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, 1 ページ
• ブレード サーバのカバーの取り外し, 3 ページ
• 内部コンポーネント, 4 ページ
• 診断ボタンと LED, 5 ページ
• CPU およびヒート シンクの取り外し, 6 ページ
• 新しい CPU およびヒート シンクの取り付け, 8 ページ
• メモリの取り付け, 12 ページ
• 仮想インターフェイス カード アダプタ, 17 ページ
• アダプタ カードの取り付け, 18 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, 19 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 1：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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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 2：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
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 3：ブレード サーバの内部図
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（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 4：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 5：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 6：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 7：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 8：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 9：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 10：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 11：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。
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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 12：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 13：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 1：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 14：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 15：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。

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
17

ブレード サーバの保守
アダプタ カードの取り付け

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 16：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 17：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 2：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 18：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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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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