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はじめに

本書は、オラクルまたは富士通のSPARC M10システム導入後の設定方法や管理方法
について説明しています。SPARC M10システムの運用時に、必要な箇所をお読みく
ださい。

本書の内容をより一層ご理解いただくために、『SPARC M10システム早わかりガイ
ド』をお読みになることをお勧めします。

なお、SPARC M10システムは、Fujitsu M10という製品名でも販売されています。
SPARC M10システムとFujitsu M10は、同一製品です。

ここでは、以下の項目について説明しています。

■ 対象読者

■ 関連マニュアル

■ マニュアルへのフィードバック

対象読者
本書は、コンピュータネットワークおよびOracle Solarisの高度な知識を有するシス
テム管理者を対象にして書かれています。
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SPARC M10システム関連マニュアル（*1）

SPARC M10システムはじめにお読みください/SPARC M10 Systems Getting Started Guide（*2）

SPARC M10システム早わかりガイド

SPARC M10 Systems Important Legal and Safety Information (*2)

Software License Conditions for SPARC M10 Systems/ソフトウェアライセンス使用許諾条件

SPARC M10 Systems Safety and Compliance Guide/安全に使用していただくために

SPARC M10 Systems Security Guide

SPARC M10システム/SPARC Enterprise/PRIMEQUEST共通設置計画マニュアル

SPARC M10システムインストレーションガイド

SPARC M10-1サービスマニュアル

SPARC M10-4/M10-4Sサービスマニュアル

SPARC M10システム版PCIボックスサービスマニュアル

SPARC M10システムシステム運用・管理ガイド

SPARC M10システムドメイン構築ガイド

SPARC M10システム XSCFリファレンスマニュアル

SPARC M10システムプロダクトノート

SPARC M10システム用語集

*1: 掲載されるマニュアルは、予告なく変更される場合があります。

*2: 印刷されたマニュアルが製品に同梱されます。

関連マニュアル
ご使用のサーバに関連するすべてのマニュアルはオンラインで提供されています。

■ Oracle Solarisなどのオラクル社製ソフトウェア関連マニュアル
http://www.oracle.com/documentation/

■ 富士通マニュアル

日本語サイト

http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/

グローバルサイト

http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/

次の表に、SPARC M10システムに関連するマニュアルを示します。
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マニュアルへのフィードバック
本書に関するご意見、ご要望がございましたら、マニュアル番号、マニュアル名称、

ページおよび具体的な内容を、次のURLからお問い合わせください。
■ 日本語サイト

http://jp.fujitsu.com/platform/server/sparc/manual/

■ グローバルサイト

http://www.fujitsu.com/global/services/computing/server/sparc/downloads/manual/
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注－Oracle VM Server for SPARC関連の用語については、ご使用のバージョンの『Oracle
VM Server for SPARC管理ガイド』にある「用語集」を参照してください。

注－一般的に周知されている用語については、ここでは説明されていません。

略語一覧

ここでは、SPARC M10システムで使用されている略語とその正式名称を説明します。

CMU

CPU memory unit

DR

dynamic reconfiguration

FANU

fan unit

FRU

field replaceable unit

LSB

logical system board

OPNL

operation panel

PHP

PCI hot plug

PCL

PPAR configuration list

PDU

power distribution unit

POST

power-on self test

PPAR

physical partition

PSB

system board

PSU

power supply unit

PSUBP

PSU backplane

RCIL

remote cabinet interface over LAN

SSCP

SP to SP communication protocol

XBBOX

crossbar box

XBU

crossbar unit
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XSCF

extended system control facility

XSCFIFU

XSCF interface unit

XSCFU

XSCF unit
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注－Oracle VM Server for SPARC関連の用語については、ご使用のバージョンの『Oracle
VM Server for SPARC管理ガイド』にある「用語集」を参照してください。

注－一般的に周知されている用語については、ここでは説明されていません。

用語集

ここでは、SPARC M10システムで使用されている固有の用語を中心に説明します。

【英数字順】

BB-ID

筐体の識別ID。複数の筐体を連結して使用できるSPARC M10-4Sでは、BB-IDを
設定して使用する。

CMU

「CPUメモリユニット（CMU）」を参照。

CPUコアアクティベーション

CPU Activation

CPUコアアクティベーションとは、
a. SPARC M10システムに搭載されたCPUを使用するための仕組み
b. CPUコアを使用可能にするため、SPARC M10システムに設定する権利情報
c. SPARC M10システムでCPUコアを使用可能にするための「権利、および設定
情報」がセットとなっている製品の名称

CPUコアを使用するには、SPARC M10システムにCPUコアアクティベーション
を登録し、物理パーティション（PPAR）にCPUコアアクティベーションを必要
数分割り当てなければならない。

CPUコアアクティベーションはプログラム上、「Permits」と表示される場合が
ある。システム設計に基づいて必要な容量のCPUコアアクティベーションを購
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入できる。CPUコアアクティベーションは、プログラムおよびマニュアル中、
「COD」または「CoD」と記載されることがある。

CPUコアアクティベーションキー

CPU Activation key

CPUコアアクティベーションを購入すると入手できるキー。
CPUコアアクティベーションキーをシステムに登録することで、購入した容量
分のCPUコアを使用できるようになる。

CPUメモリユニット（CMU）

CPU memory unit

CPUメモリユニット（下段）（CMUL）とCPUメモリユニット（上段）
（CMUU）で構成されるSPARC M10-4/M10-4S用ユニット。
CPUメモリユニット（下段）はCPU、メモリ、XSCF、PCI Expressパックプ
レーンで、CPUメモリユニット（上段）はCPU、メモリで構成される。

DR

「動的再構成（DR）」を参照。

FANU

「ファンユニット（FANU）」を参照。

field replaceable unit (FRU)

SPARC M10システムの保守のさいに、保守作業者によって交換可能なコン
ポーネント。

FRU

「field replaceable unit（FRU）」を参照。

I/Oドメイン

I/O domain

Oracle VM Server for SPARCで作成される論理ドメインの1つ。PCIeカードなど
の物理I/Oデバイスに対して、直接アクセスできるドメイン。PCIeルートコンプ
レックスを所有するか、Oracle VM Server for SPARCのダイレクトI/O機能を使
用して、PCIeスロットまたはオンボード上のPCIeデバイスを所有できる。

I/Oボード

I/O board

PCIボックスを構成するコンポーネントの1つ。I/Oボード上には、8lane
PCI-Express Gen 3.0対応のスロットが11個とSPARC M10システムと接続するた
めのリンクボード用のスロットが1個ある。

LSB

「論理システムボード（LSB）」を参照。
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OPNL

「オペレーションパネル（OPNL）」を参照。

PCIボックス

PCI expansion unit

PCIスロットを増設するためのオプションの装置。
PCI-Expressスロットを最大11枚搭載できる。SPARC M10システムに搭載された
リンクカードを経由して、光または電気ケーブルにより接続される。

PCIホットプラグ（PHP）

PCI hot plug

Oracle Solaris運用中に実行されるPCI Express（PCIe）カードの活性増設または
活性削除。

PCL

「PPAR構成情報（PCL）」を参照。

PDU

「コンセントボックス（PDU）」を参照。

PHP

「PCIホットプラグ（PHP）」を参照。

POST

「power-on self test（POST）」を参照。

power-on self test（POST）

SPARC M10システムの電源投入時に、自動的に実行される診断テスト。メモ

リ、ディスクなどのハードウェアに異常がないかをテストし、OpenBoot PROM
に制御が渡される。

PPAR

「物理パーティション（PPAR）」を参照。

PPAR-ID

物理パーティション（PPAR）の識別ID。
PPARを構成するSPARC M10-4SにつけられているBB-IDのうちの、いずれか1つ
のIDをPPAR-IDとする必要がある。

PPAR構成情報（PCL）

PPAR configuration list

物理パーティションや物理パーティションを構成する論理システムボード
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（LSB）ごとに設定された、ハードウェアリソース情報。

PSB

「システムボード（PSB）」を参照。

PSU

「電源ユニット（PSU）」を参照。

PSUBP

「PSUバックプレーン（PSUBP）」を参照。

PSUバックプレーン（PSUBP）

PSU backplane

複数の電源ユニットを接続するためのユニット。

SPARC M10-1/M10-4/M10-4SのPSUバックプレーンには、装置識別情報および
ユーザー設定情報を保存するメモリが搭載されている。

RCIL

remote cabinet interface over LAN

IPMI（Intelligent Platform Management Interface） over LANを利用し、電源
の制御やネットワークの状態監視などの機能を実現するためのインターフェー

ス。

SSCP

「サービスプロセッサ間通信プロトコル（SSCP）」を参照。

XBBOX

「クロスバーボックス（XBBOX）」を参照。

XBBPU

「クロスバーパックプレーンユニット（XBBPU）」を参照。

XBU

「クロスバーユニット（XBU）」を参照。

XCP

XSCF control package

SPARC M10システムを制御する複数のファームウェアをパッケージ化したプロ
グラムモジュール。以下のファームウェアで構成される。
■ XSCFファームウェア
■ OpenBoot PROM
■ ハイパーバイザ
■ power-nn self test（POST）
XCPは版数で管理され、定期的に更新される。
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XSCF

「システム監視機構（XSCF）」を参照。

XSCF Web

XSCFファームウェアのブラウザユーザーインターフェース（BUI）機能。

XSCFIFU

「XSCFインターフェースユニット（XSCFIFU）」を参照。

XSCFU

「XSCFユニット（XSCFU）」を参照。

XSCFインターフェースユニット（XSCFIFU）

XSCF interface unit

クロスバーボックスに搭載され、他のSPARC M10-4Sやクロスバーボックスを接
続するためのユニット。

XSCFシェル

XSCFのコマンドラインインターフェース（CLI）機能。

XSCFネットワーク

XSCF network

XSCFファームウェアがSPARC M10システムを管理、監視するときに使用される
ネットワーク。

「システム制御ネットワーク」と同義。

XSCFユニット（XSCFU）

XSCF unit

クロスバーボックスに搭載され、XSCFファームウェアのインストールされた
サービスプロセッサが搭載されたユニット。

SPARC M10-1/M10-4/M10-4Sでサービスプロセッサが搭載されたコンポーネン
トを、便宜上、XSCFユニットと呼ぶこともある。

【五十音順】

オペレーションパネル（OPNL）

operation panel

SPARC M10システムおよびクロスバーボックスの筐体の前面に搭載された操作
パネル。

電源ボタンとモードスイッチ、システムの状態を表すLEDがついている。また、
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SPARC M10-4Sとクロスバーボックスには、筐体識別子（BB-ID）を設定するた
めのBB-IDスイッチがついている。

活性保守

active maintenance

物理パーティションの電源を投入したまま、保守対象のFRUが搭載されている
筐体の入力電源を投入した（電源コードを接続した）状態で保守すること。

クロスバーケーブル

crossbar cable

SPARC M10-4S間やSPARC M10-4Sとクロスバーボックスを接続するための
ケーブル。

筐体間直結方式の場合は電気ケーブル、クロスバーボックス経由接続の場合は光

ケーブルが使用される。

クロスバーバックプレーンユニット（XBBPU）

crossbar backplane unit

クロスバーボックスの各コンポーネントを接続するためのユニット。

クロスバーボックス（XBBOX）

crossbar box

SPARC M10-4Sを5台以上接続する場合な必要な筐体。

クロスバーユニット（XBU）

crossbar unit

SPARC M10-4Sおよびクロスバーボックスに搭載され、他のSPARC M10-4Sや
クロスバーボックスと接続することでシステムを拡張するためのユニット。

ゲストドメイン

guest domain

Oracle VM Server for SPARCで作成される論理ドメインの1つ。
制御ドメインによって管理され、I/Oドメインおよびサービスドメインの仮想デ
バイスサービスを利用するドメイン。一般的に、ユーザーアプリケーションが動

作するドメインである。

コンセントボックス（PDU）

power distribution unit

拡張接続用ラックに搭載された、SPARC M10システムの各筐体に電源を供給す
るためのFRU。

サービスドメイン

service domain
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Oracle VM Server for SPARCで作成される論理ドメインの1つ。
I/Oドメインと連携して、他のドメインに仮想デバイスサービスを提供するドメ
イン。仮想デバイスサービスには、ディスク、ネットワーク、およびコンソール

がある。

サービスプロセッサ

service processor

SPARC M10システムの制御、監視を行うために用意された専用のプロセッサ。
SPARC M10-1ではマザーボードユニット（MBU）に、SPARC M10-4/M10-4Sで
はCPUメモリユニット（下段）（CMUL）に搭載されている。サービスプロセッ
サ内にはXSCFファームウェアがインストールされている。

サービスプロセッサ間通信プロトコル（SSCP）

SP to SP communication protocol

ビルディングブロック構成で、XSCF間を結ぶ内部LANで使用する。
また、このLANのことをSSCPと表記する場合もある。

システム監視機構（XSCF）

extended system control facility

サービスプロセッサ上で動作するファームウェア。

システムプラットフォームの制御機能と監視機能を備えている。

システム制御ネットワーク

system control network

SPARC M10システムを保守、管理するために使用するネットワーク。「XSCF
ネットワーク」と同義。

システム停止保守

system-stopped maintenance

物理パーティションの電源をすべて切断し、保守対象のFRUが搭載された筐体
の入力電源を切断した（電源コードを抜いた）状態で保守すること。

システムボード（PSB）

physical system board

SPARC M10システムの1筐体上の物理的なコンポーネント（CPU、メモリ、
I/O）から構成される。
SPARC M10-1のシステムでは、CPU、メモリ、I/Oはマザーボードユニットに
搭載される。

縮退

degraded

故障の発生により切り離された1つのFRU、FRUのグループ、またはFRUの一部
の状態。
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通常、切り離しは、故障発生が疑われるコンポーネントがシステムの他のコン

ポーネントに影響を及ぼすことを防ぐために行われる。必ずしも故障部品のみが

切り離されるとは限らず、故障部品を切り離すために正常な部品が縮退されるこ

ともある。また、システムの運用に必須の機能が縮退した場合、結果としてシス

テム停止となる場合もある。

スタンバイ状態XSCF

standby XSCF

マスタXSCFのバックアップとして動作するXSCF。
マスタXSCFが故障した場合はフェイルオーバーが発生し、スタンバイ状態の
XSCFがマスタXSCFに切り替わり、XSCFの継続的な動作が可能となる。

スレーブXSCF

slave XSCF

複数のXSCFで構成されたSPARC M10-4Sで、マスタXSCF以外のXSCF。
自身が搭載されているSPARC M10-4Sまたはクロスバーボックスだけを監視、管
理する。

制御ドメイン

control domain

物理パーティションに構築された論理ドメインのうち、他のドメインの作成や管

理、仮想リソースの割り当てなどを行うドメイン。

Oracle VM Server for SPARCがインストールされる。物理パーティション内に1
つ存在する。

制御ドメインコンソール

control domain console

物理パーティションの制御ドメインを操作するためのコンソール。

XSCFシェルからconsole(8)コマンドを使用して、切り替えることができる。接続
時には読み書き可能なRWコンソール、読み出しのみ可能なROコンソールのど
ちらかで接続される。

電源ユニット（PSU）

power supply unit

SPARC M10システムの各コンポーネントに電力を供給するためのユニット。

動的再構成（DR）

dynamic reconfiguration

稼働中のシステムを停止することなく、システムを構成しているハードウェアリ

ソースを構成しなおすこと。

物理パーティション（PPAR）に対する動的再構成ではシステムボード（PSB）
が、論理ドメインの動的再構成ではCPU、メモリ、I/Oデバイスがハードウェア
リソースとして動的に再構成できる。
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ドメイン

domain

SPARC M10システム上に構築される仮想マシン。
SPARC M10システム上のハードウェアリソースを割り当て、必要とする規模
の仮想マシンを複数構築できる。

ドメインは、物理パーティション（PPAR）と論理ドメインという2段階のパー
ティションによって構築できる。構築した論理ドメインごとにOracle Solarisが
稼働し、ユーザーからは、ドメインは独立した1台のコンピュータシステムに見
える。

パーティショニング

partitioning

物理パーティション（PPAR）を構築すること。
SPARC M10システムでは、SPARC M10-4Sをビルディングブロック方式で接続
してパーティショニングする。

パーティション

partition

パーティショニングした結果作成される単位。「物理パーティション（PPAR）」
と同義。

ハイパーバイザ

hypervisor

仮想化を実現するための制御モジュールの1つ。
XCPファームウェアの一部として提供される。

ビルディングブロック（BB）構成

building block configuration

ビルディングブロック方式で、SPARC M10-4Sを組み合わせて構成すること。組
み合わせるSPARC M10-4Sの台数により、クロスバーボックスが必要となる。
ビルディングブロック方式で接続されたシステムを指す場合もある。

ビルディングブロック（BB）方式

building block method

システムの規模に応じて、SPARC M10-4Sを追加、削除することで増設、減設し
ていく方式。

構成単位となるSPARC M10-4Sは電源が内蔵された筐体にCPU、メモリ、I/Oが
搭載され、システムのリソースを増減できる。

非活性保守

inactive maintenance

保守対象のFRUが属する物理パーティションの電源を切断し、対象のFRUが搭
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載された筐体の入力電源を投入した（電源コードを接続した）状態で保守するこ

と。

引き継ぎIPアドレス

takeover IP address

マスタXSCFとスタンバイ状態のXSCF上のXSCF-LAN#0同士、XSCF-LAN#1同士
をそれぞれグループ化し、そのグループに対して設定した仮想IPアドレスのこと。
通常、LAN#0、LAN#1の名称を設定する。

ファンユニット（FANU）

fan unit

SPARC M10システム筐体内のコンポーネントを冷却するためのユニット。
1台のファンユニットは2個の冷却ファンで構成される。

フェイルオーバー

failover

マスタXSCFがスタンバイ状態のXSCFに制御を移行するプロセス、またはスタン
バイ状態のXSCFがマスタXSCFから制御を引き継ぐプロセス。
どちらの場合も、それまでのスタンバイ状態のXSCFがマスタXSCFになり、マス
タXSCFがスタンバイ状態のXSCFになる。

物理パーティション（PPAR）

physical partition

パーティショニングにより分割された1単位。
システムを保守する場合の単位となる。

マスタXSCF

master XSCF

複数のXSCFで構成されたSPARC M10-4Sで、システム全体を制御している
XSCF。
マスタXSCFのバックアップとして動作するスタンバイ状態のXSCFと二重化され
ている。

モードスイッチ

mode switch

SPARC M10システムのオペレーションパネルにあるスライド式のスイッチ。
通常運用時のLockedモードと保守作業時のServiceモードを切り替えるために使
用される。

ユーザー権限

user privileges

XSCFのユーザーアカウントに与えられるアクセス権。
与えられたユーザー権限によって、ユーザーアカウントがシステム全体またはド
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メインに対して実行できる操作が制限される。ユーザー権限には、useradm、
platadm、platop、domainadm、domainmgr、domainop、auditadm、auditop、
fieldengがある。

ユーザーネットワーク

user network

構築したシステムを業務で利用するために使用するネットワーク。

業務上必要となる、他のサーバやPC、周辺装置と接続してネットワークを構築
する。

論理システムボード（LSB）

logical system board

システムボード（PSB）に割り当てる論理ユニット名。
それぞれの物理パーティション（PPAR）は、自身に割り当てられたLSBのセッ
トを持つ。

論理ドメイン

logical domain

物理パーティション内のハードウェアリソースを仮想的に分割して構築した仮想

的なシステム。

制御ドメインにインストールされたOracle VM Server for SPARCを使用して構
築できる。論理ドメインには、制御ドメイン、ゲストドメイン、サービスドメイ

ン、I/Oドメイン、ルートドメインの種類がある。
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