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はじめに
• 対象読者, v ページ
• 表記法, v ページ
• Cisco UCS の関連ドキュメント, vii 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, vii 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 ラベルなどの GUI 要素は、イタリッ
ク体（italic）で示しています。
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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はじめに
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。

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。

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。
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はじめに
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。警告の各国語版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」
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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1

章

概要
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ, 1 ページ
• Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ, 3 ページ
• 外部機能概要, 4 ページ

Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ
UCS B260 M4 ブレード サーバは、次のパーツで構成されたフル幅ブレードです。
• 1 台の UCS スケーラブル ブレード モジュール
• UCS スケーラブル ブレード モジュールの前面に取り付けられている 1 台の UCS スケーラビ
リティ ターミネータ
次の表は、Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバの機能を示しています。
表 1：UCS B260 M4 ブレード サーバの機能

機能

インテル Xeon E7 v4 CPU を搭載した UCS B260 M4

ベース サーバの PID

UCSB-EX-M4-3

フォーム ファクタ

フル幅

CPU の数

2

CPU Model

インテル Xeon E7 v4

メモリ タイプ

DDR4 DIMM

メモリ スロット

48

E7 v4 CPU 搭載サーバ向け Cisco UCS B260 M4 および B460 M4 ブレード サーバの取り付けおよびサービス
ノート
1

概要
Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ

機能

インテル Xeon E7 v4 CPU を搭載した UCS B260 M4

LSI3008 SAS RAID コントローラ

1 台で 2 台の SAS または SATA ハード ドライ
ブをサポート

ドライブ数

2 台の SSD

メザニン スロット

2 + mLOM

Secure Digital（SD）カード

2

内部 USB デバイス

1

トラステッド プラットフォーム モジュール
（TPM）

1

Cisco UCS 5108 サーバ シャーシには、Cisco 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。
次の図は、Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバの正面図です。
図 1：Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバの正面図

1

SSD 1

7

ネットワーク リンクの状態

2

SSD 2

8

電源ボタンおよび LED

3

リセット ボタン

9

右側のイジェクタ ハンドル

4

ビーコン ボタンおよび LED

10

終端装置/コネクタ インターフェイス

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

資産タグ
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概要
Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ

プラスチック製アセットタグは前面パネルから引き出すことができ、モジュールのエアーフロー
を妨げません。UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールのバージョンを識別するラベルは、ア
セット タグに表示されます。

Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ
UCS B460 M4 ブレード サーバは 4 ソケットのブレード サーバであり、UCS スケーラビリティ コ
ネクタに接続された 2 台の UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールで構成されます。
アップグレード・キットを使用して、Cisco UCS B260 ブレード サーバを UCS B460 M4 ブレード
サーバにアップグレードできます。アップグレード キットには次のパーツが含まれています。
• 1 台の UCS スケーラブル M4 ブレード モジュール
• ブレード モジュールの前面に接続し、4 ソケット ブレード サーバを構成するために接続す
る 1 個の UCS スケーラビリティ コネクタ
UCS B460 M4 ブレード サーバ内の 2 つの UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールはマスター
スレーブ関係にあります。下位モジュールはマスターであり、上位モジュールがスレーブです。
KVM ケーブル、USB フラッシュ メモリ、SD カードは B460 M4 ブレード サーバのマスター ブ
レードモジュールで設定する必要があります。スレーブモジュールで設定されると、稼動しませ
ん。
Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバにアップグレードする手順については、Cisco UCS B460 M4
ブレード サーバへのアップグレード, （37 ページ）を参照してください。
次の表は、Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバの機能を示します。
表 2：Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバの機能

機能

インテル Xeon E7 v4 CPU を搭載した UCS B460 M4

ベース サーバの PID

UCSB-EX-M4-3

フォーム ファクタ

フル幅、ダブル ハイト

CPU の数

4

CPU Model

インテル Xeon E7 v4

メモリ タイプ

DDR4 DIMM

メモリ スロット

96

LSI3008 SASRAID コントローラ

2 台で 4 台の SAS または SATA ハード ドライ
ブをサポート

ドライブ数

4 台の SSD
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概要
外部機能概要

機能

インテル Xeon E7 v4 CPU を搭載した UCS B460 M4

メザニン スロット

2 台 + 2 x mLOM

Secure Digital（SD）カード

2

内部 USB デバイス

1

トラステッド プラットフォーム モジュール
（TPM）

1

図 2：Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ

1

ドライブ ベイ 1

4

ドライブ ベイ 4

2

ドライブ ベイ 2

5

UCS スケーラビリティ コネクタ

3

ドライブ ベイ 3

外部機能概要
ここでは、ブレード サーバの外部からアクセス可能な機能について説明します。

LED
サーバの LED は、ブレード サーバがアクティブ モードかスタンバイ モードか、ネットワーク リ
ンクの状態、ブレードサーバの全体的な状態、およびサーバがロケータボタンから青色に点滅す
るロケータ ライトを表示するように設定されているかどうかを示します。
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概要
LED

リムーバブル ドライブには、ハード ディスクのアクセス アクティビティとディスクの状態を示
す LED がついています。
表 3：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

主電源の状態。電力はすべてのサーバ コンポーネン
トに提供され、サーバは正常に動作しています。

オレンジ

スタンバイ電源の状態。電力はサーバの管理を維持
できるようにサーバのサービス プロセッサにのみ供
給されます。
（注）

Link

状態

前面パネルの電源ボタンを押して放すと、
サーバは 12 V 主電源を正しくシャットダ
ウンし、スタンバイ電源状態になります。
前面パネルの電源ボタンからスタンバイ電
源をシャット ダウンすることはできませ
ん。ソフトウェア インターフェイスから
サーバの電源を完全にオフにする方法につ
いては、『Cisco UCS Manager Configuration
Guide』を参照してください。

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。

青色ロケータボタンおよび 消灯
点滅が有効化されていません。
LED
1 Hz での青の 選択されたブレードの位置を特定するための点滅。
点滅
LED が点滅していない場合、そのブレードは選択さ
れていません。UCS Manager または青色ロケータ ボ
タン/LED を使用して点滅を制御できます。
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Buttons

LED

色

説明

アクティブな状態

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。

（ディスク ドライブ）

4 Hz でのオレ 再構築が進行中です。状態 LED も同様に点滅しま
ンジの点滅
す。
4 Hz でのオレ ドライブがアクティブであることを示します。
ンジの点滅
状態

消灯

障害が検出されなかったか、ドライブが設置されて
いないことを示します。

オレンジの点
滅 4 hz

ドライブの再構築がアクティブの状態です。動作
LED もオレンジで点滅している場合は、ドライブの
再構築が進行中です。

オレンジ

障害が検出されました。

（ディスク ドライブ）

Buttons
リセット ボタンはサーバの前面パネルのくぼんだ部分にあります。クリップの先端などを使用し
てこのボタンを押すことができます。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
起動中でなければ、サーバが再起動します。
個々のサーバのロケータ機能は、ロケータ ボタン/LED を押すことにより、オンまたはオフにす
ることができます。
電源ボタンでは、サーバを手動で一時的にサービス休止状態にすることができ、この状態からは
短時間で再起動できます。ブレードサーバに関連付けられたサービスプロファイルで、必要な電
源状態が「オフ」に設定されていると、電源ボタンまたは Cisco UCS Manager を使用してサーバ
をリセットした場合に、サーバに必要とされる電源状態が実際の電源状態と一致しなくなり、そ
の後、サーバが不意にシャットダウンすることがあります。サーバを電源停止状態から安全に再
起動するには、Cisco UCS Manager でブート サーバのアクションを使用します。

ローカル コンソール コネクタ
ローカル コンソール コネクタを使用すると、ブレード サーバに直接接続できるので、オペレー
ティング システムのインストールなどの管理タスクをリモートからではなく、直接実行できま
す。このポートには、KVM ドングル ケーブルを使用して Cisco UCS ブレード サーバに直接接続
できます。Cisco UCS ブレード サーバは、DB9 シリアル コネクタ、モニタを接続する VGA コネ
クタ、およびキーボードとマウスを接続するデュアル USB ポートを備えています。このケーブル
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概要
セキュア デジタル カード

を使用すると、ブレード サーバで実行しているオペレーティング システムと BIOS に直接接続で
きます。KVM ケーブルは、ブレード シャーシ アクセサリ キットに標準で付属しています。
図 3：ブレード サーバ用 KVM ケーブル

1

ブレード サーバのローカル コン
ソール コネクタへのコネクタ

3

モニタ用の VGA 接続

2

DB9 シリアル コネクタ

4

マウスおよびキーボード用の 2 ポート USB コネ
クタ

セキュア デジタル カード
セキュア デジタル（SD）カード スロットがあり、1 つまたは 2 つの SD カードを装着できます。
SD カードが 2 つ装着されている場合は、ミラー化モードで使用できます。

（注）

サーバ内で異なる容量のカードを混在させないでください。
SD カードはオペレーティング システムのブート イメージやその他の情報を保存するために使用
できます。サーバをシャーシから取り外すと、サーバの背面から SD カードにアクセスできます。
サーバの背面に向かって、右下隅に SD カードがあります。次の図に、SD カードと、SD カード
を取り外すプロセスを示します。
1 保持具上部を押して、SD カードを出します。
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概要
ドライブ

2 保持具上部を押したまま、SD カードの端を押して SD カードを取り外します。
図 4：SD カード スロット

ドライブ
各 UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールには、前面アクセス可能でホットスワップ可能な 2
つの 7 mm の SSD が搭載されています。使用していないドライブ ベイは、ベイを空のままにする
場合、ブランクの前面プレート（N20-BBLKD-7MM）で常に覆っておく必要があります。
このブレード サーバでサポートされるドライブには、ドライブ スレッドが取り付けられていま
す。スペアのドライブ スレッドは付属していません。現在サポートされているドライブの一覧
は、次の URL にあるスペック シートで確認できます。http://www.cisco.com/c/en/us/products/
servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/datasheet-listing.html
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章

ブレード サーバの取り付け
この章の内容は、次のとおりです。
• シャーシ内でのブレード サーバの取り付け, 9 ページ
• Server Configuration, 11 ページ
• ブレード サーバの電源オフ, 12 ページ
• シャーシからのブレード サーバの取り外し, 12 ページ
• サーバのトラブルシューティング, 13 ページ

シャーシ内でのブレード サーバの取り付け
シャーシで UCS B460 M4 サーバを他のフル幅またはハーフ幅のブレードと混在させる場合、UCS
B460 M4 ブレード サーバはシャーシのフル幅スロット下部 2 つに搭載する必要があります。シャー
シの下部に最大のサーバを組み込む必要があるので、まず下部に UCS B460 M4 ブレード サーバ、
続いてその上にフル幅のブレード、シャーシの最上部にはハーフ幅のブレードを搭載します。

手順
ステップ 1

必要に応じて、スロット ディバイダをシャーシから取り外します。
a) 次の図の番号 1 に示すように左側の留め金の引き上げと右側の留め金の引き下げを同時に行い
ます。
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シャーシ内でのブレード サーバの取り付け

b) 次の図の番号 2 に示すようにスロット ディバイダをシャーシから引き抜きます。スロット ディ
バイダは、後で必要になったときのために取っておきます。
図 5：スロット ディバイダの取り外し

ヒント

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

ステップ 2

ブレード モジュールの前の方を持ち、もう一方の手で下からブレードを支えます。
図 6：シャーシ内での UCS B260 M4 ブレード モジュールの位置

ステップ 3

ブレード モジュールの前面にあるイジェクト レバーを開きます。

ステップ 4

ブレード スロット開口部にブレードを差し込んでゆっくりと奥まで押し込みます。

ステップ 5

イジェクトレバーを押してシャーシの端にラッチがかかるようにし、ブレードモジュールを完全
に押し込みます。

ステップ 6

ブレードの前面にある非脱落型ネジを 0.339 N-m（3 インチポンド）以下のトルクで締めます。指
で直接締めれば、非脱落型ネジが外れたり、損傷したりしないようになります。

ステップ 7

次の手順に従って、UCS スケーラビリティ ターミネータまたは UCS スケーラビリティ コネクタ
をブレード モジュールに取り付けます。
a) UCS スケーラビリティ ターミネータの 4 つの非脱落型ネジをブレード モジュールの前面の穴
に合わせます。
b) UCS スケーラビリティ ターミネータまたは UCS スケーラビリティ コネクタを押し込みます。
c) UCS スケーラビリティ ターミネータまたは UCS スケーラビリティ コネクタの前面にある非脱
落型ネジを締めます。

Server Configuration
Cisco UCS ブレード サーバの設定と管理は、Cisco UCS Manager を使用して行う必要があります。
詳細については、使用しているバージョンの Cisco UCS Manager の『Configuration Guide』設定ガ
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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

ブレード サーバの電源オフ
ヒント

Cisco UCS Manager または CIMC を使用して、サーバをリモートでシャットダウンすることも
できます。詳細については、使用しているバージョンの Cisco UCS Manager の『Configuration
Guide』設定ガイドは、次の URL で入手できます。http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/
products_installation_and_configuration_guides_list.html

手順
ステップ 1

サーバをローカルで使用している場合には、電源オフするシャーシ内の各サーバの電源ステータ
ス LED の色を確認します。
• グリーンは、サーバが動作していて、安全に電源オフするにはシャットダウンする必要があ
ることを示します。ステップ 2 に進みます。
• オレンジは、サーバがスタンバイ モードになっており、安全に電源オフできることを示しま
す。ステップ 3 に進みます。

ステップ 2

Cisco UCS Manager を使用して以前に前面電源ボタン コントロールを有効にしている場合、電源
ボタンを押してから離し、電源ステータス LED がオレンジ色に変化するのを待ちます。そうしな
いと、デフォルトでは前面電源ボタンは無効になっているため、押すことができません。
オペレーティング システムがグレースフル シャットダウンを実行し、サーバはスタンバイ モー
ドになります。
注意

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

ステップ 3

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

ステップ 4

シャーシから適切なサーバを取り外します。

シャーシからのブレード サーバの取り外し
このブレード サーバをシャーシから物理的に取り外す前に、Cisco UCS Manager を使用してブレー
ド サーバの電源をオフにするか、停止する必要があります。

E7 v4 CPU 搭載サーバ向け Cisco UCS B260 M4 および B460 M4 ブレード サーバの取り付けおよびサー
ビス ノート
12

ブレード サーバの取り付け
サーバのトラブルシューティング

手順
ステップ 1

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

ステップ 2

UCS B460 M4 ブレード サーバを取り外す場合は、UCS スケーラビリティ コネクタの非脱落型ネ
ジを完全に緩めて、2 つの UCS B260 ブレード モジュールからコネクタを取り外します。UCS B260
M4 ブレード サーバを取り外す場合は、UCS B260 M4 ブレード サーバを取り外す前に UCS スケー
ラビリティ ターミネータを取り外す必要はありません。

ステップ 3

ブレードの前面にある非脱落型ネジを完全に緩めます。

ステップ 4

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

ステップ 5

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

ステップ 6

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

ステップ 7

ブレード サーバ スロットが空のままである場合、スロット ディバイダを取り付け直し、2 枚の
ブレード サーバ ブランク パネルを取り付けます。

サーバのトラブルシューティング
全般的なトラブルシューティングの情報については、『Cisco UCS Manager Troubleshooting Reference
Guide』を参照してください。
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E7 v4 CPU 搭載サーバ向け Cisco UCS B260 M4 および B460 M4 ブレード サーバの取り付けおよびサー
ビス ノート
14

第

3

章

ブレード サーバの保守
この章の内容は、次のとおりです。
• ドライブの交換, 15 ページ
• ブレード サーバのカバーの取り外し, 17 ページ
• 内部コンポーネント, 18 ページ
• 診断ボタンと LED, 19 ページ
• CPU およびヒート シンクの取り外し, 20 ページ
• 新しい CPU およびヒート シンクの取り付け, 22 ページ
• メモリの取り付け, 26 ページ
• 仮想インターフェイス カード アダプタ, 31 ページ
• アダプタ カードの取り付け, 32 ページ
• トラステッド プラットフォーム モジュールのイネーブル化, 33 ページ

ドライブの交換
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や取り付けが可能です。
このブレード サーバでサポートされるドライブには、ドライブ スレッドが取り付けられていま
す。スペアのドライブ スレッドは付属していません。現在サポートされているドライブの一覧
は、次の URL にある仕様シートで確認できます。http://www.cisco.com/c/en/us/products/
servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/datasheet-listing.html
稼働中のシステムでドライブをアップグレードまたは追加する前に、Cisco UCS Manager でサービ
スプロファイルをチェックして、新しいハードウェアの設定がサービスプロファイルで設定され
ているパラメータの範囲内であることを確認してください。
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注意

静電破壊を防止するために、交換時は静電気防止用リスト ストラップを着用してください。

SSD ドライブの取り外し
ブレード サーバからドライブを取り外すには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

ドライブの前面パネルのラッチを内側に押します。次の図の 1 を参照してください。

ステップ 2

ドライブをスロットから引き出します次の図の 2 を参照してください。
図 7：SSD の取り外し

ステップ 3

取り外した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 4

スロットを空のままにする場合は、ブランク パネル（N20-BBLKD-7MM）を取り付けます。

SSD ドライブの取り付け
ブレード サーバに SSD ドライブを取り付けるには、次の手順を実行します。
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ブレード サーバのカバーの取り外し

手順
ステップ 1

必要に応じて、ブランク パネルを取り外します。

ステップ 2

ドライブのラベルを上に向けて、ドライブを希望するドライブ ベイに合わせて挿入します

ステップ 3

カチッと音がしてラッチが完全にかかるまで、SSD ドライブをブレード サーバの開口部にゆっく
りと押し込みます。

ステップ 4

ブレード サーバの LED をチェックし、ドライブが予測されたとおりに機能していることを確認し
ます

ブレード サーバのカバーの取り外し
手順
ステップ 1

次の図に示すようにボタンを押し続けます。

ステップ 2

カバーのバック エンドをつかんでカバーを後方に引き、引き上げます。
図 8：B260 M4 ブレード サーバのカバーの取り外し
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内部コンポーネント

内部コンポーネント
UCS B260 M4 ブレード モジュールには、次の図に示すような内部コンポーネントがあります。
図 9：ブレード サーバの内部図

1

ドライブ ベイ

6

DIMM スロット

2

SSD ケーブル

7

mLOM カード

3

（サーバの正面から見て）左側 8
の CPU 1 と（サーバの正面から
見て）右側の CPU 2 を覆ってい
るヒート シンク

アダプタ カード：

4

メモリ バッファ

USB メモリ

5

トラステッド プラットフォーム 10
モジュール（TPM）

9

SD カード スロット
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ブレード サーバの保守
診断ボタンと LED

（注）

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

診断ボタンと LED
ブレードの起動時に POST 診断によって CPU、DIMM、HDD、アダプタ カードがテストされ、障
害があればエラー通知が UCS Manager に送信されます。通知は Cisco UCS Manager システム エ
ラー ログまたは show tech-support コマンド出力で確認できます。エラーが検出されると、障害が
発生したコンポーネントの横にある LED もオレンジに点灯します。実行時に、ブレード BIOS と
コンポーネント ドライバによってハードウェアの障害がモニタされ、必要に応じてオレンジ色の
診断 LED が点灯します。
LED の状態は保存され、シャーシからブレードを取り外すと、LED の値は最大 10 分間継続され
ます。マザーボードの LED 診断ボタンを押すと、コンポーネントに障害が発生していることを示
す LED が最大 30 秒間点灯するので、コンポーネントの識別が容易になります。シャーシにブレー
ドを取り付け直して起動すると LED の障害値がリセットされ、プロセスが最初から開始されま
す。
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次の図は、Cisco UCS B260 ブレード サーバの LED 診断ボタンを示しています。
図 10：LED 診断ボタン

1

サーバ マザーボード上の LED 診断ボタン

DIMM挿入エラーが検出されると、ブレードの検出プロセスが失敗する場合があり、エラーはサー
バの POST 情報でレポートされます。これは、UCS Manager GUI または CLI から確認できます。
特定の規則に従って DIMM が装着されている必要があります。このルールはブレード サーバのモ
デルによって異なります。ルールについてはブレード サーバの各マニュアルを参照してくださ
い。
DIMM またはアダプタ カードで障害が発生すると、サーバの状態 LED は、軽微な障害ではオレ
ンジに点灯し、重大な障害ではオレンジに点滅します。

CPU およびヒート シンクの取り外し
CPU の取り外し、交換、アップグレードを行うには、次の手順を実行します。
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手順
ステップ 1

スライド式ラッチを押し込み、SSD またはブランク パネルを外に引き出して取り外します。次の
図の 1 を参照してください。

ステップ 2

各 SSD ケージの非脱落型ネジ（1 本）を外します。番号 2 を参照してください。

ステップ 3

SSD ケージを後ろ上方にスライドさせ、完全に取り外します。番号 3 を参照してください。

ステップ 4

すべてのケーブルを接続したまま、ベースの両端の横に SSD ケージを置きます。番号 4 を参照し
てください。
図 11：SSD ケージの取り外し

ステップ 5

次の図に示す順序で、ヒートシンクの 4 本の非脱落型ネジを外します。
（注）

ヒートシンクおよび CPU には左側用と右側用があります。次の図に示すように、左側
ヒートシンクは CPU1 用、右側ヒートシンクは CPU 2 用です。

図 12：ヒートシンクの非脱落型ネジの取り外し
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ステップ 6

非脱落型ネジを外します。次の図の 1 を参照してください。

ステップ 7

ヒート シンクを取り外します。番号 2 を参照してください。

ステップ 8

アイコンが付いている最初のソケット フックをロック解除します。 番号 3 を参照してくださ
い。

ステップ 9

アイコンが付いている 2 番目のソケット フックをロック解除します。 番号 4 を参照してくださ
い。
図 13：ヒート シンクの取り外し

ステップ 10

ソケット ラッチを開きます。

ステップ 11

CPU 位置調整ツールを使用して古い CPU を取り外します。次の図を参照してください。
図 14：CPU 位置調整ツール

新しい CPU およびヒート シンクの取り付け
新しい CPU を取り付ける前に、次の点を確認してください。
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• CPU がサーバでサポートされている。サポートされている CPU の一覧については、当該サー
バの仕様シートを参照してください。仕様シートは次の URL から入手できます。
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/datasheet-listing.html
• CPU と特定のサーバの設定をサポートする BIOS アップデートが存在し、インストール済み
である。
• サーバが Cisco UCS Manager によって管理される場合は、UCS Manager 内のサーバのサービ
ス プロファイルによって新しい CPU を認識して許可する。

手順
ステップ 1

次の手順で、CPU をパッケージから取り出し、CPU 位置調整ツールに装着します。
a) 台座が CPU 用に適切に設定されていることを確認します。台座は「LGA2011-R1」マークが上
を向いた状態で出荷されています。これが正しい向きです。
b) 台座に CPU を置きます。CPU の角は台座の角にきちんと合わせて配置し、ノッチもペグに完
全に合わせる必要があります。
c) A1 矢印を台座の A1 位置決めマークに合わせ、CPU 位置調整ツールを CPU の台座に置きま
す。
d) ツールのボタン/ハンドルを押して、CPU をつかみます。
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e) 次の図に示すように、ツールと CPU が台座と一直線になるようにします。
図 15：CPU 位置調整入ツールへの CPU の装着

1

CPU 位置調整入ツール、CPU、および台座の位置決めマーク
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ステップ 2

適切に設置してピンの損傷を防ぐため、位置決めマークを合わせて CPU 位置調整ツールを置き、
ツールの緑色のボタンを押して CPU を所定の位置に解放します。

ステップ 3

ソケット ラッチを閉じます。

ステップ 4
ステップ 5

アイコンが付いている最初のフックを固定します。
アイコンが付いている 2 番目のフックを固定します。

ステップ 6

ヒート シンクを再使用する場合は、ヒートシンクと CPU から古いサーマル グリスを取り除きま
す。

ステップ 7

サーマル グリスのシリンジを使用して、ヒート シンクと接触する CPU の上部にサーマル グリス
を 2 立方センチメートル（シリンジの内容量の約半分）塗付します。下の図に示すパターンを使
用します。
図 16：サーマル グリスの塗布パターン

（注）

CPU にはサーマル グリスのシリンジが 2 つ付属しており、それぞれ青いキャップと赤
いキャップが付いています。青いキャップが付いたシリンジを使用します。このサーマ
ル グリスにはきわめて特殊な特性があります。損傷する可能性があるため、他から提
供されたサーマル グリスを使用しないでください。
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ステップ 8

次の図に示す順序で、ヒートシンクを交換してネジを締めます。
図 17：ヒートシンクのネジの締め付け

注意

左右のヒートシンクは異なっているため、互いに置き換えることはできません。これらは
適切な位置に取り付ける必要があります。

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

E7 v4 CPU 搭載サーバ向け Cisco UCS B260 M4 および B460 M4 ブレード サーバの取り付けおよびサー
ビス ノート
26

ブレード サーバの保守
サポートされている DIMM

手順
ステップ 1

DIMM コネクタのラッチを開きます。次の図の 1 を参照してください。

ステップ 2

カチッという音がするまで、両端に均等の力をかけて DIMM をスロットに押し込みます。番号 2
を参照してください。

ステップ 3

DIMM コネクタのラッチを閉じます。番号 3 を参照してください。
図 18：DIMM の取り付け

サポートされている DIMM
このブレード サーバでサポートされる DIMM は定期的に更新されます。現在サポートされていて
使用可能な DIMM のリストは、次の URL にあるスペック シートに記載されています。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10280/products_data_sheets_list.html
スペック シートに記載されている DIMM 以外のメモリ DIMM は使用しないでください。これら
を使用すると、サーバに修復不可能な損傷を与え、ダウンタイムが必要になる場合があります。

メモリ配列
各 UCS B260 M4 ブレード モジュールには、DIMM を取り付けるためのスロットが 48 個（各 CPU
に 24 個）あります。各 CPU では 24 個の DIMM スロットが 8 チャネルに分散しています。この
ブレード サーバでは、すべての装着された CPU に少なくとも 1 個の DIMM が接続されている必
要があります。CPUが不在のスロットに取り付けられたDIMMは認識されません。最適なパフォー
マンスを得るには、すべての CPU に DIMM を均等に分散させます。DIMM コネクタ ラッチは青、
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黒、および白/アイボリーに色分けされており、この順序で DIMM を取り付けることを推奨しま
す。

（注）

CPU が不在の設定はサポートされていません。

図 19：ブレード サーバ内のメモリ スロット

1

CPU 1 の DIMM

2

CPU 2 の DIMM

チャネル
各 CPU には 8 個のチャネルがあり、3 つの DIMM で構成されています。各チャネルは 1 文字で識
別されます。各チャネル メンバーは、1、2、または 3 の番号によって識別されます。
次の表の設定に従って DIMM を取り付けます。
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表 4：DIMM の設定順

CPU 1 DIMM、チャネル A ～ H

CPU 2 DIMM、チャネル I ～ P

A1（青いスロット）、A2（黒いスロット）、
A3（白/アイボリー スロット）

I1（青いスロット）、I2（黒いスロット）、I3
（アイボリー スロット）

B1（青いスロット）、B2（黒いスロット）、
B3（白/アイボリー スロット）

J1（青いスロット）、J2（黒いスロット）、J3
（アイボリー スロット）

C1（青いスロット）、C2（黒いスロット）、
C3（アイボリー スロット）

K1（青いスロット）、K2（黒いスロット）、
K3（アイボリー スロット）

D1（青いスロット）、D2（黒いスロット）、
D3（アイボリー スロット）

L1（青いスロット）、L2（黒いスロット）、L3
（アイボリー スロット）

E1（青いスロット）、E2（黒いスロット）、E3 M1（青いスロット）、M2（黒いスロット）、
（アイボリー スロット）
M3（アイボリー スロット）
F1（青いスロット）、F2（黒いスロット）、F3 N1（青いスロット）、N2（黒いスロット）、
（アイボリー スロット）
N3（アイボリー スロット）
G1（青いスロット）、G2（黒いスロット）、
G3（アイボリー スロット）

O1（青いスロット）、O2（黒いスロット）、
O3（白/アイボリー スロット）

H1（青いスロット）、H2（黒いスロット）、
H3（アイボリー スロット）

P1（青いスロット）、P2（黒いスロット）、P3
（白/アイボリー スロット）

次の図は、E7 v4 CPU を搭載した UCS B260 M4 の DIMM の物理的配置を示しています。
図 20：DIMM の物理的配置
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次の図は、チャネルの論理的配置を示します。
図 21：チャネルの論理図

メモリのパフォーマンス
サーバを設定する際には、次のことを考慮します。
• ブレード内の DIMM はさまざまな速度で使用できますが、すべての DIMM は、最も低速の
DIMM の速度で動作します。
• DIMM タイプ（LRDIMM、RDIMM、TSV-RDIMM）の混在はできません。
• CPU の選択によっては、パフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。使用する CPU は
同じタイプにする必要があります。
• ランクおよび密度の異なる DIMM を混在させた場合、パフォーマンスが低下することがあり
ます。
• DIMM の装着状態が CPU 間で揃っていない場合、パフォーマンスが低下することがありま
す。
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仮想インターフェイス カード アダプタ
Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバおよび UCS 460 M4 ブレード サーバは、Cisco VIC 1300 シリー
ズ（VIC 1340 および VIC 1380）に対応しています。Cisco VIC 1300 シリーズは、UCS 6200 シリー
ズ ファブリック インターコネクトおよび UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクトと互
換性があります。
VIC 1340 は専門のアダプタであり、2 x 40 Gb のイーサネットまたは Fibre Channel over Ethernet
（FCoE）をブレード サーバに接続できるようにします。このアダプタは専用の VIC コネクタに
接続します。スロット 1 コネクタに接続できる唯一のアダプタです。

（注）

これを扱う作業では、アダプタ カードを取り外す必要があります。
ブレード サーバに Cisco VIC 1340 を取り付けるには、次の手順を実行します。

手順
ステップ 1

VIC のボードを、コネクタがマザーボードのコネクタの上にくるように保持し、非脱落型ネジを
マザーボード上のスタンドオフ ポストの位置に合わせます。

ステップ 2

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

ステップ 3

非脱落型ネジを締めます。
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ヒント

VIC を取り外すには、上記の手順と逆の順序で行います。マザーボードからコネクタを
取り外すときは、コネクタとの接続が緩むまで、コネクタの長さ方向に基板を数回ゆっ
くり往復運動させると効果的です。

図 22：VIC アダプタの取り付け

アダプタ カードの取り付け
サポートされているすべてのメザニン カードには、共通の取り付けプロセスがあります。これら
のカードは頻繁に更新されます。現在サポートされているカードでこのサーバに対して使用可能
なモデルは、次の URL のスペック シートに記載されています。http://www.cisco.com/c/en/us/products/
servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/datasheet-listing.html
アダプタ カードを異なるタイプのものに交換する場合は、実際に交換を行う前に、必ず最新のデ
バイスドライバをダウンロードし、サーバのオペレーティングシステムにロードしてください。
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詳細については、該当する『Cisco UCS Manager Software Configuration Guide』の「Firmware
Management」の章を参照してください。
図 23：アダプタ カードの取り付け

手順
ステップ 1

アダプタ ボードをコネクタがマザーボードのコネクタの上にくるように保持し、アダプタの 2 本
の非脱落型ネジをマザーボード上のスタンドオフ ポストの位置に合わせます（番号 1 を参照）。

ステップ 2

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

ステップ 3

2 本の非脱落型ネジを締めます（番号 3 を参照）。
ヒント
アダプタ カードを取り外すには、取り付けのときとは逆の順番で作業します。マザー
ボードからコネクタを取り外すときは、コネクタとの接続が緩むまで、コネクタの長さ
方向に基板を数回ゆっくり往復運動させると効果的です。

トラステッドプラットフォームモジュールのイネーブル
化
トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）は、サーバの認証に使用するアーティファク
トを安全に保存できるコンポーネントです。これらのアーティファクトには、パスワード、証明
書、または暗号キーを収録できます。プラットフォームが信頼性を維持していることを確認する
うえで効果的なプラットフォームの尺度の保存でも、TPM を使用できます。すべての環境で安全
なコンピューティングを実現するうえで、認証（プラットフォームがその表明どおりのものであ
ることを証明すること）および立証（プラットフォームが信頼でき、セキュリティを維持してい
ることを証明するプロセス）は必須の手順です。これは Intel の Trusted Execution Technology（TXT）
セキュリティ機能の要件であり、TPM を搭載したサーバの BIOS 設定でイネーブルにする必要が
あります。
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表 5：Intel CPU のバージョンによる TPM サポート

Intel CPU

サポートされる TPM バージョン UCS Manager（UCSM）最低バージョン

インテル Xeon E7
v4

TPM 1.2

リリース 2.2(8) またはリリース 3.1(2)

TPM 2.0

リリース 2.2(8) またはリリース 3.1(2)

手順
ステップ 1

TPM のハードウェアを取り付けます。
a) ブレード サーバの電源をオフにして、ブレード サーバを停止し、シャーシから取り外します。
b) ブレード サーバのカバーを取り外します。
c) サーバのマザーボード上の TPM ソケットに TPM を取り付け、付属の一方向ネジを使用して固
定します。TPM ソケットの位置については、次の図を参照してください。
d) ブレード サーバをシャーシに戻して電源を入れ、ブレード サーバが自動的に再認識、再関連
付け、および再始動されるようにします。
e) 次のステップに進み、サーバ BIOS での TPM サポートをイネーブルにします。
図 24：TPM ソケットの位置

1

サーバの前面

2

マザーボード上の TPM ソケット
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ブレード サーバの保守
トラステッド プラットフォーム モジュールのイネーブル化

ステップ 2

BIOS での TPM サポートをイネーブルにします。
TPM 2.0 サポートは、Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) またはリリース 2.2(8) 以降の BIOS ポリ
シーでデフォルトで有効になっています。Cisco UCS Manager リリース 3.1(2) またはリリース 2.2(8)
以降の BIOS ポリシーでデフォルト設定が使用されていて、TPM 2.0 サポートがすでに有効になっ
ている場合、この手順をスキップして、次の手順に進みます。
TPM サポートが何らかの理由で無効になっていた場合に有効にするには、次の手順を実行しま
す。
a) Cisco UCS Manager で、[Navigation] ペインの [Servers]タブをクリックします。
b) [Servers] タブで、[Servers] > [Policies]の順に展開します。
c) TPM を設定する組織のノードを展開します。
d) [BIOS Policies] を展開して、TPM を設定する BIOS ポリシーを選択します。
e) [Work] ペインで、[Advanced]タブをクリックします。
f) [Trusted Platform]サブタブをクリックします。
g) TPM サポートを有効にするには、[Enable]または [Platform Default] をクリックします。
h) [Save Changes]をクリックします。
i) 次の手順に進んでください。

ステップ 3

BIOS ポリシーでの TXT サポートの有効化
サーバ上で実行するリリースの『Cisco UCS Manager Configuration Guide』の手順に従ってくださ
い。
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第

4

章

Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバへのアッ
プグレード
この章の内容は、次のとおりです。
• Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバへのアップグレード, 37 ページ
• スケーラビリティ ターミネータの取り外し, 38 ページ
• スケーラビリティ コネクタの取り付け, 39 ページ

Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバへのアップグレード
はじめる前に
• UCS B260 M4 ブレード モジュールがシャーシのスロット 7 にあることを確認します。この
モジュールは、UCS B460 M4 ブレード サーバのマスターになります。
• アップグレード キットの UCS B260 M4 ブレード モジュールがシャーシのスロット 5 にある
ことを確認します。

（注）

KVM ケーブル、USB フラッシュ デバイス、SD カードは、スロット 7 にインストールされた
UCS B260 M4 ブレード モジュールで設定する必要があります。これらのコンポーネントは、
マスター ブレードのみで動作します。
次の手順では、スロット 7 および 5 に UCS B460 M4 ブレード サーバを取り付ける方法を説明し
ます。スロット 5 とスロット 3、スロット 3 とスロット 1 のように、別のスロットと組み合わせ
て使用することもできます。ただし、シャーシ内の最も重いブレード サーバは、1 番下のスロッ
トにインストールする必要があるため、インストールされるのが 1 台の UCS B460 M4 のみである
場合、スロット 7 および 5 に取り付ける必要があります。
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Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバへのアップグレード
スケーラビリティ ターミネータの取り外し

手順
ステップ 1

スロット 7 に取り付けた UCS B260 M4 ブレード モジュールから UCS スケーラビリティ ターミ
ネータを取り外します。スケーラビリティ ターミネータの取り外し, （38 ページ）を参照してく
ださい。

ステップ 2

モジュールがまだ取り付けられていない場合は、アップグレード キットからスロット 5 に UCS
B260 M4 ブレード モジュールを取り付けます。

ステップ 3

スロット 7 とスロット 5 にブレード モジュールを接続するために UCS スケーラビリティ コネク
タを使用します。スケーラビリティ コネクタの取り付け, （39 ページ）を参照してください。

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

はじめる前に
Cisco UCS Manager を使用してブレード サーバを停止し、サーバをオフラインにします。
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Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバへのアップグレード
スケーラビリティ コネクタの取り付け

手順
ステップ 1

UCS スケーラビリティ ターミネータの前面にある取り付けネジを完全に緩めます。次の図の 1 を
参照してください。

ステップ 2

UCS スケーラビリティ ターミネータの前面にある両方のイジェクト レバーを開きます。次の図の
2 を参照してください。

ステップ 3

イジェクト レバーを開いたまま、ブラケットから UCS スケーラビリティ ターミネータを引き出
し、ブレード サーバから取り外します。次の図の 3 を参照してください。

ステップ 4

取り外した UCS スケーラビリティ ターミネータは、静電気防止マットまたは静電気防止材の上に
置きます。
図 25：スケーラビリティ ターミネータの取り外し

スケーラビリティ コネクタの取り付け
UCS スケーラビリティ コネクタを 2 つの UCS スケーラブル M4 ブレード モジュールに取り付け、
UCS B460 M4 ブレード サーバを構成します。
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Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバへのアップグレード
スケーラビリティ コネクタの取り付け

手順
ステップ 1

UCS スケーラビリティ コネクタの前面にあるイジェクト レバーを開きます。次の図の 1 を参照し
てください。

ステップ 2

イジェクト レバーを開いたままで、4 つのガイド ポストをブラケットの穴に合わせ、カチッとは
まるまで UCS スケーラビリティ コネクタを押し込みます。番号 2 を参照してください。

ステップ 3

イジェクト レバーを閉じます。

ステップ 4

UCS スケーラビリティ コネクタの前面にある取り付けネジを締めます。番号 3 を参照してくださ
い。

ステップ 5

Cisco UCS Manager を使用してブレード サーバの電源をオンにし、再設定します。
図 26：UCS スケーラビリティ コネクタの取り付け
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付録

A

技術仕様
この章の内容は、次のとおりです。
• 物理仕様, 41 ページ

物理仕様
表 6： Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ

仕様

値

高さ

1.95 インチ（49.5 mm）

幅

16.50 インチ（419.1 mm）

奥行

647.7 mm（25.5 インチ）

重量

34.5 ポンド（15.65 kg）
ここに示されているシステム重量は、フル構成
のシステム用の見積もりであり、搭載されてい
るペリフェラル デバイスによって異なります。

表 7： Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ

仕様

値

高さ

102.6 mm（4.04 インチ）

幅

16.50 インチ（419.1 mm）

奥行

647.7 mm（25.5 インチ）
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技術仕様
物理仕様

仕様

値

重量

30.5 kg（67.4 ポンド）
ここに示されているシステム重量は、フル構成
のシステム用の見積もりであり、搭載されてい
るペリフェラル デバイスによって異なります。
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