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Cisco UCS S3260シャーシ
Cisco UCS Managerリリース 4.0(1)では、Cisco UCS 6454 Fabric Interconnectで Cisco UCS S3260
シャーシがサポートされています。

Cisco UCSManagerリリース 3.1(2)では、Cisco UCS 6300シリーズの Cisco UCS S3260シャーシ
のサポート、6200シリーズファブリックインターコネクト設定が導入されました。

CiscoUCSS3260シャーシは、スタンドアロン環境でも、またはCiscoUnifiedComputingSystem
の一部としてでも動作するように設計された、4Uシャーシです。次の主要なコンポーネント
があります。

• 4つの 1050 W AC電源モジュール（2 + 2共有および動作の冗長モード）

• 2つのシステム I/Oコントローラ（SIOC）スロット

• 2つのストレージスロット、そのうちの 1つは拡張ストレージに使用可能

シャーシの 2番目のサーバスロットは、追加の 4台の 3.5インチ
ドライブ用の HDD拡張トレイモジュールで利用できます。

（注）

• 2番目のサーバの代わりに、オプションの 4台の 3.5インチ HDD拡張トレイモジュール
を含む 56個の 3.5インチドライブベイ

• 6TB HDDを使用した最大 360TBのストレージ容量
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•個々のサーバモジュールに3.5インチドライブを割り当てるように設定できるシリアル接
続 SCSI（SAS）エクスパンダ

•シャーシの 2台のサーバは、IOエクスパンダを含む 1台のダブルハイトサーバと交換可
能です

シャーシの認識
シャーシをファブリックインターコネクトに接続するポートを変更した場合は、次の手順を実

行します。Cisco UCS Managerがポートの変更を認識していることをシャーシに確認します。

シャーシをファブリックインターコネクトに接続するポートを変更した後、少なくとも1分間
待ってからシャーシを再確認します。

手順の概要

1. UCS-A# acknowledge chassis シャーシ番号

2. UCS-A* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定シャーシを認識します。UCS-A# acknowledge chassis シャーシ番号ステップ 1

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A* # commit-bufferステップ 2

例

次の例では、シャーシ 3を認識し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# acknowledge chassis 3
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシの稼働中止

手順の概要

1. UCS-A# decommission chassis シャーシ番号

2. UCS-A* # commit-buffer
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシを解放します。UCS-A# decommission chassis シャーシ番号ステップ 1

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A* # commit-bufferステップ 2

稼働が停止するまでには、数分間かかります。

例

次の例では、シャーシ 2を解放し、トランザクションをコミットします。
UCS-A# decommission chassis 2
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A # show chassis

Chassis:
Chassis Overall Status Admin State
---------- ------------------------ -----------

1 Operable Acknowledged
2 Accessibility Problem Decommission

UCS-A #

シャーシの削除

始める前に

次の手順を実行する前に、シャーシを物理的に取り外します。

現在、物理的にシステムに存在する場合、シャーシを削除できません。（注）

手順の概要

1. UCS-A# remove chassis シャーシ番号

2. UCS-A* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシを削除します。UCS-A# remove chassis シャーシ番号ステップ 1

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A* # commit-bufferステップ 2
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削除が完了するまでに数分かかる場合があります。

例

次に、シャーシ 3を削除し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# remove chassis 3
UCS-A* # commit-buffer
UCS-A #

シャーシのロケータ LEDの電源投入

手順の概要

1. UCS-A# scope chassis シャーシ番号

2. UCS-A /chassis # enable locator-led [multi-master |multi-slave]
3. UCS-A /chassis* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始します。UCS-A# scope chassis シャーシ番号ステップ 1

シャーシロケータ LEDの電源を投入します。UCS-A /chassis # enable locator-led [multi-master |
multi-slave]

ステップ 2

• multi-master：マスターノードのみに対して
LEDを点灯します。

• multi-slave：スレーブノードのみに対してLED
を点灯します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /chassis* # commit-bufferステップ 3

例

次に、シャーシ 3のロケータLEDの電源を投入し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope chassis 3
UCS-A /chassis # enable locator-led
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #

次に、マスタノードのロケータ LEDのみをオンにし、トランザクションをコミット
する例を示します。
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UCS-A# scope chassis 3
UCS-A /chassis # enable locator-led multi-master
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #

シャーシのロケータ LEDの電源切断

手順の概要

1. UCS-A# scope chassis シャーシ番号

2. UCS-A /chassis # disable locator-led [multi-master |multi-slave]
3. UCS-A /chassis* # commit-buffer

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

指定したシャーシでシャーシモードを開始します。UCS-A# scope chassis シャーシ番号ステップ 1

シャーシロケータ LEDの電源を切断します。UCS-A /chassis # disable locator-led [multi-master |
multi-slave]

ステップ 2

• multi-master：マスターノードのみに対して
LEDを消灯します。

• multi-slave：スレーブノードのみに対してLED
を消灯します。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /chassis* # commit-bufferステップ 3

例

次に、シャーシ 3のロケータLEDの電源を切断し、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope chassis 3
UCS-A /chassis # disable locator-led
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #

次に、マスタノードのロケータ LEDをオフにし、トランザクションをコミットする
例を示します。

UCS-A# scope chassis 3
UCS-A /chassis # disable locator-led multi-master
UCS-A /chassis* # commit-buffer
UCS-A /chassis #
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