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 Ｗebコンソール機能の使い方

44

 ここではWebコンソール機能について説明します。

Webブラウザの以下の項目は有効になっていますか？
－ Cookie
－ JavaScript

本機能は、これらを使用しますので、本機能をご利用いただく際には、上記の
項目を「有効」にしてください。

EMカードのIPアドレス、またはEMカードが管理しているブレード等のIPアド
レスは，「信頼済みサイト」に登録されていないと使用できない場合がありま
す。Webブラウザの「信頼済みサイト」へ登録を行ってください。

チェック



220　
Webコンソール機能を使用するために、初めに管理用コンソール（パーソナルコンピュータ
など）をマネージメントネットワークポートに接続してください。

アクティブEMのフローティングIPを用いた以下のURLから、EMカードのWebコンソールに
アクセスできます。

URL: https://<ActiveEM Floating IP Address>/index.html

ログイン／ログアウト
ログイン

前記のURLにWebブラウザからアクセスすると、下記に示すようなログイン画面が表示され
ます。

接　続

マネジメントネットワークの接続は、EMカード前面のマネジメントLANコネ
クタを接続してください。EMカードを二重化してご利用の場合は、双方のEM
カードにそれぞれ接続してください。

重要

 デフォルトのIPアドレスの場合

https://192.168.1.8/index.html

 セキュリティ上、上記のようにSSLを使うことを推奨します。SSLが利
用できない環境においては、“http:”でアクセスすることも可能です。

ヒント

ログインと基本操作
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ユーザ名、パスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックしてください。
ユーザ名とパスワードの確認後、ログインします。
不一致の場合は、ログインできません。
「スタンバイEMカード」をクリックすると、スタンバイEMカードへのログイン画面が表示さ
れます。

同様にユーザ名、パスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックしてください。

ログアウト

ログアウトすると、下記の画面が表示されます。

「ログインページへ」をクリックすると、ログインページに移行します。

ユーザ名／パスワードに関しては、3章を参照ください。
ヒント
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画面の構成
画面の構成は、ヘッダ部、コンテンツ部、フッタ部の3つの構成要素となります。

画面名称

各部の名称は、下図の通りです。

① ヘッダ部
①-1 メニューバー
①-2 ブレード収納ユニット名
①-3 ユーザ名/ユーザ権限

② コンテンツ部
②-1 タイトル
②-2 タブ

③ フッタ部
③-1 コピーライト
③-2 EMカードが持つ現在時刻

③-1

①-1

②

②-1

②-2

③

①

①-2

③-2

①-3
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基本操作
機能項目の選択

メニューバーの各項目をクリックすると、選択した機能項目の内容がコンテンツ部に表示され
ます。

機能項目内での選択

タブをクリックすることで、表示中の機能項目内で表示内容を変えることができます。
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Webコンソール機能には、ユーザアカウントのアクセス権限ごとにページへのアクセスと表
示内容に制限を設けています。アクセス権限の一覧を以下に示します。

アクセス権限の一覧

大項目 小項目 ADMINIST
RATOR

OPERATO
R

USER

ステータス一覧 CPUブレード 可*1 可*1 可*1

スイッチモジュール 可*2 可*2 可*2

ブレード収納ユニット 可 可 可

EMカード 可 可 可

電源ユニット 可*3 可*3 可*3

FANユニット 可*3 可*3 可*3

iStorage 可*3 可*3 可*3

ステータス詳細 CPUブレード 可*1 可*1 可*1

スイッチモジュール 可*2 可*2 可*2

ブレード収納ユニット 可*4 可*4 可*5

EMカード 可 可 可

電源ユニット 可*3 可*3 可*3

FANユニット 可*3 可*3 可*3

ラック情報 収納ユニット一覧 可 可 可

ブレード収納ユニット間接
続設定

可*3 可*3 不可

電力情報 CPUブレード 可*1 可*1 可*1

スイッチモジュール 可*2 可*2 可*2

入力電力 可 可 可

管理電力 可 可 可

電源ユニット 可*3 可*3 可*3

FANユニット 可*3 可*3 可*3

製品情報 CPUブレード 可*1 可*1 可*1

スイッチモジュール 可*2 可*2 可*2

ブレード収納ユニット 可 可 可

EM 可 可 可

電源ユニット 可*3 可*3 可*3

FANユニット 可*3 可*3 可*3

iStorage 可*3 可*3 可*3
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環境設定(参照) ネットワーク 可*3 可*3 可*3

電源管理 可 可 可

ラック 可 可 可

ブレード収納ユニット 可 可 可

DianaScope 可*3 可*3 不可

ブレードブートディレイ 可*1 可*1 可*1

ブレード優先度 可*1 可*1 可*1

スイッチモジュール 可*2 可*2 可*2

SNMP 可*3 可*3 可*3

FANユニット 可*3 可*3 可*3

iStorage 可*3 可*3 可*3

外部認証 可 可 可

その他 可 可 可

環境設定(設定) ネットワーク 可*3 可*3 不可

電源管理 可*3 可*3 不可

ラック 可*3 可*3 不可

ブレード収納ユニット 可*3 可*3 不可

DianaScope 可*3 可*3 不可

ブレードブートディレイ 可*1 可*1 不可

ブレード優先度 可*1 可*1 不可

スイッチモジュール 可*2 可*2 不可

SNMP 可*3 可*3 不可

FANユニット 可*3 可*3 不可

iStorage 可*3 可*3 不可

外部認証 可*3 不可 不可

その他 可*3 不可 不可

設定バックアップ 可*3 不可 不可

設定リストア 可*3 不可 不可

設定の初期化 可*3 不可 不可

スイッチ設定（参照） 可*2 可*2 可*2

スイッチ設定（設定） 可*2 可*2 不可

時刻設定(参照) 可 可 可

時刻設定(設定) 可*3 可*3 不可

E-Mail通報設定
(参照) 

可 可 可

大項目 小項目 ADMINIST
RATOR

OPERATO
R

USER
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*1: ブレードアクセス権が必要
*2: スイッチモジュールアクセス権が必要
*3: EMカードアクセス権が必要
*4: IDランプの点灯・消灯にはEMカードアクセス権が必要
*5: IDランプの点灯・消灯は不可
*6:ユーザー名"Administrator"（工場出荷時のユーザ名）のみアクセス可能

E-Mail通報設定
(設定)

可*3 可*3 不可

ブレード間電源連動設定 可*6 不可 不可

診断(参照) FAN診断 可*3 可*3 可*3

診断(実行) FAN診断 可*3 可*3 不可

ブートコンフィグ選択(参照) 可*1 可*1 可*1

コンフィグ選択 可*1 可*1 可*1

詳細 可*1 可*1 可*1

結果詳細 可*1 可*1 可*1

ブートコンフィグ選択(設定) 可*1 可*1 不可

ブートコンフィグ設定(参照) 可 可 可

スマートパネル設定 可*2 可*2 不可

ブートコンフィグ設定(設定) 可 可 不可

スマートパネル設定 可*2 可*2 不可

NASブレード接続情報 可*6 不可 不可

vIO情報一覧 可*1 可*1 可*1

パスワード設定 ユーザ 可 可 可

SIGMABLADEモニター 可*3 不可 不可

DianaScope 可*3 可*3 不可

NASブレード 可*6 不可 不可

ログ管理 可*3 不可 不可

アップデート EMファームウェア
アップデート

可*3 不可 不可

EMファームウェア
レビジョン同期

可*3 不可 不可

EMカードについて 可 可 可

スイッチオーバ 可*3 不可 不可

大項目 小項目 ADMINIST
RATOR

OPERATO
R

USER
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メニューバーの「ステータス表示」をクリックすると、システムの構成モジュールの状態表示
画面に移行します。

ステータス表示一覧
「ステータス」の「一覧」画面では、以下のように、ブレード、スイッチモジュール、ブレー
ド収納ユニット、EMカード、電源ユニット、FANユニット、および接続iStorageの状態を一
覧表示します。

システムの状態表示

ログインに成功し、最初に表示されるのが、システムステータスの一覧表示画
面です。ヒント

リロードボタン

表示情報は自動では更新されませんので、最新情報を表示させる場合は、「リ
ロード」ボタンをクリックしてください。ヒント
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CPUブレードの一覧表示
CPUブレードの一覧表示は、下図のようになります。
左から、搭載位置、ブレード名、STATUSランプの状態、電源状態、IDランプの状態、実装
状態、およびEXPRESSSCOPEエンジンのIPアドレスが表示されます。また、その隣には、
EXPRESSSCOPEエンジンのリモートマネジメント機能へのリンク、および詳細情報表示へ
の切り替えボタンが並びます。

「HTTP」、「HTTPS」ボタンをクリックすると、そのCPUブレードのEXPRESSSCOPEエン
ジンのリモートマネジメント機能のWebページが別ウインドウで起動されます。
「telnet」リンクをクリックすると、そのCPUブレードのEXPRESSSCOPEエンジンのコマン
ドラインコンソールが別ウインドウで起動されます。

「詳細」ボタンをクリックすると、そのCPUブレードの詳細情報を表示します。
CPUブレードの詳細情報表示については、後述します。

EXPRESSSCOPEエンジンのリモートマネジメント機能の詳細については、
「EXPRESSSCOPEエンジン ユーザーズガイド」をご参照ください。チェック

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6 、およびMozilla FireFox 2.0ではデフォ
ルト設定で使用できることを確認しております。
telnet機能がサポートされていない場合は、telnetリンクをクリックしても、
EXPRESSSCOPEエンジンのコマンドラインコンソールは利用できません。
telnet機能のサポート有無については、「EXPRESSSCOPEエンジンユーザー
ズガイド」をご参照ください。

ヒント

Express5800/120Bb-m6のような 2スロットを占有する CPUブレード
を実装した場合、スロット番号が最も小さい箇所以外では「未実装」と表示さ
れます。

重要
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スイッチモジュールの一覧表示
スイッチモジュールの一覧表示は、下図のようになります。
左から、搭載位置、スイッチモジュール名、STATUSランプの状態、IDランプの状態、実装
状態、スイッチモード、およびスイッチモジュールのマネジメント用のIPアドレスが表示され
ます。また、その隣には、マネジメント機能へのリンク、および詳細情報表示への切り替えボ
タンが並びます。

「HTTP」ボタンをクリックすると、そのスイッチモジュールのマネジメント機能のWebペー
ジが別ウインドウで起動されます。
「telnet」リンクをクリックすると、そのスイッチモジュールのコマンドラインコンソールが
別ウインドウで起動されます。

「詳細」ボタンをクリックすると、そのスイッチモジュールの詳細情報を表示します。
スイッチモジュールの詳細情報表示については、後述します。

スイッチモジュールのマネージメント用のLANインターフェースで、WEB機
能サポートされていない場合は、[HTTP]ボタンは表示されません。また、
telnet機能がサポートされていない場合は、telnetリンクをクリックしても別
ウインドウが起動されるだけで、スイッチモジュールのコマンドラインコン
ソールは表示されません。

スイッチモジュールのマネジメント機能の詳細については、各スイッチモ
ジュールのユーザーズガイドをご参照ください。

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6 、およびMozilla FireFox 2.0ではデ
フォルト設定で使用できることを確認しております。

チェック

2スロットを占有する スイッチモジュールを実装した場合、実装した右側のス
ロットの表示は「未実装」と表示されます。重要

スイッチモードは、モード切替機能を持つスイッチモジュールを搭載した場合
にのみ表示されます。
モード切替機能を持たない場合は、“------”と表示されます。

ヒント
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ブレード収納ユニットの一覧表示
ブレード収納ユニットの一覧表示は、下図のようになります。
左から、ラック名、ブレード収納ユニット名(エンクロージャ名)、STATUSランプの状態、電
源状態、IDランプの状態、およびアクティブEMのIPアドレスが表示されます。また、その隣
には、アクティブEMのコマンドラインコンソールへのリンク、および詳細情報表示への切り
替えボタンが並びます。

「telnet」リンクをクリックすると、アクティブEMのコマンドラインコンソールが別ウインド
ウで起動されます。

「詳細」ボタンをクリックすると、ブレード収納ユニットの詳細情報を表示します。ブレード
収納ユニットの詳細情報表示については、後述します。

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6 、およびMozilla FireFox 2.0ではデフォ
ルト設定で使用できることを確認しております。

ヒント



Ｗeb コンソール機能の使い方　231
EMカードの一覧表示
EMカードの一覧表示は、下図のようになります。
左から、搭載位置、STATUSランプの状態、ACTIVEランプの状態、IDランプの状態、実装
状態、およびEMカードのフローティングIPアドレスが表示されます。また、その隣には、現
在接続中のEMとは逆側のEMのWebコンソールへのリンク、および各EMカードのコマンドラ
インコンソールへのリンクと詳細情報表示への切り替えボタンが並びます。

「HTTP」、「HTTPS」ボタンをクリックすると、そのEMカードのWebコンソールが別ウイン
ドウで起動されます。
「telnet」リンクをクリックすると、そのEMカードのコマンドラインコンソールが別ウインド
ウで起動されます。

「詳細」ボタンをクリックすると、そのEMカードの詳細情報を表示します。EMカードの詳細
情報表示については、後述します。

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6 、およびMozilla FireFox 2.0ではデフォ
ルト設定で使用できることを確認しております。

ヒント



232　
電源ユニットの一覧表示
電源ユニットの一覧表示は、下図のようになります。
前段にシステムとしての電源制御の情報を表示し、後段に個々の電源ユニットの情報を表示し
ます。
前段には、左から、電源の冗長モード、電源の制御ポリシー、および電源の冗長状態が表示さ
れます。また、その隣には詳細情報表示への切り替えボタンが並びます。
後段には左から搭載位置、STATUSランプの状態、および実装状態が表示されます。また、そ
の隣には詳細情報表示への切り替えボタンが並びます。

「詳細」ボタンをクリックするとその電源ユニットの詳細情報を表示します。
電源ユニットの詳細情報表示については、後述します。
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FANユニットの一覧表示
FANユニットの一覧表示は、下図のようになります。
前段にシステムとしてのFAN制御の情報を表示し、後段に個々のFANユニットの情報を表示
します。前段には、左からFANの冗長モード、FANの制御ポリシー、およびFANの冗長状態
が表示されます。また、その隣には詳細情報表示への切り替えボタンが並びます。
後段には、左から搭載位置、FANユニットの状態、および実装状態が表示されます。また、そ
の隣には詳細情報表示への切り替えボタンが並びます。

「詳細」ボタンをクリックすると、FANユニットの詳細情報を表示します。FANユニットの詳
細情報表示については、後述します。
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iStorageの一覧表示
EMカードでiStorage管理を行う場合、EMカードの管理下にあるiStorageの一覧表示は、下
図のようになります。
左から、装置名、シリアル番号、状態、IPアドレスが表示されます。また、IPアドレス欄に
は、IPアドレスと接続状態が表示され、その隣にiStorageのWEBコンソールへのリンクボタ
ンが並びます。

 この画面に iStorageの情報を表示させるためには、iStorageに直接設定した
IPアドレスをEMカードに認識させる必要があります。EMカードの設定に
ついては、「環境設定」の章を参照ください。iStorage側の設定に関しては、
iStorageのマニュアルを参照ください。

 サポート対象のiSCSI装置については、弊社営業までお問い合わせくださ
い。

ヒント
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CPUブレードの詳細情報
CPUブレードの一覧表示画面で、「詳細」ボタンをクリックすると、以下のような詳細情報画
面に移行します。
タブには、搭載位置が表示されます。タブをクリックすることで、詳細表示するCPUブレー
ドを切り替えることができます。
表示内容は、上から、一般情報、ブレード装置情報、標準LAN情報、メザニンカード情報です。

一般情報にはブレード名、サイズ、タイプ、ファームウェアリビジョン、STATUSランプの
状態、POWERランプの状態、仮想LCDの表示、IDランプの状態、およびEXPRESSSCOPE
エンジンのIPアドレスが表示されます。

IDランプの行の「オン」ボタン、「オフ」ボタンをクリックすることで、このCPUブレード上
のIDランプを操作することができます。

「HTTP」、あるいは「HTTPS」ボタンをクリックすると、このCPUブレード上の
EXPRESSSCOPEエンジンのWebページが別ウインドウで起動されます。
「telnet」リンクをクリックすると、そのCPUブレードのEXPRESSSCOPEエンジンのコマン
ドラインコンソールが別ウインドウで起動されます。

BMC SEL の行の「取得」ボタンをクリックすると、このブレードのIPMIログを取得し、管
理PC上のファイルに保存することができます。IPMIログは、EXPRESSSCOPEエンジン上の
ログです。

システムの詳細情報表示

EXPRESSSCOPEエンジンについては、「EXPRESSSCOPEエンジン ユー
ザーズガイド」をご参照ください。チェック
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ブレード装置情報には、筐体情報、ボード情報、製品情報を表示します。
これらは、ブレードの保守交換部品情報(FRU)になります。

標準LAN情報には、ボード情報、MAC/WWN情報を表示します。
また、一部の標準LAN装置では、製品情報も表示されます。
これらは、当該ブレード上の標準LAN装置の保守交換部品情報(FRU)になります。

また、ブート制御画面でvIO機能を有効にした場合、MAC/WWN情報バーにvIO情報一覧画面
へのリンク[vIO情報]を表示します。

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6、およびMozilla Firefox 2.0では、デフォ
ルト設定で使用できることを確認しております。
telnet機能がサポートされていない場合は、telnetリンクをクリックしても、
EXPRESSSCOPEエンジンのコマンドラインコンソールは利用できません。
telnet機能のサポート有無については、「EXPRESSSCOPEエンジンユーザー
ズガイド」をご参照ください。

ヒント

 ブレード装置情報と同じボード情報を持つ標準LAN装置は、ボード情報
を省略します。

 下記以外のCPUブレードの標準LAN装置で製品情報が表示されます。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、B120a、
B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h、B120d、B120d-
h、B110d、B120e、B120e-h

チェック
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MAC/WWN情報バーの[+]ボタンをクリックすると、MAC/WWN情報の一覧を表示します。

メザニンカード情報には、ボード情報、製品情報、MAC/WWN情報を表示します。
これらは、当該ブレード上のメザニン拡張スロット(メザニンスロット)に搭載されているメザ
ニンカードの保守交換部品情報(FRU)になります。
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標準LAN装置情報と同様に、MAC/WWN情報バーの[+] ボタンをクリックすると、MAC/
WWN情報の一覧を表示します。
また、ブート制御画面でvIO機能を有効にした場合、MAC/WWN情報バーにvIO情報一覧画面
へのリンク[vIO情報]を表示します。

NICを搭載したメザニンスロットについては、MAC/WWN情報の下にMACアドレス情報を表
示します。また、FCカードを搭載したメザニンスロットについては、MAC/WWN情報の下
にWWPN情報を表示します。
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スイッチモジュールの詳細情報
スイッチモジュールの一覧表示画面で、「詳細」ボタンをクリックすると以下のようなスイッ
チモジュールの詳細情報画面に移行します。
タブには、搭載位置が表示されます。タブをクリックすることで、詳細表示するスイッチモ
ジュールを切り替えることができます。
表示内容は、上から、一般情報、装置情報です。

一般情報には、スイッチモジュール名、サイズ、STATUSランプの状態、電源状態、CPUフォ
ルト状態、温度状態、IDランプの状態、スイッチモジュールのマネージメント機能のIPアドレ
ス、およびスイッチモードが表示されます。

IDランプの行の「オン」ボタン、「オフ」ボタンをクリックすることで、このスイッチモジュー
ル上のIDランプを操作することができます。

「HTTP」ボタンをクリックすると、このスイッチモジュール上のマネジメント用のWebペー
ジが別ウインドウで起動されます。
「telnet」リンクをクリックすると、そのスイッチモジュールのコマンドラインコンソールが
別ウインドウで起動されます。

スイッチモジュールのマネジメント用LANインターフェースで、WEB機能が
サポートされていない場合は、[HTTP]ボタンは表示されません。
また、telnet機能がサポートされていない場合は、telnetリンクをクリックし
ても別ウインドウが起動されるだけで、スイッチモジュールのコマンドライン
コンソールは表示されません。

スイッチモジュールについては、各スイッチモジュールのユーザーズガイドを
ご参照ください。

チェック

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6、およびMozilla Firefox 2.0では、デフォ
ルト設定で使用できることを確認しております。

ヒント
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装置情報には、ボード情報、製品情報が表示されます。
これらは、当該スイッチモジュールの保守交換部品情報(FRU)の内容になります。
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ブレード収納ユニットの詳細情報
ブレード収納ユニットの一覧表示画面で、「詳細」ボタンをクリックすると以下のようなブレー
ド収納ユニットの詳細情報画面に移行します。
タイトル欄に「ブレード収納ユニット名(エンクロージャ名)」が表示されます。
表示内容は上から一般情報、ミッドプレーンの装置情報、EMトレイの装置情報、およびコネ
クタボードの装置情報です。

一般情報にはラック名、ブレード収納ユニット名(エンクロージャ名)、ブレード収納ユニット
のタイプ、高さ、幅、奥行き、STATUSランプの状態、電圧状態、POWERランプの状態、仮
想LCDの表示、IDランプの状態、アクティブEMのIPアドレス、およびEMトレイ上の各種電
圧が表示されます。

IDランプの行の「オン」ボタン、「オフ」ボタンをクリックすることで、SIGMABLADEモニ
ター上のIDランプを操作することができます。
「telnet」リンクをクリックすると、アクティブEMのコマンドラインコンソールが別ウインド
ウで起動されます。

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6、およびMozilla Firefox 2.0では、デフォ
ルト設定で使用できることを確認しております。

ヒント



242　
ミッドプレーンの装置情報には筐体情報、ボード情報、製品情報が表示されます。
これらは、当該ブレード収納ユニットのミッドプレーンの保守交換部品情報(FRU)の内容にな
ります。

EMトレイの装置情報には、ボード情報が表示されます。
これらは、当該ブレード収納ユニットのEMトレイの保守交換部品情報(FRU)の内容になりま
す。
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EMカードの詳細情報
EMカードの一覧表示画面で、「詳細」ボタンをクリックすると以下のようなEMカードの詳細
情報画面に移行します。
タブをクリックすることで、詳細表示するEMカードを切り替えることができます。
表示内容は、上から、一般情報、装置情報です。

一般情報には搭載位置、STATUSランプの状態、ACTIVEランプの状態、ファームウェアリ
ビジョン、IDランプの状態、およびEMカードのフローティングIPアドレスを表示します。

IDランプの行の「オン」ボタン、「オフ」ボタンをクリックすることで、そのEMカードのID
ランプを操作することができます。

「HTTP」、あるいは「HTTPS」ボタンをクリックすると、このEMカード上のWebコンソール
が別ウインドウで起動されます。

「telnet」リンクをクリックすると、そのＥＭカードのコマンドラインコンソールが別ウイン
ドウで起動されます。

自EMカードの情報の場合は、上記のサンプル画面のように「HTTP」ボタン、
「HTTPS」ボタンは 表示されません。ヒント

telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様や設
定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6、およびMozilla Firefox 2.0では、デフォ
ルト設定で使用できることを確認しております。

ヒント
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装置情報にはボード情報と製品情報が表示されます。
これらは、当該EMカードの保守交換部品情報(FRU)の内容になります。
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電源ユニットの詳細情報
電源ユニットの一覧表示画面で「詳細」ボタンをクリックすると、以下のような電源ユニット
の詳細情報画面に移行します。
表示内容は、前段にシステムとしての電源制御の情報を表示し、後段に個々の電源ユニットの
情報として、一般情報と装置情報を表示します。
タブには、搭載位置が表示されます。タブをクリックすることで、詳細表示する電源ユニット
を切り替えることができます。

前段には左から電源の冗長モード、制御ポリシー、冗長状態、電源全体の状態、および入力電
圧を表示します。
後段の一般情報には搭載位置、電源ユニットの状態、ピーク電力、素子温度、各種電圧、およ
び電源ユニット内FANの回転速度を表示します。

装置情報には、製品情報が表示されます。
これらは、当該電源ユニットの保守交換部品情報(FRU)の内容になります。
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FANユニットの詳細情報
FANユニットの一覧表示画面で「詳細」ボタンをクリックすると、以下のようなFANユニッ
トの詳細情報画面に移行します。
表示内容は、前段にシステムとしてのFAN制御の情報を表示し、後段に個々のFANユニット
の情報として、一般情報と装置情報を表示します。
タブには、搭載位置が表示されます。タブをクリックすることで、詳細表示するFANユニッ
トを切り替えることができます。

前段には左からFANの冗長モード、制御ポリシー、冗長状態、およびFAN全体の状態を表示
します。
後段の一般情報には搭載位置、FANユニットの状態、フロント側FANの回転速度、リア側FAN
の回転速度、FANユニット内の電圧、および電流を表示します。

装置情報にはボード情報と製品情報が表示されます。
これらは、当該FANユニットの保守交換部品情報(FRU)の内容になります。
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各ブレード収納ユニットのEMカードは、ブレード収納ユニット間接続を介してラック情報を
共有します。

ブレード収納ユニット間接続の有効化
ブレード収納ユニット間接続が“無効”になっている状態で、メニューバーの「ラック情報」
をクリックすると以下のような画面が表示されます。

画面下の「ブレード収納ユニット間接続設定画面を開く」ボタンをクリックすると、次に示す
ような画面が表示されます。

ラック情報

初期状態でブレード収納ユニット間接続は“無効”になっております。
ブレード収納ユニット間接続をご使用になる場合は、ブレード収納ユニット背
面コネクタをLANケーブル（ストレート）で接続した後、ブレード収納ユニッ
ト間接続を“有効”にしてください。

ヒント
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上記画面の①に示す「ブレード収納ユニットの検出数」を確認してください。
ブレード収納ユニットの検出数が、実際に接続されているブレード収納ユニットの数と一致し
ている場合は、②に示す「有効にする」ボタンを押下してください。
各ブレード収納ユニット上のEMカード間で情報共有が開始されます。
情報共有に成功すれば、ブレード収納ユニット一覧に各ブレード収納ユニットの情報が表示さ
れます。

ブレード収納ユニットの検出数が、実際に接続されているブレード収納ユニットの数と一致し
ていない場合は、以下の内容を確認後、③に示す「リロード」ボタンをクリックし、再確認し
てください。

－ 全てのブレード収納ユニットの電源が入っているか

－ 全てのブレード収納ユニット間接続LANケーブル（ストレート）が正しく接続され
ているか

－ 全てのブレード収納ユニットのEMカードが、ブレード収納ユニット間接続に対応
しているか。

②

③

①

 ブレード収納ユニット間接続が有効な時に接続状態を変更(※)する場合
は、ブレード収納ユニット間接続を無効にしてからケーブル接続を変更
し、再度、ブレード収納ユニット間接続を有効にしてください。
本手順を実施せずにブレード収納ユニット間接続のケーブル接続を変更
してしまった場合についても、一度「有効にする」または「無効にす
る」ボタンを押下して、各EMカード内部に保持されているブレード収
納ユニット間接続情報を現状の接続状態に合わせて更新してください。

(※)  接続状態を変更とは、ブレード収納ユニットの増設/減設/位置変更
等により、ブレード収納ユニット間接続のLANケーブルの接続を変
更することです。

 EMカードを二重化していない状態でEMカードを交換すると、EMカー
ド内部に保持しているブレード収納ユニット間接続情報が失われます。
この場合も同様に、一度「有効にする」または「無効にする」ボタンを
押下して、各EMカード内部に保持されているブレード収納ユニット間
接続情報を現状の接続状態に合わせて更新してください。

重要
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ラック情報の表示
ブレード収納ユニット間接続が“有効”になっている状態で、メニューバーの「ラック情報」
をクリックすると、ブレード収納ユニット間接続を介して共有しているラック情報を表示する
画面に移行します。

表示する内容は、上段に共通部としてラック名とラックユニークID、中段にブレード収納ユ
ニット基本情報、下段にブレード収納ユニット電力情報です。

ブレード収納ユニット基本情報には、ブレード収納ユニット名、STATUSランプ、POWER
ランプ、IDランプ、 EMカードのIPアドレスが表示されます。

「HTTP」、あるいは「HTTPS」ボタンをクリックすると、そのブレード収納ユニット上のア
クティブEMのWebコンソールが別ウインドウで起動されます。
「telnet」リンクをクリックすると、そのブレード収納ユニット上のアクティブEMのコマンド
ラインコンソールが別ウインドウで起動されます。
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ブレード収納ユニット間接続を無効化したい場合は、「ブレード収納ユニット間接続設定画面
を開く」ボタンをクリックして、前述した「ブレード収納ユニット間接続設定画面」を開いて
ください。ブレード収納ユニット間接続設定画面の下の方にある「無効にする」ボタンをク
リックすると、接続されている全てのブレード収納ユニットに対して、ブレード収納ユニット
間接続が無効化されます。

ブレード収納ユニット電力情報には、ラック内の天井制御を行った際の状態が表示されます。
ラック全体の入力電力の上限値とラック全体の割り当て済み電力、および各ブレード収納ユ
ニットの割り当て上限値と割り当て済み電力です。右端の情報欄には、ラック内電力管理未対
応などの情報が表示されます。

 ブレード収納ユニット間接続を介して接続された各ブレード収納ユニッ
ト上のEMカードにおいて、ログインパスワードを同一に設定しておく
と、「HTTP」、あるいは「HTTPS」ボタンをクリックしただけで、その
EMカードのWebコンソールがパスワード入力無しに起動されます。ロ
グインパスワードが異なっている場合は、ログイン画面が起動されま
す。

 telnetリンクについては、管理用コンソールのOSやWEBブラウザの仕様
や設定によっては使用できない場合があります。
Windows XPのInternet Explorer Ver.6および、Mozilla Firefox 2.0では、
デフォルト設定で使用できることを確認しております。

ヒント

ブレード収納ユニット間接続設定画面で、[有効にする]または[無効にする]を
選択後、元の画面(ラック情報)に戻りますが、最新の情報を表示させる場合は
[リロード]ボタンをクリックしてください。
ただし、他のブレード収納ユニットから情報を集めてくるのにしばらく時間が
かかるため、全ての情報が表示されない場合があります。その場合は、数秒
待ってから再度[リロード]ボタンをクリックしてください。

重要
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 ラック内電力天井制御を行わない場合は、ラック全体の入力電力の上限
値は“制限しない”と表示されます。 

 ラック内電力天井制御利用時におけるラック全体で消費可能な最大電力
は、正常に動作している(正常に通信できる)ブレード収納ユニットの台
数に依存します。例えば、ラック内で3台のブレード収納ユニットを連
携させて“ラック全体の入力電力の上限値”を 6000Wと設定したケー
スにおいて、1台のブレード収納ユニットが OFF状態の場合、ON状態
の2台のブレード収納ユニットで消費可能な最大電力の合計は 
4000W(6000Wの2/3)までに制限されます。

ヒント
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メニューバーの「電力情報」をクリックすると、EMカードが管理するブレード収納ユニット
の電力情報を表示します。

入力電力: ブレード収納ユニット内の構成要素全体でシステムとして必要な入力電力に関
する情報です。

管理電力: EMカードが管理しているブレード収納ユニット内の全ての構成要素が使用する
消費電力に関する情報です。

電源: ブレード収納ユニット内に搭載されている電源ユニットの出力電力に関する情
報です。

ブレード: ブレード収納ユニット内に搭載されているブレードの消費電力に関する情報で
す。

スイッチモジュール: ブレード収納ユニット内に搭載されているスイッチモジュールの消
費電力に関する情報です。

FANユニット: ブレード収納ユニット内に搭載されているFANユニットの消費電力
に関する情報です。

電力情報

右上の「リロード」ボタンをクリックすると、最新情報で画面を書き換えます。
ヒント
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入力電力
ブレード収納ユニット内の構成要素全体でシステムとして必要な入力電力に関する情報です。

最大入力電力
当システムが許される最大の消費電力で動作した場合の必要入力電力です。ワット数で表示さ
れます。EMカードは、システムの消費電力が、ここに表示される入力電力以下に収まるよう
に最大消費電力管理を行います。

割り当て済み電力
システムが確保済みの消費電力で動作した際の必要入力電力です。ワット数で表示されます。

天井制御状態
システムの消費電力が、入力電力上限値の範囲内であるか否かを表示します。以下の内容が表
示されます。入力電力の上限値を設定していない場合は、“正常”と判断されます。

正常（グリーン点灯）： システムの消費電力は入力電力の上限値以内です。入力電力の
上限値を設定していない場合は、常に“正常”となります。

警告（アンバー点灯）： システムの消費電力が入力電力の上限値を超えています。

不明（消灯）： 天井制御の状態が不明です。

「環境設定」画面の「電源管理」で“入力電力の上限値”を指定した「ラック」
でラック全体の“入力電力の上限値”を指定した場合は、“ラック全体の入力
電力の上限値”からそのブレード収納ユニットに分配された電力値か、“ブ
レード収納ユニットの入力電力の上限値”のどちらか小さい方の値になりま
す。いずれの制限もない場合は、“-----”と表示します。

ヒント
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管理電力
EMカードが管理しているブレード収納ユニット内の全ての構成要素が使用する消費電力に関
する情報です。

最大消費電力
当システムが許される最大の消費電力です。前項の“最大入力電力”の値から電源の効率を考
慮して算出します。

割り当て済み電力
ブレード収納ユニット内の全ての構成要素に割り当て済みの電力です。

電源冗長状態
当ブレード収納ユニットに関する電源の冗長状態を表示します。
以下の内容が表示されます。
冗長（グリーン点灯）： 電力は冗長構成になっています。
冗長性低下（アンバー点灯）： 冗長構成は維持していますが、故障などで動作できなくなっ

た電源ユニットが存在します。
冗長性喪失（アンバー点灯）： 冗長性が失われています。
能力不足（レッド点灯）： 電力が足りない状態です。
不明（消灯）： 電源の冗長状態は不明です。

残電力
どの構成要素にも割り当ていない電力です。

 以下の関係になります。

“最大消費電力”＝“割り当て済み電力”＋“残電力”

 CPUブレードやスイッチモジュールなどが電源ONで電力を確保してい
る状態で、既に確保済みの電力を下まわる値を“入力電力の上限値”に
設定された場合、残電力がマイナス表示になります。その場合、電源
ONのブレードなどを電源OFFにした後、再度電源ONにしようとしても
「電力不足」で電源ONが抑止されます。“入力電力の上限値”の設定に
ついては、「環境設定」の章を参照してください。

ヒント
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電　源
ブレード収納ユニット内に搭載されている電源ユニットの出力電力に関する情報です。

供給可能電力
電源ユニット単体での最大出力電力です。

出力電力
電源ユニットが現在出力している電力です。

 複数台の電源ユニットを搭載した場合、２台目以降の電源ユニットは、
出力効率が低下します。従って、搭載されている全ての電源ユニットの
“供給可能電力”を足し合わせた値は、管理電力欄の“最大消費電力”
より大きな値となります。

 本項目は電源ユニットの持つFRU情報に書かれた値を表示します。
N8405-048 電源は AC100V 入力で利用しますので、ここに表示され
た値の半分程度の値が実際の供給可能電力になります。

ヒント
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ブレード
ブレード収納ユニット内に搭載されているブレードの消費電力に関する情報です。

利用可能電力
当該ブレードが利用するために確保した電力です。

消費電力
当該ブレードが現状消費している電力です。

電源ON要求への応答
当該ブレードが、EMカードに電力使用要求を出した際のEMカードからの応答状態です。以
下の内容が表示されます。

正常： 要求通りの電力（フルパワー）を確保できています。
正常（最適な電力）：要求通りの最適な電力を確保できています。
正常（省電力）：最大の要求より小さい値で電力を確保しています。
電力不足： 最低の要求電力でも確保できず、電源ONできていません。
冷却能力不足： ブレード収納ユニットの冷却能力が足りず、電源ONできていません。
E-Keyingエラー：ブレードとスイッチモジュールのIOポート間の関係が不正なため、電源ON

できていません。
処理中： 要求に対する処理中です。

利用可能電力は同一HW構成では同じ値を示しますが、下記のケースでは異な
る値を示す場合があります。

－ OSブート完了前と完了後
－ BIOSアップデート等を実施前と実施後

ヒント

 「利用可能電力」を「消費電力」が上回ることがありますが、一時的な
現象であれば、問題ありません。

 CPUブレードの負荷状況により、「利用可能電力」に比べて「消費電力」
が大幅に小さく表示される場合があります。

ヒント
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処理中(ブレード間電源連動) ：電源連動対象のＮＡＳブレードが電源ＯＮになるのを待ち合
　　　　　　わせています。

スイッチモジュール
ブレード収納ユニット内に搭載されているスイッチモジュールの消費電力に関する情報です。

利用可能電力
当該スイッチモジュールが利用するために確保した電力です。

FANユニット
ブレード収納ユニット内に搭載されているFANユニットの消費電力に関する情報です。

利用可能電力
当該FANユニットが利用するために確保した電力です。

消費電力
当該FANユニットが現状消費している電力です。
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メニューバーの「製品情報」をクリックすると、システムの構成モジュールの製品情報表示画
面に移行します。

製品情報表示一覧
製品情報の「一覧」画面では、以下のようにブレード、スイッチモジュール、ブレード収納ユ
ニット、EMカード、電源ユニット、FANユニット、iStorageの製品情報一覧を表示します。
また、ブレードに搭載された標準LAN装置、メザニンカードの情報も表示されます。

以下の内容が表示されます。

 モデル名

 型番

 バージョン

 号機番号

製品情報の表示

下記以外のCPUブレードで、標準LAN装置の製品情報が表示されます。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、B120a、
B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h、B120d、
B120d-h、B110d、B120e、B120e-h

チェック

右上の「リロード」ボタンをクリックすると、最新情報で画面を更新されます。
ヒント
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製品情報の保存

製品情報の保存をします。

製品情報の「一覧」画面で、「製品情報の保存」ボタンをクリックすると、ログファイルを保
存する場所を指定するためのダイアログが表示されます。保存場所とファイル名を決定してく
ださい。保存場所とファイルを確定すると、保存処理が実行されます。

保存される製品情報は、実際に画面で表示されているものと同一の内容となり
ます。アクセス制限により表示されていない情報は保存できません。ヒント
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EMカードから各CPUブレードに対して以下の設定を行うことができます。

－ ブレード優先度

－ BIOS設定

－ ブートデバイス

－ NIC Partitioning

－ 論理グループ割り当て

－ vIOコントロール機能

この機能を使用することで、BIOSセットアップメニューを使わずに iSCSIブートやPXEブー
トの指定をすることができます。

メニューバーの「ブート制御」をクリックすると、EMカードによるブート制御を行う画面に
移行します。

ブート制御

EMカードによるブート制御には、この機能に対応したCPUブレードとBIOS、
および、メザニンカードが必要です。ヒント

EMカードファームウェアRev.05.00以降で、B120a、B120a-d、AD106a
に対してブート制御機能をご利用の場合、BIOSは1025 以降をご使用くださ
い。ただし、BIOS 2029 未満には以下の制限事項があります。

【制限事項】
EMカードのブート制御にて iSCSIブートをご利用の際に、イニシエータパラ
メータ(IPアドレスなど)をDHCPサーバから受け取る機能が利用できません。

重要
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ブートコンフィグ選択
ブート制御画面のトップ画面としてブートコンフィグ選択画面が表示されます。「ブートコン
フィグ選択」タブをクリックすることでも表示できます。このページでは、あらかじめ作成済
みのブートコンフィグを選択／編集し、指定のブレードに設定を適用することができます。

表示内容

ブレードスロット毎に、搭載されているブレード種類(高さ、幅、I/Oブレード)、ブートコン
フィグ設定、および設定適用結果(成功／失敗／(再)起動してください、実行時刻)を表示しま
す。

ブートコンフィグ選択

ブレードスロット毎に、プルダウンメニューでブートコンフィグ設定を選択できます。

アスタリスクが付いているブートコンフィグが、当該ブレードスロットに適用されている設定
です。
通常のブートコンフィグは、ひとつのブレードスロットにだけ適用します。複数のブレードス
ロットに同じ設定を適用できるのは、特殊なブートコンフィグになります。

既に、あるブレードスロットに適用されている通常のブートコンフィグを選択した場合は、当
該ブートコンフィグを適用済みのブレードスロットと、当該ブレードスロットに適用されてい
る通常のブートコンフィグとを交換する形になります。

上図の例（ブレードスロット#5で選択）で、ブレード#2に適用されている“No.05 Legacy”
を選択すると、ブレードスロット#2についても、自動的にブレードスロット#5に適用されて
いる“No.07 HW-RAID”が選択された状態になります。

EMカードによるブート制御機能では、ブート制御情報を「ブートコンフィグ」
情報として管理します。ヒント
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ブートコンフィグ選択画面で、[リセット]ボタンをクリックすると、選択変更した内容を元に
戻します。

適用を行った後に、適用前の状態に戻すことではありません。
ヒント
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ブートコンフィグの詳細情報表示

ブートコンフィグを選択して [詳細]ボタンをクリックすると、下記に示すようなポップアッ
プウィンドウが開き、当該ブレードスロットの設定内容と選択したブートコンフィグの内容を
表示します。

選択したブートコンフィグの内容を変更する必要がない場合は、[閉じる]ボタンをクリックし
てください。
選択したブートコンフィグの内容を変更したい場合は、[編集]ボタンをクリックしてくださ
い。（編集についての説明は、後述します。）

画面中に「(*1)本機能サポート対象機器についてはEMカードユーザーズガイ
ドを参照してください。」と記載のある機能の対象機器は以下となります。

－ CPU ブレード
下記以外の機器がご利用可能です。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、
B120a、B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h

－ ライザーカード
下記の機器がご利用可能です。
N8403-062(F)、N8403-063(F)、N8403-064(F)、
N8403-081(F)、N8403-082(F)、N8403-083(F)、N8403-094(F)、 
N8403-095(F)、 N8403-096(F)

－ 拡張スロット用オプションカード(I/O カード)
下記の機器がご利用可能です。
N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-065(F)、N8403-067(F)、
N8403-084(F)、N8403-085(F)、N8403-097(F)、N8403-098(F)、
N8403-099(F)、N8403-100(F)

チェック
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ブートコンフィグ適用

ブートコンフィグ選択画面の[適用]ボタンをクリックすることで、ブレードスロットに選択し
たブートコンフィグを適用することができます。

上図の例では、ブレードスロット#2に“No.05 Legacy”が、ブレードスロット#5に
“No.07 HW-RAID”がそれぞれ適用されます。

 ブートコンフィグが選択され、アスタリスクが消えた状態になっている
ブレードスロットに対して、ブートコンフィグが適用されます。適用に
成功するとアスタリスクが付きます。

 [適用]ボタンをクリックして適用しただけでは、まだCPUブレードに設
定は反映されません。CPUブレードを起動(あるいはリブート)すること
でBIOSが設定を反映させます。

 適用を行った後に、[リセット]ボタンをクリックしても適用前の状態に
戻すことはできません。

 ブレード優先度のみを設定した場合、結果欄は“(再)起動してください”
のままとなりますが、設定は反映されておりますので問題ありません。

 ブートコンフィグ適用後にCPUブレードのBIOS設定をリセットした場
合は、一度defaultを適用し、その後再度ブートコンフィグを適用してく
ださい。

ヒント
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適用処理中は、以下の画面に移行します。

適用処理が終了すると以下の画面に移行します。

[戻る]ボタンをクリックすると、ブート制御画面の先頭に戻ります。
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ブートコンフィグ適用結果

ブートコンフィグ選択画面の右端に、ブレードスロット毎の結果が表示されます。

成功：
当該ブレードスロットに搭載されているCPUブレードに対してブートコンフィグの適用に成
功し、かつ、BIOSによる設定反映処理も全て成功した状態。

失敗：
当該ブレードスロットに搭載されているCPUブレードに対してブートコンフィグの適用に失
敗した状態。あるいは、適用には成功したが、BIOSによる設定反映処理でエラーとなった状態。

(再)起動してください：
当該ブレードスロットに搭載されているCPUブレードに対してブートコンフィグの適用に成
功したが、まだBIOSによる設定反映処理が実行されていない状態。
ブレード優先度、論理グループ割り当ての設定のみを適用した場合、“(再)起動してください”
となる場合がありますが、これらの設定は、BIOSによる設定反映処理に関わりなく、この状
態で反映されております。

結果欄の時刻表示は、BIOSが設定反映処理を実行した時刻を表しています。

 ここに表示される時刻は、EMカードが持つ時計による時刻です。

 CPUブレード未搭載のブレードスロットに対してブートコンフィグを適
用した場合、適用結果は表示されません。

ヒント
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ブートコンフィグ適用結果詳細

結果欄の[詳細]ボタンをクリックすると、以下に示すような設定内容毎の結果が表示されま
す。
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ブートコンフィグ設定
ブートコンフィグ設定タブをクリックすると、以下のようなブートコンフィグ設定画面が表示
されます。

プルダウンメニューからブートコンフィグを選択してください。
新規作成する場合には<No Data>を選択し、既存のブートコンフィグを編集する場合または
流用して別のブートコンフィグを作成する場合には、対象のブートコンフィグを選択してくだ
さい。
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プルダウンメニューからブートコンフィグを選択後、[詳細]ボタンをクリックすると、下記に
示すようなポップアップウィンドウが開き、選択したブートコンフィグの詳細内容が表示され
ます。

これを編集元としてブートコンフィグを編集する場合は、[編集]ボタンをクリックしてくださ
い。ブートコンフィグ設定編集ウィザード画面に移行します。

プルダウンメニューからブートコンフィグを選択後、[削除]ボタンをクリックすると、選択し
たブートコンフィグを削除することができます。
ただし、使用中のブートコンフィグは削除できません。

画面中に「(*1)本機能サポート対象機器についてはEMカードユーザーズガイ
ドを参照してください。」と記載のある機能の対象機器は以下となります。

－ CPU ブレード
下記以外の機器がご利用可能です。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、
B120a、B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h

－ ライザーカード
下記の機器がご利用可能です。
N8403-062(F)、N8403-063(F)、N8403-064(F)、
N8403-081(F)、N8403-082(F)、N8403-083(F)、N8403-094(F)、
N8403-095(F)、N8403-096(F)

－ 拡張スロット用オプションカード(I/O カード)
下記の機器がご利用可能です。
N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-065(F)、N8403-067(F)、
N8403-084(F)、N8403-085(F)、N8403-097(F)、N8403-098(F)、
N8403-099(F)、N8403-100(F)

チェック



270　
ブートコンフィグ設定編集ウィザード

ブートコンフィグ設定編集ウィザードでは、ブートコンフィグとして、ブートデバイスの指定
や論理グループ割り当て、電力管理の優先度などを指定していきます。
ウィザード画面の共通ボタンとして、以下の3つがあります。

[戻る]ボタン： 前画面に戻ります。基本設定画面以降、元画面で編集操作した内
容は保持されます。

[キャンセル]ボタン：編集内容を破棄して編集画面を閉じます。
[次へ]ボタン： 次の設定内容の編集画面に移行します。

基本設定
ブートコンフィグ設定編集ウィザードの最初の画面で、ブートコンフィグの全般的な指定を行
います。

① 保存先：

編集中のブートコンフィグの内容をプルダウンメニューで表示される32個の保存先から
1つを選択します。
既に設定されている保存先を選択した場合は、新しい設定で上書きされます。

② ブートコンフィグ名：

編集中のブートコンフィグの名前を設定／変更できます。
ブートコンフィグ名で使用可能な文字は、英数字、ハイフン、アンダースコアのいずれ
かで、最大64文字までとなります。

なお、複数のブートコンフィグで重複した名前は付けられません。

③ 複数ブレードでの使用許可：

編集中のブートコンフィグが、複数ブレードで共有可能な設定にするか否かを指定しま
す。デフォルト値は、複数ブレードでの使用を「許可しない」です。通常は「許可しな
い」を選択してください。
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④ ブート制御エラー発生時の電源オンポリシー：

「停止する」を選択した場合、ブート制御エラー発生時に、ブレードの電源オンまたはOS
ブートを停止します。

⑤ ブレードサイズ：

編集中のブートコンフィグが、「高さ1、幅1」のブレード用の設定か、「高さ1、幅2」の
ブレード用の設定か、「高さ2、幅1」のブレード用の設定かを指定します。

 I/Oブレードを使用する場合は、「～ + I/Oブレード」を選択してください。デフォルト
値は、「高さ1、幅1」用です。

⑥ ブレードの優先度：

編集中のブートコンフィグにブレードの電力管理の優先度を含めることができます。含
める場合は、「設定する」のチェックボックスにチェックを入れて、優先度を数値で入力
してください。“0”が最高優先度で、“255”が最低優先度になります。
目安としては、高優先度で“60”程度、低優先度で“190”程度です。
デフォルト値は“128”です。

⑦ ブートコンフィグ：

ブートの設定は、EMを使用する方法と、BIOS セットアップメニューを使用する方法の
2種類があります。「設定する」を選択すると、以下の「PXEブート」、「iSCSI/FC/HDD
ブート」で、ブート先を設定することができます。ブート先の設定をBIOSセットアップ
メニューから行う場合には、「設定しない」を選択してください。

⑦-1. PXE ブート：

PXE ブートを設定するか否かを選択します。

⑦-2. iSCSI/FC/HDDブート：

iSCSI/FC/HDDブートを設定するか否かを選択します。
プルダウンメニューより選択してください。

 「高さ2」の場合は「ブレードの優先度」のみ設定できます。

 I/Oブレード上のMACアドレスやWWNを仮想MAC、仮想WWNにする
には、「～ + I/Oブレード」を選択する必要があります。

ヒント

CPUブレードスロットに対して設定した優先度が同じときは、省電力効果の大
きいブレードサーバ（モデル名：B120b-Lw、B120d-h、B120d、B110d、B120e、
B120e-h、B120f、B120f-h、B120g-h）に対して優先的に電力を割り当てます。

ヒント
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⑧ NIC Partitioning (*1)：

NIC Partitioning を使用するか否かを選択します。 
NIC Partitioning とはネットワークポートを論理的に分割して複数のネットワークポー
トとして利用する機能です。

⑨ 論理グループ割り当て：

ブートコンフィグに論理グループ割り当ての設定を含めることができます。論理グルー
プ割り当ての設定を行う場合は「設定する」を選択してください。デフォルト値は「設
定しない」です。

 ブートコンフィグを「設定する」にした場合は、「PXE ブート」を「設
定する」に設定するか、「iSCSI/FC/HDDブート」を「None」以外に設
定してください。

 「ブートコンフィグ」を「設定しない」で、かつ、「vIOコントロール機
能」を「設定する」場合、B120a、B120bでは、標準LANのポート1の
PXEブートが有効になります。
B120d-h、B120d、B110d、B120e、B120e-h、B120f、B120f-h、
B120g-hでは、標準LANのポート1、2のOption ROM Scanが有効にな
ります。また、下記の対象デバイスを搭載している場合、同様にOption 
ROM Scanが有効になります。
－ [N8403-049(F)] 10GBASE接続ボード(4ch)
－ [N8403-051(F)] 10GBASE接続ボード(4ch)(iSCSI対応版)
－ [N8403-061(F)] 1GBASE接続ライザカード(2ch)
－ [N8403-062(F)] 10GBASE接続ライザカード(2ch)
－ [N8403-064(F)] 10GBASE接続ライザカード(2ch)(iSCSI対応)
－ [N8403-065(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)
－ [N8403-067(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)(iSCSI対応)
－ [N8403-081(F)] 1GbE(2ch)ライザーカード
－ [N8403-082(F)] 10GbE(2ch)ライザーカード
－ [N8403-083(F)] 10GbE(2ch)ライザーカード (iSCSI対応)
－ [N8403-084(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)
－ [N8403-085(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)(iSCSI対応)
－ [N8403-094(F)] 1GbE(2ch)ライザーカード
－ [N8403-095(F)] 10GbE(2ch)ライザーカード
－ [N8403-096(F)] 10GbE(2ch)ライザ―カード(iSCSI対応)
－ [N8403-097(F)] 10GbE(2ch)接続ボード
－ [N8403-098(F)] 10GbE(2ch)接続ボード(iSCSI対応)
－ [N8403-099(F)] 10GbE(4ch)接続ボード
－ [N8403-100(F)] 10GbE(4ch)接続ボード(iSCSI対応)

既にBIOSセットアップメニューやOption ROMでブートの設定を変更し
ている場合は、「ブートコンフィグ」を「設定する」にして、設定を行っ
てください。

ヒント

「論理グループ割り当て」は、以下の各スイッチモジュールの機能に該当します。
GbEインテリジェントスイッチ: スマートパネル機能の「Port Group 

Mapping」
 FCスイッチ:  アクセスゲートウェイ機能の「F-N ポート

マッピング」

ヒント
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⑩ vIOコントロール機能：

vIOコントロール機能を使用する場合、「使用する」を選択し、併せてグループIDを指定
してください。グループIDは、単一のサーバに設定される仮想MAC、仮想WWN、仮想
UUID、仮想号機番号の組に割り振られる識別子です。
単一のサーバとは、ブレードサーバ1台、あるいはブレードサーバとI/Oブレードの組を
指します。
グループIDにより、ネットワークカードやFCカードの各ポートにユニークな仮想MAC、
仮想WWN、仮想UUID、及び仮想号機番号が割り当てられます。
複数のブレードでvIOコントロール機能を使用する場合には、使用する全ブレード間でユ
ニークなグループIDを設定してください。

⑩-1. 仮想UUID：

ブレードサーバのUUIDを仮想化することができます。
仮想UUIDを使用する場合は、「設定する」を選択してください。
vIOコントロール機能を「使用する」にした場合に「設定する」を選択できます。

⑩-2. 仮想号機番号：

ブレードサーバの号機番号を仮想化することができます。
仮想号機番号を使用する場合は、「設定する」を選択してください。vIOコントロー
ル機能を「使用する」にした場合に「設定する」を選択できます。

 「ブートコンフィグ」を「設定しない」で、かつ、「vIOコントロール機
能」を「設定する」場合、標準LANのポート1のPXEブートが有効にな
ります。
既にBIOSセットアップメニューでPXEブートの設定を変更している場
合は、「ブートコンフィグ」を「設定する」にして、PXE ブートの設定
を行ってください。

 本バージョンのEMFWではvIOコントロール機能の個別設定は未サポー
トです。

ヒント

vIOコントロール機能を「設定する」にした場合、初期状態で「仮想UUID」、
「仮想号機番号」は「設定する」になります。通常この設定は変更する必要は
ありません。DianaScopeやESMPRO、SSC(SigmaSystemCenter)などを併せ
てご利用の場合は、必ず「仮想UUID」、「仮想号機番号」を使用するようにし
てください。

ヒント
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BIOS設定
この画面では、BIOSに関する設定を行います。
基本設定の次に以下の画面に移行します。

① Boot Mode

BIOSのBoot Mode (LegacyまたはUEFI)を選択します。

 (*1)の印がある機能の対象機器は以下となります。

－ CPU ブレード
下記以外の機器がご利用可能です。 
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、
B120a、B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h

－ ライザーカード
下記の機器がご利用可能です。
N8403-062(F)、N8403-063(F)、N8403-064(F)、
N8403-081(F)、N8403-082(F)、N8403-083(F)、N8403-094(F)、
N8403-095(F)、N8403-096(F)

－ 拡張スロット用オプションカード(I/O カード)
下記の機器がご利用可能です。
N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-065(F)、N8403-067(F)、
N8403-084(F)、N8403-085(F)、N8403-097(F)、N8403-098(F)、
N8403-099(F)、N8403-100(F)

チェック

下記以外のCPUブレードでBoot Mode "UEFI"をご利用可能です。
下記のCPUブレードに対して適用した場合、適用失敗となります。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、B120a、B120a-
d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h、B120d、B120d-h、B110d、
B120e、B120e-h

利用可能なオペレーティングシステムについては、CPUブレードのユーザーズ
ガイド等をご確認ください。

チェック
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② x2APIC

x2APIC 有効/無効を選択します。

③ Active Processor Cores

各CPUの有効Core数を選択します。全てのCoreを有効にする場合はALLを選択してくだ
さい。最大Core数よりも大きい数を選択した場合は、全てのCoreが有効になります。

PXEブート
この画面では、PXEブートに関する設定を行います。
基本設定の「PXEブート」で「設定する」を選択した場合に以下の設定画面に移行します。「設
定しない」を選択した場合は、この画面は表示されません。

下記以外のCPUブレードでx2APICをご利用可能です。
下記のCPUブレードに対して適用しても効果はありません。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、B120a、B120a-
d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h、B120d、B120d-h、B110d、
B120e、B120e-h

利用可能なオペレーティングシステムについては、CPUブレードのユーザーズ
ガイド等をご確認ください。

チェック

下記以外のCPUブレードでActive Processor Coresをご利用可能です。
下記のCPUブレードに対して適用しても効果はありません。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、B120a、B120a-
d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h

チェック
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① ブートデバイス：

PXEブートで使用するデバイスを選択してください。

② VLAN ID (*1)：

BIOS設定でBoot Mode "Legacy"を選択した場合、VLAN ID設定が表示されます。
ブート時に利用するネットワークにおいてVLANを使用する場合、"使用する"を選択して
VLAN IDを設定してください。
設定可能範囲は1～4094です。

 PXEブートで選択したポート及びそのポート位置に対応するデバイスは
PXEブート以外には使用できません。ただし、標準LANに限り、ポート
位置が重複しなければiSCSIブートと同時に利用することは可能です。

 B120d-h、B120d、B110d、B120e、B120e-h、B120f、B120f-h、
B120g-h (B120f、B120f-h、B120g-hはBoot ModeがLegacyの場合の
み) の標準LANのそれぞれのポートにPXEブートとiSCSIブートを設定し
た場合のブート順位は、BIOS設定のNetwork Device BBS Prioritiesの順
番になります。デフォルトではポート1が優先されます。

 I/Oブレードの標準LAN、I/Oブレードに搭載のメザニンカードはPXE
ブートには使用できません。

 EMカードのブート制御機能では、メザニンカード1にN8403-049(F)、
N8403-051(F)、N8403-099(F)、N8403-100(F)を使用する場合でも、
ブートデバイスにメザニンカード1のポート3、4を指定することはでき
ません。

 N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-099(F)、N8403-100(F)を使
用した場合は、各ポートとスイッチモジュールの接続が他のオプション
カードとは異なるため、ご注意ください。
オプションカードのポートとスイッチモジュールの接続の詳細について
はシステム構成ガイドをご参照ください。

 N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-099(F)、N8403-100(F)を使
用した場合は、ポート番号が表示と異なりますのでご注意ください。
ポート1/ポート2を選択した場合はポート1/ポート3にPXEブートが適
用されます。
ポート3/ポート4を選択した場合はポート2/ポート4にPXEブートが適
用されます。

ヒント

(*1)の印がある機能の対象機器は以下となります。

－ CPU ブレード
下記以外の機器がご利用可能です。 
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、
B120a、B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h

－ ライザーカード
下記の機器がご利用可能です。
N8403-062(F)、N8403-063(F)、N8403-064(F)、
N8403-081(F)、N8403-082(F)、N8403-083(F)、N8403-094(F)、
N8403-095(F)、N8403-096(F)

－ 拡張スロット用オプションカード(I/O カード)
下記の機器がご利用可能です。
N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-065(F)、N8403-067(F)、
N8403-084(F)、N8403-085(F)、N8403-097(F)、N8403-098(F)、
N8403-099(F)、N8403-100(F)

チェック
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iSCSIブート デバイス選択
基本設定の「iSCSI/FC/HDDブート」で「iSCSI」を選択した場合に以下の設定画面に移行し
ます。
「iSCSI」以外を選択した場合は、この画面は表示されません。

① Primaryポート:

iSCSIブートのPrimaryポートを選択します。

② Secondaryポート:

Secondaryポートを使用する場合は「使用する」を選択してください。
同一メザニンカードの対になるポートがSecondaryポートとして割り当てられます。

iSCSI NICメザニンカードの搭載は 1枚のみでご利用ください。iSCSI NICメ
ザニンカードを複数枚搭載した状態での iSCSI設定はできません。ヒント

 メザニンカード3、4は、2枚幅のCPUブレードを使用する場合に選択可
能になります。

 I/Oブレードの標準LAN、I/Oブレードに搭載のメザニンカードはiSCSI
ブートには使用できません。

 EMカードのブート制御機能では、メザニンカード1にN8403-049(F)ま
たはN8403-051(F)を使用する場合でも、ブートデバイスにメザニン
カード1のポート3、4を指定することはできません。

 N8403-049(F)またはN8403-051(F)を使用した場合は、各ポートとス
イッチモジュールの接続が他のオプションカードとは異なるため、ご注
意ください。
オプションカードのポートとスイッチモジュールの接続の詳細について
はシステム構成ガイドをご参照ください。

 N8403-049またはN8403-051にPXEブートとiSCSIブートを同時に設
定する場合、iSCSIブートのPrimaryポートにはポート1またはポート4
を選択してください。

ヒント
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iSCSIブート Primary/Secondary設定
iSCSIブート デバイス選択の次に以下の画面に移行します。

 一般設定

① 2nd Target (*1)

2nd Target を設定する場合、Enabled にしてください。

② Initiator Parameters via DHCP

Initiator 設定を DHCP サーバから取得する場合は、Enabled にしてください。この場
合、Initiator 設定については後述の ⑪ iSCSI Name のみ入力してください。

本設定を Disabled にした場合は、後述の Initiator 設定を入力してください。

③ Target Parameters via DHCP

 Target 設定を DHCP サーバから取得する場合は、Enabled にしてください。

 N8403-049(F)またはN8403-051(F)以外を使用した場合は、ポート1と
2、ポート3と4が  対になるポートです。上図の例では、メザニンカー
ド1のポート2がSecondaryポートになります。

 N8403-049(F)またはN8403-051(F)を使用した場合は、ポート1と3、
ポート2と4が対になるポートです。上図の例では、メザニンカード1の
ポート3がSecondaryポートになります。

 Boot ModeにUEFIを選択した場合は、ポートのPrimary/Secondaryに関
わらず、若番ポートから先にブートを試みます

ヒント

上記DHCPサーバは、EMカードが内部に提供するDHCPサーバではありませ
ん。ヒント

上記DHCPサーバは、EMカードが内部に提供するDHCPサーバではありませ
ん。ヒント
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本設定を Disabled にした場合は、後述の Target 設定を入力してください。ただし、
Target Parameters via Target List の [1st Target] または [2nd Target] ボタンをク
リックしてターゲット一覧画面から選択する方法もあります。(設定が必要です)

ターゲット一覧画面には、起動中のNASブレードからMicrosoft iSCSI Software
Targetで作成したターゲットの情報を取得して表示します。

ブレード収納ユニット間接続が有効の場合は、接続中の全ブレード収納ユニットから
ターゲット情報を取得して表示します。

一覧からターゲットを選択することにより、以下の内容がiSCSI 詳細設定画面に反映さ
れます。

－ Target Name

－ Target IP

－ Target Port

－ Boot LUN

－ Authentication Method

－ User Name (Authentication MethodがNone以外の場合のみ)

なお、上記のうち、Microsoft iSCSI Software Targetで未設定の項目、あるいはNAS
ブレードのネットワークが未設定または未接続の場合はTarget IPまたはTarget Portが
"-----"と表示され、iSCSI詳細設定画面には反映されません。

ターゲット一覧はAdministratorユーザでWebコンソールにログインした場合
のみ表示されます。ヒント

ターゲット情報の取得には１分程度の時間がかります。
また、NASブレードの起動直後はターゲット一覧を取得できない場合がありま
す。その場合はしばらく待ってからリロードボタンを押してください。

ヒント
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④ Boot to iSCSI target (*1)(*2)

ターゲットからブートする場合は Enabled を選択してください。
Disabled を選択した場合はターゲットからブートせず、次のブートデバイスが選択され
ます。
One time disabledを選択した場合は最初のブートのみ Disabled 扱いとなり、以降は
Enabled として動作します。
これは、ターゲットに OS をインストールする場合などに利用します。

⑤ DHCP Vendor ID (*1)

DHCPのベンダクラスIDを設定します。
DHCPが無効の場合はこの値を設定する必要はありません。
設定しない場合は空白にしてください。
入力可能文字数は32文字です。

ターゲット情報をNASブレードから取得するためには、あらかじめNASブ
レードパスワード設定画面でAdministratorのパスワードを設定する必要が
あります。
また、ターゲット情報の取得には、NASブレードのEXPRESSSCOPEエンジ
ンのtelnet機能を有効にする必要があります。(NASブレード出荷時は有効に
設定されています)
また、ターゲット情報の取得には、Windows Storage Server 2008の設
定が必要です。
iStorageNS500BaプリインストールされたWindows Storage Server
2008では、 初回ログオン時に<下図>のような設定有効にする確認のための
ダイアログが表示されます。本機能を使用する場合は、このダイアログで「は
い」を選択してください。初回ログオンに設定しなかった場合は、後からス
タートメニューから「全てのプログラム → iSCSI簡単設定 → iSCSI簡単設定
のセットアップ」を選ぶことで、設定することができます。
このプログラムは以下の設定を行います。
　・Windowsファイアウォール設定の例外に以下を追加します。
　  ・Microsoft iSCSI Software Target Servic ePort (TCP:3260)
　  ・Remote Procedure Call Port (TCP:135)
　  ・NetBIOS Datagram Service Port (UDP:138)
　  ・Microsoft iSCSI Software Target Service
        (%SystemRoot%¥System32¥WinTarget.exe)
　  ・Microsoft iSCSI Software Target Service status proxy
        (%SystemRoot%¥System32¥WTStatusProxy.exe)
　・EMSSACを有効化にします。
お客様の環境によっては、これらの設定はセキュリティホールとなる可能性が
ありますので、注意してご利用ください。弊社は、この設定により生じたいか
なるお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予
見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対して
なされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任をおいません。

重要
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⑥ Link Up Delay Time (*1)

ポートがリンクアップした後に通信を開始するまでの待ち時間を設定します。
設定可能範囲は0～255 (秒)です。

⑦ Use TCP Time Stamp (*1)

TCPタイムスタンプを使用する場合はEnabledを選択してください。

⑧ LUN Busy Retry Count (*1)

LUNがビジーの場合に、イニシエータが接続を再試行する回数を設定します。
設定可能範囲は0～60です。

⑨ HBA Boot Mode (*1)

ホストOSがHBA Boot Modeに対応している場合、本設定を有効にすることにより、
ハードウェアオフロード機能が有効になります。

⑩ VLAN ID (*1)

ブート時に利用するネットワークにおいてVLANを使用する場合、Enabledを選択して
VLAN IDを設定してください。
設定可能範囲は1～4094です。

⑪ CHAP Authentication

認証方法を選択してください。CHAPを選択した場合は、以降のCHAP IDとCHAP
Secretを設定してください。
Mutual CHAPを選択した場合は、Mutual CHAP IDとMutual CHAP Secretも設定し
てください。

 Initiator 設定

⑫ iSCSI Name

イニシエータ名を設定します。
数字('0'～'9')、小文字('a'～'z')、ハイフン('-')、ピリオド('.')、コロン(':')を使用してください。
入力可能文字数は、(*1)の対象機器では127文字、その他の機器では222文字です。
(*1)の対象機器については、後述のチェックをご確認ください。

⑬ IP Address

イニシエータのIPアドレスを設定します。

⑭ Subnet Mask

イニシエータのサブネットマスクを設定します。

CHAP: 単方向認証です。ターゲットがイニシエータを認証します。
Mutual CHAP: 双方向認証です。単方向認証に加え、イニシエータがターゲッ

トを認証します。
ヒント
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⑮ Gateway

イニシエータが使用するデフォルトゲートウェイを設定します。
ゲートウェイを使用しない場合は0.0.0.0を指定してください。

⑯ Primary DNS (*1)

イニシエータが使用するプライマリDNSを設定します。
プライマリDNSを使用しない場合は0.0.0.0を指定してください。

⑰ Secondary DNS (*1)

イニシエータが使用するセカンダリDNSを設定します。
セカンダリDNSを使用しない場合は0.0.0.0を指定してください。

⑱ CHAP ID

CHAP IDを設定します。入力はすべて半角で、英数字とピリオド、コロン、ハイフンです。
入力可能文字数は127文字以内です。

⑲ CHAP Secret

CHAP Secretを設定します。入力はすべて半角で、英数字とピリオド、コロン、ハイフ
ンです。
入力可能文字数は12文字以上16文字以内です。

 Target 設定 

1st Target

⑳ iSCSI Name

ターゲット名を設定します。
数字('0'～'9')、小文字('a'～'z')、ハイフン('-')、ピリオド('.')、コロン(':')を使用してください。
入力可能文字数は、(*1)の対象機器では127文字、その他の機器では222文字です。
(*1)の対象機器については、後述のチェックをご確認ください。

㉑ IP Address

ターゲットのIPアドレスを設定します。

㉒ TCP Port

ターゲットのTCPポート番号を設定します。
設定可能範囲は1024～65535です。

㉓ Boot LUN

ターゲットのLUNを設定します。設定可能範囲は0～255です。

㉔ Mutual CHAP ID (*1)

Mutual CHAP IDを設定します。入力はすべて半角で、英数字とピリオド、コロン、ハ
イフンです。
入力可能文字数は127文字以内です。
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㉕ Mutual CHAP Secret

Mutual CHAP Secretを設定します。入力はすべて半角で、英数字とピリオド、コロン、
ハイフンです。
入力可能文字数は12文字以上16文字以内です。

2nd Target を使用する場合、2nd Target 設定欄が表示されますので、1st Target 同様に設
定をおこなってください。

Secondary を使用する場合、[次へ]をクリックすると iSCSI Secondary設定画面が表示され
ますので、iSCSI Primary設定と同様に設定をおこなってください。

なお、iSCSI Secondary設定画面には以下の設定があります。

㉖ MPIO Mode (*1)(*2)

MPIO Mode を使う場合は Enabled にしてください。
MPIO ModeをEnabledにした場合は、Target Parametersは全てPrimaryと同じ設定値
が使用されます。
(iSCSI Secondary設定で入力した値は無視されます)

 [リセット]ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容を変更前
の内容に戻すことができます。

 Secondaryを設定する場合、Initiator設定のiSCSI NameはPrimaryと同じ
値を設定してください。

また、(*1)の対象機器に対してSecondaryで設定できるパラメータは次の
通りです。
－ Initiator設定 IP Address
－ Initiator設定 Subnet Mask
－ Initiator設定 Gateway
－ Initiator設定 Primary DNS
－ Initiator設定 Secondary DNS
－ Target設定 IP Address (MPIO ModeがDisabledの場合のみ)
－ Target設定 TCP Port (MPIO ModeがDisabledの場合のみ)
－ Target設定 iSCSI Name (MPIO ModeがDisabledの場合のみ)

その他のパラメータはPrimaryと同じ設定値が使用されます。

ヒント
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 (*1)の印がある機能の対象機器は以下となります。

－ CPU ブレード
下記以外の機器がご利用可能です。 
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、
B120a、B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h

－ ライザーカード
下記の機器がご利用可能です。
N8403-062(F)、N8403-063(F)、N8403-064(F)、
N8403-081(F)、N8403-082(F)、N8403-083(F)

－ 拡張スロット用オプションカード(I/O カード)
下記の機器がご利用可能です。
N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-065(F)、N8403-067(F)、
N8403-084(F)、N8403-085(F)

(*2)の印がある機能は、Boot ModeにUEFIを選択した場合には動作への影響
はありません。

チェック
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FCブート
基本設定の「iSCSI/FC/HDDブート」で「FC」を選択した場合に以下の設定画面に移行しま
す。「FC」以外を選択した場合は、この画面は表示されません。

① ブートデバイス：

FCブートで使用するデバイス(メザニンカード1またはメザニンカード2)を選択してく
ださい。

② Target WWPN：

ターゲット(ストレージデバイス)のWWPNを入力してください。

③ Target LUN：

ターゲット(ストレージデバイス)のLUNを入力してください。
設定可能範囲は0～255です。

FCメザニンカードの搭載は１枚のみでご利用ください。
FCメザニンカードを複数枚搭載した状態でのFC設定はできません。ヒント

 ポート1またはポート2の1st Targetの入力は必須です。
冗長パス構成にする場合は、それ以外のターゲット設定も行ってくださ
い。

 2nd Targetの入力をする場合、同じポートの1st Targetの入力が必要と
なります。

 ブート順序は、優先順位の高いほうから、ポート1 1st Target、ポート1 
2nd Target、ポート2 1st Target、ポート2 2nd Targetとなります。

 1st Targetを設定したポートに2nd Targetを設定しない場合は、  Target 
WWPNに0000:0000:0000:0000を、Target LUNに0を設定してくださ
い。

ヒント
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HDD(オンボードストレージ)設定
この画面は、基本設定のブートコンフィグ「設定する」を選択した場合に表示されます。
この画面では、オンボードストレージの利用形態を選択します。

各設定値の意味は以下の通りです。

変更しない:
SATA/SAS DISKの設定を変更しません。

IDE:
SATA DISKをIDE Modeで使用します。

AHCI / SAS:
SATA DISKをAHCI Modeで使用する、またはSAS DISKをRAID構成無しで使用しま
す。

SW-RAID:
SATA DISKをRAID Modeで使用します。

HW-RAID:
ディスクアレイコントローラ(RAIDコントローラ)を利用して、SATA/SAS DISKを
RAID構成で使用します。

無効:
SATA/SAS DISKを無効化します。

下記以外のCPUブレードでHDD設定 "無効"をご利用可能です。

下記のCPUブレードで"無効"にする場合は、ここでは"変更しない"を選択し、
CPUブレードのBIOS Setup Utilityで"無効"にしてください。

120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、B120a、
B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h、B120d、
B120d-h、B110d、B120e、B120e-h

チェック
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HW-RAID選択
この画面では、使用するディスクアレイコントローラ(RAIDコントローラ)を選択します。
HDD(オンボードストレージ)設定で、「HW-RAID」を選択した場合に以下の設定画面に移行
します。

各設定値の意味は以下の通りです。

DAC(CPUブレード内蔵):
  CPUブレードに内蔵されたDACカードを使用します。

DACメザニンカード:
  オプションカードスロットに搭載されたDACメザニンカードを使用します。

DAC(I/Oブレード内蔵):
  I/Oブレードに内蔵されたDACカードを使用します。

PXEブートで選択したポートと同じ搭載位置のディスクアレイコントローラ
の選択はできません。ヒント
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NIC Partitioning
基本設定で「NIC Partitioning」を「設定する」とした場合、以下の画面に移行します。

① NIC Partitioning 有効/無効

標準LAN1/メザニンカード1/メザニンカード2のNIC Partitioningの有効/無効を設定し
ます。

基本設定の「ブレードサイズ」で「高さ１、幅１＋I/Oブレード」を選択した場合は、メ
ザニンカード3/メザニンカード4 についても設定します。

② デバイス選択

使用するデバイス ( 標準 LAN では [N8403-062(F)/064(F)/082(F)/083(F)/095(F)/
096(F)] 10G(2ch)を、メザニンカードでは[N8403-065(F)/067(F)/084(F)/085(F)/
097(F)/098(F)] 10G(2ch)または[N8403-049(F)/051(F)/099(F)/100(F)] 10G(4ch))
を選択します。

③ Ethernet

各PF(Physical Function)へのEthernet protocolの割り当てを設定します。

④ iSCSI

各PFへのiSCSI offload protocolの割り当てを設定します。1ポートあたり、2つまで割
り当てることができます。

 PXEブートで使用するデバイスのNIC Partitioningを有効にする場合、
PXEブートするポートの先頭PF(*)にEthernet protocolを割り当てる必要
があります。

 iSCSIブートで使用するデバイスのNIC Partitioningを有効にする場合、
iSCSIブート設定のHBA Boot Mode "Enabled" 選択時はiSCSI offload 
protocol、"Disabled" 選択時はEthernet protocolをiSCSIブートするポー
トの先頭PF(*)に割り当てる必要があります。

(*) 先頭PFは、10G 2ch ではポート1の場合はPF0、ポート2の場合はPF1
を指します。10G 4chでは ポート1の場合はPF0、ポート2の場合は
PF1、ポート3の場合はPF2、ポート4の場合はPF3を指します。

ヒント
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⑤ Bandwidth Weight

[N8403-062(F)/064(F)/082(F)/083(F)/095(F)/096(F)] 10G(2ch)および[N8403-
065(F)/067(F)/084(F)/085(F)/097(F)/098(F)] 10G(2ch)を選択した場合：
各PFのBandwidth Weightを設定します。1ポート(4PF)あたりのBandwidth
Weightの合計値は100(%)または0(%)となるようにしてください。合計値を0(%)とし
た場合には、各PFに25(%)を設定した場合と等しくなります。

[N8403-049(F)/051(F)/099(F)/100(F)] 10G(4ch)を選択した場合：
各PFのBandwidth Weightを設定します。1ポート(2PF)あたりのBandwidth Weight
の合計値は100(%)または0(%)となるようにしてください。合計値を0(%)とした場合に
は、各PFに50(%)を設定した場合と等しくなります。
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⑥ Maximum Bandwidth

各PFのMaximum Bandwidthを設定します。1～100 (%)の範囲で入力してください。

論理グループ割り当て
論理グループ割り当ての設定をするとした場合、論理グループ割り当ての画面に移行します。
論理グループ割り当ての設定をしないとした場合は、スキップされて次の設定画面に移行しま
す。
論理グループ割り当ての画面は、ブレードのサイズで設定項目が変化します。

高さ1、幅1サイズのブレードのケース：

高さ1、幅2サイズのブレードのケース：
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グループ選択について
論理グループ割り当てを利用できないスイッチモジュールスロットは「未使用」を選択してく
ださい。
論理グループ割り当てを利用可能で、スイッチモジュールの対象のポートを使用しない場合
（予備のCPUブレード等）は「スペアポートグループ」を選択してください。
論理グループ割り当てを行う場合は、以下を参考にして接続先のグループを選択してくださ
い。

GbE インテリジェントスイッチ：
GbE インテリジェントスイッチでスマートパネルモードを使用されている場合、「CPUブレー
ドと接続されるGbE インテリジェントスイッチの内部ポート」に対してグループを設定する
ことができます。使用可能なグループは1～5です。
* 本設定はスマートパネル機能の「Port Group Mapping」に該当します。
詳細は各スイッチの「スマートパネルリファレンスガイド」を参照してください。

FC スイッチ：
FC スイッチでアクセスゲートウェイモードを使用されている場合、「CPUブレードと接続さ
れるFC スイッチの内部ポート(F_Port)」と「FC スイッチの外部ポート(N_Port)」との接続
を設定することができます。
FC スイッチ(12ポート)で使用可能なグループは1～4で、これはFC スイッチのN_Port(ポー
ト17～20)に対応します。
FC スイッチ(24ポート)で使用可能なグループは1～8で、これはFC スイッチのN_Port(ポー
ト17～23,0)に対応します。
* 本設定はアクセスゲートウェイ機能の「F-N ポートマッピング」に該当します。
詳細は「8G FCスイッチ Access Gateway 管理者ガイド」を参照してください。

論理グループ割り当ての利用をやめる場合、「スペアポートグループ」を適用
後、ブートコンフィグ選択でdefaultを適用してください。重要

GbE インテリジェントスイッチの外部ポート側のグループ設定は、スイッチ
モジュールのWEBコンソールにてあらかじめ設定しておいてください。重要

グループ番号 N_Port番号

1 17

2 18

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

8 0
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設定ウィザード最終画面
この画面では、設定ウィザードで編集してきたブートコンフィグに関する確認を行います。各
設定項目について、編集前と編集後の値が表示されますので、ご確認ください。

 [HTTP]ボタンは、当該スイッチモジュールスロットに搭載されている
スイッチモジュールのWEBコンソールへのリンクとなっています。

 [リセット]ボタンをクリックすると、この画面で変更した内容を変更前
の内容に戻すことができます。

ヒント
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[保存]ボタンをクリックすると、編集内容を最初に指定した保存先に保存します。
この時、ブレードへの適用は行われません。
保存に成功すると、以下の画面が表示されます。

[閉じる]ボタンをクリックしてください。
ブート制御画面の先頭に戻り、最新の情報を表示します。

ブートコンフィグ選択画面から編集を行った場合、[保存と適用]ボタンが有効になります。[保
存と適用]ボタンをクリックすると、編集内容を指定した保存先に保存し、その後、ブレード
スロットにそのブートコンフィグを適用します。

画面中に「(*1)本機能サポート対象機器についてはEMカードユーザーズガイ
ドを参照してください。」と記載のある機能の対象機器は以下となります。

－ CPU ブレード
下記以外の機器がご利用可能です。
120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-T、
B120a、B120a-d、B120b-Lw、B120b、B120b-d、B120b-h

－ ライザーカード
下記の機器がご利用可能です。
N8403-062(F)、N8403-063(F)、N8403-064(F)、
N8403-081(F)、N8403-082(F)、N8403-083(F)、
N8403-094(F)、N8403-095(F)、N8403-096(F)

－ 拡張スロット用オプションカード(I/O カード)
下記の機器がご利用可能です。
N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-065(F)、N8403-067(F)、
N8403-084(F)、N8403-085(F)、N8403-097(F)、N8403-098(F)、
N8403-099(F)、N8403-100(F)

チェック
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NASブレード接続情報
NASブレード接続情報タブをクリックすると、起動中のNASブレードからMicrosoft iSCSI　
Software　Targetで作成したターゲットの情報を取得して表示します。 
ターゲットがイニシエータと接続中の場合は、イニシエータの情報も表示します。
ブレード収納ユニット間接続が有効の場合は、 接続中の全ブレード収納ユニットからター
ゲット情報を取得して表示します。

ターゲット情報の取得には１分程度の時間がかります。
また、NASブレードの起動直後はターゲット一覧を取得できない場合いがあり
ます。その場合はしばらく待ってからリロードボタンを押してください。NAS
ブレード接続情報はAdministratorユーザでWebコンソールにログインした場
合のみ表示されます。

ヒント
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ターゲット情報をNASブレードから取得するためには、あらかじめNASブ
レードパスワード設定画面でAdministratorのパスワードを設定する必要が
あります。
また、ターゲット情報の取得には、NASブレードのEXPRESSSCOPEエンジ
ンのtelnet機能を有効にする必要があります。(NASブレード出荷時は有効に
設定されています)
また、ターゲット情報の取得には、Windows Storage Server 2008の設
定が必要です。
iStorageNS500BaプリインストールされたWindows Storage Server
2008では、 初回ログオン時に<添付画像>のような設定有効にする確認のた
めのダイアログが表示されます。本機能を使用する場合は、このダイアログで
「はい」を選択してください。初回ログオンに設定しなかった場合は、後から
スタートメニューから「全てのプログラム → iSCSI簡単設定 → iSCSI簡単設
定のセットアップ」を選ぶことで、設定することができます。
このプログラムは以下の設定を行います。
　・Windowsファイアウォール設定の例外に以下を追加します。
　  ・Microsoft iSCSI Software Target Servic ePort (TCP:3260)
　  ・Remote Procedure Call Port (TCP:135)
　  ・NetBIOS Datagram Service Port (UDP:138)
　  ・Microsoft iSCSI Software Target Service
        (%SystemRoot%¥System32¥WinTarget.exe)
　  ・Microsoft iSCSI Software Target Service status proxy
        (%SystemRoot%¥System32¥WTStatusProxy.exe)
　・EMSSACを有効化にします。
お客様の環境によっては、これらの設定はセキュリティホールとなる可能性が
ありますので、注意してご利用ください。弊社は、この設定により生じたいか
なるお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予
見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対して
なされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任をおいません。

重要
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vIO情報
vIO情報タブをクリックすると、以下のようなvIO情報画面が表示されます。

ブレード収納ユニットに搭載されている全てのブレードについて、スロット順に全て表示します。

① 仮想：

各ポートに割り振られた仮想MAC、あるいは仮想WWNN/仮想WWPNです。

② 工場設定値：

ブレードの工場出荷時にユニークに設定された標準LANの MAC、およびメザニンカー
ドの工場出荷時にユニークに設定された各ポートの MAC、あるいはWWPNを表示しま
す。
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vIOコントロール機能利用時の注意事項
 120Bb-6、120Bb-m6、120Bb-d6、140Ba-10、B140a-Tではご利用できません。

 ご利用可能な拡張スロット用オプションカード（I/O カード）は、以下の通りです。

－ [N8403-018] Fibre Channelコントローラ(2ch)

－ [N8403-021] 1000BASE-T(2ch)接続ボード(iSCSI対応)

－ [N8403-022] 1000BASE-T(4ch)接続ボード(iSCSI対応)

－ [N8403-034(F)] 8G Fibre Channelコントローラ

－ [N8403-035] 10GBASE-KR接続ボード(2ch)

－ [N8403-049(F)] 10GBASE接続ボード(4ch)

－ [N8403-051(F)] 10GBASE接続ボード(4ch)(iSCSI対応)

－ [N8403-065(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)

－ [N8403-067(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)(iSCSI対応)

－ [N8403-072(F)] 10G コンバージドネットワークアダプタ(2ch)

－ [N8403-076(F)] 1000BASE接続ボード(2ch)

－ [N8403-077(F)] 1000BASE接続ボード(4ch)

－ [N8403-084(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)

－ [N8403-085(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)(iSCSI対応)

－ [N8403-097(F)] 10GbE(2ch)接続ボード

－ [N8403-098(F)] 10GbE(2ch)接続ボード (iSCSI)

－ [N8403-099(F)] 10GbE(4ch)接続ボード

－ [N8403-100(F)] 10GbE(4ch)接続ボード (iSCSI)

 ご利用の際には、CPUブレードのBIOSや、I/Oカードのファームウェアのアップデート
が必要な場合があります。各種アップデートに関する詳細については、NECコーポレー
トサイトで確認してください。

 vIOコントロール機能を使用する設定を実施した場合、ブレードサーバやオプション
カードを取り外しても、仮想MAC、仮想WWNの設定がブレードサーバ、オプション
カード上に残ります。 vIOコントロール機能を使用する設定を実施したブレードサーバ
やオプションカードを他の装置でご使用の際には、以下の手順にて、あらかじめvIOコ
ントロール機能の設定を解除してから取り外してください。設定を解除せずに他の装置
でご使用になると、仮想MAC、仮想WWNが重複する可能性があります。

　　1. ブレードサーバの電源をOFFする。
　　2. EMのWebコンソールでブートコンフィグの「default」を適用する。
　　3. ブレードサーバの電源をONする。
　　4. POST完了後、ブレードサーバの電源をOFFする。
　　5. ブレードサーバ、オプションカードを取り外す。

 vIOコントロール機能を使用する設定でバックアップしたEM設定ファイルをリストアし
た場合には、リストア後に、必ずWebコンソールの「ブート制御」画面を参照し、「(再
)起動してください」となっているブレードサーバについては、必ず再起動してくださ
い。
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 vIOコントロール機能を使用する設定でバックアップしたEM設定ファイルを、他のブ
レード収納ユニットにリストアしたり、vIOコントロール機能を使用している収納ユ
ニットから、他の収納ユニットにEMカードを移設する場合、vIO情報が重複する可能性
がありますので、以下の何れかの処置を行ってください。

       - EM設定のバックアップ後、バックアップ元のvIOコントロール機能の設定を解除した
　       後でリストアする。
       - リストア先の運用を停止した状態でリストアし、バックアップ元と重複しないように、
　      vIOコントロール機能の設定を行う。

 vIOコントロール機能を使用する設定のEMカードを、他のブレード収納ユニットに移設
する場合、vIO情報が重複する可能性がありますので、仮想アドレスの設定を確認し、
必要に応じて重複しないように設定を変更してください。

 vIOコントロール機能を使用する場合には、システム構築前(OSインストール前)にあら
かじめ設定しておくことを推奨します。

 vIOコントロール機能を使用する設定を含むEM設定を、ブレードサーバが運用中の収納
ユニットにリストアした場合、リストア後に、必ずWebコンソールの「ブート制御」画
面を参照し、「(再)起動してください」となっているブレードサーバについては、必ず
再起動してください。

 EM設定の初期化を行うと、vIO情報もクリアされますが、実際のブレードサーバ上の設
定は、ブレードサーバ起動時のPOST中に消去されます。運用中のブレードサーバがあ
る収納ユニットにてEM設定の初期化を行う場合にはご注意ください。

 ブートコンフィグの適用処理中にEMカードの再起動やスイッチオーバーが発生した場
合には、EMカード再起動、スイッチオーバー完了後に、再度設定を行ってください。
尚、再起動直後やスイッチオーバー直後等の、EMカードの負荷が高い時に行うと、適
用処理に失敗する可能性がありますので、しばらく待ってから設定を行ってください。

 ブートコンフィグ(default含む)を適用後、ブレードサーバの電源をONした後は、
POSTが完了するまではブレードサーバの電源をOFFにしたり、再起動(Ctrl+Alt+Del)
したりしないでください。もしPOST中に上記の操作を行ってしまった場合には、トラ
ブルシューティングの項目を参照してください。

 EXPRESSSCOPEエンジンのマネジメントLANのMACアドレスは仮想化されません。

 vIOコントロール機能を使用した場合でも、BIOSメニューやEXPRESSSCOPEエンジ
ンのWebコンソールに表示されるMACアドレスは、仮想MACではなく、工場設定値が
表示されます。

 vIOコントロール機能がサポートされたブレードサーバ（B120a、B120a-d、AD106a
等）から、非サポートのブレードサーバ（120Bb-6等）へ載せかえる場合は、必ず、以
下の手順にて、vIOコントロール機能の設定を解除してから載せかえを行ってください。

       1. ブレードサーバの電源をOFFにする。
       2. ブートコンフィグの「default」を適用する。

3. ブレードサーバの電源をONにし、OS起動後(OSがない場合はPOST完了後)に、　　
シャットダウンする。

       4. ブレードサーバを載せかえる。

 SigmaSystemCenter管理下のシステムにおいてvIOコントロール機能をご利用になる
場合には、「SigmaSystemCenter 2.1 vIOコントロール機能対応資料」を参照くださ
い。尚、本資料の入手については、SigmaSystemCenterの製品担当にお問い合わせく
ださい。
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 ESMPRO/ServerManager（Ver.5以降）で管理されているブレードサーバのvIOコン
トロール機能に関する設定を変更した場合、ESMPRO/ServerManager（Ver.5以降）
のコンソールにて、必ずブレードサーバとEMカードの登録解除、および再登録を行っ
てください。本処置を行わなかった場合、以下のような問題が発生する可能性がありま
す。
* SigmaSystemCenter連携機能をご利用の環境で、SigmaSystemCenterによりvIOコ
ントロール機能に関する設定が変更された場合には、本処置は必要ありません。

       - エラーメッセージが表示され、サーバ状態が表示されない。
       - ブレードマップが表示されない。
       - ブレードマップでブレードサーバの登録情報が正しく表示されない。
　      *「ブレードマップ」とは、以下のようなブレード収納ユニットの構成図を指します

        *　登録解除、再登録の方法については、ESMPRO/ServerManager（Ver.5以降）の
　    　    オンラインヘルプを参照してください。

 ESMPRO/ServerManager Ver.4で管理されているブレードサーバのvIOコントロール
機能に関する設定を変更した場合、ESMPRO/ServerManager Ver.4のコンソールに
て、必ずブレードサーバアイコンの削除、および自動発見による再登録を行ってくださ
い。本処置を行わなかった場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
   - ブレードサーバの登録情報が正しく表示されない。
   - オペレーションウィンドウのマップでブレードサーバの位置が正しく表示されない。
　※サーバアイコンの削除、および自動発見による再登録方法については、ESMPRO/ 
    ServerManager Ver4付属のヘルプを参照して下さい。

 ESMPRO/ServerManager Ver.4のWebコンポーネント データビューアを利用してい
る場合、以下の項目で号機番号と仮想号機番号が混在して表示される場合があります。
    - 監視項目の[装置情報]では、号機番号が表示されます。
    - 監視項目の[全般]では、仮想号機番号が表示されます。

 ESMPRO/AutomaticRunningController およびSigmaSystemCenter/電源管理基本
パックによる電源管理を行う場合には、vIO機能を利用すると、スケジュールによる自
動運転機能は利用できません。
また、停電発生時にはシャットダウンOFFまでは行えますが、復電時の自動起動が行え
ません。
復電後に、手動操作により業務サーバを起動してください。
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 B110d、B120d、B120d-h、B120e、B120e-h、B120f、B120f-h、B120g-hに
vIO設定を適用した場合に「B000 Expansion ROM not initialized」のPOSTエラー
メッセージを表示し、一時停止する場合があります。

本エラー発生時は下記の対象デバイスのPXEブートに使用しないポートの【Boot 
Protocol】を”none”に設定を変更する事で、OptionROM展開領域を確保し、エ
ラーを回避することが可能です。

- [N8403-049(F)] 10GBASE接続ボード(4ch)
- [N8403-051(F)] 10GBASE接続ボード(4ch)(iSCSI対応)
- [N8403-061(F)] 1GBASE接続ライザカード(2ch)
- [N8403-062(F)] 10GBASE接続ライザカード(2ch)
- [N8403-064(F)] 10GBASE接続ライザカード(2ch)(iSCSI対応)
- [N8403-065(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)
- [N8403-067(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)(iSCSI対応)
- [N8403-081(F)] 1GbE(2ch)ライザーカード
- [N8403-082(F)] 10GbE(2ch)ライザーカード
- [N8403-083(F)] 10GbE(2ch)ライザーカード (iSCSI対応)
- [N8403-084(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)
- [N8403-085(F)] 10GBASE接続ボード(2ch)(iSCSI対応)
- [N8403-094(F)] 1GbE(2ch)ライザーカード
- [N8403-095(F)] 10GbE(2ch)ライザーカード
- [N8403-096(F)] 10GbE(2ch)ライザ―カード(iSCSI対応)
- [N8403-097(F)] 10GbE(2ch)接続ボード
- [N8403-098(F)] 10GbE(2ch)接続ボード(iSCSI対応)
- [N8403-099(F)] 10GbE(4ch)接続ボード
- [N8403-100(F)] 10GbE(4ch)接続ボード(iSCSI対応)

設定変更の手順は、対象装置添付のドキュメントの「Boot Protocol “none”の設定
手順」を参照してください。

 N8403-049(F)、N8403-051(F)、N8403-099(F)、N8403-100(F)を使用した場合
は、各ポートとスイッチモジュールの接続が他のオプションカードとは異なります。
vIOコントロール機能により各ポートに割り当てる仮想MACアドレスは、オプション
カードの種類によらずポート番号で決まるため、ご注意ください。
オプションカードのポートとスイッチモジュールの接続の詳細についてはシステム構成
ガイドをご参照ください。

 下記のデバイスを搭載したCPUブレードに対し、vIOコントロール機能有効かつ当該デ
バイスのNIC Partitioning有効のブートコンフィグを適用した後に、当該デバイスの
NIC Partitioningを無効にする場合は、設定適用後、CPUブレードの抜き挿しを行って
ください。
- N8403-049(F)
- N8403-051(F)
- N8403-062(F)
- N8403-064(F)
- N8403-065(F)
- N8403-067(F)
- N8403-082(F)
- N8403-083(F)
- N8403-084(F)
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- N8403-085(F)
- N8403-095(F)
- N8403-096(F)
- N8403-097(F)
- N8403-098(F)
- N8403-099(F)
- N8403-100(F)

vI0情報の重複が発生する例

vIOコントロール機能を使用中の収納ユニット、或いは、これから使用しようとしている収納
ユニットにおいて、EMカード設定のバックアップ、リストア、EMカードの移設、EMカード
の初期化を行う場合、以下に挙げるように、vIO情報の重複が発生する場合があります。これ
は、EMカードが保持する管理情報と、実際にブレードサーバで運用中のvIO情報とが、一時
的に一致しなくなるために起こります。
EMカードは自らが保持している情報を基にvIO情報の重複をチェックし、重複があれば排除
しますので、実際の運用中の情報とEMカード上の情報が一致しないと、正しく重複を検出す
ることができません。このような状態で何らかの設定を行うと、vIO情報の重複が発生する可
能性があります。
以下に、vIO情報の重複が発生する具体的なパターンについて、いくつかの例を挙げて詳しく
説明します。前記の操作を行う場合にはご注意ください。

1.　バックアップした設定を、vIOを使用中の収納ユニットへリストアする場合
　　バックアップしていた設定データをリストアする場合、操作手順によってはvIO情報の重
　　複が発生する可能性があります。図1の例を用いて、重複する場合の手順と、重複回避手
　　順について説明します。

　　1)　vIOコントロール機能を使用していない状態で、EMカード設定をバックアップ。
　　2)　ブレードスロット2に対して仮想MAC (A)の設定を適用し、運用開始。
　　3)　手順-1)でバックアップした設定をリストア。
　　4)　ブレードスロット5に対して新たに仮想MAC (A)の設定を適用し、運用開始。

　　手順-3)のリストアによって手順-2)で適用したブレードスロット2の設定は上書きされ、
　　EMカード上から失われます。この状態で手順-2)で設定した内容と同じもの（仮想MAC
　　(A)）を、他のスロット（ブレードスロット5）のブレードサーバに適用すると、EMカー
　　ドはvIO重複を検出することができず、両者は重複した状態で運用されてしまいます。

このような場合にvIO情報の重複を回避するには、ブレードスロット2でvIO使用中のブレード
サーバの電源を事前にOFFしておくか、リストア後、新たにvIOコントロール機能の設定を行
う前に、ブレードスロット2のブレードサーバを再起動してください。
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　　　　　　　     図1　設定のバックアップ・リストアで発生するvIO情報重複



Ｗeb コンソール機能の使い方　303
2.　他の収納ユニットでバックアップした設定をリストアする場合（他の収納ユニットで使用
　　していたEMカードを使用する場合）
　　ある収納ユニットでバックアップした設定を、同一ネットワーク内の他の収納ユニットに
　　リストアする場合、vIO情報の設定や解除を適切に行わなければ、vIO情報の重複が発生
　　します。図2の例を用いて、重複する場合の手順と、重複回避手順について説明します。

　　1)　ブレードスロット3に仮想MAC (A)を設定し、当該ブレードサーバを電源ONした状
　　　　態でEMカード設定をバックアップ。
　　2)　初期状態の（vIOコントロール機能を使用していない）収納ユニットへバックアップ
　　　　した設定をリストア。
　　3)　リストア対象の収納ユニットの、ブレードスロット3にあるブレードサーバの電源を
　　　　ONする。

　　バックアップ元の収納ユニットに搭載されたブレードサーバと、リストア先の収納ユニッ
　　トに搭載されたブレードサーバが同一のネットワークに接続されている場合、上記の操作
　　によって、バックアップ元のブレードスロット3のブレードサーバと、リストア先のブ　
　　レードスロット3のブレードサーバ間で、vIO情報が重複します。

　　同一ネットワーク内にある収納ユニット間でこのような操作を行う際には、リストア前に
　　バックアップ元の設定を変更しておくか、リストア先の収納ユニットの運用停止中にリス
　　トアして、運用開始前に設定を正しく変更してください。
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図2　バックアップした設定を他の収納ユニットへリストアすることで発生するvIO情報重複
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3.　EMカードの初期化をする場合
　　EMカードの初期化を実施すると、EMカードが保持しているvIO情報も全て初期化される
　　ため、運用中のブレードサーバが存在する場合には、それらのvIO情報がEMカード上から
　　失われます。図3の例を用いて、重複する場合の手順と、重複回避手順について説明しま
　　す。

　　1)　ブレードスロット3のブレードサーバに仮想MAC (A)が設定されている収納ユニッ
　　　　トにおいて、EMカードの初期化を実施する。
　　2)　ブレードスロット4のブレードサーバに仮想MAC (A)を設定し、運用を開始する。

　　手順-1)で、EMカード上からは全てのvIOコントロール機能に関する情報が失われていま
　　す。この状態で手順-1)の時点で設定されていた内容と同じもの（仮想MAC (A)）を、他
　　のスロット（ブレードスロット4）のブレードサーバに適用すると、EMカードはvIO重複
　　を検出することができず、両者は重複した状態で運用されてしまいます。

　　このような場合にvIO情報の重複を回避するには、EMカードの初期化後、新たなvIOコン
　　トロール機能の設定を行う前に、vIO情報が設定されていたブレードサーバを再起動する
　　か、EMカード初期化前に、設定済みのvIOコントロール機能を解除しておく、或いは、　
　　vIOコントロール機能を使用中のブレードサーバの電源を全てOFFしてください。
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　　　　　　　   図3　EMカードの初期化で発生するvIO情報重複の例
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メニューバーの「環境設定」をクリックすると、EMカードの持つ設定内容を参照／編集する
画面に移行します。
また、設定ファイルのバックアップやリストアを行うこともできます。

設定の編集
このページでは、EMカードにおける様々な設定の参照/編集を行うことができます。

EMカードネットワーク

EMカードのIPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイアドレス、DHCPベースアドレス、NTP
サーバIPアドレスなどを設定します。

① EMカード IPアドレス： EM自身のIPアドレスを設定します。
② EMカード ネットマスク： EM自身のサブネットマスクを設定します。
③ EMカードゲートウェイIPアドレス：デフォルトゲートウェイを設定します。

EMカードのDHCP機能でIPアドレスを配布する際
にもこの値が利用されます。

ブレード収納ユニットに実装される2枚のEMカードでは、合計4個のIPアドレスを使用しま
す。これらは、実装するスロットに固定される「固定IP」と、実装スロットによらずアクティ
ブEM／スタンバイEMが使用する「フローティングIP」があります。

環境設定

EMカードを2枚実装していなくても、4個のIPアドレスがEM用として確保さ
れますので、その他の機器のIPアドレスと重ならないようにしてください。重要
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④ DHCPでのIP割り振り機能：

EMカードのDHCP機能によるCPUブレードとスイッチモジュールに対するIPアドレス
の割り振り機能を「有効」にするか「無効」にするかを指定します。デフォルト設定は
「有効」になります。

⑤ EMカード DHCP NTPサーバ IPアドレス：

EMカードのDHCP機能で、CPUブレードやスイッチモジュールのIPアドレスを配布する
際に、外部NTPサーバのIPアドレスも配布させたい場合に指定します。

⑥ DHCPベースIPアドレスによる簡単設定：

CPUブレードとスイッチモジュールのマネジメントI/FのIPアドレスを、EMカードの
DHCP機能で割り当てる際に、ベースアドレスを指定するだけで、あとは順番に割り当
てる機能を使用するか否かを指定します。デフォルト設定は「有効」になります。

⑦ EMカード DHCP ベースアドレス：

DHCPベースIPアドレスによる簡単設定を「有効」にした場合に、CPUブレードとスイッ
チモジュールのマネジメントI/FのIPアドレスを、EMカードのDHCP機能で割り当てる際
のベースアドレスを指定します。（サブネットマスクは、「EMカード ネットマスク」で
指定した値を使用します。）

 デフォルトの設定は、以下の通りとなります。

アクティブEM「フローティングIP」：192.168.1.8/24
スタンバイEM「フローティングIP」：192.168.1.9/24
スロット＃1のEMの「固定IP」： 192.168.1.10/24
スロット＃2のEMの「固定IP」： 192.168.1.11/24

 SNMPエージェント機能、DianaScopeおよびESMPRO/SM（Ver.5以
降）との連携は、「固定IP」で動作します。

ヒント

「EMカードIPアドレス」の第四オクテットは4の倍数になっていますか？
4の倍数に設定されていない場合、DianaScope ManagerにEMカードを登録
できません。

チェック

EMカードによるDHCPでのIP割り振り機能を「無効」に設定した場合でも、設
定上には、後述する「DHCP ベースアドレス」や「NTPサーバIPアドレス」が
残ります。ただし、DHCP機能を使用しない場合は、これらの値を参照しませ
んので動作には影響しません。

ヒント
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EMカードのDHCPベースIPアドレスによる簡単設定機能で割り当てられるIPアドレスは下記
の通りとなります。

－ スロット番号1に実装されたCPUブレード：ベースアドレス＋0

－ スロット番号2に実装されたCPUブレード：ベースアドレス＋1

－ スロット番号3に実装されたCPUブレード：ベースアドレス＋2
　　　  　　　　　　　：

－ スロット番号16に実装されたCPUブレード：ベースアドレス＋15

－ スロット番号1に実装されたスイッチモジュール：ベースアドレス＋16

－ スロット番号2に実装されたスイッチモジュール：ベースアドレス＋17
　　　　　　　　　　　：

－ スロット番号8に実装されたスイッチモジュール：ベースアドレス＋23

⑧ ブレードスロットnのIPアドレス：

DHCPベースIPアドレスによる簡単設定を「無効」にした場合に、CPUブレードスロッ
ト毎にIPアドレスを指定します。設定しないスロットについては、0.0.0.0にしてくださ
い。

⑨ スイッチモジュールスロットnのIPアドレス：

DHCPベースIPアドレスによる簡単設定を「無効」にした場合に、スイッチモジュール
スロット毎にIPアドレスを指定します。設定しないスロットについては、0.0.0.0にして
ください。

CPUブレードとスイッチモジュールのマネジメントI/FのIPアドレスは、上記
のようにベースアドレスを基点に割り付けられます。
指定したベースアドレスからDHCPで配布する最終アドレスまでの連続した
アドレスが、その他の機器のIPアドレスと重ならないようにしてください。
DHCPで配布する最終アドレスは“ベースアドレス＋23”になります。
EMカードのDHCP機能を「無効」とした場合は、このIPアドレス帯は開放さ
れます。

重要

 EMカードと同一のサブネットとなるように“ベースアドレス”が設定
されていますか？サブネットマスクはEMカード用の値と同じものが使
用されます。

 スイッチモジュール8のIPアドレスの最後が254を超えていませんか？
DHCPで配布する最終アドレスが254を超えないようにDHCP ベースア
ドレスを指定してください。

チェック
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⑩ マネジメントLANリンクダウン時のスイッチオーバー：

アクティブEM側のEMカードでマネジメントLANポートのリンクダウンを検出した際
に、アクティブ／スタンバイを切り替えるか否かを指定します。デフォルト値は「無効」
です。デフォルト設定では、マネジメントLANリンクダウンを検出してもアクティブ／
スタンバイを切り替えません。

⑪ マネージメントLANリンクダウンと判断するまでの待ち時間：

EMカードのマネジメントLANポートがリンクダウンと判断するまでの時間を秒単位で
指定します。ここで指定した期間内に再リンクアップを検出すれば、上記スイッチオー
バーは抑止されます。デフォルト値は5秒です。

 DHCPベースIPアドレスによる簡単設定を「無効」にした場合は、マネ
ジメントI/FのIPアドレスをDHCPで取得するCPUブレードとスイッチ
モジュールについては、スロット毎のIPアドレスを設定してください。

 ここで指定したスロット毎のIPアドレスは、EMカードのDHCP機能を
使用して指定のスロットのデバイス(CPUブレードやスイッチモジュー
ル)に割り当てられますので、各デバイスはDHCPでIPアドレスを取得
する設定にしてください。デバイスからDHCPでのIP割り当て要求が来
ないと割り当てられません。

重要

DHCPベースIPアドレスによる簡単設定を「無効」とし、スロット毎にIPアド
レスを指定することで、システムで使用するIPアドレスを必要最小限に抑える
ことができます。
設定するIPアドレスは、同一のサブネットであれば連続している必要はありま
せんが、その他の機器のIPアドレスと重ならないようにしてください。

ヒント

EMカードと同一のサブネットとなるように各IPアドレスが設定されています
か？
サブネットマスクはEMカード用の値と同じものが使用されます。

チェック
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電源管理

EMカードが行う電力管理における電源冗長モードと電源制御ポリシー、起動時の電源ユニッ
ト待ち合わせ時間、およびブレード収納ユニットの入力電力の上限値を指定します。

① 電源冗長モード：  EMカードが行う電源管理で、電源の冗長モードを指定します。

 AC二重化モード： 各電源ユニット(PSU)に対して、PSU1とPSU2とPSU3をAC系
統1、PSU4とPSU5とPSU6をAC系統2として、AC電源供給を2
系統に分けて冗長化するモードです。

 個別電源冗長モード： 個々のPSUをグループ化せずに独立したものとして制御し、
必要なPSUの個数より１つ余分に使用することで冗長化する
モードです。

 電源非冗長モード：システムが正常に動作するために必要な数分だけ電源ユニット
を電源オン（DC出力）とするモードです。

デフォルト設定は、「個別電源冗長モード」になります。

② 電源制御ポリシー：

EMカードが行う電源管理で、最大消費電力管理に関する制御ポリシーを指定します。

電源制御ポリシーには、CPU性能モード、冗長維持モード、冗長回復モードの3つがあり
ます。デフォルト設定は、「CPU性能モード」です。

電源管理における電源冗長モード、もしくは電源制御ポリシーの変更適用を
行った際は、必ず筐体電源のOFF/ONを行ってください。重要

電源非冗長モードを選択した場合、ESMPRO/ServerManager Ver.5以前では
「冗長モード：不明」と表示されます。ヒント
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 CPU性能モード： CPUブレードの動作性能を優先するモードです。このモードで
は、CPUブレードからの新たな電力要求に対して、電源の冗長を
維持したままではまかなえない場合、電源の冗長構成を解除し
て、CPUブレードからの新たな電力要求を許可します。ただし、
電源ユニット6台構成における[6+0]の状態は非サポートです。
電源冗長モードが「AC二重化モード」の場合は、2つの電源系統
を跨って電力を確保することはしません。（例：電源ユニットを
片系に2台ずつ搭載したシステムで、CPUブレードから新たな電
力要求があった際に、電源2台分の電力ではまかないきれない場
合は電力不足となります。両系合わせて電源ユニット3台分とい
う制御はしません。）

 冗長維持モード： CPUブレードからの新たな電力要求に対して、電源の冗長を維持
したままでまかなえる範囲内で制御するモードです。CPUブレー
ドからの新たな電力要求が電源の冗長を維持したままではまかな
えない場合は、不許可とします。また、冗長維持モードでは、電
源ユニットの故障などで電源の冗長状態がなくなってしまっても
何もしません。

 冗長回復モード： CPUブレードからの新たな電力要求に対して、電源の冗長を維持
したままでまかなえる範囲内で制御し、さらに電源ユニットの故
障などで電源の冗長状態が無くなってしまった場合にCPUブレー
ドの動作性能を制限して消費電力を抑え、冗長状態を回復させよ
うとするモードです。

③ 起動時の電源ユニット待ち合わせ時間：

EMカードが行う電源管理で、電源冗長モードを「AC二重化モード」に指定した場合、2
系統の電源系にそれぞれ電力が供給されるまで待ち合わせを行います。この項目では、そ
の待ち合わせ時間を指定します。単位は[秒]です。デフォルト設定は、3秒です。

④ ブレード収納ユニットの入力電力の上限値：

EMカードが行う電源管理で、システムの最大消費電力を制限する場合に、消費電力の上
限値を指定できます。
“制限しない”を選択すると、この項目に0が設定され、搭載されている電源ユニットの
構成とそれらの状態から最大消費電力管理に使用する上限値を計算します。
本項目のデフォルト設定は“制限しない”（0ワット）です。

電源の冗長構成を解除しての動作中に電源ユニットの故障が発生した場合、シ
ステムが強制OFFになる場合があります。重要

電源の冗長状態が無くなった状態で、さらに電源ユニットの故障が発生した場
合、システムが強制OFFになる場合があります。重要

CPUブレードの動作内容などによっては、電源の冗長状態を回復させるところ
まで消費電力を落とすことができない場合もあります。重要
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ラック

ブレード収納ユニットを搭載するラックに関する情報を設定します。

① ラック名：ラックの名前を設定します。

② ラックの高さ：

本EMカードが搭載されたブレード収納ユニットを搭載するラックの高さ(単位：U)を
指定します。

設定しておくと後で参照することができます(EMカードの制御機能では、この設定値
は使用されません)。

③ ラック全体の入力電力の上限値：

ラック内電力天井制御における消費電力の上限値を指定できます。

“制限しない”を選択すると、この項目に0が設定され、ラック全体の消費電力は制限さ
れません。本項目のデフォルト設定は“制限しない”（0ワット）です。本項目はブレー
ド収納ユニット間接続を有効に設定している場合のみ有効となります。本項目は接続さ
れている全てのブレード収納ユニット上のEMカードへ配布されますので、本項目を設定
する前に全てのブレード収納ユニット間のLANケーブルを接続し、ブレード収納ユニッ
ト間接続を有効に設定してください。

 ラック名として使用可能な文字は、すべて半角で、英数字とピリオド
('.')、ハイフン('-')、アンダースコア('_')です。文字数は、最大32文字で
す。

 ブレード収納ユニット間接続を使用している場合、変更後のラック名は
接続されている全てのブレード収納ユニット上のEMカードに配布され、
共有されます。

 ラック名の欄に何も設定しないと、ブレード収納ユニット内に保持され
ている値を読み込んで使用します。

ヒント
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④ 連携ブレード収納ユニット応答待ち時間：

ラック内電力天井制御を行う際に、連携しているブレード収納ユニットの応答を待ちあ
わせる時間を指定します。デフォルト設定は300秒となっています。通常、デフォルト
値から変更する必要はありません。

「ラック全体の入力電力の上限値」を設定すると、そこからラック内の各ブレー
ド収納ユニットに電力が分配されます。各ブレード収納ユニットに分配される
電力の割合は初めは均等で、その後各ブレード収納ユニットの動作状況によっ
て変動していきます。

ヒント
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ブレード収納ユニット

ブレード収納ユニットに関する情報を設定します。

① ブレード収納ユニット名：ブレード収納ユニットの名前を設定します。

② ブレード収納ユニット挿入位置：

本EMカードが搭載されたブレード収納ユニットを、ラック上の何処に搭載しているかを
指定します。下から数えて、[Ｕ]単位で指定します。一番下に実装した場合、値は
"1" となります。

例えば6Uのブレード収納ユニットを10Uから15Uの位置に搭載した場合、値は"10"です。
設定しておくと後で参照することができます(EMカードの制御機能では、この設定値は
使用されません)。

 ブレード収納ユニット名として使用可能な文字は、すべて半角で、英数
字とピリオド('.')、ハイフン('-')、アンダースコア('_')です。
文字数は、最大32文字です。

 ブレード収納ユニット名の欄に何も指定しないと、ブレード収納ユニッ
ト内に保持されている値を読み込んで使用します。

ヒント
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SigmaSystemCenter

SigmaSystemCenterとの連携を"有効"または"無効"にします。デフォルト値は"無効"になって
います。
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DianaScope

DianaScopeおよびESMPRO/SM（Ver.5以降）との連携に関する情報を設定します。

DianaScope連携：

連携を有効にするか無効にするかを指定します。デフォルト値は、“有効”になってい
ます。

DianaScopeおよびESMPRO/SM（Ver.5以降）を利用しない場合は、“(無
効）”としてください。
無効にしない場合、EMカードの処理が遅くなる場合があります。
設定変更はEMカードを(EMカードが2枚実装されている場合は2枚とも)再起
動した後に有効になります。

重要
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ブレード　ブートディレイ

システムにACが給電された後、CPUブレードに電源を投入する際に、CPUブレードに対して
電源投入許可を出すまでのディレイ時間を指定します。

ディレイ期間中は、CPUブレードの電源ON操作を行っても電源ONはされま
せん。指定されたディレイ期間が経過するのをお待ちください。重要

本機能は主にFCスイッチモジュールを介してSANブートを行う際に使用しま
す。　通常は、ディレイ無し（“0”秒を指定）でお使いいただけます。
本設定を利用してブレードシステム起動時（ACオン時）のブート順序を固定
化する場合、設定無効時にブレードが電源ON状態となる時間を確認いただき、
同程度の時間（秒）を設定してください。

ヒント
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ブレード 優先度

各CPUブレードに対して優先度を0-255の範囲で指定します。
電源故障による供給電力不足や、入力電力の上限値の設定変更による使用可能電力の不足が生
じた場合、EMカードは、動作中のCPUブレードの性能を制限して消費電力を抑える場合があ
ります。

動作性能を制限するCPUブレードは、前述の優先度に基づいて決定します。
0が最も優先度が高く(動作性能が制限されにくい)、255が最も優先度が低く(動作性能が制限
されやすい)なります。

複数のCPUブレードの優先度を同じ値に設定した場合の動作性能の制限の動
作は状況によって変わり、同じ優先度でも動作性能が制限されたりされなかっ
たりする場合があります。

ヒント
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スイッチモジュール

スイッチモジュールに対して、スロット毎に名前を指定できます。

 スイッチモジュール名として使用可能な文字は、すべて半角で、英数字
とピリオド('.')、ハイフン('-')、アンダースコア('_')です。
文字数は、最大32文字です。

 スイッチモジュール名は、搭載スロットに対して付けられます。搭載ス
ロット位置を変更すると、変更後の搭載スロットに対応した名称となり
ます。

ヒント
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SNMP

SNMPに関する情報を設定します。

① GETコミュニティ名：

SNMPでEMから情報を取得する際のコミュニティ名を指定します。最大32文字の
ASCII文字列です。デフォルト値は“public”となっています。

② SETコミュニティ名：

SNMPでEMに対して情報を設定する際のコミュニティ名を指定します。最大32文字の
ASCII文字列です。デフォルト値は“public”となっています。

③ SET機能：

SNMPでEMに対する情報設定機能を使用するか、使用しないかを設定します。

④ TRAPコミュニティ名：

SNMPでEMからトラップ送信を行う際のコミュニティ名を指定します。最大32文字の
ASCII文字列です。デフォルト値は“public”となっています。

⑤ トラップアドレス：

EMカードが発信するSNMPトラップの通報先IPアドレスを指定します。通報先は、最大
3箇所を指定できます。デフォルト値は、3箇所とも“0.0.0.0”となっています。“0.0.0.0”
のアドレスにはトラップ送信を行いません。

ESMPRO/ServerManagerから、CPUブレードやスイッチモジュールなどのID
ランプをリモート操作する場合は、このSET機能が使用されますので、“使用
する”を選択してください。

ヒント

設定された全ての通報先にトラップ送信を行います。
ヒント
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⑥ TRAPロスト対策：

有効／無効を指定します。
EMカードが発信するSNMPトラップをESMPRO/ServerManagerで受け取る場合、こ
この設定を“有効”にすると、ESMPRO/ServerManagerから受信完了応答が返される
ようになります。TRAPロスト対策とは、EMが受信完了応答を受け取ることでトラップ
の到達を確認し、受信完了応答が無い場合にトラップ送信をリトライすることで、トラッ
プがロストすることを防止する機能です。

⑦ リザルト ポート：

ESMPRO/ServerManagerからのトラップ受信完了応答を受け取るためのポート番号
を指定します。デフォルト値は“5002”で、通常は変更する必要はありません。

この設定は、TRAPロスト対策を“有効”にした場合に使用されます。

⑧ ロケーション情報：

ロケーション情報を指定します。最大64文字のASCII文字列です。デフォルト値は
"unknown"です。

⑨ コンタクト名：

コンタクト名称を指定します。最大64 文字のASCII 文字列です。デフォルト値は
"unknown"です。

TRAPロスト対策は、SNMPトラップをESMPRO/ServerManagerで受け
取る場合のみ有効に機能します。重要
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FANユニット

FANユニットの定期診断に関する設定を指定します。

① 診断スケジュール：

FANユニットの定期診断の診断周期を指定します。「診断しない」、「毎月」、「毎週」、「毎
日」をプルダウンメニューから選択します。デフォルト設定は「診断しない」です。

② 診断実行曜日：

FANユニットの定期診断の診断実行曜日を指定します。プルダウンで曜日を選択します。
診断周期に「毎週」を指定した際に選択可能になります。

③ 診断実行日：

FANユニットの定期診断の診断実日を指定します。プルダウンで日付を選択します。診
断周期に「毎月」を指定した際に選択可能になります。
指定の日にちが存在しない場合、診断日は月の最終日に定期診断を実施します。
（例：診断日＝31を指定の場合、4月の定期診断は30日に実施。）

④ 診断開始時刻：

FANユニットの定期診断を開始する時刻を指定します。時と分をプルダウンメニューか
ら選択します。時は24時間制です。「診断しない」以外の時に指定が可能になります。
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iStorage

iStorageとの連携に関する情報を設定します。

① iStorage管理機能：

EMカードによるiStorage の管理機能（状態監視）を使用するか否かを指定します。デ
フォルト値は、「無効」になっています。

② iStorage管理 IPアドレス：

EMカードが管理（監視）する iStorageのIPアドレスを指定します。デュアルコントモ
デルのiStorageでは、ひとつのiStorageに2つのマネジメントIPアドレスを指定してくだ
さい。指定しない分については、0.0.0.0にしてください。

 iStorageに直接設定したIPアドレスをEMカードに認識させるための設定で
す。ここで指定した値をEMカードが iStorage に設定するわけではありませ
ん。

 サポート対象のiSCSI装置については、弊社営業までお問い合わせくださ
い。

ヒント

iStorageに直接設定したIPアドレスは、EMカードと同一サブネット上のアド
レスになっていますか？
同一サブネット上にないとEMカードで管理（監視）できません。

チェック
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外部認証の設定

EMカードへのログインにて外部認証サーバとしてRADIUSサーバを利用することができま
す。ここでは、外部認証機能を利用する際の設定を行います。

① 外部認証機能：

外部認証を使用するか否かを指定します。デフォルト値は、「無効」です。

② RADIUS認証機能：

RADIUS認証を使用するか否かを指定します。デフォルト値は、「無効」です。

③ RADIUSサーバのIPアドレス：

RADIUSサーバを使用する場合の使用するRADIUSサーバのIPアドレスを指定します。
デフォルト値は、“0.0.0.0”です。

④ RADIUSサーバのポート番号：

RADIUSサーバを使用する場合の使用するRADIUSサーバのポート番号を指定します。
デフォルト値は、“1812”です。

⑤ RADIUSサーバのシークレット：

RADIUSサーバを使用する場合の使用するRADIUSサーバのシークレットを指定しま
す。シークレットを設定／変更する場合は、「変更する」のチェックボックスにチェック
を入れてください。チェックを外しておくと、シークレット入力欄に入力されていても
設定／変更しません。
デフォルト値は任意の値が設定されていますので、「変更する」チェックボックスを
チェックし、RADIUSサーバの設定値と同じシークレットを入力してください。
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その他の設定

SIGMABLADEモニターのLCDバックライトを自動的にOFFするまでの時間や、EMのシステ
ムイベントログを外部syslogサーバに転送する際の設定を行います。

① SIGMABLADEモニター バックライトOFFまでの時間：秒単位で指定します。

② Syslogサーバ：

EMのシステムイベントログをEM内部に記録するだけではなく、外部のsyslogサーバに
転送する場合に、“有効”に設定します。デフォルトは“無効”になっています。

③ SyslogサーバのIPアドレス：

syslogサーバを使用する場合の使用するsyslogサーバのIPアドレスを指定します。デ
フォルト値は、“0.0.0.0”です。

④ 言語：

EMカードが発信するSNMPトラップ、およびE-Mail通報で送信するメッセージの言語を
指定します。プルダウンメニューから選択してください。

EMファームウェア レビジョン 04.xx以前をお使いの場合で、EMのsyslog を
外部syslogサーバに転送する場合、EMを起動するより先にsyslogサーバを起動
してください。EMがsyslogをsyslogサーバに書き込みに行ったときにsyslog
サーバが起動していないと、EMのsyslogdが終了してsyslogが取られなくなり
ます。なお、EMファームウェア レビジョン 05.xx以降ではこの制限はありま
せん。

ヒント

ESMPRO/ServerManagerにおける表示言語も、ここで指定した言語になりま
す。ヒント
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適　用

設定した内容を書き込み、適用するには、各設定項目グループごとに設けられた「適用」ボタ
ンをクリックします。EMカードを2枚搭載している場合、双方のEMカードに同じ設定が適用
されます。

「適用」ボタンをクリックすると、Web画面に書き込まれた内容をチェックし、問題が無い場
合、適用を実行します。

何らかの問題が検出された場合は、エラーメッセージを表示し、問題のある項
目を赤字で表示します。（下図）ヒント

電源管理における電源冗長モード、もしくは電源制御ポリシーの変更適用を
行った際は、必ず筐体電源のOFF/ONを行ってください。重要
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「リセット」ボタンをクリックすると、現在の設定の内容が表示されます。

EMカードを2枚搭載している場合、スタンバイEMも正常に動作しています
か？
スタンバイEMが起動中や異常な場合、適用を実行することができません。ス
タンバイEMの準備ができるまでしばらく待ってから実行してください。もし、
スタンバイEMが異常な場合は、取り外してから実行してください。

チェック
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設定のバックアップ
EMの持つ環境設定のバックアップを行うことができます。環境設定の画面で、「設定のバック
アップ」タブをクリックすると、下記に示す画面に移行します。

バックアップ実行

「実行」ボタンをクリックすると、バックアップファイルを保存する場所を指定するためのダ
イアログが表示されます。保存場所とファイル名を決定してください。保存場所とファイル名
を確定すると、バックアップが実行されます。

バックアップしたEM設定ファイルを、他のブレード収納ユニットにリストア
する場合、各種IPアドレスが重複する可能性がありますので、重複しないよう
に設定を変更してください。

ヒント

コマンドラインコンソールの「Config情報」に保存された情報だけでなく、パ
スワード、およびブート制御関連の設定、ブレード間電源連動の設定もバック
アップされます。

ヒント
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設定のリストア
前述した方法でバックアップした環境設定のバックアップファイルをEMカードに読み込ん
で、適用することができます。

リストア元ファイルの選択

「参照」ボタンをクリックすると、ファイルを選択するダイアログが表示されますので、適用
したい環境設定のバックアップファイルを選択してください。

適　用

リストア元ファイルを選択後、「実行」ボタンをクリックすると、指定のリストア元ファイル
をEMカードに転送し、設定が適用されます。

適用を行うと、EMカードをリブートします。EMカードを2枚搭載している場
合は、双方のEMカードをリブートします。リブート中は、ブリッジ機能や
SNMP機能も停止しますので、CPUブレードやスイッチモジュールのマネジ
メントLANを介した接続が一時的に切断されます。また、ESMPRO/Server
Managerによるシステム監視も一時的に不可になります。タイムアウトなど
になりましたら、アクティブEMのリブートが完了した後に再接続するように
してください。

重要

EMカードを2枚搭載している場合、スタンバイEMも正常に動作しています
か？
スタンバイEMが起動中や異常な場合、適用を実行することができません。ス
タンバイEMの準備ができるまでしばらく待ってから実行してください。もし、
スタンバイEMが異常な場合は、取り外してから実行してください。

チェック

リストア元ファイルは、前述した方法でバックアップした環境設定のバック
アップファイルを指定してください。重要
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設定の初期化
EMカードの設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。ブート制御機能をご利用の場合
は、ブート制御の設定情報も工場出荷時の状態(EMによるブート制御を行わない状態)に戻し
ます。また、NASブレード電源連動機能をご利用の場合は、これに関する設定情報も工場出
荷時の状態(EMによるブレード間電源連動を行わない状態)に戻します。
環境設定の画面で「設定の初期化」タブをクリックすると、以下に示す画面に移行します。

適用を行うと、EMカードをリブートします。EMカードを2枚搭載している場
合は、双方のEMカードをリブートします。リブート中は、ブリッジ機能や
SNMP機能も停止しますので、CPUブレードやスイッチモジュールのマネジ
メントLANを介した接続が一時的に切断されます。また、ESMPRO/Server
Managerによるシステム監視も一時的に不可になります。タイムアウトなど
になりましたら、アクティブEMのリブートが完了した後に再接続するように
してください。

重要
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NASブレード電源連動設定
任意のNASブレードとCPUブレード間で電源のON/OFFを連動させることができます。
ブレード収納ユニット間接続を利用すれば、複数のブレード収納ユニット間で連動機能を利用
することができます。

－ NASブレード選択より、NASブレードを選択して追加ボタンをクリックすると、
選択されたNASブレードの電源連動に関する設定枠が生成されます。

　　　　 この設定枠を電源連動グループと呼びます。
　          電源連動グループを削除したい場合は、電源連動グループ右上の削除ボタンを
             クリックします。  

－ 電源連動グループへ電源連動の対象となるCPUブレードを追加します。
　          CPUブレードを追加するには、グループ内にあるCPUブレード選択より
　          CPUブレードを選択して追加ボタンをクリックします。
　          追加済CPUブレードを削除したい場合は、CPU欄右の削除ボタンをクリックします。

－ 電源連動には3つのタイプがあります。
　          必要に応じてチェックボックスにチェックを入れてください。
　        ・ CPUブレードのONに連動してNASブレードをONする  
　　     ・ CPUブレードのOFFに連動してNASブレードをOFFする 
　　     ・ UPSのAC断絶によりNASブレードをOFFする場合にCPUブレードをOFFする 

－ CPUブレードのONに連動してNASブレードをONする場合、NASブレードON時
点からCPUブレードをONにするまでの待ち時間を設定することができます。
連動待ち時間(秒)へ時間を設定してください。

－ 設定完了後、適用ボタンをクリックすると設定が適用されます。
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 チェックボックスおよび連動待ち時間を設定する箇所は、各電源連動グ
ループ左上の「＋」「－」ボタンで折りたたみ・展開することができま
す。

 「CPUブレードのOFFに連動してNASブレードをOFFする」連動設定に
おいて、対象CPUブレードが複数設定されている場合、全てのCPUブ
レードがOFFになった時のみ、NASブレードがOFFとなります。

 「UPSのAC断絶によりNASブレードをOFFする場合にCPUブレード
OFFする」連動設定は、UPS 管理機能が設定されたSIGMABLADE-M 
とブレード収納ユニット間接続している場合のみ効果があります。

ヒント

 最下段のブレード収納ユニットは電源オンになっていますか？

ブレード収納ユニット間連携を利用している場合、設定適用時に最下段
のブレード収納ユニットと通信可能状態になっていることが必要です。

 全ての設定対象ブレードがブレード収納ユニットへ実装されています
か？

連動設定を適用する場合、全ての設定対象ブレードがブレード収納ユ
ニットへ実装されている必要があります。実装されていないブレードが
連動設定に含まれる場合、ブレード名が赤字で表示され、設定を適用で
きません。
このような場合は、対象ブレードを実装するか、設定から削除してくだ
さい。

チェック

 電源OFF対象となるブレードは、電源ボタン押下によりシャットダウン
が実行できる状態になっている必要があります。電源ボタン押下により
シャットダウンが実行できない状態の場合、本機能による電源OFFは実
行できません。電源ボタン押下でシャットダウンが実行されない場合、
トラブルシューティング「NASブレード電源連動機能でOSが自動で
シャットダウンされない」を参照してください。

 本機能は連動対象をブレード名によって識別します。従って、ブレード
名を変更した場合は、本設定も変更する必要があります。

 以下の場合、連動処理は動作しません。(連動設定されていない状態と
等しい動作となります)

 - 連動対象ブレードが存在しない
 - ブレード名が重複している
 - 連動対象ブレードの種別が適切ではない
 - 電力不足等の理由で連動対象の電源操作に失敗した

重要
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ブレード名設定

[ブレード名設定]ボタンをクリックすると、以下に示す画面が開きます。

左から、搭載位置、ブレード名、実装状態、STATUSランプの状態、POWERランプの状態、
IDランプの状態が表示されます。

テキストボックス内でブレード名を編集し、適用ボタンをクリックすることで、ブレード名を
設定することができます。

IDランプ「オン」ボタン、「オフ」ボタンをクリックすることで、CPUブレード上のIDランプ
を操作することができます。

 ブレード名の最大文字数は32文字で、使用可能な文字は、A～Z、a～z、   
0～9、-（ハイフン）です。

 ESMPRO/ServerAgentを使用されている場合、本機能を使用してブ
レード名を変更しないでください。

ヒント



Ｗeb コンソール機能の使い方　335
スイッチ設定
EMカードにスイッチモジュールの設定をバックアップできます。また、バックアップされた設
定をリストア（適用）すること、および自動的にリストアする機能の有効／無効を設定します。

また、スイッチモードの切り替えが可能なスイッチモジュールに対して、モード切り替えを指
定します。

 スイッチモジュールは本機能に対応したものですか？

以下のスイッチモジュールは対応しています。
－ [N8406-022] GbE インテリジェントスイッチ(L2)
－ [N8406-022A] GbE インテリジェントスイッチ(L2)
－ [N8406-023] GbE インテリジェントスイッチ(L3)
－ [N8406-023A(AF)] GbE インテリジェントスイッチ(L3)
－ [N8406-044(F)] 1:10GbEインテリジェントスイッチ(L3)
－ [N8406-051(F)] 10GbE インテリジェントスイッチ(L3)
－ [N8406-052(F)] 10GbE インテリジェントスイッチ(L3)
－ [N8406-040(F)] 8G FCスイッチ(12ポート)(*)
－ [N8406-042(F)] 8G FCスイッチ(24ポート)(*)
－ * Fabric OSバージョンv7.0.0以上

 GbEインテリジェントスイッチのコマンドラインインターフェイス
(CLI)モードは、デフォルトのAOSモードもしくはBLADEOSモード
(*1)になっていますか？

GbEインテリジェントスイッチのコマンドラインインターフェイスには
2つのCLIモード(AOS/BLADEOS、ISCLI)が存在します。EMカードに
よるスイッチ設定のバックアップ/リストア機能をご利用の場合は、デ
フォルトのAOSモードで使用してください。

(*1) GbEインテリジェントスイッチのファームウェアのバージョンによ
り、呼び方が変わります。

 スイッチモジュール設定のバックアップ/リストアを行うためには、ス
イッチモジュールのIPアドレスが設定されている必要があります。

チェック

スイッチモジュールは本機能に対応したものですか？

以下のスイッチモジュールは対応しています。
－ [N8406-022A] GbE インテリジェントスイッチ(L2)
－ [N8406-023A(AF)] GbE インテリジェントスイッチ(L3)
－ [N8406-040(F)] 8G FC スイッチ(12ポート) (*)
－ [N8406-042(F)] 8G FC スイッチ(24ポート) (*)

* Fabric OSバージョンv6.3.2 以上

チェック
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保存されたスイッチ設定
「保存されたスイッチ設定」欄に、EMカードに保存されたスイッチ設定の有無を表示します。

適用状態
「適用状態」欄に、EMカードに保存されたスイッチ設定のスイッチモジュールへの適用状態を
表示します。

リンク
[HTTP]ボタンをクリックすると、そのスイッチモジュールのマネジメント機能のWebページ
が別ウインドウで起動されます。

スイッチモード
「スイッチモード」欄に、現在のスイッチモードが表示されます。

スイッチモード切り替え
「スイッチモード切り替え」欄にあるボタンをクリックすることでスイッチモードの切り替え
を行います。本スイッチモードの設定は、スイッチモジュールで保持します。EMカード内に
はスイッチモードの設定内容を保持しません。

スイッチモードの切り替えを行うと、スイッチモジュールに保存されているス
イッチ設定情報が消去されます。
事前にスイッチ設定情報のバックアップをされることを推奨いたします。

重要

スイッチモード切り替えを行えるのは、スイッチモード切り替えに対応してい
るスイッチモジュールに限ります。スイッチモード切り替えに対応していない
場合、もしくは切り替えるべきスイッチモードが無い場合には「スイッチモー
ド切り替え」欄にボタンは表示されません。

ヒント
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スイッチ設定自動リストア
EMカード内にバックアップされたスイッチモジュールの設定をスイッチモジュール搭載時
に、自動的にリストアできます。有効／無効を選択後、[適用]ボタンをクリックすると、ス
イッチ設定の自動リストアを有効／無効にします。

全スイッチ設定をEMカードへ保存
[全スイッチ設定をEMカードへ保存]ボタンをクリックすると、実装されている全スイッチモ
ジュールの設定をEMカードへ保存します。

全スイッチ設定をEMカードから削除
[全スイッチ設定をEMカードから削除]ボタンをクリックすると、EMカードが保存していた全
てのスイッチ設定を削除します。

オプション
右端の[オプション]ボタンをクリックすると、以下に示す画面が開きます。

 スイッチ設定自動リストアを有効にすると、EMカードにスイッチ設定
が保存されている場合、以下のタイミングで保存されているスイッチ設
定を適用します。

 - ブレード収納ユニットにスイッチモジュールを実装時
 - EMカードの(再)起動時
 - EMカードのスイッチオーバ実施時

 [N8406-040(F)/042(F)] 8G FCスイッチの場合、上記「ブレード
収納ユニットにスイッチモジュールを実装時」の動作のみをサポートし
ています。
（ただし、同じスイッチモジュールの取り付け/取り外しを含みません。）

 スイッチモードがスイッチ設定保存時と異なる場合には、スイッチモ
ジュールのスイッチモードを変更してからスイッチ設定を適用します。

重要

スイッチ設定を自動リストアできるのは、スイッチ設定のリストアに対応して
いるスイッチモジュールに限ります。ヒント

スイッチ設定をEMカードへ保存できるのは、スイッチ設定のバックアップに
対応しているスイッチモジュールに限ります。重要

EMカードからスイッチ設定ファイルを削除するだけです。スイッチモジュー
ルの設定内容は変更しません。重要
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スイッチモジュール名
スイッチモジュール名入力欄にスイッチモジュール名入力後、右端の[適用]ボタンをクリック
することでEMカードに設定されたスイッチモジュール名が変更されます。

保存されたスイッチ設定
「保存されたスイッチ設定」欄に、EMカードに保存されたスイッチ設定の有無を表示します。
右端の[削除]ボタンをクリックすると、EMカードに保存されたスイッチ設定ファイルを削除
します。EMカードからスイッチ設定を削除するだけです。スイッチモジュールの設定内容は
変更しません。

適用状態
「適用状態」欄に、EMカードに保存されたスイッチ設定のスイッチモジュールへの適用状態を
表示します。スイッチ設定が未適用の場合には、その理由を表示します。

スイッチ設定をアップロード
[参照]ボタンをクリックして表示されるファイル選択ダイアログで、適用したいスイッチ設定
ファイルを選択後、[アップロード：PC->EM->スイッチ]をクリックすると、スイッチ設定
がEMカードに保存され、実装されているスイッチモジュールに設定が適用されます。

スイッチ設定をダウンロード
[ダウンロード：スイッチ->EM->PC]をクリックすると、実装されているスイッチモジュー
ルの設定がEMカードに保存され、設定ファイルを保存する場所を指定するためのダイアログ
が表示されます。保存場所とファイル名を確定すると、保存が実行されます。

スイッチモジュール名として使用可能な文字は、すべて半角で、英数字とピリ
オド('.')、ハイフン('-')、アンダースコア('_')です。
文字数は、最大32文字です。

ヒント

 スイッチ設定をアップロードできるのは、スイッチ設定のリストアに対
応しているスイッチモジュールに限ります。スイッチ設定のリストアに
対応していない場合、EMカードにはスイッチ設定が保存されますが、
スイッチモジュールには適用されません。

 [N8406-040(F)/042(F)] 8G FCスイッチは、本機能(スイッチ設定
をアップロード)をサポートしておりません。

重要

スイッチ設定をダウンロードできるのは、スイッチ設定のバックアップに対応
しているスイッチモジュールに限ります。ヒント
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E-Mail通報設定
EMカードが検出したイベントをE-mailで外部に通報するための設定を行います。
環境設定の画面で「E-Mail通報設定」タブをクリックすると、以下に示す画面に移行します。

① E-Mail通報の使用：

E-Mail通報機能を使用するか否かを指定します。
デフォルト設定は、“無効”です。

② 通報レベル：

E-Mailで通知するイベントのレベルを指定します。
指定したレベル以上のイベントを通知します。

Information：情報レベル以上を通知
Warning    ：警告レベル以上を通知（デフォルト設定）
Error         ：異常レベルを通知

③ 通報先メールアドレスn：

通報メールの通報先メールアドレスを指定します。
指定先は、3つまで指定できます。
最大文字数は、127文字です。
2バイトコード（日本語など）は使用できません。
デフォルト設定はありません。

④ 通報元メールアドレス：

通報メールの通報元メールアドレスを指定します。
E-Mail通報機能を使用する場合は必ず指定してください。
最大文字数は、127文字です。
2バイトコード（日本語など）は使用できません。
デフォルト設定はありません。
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⑤ 返信先メールアドレス：

通報メールに対する返信先メールアドレスを指定します。
最大文字数は、127文字です。
2バイトコード（日本語など）は使用できません。
デフォルト設定はありません。

⑥ 件名：

通報メールの件名(Subject)を指定します。
通報メールはここで設定した件名にイベントのレベルとID番号を
追加して送信されます。
最大文字数は、127文字です。
2バイトコード（日本語など）は使用できません。
デフォルト設定はありません。

⑦ SMTPサーバ IPアドレス：

通報メールを送信するためのSMTPサーバのIPアドレスを指定します。
デフォルト値は、“0.0.0.0”です。

⑧ SMTPポート：

通報メールを送信するためのSMTPのポート番号を指定します。
デフォルト値は、“25”です。

⑨ SMTP認証：

通報メールを送信する際にSMTP認証を使用するか否かを指定します。
デフォルト設定は、“無効”です。
サポートしているSMTP認証方式は、以下の3つです。

－ PLAIN
－ LOGIN
－ CRAM-MD5

⑩ SMTPユーザ名：

SMTP認証のユーザ名を指定します。
通報メールを送信する際にSMTP認証を使用する場合に有効になります。
最大文字数は、127文字です。
2バイトコード（日本語など）は使用できません。
デフォルト設定はありません。
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⑪ SMTPパスワード：

SMTP認証のパスワードを指定します。
通報メールを送信する際にSMTP認証を使用する場合に有効になります。
新たに設定する場合、および変更する場合は、「変更する」のチェックボックスにチェッ
クを入れてください。チェックが外れている場合は変更しません。
最大文字数は、127文字です。
2バイトコード（日本語など）は使用できません。
デフォルト設定はありません。

入力文字は“●”で表現され、入力文字自体は表示されません。
ヒント

メールアドレスは、name@domain の形式で指定してください。
以下のような形式では指定できません。

例）○：sigma@blade.nec.com
　　×：<sigma@blade.nec.com>
　　×：SIGMABLADE <sigma@blade.nec.com>
　　×：SIGMABLADE sigma@blade.nec.com
　　×："SIGMABLADE" sigma@blade.nec.com

ヒント
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適　用

前で説明した内容を設定後、[適用]ボタンをクリックすることで、設定した内容が適用されま
す。
[リセット]ボタンをクリックすると、編集中の内容がクリアされ、現在の設定値を表示します。

設定内容にエラーを検出した場合は、以下のように画面上方にエラーメッセージを表示し、エ
ラー項目を赤で示します。

適用が成功した場合は、以下のように表示します。



Ｗeb コンソール機能の使い方　343
テスト通報

前で説明した内容を設定後、[テスト通報]をクリックすることで、設定した内容が適用され、
指定した宛先にテストメールを発信します。

設定内容にエラーを検出した場合は、適用時と同様に画面上方にエラーメッセージを表示し、
エラー項目を赤で示します。
適用が成功した場合は、以下のように表示します。
テストメールが届いたか否かをメール受信先で確認してください。

テストメールは「E-Mail通報の使用」が“無効”の状態でも発信することが可
能です。テスト通報が正しく受信されることを確認後、「E-Mail通報の使用」を
“有効”にすることを推奨致します。

ヒント
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時刻設定
EMカードに時刻を設定します。
環境設定の画面で「時刻設定」タブをクリックすると、以下に示す画面に移行します。

EMカード時刻： EMカードが持つ内部時計の現在時刻が表示されます。
管理PC時刻： このWebコンソールを開いている管理PCの現在時刻が表示されます。

管理PCの時刻をEMカードに設定する場合は、[PC時刻→EMカードに設定]ボタンをクリック
してください。
任意の時刻をEMカードに設定する場合は、任意時刻設定欄に、「年/月/日　時:分:秒」を指定して、
[任意時刻→EMカードに設定]ボタンをクリックしてください。

年：4桁の数値で西暦を指定してください。

月：2桁の数値で指定してください。（指定可能範囲：01～12）

日：2桁の数値で指定してください。（指定可能範囲：01～31）

時：2桁の数値で24時間制の時間を指定してください。（指定可能範囲：00～23）

分：2桁の数値で指定してください。（指定可能範囲：00～59）

秒：2桁の数値で指定してください。（指定可能範囲：00～59）
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パスワード設定
メニューバーの「パスワード設定」をクリックすると、ログインユーザのパスワードや
SIGMABLADEモニターのパスワード、DianaScope連携のためのパスワードを変更するため
の画面に移行します。

ユーザのパスワードの変更

「ユーザ」タブをクリックすると、下記に示す画面に移行します。

パスワードの入力
古いパスワード　：現在設定されているパスワードを入力してください。
新しいパスワード：新しく設定するパスワードを入力してください。
新しいパスワード（確認）：確認のため、新しく設定するパスワードを再入力してください。

 入力文字は“●”で表現され、入力文字自体は表示されません。

 パスワードは、３文字以上、８文字以下が有効です。９文字目以降は認
識されません。

ヒント
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適　用
各パスワード入力欄を適切に入力後、「適用」ボタンをクリックすると、古いパスワード欄に
入力した文字列と現在のパスワードとの比較を行います。パスワードが一致した場合は、2か
所の新しいパスワード欄に入力した文字列を比較します。文字列が一致した場合に、その文字
列を新パスワードとして変更します。
不一致の場合は、その旨表示を行い、パスワード変更は行いません。

“外部認証の使用”が“使用する”の場合、EMカードからはパスワードの変
更はできません。以下の画面となります。パスワードの変更は、外部認証サー
バ上で変更してください。

ヒント
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SIGMABLADEモニターのパスワードの変更

「SIGMABLADEモニター」タブをクリックすると、下記に示す画面に移行します。

パスワードの使用
SIGMABLADEモニターのパスワードを使用するかしないかを指定します。「使用しない」を
選択し、適用できた場合、SIGMABLADEモニターの操作でパスワードの入力操作がスキップ
されます。

パスワードの入力
古いパスワード　：現在設定されているパスワードを入力してください。
新しいパスワード：新しく設定するパスワードを入力してください。
新しいパスワード（確認）：確認のため、新しく設定するパスワードを再入力してください。

適　用
各パスワード入力欄を適切に入力後、「適用」ボタンをクリックすると、古いパスワード欄に
入力した文字列と現在のパスワードとの比較を行います。パスワードが一致した場合は、2か
所の新しいパスワード欄に入力した文字列を比較します。文字列が一致した場合に、その文字
列を新パスワードとして変更します。
不一致の場合は、その旨表示を行い、パスワード変更は行いません。

入力文字は“●”で表現され、入力文字自体は表示されません。
ヒント
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DianaScope連携のためのパスワードの変更

「DianaScope」タブをクリックすると、下記に示す画面に移行します。

パスワードの入力
古いパスワード　：現在設定されているパスワードを入力してください。
新しいパスワード：新しく設定するパスワードを入力してください。
新しいパスワード（確認）：確認のため、新しく設定するパスワードを再入力してください。

適　用
各パスワード入力欄を適切に入力後、「適用」ボタンをクリックすると、古いパスワード欄に
入力した文字列と現在のパスワードとの比較を行います。パスワードが一致した場合は、2か
所の新しいパスワード欄に入力した文字列を比較します。文字列が一致した場合に、その文字
列を新パスワードとして変更します。
不一致の場合は、その旨表示を行い、パスワード変更は行いません。
変更したパスワードはEMカードを(EMカードが2枚実装されている場合は2枚とも)再起動し
た後に有効になります。ただし、EMファームウェア レビジョン14.xx以降をお使いの場合は、
変更は即座に反映され、再起動の必要はありません。

入力文字は“●”で表現され、入力文字自体は表示されません。
ヒント
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NASブレードターゲット情報取得のためのパスワード登録

「NASブレード」タブをクリックすると、下記に示す画面に移行します。

ブート制御に関する以下の機能を利用する場合、対象となるNASブレード上にプリインス
トールされたWindows Storage Server 2008 の Administrator パスワードを事前に登録し
ておく必要があります。

      * iSCSIブート詳細設定画面におけるターゲット一覧表示
      * ターゲット一覧画面におけるNASブレード接続情報表示

NASブレード選択
対象となるNASブレードを選択し、追加ボタンをクリックします。

パスワードの入力
選択されたNASブレード上にプリインストールされたWindows Storage Server 2008 の
Administrator パスワードを入力します。

パスワードの変更・削除
パスワードを変更する際は、変更チェックボックスをチェックしてください。また、パスワー
ドを削除する場合、消去ボタンをクリックしてください。

保　存
各パスワード入力欄を適切に入力後、「保存」ボタンをクリックすると、入力したパスワード
が登録されます。

NASブレードタブはAdministratorユーザでWebコンソールにログインした場
合のみ表示されます。ヒント

入力文字は“●”で表現され、入力文字自体は表示されません。
ヒント
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ログ管理
メニューバーの「ログ管理」をクリックすると、EMカードのログを取得するための画面に移
行します。

EMカードのログ採取

EMカードのログを採取します。

「全ブレード上のIPMIログ(BMC SEL)も合わせて採取する」のチェックボックスにチェック
を入れると、搭載された全てのCPUブレードからIPMIログ（SEL情報）を読み出し、EMログ
と合わせて指定のログファイルに保存します。

「実行」ボタンをクリックすると、ログファイルを保存する場所を指定するためのダイアログ
が表示されます。保存場所とファイル名を決定してください。保存場所とファイル名を確定す
ると、ログ採取処理が実行されます。

EMカードのログ表示

「EMログの表示」タブをクリックすると、EMカードが記録しているログを表示します。
保守員用の表示です。通常は参照する必要はありません。

採取されるログの内容は、CLI の“LOGCOLLECT”コマンドで採取するもの
と同一です。ヒント

「全ブレード上のIPMIログ(BMC SEL)も合わせて採取する」のチェックボック
スにチェックを入れ、IPMIログを合わせて採取する場合、10分程度かかる場
合があります。

ヒント
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ファームウェアアップデート
メニューバーの「アップデート」をクリックすると、「EMカードのファームウェアアップデー
ト」、「EMファームウェア レビジョン同期」の画面に移行します。

EMカードのファームウェアアップデート

EMファームウェアのアップデートを行います。
「EMファームウェア」タブをクリックすると、以下に示す画面に移行します。

アップデートデータの場所
アップデートデータの場所は、「ローカルのファイル」になります。
Webコンソールをご使用のコンピュータ上のファイルが対象です。

アップデートデータファイルの選択
「参照」ボタンをクリックすると、ファイルを選択するダイアログが表示されますので、適用
したいアップデートデータファイル（*.tgz）を選択してください。
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適　用
「実行」ボタンをクリックすると、選択したファイルをEMカードに転送し、アップデートが実
行されます。

アップデート実行中は以下の画面が表示されます。

本機能で行うアップデートは、接続中のEMカードに対して実行されます。ア
クティブEMのWebコンソールから実行した場合は、アクティブEMに対して
実行されます。スタンバイEM側のWebコンソールから実行することを推奨致
します。
1枚目のEMカードのアップデート完了後、EM二重化構成の場合は、引き続き
もう一方のEMカードのアップデートを実施してください。
アップデートが実行されると、対象のEMカードは自動的にリブートを実行し
ます。
EMカードを2枚搭載してEM二重化構成の状態で、アクティブEM側で実行し
た場合は、EMのスイッチオーバが起動し、アクティブEMが切り替わります。
EMカードを1枚構成でご利用の場合は、EMのリブート中、ブリッジ機能や
SNMP機能も停止しますので、CPUブレードやスイッチモジュールのマネジ
メントLANを介した接続が一時的に切断されます。
また、ESMPRO/ServerManagerによるシステム監視も一時的に不可になり
ます。タイムアウトなどになりましたら、EMのリブートが完了した後、再接
続するようにしてください。

重要

本画面は自動的に更新されませんので、時間を置いて「リロード」ボタンをク
リックし、状態を確認するようにしてください。
アップデートが完了し、EMがリブートすると「リロード」ボタンをクリック
してもこの画面が表示されなくなります。

ヒント
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確　認
アップデートが完了し、EMリブートから復帰できましたら、再び当Webコンソール機能にロ
グインして、レビジョンの確認を行ってください。

メニューバーの「EMカードについて」をクリックすると、下記の画面が表示され、EMファー
ムウェアのレビジョンを確認することができます。
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EMファームウェア レビジョン同期

アクティブEMカードとスタンバイEMカードのファームウェアレビジョンが異なる場合、ど
ちらか一方のファームウェアレビジョンに一致させることができます。
「EMファームウェア レビジョン同期」タブをクリックすると、以下に示す画面に移行します。

ファームウェアレビジョン
アクティブEMカードとスタンバイEMカードのファームウェアレビジョンが表示されます。

レビジョン同期方法
アクティブEMカードとスタンバイEMカードのどちらのファームウェアレビジョンに一致さ
せるかを選択します。
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実　行
「実行」ボタンをクリックすると、EMカード間でアップデートデータファイルの転送が行わ
れ、転送完了後、対象のEMカードでアップデートが実行されます。

アップデート対象のEMカードで以下の画面が表示されます。

確　認
アップデートが完了し、対象のEMカードがリブートから復帰できましたら、再び「EMファー
ムウェア レビジョン同期」画面にて、レビジョンを確認してください。

アップデートが実行されると、対象のEMカードは自動的にリブートを実行し
ます。アクティブEMカード側でアップデートが実行された場合は、EMカード
のスイッチオーバが起動し、アクティブEMカードが切り替わります。

重要

 本機能を実行可能なファームウェアレビジョンの組み合わせは以下の通
りです。
レビジョン同期機能を実行する側のEMカード: Rev 06.00以上
もう一方のEMカード                    　　　　 : Rev 04.00以上

 アクティブEMカード、スタンバイEMカードの両方のWebコンソールに
接続可能な環境で本機能を使用してください。

 レビジョン同期を実行する側のEMカードがRev10.08以下で、もう一方
のEMカードがRev11.xx以上の組み合わせでは、Rev11.xx以上に同期す
ることはできません。
この場合、Rev11.xx以上側のWebコンソールで同期を実行してくださ
い。

 一度実行するとやり直しができませんので、慎重に実行してください。

ヒント

本画面は自動的に更新されませんので、時間を置いて「リロード」ボタンをク
リックし、状態を確認するようにしてください。
アップデートが完了し、EMがリブートすると「リロード」ボタンをクリック
してもこの画面が表示されなくなります。

ヒント
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メニューバーの「診断」をクリックすると、当該EMカードが管理しているブレード収納ユニッ
トのFANユニット診断画面に移行します。

① 診断状態：

FANユニットの診断の状態を表示します。

診断可能：マニュアル診断を実行することができます。
診断中： 現在、FAN診断実行中のため、マニュアル診断を実行することができません。

② 前回の診断方法：

直前のFAN診断が、定期診断で行われたのか、本画面から行うマニュアル診断で行われ
たのかを表示します。

③ 診断スケジュール：

設定されている定期診断のスケジュールを表示します。「診断しない」、「毎日」、「毎週」、
「毎月」の4通りがあります。設定は、環境設定画面で行います。

④ 次回診断予定：

定期診断が設定されている場合、次の診断開始日時を表示します。

⑤ [診断実行]ボタン：

クリックするとマニュアル診断を開始します。

診　断
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診断実行
[診断実行]ボタンをクリックするとマニュアル診断を開始し、以下のような画面に移行しま
す。

FAN診断は、FANユニット毎に順番に実行されます。
各FANユニットの診断結果欄に診断状況／診断結果を表示します。

FAN診断は、各FANユニットに対して最大回転速度を指示し、規定の時間内に回転数が上昇
するか否かを診断します。結果に「異常」と出た場合は、最大回転数まで上がらなくなってい
る可能性がありますので、お早めに交換されることを推奨いたします。以下の画面は、FAN
ユニット2で異常を検出したときの例です。
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スイッチオーバ
ログイン画面で「スタンバイEMカードへ」をクリックすると、スタンバイEMカードへのロ
グイン画面が表示されます。
ユーザ名、パスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックすると下記の画面が表示されま
す。

[実行]ボタンをクリックすると、アクティブEMとスタンバイEM切り替えを行います。

その他
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ユーザ管理
CLIとWebコンソールで、共通のユーザアカウントを利用します。
Webコンソールではユーザ設定の参照/編集は行えません。

下記項目の参照編集は、コマンドラインコンソール機能から行ってください。

 ユーザ追加/削除

 パスワード変更

 ユーザ有効化/無効化

 ユーザ権限設定/解除

 アクセス権設定/解除

 指定ユーザコンタクト先設定

 指定ユーザフルネーム設定
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