
SSD 2

SIOC 2SIOC 1

7

8

9

6

5 3

14

10 12
11 13

14 15

2

16
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交換可能なコンポーネントの位置
交換可能なコンポーネントの位置
ここでは、次の内容について説明します。

• 主要シャーシ内で交換可能なコンポーネント（1-3 ページ）

• サーバ ノード内のコンポーネント（1-5 ページ）

• システムの I/O コントローラ内のコンポーネント（1-6 ページ）

主要シャーシ内で交換可能なコンポーネント

ここでは、主要シャーシ内で交換可能なコンポーネントの位置を示します。背面パネルからアク
セスできるコンポーネントもあれば、上部カバーを開けてアクセスできるコンポーネントもあ
ります。

図 1-3 のシステム上面図は、上部カバーを開けた状態を示します。

（注） システムの内部ドライブと冷却ファンはホットスワップ可能であり、上部カバーを開くと取り
付け/取り外しができます。システムをラックに収容して配線する場合には、電源ケーブルや他の
ケーブルの長さに十分な余裕（スラック）を持たせてください。そのようにしておくと、システム
をスライド レール上で十分に引き出して、上部カバーを開くための空間を確保できます。
1-3
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交換可能なコンポーネントの位置
図 1-3 主要シャーシ内で交換可能なコンポーネント（上面図と背面図）

1 ファン モジュール（4、ホットスワップ可能）

各ファン モジュールには 2 つのファンが内蔵され
ています。偶数が上側のファン、奇数が下側のファン
です。

5 システムの I/O コントローラ（SIOC）（1 つまたは 2 つ）

システムの I/O コントローラ内のコンポーネント
（1-6 ページ）も参照してください。

2 内蔵ドライブ ベイ（ 大 56 個を搭載する 3.5 インチ 
ドライブ、ホットスワップ可能）

6 2.5 インチ ソリッド ステート ドライブ（ 大 2 つ）

3
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3
3
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7
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HDD52

HDD53
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交換可能なコンポーネントの位置
サーバ ノード内のコンポーネント

ここでは、シャーシの背面からアクセス可能な、サーバ ノード内にある交換可能なコンポーネン
トの位置を示します。以下の図は、システムからサーバ ノードを取り外し、サーバ ノードのカ
バーを取り外した状態を示します。

図 1-4 サーバ ノード内で交換可能なコンポーネント

3 サーバ ノード

サーバ ノード内のコンポーネント（1-5 ページ）も参
照してください。

7 電源装置（4、2+2 として冗長）

4 ドライブ拡張モジュール 8 3.5 インチ ドライブ（オプションのドライブ拡張モ
ジュール内で 大 4 つ）

1 RTC バッテリ CR 2032

（ノードのカバーを付けた状態でアクセス
可能）

4 トラステッド プラットフォーム モ
ジュール ソケット

2 DIMM（各 CPU につき 8 ソケット、合計 16） 5 接続された SuperCap の電源モジュール
（バックアップ）を搭載した Cisco モ
ジュラ RAID コントローラ カード

3 CPU とヒートシンク（2 セット） 6 USB メモリ用の内部 USB ポート（ノード
のカバーを付けた状態でアクセス可能）

3
5

3
3

7
8

G
1

G
2
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1
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CPU 2 CPU 1

F
2
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第 1 章      概要

システム機能の概要
システムの I/O コントローラ内のコンポーネント

ここでは、シャーシの背面からアクセス可能な、システムの I/O コントローラ内にある交換可能
なコンポーネントの位置を示します。以下の図は、モジュールのカバーを取り外した状態を示し
ます。

図 1-5 システムの I/O コントローラ内で交換可能なコンポーネント

システム機能の概要
表 1-1 にシステムの機能を記載します。

1 RTC バッテリ CR 1632 2 アダプタ カード（デュアル ポート 10 GB SFP+ ま
たはクアッド ポート 1 Gb RJ-45）

3
5

3
3

7
9

1

2

表 1-1 Cisco UCS C3160 システムの機能

シャーシ 4 ラックユニット（4RU）シャーシ。

プロセッサ サーバ ノード内の 2 つの Intel Xeon E5-2600 v2 シリーズ プロセッサ。

メモリ サーバ ノード内で 大 16 DIMM。
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システム機能の概要
マルチビット エ
ラー保護

このシステムは、マルチビット エラー保護をサポートします。

ストレージ システムには次のストレージ オプションがあります。

• 内部でアクセス可能な 3.5 インチ ドライブ（ 大 56 個）

• 背面パネルからアクセス可能な、オプションのドライブ拡張モジュール
内の 3.5 インチ ドライブ（ 大 4 個）

• 背面パネルからアクセス可能な、2.5 インチ ソリッド ステート ドライブ
（ 大 2 個）

すべてのドライブはホットスワップ可能1 です。

ディスク管理 サーバ ノード内で 1 GB または 4 GB のキャッシュを持つ RAID コントロー
ラ用に、1 つの専用メザニン形式のソケットがあります。

サポートされている RAID コントローラ オプションの一覧については、
RAID コントローラに関する考慮事項（C-1 ページ）を参照してください。

RAID バック
アップ

オプションの supercap の電源モジュール（SCPM）は、サーバ ノード内にある 
RAID コントローラ カードにマウントされます。

PCIe I/O このシステムには、PCIe 拡張スロットがありません。

ネットワークお
よび管理 I/O

システムには、システム I/O コントローラ（SIOC）を 1 つまたは 2 つ搭載でき
ます。これらはそれぞれ、背面パネル接続を提供します。どのアダプタ カー
ドを SIOC に取り付けるかによって、ポートは異なります。

• クアッド ポート 1 GB RJ-45 アダプタ カードが SIOC 内にある場合：

– 1 Gb BASE-T イーサネット ポート（RJ-45）X 4

– 1 Gb 専用管理イーサネット ポート X 1

• デュアルポート 10 GB SFP+ アダプタ カードが SIOC 内にある場合：

– 10 Gb SFP+ ポート X 2

– 1 Gb 専用管理イーサネット ポート X 1

サーバ ノードには背面パネル KVM コネクタも 1 個あり、USB 2 個、VGA 1 個、
シリアル コネクタ 1 個を装備した KVM ケーブルで使用できます。

内部 USB システムには、サーバ ノード内に USB 2.0 スロットが 1 つ含まれます。

電源 2 台または 4 台の電源装置、各 1050 W（ホットスワップ可能で 2+2 冗長）。

冷却 前面から背面に冷却を引き出す 4 つの内蔵ファン モジュール、ホットスワッ
プ可能。各ファン モジュールには 2 つのファンが内蔵されています。

さらに、各電源にはファンが 1 個あります。

ベースボード
管理

Cisco Integrated Management Controller（Cisco IMC）ファームウェア。

Cisco NIC モードの設定に応じて、Cisco IMC へのアクセスには、専用管理
ポート、1 Gb LOM ポート、または 10 GB LOM ポートのいずれかを使用して
行います。

1. ホットスワップ可能 = 取り外しの前にシステムの電源が入っている間は、コンポーネントの事前調整は必要ありま
せん。

表 1-1 Cisco UCS C3160 システムの機能（続き）
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C H A P T E R 2

サーバの設置

この章では、サーバの設置方法について説明します。この章の内容は次のとおりです。

• サーバの開梱と点検（2-1 ページ）

• サーバの設置準備（2-2 ページ）

• ラックへのサーバの設置（2-3 ページ）

• サーバの初期設定（2-9 ページ）

• NIC モードおよび NIC 冗長化の設定（2-14 ページ）

• システム BIOS および Cisco IMC ファームウェア（2-14 ページ）

（注） サーバの設置、操作、または保守を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information for 
Cisco UCS C-Series Servers』を参照して重要な安全情報を確認してください。

警告 安全上の重要な注意事項

この警告マークは「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 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。

サーバの開梱と点検

注意 内部サーバ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、常にモジュー
ルのフレームの端を持つようにしてください。

（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。
2-1
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サーバの設置準備
ステップ 1 段ボール箱からシステムを取り出します。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ます。すべての
品目が揃っていることを確認してください。

ステップ 3 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマー サービス担当者に連絡し
てください。次の情報を用意しておきます。

• 発送元の請求書番号（梱包明細を参照）

• 破損している装置のモデルとシリアル番号

• 破損状態の説明

• 破損による設置への影響

サーバの設置準備
ここでは、サーバの設置準備について説明します。この項の内容は次のとおりです。

• 設置に関するガイドライン（2-2 ページ）

• ラックに関する要件（2-3 ページ）

• 工具の要件（2-3 ページ）

• スライド レールの調整範囲（2-3 ページ）

設置に関するガイドライン

警告 システムの過熱を防ぐため、 大推奨周囲温度の 35 °C （95 °F）を超えるエリアで操作しないで
ください。
ステートメント 1047

警告 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

警告 この製品は、設置する建物に短絡（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。この保護装置の定格が 250 V、15 A 以下であることを確認します。
ステートメント 1005

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
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ラックへのサーバの設置
サーバを設置する際には、次のガイドラインに従ってください。

• サーバを設置する前に、設置場所の構成を計画し、設置環境を整えます。設置場所を計画する
際に推奨される作業については、『Cisco UCS Site Preparation Guide』を参照してください。

• サーバの周囲に、保守作業および適切な通気のための十分なスペースがあることを確認しま
す。サーバ内では前面から背面へ空気が流れます。

• 空調が、サーバの仕様（A-1 ページ）に記載された温度要件に適合していることを確認します。

• キャビネットまたはラックが、ラックに関する要件（2-3 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。

• 設置場所の電源が、サーバの仕様（A-1 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。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置（UPS）を使用してくだ
さい。

ラックに関する要件

ここでは、標準的なオープン ラックに関する要件を示します。この要件は、周囲温度が 41 °F ～ 
95 °F（5 °C ～ 35 °C）の範囲にあることを前提とします。

次のタイプのラックを使用する必要があります。

• 標準的な 19 インチ（48.3 cm）幅 4 支柱 EIA ラック（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支柱付き）。

• 付属のスライド レールを使用する場合、ラック支柱の穴は、0.38 インチ（9.6 mm）の正方形、
0.28 インチ（7.1 mm）の丸形、#12-24 UNC、または #10-32 UNC になります。

• 各サーバの縦方向のラック スペースとして、少なくとも 4 RU、つまり 7 インチ（17.78 cm）を
確保する必要があります。

工具の要件

このサーバ用にシスコから提供されるスライド レールの場合、設置先のラックに 0.38 インチ
（9.6 mm）の正方形、0.28 インチ（7.1 mm）の丸形、または #12-24 UNC のネジ穴があれば、設置用の
工具は必要ありません。

スライド レールの調整範囲

このサーバのスライド レールの調整範囲は 26 ～ 36 インチ（660 ～ 914 mm）です。

ラックへのサーバの設置
ここでは、次の内容について説明します。

• スライド レールの取り付け（2-4 ページ）

• ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付け（2-7 ページ）

• ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付けを逆にする（2-9 ページ）
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ラックへのサーバの設置
警告 ラックへのユニットの設置や、ラック内のユニットの保守作業を行う場合は、負傷事故を防ぐた
め、システムが安定した状態で置かれていることを十分に確認してください。安全に関するガイ
ドラインは次のとおりです。この装置だけをラックにマウントする場合、ラックの一番下にマウントし

てください。

すでに別の装置がマウントされているラックにこの装置をマウントする場合、 も重い装置を一番下にし

て、重い順にラックの下から上へと設置するようにします。ラックにスタビライザが付いている場合は、スタ

ビライザを取り付けてから、ラックに装置を設置したり、ラック内の装置を保守したりしてください。ス
テートメント 1006

スライド レールの取り付け

ステップ 1 スライド レール アセンブリの内側レールを取り外します（図 2-1 を参照）。

a. レールのリリース ラッチの後部を押し下げ、内側レールを止まるところまで引き出します。

b. 内側レールのリリース クリップを押し下げたまま、レール アセンブリから内側レールを引
き出します。

図 2-1 アセンブリからの内側レールの取り外し

ステップ 2 サーバの側面に内側レールを取り付けます（図 2-2 参照）。

a. レール内の 10 個の鍵付きスロットがサーバの側面にある 10 個のペグと整列するように、
サーバの片側に内側レールの位置を合わせます。

b. 鍵付きのスロットをペグ上に設定し、レールを後方にスライドしてペグ上の所定の位置に固
定します。

c. 2 つ目の内側レールをサーバの反対側に取り付けます。

1 レールのリリース ラッチ（クローズアップ 
ビュー）

2 内側レールのリリース クリップ

3
5

3
3

8
1

2

1
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ラックへのサーバの設置
図 2-2 サーバの側面への内側レールの装着

ステップ 3 スライド レールをラックに取り付けます（図 2-3 を参照）。

a. 片側のスライド レール部品の前端を、使用する前面ラック支柱の穴の位置に合わせます。

スライド レールの前部がラック支柱の外側を回り込むように配置され、取り付けペグが外
側の前部からラック支柱の穴に入ります。

b. カチッと音がしてロックされるまで、ラック支柱の穴に前側の取り付けペグを押し込みます。

c. 背面ラック支柱が完全に水平になるようにスライド レールの長さを調整します。

d. 背面ペグのスプリング ラッチを外し、背面の取り付けペグを背面ラック支柱の穴に押し込
みます。

背面取り付けペグを、ラック支柱の内側から背面ラック支柱の穴に入れます。

e. 背面ペグのスプリング ラッチを外し、背面ペグを所定の位置に固定します。

f. 2 つ目のスライド レール部品を、ラックの反対側に取り付けます。2 つのスライド レール ア
センブリが互いに同じ高さで、前後が水平であることを確認します。

1 サーバ背面 2 内側レール
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ラックへのサーバの設置
図 2-3 ラック支柱へのレール アセンブリの取り付け

ステップ 4 所定の位置に収まって留まるまで、各アセンブリの中間スライド レールをラック前方へ引き出
します（図 2-4 を参照）。

ステップ 5 内側レールを取り付けたサーバを中間レール内に差し込みます。

注意 このサーバの重量は、コンポーネントをフル搭載した状態で約 86 kg（190 ポンド）です。サーバを
持ち上げるときは、2 人以上で行うか、リフトを使用することを推奨します。この手順を 1 人で実
行しようとすると、怪我や機器の損傷を招くおそれがあります。

a. サーバ スライドに接続する内側レールの後部を、ラック上の空の中間レールの前部に合わ
せます。

b. 内部の停止位置に収まるまで、サーバを中間レールに押し込みます。

c. 各内側レールのリリース クリップを内側に押し下げ、前面スラム ラッチがラック支柱とか
み合うまで、サーバをラック内に押し込み続けます（図 2-4 を参照）。

注意 ラックにシステムを押し込む前に、リリース クリップが両方とも外れていることを確認します。
レールを損傷しないように、サーバをレールにゆっくりと押し込みます。

1 前面の取り付けペグ。外側の前部からラッ
ク支柱の穴に入れます。

3 背面ペグのスプリング ラッチ

2 背面の取り付けペグ。後方内部からラック
支柱の穴に入れます。

3
5

3
3

8
3

1
2

1

3
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ラックへのサーバの設置
図 2-4 ラック支柱へのレール アセンブリの取り付け

ステップ 6 （任意）スライド レールに付属の 2 本のネジを使用して、サーバをしっかりとラック内に固定し
ます。たとえば、サーバを設置したラックを移動する場合に、これらのネジを取り付けます。

サーバをスライド レールに完全に押し込んだ状態で、サーバ前面のヒンジ付きスラム ラッチの
レバーを開き、レバーの下にある穴からネジを挿入します。ネジがラック支柱のレールの静止部
分に挿入され、サーバが引き抜かれるのを防ぎます。反対のスラム ラッチについても行ってくだ
さい。

注意 サーバをラックの外に引き出すと、内部ロック停止位置で停止します。ラックからサーバを取り
外さない場合は、内側レールのリリース クリップを押し下げないでください（図 2-4 を参照）。内
側レールのリリース クリップを押し下げると、中間レールの全長にわたってサーバがスライド
するため、怪我や機器の損傷を招くおそれがあります

ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付け

（注） システムの内部ドライブと冷却ファンはホットスワップ可能であり、上部カバーを開くと取り
付け/取り外しができます。システムをラックに収容して配線する場合には、電源ケーブルや他の
ケーブルの長さに十分な余裕（スラック）を持たせてください。そのようにしておくと、システム
をスライド レール上で十分に引き出して、上部カバーを開くための空間を確保できます。

1 外部レールから引き出した中間レール 3 内側レールのリリース クリップ

2 サーバに取り付けた内側レール

3
5
3
4
4
3

3

2
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ラックへのサーバの設置
（注） CMA は左右逆に取り付けることができます。CMA を逆に取り付けるには、取り付ける前
に ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付けを逆にする（2-9 ページ）を参照
してください。

ステップ 1 サーバをラックに完全に押し込んだ状態で、サーバから も離れた CMA アームの CMA タブ
を、ラック支柱に装着された固定スライド レールの終端にスライドさせます（図 2-5 を参照）。カ
チッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終端にスライドさせます。

ステップ 2 サーバに も近い CMA タブを、サーバに装着された内側レールの終端にスライドさせます
（図 2-5 を参照）。カチッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終端にスライドさせます。

ステップ 3 ラックの幅に一致するまで、CMA アセンブリの反対側の終端にある幅調整スライダを引き出し
ます（図 2-5 を参照）。

ステップ 4 幅調整スライダの終端にある CMA タブを、ラック支柱に装着された固定スライド レールの終
端にスライドさせます（図 2-5 を参照）。カチッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終
端にスライドさせます。

ステップ 5 各プラスチック製ケーブル ガイドの上部でヒンジ付きフラップを開き、必要に応じてケーブル 
ガイドを通してケーブルを配線します。

図 2-5 スライド レールの背面へのケーブル マネジメント アームの装着

1 サーバから も離れたアームの CMA タブ
と外側の固定スライド レールの終端

3 幅調整スライダの CMA タブと外側の固定
スライド レールの終端

2 サーバに も近いアームの CMA タブと
サーバに装着された内側のスライド レー
ルの終端

4 サーバ背面

35
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サーバの初期設定
ケーブル マネジメント アーム（省略可能）の取り付けを逆にする

ステップ 1 CMA アセンブリ全体を 180 度回転させます。プラスチック製ケーブル ガイドは、上を向いたま
まにしておく必要があります。

ステップ 2 サーバの背面を向くように、各 CMA アームの終端でタブを反転させます。

ステップ 3 幅調整スライダの終端にあるタブを回転させます。タブの外側の金属ボタンを長押しし、サーバ
の背面を向くようにタブを 180 度回転させます。

図 2-6 CMA の反転

サーバの初期設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• システムの接続と電源投入（スタンドアロン モード）（2-9 ページ）

• NIC モードおよび NIC 冗長化の設定（2-14 ページ）

システムの接続と電源投入（スタンドアロン モード）

ここでは、サーバをスタンドアロン モードで使用する場合のシステムの電源投入方法、IP アドレ
スの割り当て方法、サーバ管理への接続方法について説明します。

サーバは次のデフォルト設定で出荷されます。

1 幅調整スライダの終端の CMA タブ 2 回転用金属ボタン
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サーバの初期設定
• NIC モードは「専用」です。

専用モードで Cisco IMC にアクセスするには、システムの I/O コントローラ（SIOC）の専用の
管理ポートが使用されます。NIC 冗長化と IP 設定を選択する必要があります。Cisco IMC へ
のアクセスに別のポートを使用する場合は、次の手順のステップ 1 の説明に従って、サーバ
に接続して NIC モードを変更できます。

• NIC 冗長化は「なし」です。

• DHCP は有効です。

• IPv4 は有効です。

システムに接続して初期設定を行うには、次の 2 つの方法があります。

• ローカル設定：キーボードとモニタをシステムに接続して設定を行う場合は、この手順を使
用します。この手順では、KVM ケーブル（Cisco PID N20-BKVM）が必要です。ローカル接続手
順（2-10 ページ）を参照してください。

• リモート設定：専用管理 LAN 経由で設定を行う場合は、この手順を使用します。リモート接
続手順（2-11 ページ）を参照してください。

（注） システムをリモートで設定するには、システムと同じネットワーク上に DHCP サーバが
存在する必要があります。このサーバ ノードの MAC アドレスの範囲を、DHCP サーバに
あらかじめ設定しておく必要があります。MAC アドレスはサーバ ノード背面のラベル
に印字されています。このサーバ ノードでは、Cisco IMC に 6 つの MAC アドレスの範囲
が割り当てられています。ラベルに印字されている MAC アドレスは、6 つの連続 MAC ア
ドレスのうち 初のものです。

ローカル接続手順

ステップ 1 電源コードをサーバの各電源装置に接続し、次に、接地された AC 電源コンセントに各コードを
接続します。電源仕様については、電力仕様（A-2 ページ）を参照してください。

初のブート中、サーバがスタンバイ電源でブートするまでに約 2 分かかります。

システムの電源ステータスは、前面パネルのシステムの電源ステータス LED で確認できます
（図 1-1（1-1 ページ）を参照）。LED がオレンジの場合、サーバはスタンバイ電源モードです。

ステップ 2 システムの背面にあるサーバ ノードの KVM コネクタに KVM ケーブル（Cisco PID N20-BKVM）
を接続します（コネクタの位置については、図 1-2（1-2 ページ）を参照）。

ステップ 3 USB キーボードと VGA モニタを KVM ケーブルに接続します。

ステップ 4 Cisco IMC 設定ユーティリティを開きます。

a. 前面パネルの電源ボタンを 4 秒間長押しして、サーバを起動します。

b. ブートアップ時に、Cisco IMC 設定ユーティリティを開くよう求められたら F8 を押します。

このユーティリティには 2 つのウィンドウがあり、F1 または F2 を押すことで切り替えるこ
とができます。

（注） Cisco IMC 設定ユーティリティを初めて開始すると、デフォルトのパスワードの変更を要求する
プロンプトが表示されます。デフォルト パスワードは password です。強力なパスワード機能が
有効になっています。
2-10
Cisco UCS C3160 ラック サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32062-01-J



 

第 2 章      サーバの設置

サーバの初期設定
強力なパスワードの要件は、次のとおりです。

• パスワードは 低 8 文字、 大 14 文字とすること。

• パスワードにユーザ名を含めないこと。

• パスワードには次の 4 つのカテゴリの中から 3 つに該当する文字を含めること。

– 大文字の英字（A ～ Z）。

– 小文字の英字（a ～ z）。

– 10 進数の数字（0 ～ 9）。

– 非アルファベット文字（!、@、#、$、%、̂、&、*、-、_、=、"）。 

ステップ 5 Cisco IMC 設定ユーティリティのセットアップ（2-12 ページ）に進みます。

リモート接続手順

ステップ 1 電源コードをサーバの各電源装置に接続し、次に、接地された AC 電源コンセントに各コードを
接続します。電源仕様については、電力仕様（A-2 ページ）を参照してください。

初のブート中、サーバがスタンバイ電源でブートするまでに約 2 分かかります。

システムの電源ステータスは、前面パネルのシステムの電源ステータス LED で確認できます
（図 1-1 を参照）。LED がオレンジの場合、サーバはスタンバイ電源モードです。

ステップ 2 システムの I/O コントローラ（SIOC）1 専用管理ポートに、管理イーサネット ケーブルを差し込
みます。SIOC 1 は、サーバ背面の左側にあります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。

（注） SIOC が 2 つある場合でも、管理ポート接続には常に SIOC 1 を使用します。

ステップ 3 事前設定された DHCP サーバで、サーバ ノードに IP アドレスを割り当てられるようにします。

ステップ 4 割り当てられた IP アドレスを使用して、サーバ ノードの Cisco IMC にアクセスし、ログインしま
す。IP アドレスを特定するには、DHCP サーバの管理者に相談してください。

（注） サーバのデフォルトのユーザ名は admin、デフォルト パスワードは password です。

ステップ 5 Cisco IMC サーバの [Summary] ページで、[Launch KVM Console] をクリックします。別の KVM 
コンソール ウィンドウが開きます。

ステップ 6 Cisco IMC の [Summary] ページで、[Power Cycle Server] をクリックします。システムがリブート
します。

ステップ 7 KVM コンソール ウィンドウを選択します。

（注） 次のキーボード操作を有効にするには、KVM コンソール ウィンドウがアクティブ 
ウィンドウである必要があります。

ステップ 8 プロンプトが表示されたら、F8 を押して、Cisco IMC 設定ユーティリティを起動します。この
ユーティリティは、KVM コンソール ウィンドウで開きます。

このユーティリティには 2 つのウィンドウがあり、F1 または F2 を押すことで切り替えることが
できます。
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サーバの初期設定
（注） Cisco IMC 設定ユーティリティを初めて開始すると、デフォルトのパスワードの変更を要求する
プロンプトが表示されます。デフォルト パスワードは password です。強力なパスワード機能が
有効になっています。

強力なパスワードの要件は、次のとおりです。

• パスワードは 低 8 文字、 大 14 文字とすること。

• パスワードにユーザ名を含めないこと。

• パスワードには次の 4 つのカテゴリの中から 3 つに該当する文字を含めること。

– 大文字の英字（A ～ Z）。

– 小文字の英字（a ～ z）。

– 10 進数の数字（0 ～ 9）。

– 非アルファベット文字（!、@、#、$、%、̂、&、*、-、_、=、"）。

ステップ 9 Cisco IMC 設定ユーティリティのセットアップ（2-12 ページ）に進みます。

Cisco IMC 設定ユーティリティのセットアップ

システムに接続して Cisco IMC 設定ユーティリティを開いた後に、次の手順を実行します。

ステップ 1 NIC モードと NIC 冗長性を設定します。

a. NIC モードを、サーバ管理用の Cisco IMC へのアクセスのために選択したポートに応じて設
定します（ポートの識別については、図 1-2 を参照してください）。

• 専用：これはデフォルトの NIC モードです。SIOC 1 の専用の管理ポートが、Cisco IMC にアク
セスするために使用されます。NIC 冗長化と IP 設定を選択する必要があります。

• Shared LOM：現時点ではサポートされていません。

• Cisco Card：インストールされたネットワーク アダプタ カードのポートが、Cisco IMC にアク
セスするために使用されます。NIC 冗長化と IP 設定を選択する必要があります。

• SIOC スロット：スロット 1 として設定され、変更できません。

b. 必要に応じて NIC 冗長化を変更するには、このユーティリティを使用します。このサーバで
は、次の 3 つの NIC 冗長化設定を行うことができます。

– [None]：イーサネット ポートは個別に動作し、問題が発生した場合にフェールオーバー
を行いません。この設定は、専用 NIC モードでのみ使用できます。

– [Active-standby]：アクティブなイーサネット ポートに障害が発生した場合、スタンバイ 
ポートにトラフィックがフェールオーバーします。

– [Active-active]：すべてのイーサネット ポートが同時に使用されます。この設定は Cisco 
Card NIC モードでのみ使用できます。

ステップ 2 ダイナミック ネットワーク設定用に DHCP をイネーブルにするか、スタティック ネットワーク
設定を開始するかを選択します。
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サーバの初期設定
（注） DHCP をイネーブルにするには、DHCP サーバにこのサーバの MAC アドレスの範囲をあ
らかじめ設定しておく必要があります。MAC アドレスはサーバ背面のラベルに印字され
ています。このサーバでは、Cisco IMC に 6 つの MAC アドレスが割り当てられています。
ラベルに印字されている MAC アドレスは、6 つの連続 MAC アドレスのうち 初のもの
です。

スタティック IPv4 および IPv6 設定には次が含まれます。

• Cisco IMC の IP アドレス。

• プレフィックス/サブネット。

IPv6 の場合、有効な値は 1 ～ 127 です。

• ゲートウェイ。

IPv6 の場合、ゲートウェイがわからない場合は、::（コロン 2 つ）を入力して none のままに設
定することができます。

• 優先 DNS サーバ アドレス。

IPv6 の場合、::（コロン 2 つ）を入力してこれを none のままに設定することができます。

ステップ 3 任意：このユーティリティを使用して、VLAN 設定を行います。

ステップ 4 F1 を押して 2 番目の設定ウィンドウに移動したら、次のステップに進みます。

2 番目のウィンドウで F2 を押すと、 初のウィンドウに戻ることができます。

（注） ウィンドウを切り替える前に変更を保存します。

ステップ 5 任意：サーバのホスト名を設定します。

ステップ 6 任意：ダイナミック DNS をイネーブルにし、ダイナミック DNS（DDNS）ドメインを設定します。

ステップ 7 任意：[Factory Default] チェックボックスを選択した場合、サーバは出荷時の初期状態にリセット
されます。

ステップ 8 任意：デフォルトのユーザ パスワードを設定します。

ステップ 9 任意：ポート プロファイルとポート名をリセットします。

ステップ 10 設定を更新するには、F5 を押します。次の手順でサーバをリブートする前は、新しい設定が表示
されメッセージ「Network settings configured」が表示されるまでに約 45 秒かかる場合があり
ます。

ステップ 11 F10 を押して設定を保存し、サーバを再起動します。

（注） DHCP のイネーブル化を選択した場合、動的に割り当てられた IP アドレスと MAC アド
レスがブートアップ時にコンソール画面に表示されます。

ブラウザと Cisco IMC の IP アドレスを使用して、Cisco IMC 管理インターフェイスに接続しま
す。IP アドレスは、行った設定に基づいています（スタティック アドレスまたは DHCP サーバに
よって割り当てられたアドレス）。

（注） サーバのデフォルトのユーザ名は admin、デフォルト パスワードは password です。
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NIC モードおよび NIC 冗長化の設定
サーバを管理するには、これらのインターフェイスの使用手順について『Cisco UCS C-Series 
Rack-Mount Server Configuration Guide』または『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server CLI 
Configuration Guide』を参照してください。これらのマニュアルへのリンクは、次の URL の C シ
リーズ マニュアル ロードマップ内にあります。

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc

NIC モードおよび NIC 冗長化の設定

NIC モード

このサーバには、次のような選択可能な NIC モード設定があります。

• 専用：システムの I/O コントローラ 1（SIOC 1）の専用の管理ポートが、Cisco IMC にアクセス
するために使用されます。NIC 冗長化と IP 設定を選択する必要があります。これは、出荷時
のデフォルト設定です。

• Shared LOM：現時点ではサポートされていません。

• Cisco Card：インストールされたネットワーク アダプタ カードのポートが、Cisco IMC にアク
セスするために使用されます。NIC 冗長化と IP 設定を選択する必要があります。

NIC 冗長化

このサーバには、次のような選択可能な NIC 冗長化設定があります。

– [None]：イーサネット ポートは個別に動作し、問題が発生した場合にフェールオーバー
を行いません。この設定は、専用 NIC モードでのみ使用できます。

– [Active-standby]：アクティブなイーサネット ポートに障害が発生した場合、スタンバイ 
ポートにトラフィックがフェールオーバーします。

– [Active-active]：すべてのイーサネット ポートが同時に使用されます。この設定は Cisco 
Card NIC モードでのみ使用できます。

アクティブ-アクティブ設定はモード 5 またはバランス TLB（ロード バランシングを発信す
る適応型）を使用します。これは特別なスイッチのサポートを必要としないチャネル ボン
ディングです。発信トラフィックは、各スレーブの現在の負荷を実行（速度に関連して計算さ
れる）配信されます。着信トラフィックは現在のスレーブによって受信されます。受信のス
レーブで障害が発生すると、別のスレーブは、失敗した受信のスレーブに MAC アドレスを
引き継ぎます。

システム BIOS および Cisco IMC ファームウェア
ここでは、システム BIOS について説明します。次の項目を取り上げます。

• BIOS および Cisco IMC ファームウェアの更新（2-15 ページ）

• システム BIOS へのアクセス（2-15 ページ）
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システム BIOS および Cisco IMC ファームウェア
BIOS および Cisco IMC ファームウェアの更新

注意 BIOS ファームウェアをアップグレードする場合、Cisco IMC ファームウェアも同じバージョン
にアップグレードする必要があります。アップグレードしないと、サーバが起動しません。BIOS 
と Cisco IMC ファームウェアが一致するまでサーバの電源をオンにしないでください。この状態
でオンにすると、サーバがブートしなくなります。

サーバには、シスコが提供し、承認しているファームウェアが使用されています。シスコは、各
ファームウェア イメージと共にリリース ノートを提供しています。ファームウェアを更新する
には、いくつかの方法があります。

• 推奨される方法：Cisco Host Upgrade Utility を使用して、Cisco IMC、BIOS、および他のコン
ポーネント ファームウェアを互換性のあるレベルに同時にアップグレードします。

ファームウェア レベルについては、下記のマニュアル ロードマップ リンクにある『Cisco 
Host Upgrade Utility Quick Reference Guide』を参照してください。

• EFI インターフェイスを使用して BIOS をアップグレードするか、Windows または Linux プ
ラットフォームからアップグレードします。

『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server BIOS Upgrade Guide』を参照してください。

• Cisco IMC の GUI インターフェイスを使用して Cisco IMC と BIOS ファームウェアをアップ
グレードできます。

『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Server Configuration Guide』を参照してください。

• Cisco IMC の CLI インターフェイスを使用して Cisco IMC と BIOS ファームウェアをアップ
グレードできます。

『Cisco UCS C-Series Rack-Mount Servers CLI Configuration Guide』を参照してください。

上記のマニュアルへのリンクについては、次の URL にあるマニュアル ロードマップを参照して
ください。

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc 

システム BIOS へのアクセス

（注） BIOS 設定の詳細が [BIOS] ウィンドウに表示されます。

ステップ 1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替え
ます。

（注） このユーティリティの [Main] ページに、現在の BIOS のバージョンとビルドが表示され
ます。

ステップ 2 矢印キーを使って、BIOS メニュー ページを選択します。

ステップ 3 矢印キーを使って、変更するフィールドを反転表示にします。

ステップ 4 Enter キーを押して変更するフィールドを選択し、そのフィールドの値を変更します。
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ステップ 5 Exit メニュー画面が表示されるまで右矢印キーを押します。

ステップ 6 Exit メニュー画面の指示に従って変更内容を保存し、セットアップ ユーティリティを終了しま
す（または、F10 を押します）。Esc キーを押すと、変更内容を保存せずにユーティリティを終了で
きます。
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C H A P T E R 3

システムのメンテナンス

この章では、LED を使用してシステムの問題を診断する方法について説明します。また、ハード
ウェア コンポーネントの取り付けまたは交換方法について説明します。この章の内容は次のと
おりです。

• ステータス LED およびボタン（3-1 ページ）

• システム コンポーネントの取り付けまたは交換の準備（3-11 ページ）

• システム コンポーネントの取り付けまたは交換（3-19 ページ）

• サーバ ノード ボードのサービス ヘッダー（3-58 ページ）

ステータス LED およびボタン
ここでは、LED とボタンの位置と意味について説明します。内容は次のとおりです。

• 前面パネルの LED（3-2 ページ）

• 背面パネルの LED およびボタン（3-5 ページ）

• 内部診断 LED（3-8 ページ）
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前面パネルの LED
図 3-1 は前面パネルの LED を示しています。表 3-1（3-2 ページ）には前面パネルの LED の状態が
定義されています。

図 3-1 前面パネルの LED

1 システム電源ボタンと電源ステータス LED 5 温度ステータス LED

2 システム ユニット識別ボタンと LED 6 電源装置ステータス LED

3 システム ステータス LED 7 ネットワーク リンク アクティビティ LED

4 ファン ステータス LED 8 内蔵ドライブのステータス LED

表 3-1 前面パネルの LED の状態

LED 名 状態

1 システム電源ボタン/電源ス
テータス LED

• 消灯：システムに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：システムはスタンバイ電源モードです。

• 緑：システムは主電源モードです。すべてのコンポーネントに電力が供給
されています。

2 システムのユニット識別 • 消灯：ユニット識別 LED は使用されていません。

• 青の点滅：ユニット識別 LED がアクティブです。

3
5

3
4

4
4

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4

8
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3 システム ステータス • 緑：システムは正常動作状態で稼働しています。

• 緑の点滅：システムは、システム初期化およびメモリ チェックを実行して
います。

• オレンジの点灯：システムは縮退運転しています。次に例を示します。

– 電源装置の冗長性が失われている。

– CPU が一致しない。

– 少なくとも 1 つの CPU に障害が発生している。

– 少なくとも 1 つの DIMM に障害が発生している。

– RAID 構成内の少なくとも 1 台のドライブに障害が発生している。

• オレンジの点滅：システムでは重大な障害が発生しています。次に例を示
します。

– ブートに失敗した。

– 修復不能な CPU またはバス エラーが検出された。

– システムが過熱状態にある。

4 ファン ステータス • 緑：すべてのファン モジュールが正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 つのファン モジュールに障害が発生しています。

• オレンジの点滅：重大な障害。2 つ以上のファン モジュールに障害が発生
しています。

5 温度ステータス • 緑：システムは正常温度で稼働中です。

• オレンジの点灯：1 つ以上の温度センサーが警告しきい値を超過してい
ます。

• オレンジの点滅：1 つ以上の温度センサーが重大しきい値を超過してい
ます。

6 電源装置ステータス • 緑：すべての電源装置が正常に動作中です。

• オレンジの点灯：1 台以上の電源装置が縮退運転状態にあります。

• オレンジの点滅：1 台以上の電源装置が重大な障害発生状態にあります。

表 3-1 前面パネルの LED の状態（続き）

LED 名 状態
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7 ネットワーク リンク アクティ
ビティ

• 消灯：イーサネット リンクがアイドル状態です。

• 緑：1 つ以上のイーサネット LOM ポートでリンクがアクティブになって
います。

• 緑の点滅：1 つ以上のイーサネット LOM ポートでトラフィックがアク
ティブになっています。

8 内蔵ドライブのステータス 
LED

障害の発生しているドライブの場所を特定するには、これらの LED を使用し
ます。次に、システムのカバーを開き、ドライブ トレイの LED を見て、障害の
発生しているドライブを正確に特定します。

• 2 列の LED は内蔵ドライブのコンパートメントの両半分に対応します（上
部カバーの左右どちらかの下）。

• 4 列の LED は、ドライブ ベイ（各行の 14 ドライブ ベイ）の 4 つの水平行に
対応します。

例については、図 3-9 を参照してください。この例では、赤色 LED が、障害の発
生しているドライブが内蔵ドライブのコンパートメントの右半分にあること
を示しています。

表 3-1 前面パネルの LED の状態（続き）

LED 名 状態
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背面パネルの LED およびボタン

図 3-2 に、背面パネルの LED とボタンを示します。表 3-2（3-6 ページ）には背面パネルの LED の
状態が定義されています。

図 3-2 背面パネルの LED およびボタン

1 ドライブの障害（各ドライブ トレイ） 11 現時点ではサポートされていません。

2 ドライブのアクティビティ（各ドライブ ト
レイ）

12 現時点ではサポートされていません。

3 サーバ ノード ヘルス LED（サーバ ノード 
ボードのメッシュの背後）

13 現時点ではサポートされていません。

4 サーバ ノードのユニット識別ボタン/LED 14 Cisco IMC（サービス プロセッサ）のステー
タス

5 サーバ ノードの電源ボタン/LED 15 ドライブ拡張モジュールのステータス LED

6 サーバ ノードのリセット ボタン（この
ノードのコントローラ チップセットをリ
セット）

16 10 Gb SFP+ ポート リンク アクティビティ
（デュアル ポート 10 Gb SFP+ アダプタ 
カードのみ）

7 1 GB イーサネット リンク速度
（クアッド ポート 1 GB RJ-45 アダプタ 
カードのみ）

17 10 Gb SFP+ ポート リンク ステータス
（デュアル ポート 10 Gb SFP+ アダプタ 
カードのみ）

8 1 GB イーサネット リンク ステータス
（クアッド ポート 1 GB RJ-45 アダプタ 
カードのみ）

18 電源装置ステータス LED（各電源装置）

9 1 Gb 専用管理イーサネット リンク速度 19 現時点では使用しないポート。SIOC 1 上の
管理ポートを使用してください。

10 1 Gb 専用管理イーサネット リンクのス
テータス

3
5

3
4

4
5

HDD 57 HDD 58 HDD 59 HDD 60

PSU 1 PSU 2 PSU 3 PSU 4
SSD 1
SSD 2

SIOC 2SIOC 1
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表 3-2 背面パネルの LED の状態

LED 名 状態

1 ドライブの障害

（ドライブがドライブ拡張モ
ジュールに取り付けられてい
る場合のみ）

• 消灯：ドライブは正常に動作中です。

• オレンジ：このドライブに障害が発生しています。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

2 ドライブ アクティビティ

（ドライブがドライブ拡張モ
ジュールに取り付けられてい
る場合のみ）

• 消灯：ドライブ トレイにドライブが存在しません（アクセスなし、障害なし）。

• 緑：ドライブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ドライブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 サーバ ノードの状態 • 緑：サーバ ノードは正常に動作中です。

• オレンジ：サーバ ノードは縮退運転しています。縮退運転状態は次のよう
に定義されます。

– 電源冗長性の損失

– SIOC の冗長性の損失

– CPU の障害または不一致

– DIMM エラー

– RAID 構成内でのドライブの障害

• オレンジの点滅：サーバ ノードで重大な障害が発生しています。重大な障
害の状態は次のように定義されます。

– ブートの失敗

– 修復不能な CPU またはバス エラーが検出された

– 致命的で修正不可能なメモリ エラーが検出された

– 両方の SIOC に障害が発生した

– RAID 構成の両方のドライブに障害が発生した

– 過熱状態

4 サーバ ノードのユニット識別
ボタン/LED 

• 消灯：ID LED は使用されていません。

• 青：ID LED がアクティブです。

5 サーバ ノードの電源ボタン/ 
LED 

• 消灯：サーバ ノードに AC 電力が供給されていません。

• オレンジ：サーバ ノードはスタンバイ電源モードです。Cisco IMC にだけ
電力が供給されます。

• 緑：サーバ ノードは主電源モードです。すべてのサーバ ノード コンポーネ
ントに電力が供給されています。

7 1 GB イーサネット リンク速度

（クワッド 1 GB アダプタ カー
ドがインストールされている
場合のみ）

• 消灯：リンク速度は 10 Mbps です。

• オレンジ：リンク速度は 100 Mbps です。

• 緑：リンク速度は 1 Gbps です。
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8 1 GB イーサネット リンク ス
テータス

（クワッド 1 GB アダプタ カー
ドがインストールされている
場合のみ）

• 消灯：リンクが確立されていません。

• 緑：リンクはアクティブです。

• 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

9 1 Gb（専用管理）イーサネット 
リンク速度

• 消灯：リンク速度は 10/100 Mbps です。

• 緑：リンク速度は 1 Gbps です。

10 1 Gb（専用管理）イーサネット 
リンク ステータス

• 消灯：リンクが確立されていません。

• 緑：リンクはアクティブです。

• 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

11 現時点ではサポートされてい
ません。

•

12 現時点ではサポートされてい
ません。

•

13 現時点ではサポートされてい
ません。

•

14 Cisco IMC（サービス プロセッ
サ）のステータス

• 消灯：Cisco IMC は使用できません（起動中）。

• 緑の点灯：Cisco IMC は使用できます。

15 ドライブ拡張モジュールのス
テータス LED

この LED には、取り付けられているドライブのエラーやモジュールのエラー
が示されます。LED の見方については、表 3-3 を参照してください。

16 10 GB イーサネット リンク速度

（デュアル 10 GB アダプタ カー
ドが搭載されている場合のみ）

• 消灯：リンク速度は 10/100 Mbps です。

• オレンジ：リンク速度は 1 Gbps です。

• 緑：リンク速度は 10 Gbps です。

17 10 GB イーサネット リンク ス
テータス

（デュアル 10 GB アダプタ カー
ドが搭載されている場合のみ）

• 消灯：リンクが確立されていません。

• 緑：リンクはアクティブです。

• 緑の点滅：アクティブなリンクにトラフィックが存在します。

18 電源装置ステータス • 消灯：AC 電源入力なし。

• 緑の点灯：電源装置は正常に動作していて、システムに DC 電力が供給さ
れています。

• 緑の点滅：AC 電源に問題はありません。DC 出力が有効ではありません
（スリープ モード）。

• オレンジの点滅：イベント警告しきい値に達しましたが、電源装置は動作
し続けています。

• オレンジの点灯：重大障害しきい値に達し、電源装置がシャットダウンし
ています。

19 現時点では使用しないポート •

表 3-2 背面パネルの LED の状態（続き）

LED 名 状態
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内部診断 LED
ここでは、次の内容について説明します。

• 主要シャーシの診断 LED（3-8 ページ）

• サーバ ノードの診断 LED（3-10 ページ）

主要シャーシの診断 LED 

システムの電源が入っているときに、主要シャーシのコンパートメント内の診断 LED を表示で
きます。これらの内部 LED の位置については、図 3-3 を参照してください。

表 3-3 ドライブ拡張モジュールのステータス LED

P3V3 P5V HDD あり
HDD ス
テータス

LED ステー
タス

消灯 なし なし なし 消灯

オン オン プラグイン
なし

なし オレンジ

On 障害発生 プラグイン
なし

なし オレンジ

On オン プラグイン Good グリーン

On オン プラグイン 障害発生 オレンジ
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図 3-3 主要シャーシの内部診断 LED の位置

1 ドライブの障害（各ドライブ キャリア） 3 ファン モジュール障害（各ファン モ
ジュール）

2 ドライブ アクティビティ（各ドライブ 
キャリア）

表 3-4 内部診断 LED の状態

LED 名 状態

1 SAS/SATA ドライブの障害 • 消灯：ドライブは正常に動作中です。

• オレンジ：このドライブに障害が発生しています。

• オレンジの点滅：デバイスの再構成中です。

2 SAS/SATA ドライブ アクティビ
ティ

• 消灯：ドライブ トレイにドライブが存在しません（アクセスなし、障害
なし）。

• 緑：ドライブの準備が完了しています。

• 緑の点滅：ドライブはデータの読み取り中または書き込み中です。

3 ファン障害 LED • 消灯：コンポーネントは正常に機能しています。

• オレンジ：コンポーネントに障害が発生しています。
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HDD05
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サーバ ノードの診断 LED

サーバ ノード ボードの端に内部診断 LED があります。これらの LED はサーバ ノードがシャー
シから取り外されている間に表示できます。表示できる時間は、AC 電源を取り外した後から
大 30 分です。

各 DIMM、各 CPU、RAID カード、および各システムの I/O コントローラ（SIOC）に対応する、障害 
LED があります。

これらの LED を使用して障害のあるコンポーネントを特定するには:

ステップ 1 シャット ダウンし、システムからサーバ ノードを取り外します（サーバ ノード カバーの取り外
し（3-15 ページ）を参照）。

ボードの端にある LED を確認する場合は、サーバ ノード カバーを取り外す必要はありません。

ステップ 2 サーバ ノードの取り外し後 30 分以内に、サーバ ノード ユニット識別ボタンを押したままにし
ます。

障害 LED がオレンジ色に点灯すると、コンポーネントに障害があることを示します。

図 3-4 サーバ ノード ボードの内部診断 LED

1 サーバ ノード ユニット識別ボタン
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換の準備
ここでは、コンポーネントの取り付け準備について説明します。この項の内容は次のとおりです。

• 必要な工具（3-11 ページ）

• システム シャーシのシャット ダウンおよび電源オフ（3-11 ページ）

• 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）

• 主要シャーシの上部カバーを開く（3-13 ページ）

• サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）

• システム I/O コントローラのカバーの取り外し（3-17 ページ）

必要な工具

この章の手順を実行するには、次の工具を使用します。

• No. 2 プラス ドライバ（CPU ヒート シンクのネジ用）

• 静電気防止用（ESD）ストラップまたは接地マットなどの接地用器具

システム電源をオンにする

システムには、スタンバイ電源モードと主電源モードの 2 つの電源状態があります。

• スタンバイ電源モード：電源装置に電源コードを差し込み、電源に接続すると、スタンバイ
電源モードでシステムに電源が投入されます。前面パネルの電源ボタン/LED はオレンジ色
に点灯します。サーバ ノード サービス プロセッサと冷却ファンにのみ電力が供給されてい
ます。

• 主電源モード：システムに主電源モードの電源を投入するには、前面パネルの電源ボタン/LED 
を 4 秒間押したままにします。前面パネルの電源ボタン/LED は緑色に点灯します。すべてのシ
ステム コンポーネントに電力が供給され、ドライブ上にある任意のオペレーティング システ
ムが動作できます。

システム シャーシのシャット ダウンおよび電源オフ

Cisco Integrated Management Controller（Cisco IMC）インターフェイスか、前面パネルのシステム
電源ボタンのいずれかを使用して、グレースフル シャットダウンまたはハード シャットダウン
を実行できます。

システム電源ボタンを使用するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 システム電源ステータス LEDの色を確認します（「前面パネルの LED」セクション（3-2 ページ）
を参照）。

• 緑：システムは主電源モードであり、安全に電源をオフするにはシャットダウンする必要が
あります。ステップ 2 に進みます。

• オレンジ：システムはスタンバイ モードであり、安全に電源をオフにできます。ステップ 3 
に進みます。

ステップ 2 次のようにして、グレースフル シャットダウンまたはハード シャットダウンを実行します。
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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。

• グレースフル シャットダウン：電源ボタンを押して放します。オペレーティング システムで
グレースフル シャットダウンが実行され、システムはスタンバイ モードに移行します。移行
すると、電源ステータス LED がオレンジで示されます。

• 緊急時シャットダウン：電源ボタンを 4 秒間押したままにすると、主電源モードが強制終了
され、直ちにスタンバイ モードに移行します。

注意 システムから完全にすべての電源を取り外すには、すべての電源装置からすべての電源コード
を外します。

ステップ 3 完全に AC 電源を切断してシステムの電源をオフにするには、システムの電源装置から電源コー
ドを抜きます。

個々のサーバ ノードのシャットダウン

Cisco Integrated Management Controller（Cisco IMC）インターフェイスか、サーバ ノード前面にあ
る電源ボタンのいずれかを使用して、グレースフル シャットダウンまたはサーバ ノードのハー
ド シャットダウンを実行できます。

Cisco IMC GUI を使用したサーバ ノードのシャットダウン

Cisco IMC GUI を使用してサーバ ノードをシャットダウンするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ブラウザでシステムの管理 IP アドレスを使用して、Cisco IMC GUI にログインします。

ステップ 2 [Navigation] ペインの [Chassis] メニューをクリックします。

ステップ 3 [Chassis] メニューの [Summary] をクリックします。

ステップ 4 作業ウィンドウ上部のツールバーで、[Host Power] リンクをクリックします。

[Server Power Management] ダイアログが開きます。このダイアログには、システム内にあるすべ
てのサーバが表示されます。

ステップ 5 [Server Power Management] で、シャットダウンするサーバに関して次のいずれかのボタンを選択
します。

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。ファー
ムウェアや BIOS のアップグレードが進行中のときは、サーバの電源を切らないでください。

• [Shut Down]：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します。

• [Power Off]：選択したサーバでタスクが実行中でも、電源を切ります。
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[Chassis Status] ペインで、取り外すサーバ ノードの [Power State] が [Off] と表示されている場合
は、安全にサーバ ノードをシャーシから取り外せます。

シャーシからサーバ ノードを安全に取り外せる状態になると、サーバ ノード前面の物理的な電
源ボタンもオレンジに変わります。

サーバ ノードの電源ボタンを使用したサーバ ノードのシャットダウン

サーバ ノードの物理的な電源ボタンを使用して、サーバ ノードのみをシャットダウンするに
は、次の手順を実行します。

ステップ 1 サーバ ノードの電源ステータス LED の色を確認します。

• 緑：サーバ ノードの電源がオンになっています。ステップ 2 に進みます。

• オレンジ：サーバ ノードの電源がオフになっています。シャーシからサーバ ノードを安全に
取り外せます。

ステップ 2 次のようにして、グレースフル シャットダウンまたはハード シャットダウンを実行します。

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。ファー
ムウェアや BIOS のアップグレードが進行中のときは、サーバの電源を切らないでください。

• グレースフル シャットダウン：電源ボタンを押して放します。ソフトウェアがサーバ ノード
のグレースフル シャットダウンを実行します。

• 緊急シャットダウン：電源ボタンを 4 秒間押し続けて、サーバ ノードの電源を強制的にオフ
にします。

サーバ ノードの電源ボタンがオレンジに変われば、シャーシからサーバ ノードを安全に取り外
せます。

主要シャーシの上部カバーを開く

このシステムには、主要シャーシのヒンジ付き上部カバーが 3 つ付いています。これらのカバー
を開くと、内蔵ドライブのコンパートメントおよびファン モジュール コンパートメントにアク
セスできます。

（注） システムの内部ドライブと冷却ファンはホットスワップ可能であり、上部カバーを開くと取り
付け/取り外しができます。システムをラックに収容して配線する場合には、電源ケーブルや他の
ケーブルの長さに十分な余裕（スラック）を持たせてください。そのようにしておくと、システム
をスライド レール上で十分に引き出して、上部カバーを開くための空間を確保できます。

関連項目：

• サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）

• システム I/O コントローラのカバーの取り外し（3-17 ページ）
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ステップ 1 左右の内蔵ドライブのコンパートメントのカバーを開き、ホットスワップ可能な内蔵ドライブ
にアクセスします。

a. 右側面または左側面のカバーの場合は、両方のラッチのラッチ リリース ボタンをシャーシ
の外縁に向けて引き出します。これにより、バネ式ラッチが現れます。

b. 両方のラッチを開いた状態で、ヒンジの付いたカバーを中心から外側に向けて回転させて開
きます。

c. カバーを固定するには、カバーを閉じて平らにし、次に、両方のラッチをカチッと音がして
ロックされるまで水平に押します。

ステップ 2 ファン コンパートメントのカバーを開き、ホットスワップ可能なファン モジュールにアクセス
します。

a. 両方のラッチ ボタンを中央方向に押します。

b. 両方のラッチ ボタンを押しながら、中心からシステムの背面に向けてヒンジの付いたカ
バーを開きます。

c. カバーを固定するには、カバーを閉じて平らにしながら、両方のラッチ ボタンを押します。
ラッチ ボタンを放します。
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図 3-5 上部カバーを開く 

サーバ ノード カバーの取り外し

関連項目：

• 主要シャーシの上部カバーを開く（3-13 ページ）

• システム I/O コントローラのカバーの取り外し（3-17 ページ）

（注） システムの背面からサーバ ノードを取り外す場合に、システムをラックの外にスライドさせる
必要はありません。

ステップ 1 シャット ダウンし、システム全体の電源を切ります（システム シャーシのシャット ダウンおよ
び電源オフ（3-11 ページ）を参照）。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

1 左側の内蔵ドライブのコンパートメント
に対応するラッチ リリース ボタン

3 ファン コンパートメントに対応するラッ
チ リリース ボタン

2 右側の内蔵ドライブのコンパートメント
に対応するラッチ リリース ボタン
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a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

ステップ 3 サーバ ノードからカバーを取り外します。

a. ラッチ ハンドルを元の位置に持ち上げます（図 3-6 を参照）。

b. ラッチ ハンドルを 90 度回転させ、ロックを解除します。

c. カバーを後方に（背面パネル ボタンに向けて）スライドさせ、サーバ ノードから持ち上げます。

ステップ 4 サーバ ノード カバーを交換します。

a. サーバ ノードにカバーを固定し、約 1 インチ後方にオフセットを設定します。カバーの内側
の穴は、サーバ ノード ベースのトラック内に設定する必要があります。

b. 突き当たるまでカバーを前方に押します。

c. ラッチ ハンドルを 90 度回転させ、ロックを閉めます。

d. ラッチ ハンドルを平らに折りたたみます。

ステップ 5 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 6 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。
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図 3-6 サーバ ノード カバーの取り外し

システム I/O コントローラのカバーの取り外し

関連項目：

• 主要シャーシの上部カバーを開く（3-13 ページ）

• サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）

（注） システムの背面から SIOC を取り外す場合に、システムをラックの外にスライドさせる必要はあ
りません。

ステップ 1 システムをシャット ダウンして、システム全体の電源を切ります（システム シャーシのシャッ
ト ダウンおよび電源オフ（3-11 ページ）を参照）。

ステップ 2 システムから SIOC を取り外します。

a. SIOC の取り付けネジを 1 本緩め、次に 2 つのヒンジ付きレバーを開き、バックプレーン コネ
クタから SIOC を平らにして取り外します。

b. システムから SIOC を引き抜き、静電気対策を施した作業台の上に置きます。

1 サーバ ノード カバー 2 ラッチ ハンドル（平らで、閉じた状態）
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ステップ 3 SIOC のカバーを取り外します。

a. カバーのリリース ボタンを押します。図 3-7 を参照してください。

b. カバーを前方（Molex コネクタ側）に押します。

c. SIOC からカバーをまっすぐ持ち上げます。

ステップ 4 SIOC のカバーを交換します。

a. カバーを元の場所に取り付けます。

b. 突き当たるまで、カバーを後方に（背面パネル ボタンの方向に）スライドさせます。リリース 
ボタンがカチッと音がしてロックされるのを確認してください。

ステップ 5 SIOC をシステムに戻します。

a. 内部ミッドプレーンに突き当たるまで、SIOC をベイに押し込みます。

b. SIOC の 2 つのレバーを閉じ、SIOC コネクタとミッドプレーンを十分にかみ合わせます。

c. SIOC のレバーの蝶ネジを締めます。

ステップ 6 電源コードを交換し、次に前面のハンドルの電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステムの
電源をオンにします。

図 3-7 SIOC カバーの取り外し

1 SIOC カバー 2 解除ボタン
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換

警告 ブランクの前面プレートおよびカバー パネルには、3 つの重要な機能があります。シャーシ内の
危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉（EMI）の影響を防ぐこと、
およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカー
ド、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。
ステートメント 1029

注意 システム コンポーネントを扱う際は、静電気損傷を防ぐために、ESD ストラップを装着してくだ
さい。

注意 このシステムの重量は、コンポーネントをフル搭載した状態で約 86 kg（190 ポンド）です。システ
ムを持ち上げるときは、2 人以上で行うことを推奨します。1 人で持ち上げようとすると、怪我や
機器の損傷を招くおそれがあります。

ここでは、システム コンポーネントの取り付けおよび交換方法について説明します。この項の内
容は次のとおりです。

• ハード ドライブまたはソリッド ステート ドライブの交換（3-20 ページ）

• ファン モジュールの交換（3-29 ページ）

• サーバ ノードの交換（3-31 ページ）

• ドライブ拡張モジュールの交換（3-33 ページ）

• システムの I/O コントローラの交換（3-35 ページ）

• 電源モジュールの交換（3-36 ページ）

• サーバ ノード内の DIMM の交換（3-37 ページ）

• サーバ ノード内の CPU およびヒートシンクの交換（3-40 ページ）

• サーバ ノード内の RAID コントローラ カードの交換（3-45 ページ）

• サーバ ノード内の RTC バッテリの交換（3-47 ページ）

• サーバ ノード内の内部 USB ドライブの交換（3-49 ページ）

• サーバ ノード内のトラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）の取り付け（3-51 ページ）

• SIOC 内アダプタ カードの交換（3-54 ページ）

• SIOC 内の RTC バッテリの交換（3-56 ページ）

• サーバ ノード ボードのサービス ヘッダー（3-58 ページ）

交換可能なコンポーネントの位置（1-3 ページ）も参照してください。
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ハード ドライブまたはソリッド ステート ドライブの交換

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 4K セクター フォーマット ドライブの考慮事項（3-20 ページ）

• 内蔵ドライブのコンパートメントのハード ドライブの交換（3-22 ページ）

• オプションのドライブ拡張モジュールのハード ドライブの交換（3-26 ページ）

• 背面パネルのソリッド ステート ドライブ ベイにあるソリッド ステート ドライブの交換
（3-27 ページ）

4K セクター フォーマット ドライブの考慮事項

• 4K セクター フォーマットドライブは、レガシー モードではなく、UEFI モードで起動する必
要があります。BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定（3-20 ペー
ジ）または Cisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定（3-21 ページ）を参照してください。

• 同じ RAID ボリュームの一部として 4K セクター形式および 512 バイト セクター形式のド
ライブを設定しないでください。

• 4K セクターのドライブでのオペレーティング システムのサポートは次のとおりです。
Windows：Win2012、Win2012R2、Linux：RHEL 6.5、6.6、6.7、7.0、7.2、SLES 11 SP3 および SLES 12。
ESXi/VMware はサポートされません。

BIOS セットアップ ユーティリティの UEFI モードでの起動の設定 

ステップ 1 Web ブラウザとシステムの管理 IP アドレスを使用して、Cisco IMC GUI 管理インターフェイス
にログインします。

ステップ 2 [Compute] を選択し、それから [Server 1] を選択します。

ステップ 3 [Launch KVM] をクリックして、サーバ ノードの仮想 KVM ウィンドウを開きます。

ステップ 4 [Launch KVM] ダイアログで、[Server 1] を選択して、[Launch] をクリックします。

ステップ 5 サーバ ノード 1 をリブートします。KVM ウィンドウで F2 を押すようにとのプロンプトが出さ
れるのを待ちます。

ステップ 6 ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り替え
ます。

ステップ 7 [Boot Options] タブに移動します。

ステップ 8 [UEFI Boot Options] を [Enabled] に設定します。

ステップ 9 [Boot Option Priorities] で、OS インストール メディア（仮想 DVD など）を [Boot Option #1] と設定
します。

ステップ 10 [Advanced] タブに移動します。

ステップ 11 [LOM and PCIe Slot Configuration] を選択します。

ステップ 12 [PCIe Slot ID: HBA Option ROM] を [UEFI Only] に設定します。

ステップ 13 F10 を押して変更内容を保存し、BIOS セットアップ ユーティリティを終了します。サーバをリ
ブートできます。
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
ステップ 14 サーバが再起動し、OS がインストールされたら、次のようにしてインストールを確認します。

a. ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS Setup ユーティリティに切り
替えます。

b. [Boot Options] タブに移動します。

c. [Boot Option Priorities] で、インストールした OS が [Boot Option #1] としてリストされている
ことを確認します。

Cisco IMC GUI の UEFI モードでの起動の設定

ステップ 1 Web ブラウザとシステムの管理 IP アドレスを使用して、Cisco IMC GUI 管理インターフェイス
にログインします。

ステップ 2 [Compute] を選択し、それから [Server 1] を選択します。

ステップ 3 [BIOS] タブを選択します。

ステップ 4 [BIOS Properties] で、[Configured Boot Order] を [UEFI] に設定します。

ステップ 5 [Save Changes] をクリックします。

ステップ 6 [Configure Boot Order] をクリックします。

ステップ 7 [Advanced] タブを選択します。

ステップ 8 [Add Local HDD] をクリックします。

ステップ 9 [Add Local Disk] ダイアログで、4K セクター フォーマット ドライブの情報を入力します。名前を
入力し、スロット M を指定します。

ステップ 10 [Save Changes] をクリックします。

ステップ 11 [Add Virtual Media] をクリックします。

ステップ 12 [Add Virtual Media] ダイアログで、OS インストール仮想メディアの名前を入力します。

ステップ 13 [Save Changes] をクリックします。

ステップ 14 [Close] をクリックします。

ステップ 15 [Launch KVM] をクリックして、サーバ ノードの仮想 KVM ウィンドウを開きます。

ステップ 16 [Launch KVM] ダイアログで、[Server 1] を選択して、[Launch] をクリックします。

ステップ 17 仮想メディアをアクティブにします。KVM ウィンドウの [Virtual Media] メニューをプルダウン
し、[Activate Virtual Devices] を選択します。

ステップ 18 サーバ ノードをリブートします。

ステップ 19 ブート中に F6 を押して、ブート デバイス メニューを開きます。

ステップ 20 [UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD] を選択し、Enter を押します。

ステップ 21 OS のインストールを続行します。

OS がインストールされてシステムが再起動したら、その OS がブート オプションにリストされ
ます。
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
内蔵ドライブのコンパートメントのハード ドライブの交換

ここでは、次の内容について説明します。

• 内蔵ドライブの装着に関するガイドライン（3-22 ページ）

• 故障している内蔵ドライブの特定（3-23 ページ）

• 内蔵ドライブの交換（3-25 ページ）

内蔵ドライブの装着に関するガイドライン

システムでは、主要シャーシ内に 56 の内蔵ドライブ ベイがあります。図 3-8 に、内蔵ドライブ ベ
イの番号を示します。内蔵ドライブを装着するときは、次のガイドラインに従ってください。

• 下位の番号から高位の番号の順に、ドライブ ベイを装着します。

• 図 3-8 に示す 4 種類の色分けされたボックスは、4 つの電源グループを表します。各グループ
において、電力がドライブ ベイに分配されます。これは、電源レールの問題のトラブル
シューティングに役立つ場合があります。

• システムの注文時に、ディスク マルチパックで構成できます。サポートされているマルチ
パックの構成は次のとおりです。ハードウェアの注文および構成についての情報は、『Cisco 
UCS C3160 Rack Server Spec Sheet』を参照してください。

– UCSC-C3X60-14HD4、UCSC-C3X60-28HD4、および UCSC-C3X60-42HD4 マルチパック
は、UCSC-C3X60-SSD4 マルチパックと併せて選択できます。

– UCSC-C3X60-56HD4 マルチパックは、他のマルチパックと併せて選択することはでき
ません。

– UCSC-C3X60-14HD6、UCSC-C3X60-28HD6、および UCSC-C3X60-42HD6 マルチパック
は、UCSC-C3X60-SSD6 マルチパックと併せて選択できます。

– UCSC-C3X60-56HD6 マルチパックは、他のマルチパックと併せて選択することはでき
ません。

– 4 TB SAS-2 マルチパックと 6 TB SAS-3 マルチパックを混在させることはできません。
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図 3-8 内蔵ドライブ ベイの番号 

故障している内蔵ドライブの特定

右前面のハンドルに内蔵ドライブ障害 LED があります（図 3-1 を参照）。これらの LED を使用し
て、障害の発生しているドライブの位置を特定します。

ステップ 1 右前面のハンドルにある内蔵ドライブ障害 LED を確認します。

• 2 列の LED は内蔵ドライブのコンパートメントの両半分に対応します（上部カバーの左右ど
ちらかの下）。

• 4 列の LED は、ドライブ ベイ（各行の 14 ドライブ ベイ）の 4 つの水平行に対応します。

例については、図 3-9 を参照してください。この例では、3 列目のオレンジ色の LED が、障害の発
生しているドライブが内蔵ドライブのコンパートメントの右半分にあることを示しています。

ステップ 2 右側面または左側面のカバーを開き、ドライブ トレイにある障害 LED を確認します。

オレンジに点灯した障害 LED は障害が発生したドライブを示します。
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
図 3-9 内蔵ドライブのステータス LED の例 

1 システムの右前面のハンドルにある 3 列の内蔵ドラ
イブ障害 LED。右側の 3 列目に障害のあるドライブ
を示しています。

3 システム前面

2 ドライブ キャリアの障害 LED
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
内蔵ドライブの交換

（注） SAS/SATA ドライブはホットスワップ可能で、システムの電源を落とさずに交換できます。

ステップ 1 上部カバーが開くように、システムをラックの前方に引き出します。

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからシステムを取り出し
てください。

ステップ 2 障害の発生しているドライブを特定します（障害ドライブの拡張モジュール ドライブの特定
（3-26 ページ）を参照）

ステップ 3 内蔵ドライブのコンパートメントのカバーを開きます。

ステップ 4 障害の発生しているドライブを取り外します。

a. ドライブ キャリアのリリース ボタンを押します。ドライブ レバーが現れます。

b. ドライブ レバーを 90 度の位置まで持ち上げて一杯に開き、ベイからドライブをまっすぐ持
ち上げます。

スペア ドライブがキャリアにすでにインストールされているため、キャリアから古いドラ
イブを取り外す必要はありません。

ステップ 5 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。

（注） ドライブの装着に関するガイドラインを確認します（内蔵ドライブの装着に関するガイ
ドライン（3-22 ページ）を参照）。

a. 空のベイに新しいドライブを合わせます。コネクタがボード上のコネクタと合う方向にドラ
イブを向けます。

b. ボードがコネクタに接触してドライブ レバーが閉じ始めるまで、ドライブを下げます。

c. カチッと音がしてロックされるまで、ドライブ レバーをまっすぐ押し下げます。

ステップ 6 シャーシ カバーを閉じ、システムをラック内に押し戻します。

図 3-10 内蔵ドライブ キャリアの機能

1 ドライブ レバー 3 ドライブ障害 LED

2 解除ボタン 4 ドライブ アクティビティ LED
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オプションのドライブ拡張モジュールのハード ドライブの交換

ここでは、次の内容について説明します。

• ドライブ拡張モジュールのドライブ装着に関するガイドライン（3-26 ページ）

• 障害ドライブの拡張モジュール ドライブの特定（3-26 ページ）

• ドライブ拡張モジュールのドライブの交換（3-26 ページ）

ドライブ拡張モジュールのドライブ装着に関するガイドライン

オプションのドライブ拡張モジュールは、 大 4 つの 3.5 インチ ドライブを収容できます。ドラ
イブ番号を 図 3-11 に示します。これらのドライブを装着する場合は、次のガイドラインに従っ
てください。

• 下位の番号のベイから高位の番号のベイの順に、ドライブを装着します。

図 3-11 ドライブ拡張モジュールおよびソリッド ステート ドライブの番号

障害ドライブの拡張モジュール ドライブの特定

各ドライブ キャリアには障害 LED が搭載されており、オレンジに点灯して障害の発生している
ドライブを示します。

ドライブ拡張モジュールのドライブの交換

（注） SAS/SATA ドライブはホットスワップ可能で、システムの電源を落とさずに交換できます。

ステップ 1 障害の発生しているドライブを、障害ドライブの拡張モジュール ドライブの特定（3-26 ページ） 
に示すように特定します。

ステップ 2 障害の発生しているドライブを取り外します。

a. ドライブ キャリアのリリース ボタンを押します。ドライブ レバーが現れます。

b. ドライブ レバーを一杯に開く位置まで持ち上げ、ベイからドライブをまっすぐ持ち上げます。

スペア ドライブがキャリアにすでにインストールされているため、キャリアから古いドラ
イブを取り外す必要はありません。
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ステップ 3 次のようにして、新しいドライブを取り付けます。

（注） ドライブの装着に関するガイドラインを確認します（ドライブ拡張モジュールのドライ
ブ装着に関するガイドライン（3-26 ページ）を参照）。

a. 新しいドライブを空のベイに合わせ、ボードがコネクタに接触してドライブ レバーが閉じ
始めるまで、ドライブを押し込みます。

b. カチッと音がしてロックされるまで、ドライブ レバーをまっすぐ押し下げます。

図 3-12 ドライブ拡張モジュールのドライブ キャリアの機能

背面パネルのソリッド ステート ドライブ ベイにあるソリッド ステート ドライブの交換

ここでは、次の内容について説明します。

• ソリッド ステート ドライブの装着に関するガイドライン（3-27 ページ）

• ソリッド ステート ドライブの交換（3-28 ページ）

• BIOS での SSD の SATA モードの選択（3-29 ページ）

（注） 2 台の SSD は、Windows または Linux オペレーティング システムから高度なホスト コントロー
ラ インターフェイス（AHCI）モードで管理される場合、RAID 1 構成でのミラー化が可能です。
AHCI SATA モードは、BIOS での SSD の SATA モードの選択（3-29 ページ）で説明されているよ
うに、BIOS でイネーブルにする必要があります。

ソリッド ステート ドライブの装着に関するガイドライン

背面パネルのソリッド ステート ドライブ用にサポートされているベイが 2 つあります。ドライ
ブ番号を 図 3-11 に示します。これらのドライブを装着する場合は、次のガイドラインに従って
ください。

（注） 現時点では、上から 2 つまでのソリッド ステート ドライブ ベイだけサポートされます（図 3-11 
を参照）。

1 ドライブ レバー 3 ドライブ障害 LED 

2 解除ボタン 4 ドライブ アクティビティ LED 

3
5

3
4

5
5

4
3

1 2
3-27
Cisco UCS C3160 ラック サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32062-01-J



 

第 3 章      システムのメンテナンス

システム コンポーネントの取り付けまたは交換
• 下位の番号のベイから高位の番号のベイの順に、ドライブを装着します。

• 適切なエアー フローを確保するために、より低位の 2 つの SSD ベイ内でブランク パネルを
保持します。

ソリッド ステート ドライブの交換

（注） ソリッド ステート ドライブはホットスワップ可能で、システムの電源を落とさずに交換できます。

ステップ 1 障害の発生しているソリッド ステート ドライブを取り外します。

a. リリース ラッチをつかんで、中央方向に向けてつまみます。

b. ベイからソリッド ステート ドライブをベイからまっすぐ引き出します。

ステップ 2 新しいソリッド ステート ドライブを取り付けます。

（注） ドライブの装着に関するガイドラインを確認します（ソリッド ステート ドライブの装着
に関するガイドライン（3-27 ページ）を参照）。

a. 新しいドライブを（ラベルが上を向くようにして）空のベイに合わせ、ボード コネクタに接
触するまで、ドライブを押し込みます。

b. リリース ラッチをつかんで、中央方向に向けてつまみながら、ドライブをベイ内に完全に押
し込みます。その後で、リリース ラッチを放します。

図 3-13 ソリッド ステート ドライブ ベイの機能 

1 リリース ラッチ 3 現時点ではサポートされていません。

2 現時点ではサポートされていません。 4 低位のベイ 2 つの上にあるブランク パネ
ル（現時点ではサポートされていません）
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BIOS での SSD の SATA モードの選択

SSD を制御するデフォルトの SATA モードは、AHCI モードです。SSD ペアを AHCI モードで制
御する場合、他に追加で必要となる手順はありません。

ステップ 1 サーバ ノードを起動し、そのサーバ ノードの BIOS セットアップ ユーティリティの起動を指示
されたら F2 を押します。

ステップ 2 ユーティリティで [Advanced] タブを選択し、[SATA Configuration] を選択します。

ステップ 3 [SATA Mode] を次のいずれかに設定します。

• [Disabled]：組み込み RAID コントローラはディセーブルになります。

• [AHCI Mode]（デフォルト）：高度なホスト コントローラ インターフェイス。使用しているオ
ペレーティング システムのストレージ管理機能を使用して SSD ペアを管理できます。

ステップ 4 F10 を押して変更内容を保存し、ユーティリティを終了します。

ファン モジュールの交換

各ファン モジュールには 2 つのファンが内蔵されています。ファン番号については、図 3-14 を
参照してください。奇数のファンがファン モジュールの上部にあり、偶数のファンはファン モ
ジュールの下部にあります。

ファン モジュールはホットスワップが可能なため、ファン モジュールの交換時にシステムの
シャットダウンまたは電源オフを行う必要はありません。

ヒント 各ファン モジュールには、ファン モジュールに障害が発生するとオレンジ色に点灯する障害 
LED があります。

ステップ 1 ファン コンパートメント カバーが開くように、システムをラックの前方に引き出します。

注意 コンポーネントへの接触や確認作業を安全に行えない場合は、ラックからシステムを取り出し
てください。

ステップ 2 ファン コンパートメントのカバーを開きます（主要シャーシの上部カバーを開く（3-13 ページ）
を参照）。

ステップ 3 ファン モジュールを取り外します。

a. ファンの上部にある 2 つのラッチをつかみ、中央方向につまみます。

b. ベイからファン モジュールをまっすぐ持ち上げます。

ステップ 4 次のようにして、新しいファン モジュールを取り付けます。

（注） エアー フローの方向を示すファン モジュールの矢印は、サーバの背面を向く必要があり
ます。
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a. ファン モジュール下部のコネクタがシャーシ フロアのソケットに合うように、ファン モ
ジュールの位置をベイに合わせます。

b. ソケットに接触するまでファン モジュールを下げ、ラッチがロックされるまでしっかりと
押し下げます。

ステップ 5 ファン コンパートメントのカバーを閉じ、システムをラック内に押し戻します。

図 3-14 ファン モジュール（上面図） 

1 ファン モジュール障害 LED 3 サーバの背面を向くエアー フローの方向の矢印

2 ファン モジュールのリリース 
ラッチ

35
34

57

1 2

3
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
サーバ ノードの交換

システムは、1 台のサーバ ノードをサポートできます。サーバ ノードは、システム ベイの一番上
にある必要があります。

図 3-15 サーバ ノードの外観の特徴 

サーバ ノードにはシステムの背面からアクセスするため、ラックからシステムを引き出す必要
はありません。

注意 サーバ ノードを交換して、交換後の新しいノードでも同じ構成を使用する場合は、サーバ ノー
ドを交換する前に、ノードから Cisco IMC 構成をエクスポートして保存してください。サーバ 
ノードの設置後に、保存した構成を新しく交換したノードにインポートできます。

ステップ 1 任意：交換するサーバから Cisco IMC 構成をエクスポートして、交換後のサーバ ノードにイン
ポートできるようにします。この場合、サーバ ノードからの Cisco IMC 構成のエクスポート

（3-32 ページ）の手順に従ってから、次のステップに戻ってください。

（注） 次の手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 2 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 3 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

1 KVM ケーブル コネクタ 4 ユニット識別ボタン/LED

2 リセット ボタン（このノードのコントロー
ラ チップセットをリセット）

5 サーバ ノード ヘルス LED（サーバ ノード 
ボードのメッシュの背後）

3 サーバ ノードの電源ボタン/LED 6 イジェクト レバー（2）
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ステップ 4 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

（注） サーバ ノードは上部ベイに取り付ける必要があります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 5 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

ステップ 6 新しいサーバで初期セットアップを行って、IP アドレスを割り当て、必要に応じてその他のネッ
トワーク設定を構成します。サーバの初期設定（2-9 ページ）を参照してください。

ステップ 7 任意：ステップ 1 で保存した Cisco IMC 構成をインポートします。この場合、サーバ ノードへの 
Cisco IMC 構成のインポート（3-33 ページ）の手順に従います。

サーバ ノードからの Cisco IMC 構成のエクスポート

この操作は、Cisco IMC の GUI または CLI いずれかのインターフェイスを使用して実行できま
す。以下の手順では、例として CLI コマンドを使用します。詳細については、Configuration Guides 
ページに用意されている CLI および GUI ガイドの「Exporting a Cisco IMC Configuration」を参照
してください。

ステップ 1 交換するサーバ ノードの IP アドレスおよび CLI インターフェイスにログインします。

ステップ 2 プロンプトに応じて次のコマンドを入力します。

Server# scope cimc
Server /cimc# scope import-export
Server /cimc/import-export# export-config <protocol> <ip-address> <path-and-filename>

ステップ 3 ユーザ名、パスワード、およびパス フレーズを入力します。

これにより、エクスポートするファイルにユーザ名、パスワード、およびパス フレーズが設定さ
れます。エクスポート操作は、パス フレーズ（任意の値を設定できます）を入力した後に開始され
ます。

エクスポート操作が正常に完了したかどうかを確認するには、show detail コマンドを使用しま
す。操作を中止するには、CTRL+C を入力します。

以下に、エクスポート操作の例を示します。この例では、TFTP プロトコルを使用して、構成を IP 
アドレス 192.0.2.34 のファイル /ucs/backups/cimc5.xml にエクスポートします。

Server# scope cimc
Server /cimc # scope import-export
Server /cimc/import-export # export-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Username:xxxx
Password:****
Passphrase:***
Export config started. Please check the status using "show detail".
Server /cimc/import-export # show detail
Import Export:
Operation: EXPORT
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Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE

サーバ ノードへの Cisco IMC 構成のインポート

この操作は、Cisco IMC の GUI または CLI いずれかのインターフェイスを使用して実行できま
す。以下の手順では、例として CLI コマンドを使用します。詳細については、Configuration Guides 
ページに用意されている CLI および GUI ガイドの「Importing a Cisco IMC Configuration」を参照
してください。

ステップ 1 新しいサーバ ノードの IP アドレスおよび CLI インターフェイスにログインします。

ステップ 2 プロンプトに応じて次のコマンドを入力します。

Server# scope cimc
Server /cimc# scope import-export
Server /cimc/import-export# import-config <protocol> <ip-address> <path-and-filename>

ステップ 3 ユーザ名、パスワード、およびパス フレーズを入力します。

ユーザ名、パスワード、およびパス フレーズは、エクスポート操作で使用したものと同じでなけ
ればなりません。インポート操作は、パス フレーズを入力した後に開始されます。

以下に、インポート操作の例を示します。この例では、TFTP プロトコルを使用して、構成を IP ア
ドレス 192.0.2.34 のファイル /ucs/backups/cimc5.xml からインポートします。

Server# scope cimc
Server /cimc # scope import-export
Server /cimc/import-export # import-config tftp 192.0.2.34 /ucs/backups/cimc5.xml
Username:xxxx
Password:****
Passphrase:***
Export config started. Please check the status using "show detail".
Server /cimc/import-export # show detail
Import Export:
Operation: Import
Status: COMPLETED
Error Code: 100 (No Error)
Diagnostic Message: NONE

ドライブ拡張モジュールの交換

システムは、1 つのオプション ドライブ拡張モジュールをサポートできます。

ヒント モジュールには、障害がいつ発生したかを示す障害 LED が 1 つ搭載されています（図 3-16 を参照）。
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図 3-16 ドライブ拡張モジュールの外観の特徴 

（注） ドライブ拡張モジュールはホットスワップ可能です。つまり、システムの電源を落とさずに取り
外すことができます。

ドライブ拡張モジュールにはシステムの背面からアクセスするため、ラックからシステムを引
き出す必要はありません。

ステップ 1 システムからドライブ拡張モジュールを取り外します。

a. 2 つのモジュール イジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-16 
を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからモジュールを平らにして
取り外します。

c. システムからモジュールをまっすぐ引き出します。

ステップ 2 古いモジュールからすべてのドライブを取り外し、新しいドライブ拡張モジュールに移動しま
す。古いモジュールと同じ位置に各ドライブを取り付けます。

ステップ 3 新しいドライブ拡張モジュールを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいモジュールを空のベイの位置に合わせます。

b. ミッドプレーン コネクタとかみ合う位置まで、モジュールをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがモジュールの背面にロックされるまで、両
方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

1 ドライブ拡張モジュール障害 LED 2 ドライブ拡張モジュールのイジェクト レ
バー（2） 
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システムの I/O コントローラの交換 
システムには、システムの I/O コントローラ（SIOC）を 2 つまで搭載できます。

図 3-17 SIOC の外観の特徴 

システムの背面から SIOC を取り外す場合に、システムをラックの外にスライドさせる必要はあ
りません。

ステップ 1 システムをシャット ダウンして、システム全体の電源を切ります（システム シャーシのシャッ
ト ダウンおよび電源オフ（3-11 ページ）を参照）。

ステップ 2 システムから SIOC を取り外します。

a. SIOC の取り付けネジを 1 本緩め、次に 2 つのヒンジ付きイジェクト レバーを開き、ミッドプ
レーン コネクタから SIOC を平らにして取り外します。

b. システムから SIOC を引き出します。

ステップ 3 古い SIOC から新しい SIOC にアダプタ カードを移動する場合は、SIOC 内アダプタ カードの交
換（3-54 ページ）の手順を実行します。

ステップ 4 新しい SIOC を取り付けます。

（注） SIOC を 1 つだけお持ちの場合は、SIOC ベイ 1 に取り付ける必要があります（図 1-2
（1-2 ページ）を参照）。

a. 内部バックプレーンに突き当たるまで、SIOC をベイに押し込みます。

b. SIOC の 2 つのイジェクト レバーを閉じ、SIOC コネクタとミッドプレーン コネクタを十分
にかみ合わせます。

c. SIOC のイジェクト レバーの蝶ネジを締めます。

ステップ 5 電源コードを交換し、電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステムの電源をオンにします。

1 レバーの蝶ネジ 3 1 Gb 専用管理ポート

2 イジェクト レバー 4 現時点ではサポートされていません。
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電源モジュールの交換

システムには、2 台または 4 台の電源装置を搭載することができます。4 台の電源装置を設置して
いる場合、それらの電源装置は 2+2 冗長です。

電源装置の交換または取り付けを行うには、次の手順に従います。

（注） システムに電源装置の冗長性を指定している（電源装置が 4 つある）場合は、2+2 冗長であるた
め、 大 2 台の電源装置の交換時にシステムの電源をオフにする必要はありません。

ステップ 1 交換する電源装置を取り外すか、空のベイからブランク パネルを取り外します（図 3-18 を参照）。

a. 次のいずれかの操作を実行します。

– システムに電源装置が 2 台しかない場合は、「システム シャーシのシャット ダウンおよ
び電源オフ」セクション（3-11 ページ）の説明に従ってシステムをシャットダウンし、電
源をオフにします。

– システムに 4 台の電源装置が搭載されている場合、システムの電源を切る必要はありま
せん。

b. 交換する電源装置から、電源コードを取り外します。

c. 電源装置のハンドルをつかみながら、リリース レバーをハンドルのほうにひねります。

d. 電源装置をベイから引き出します。

ステップ 2 次のようにして、新しい電源装置を取り付けます。

a. 電源装置のハンドルをつかみ、空のベイに新しい電源装置を挿入します。

b. リリース レバーがロックされるまで、電源装置をベイに押し込みます。

c. 電源コードを新しい電源装置に接続します。

d. システムの電源を切った場合は、システムの電源ボタンを 4 秒間押したままにして、主電源
モードに戻します。

図 3-18 電源装置の取り外しおよび取り付け

1 電源装置リリース レバー 2 電源装置ハンドル
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サーバ ノード内の DIMM の交換

サーバ ノード内には、16 個の DIMM ソケットがあります。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• DIMM パフォーマンスに関するガイドラインおよび装着規則（3-37 ページ） 

• DIMM の交換手順（3-39 ページ） 

注意 DIMM とそのソケットは壊れやすいので、取り付け中に損傷しないように、注意して扱う必要が
あります。

注意 シスコではサードパーティの DIMM はサポートしていません。システム内に他社の DIMM を使
用すると、システムに問題が発生したり、マザーボードを損傷する可能性があります。

（注） システム パフォーマンスを 大限に引き出すには、メモリの取り付けまたは交換を行う前に、メ
モリ パフォーマンスに関するガイドラインと装着規則を熟知している必要があります。

DIMM パフォーマンスに関するガイドラインおよび装着規則

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• DIMM のソケット（3-37 ページ）

• DIMM の装着規則（3-38 ページ）

• メモリのミラーリング モード（3-39 ページ）

• ロックステップ チャネル モード（3-39 ページ）

DIMM のソケット

図 3-19 に、DIMM ソケットと、サーバ ノード ボード上でどのように番号が付けられているかを
示します。

• 1 台のサーバ ノードに 16 個の DDR3 DIMM ソケットが搭載されます（各 CPU に 8 個ずつ）。

• チャネルは、図 3-19 に示す文字でラベル付けされています。

たとえば、チャネル A = DIMM ソケット A1、A2。

• 各チャネルに 2 個の DIMM ソケットがあります。チャネルの青いソケットは常にソケット 
1 になります。
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図 3-19 サーバ ノード ボード上の DIMM ソケットと CPU ソケット 

DIMM の装着規則 

DIMM の取り付けまたは交換を行うときは、次のガイドラインに従ってください。

• 適なパフォーマンスを実現するには、CPU とすべてのチャネルの両方に DIMM を均一に
分散します。

• 各 CPU の DIMM ソケットに同じものを装着します。 初に青い DIMM 1 ソケットに装着し、
次に黒い DIMM 2 スロットに装着します。たとえば、次の順序で DIMM スロットに装着して
ください。

1. A1、E1、B1、F1、C1、G1、D1、H1

2. A2、E2、B2、F2、C2、G2、D2、H2

• 表 3-5 に示されている DIMM の混在使用の規則に従ってください。
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表 3-5 DIMM の混在使用の規則

DIMM パラメータ 同一チャネル内の DIMM 同一バンク内の DIMM

DIMM 容量：

RDIMM = 8 または 16 GB

同一チャネル内に異なる容量の DIMM 
を混在させることができます（たとえ
ば、A1、A2 など）。

• 同一バンク内に異なる容量の DIMM 
を混在できます。ただし、 適なパ
フォーマンスを得るためには、同一
バンク内の DIMM（たとえば A1、B1、
C1、D1）の容量は同じである必要が
あります。

DIMM 速度：

1600 または 1866 MHz

速度を混在できますが、DIMM はチャ
ネルにインストールされた も遅い 
DIMM/CPU の速度で動作します。

速度を混在できますが、DIMM はバンク
にインストールされた も遅い 
DIMM/CPU の速度で動作します。
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メモリのミラーリング モード

メモリのミラーリング モードをイネーブルにすると、メモリ サブシステムによって同一データ
が 2 つのチャネルに同時に書き込まれます。片方のチャネルに対してメモリの読み取りを実行
した際に訂正不可能なメモリ エラーによって誤ったデータが返されると、システムはもう片方
のチャネルからデータを自動的に取得します。片方のチャネルで一時的なエラーまたはソフト 
エラーが発生しても、ミラーリングされたデータは影響を受けず、動作は継続します。

メモリのミラーリングを使用すると、2 つの装着済みチャネルの一方からしかデータが提供され
ないため、オペレーティング システムで使用可能なメモリ量が 50 % 減少します。

ロックステップ チャネル モード

ロックステップ チャネル モードをイネーブルにする場合、各メモリ アクセスは 4 つのチャネル
に渡る 128 ビット データ アクセスになります。

ロックステップ チャネル モードでは、CPU 上の 4 つのメモリ チャネルすべてにサイズおよび製
造元が同じものを装着する必要があります。1 つのチャネル内の DIMM ソケットへの装着の場
合は同一である必要はありませんが、4 つのチャネルの同じ DIMM スロット位置には同じもの
を装着する必要があります。

たとえば、ソケット A1、B1、C1、および D1 の DIMM は同一である必要があります。ソケット A2、
B2、C2、および D2 の DIMM は同じである必要があります。ただし、A1、B1、C1、D1 の DIMM が、
A2、B2、C2、D2 の DIMM と同一である必要はありません。

DIMM の交換手順

（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

ステップ 3 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを取り外
します。

ステップ 4 障害が発生している DIMM を確認し、DIMM ソケットの両端にあるイジェクト レバーを開い
て、ライザー上のソケットから該当 DIMM を取り外します。

DIMM タイプ：

RDIMM

チャネル内で DIMM タイプを混在させ
ることはできません。

バンク内で DIMM タイプを混在させる
ことはできません。

表 3-5 DIMM の混在使用の規則（続き）

DIMM パラメータ 同一チャネル内の DIMM 同一バンク内の DIMM
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ステップ 5 次のようにして、新しい DIMM を取り付けます。

（注） DIMM を取り付ける前に、装着に関するガイドラインを参照してください。DIMM パ
フォーマンスに関するガイドラインおよび装着規則（3-37 ページ）を参照してください。

a. 新しい DIMM とライザー上のソケットの位置を合わせます。DIMM ソケット内のアライメ
ント キーを使用して、DIMM を正しい向きに配置します。

b. DIMM がしっかり装着され、ソケットの両側にあるイジェクト レバーが所定の位置に固定
されるまで、DIMM をソケットに押し込みます。

ステップ 6 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを交換し
ます。

ステップ 7 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

（注） サーバ ノードは上部ベイに取り付ける必要があります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 8 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

サーバ ノード内の CPU およびヒートシンクの交換

CPU はサーバ ノード内にあります。CPU はこのサーバ用に個別にスペア化されていませんが、
場合によっては、障害の発生しているサーバ ノード モジュールから新しいサーバ ノード モ
ジュールに CPU を移動する必要があります。

ここでは、次の内容について説明します。

• CPU 設定ルール（3-40 ページ）

• CPU の交換手順（3-41 ページ）

• RMA 交換のサーバ ノードの注文に追加する CPU 関連パーツ（3-45 ページ）

CPU 設定ルール

CPU ソケット番号付けについては、図 3-19 を参照してください。

• サーバ ノードでは、2 個の CPU を動作させる必要があります。
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CPU の交換手順

注意 CPU とそのマザーボード ソケットは壊れやすいので、取り付け中にピンを損傷しないように、
注意して扱う必要があります。CPU はヒートシンクとそれぞれの熱パッドとともに取り付け、適
切に冷却されるようにする必要があります。CPU を正しく取り付けないと、システムが損傷する
ことがあります。

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。このツールがない場合は、予備を発注できます（Cisco 
PID UCS-CPU-EP-PNP）。

（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

ステップ 3 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを取り外
します。

ステップ 4 No. 2 プラス ドライバを使用して、ヒートシンクを固定している 4 本の取り付けネジを緩め、持
ち上げて CPU から外します。

（注） 各ネジを緩めるときは、均等に行い、ヒートシンクまたは CPU が損傷しないようにします。

ステップ 5 アイコンのラベルが付いた 1 つ目の CPU 固定ラッチを外し、その後  アイコンのラ
ベルが付いた 2 つ目の固定ラッチを外します。図 3-20 を参照してください。

（注） 1 つ目の固定ラッチを外したままで、2 つ目の固定ラッチを持ち上げてください。

ステップ 6 ヒンジ付きの CPU カバー プレートを開きます。図 3-20 を参照してください。
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図 3-20 CPU ソケット固定ラッチ

ステップ 7 次のようにして、古い CPU を取り外します。

a. ソケット内の CPU 上にピックアンドプレース ツールをセットし、ツール上の矢印とソケット
上の登録マーク（小さな三角形のマーク）の位置を合わせます。図 3-21 を参照してください。

b. ツールの上部ボタンを押して、取り付けられた 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。

d. ツールの上部ボタンを押して、古い CPU を静電気防止素材に離します。

図 3-21 ピックアンドプレース ツール

1 CPU 固定ラッチ、 3 ヒンジ付き CPU カバー プレート
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ステップ 8 次のようにして、新しい CPU をピックアンドプレース ツールに挿入します。

a. 新しい CPU をパッケージから取り出し、キットに付属のペデスタルに配置します。CPU の角
にある登録マークをペデスタルの角にある矢印の位置に合わせます（図 3-22 を参照）。

b. ツールの上部ボタンを押し下げ、開いた状態にロックします。

c. ピックアンドプレース ツールを CPU ペデスタルにセットし、ツールの矢印をペデスタルの
角にある矢印の位置に合わせます。ツールのタブが、ペデスタルのスロットに正しく取り付
けられていることを確認します。

d. ツールのサイド レバーを押して、CPU をつかみ、ロックします。

e. ツールおよび CPU をペデスタルからまっすぐ持ち上げます。

図 3-22 ペデスタル上の CPU およびピックアンドプレース ツール 

ステップ 9 次のようにして、新しい CPU を取り付けます。

a. CPU を保持しているピックアンドプレース ツールをマザーボード上の空の CPU ソケット
の上にセットします。

（注） 図 3-21（3-42 ページ）に示しているように、ツールの上部にある矢印を CPU ソケットの
金属の上にスタンプされている登録マーク（小さな三角形）の位置に合わせます。

b. ツールの上部ボタンを押して、CPU をソケット内にセットします。空のツールを取り外します。

c. ヒンジ付きの CPU カバー プレートを閉じます。

d. 初に  アイコンのラベルがついた CPU 固定ラッチを閉じ、その後  アイコンの
ついた CPU 固定ラッチを閉じます。図 3-20（3-42 ページ）を参照してください。
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ステップ 10 次のように、ヒートシンクを取り付けます。

注意 適切に冷却されるように、ヒートシンクの CPU 側の表面に新しいサーマル グリスが必要です。
ヒートシンクを再利用する場合は、古いサーマル グリスを取り除く必要があります。新しいヒー
トシンクを取り付ける場合は、後述の手順 c に進んでください。

a. 古いサーマル グリスにアルコールベースの洗浄液を塗布し、少なくとも 15 秒間吸収させます。

b. ヒートシンクの表面を傷つけない柔らかい布を使って、古いヒートシンクから古いサーマル 
グリスをすべてふき取ります。

c. 新しい CPU に付属するシリンジを使って、CPU の上部にサーマル グリスを塗布します。

シリンジの中身の約半分を、図 3-23 に示すパターンで CPU の上部に塗布します。

（注） サーマル グリスのシリンジがない場合は、予備を発注できます 
（Cisco PID UCS-CPU-GREASE3）。

図 3-23 サーマル グリスの塗布パターン

d. ヒートシンクの非脱落型ネジをマザーボードの絶縁ポストの位置に合わせ、No. 2 プラス ド
ライバを使用して非脱落型ネジを均等に締めます。

（注） 各ネジを締めるときは、順に均等に行い、ヒートシンクまたは CPU が損傷しないように
します。

ステップ 11 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを交換し
ます。

ステップ 12 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

（注） サーバ ノードは上部ベイに取り付ける必要があります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。
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b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 13 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

RMA 交換のサーバ ノードの注文に追加する CPU 関連パーツ

サーバ ノードまたは CPU の Return Material Authorization（RMA）がシステムで行われると、CPU 
またはマザーボード予備部品表（BOM）に含まれない追加部品が発生する可能性があります。
TAC エンジニアが正常に交換を行うためには、RMA に追加部品を追加する必要がある場合があ
ります。

• シナリオ 1：既存のヒートシンクを再利用しています。

– ヒート シンクのクリーニング キット（UCSX-HSCK=）

– C3160 用サーマル グリス キット（UCS-CPU-GREASE3=）

– EP CPU 用 Intel CPU のピックアンドプレース ツール（UCS-CPU-EP-PNP=）

• シナリオ 2：既存のヒートシンクを交換しています。

– ヒート シンク（UCSB-HS-01-EP=）

– ヒート シンクのクリーニング キット（UCSX-HSCK=）

– EP CPU 用 Intel CPU のピックアンドプレース ツール（UCS-CPU-EP-PNP=）

CPU ヒートシンク クリーニング キットは 大 4 CPU およびヒート シンクのクリーニングに
適です。クリーニング キットには、古いサーマル インターフェイス マテリアルの CPU および
ヒートシンクのクリーニング用と、ヒートシンクの表面調整用の 2 本のボトルの溶液が入って
います。

ヒートシンクを取り付ける前に CPU の古いサーマル インターフェイス マテリアルを洗浄する
ことが重要です。このため、新しいヒート シンクを注文する場合には、ヒート シンク クリーニン
グ キットを注文する必要があります。

サーバ ノード内の RAID コントローラ カードの交換

Cisco モジュラ RAID コントローラ カードがサーバ ノード内のメザニン形式のソケットに接続
します。SuperCap の電源モジュール（SCPM）は、すでに新しいカードに接続されているため、個
別に取り外す必要はありません。

RAID カードのファームウェア互換性

RAID コントローラ上のファームウェアに、サーバ上にインストールされている Cisco IMC およ
び BIOS の現行バージョンとの互換性があることを確認する必要があります。互換性がない場合
は、Host Upgrade Utility（HUU）を使用して RAID コントローラ ファームウェアをアップグレード
またはダウングレードし、ファームウェア リリースが互換レベルになるようにしてください。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバ コ
ンポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUU ガイドに用意されている、ご
使用の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
交換手順

（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

ステップ 3 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを取り外
します。

ステップ 4 Cisco モジュラ RAID コントローラ カードを取り外します。

a. カードをボードに固定している 2 本の取り付けネジを緩めます（図 3-24 を参照）。

b. カードの両端を持って均等に持ち上げ、メザニン ソケットからカードの裏側にあるコネク
タを取り外します。

ステップ 5 Cisco モジュラ RAID コントローラ カードを取り付けます。

a. メザニン ソケットのカードとブラケットの位置を 3 つのスタンドオフに合わせます。

b. カードの両端を押し下げ、カードの裏側にあるコネクタをメザニン ソケットとかみ合わせ
ます。

c. Supercap 電源モジュール（バックアップ バッテリ）カバーにネジを取り付けてカバーを貫通
させます。

ステップ 6 ヒートシンク アセンブリをコントローラ カードに取り付けます。

a. ヒートシンクの底面にあるサーマル インターフェイスから保護テープをはがします。

b. ヒートシンク アセンブリと 2 本の非脱落型ネジを、コントローラ カードのネジ穴の位置に
合わせます。

c. 2 本の非脱落型ネジをコントローラ カードの下にある 2 つのスタンドオフに取り付けて締
めます。

ステップ 7 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを交換し
ます。

ステップ 8 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

（注） サーバ ノードは上部ベイに取り付ける必要があります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。
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ステップ 9 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

ステップ 10 RAID コントローラ交換後の RAID 設定の復元（C-4 ページ）を参照して、RAID 構成を復元します。

図 3-24 サーバ ノード内の Cisco モジュラ RAID コントローラ カード

サーバ ノード内の RTC バッテリの交換

リアルタイム クロック（RTC）バッテリは、サーバの電源が外れているときにシステムの設定を
保持します。バッテリ タイプは CR2032 です。シスコでは、ほとんどの電器店から購入できる、業
界標準の CR2032 バッテリをサポートしています。

（注） RTC バッテリの取り外し時、または完全に電力が失われた場合、サーバ ノードの BMC に保存さ
れた設定が失われます。新しいバッテリを取り付けた後、BMC の設定を再設定する必要があり
ます。

1 Supercap 電源モジュールのカバーをスタ
ンドオフにネジで取り付けます

3 ヒートシンク アセンブリ

2 ヒートシンク アセンブリを貫通し、スタン
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（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

（注） RTC バッテリにアクセスする場合に、サーバ ノード カバーを取り外す必要はありません。

ステップ 3 サーバ ノード RTC バッテリを取り外します。

a. RTC バッテリの位置を確認します。図 3-25 を参照してください。

b. バッテリ固定クリップをバッテリと逆の方向に曲げて、バッテリをソケットから引き出し
ます。

ステップ 4 次のようにして、RTC バッテリを取り付けます。

a. 固定クリップを曲げてバッテリ ソケットから離し、ソケットにバッテリを差し込みます。

（注） 「+」のマークが付いたバッテリの平らなプラス側を固定クリップに向けます。

b. バッテリがしっかり装着され、バッテリの上部で固定クリップがカチッと鳴るまでソケット
にバッテリを押し込みます。

ステップ 5 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

（注） サーバ ノードは上部ベイに取り付ける必要があります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 6 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

ステップ 7 このノードの BMC で設定を再設定します。
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図 3-25 サーバ ノード RTC バッテリおよび USB ポートの場所

サーバ ノード内の内部 USB ドライブの交換

ここでは、次の内容について説明します。

• 内部 USB ドライブの交換手順（3-49 ページ）

• 内部 USB ポートのイネーブルまたはディセーブル（3-50 ページ）

内部 USB ドライブの交換手順

（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

1 カバーの端の背後にある、ボード上の
サーバ ノード RTC バッテリ

2 カバーの端の背後にある、ボード上の内部 
USB ポート

3
5

3
4

6
4

1 2
3-49
Cisco UCS C3160 ラック サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32062-01-J



 

第 3 章      システムのメンテナンス

システム コンポーネントの取り付けまたは交換
（注） USB ポートにアクセスする場合に、サーバ ノード カバーを取り外す必要はありません。

ステップ 3 サーバ ノード ボードのポートから、既存の USB フラッシュ ドライブを取り外します。ポートか
らドライブを水平に引き出します。

ステップ 4 次のようにして、USB フラッシュ ドライブを取り付けます。サーバ ノード ボードの水平ソケッ
トに、新しい USB フラッシュ ドライブを挿入します。

ステップ 5 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

（注） サーバ ノードは上部ベイに取り付ける必要があります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 6 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

内部 USB ポートのイネーブルまたはディセーブル

工場出荷時のデフォルトは、イネーブルにするシステムのすべての USB ポート用です。ただし、
内部 USB ポートは、システム BIOS でイネーブルまたはディセーブルにできます。内蔵 USB 
ポートをイネーブルまたはディセーブルにするには、次の手順に従ってください：

ステップ 1 ブート中にメッセージが表示されたら、F2 キーを押して BIOS セットアップ ユーティリティに
切り替えます。

ステップ 2 [Advanced] タブまで移動します。

ステップ 3 [Advanced] タブの [USB Configuration] を選択します。

ステップ 4 [USB Configuration] ページの [USB Ports Configuration] を選択します。

ステップ 5 [USB Port: Internal] までスクロールし、Enter キーを押してから、ポップアップ メニューから 
[Enabled] または [Disabled] を選択します。

ステップ 6 F10 を押して保存し、ユーティリティを終了します。
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サーバ ノード内のトラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）
の取り付け

トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）は、サーバ ノード ボードのソケットに接続
する小さな回路基板です。ここでは、TPM を取り付けてイネーブルにするときに、その順序で行
う必要がある次の手順について説明します。

1. TPM ハードウェアの取り付け（3-51 ページ）

2. BIOS での TPM サポートのイネーブル化（3-52 ページ）

3. BIOS での Intel TXT 機能のイネーブル化（3-53 ページ）

TPM ハードウェアの取り付け

（注） 安全確保のために、TPM は一方向ネジを使用して取り付けます。このネジは一般的なドライバで
は取り外せません。

（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

（注） TPM ソケットにアクセスする場合に、サーバ ノード カバーを取り外す必要はありません。

ステップ 3 次のようにして、TPM を取り付けます。

a. サーバ ノード ボード上で TPM ソケットの位置を特定します（図 3-26 を参照）。

b. TPM 回路基板の下部にあるコネクタと TPM ソケットの位置を合わせます。TPM ボードのネ
ジ穴を TPM ソケットに隣接するネジ穴の位置に合わせます。

c. TPM を均等に押し下げて、マザーボード ソケットにしっかりと装着します。

d. 一方向ネジを 1 本取り付けて、TPM をマザーボードに固定します。

ステップ 4 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

（注） サーバ ノードは上部ベイに取り付ける必要があります（図 1-2（1-2 ページ）を参照）。
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b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 5 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

ステップ 6 BIOS での TPM サポートのイネーブル化（3-52 ページ）に進みます。

図 3-26 サーバ ノード ボード上の TPM ソケットの位置

BIOS での TPM サポートのイネーブル化

（注） ハードウェアを取り付けたら、BIOS で TPM のサポートを有効にする必要があります。

（注） この手順を実行する前に、BIOS 管理者パスワードを設定する必要があります。このパスワード
を設定するには、システム ブート中にプロンプトが表示されたときに F2 キーを押して、BIOS 
セットアップ ユーティリティを開始します。[Security] > [Set Administrator Password] を選択し、
表示されるプロンプトに応じて新しいパスワードを 2 回入力します。

1 マザーボード上の TPM ソケットとネジ穴 
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ステップ 1 TPM サポートをイネーブルにします。

a. ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。

b. BIOS 管理者パスワードで、BIOS セットアップ ユーティリティにログインします。

c. [BIOS Setup Utility] ウィンドウで、[Advanced] タブを選択します。

d. [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。

e. [TPM SUPPORT] を [Enabled] に変更します。

f. F10 を押して設定を保存し、サーバを再起動します。

ステップ 2 TPM のサポートが有効になっていることを確認します。

a. ブートアップ中に F2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して BIOS セットアップに入ります。

b. BIOS 管理者パスワードを使用して、BIOS Setup ユーティリティにログインします。

c. [Advanced] タブを選択します。

d. [Trusted Computing] を選択し、[TPM Security Device Configuration] ウィンドウを開きます。

e. [TPM SUPPORT] と [TPM State] が [Enabled] であることを確認します。

ステップ 3 BIOS での Intel TXT 機能のイネーブル化（3-53 ページ）に進みます。

BIOS での Intel TXT 機能のイネーブル化

Intel Trusted Execution Technology（TXT）を使用すると、ビジネス サーバ上で使用および保管され
る情報の保護機能が強化されます。この保護の主要な特徴は、隔離された実行環境および付随メ
モリ領域の提供にあり、機密データに対する操作をシステムの他の部分から見えない状態で実
行することが可能になります。Intel TXT は、暗号キーなどの機密データを保管できる封印された
ストレージ領域を提供し、悪意のあるコードからの攻撃時に機密データが漏洩するのを防ぐた
めに利用できます。

ステップ 1 サーバをリブートし、F2 を押すように求めるプロンプトが表示されるのを待ちます。

ステップ 2 プロンプトが表示されたら、F2 を押して、BIOS セットアップ ユーティリティを起動します。

ステップ 3 前提条件の BIOS 値がイネーブルになっていることを確認します。

a. [Advanced] タブを選択します。

b. [Intel TXT(LT-SX) Configuration] を選択して、[Intel TXT(LT-SX) Hardware Support] ウィンド
ウを開きます。

c. 次の項目が [Enabled] としてリストされていることを確認します。

– [VT-d Support]（デフォルトは [Enabled]）

– [VT Support]（デフォルトは [Enabled]）

– [TPM Support]

– [TPM State]

• [VT-d Support] および [VT Support] がすでに [Enabled] の場合、ステップ 4 に進みます。

• [VT-d Support] および [VT Support] の両方が [Enabled] でない場合、次のステップに進み、有
効にします。

d. Escape キーを押して、BIOS セットアップ ユーティリティの [Advanced] タブに戻ります。
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e. [Advanced] タブで、[Processor Configuration] を選択し、[Processor Configuration] ウィンドウ
を開きます。

f. [Intel (R) VT] および [Intel (R) VT-d] を [Enabled] に設定します。

ステップ 4 Intel Trusted Execution Technology（TXT）機能を有効にします。

a. [Intel TXT(LT-SX) Hardware Support] ウィンドウに戻ります（別のウィンドウを表示している
場合）。

b. [TXT Support] を [Enabled] に設定します。

ステップ 5 F10 を押して変更内容を保存し、BIOS セットアップ ユーティリティを終了します。

SIOC 内アダプタ カードの交換

システムの I/O コントローラ（SIOC）内のアダプタ カードは、背面パネルの接続性をシステムに
提供します。

同じシステムには、アダプタ カードを 2 種類搭載できます。

ステップ 1 システムをシャット ダウンして、システム全体の電源を切ります（システム シャーシのシャッ
ト ダウンおよび電源オフ（3-11 ページ）を参照）。

ステップ 2 システムから SIOC を取り外します。

a. SIOC の取り付けネジを 1 本緩め、次に 2 つのヒンジ付きイジェクト レバーを開き、ミッドプ
レーン コネクタから SIOC を平らにして取り外します。

b. システムから SIOC を引き出します。

ステップ 3 システム I/O コントローラのカバーの取り外し（3-17 ページ）の説明に従って、SIOC カバーを取
り外します。

ステップ 4 既存のアダプタ カードを取り外します。

a. アダプタ カードを SIOC に固定する取り付けネジを緩めます。

b. アダプタ カードを水平方向にスライドさせ、SIOC ボードのソケットから取り外します。

c. アダプタ カードを持ち上げて、SIOC から外します。

ステップ 5 新しいアダプタ カードを取り付けます。

a. コネクタ エッジの位置がソケットに合い、蝶ネジが上を向くように、SIOC フロアに新しい
アダプタ カードを置きます。

b. アダプタ カードを水平方向にスライドさせ、コネクタ エッジをソケットと十分にかみ合わ
せます。

c. アダプタ カードの取り付けネジを締め、SIOC にしっかりと固定します。

ステップ 6 SIOC のカバーを元に戻します。

ステップ 7 SIOC をシステムに戻します。

（注） SIOC を 1 つだけお持ちの場合は、SIOC ベイ 1 に取り付ける必要があります（図 1-2
（1-2 ページ）を参照）。
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
a. 内部ミッドプレーンに突き当たるまで、SIOC をベイに押し込みます。

b. SIOC の 2 つのレバーを閉じ、SIOC コネクタとバックプレーンを十分にかみ合わせます。

c. SIOC のレバーの蝶ネジを締めます。

ステップ 8 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

図 3-27 SIOC 内アダプタ カードの交換 

1 アダプタ カードの蝶ネジ 2 SIOC ボードの水平ソケット
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3
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6
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2
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
Cisco UCS 仮想インターフェイス カードの特記事項

表 3-6 に、SIOC アダプタ カード ソケットに取り付ける、サポート対象 Cisco UCS 仮想インター
フェイス カード（VIC）の考慮事項を示します。

（注） Cisco UCS VIC 1227（UCSC-MLOM-CSC-02）は、Cisco Card NIC モードで使用する場合、ある特定
の Cisco SFP+ モジュールとは互換性がありません。製品番号が 37-0961-01、シリアル番号が 
MOC1238xxxx ～ MOC1309xxxx の範囲の Cisco SFP+ モジュールは使用しないでください。Cisco 
UCS VIC 1227 を Cisco Card NIC モードで使用する場合は、別の製品番号の Cisco SFP+ モジュー
ルを使用してください。または、シリアル番号が上記の範囲でない場合は、製品番号が 
37-0961-01 のモジュールを使用できます。サポートされている他の SFP+ モジュールについて
は、このアダプタのデータ シート（『Cisco UCS VIC 1227 Data Sheet』）を参照してください。

SIOC 内の RTC バッテリの交換

リアルタイム クロック（RTC）バッテリは、SIOC が電源から外されても設定を維持します。SIOC 
内のバッテリのタイプは CR1632 です。シスコでは、ほとんどの電器店から購入できる、業界標準
の CR1632 バッテリをサポートしています。

（注） RTC バッテリが取り外されるか、または完全に電力を失うと、SIOC の CMC に保存された設定は
完全に失われます。新しいバッテリを取り付けてから、CMC 設定を再設定する必要があります。

ステップ 1 システムをシャット ダウンして、システム全体の電源を切ります（システム シャーシのシャッ
ト ダウンおよび電源オフ（3-11 ページ）を参照）。

ステップ 2 システムから SIOC を取り外します。

a. SIOC の取り付けネジを 1 本緩め、次に 2 つのヒンジ付きイジェクト レバーを開き、ミッドプ
レーン コネクタから SIOC を平らにして取り外します。

b. システムから SIOC を引き出します。

表 3-6 サポートされる VIC 向け Cisco UCS C3160 の要件

仮想インターフェイス 
カード（VIC）

システムでサ
ポートされて
いるこの VIC 
の数

VIC をサ
ポートする
スロット

Cisco UCS 
Manager 統合
用のプライマ
リ スロット

Cisco Card 
NIC モード用
のプライマリ 
スロット

小の Cisco 
IMC ファーム
ウェア 

小 VIC 
ファーム
ウェア

Cisco UCS VIC 1227

UCSC-MLOM-CSC-02

2 mLOM 各 SIOC に
は、1 つの 

mLOM スタ
イルの VIC 
があります

現時点ではサ
ポートされて

いません

SIOC 1 2.0(2) 4.0(0)

Cisco UCS VIC 1227T

UCSC-MLOM-C10T-02

2 mLOM 現時点ではサ
ポートされて

いません

SIOC 1 2.0(4) 4.0(4b)

Cisco UCS VIC 1387

UCSC-MLOM-C40Q-03

2 mLOM 現時点ではサ
ポートされて

いません

SIOC 1 2.0(9) 4.1(1d)
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システム コンポーネントの取り付けまたは交換
ステップ 3 システム I/O コントローラのカバーの取り外し（3-17 ページ）の説明に従って、SIOC カバーを取
り外します。

ステップ 4 バッテリをてこの原理でそっと外し、SIOC ボードのソケットから持ち上げます。

ステップ 5 新しいバッテリをソケットに挿入し、水平になるまで押します。

ステップ 6 SIOC のカバーを元に戻します。

ステップ 7 SIOC をシステムに戻します。

（注） SIOC を 1 つだけお持ちの場合は、SIOC ベイ 1 に取り付ける必要があります（図 1-2
（1-2 ページ）を参照）。

a. 内部ミッドプレーンに突き当たるまで、SIOC をベイに押し込みます。

b. SIOC の 2 つのレバーを閉じ、SIOC コネクタとバックプレーンを十分にかみ合わせます。

c. SIOC のレバーの蝶ネジを締めます。

ステップ 8 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

ステップ 9 この SIOC の CMC で設定を再設定します。

図 3-28 SIOC 内の RTC バッテリの交換

1 SIOC ボードのバッテリ ソケット

3
5

3
4

6
7

1
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サーバ ノード ボードのサービス ヘッダー
サーバ ノード ボードのサービス ヘッダー
サーバ ノード ボードには、特定のサービス機能にジャンパを設定できるヘッダーが含まれます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• サーバ ノード ボードのサービス ヘッダーの位置（3-58 ページ）

• ヘッダー P11 のパスワード クリアの使用（3-59 ページ）

• CMOS ヘッダー P13 のクリアの使用（3-60 ページ）

サーバ ノード ボードのサービス ヘッダーの位置

サーバ ノード ボードには、サポート対象の 3 ピン サービス ヘッダーが 2 つあります。サービス 
ヘッダーの位置については、図 3-29 を参照してください。

• ヘッダー P11 = パスワードのクリア

• ヘッダー P13 = CMOS のクリア

図 3-29 サーバ ノード ボードのサービス ヘッダー

1 ヘッダー P11 = パスワードのクリア 2 ヘッダー P13 = CMOS のクリア
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サーバ ノード ボードのサービス ヘッダー
ヘッダー P11 のパスワード クリアの使用

ヘッダー P11 にジャンパを設定して、管理者パスワードをクリアできます。

（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 システムからサーバ ノードを取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. システムからサーバ ノードをまっすぐ引き抜きます。

（注） ヘッダーにアクセスする場合に、サーバ ノード カバーを取り外す必要はありません。

ステップ 3 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを取り外
します。

ステップ 4 ヘッダー P11 の位置を確認します（図 3-29 を参照）。

ステップ 5 ヘッダーのピン 2 および 3 にジャンパを取り付けます。

ステップ 6 サーバ ノードを取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 7 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。

ステップ 8 システムが完全にブートした後に、再度シャットダウンします（システム シャーシのシャット 
ダウンおよび電源オフ（3-11 ページ）を参照）。

ステップ 9 サーバ ノードをシステムから取り外し、続けてサーバ ノード カバーを取り外します。

ステップ 10 ピン 2 および 3 のジャンパを取り外します。

（注） ジャンパを取り外さない場合、サーバ ノードをブートすると、パスワードが Cisco IMC に
よってクリアされます。

ステップ 11 サーバ ノード カバーを取り付け、サーバ ノードをシステムに戻します。

ステップ 12 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。
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サーバ ノード ボードのサービス ヘッダー
CMOS ヘッダー P13 のクリアの使用

ヘッダー P13 にジャンパを取り付けて、CMOS 設定をクリアできます。

（注） この手順では、シャーシの電源をオフにする必要はありません。取り外す前にサーバ ノードの電
源がシャットダウンされていれば、シャーシの電源は入れたままで交換できます。

ステップ 1 個々のサーバ ノードのシャットダウン（3-12 ページ）の説明に従って、ソフトウェア インター
フェイスを使用するか、ノードの電源ボタンを押してサーバ ノードをシャットダウンします。

ステップ 2 サーバ ノードをシステムから物理的に取り外します。

a. 2 本のイジェクト レバーをつかんでラッチをつまみ、レバーを放します（図 3-15 を参照）。

b. 両方のレバーを同時に外側へ回し、ミッドプレーンのコネクタからサーバ ノードを平らに
して取り外します。

c. サーバ ノード シャーシをシステムからまっすぐ引き出します。

ステップ 3 サーバ ノード カバーの取り外し（3-15 ページ）の説明に従って、サーバ ノード カバーを取り外
します。

ステップ 4 ヘッダー P13 の位置を確認します（図 3-29 を参照）。

ステップ 5 ヘッダーのピン 2 および 3 にジャンパを取り付けます。

ステップ 6 サーバ ノード シャーシをシステムに取り付けます。

a. 2 つのイジェクト レバーを開き、新しいサーバ ノードを空のベイの位置に合わせます。

b. サーバ ノードがミッドプレーン コネクタとかみ合い、シャーシと同じ高さになる位置まで、
サーバ ノードをベイに押し込みます。

c. 両方のイジェクト レバーが平らになり、ラッチがサーバ ノードの背面にロックされるまで、
両方のイジェクト レバーを中央に向けて回転させます。

ステップ 7 システムが完全にブートした後に、再度シャットダウンします（システム シャーシのシャット 
ダウンおよび電源オフ（3-11 ページ）を参照）。

ステップ 8 サーバ ノードをシステムから取り外し、続けてサーバ ノード カバーを取り外します。

ステップ 9 ピン 2 および 3 のジャンパを取り外します。

（注） ジャンパを取り外さない場合、サーバ ノードをブートすると、CMOS 設定が Cisco IMC 
によってクリアされます。

ステップ 10 サーバ ノード カバーを取り付け、サーバ ノードをシステムに戻します。

ステップ 11 電源コードを交換し、次に前面のハンドルにある電源ボタンを 4 秒間押したままにしてシステ
ムの電源をオンにします。
3-60
Cisco UCS C3160 ラック サーバのインストールおよびサービス ガイド

OL-32062-01-J



 

Cisco UCS C3160 ラック サー

OL-32062-01-J

A
 P P E N D I X A

サーバの仕様

この付録では、Cisco UCS C3160 サーバ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。

• 物理的仕様（A-1 ページ） 

• 環境仕様（A-1 ページ） 

• 電力仕様（A-2 ページ） 

物理的仕様
表 A-1 に、サーバの物理的仕様を示します。

環境仕様
表 A-2 に、サーバの環境仕様を示します。

表 A-1 物理仕様

説明 仕様

高さ 174 mm（6.88 インチ） 

幅 444 mm（17.46 インチ） 

長さ 813 mm（32.00 インチ）

重量（ 大設定） 88 kg（195 ポンド） 

表 A-2 環境仕様

説明 仕様

動作時温度 5 ºC ～ 35 ºC（41 ºF ～ 95 ºF）

非動作時温度 – 40 ºC ～ 65 ºC（– 40 ºF ～ 149 ºF）

湿度、動作時 10 ～ 90 %（結露しないこと）

湿度、非動作時 5 ～ 93 %（結露しないこと）

動作時高度

305 m ごとに 1 °C 低下

0 ～ 3048 m（0 ～ 10,000 フィート）
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電力仕様
電力仕様
表 A-3 に、各 1050 W 電源装置の仕様を示します（Cisco 部品番号 UCSC-C3X60-PSU）。

次の URL にある Cisco UCS Power Calculator を使用すると、ご使用のサーバ設定の電源に関する
詳細情報を取得できます。

http://ucspowercalc.cisco.com [英語]

高度、非動作時 0 ～ 12,192 m（0 ～ 40,000 フィート）

音響ノイズ、動作時 LWAd 5.4 Bel 

LpAm 38 dBA

表 A-2 環境仕様（続き）

説明 仕様

表 A-3 1050 W 電源装置の仕様

説明 仕様

AC 入力電圧 公称範囲：100 ～ 120 VAC、200 ～ 240 VAC

（範囲：90 ～ 132 VAC、180 ～ 264 VAC）

AC 入力周波数 公称範囲：50 ～ 60 Hz

（範囲：47 ～ 63 Hz）

大 AC 入力電流 100 VAC で 12.5 A

208 VAC で 6 A

大入力電圧 1250 VA @ 100 VAC

PSU あたりの 大出力電力 800 W @ 100 ～ 120 VAC

1050 W @ 200 ～ 240 VAC

大突入電流 15 A（サブサイクル期間）

大保留時間 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（80 Plus Platinum 
認証済み）

フォーム ファクタ RSP2

入力コネクタ IEC320 C14
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電源コードの仕様

この付録では、サポート対象の電源コードの仕様について説明します。

サポートされる電源コードおよびプラグ
各電源装置には個別の電源コードがあります。サーバとの接続には、標準の電源コードまたは
ジャンパ電源コードを使用できます。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。

（注） 使用できるのは、サーバに付属している認定済みの電源コードまたはジャンパ電源コードだけ
です。

表 B-1 に、サーバ電源装置の電源コードを示します。

表 B-1 サポート対象のサーバ用電源コード

説明

長さ

フィート メートル

CAB-250V-10A-BR

電源コード、250 VAC 10 A、ブラジル 

8.2 2.5

CAB-250V-10A-CN

電源コード、250 VAC 10 A、中華人民共和国 

8.2 2.5

CAB-9K10A-AU

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、オーストラリア 

8.2 2.5

CAB-9K10A-EU

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、ヨーロッパ

8.2 2.5

CAB-9K10A-IT

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、イタリア 

8.2 2.5

CAB-9K10A-SW

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、スイス 

8.2 2.5
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付録 B      電源コードの仕様

サポートされる電源コードおよびプラグ
CAB-9K10A-UK

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、英国 

8.2 2.5

CAB-9K12A-NA

N5000 電源コード、125 VAC、15 A、NEMA 5-15 プラグ、北米

8.2 2.5

CAB-AC-L620-C13

電源コード、NEMA L6-20-C13 コネクタ

6.6 2.0

CAB-C13-C14-2M

キャビネット ジャンパ電源コード、250 VAC 10 A、C13-C14 コネクタ

6.6 2.0

CAB-C13-C14-AC

キャビネット ジャンパ電源コード、250 VAC 10 A、C13-C14 コネク
タ、埋め込み型レセプタクル

9.8 3.0

CAB-C13-CBN

キャビネット ジャンパ電源コード、250 VAC 10 A、C13-C14 コネクタ

2.2 0.68

CAB-C19-C20-3M-JP

電源コード、C19-C20 コネクタ、日本 PSE マーク

9.8 3.0

CAB-JPN-3PIN

電源コード、90-125 VAC、12 A、NEMA 5-15、日本

7.9 2.4

CAB-N5K6A-NA

N5000 電源コード、250 VAC 6 A、北米 

8.2 2.5

CAB-250V-10A-AR

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、アルゼンチン 

8.2 2.5

CAB-250V-10A-CN

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、中国

8.2 2.5

CAB-250V-10A-ID

N5000 電源コード、250 VAC 10A、インド

8.2 2.5

CAB-250V-10A-IS

N5000 電源コード、250 VAC 10 A、イスラエル

8.2 2.5

表 B-1 サポート対象のサーバ用電源コード（続き）

説明

長さ

フィート メートル
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RAID コントローラに関する考慮事項 

この付録では、RAID コントローラについて説明します。この付録の内容は次のとおりです。

• サポートされる RAID コントローラと必要なケーブル（C-1 ページ）

• Cisco UCS C3X60 12G SAS RAID コントローラの仕様（C-2 ページ）

• RAID コントローラの設定のためのベスト プラクティス（C-2 ページ）

• Supercap の電源モジュール（RAID バックアップ ユニット）（C-3 ページ）

• RAID コントローラ交換後の RAID 設定の復元（C-4 ページ）

• 詳細情報（C-4 ページ）

サポートされる RAID コントローラと必要なケーブル
このサーバでは、表 C-1 に示す RAID コントローラ オプションと必要なケーブルがサポートさ
れます。

RAID コントローラ カードの取り付け手順については、サーバ ノード内の RAID コントローラ 
カードの交換（3-45 ページ）を参照してください。

表 C-1 Cisco UCS C3160 サーバでサポートされる RAID オプション

コントローラ スタイル
大ドライ

ブ数

SCPM 
の有無 RAID レベル 必要なケーブル

Cisco UCS C3X60 12G SAS 
RAID

UCSC-C3X60-R1GB

UCSC-C3X60-R4GB

（1 GB または 4 GB のライト 
キャッシュ）

メザニン 60（内蔵） あり 0、1、5、6、10、
50、60

JBOD もサ
ポートされ
ます。

なし。カードは、サーバ ノー
ド内のメザニン ソケットに
取り付けます。

Cisco UCS 12G SAS HBA パスス
ルー コントローラ

UCSC-C3X60-HBA

メザニン 60（内蔵） なし 非 RAID なし。カードは、サーバ ノー
ド内のメザニン ソケットに
取り付けます。
C-1
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Cisco UCS C3X60 12G SAS RAID コントローラの仕様
Cisco UCS C3X60 12G SAS RAID コントローラの仕様
Cisco UCS C3X60 12G SAS RAID コントローラは、1 GB または 4 GB 書き込みキャッシュ

（UCSC-C3X60-R1GB または UCSC-C3X60-R4GB）とともに注文できます。

このコントローラは、JBOD モード（非 RAID）または RAID モード（RAID レベルは 0、1、5、6、10、
50、60 から選択）で使用できます。

• 制御可能な 大ドライブ数：64 台（サーバに搭載可能な内蔵ドライブは 大 60 台）

• スパンあたりの 大ドライブ数：32

• 大スパン数：8

RAID コントローラの設定のためのベスト プラクティス
• RAID カード ファームウェアの互換性（C-2 ページ）

• RAID 0 か JBOD かの選択（C-2 ページ）

• RAID 5/RAID 6 ボリュームの作成（C-2 ページ）

• I/O ポリシーの選択（C-3 ページ）

• バックグラウンド操作（BGOP）（C-3 ページ）

RAID カード ファームウェアの互換性

RAID コントローラ上のファームウェアに、サーバ上にインストールされている Cisco IMC およ
び BIOS の現行バージョンとの互換性があることを確認する必要があります。互換性がない場合
は、Host Upgrade Utility（HUU）を使用して RAID コントローラ ファームウェアをアップグレード
またはダウングレードし、ファームウェア リリースが互換レベルになるようにしてください。

このユーティリティをダウンロードする方法、およびこのユーティリティを使用してサーバ コ
ンポーネントを互換性のあるレベルにする方法については、HUU ガイドに用意されている、ご
使用の Cisco IMC リリースに対応する HUU ガイドを参照してください。

RAID 0 か JBOD かの選択

Cisco UCS C3X60 12G SAS RAID コントローラは、パススルー モードで OS から直接アクセスされ
る物理ドライブ上で、JBOD モード（非 RAID）をサポートします。可能であれば、個別の RAID 0 ボ
リュームを使用する代わりに、JBOD モードを使用することをお勧めします。

RAID 5/RAID 6 ボリュームの作成

Cisco UCS C3X60 12G SAS RAID コントローラでは、すべてのドライブをスパン アレイ構成
（RAID 50/RAID 60）でシステムに組み込むことで、RAID 5 または 6 の大規模ボリュームを作成
できます。可能であれば、RAID アレイごとのドライブ数を少なくした、複数のより小規模な 
RAID 5/6 ボリュームを作成することを推奨します。これによって冗長性が提供され、初期化、
RAID 再構成、その他の操作にかかる運用時間が短縮されます。
C-2
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Supercap の電源モジュール（RAID バックアップ ユニット）
I/O ポリシーの選択

I/O ポリシーは特定の仮想ドライブでの読み取りに適用されます。先行読み出しキャッシュに影
響はありません。RAID ボリュームは、次の 2 つの I/O ポリシー タイプで構成できます。これらを
次に示します。

• Cached I/O：このモードでは、すべての読み取りデータはキャッシュ メモリにバッファされ
ます。Cached I/O により、処理は高速化します。

• Direct I/O：このモードでは、読み取りデータはキャッシュ メモリにバッファされません。
データはキャッシュおよびホストに同時に転送されます。同じデータ ブロックが再び読み
取られるときには、キャッシュから取得されます。Direct I/O では、キャッシュとホストに同
じデータが含まれます。

Cached I/O は処理を高速化しますが、有用であるのは RAID ボリュームに少数の低速ドライブが
ある場合のみです。C3X60 4-TB SAS ドライブでは、Cached I/O が Direct I/O よりも優れていると
いう結果は出ていません。逆に、Direct I/O は Cached I/O よりも、大半の I/O パターンで良い結果
を出しています。Direct I/O（デフォルト）をすべてのケースで使用し、Cached I/O は注意深く使用
することをお勧めします。

バックグラウンド操作（BGOP）
Cisco UCS 12G SAS RAID コントローラは、整合性検査（CC）、バックグラウンド初期化（BGI）、再
構成（RBLD）、ボリューム拡張と再構築（RLM）、Patrol Real（PR）などのさまざまなバックグラウ
ンド操作を行います。

これらのバックグラウンド操作の I/O 操作への影響は限定的であると期待されていますが、
フォーマットや類似の I/O 操作などのいくつかの操作時には比較的大きな影響を与えてきまし
た。それらのケースでは、I/O 操作とバックグラウンド操作はどちらも完了に時間がかかる場合
があります。このようなケースでは、同時に実行するバックグラウンド操作の数や他の I/O 集約
操作数を制限することをお勧めします。

大規模ボリュームに対するバックグラウンド操作は完了までにかなりの時間がかかり、操作の
完了から開始までの操作間の時間が限られる場合があります。ほとんどの I/O 操作でバックグラ
ウンド操作が及ぼす影響はかなり低減されているので、システムは問題なく機能するはずです。
バックグラウンド操作と I/O 操作を同時に実行しているときに問題が発生した場合は、どちらか
のアクティビティを停止してもう一方が完了してから再実行するか、またはバックグラウンド
操作を I/O 操作が少ない後の時間に実行するようにスケジュールする（あるいはその両方を行
う）ことをお勧めします。

Supercap の電源モジュール（RAID バックアップ ユニッ
ト）

このサーバでは、SuperCap 電源モジュール（SCPM）のバックアップ ユニットを 1 つ取り付けら
れます。このユニットは、サーバ ノード内のシスコ モジュラ RAID コントローラ カードに直接
マウントされます。ユニットは、すでにカードに接続されており、独立したコンポーネントとし
て販売されません。

SCPM は、キャッシュの NAND フラッシュへのオフロードによる急な電源喪失に備えてディス
ク ライトバック キャッシュ DRAM を約 3 年間バックアップします。
C-3
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RAID コントローラ交換後の RAID 設定の復元
RAID コントローラ交換後の RAID 設定の復元
RAID コントローラを交換すると、コントローラに保存されている RAID 設定が失われます。

RAID 設定を新しい RAID コントローラに復元するには、次の手順に従います。

ステップ 1 RAID コントローラを交換します。サーバ ノード内の RAID コントローラ カードの交換（3-45 ペー
ジ）を参照してください。

ステップ 2 シャーシ全体を交換する場合は、すべてのドライブを前のシャーシと同じ順序で新しいドライ
ブ ベイに取り付けます。

ステップ 3 サーバ ノードをリブートします。

ステップ 4 次のプロンプトが画面に表示されたら、（C 以外の）任意のキーを押して続行します。

All of the disks from your previous configuration are gone. If this is 
an unexpected message, then please power of your system and check your cables
to ensure all disks are present.
Press any key to continue, or ‘C’ to load the configuration utility.

ステップ 5 その次の画面で、RAID 設定が正常にインポートされたことを確認します。

• 次のメッセージが表示されたら、設定は正常にインポートされています。ストレージ デバイ
スに LSI 仮想ドライブも表示されます。

N Virtual Drive(s) found on host adapter.

• 次のメッセージが表示されたら、設定はインポートされていません。この場合は、サーバをリ
ブートし、インポート操作をやり直してください。

0 Virtual Drive(s) found on host adapter.

詳細情報
LSI ユーティリティには、詳細な使用法に関するヘルプ マニュアルが用意されています。

RAID に関する基本情報および RAID コントローラ カード用ユーティリティの使用については、
『Cisco UCS Servers RAID Guide』を参照してください。

Avago Technologies/LSI マニュアルの完全版も利用できます。

Avago Technologies/LSI 12 Gb/s MegaRAID SAS Software User's Guide, Rev. F
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Cisco UCS 統合に適した設置方法

この時点で、Cisco UCS C3160 サーバはスタンドアロン モードでのみ動作します。Cisco UCS 統
合はサポートされていません。
D-1
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