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はじめに

『Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド』では、ILOM をサポートす
るすべてのプラットフォームに共通の ILOM 機能およびタスクについて説明します。
これらの機能へのアクセスやタスクの実行は、ILOM が管理しているサーバプラット
フォームにかかわらず、同じ方法で行うことができます。使用しているサーバプラッ
トフォームに固有の ILOM 機能やタスクは、ほかのユーザーマニュアルで説明して
います。ILOM のプラットフォーム固有の情報は、システムに付属のマニュアルセッ
トで確認できます。

注 – 本書の説明は、ILOM をサポートするサーバに限定されます。説明では、「すべ
てのサーバプラットフォーム」は ILOM をサポートするすべての富士通製サーバを意
味します。使用するサーバによっては、一部の ILOM 機能はサポートされません。事
前に ILOM の補足マニュアルおよび各サーバサーバのプロダクトノートを参照してく
ださい。

お読みになる前に
このユーザーズガイドでは、ILOM で管理されるすべてのサーバプラットフォームに共
通の ILOM 機能について、詳細な情報を提供します。このユーザーズガイドで説明され
ている情報を完全に理解し、タスクを完全に実行するには、このマニュアルを、使用し
ている特定のサーバプラットフォームに付属の ILOM マニュアルと一緒に使用する
ことをお勧めします。
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安全に操作するために
本書には、本製品の使用と処理に関する重要な情報が含まれます。本書をすべて読ん
でください。本書の手順および情報に従って製品を使用してください。本書はすぐに
参照できる場所に保管してください。

富士通は、ユーザーおよび周囲にいる人が負傷したり、所有物が損傷を受けたりしな
いようにあらゆる努力を行っています。本書に従って製品を使用してください。

本書の構成と内容
本書は、次に説明するように構成されています。

■ 第 1 章 ILOM の概要

ILOM の機能の概要について説明します。

■ 第 2 章 ILOM との初期通信の確立

ILOM との初期通信を確立する方法と、さまざまな接続を使用して実行できる
タスクの種類について説明します。

■ 第 3 章 ILOM コマンド行インタフェースおよびログイン

ILOM のコマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) の使用方法
と、CLI を使用した ILOM へのログイン方法について説明します。

■ 第 4 章 ILOM Web インタフェースおよびログイン

ILOM Web インタフェースの使用方法と、Web インタフェースを使用した 
ILOM へのログイン方法について説明します。

■ 第 5 章ユーザーアカウントの管理

Active Directory、LDAP、および RADIUS の設定方法に加えて、ILOM CLI ま
たは Web インタフェースを使用したユーザーアカウントの管理方法について
説明します。

■ 第 6 章インベントリと部品の管理

部品情報を表示および変更する方法、部品を取り外す準備や部品をサービスに
復帰させる準備を行う方法、およびポリシーの設定方法について説明します。

■ 第 7 章システム監視と警告管理

センサー、インジケータ、およびイベントログを使用してシステムを監視する
方法や、警告を管理する方法について説明します。
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■ 第 8 章 ILOM の通信設定

ILOM ネットワーク設定の概要と、ILOM CLI または Web インタフェースを使
用してネットワーク設定を行うために実行する必要のあるタスクについて説明
します。

■ 第 9 章 Intelligent Platform Management Interface

Intelligent Platform Management Interface と IPMItool について説明します。

■ 第 10 章 SNMP

SNMP の仕組みと、ILOM CLI または Web インタフェースを使用した SNMP 
ユーザーの管理方法について説明します。

■ 第 11 章 ILOM ファームウェアの更新

ILOM CLI または Web インタフェースを使用して ILOM ファームウェアをアッ
プグレードおよびリセットする方法について説明します。

■ 付録 A ILOM コマンド行インタフェースのリファレンス

ILOM CLI コマンドのリファレンスを提供し、コマンドの使用方法について
説明します。

■ 付録 B 用語集

このユーザーズガイドで使用されている単語や語句の一部の定義がまとめられ
ています。

■ 索引

読者が必要に応じて本書の項目を容易に検索できるように、キーワードおよび
対応する参照ページ番号を提供します。

関連マニュアル
SPARC Enterprise シリーズのすべてのマニュアルの最新版が、次の Web サイトで入
手できます。

グローバルサイト

http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

日本語サイト

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/

タイトル 説明

『Integrated Lights Out 
Manager 2.0 補足マニュアル』

サーバで Integrated Lights Out Manager (ILOM) ソフト
ウェアを使用する方法
はじめに xv
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UNIX コマンド
このマニュアルには、システムの停止、システムの起動、デバイスの構成などに使用
する基本的な UNIX® コマンドと操作手順に関する説明は含まれていない可能性があ
ります。これらについては、以下を参照してください。

■ 使用しているシステムに付属のソフトウェアマニュアル

■ 下記にある Solaris™ オペレーティングシステムのマニュアル

http://docs.sun.com

表記上の規則
本書では、次のフォントおよび記号を使用して、特定の種類の情報を表します。

* 使用しているブラウザにより、これらの設定と異なって表示される場合があります。

書体または記号* 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレ
クトリ名、画面上のコンピュータ
出力

.login ファイルを編集します。

ls -a を実行します。

% You have mail.

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画面
上のコンピュータ出力と区別して
表します。

% su

Password:

AaBbCc123 コマンド行の可変部分。

実際の名前や値と置き換えてく
ださい。

『ユーザーズガイド』の
第 6 章を参照してください。

これらはクラスオプションと
呼ばれます。

この操作ができるのは「スー
パーユーザー」だけです。

rm filename と入力します。
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ご意見をお寄せください
本書に関するご意見、ご要望または内容に不明確な部分がございましたら、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下記 URL の『お問い合わせ』
から送付してください。

SPARC Enterprise マニュアルのサイト

http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/
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第 1 章

ILOM の概要 

Integrated Lights Out Manager (ILOM) 2.0 は、さまざまなサーバプラットフォームの監
視、管理、および構成を行うために使用できるシステム管理ファームウェアです。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 1 ページの「ILOM とは」

■ 2 ページの「ILOM の機能」

■ 2 ページの「SP および CMM 上の ILOM」

■ 3 ページの「ILOM インタフェース」

■ 4 ページの「ILOM 管理ネットワーク」

■ 5 ページの「ILOM の接続方法」

■ 5 ページの「ILOM ユーザーアカウントの役割」

■ 6 ページの「事前構成された ILOM 管理者アカウント」

■ 6 ページの「ILOM の機能」

■ 8 ページの「ILOM 2.0 の新機能」

ILOM とは
Integrated Lights Out Manager (ILOM) は、サーバの管理と監視に使用できる高度な
サービスプロセッサハードウェアおよびソフトウェアを提供します。サーバプラット
フォームによっては、ILOM 専用のハードウェアとソフトウェアがプリインストール
されています。ILOMは、データセンターに不可欠な管理ツールであり、すでにシス
テムにインストールされているほかのデータセンター管理ツールと統合して使用でき
ます。
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ILOM の機能
ILOM を使用すると、オペレーティングシステムの状態とは独立にサーバをアクティ
ブに管理および監視し、信頼性の高い Lights Out Management (LOM) システムを実現
できます。ILOM を使用すると、次のことを予防保守的に実行できます。

■ ハードウェアのエラーと障害を発生時に認識します。

■ サーバの電源状態を遠隔から制御します。

■ ホストのグラフィカルコンソールまたはグラフィカルでないコンソールを表示し
ます。

■ システム上のセンサーとインジケータの現在の状態を表示します。

■ システムのハードウェア構成を確認します。

■ IPMI PET 警告、SNMP トラップ警告、または電子メール警告によって、事前にシ
ステムイベントに関して生成された警告を受け取ります。

ILOM サービスプロセッサ (Service Processor、SP) は、組み込まれているオペレー
ティングシステムで動作し、専用の Ethernet ポートを利用して、帯域外管理機能を
実現します。さらに、ホストオペレーティングシステム (Solaris、Linux、および 
Windows) で動作するサーバから ILOM にアクセスできます。ILOM を使用すると、
キーボード、モニター、およびマウスをローカルで接続して使用するのと同じよう
に、サーバを遠隔から管理できます。

サーバに電源が投入されるとすぐに、ILOM は自動的に初期化されます。完全な機
能を備えたブラウザベースの Web インタフェースと、それと同等なコマンド行イン
タフェースを利用できます。さらに、業界標準の SNMP インタフェースと IPMI イン
タフェースも利用できます。

SP および CMM 上の ILOM
ILOM は、ラック搭載型サーバやモジュラーシャーシシステムに含まれるサーバモ
ジュール (ブレード) など、各種サーバプラットフォームでサポートされています。
ILOM ファームウェアは、ラック搭載型サーバまたはサーバモジュールのサービスプ
ロセッサ (Service Processor、SP) にプリインストールされています。または、ILOM 
ファームウェアは、モジュラーシャーシシステムの一部であるシャーシ監視モジュー
ル (Chassis Monitoring Module、CMM) にプリインストールされています。

ILOM は、システムを管理するために、直接 SP を使用する方法と、モジュラー
シャーシシステムを使用している場合には CMM を使用する方法の 2 つをサポート
しています。
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■ サービスプロセッサを直接使用する － ラック搭載型サーバの SP やサーバモジュー
ルの SP と直接通信すると、個々のサーバの操作を管理することができます。この
方法は、サーバモジュールまたはラック搭載型サーバの障害追跡や、データセン
ター内の特定のサーバへのアクセスの制御に役立つ場合があります。

■ シャーシ監視モジュールを使用する － モジュラーシャーシシステムを使用してい
る場合、CMM からシステムを管理すると、モジュラーシャーシシステム全体のす
べてのコンポーネントを設定して管理したり、個々のブレードサーバの SP までド
リルダウンして管理することもできます。

ILOM インタフェース
ILOM はさまざまなインタフェースから使用可能です。

■ Web インタフェース － Web インタフェースには使いやすいブラウザインタフェー
スが用意されており、これを使用して SP にログインし、システム管理、監視、およ
び IPMI タスクを実行できます。ILOM の Web インタフェースに関する情報は、
第 4 章を参照してください。

■ コマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) － コマンド行インタ
フェースでは、キーボードコマンドを使用して ILOM を操作できます。このコマン
ド行インタフェースは、業界標準の DMTF 形式の CLI とスクリプトプロトコルに
準拠しています。端末エミュレータソフトウェアを実行している端末または PC を
システムのシリアルポートに直接接続できます。または、Secure Shell (SSH) を
使用して Ethernet 管理ネットワークポートに接続することもできます。CLI に関
する情報は、第 3 章を参照してください。

■ Intelligent Platform Management Interface (IPMI) － IPMI v1.5 および v2.0 と 
IPMItool ユーティリティーを使用すると、CLI を使用してデバイスを管理および
設定し、システムの Baseboard Management Controller (BMC) から情報を取得で
きます。IPMItool を使用すると、遠隔からのハードウェアコンポーネントの状態
の監視、システムログの監視、交換可能コンポーネントに関するレポートの受信、
およびサーバコンソールのリダイレクトを行うことができます。IPMI に関する情
報は、第 9 章を参照してください。

■ Simple Network Management Protocol (SNMP) インタフェース － ILOM は、
外部のデータセンター管理アプリケーション用に SNMP v3.0 インタフェース 
(SNMP v1 および SNMP v2c のサポートに限定) も提供します。SNMP に関する
情報は、第 10 章を参照してください。
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ILOM 管理ネットワーク
サーバプラットフォームには、ネットワーク管理ポートおよびデータポートがありま
す。これらの独立した物理的な Ethernet 接続は、ILOM と、ホストハードウェア上
で実行しているオペレーティングシステム用です。専用ネットワーク管理ポートに接
続して、ILOM を使用したサーバプラットフォームの管理を行うことができます。
ネットワーク管理ポートから ILOM に接続することを選択した場合、ILOM へのト
ラフィックは、オペレーティングシステムのホストが行うデータ転送とは別になりま
す。ネットワークポートを介して渡されるデータトラフィックはありません。このた
め、必要に応じて、管理トラフィックを個別のネットワーク上で完全に独立させるこ
とが可能です。

ネットワーク管理ポートの場所とラベル付けは、システム固有です。また、サーバプ
ラットフォームの種類によって、内部管理通信の提供方法が決まります。たとえば、
ブレードサーバシステムでは、ネットワークポートがシャーシ内のすべての CMM と 
SP への通信を提供します。使用しているプラットフォームのマニュアルを参照し
て、システムでの管理通信の提供方法を確認してください。

サーバの管理に ILOM とネットワーク管理ポートを使用しないことを選択する場合、環
境の監視、IPMI 管理、Web インタフェースなどの多数の拡張機能を使用できなくなり
ます。ホストオペレーティングシステムのデータポートを使用して、サード・パー
ティーのネットワーク管理アプリケーション、SNMP ツール、またはオペレーティング
システムのユーティリティーにアクセスできますが、これらのソリューションではプ
ラットフォームの限定されたビューしか使用できません。端末エミュレータソフトウェ
アを実行している PC または端末を使用して、サーバのシリアルポートを介して接続す
ると、ローカルでサーバを管理することもできます。ILOM に直接接続する方法を使用
しない場合は、サーバプラットフォームを遠隔管理することができません。
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ILOM の接続方法
ILOM に接続する方法は、サーバプラットフォームによって異なります。

次の表に、ILOM への接続に使用できるさまざまな方法を示します。

注 – ILOM は、シリアル、Secure Shell (SSH)、および Web インタフェースセッションを
含む、最大 10 個のアクティブセッションをサポートしています。

ILOM の Web インタフェースまたは CLI を使用して管理ネットワークにアクセスす
るには、管理する CMM または SP の IP アドレスが必要です。初期システムの設定
中に、各 CMM と SP に一意の IP アドレスが割り当てられます。SP と CMM に初期 
IP アドレスを割り当てる方法は、第 2 章を参照してください。

ILOM ユーザーアカウントの役割
ILOM のユーザーアカウントには、ILOM のユーザーアクセスと権限を決定する役割
が定義されています。管理者は、ILOM の Web インタフェースまたは CLI を使用し
てユーザーアカウントを管理できます。
ILOM アカウントに割り当てられた役割は次のとおりです。

■ Administrator － ILOM のすべての機能やコマンドにアクセスできます。

■ Operator － ホストシステムの管理および監視を完全に実行するためのアクセスが
可能です。また、ILOM 構成への読み取り専用アクセスを提供します。

表 1-1 ILOM の接続方法

接続方法 ラック

搭載型

ブレード サポートされ

ているインタ

フェース

説明

Ethernet ネッ
トワーク管理
接続

はい はい CLI と Web 
インタ
フェース

Ethernet ネットワーク管理ポートに接続します。ILOM の IP ア
ドレスが既知である必要があります。この方法は Web インタ
フェースとコマンド行インタフェースをサポートします。

シリアル接続、
サーバまたはブ
レードから

はい はい CLI のみ サーバまたはブレード上のシリアル管理ポートに直接接続し
ます。必要に応じて、シリアルアダプタケーブルを使用して
シリアルポートに接続します。この方法はコマンド行インタ
フェースのみをサポートします。

シリアル接続、
CMM から

いいえ はい CLI のみ CMM のシリアルポートに接続します。この方法はコマンド
行インタフェースのみをサポートします。
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事前構成された ILOM 管理者アカウント
ILOM は、1 つの管理者アカウントが事前構成された状態でプリインストールされて
います。

■ ユーザー名: root

■ パスワード: changeme

事前定義された管理者アカウントである root は、削除することも変更することもで
きませんが、デフォルトのパスワード (changeme) をリセットすることはできます。
このアカウントでは、ILOM のすべての機能やコマンドに対して組み込み型の管理
権限 (読み取りおよび書き込みアクセス) が提供されます。

SP または CMM レベルで最初に ILOM にアクセスするとき、root として、デフォル
トの changeme パスワードを使用してログインする必要があります。ILOM にログ
インしてシステムへのネットワーク接続を確立したら、ILOM の root アカウントに
関連付けられたデフォルトの changeme パスワードをリセットすることをお勧めしま
す。承認されていないアクセスからシステムを保護するには、システムに取り付けら
れている各 SP および CMM でこのパスワードをリセットします。ILOM の root アカ
ウントのパスワードのリセットについては、210 ページの「ILOM SP のリセット」を
参照してください。

ILOM の機能 
表 1-2 に、ILOM をサポートしているシステムに共通する ILOM の機能とタスクを
示します。使用しているシステムでこの機能がサポートされるかどうかについては、
サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

表 1-2 ILOM の機能

機能 利点

 インタフェース

Web インタフェース • ブラウザベースのユーザーインタフェースを提供し
ます。

コマンド行インタフェース • 業界標準の CLI とスクリプトプロトコルの DMTF
「SMASH」CLP をサポートします。

• 既存のスクリプトをシステムで再利用し、使い慣れた
インタフェースを使用してタスクを自動化します。
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システム管理インタフェース • 業界標準の SNMP v1、v2c、v3、および IPMI v1.5 
と v2.0 をサポートします。プラットフォーム MIB 
では、IPMI に加えて SNMP を使用してプラット
フォームを管理できます。コントロール MIB で
は、カスタム管理アプリケーションまたはサード・
パーティーの管理アプリケーションを ILOM と統合
できます。

• ILOM リモートコンソールを使用して、遠隔システ
ムにアクセスできます。

 セキュリティー

SSH 2.0 のサポート • CLI へのセキュリティー保護されたアクセスが可能
です。

LDAP、MSFT Active Directory、RADIUS • 既存の環境へ簡単に統合するための、業界標準の認証
プロトコルおよび承認プロトコルをサポートします。

ユーザー管理 • 管理者とオペレータの役割をサポートします。シス
テムのセキュリティーおよび制御を向上させるため
にアクセスレベルを構成できます。

root のパスワードのリセット機能 • 承認されていないアクセスからシステムを保護しま
す。パスワードをデフォルトにリセットするには、
プッシュボタンまたはジャンパを使用します。

SSL 証明書 • デフォルトの SSL 証明書と HTTPS アクセス用の自
己署名鍵を使用すると、セキュリティー保護された
通信が可能です。

 ローカルアクセスと遠隔アクセス

ホストの電源が切断されているときの SP への
アクセス

• ホストのオペレーティングシステムの状態に関係な
く、ILOM の処理を継続することができます。

専用ネットワーク管理ポート • ネットワーク管理トラフィックとデータネットワー
クトラフィックを分離します。

リモートコンソール • 遠隔システムにアクセスするためのシンプルな Web 
インタフェースを提供します。リモートコンソール
を起動するために、SP にログインする必要はありま
せん。

編集可能なホスト名データフィールド • 管理者は、システムの識別用に、IP アドレスに加え
てホスト名データフィールドを使用できます。

Web インタフェースのオンとオフの切り替え • ILOM アクセスを制限し、CLI アクセスのみを可能
にします。

 監視とロギング

SNMP と IPMI の監視と制御 • 業界標準の SNMP コマンドと IPMI IPMItool ユーティ
リティーを使用して、コンポーネントを監視します。

表 1-2 ILOM の機能 (続き)

機能 利点
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ILOM 2.0 の新機能
■ Active Directory

■ 電子メール警告

■ 新たに更新されたMIB

■ SNMP トラップ 

■ リモートコンソールの国際化

イベントログ • すべての「サービス」データをロギングするための
一貫性のある方法を提供します。

構成可能な警告のしきい値 • システムのしきい値を超えたときに IPMI PET 警告を
送信するように、ユーザーが SP を構成できます。

電子メールイベント通知 • すばやく便利なイベント通知を提供します。

SP ログ、Syslog、および遠隔ログホストで報告される
ハードウェアとシステムに関連するエラーおよび ECC 
メモリーエラー

• より迅速な障害の診断と分離が可能なため、停止
時間が減少します。

 電源制御

強制的電源切断 • システムの緊急の電源切断が可能です。

正常な停止と電源の再投入 • システムの電源切断の前に、ユーザーがホストのオ
ペレーティングシステムを停止できます。

遠隔の電源投入および電源切断 • ユーザーは、システムの電源を遠隔から制御でき
ます。

 ファームウェア 

Web インタフェースまたは CLI から識別されるファー
ムウェアのバージョン

• ファームウェアバージョンを識別する簡単な方法を
提供します。

Web インタフェースまたは CLI を使用したファーム
ウェアの更新

• ファームウェアを更新するための簡単な手順を提供
します。

 構成 

BIOS インタフェース、シリアルまたは Ethernet SP 
ポート、あるいはホストの OS を介した、IP アドレス
など SP を手動で設定します。

• 初期構成を簡略化します。

ローカルのキーボードおよびモニターからプログラム
可能な SP IP アドレス

• データセンター内のシステムに対する手動での IP 
構成を容易にします。

表 1-2 ILOM の機能 (続き)

機能 利点
8 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



第 2 章

ILOM との初期通信の確立 

サーバまたは CMM のシリアル管理ポートへのコンソール接続、あるいはサーバまた
は CMM のネットワーク管理ポートへの Ethernet 接続を使用して、ILOM との通信
を確立することができます。

ILOM に対して確立する接続の種類に応じて、実行できるタスクの種類が決まりま
す。たとえば、ILOM のあらゆるシステム管理機能に遠隔からアクセスするには、
サーバ SP やさらに該当する場合は CMM への Ethernet 接続と IP 割り当ての両方が
必要です。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 10 ページの「ILOM の初期設定について」

■ 10 ページの「初期設定ワークシート」

■ 12 ページの「DHCP IP 割り当てに関する考慮事項」

■ 15 ページの「静的 IP 割り当てに関する考慮事項」

■ 16 ページの「管理ネットワーク IP アドレスの設定」

■ 17 ページの「ILOM ネットワークポートの割り当て」

■ 18 ページの「サーバ SP および CMM のホスト名の識別情報」

■ 19 ページの「サーバのシステム識別子テキスト文字列」

■ 19 ページの「サーバプラットフォーム SP インタフェースへの IP アドレスの割り
当て」

■ 20 ページの「Ethernet 管理接続を使用して DHCP IP アドレ スを割り当てる」

■ 21 ページの「シリアル接続を使用してサーバ SP に静的 IP アドレスを割り当
てる」

■ 23 ページの「シリアル接続を使用して CMM に静的 IP アドレスを割り当てる」

■ 25 ページの「Ethernet 管理接続を使用した IP アドレスの割り当ての編集」

■ 25 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM の既存の IP アドレスを編
集する」

■ 27 ページの「CLI を使用して ILOM の既存の IP アドレスを 編集する」

■ 29 ページの「ホスト名またはシステム識別子の割り当て」
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ILOM の初期設定について
ILOM との通信を確立する前に、次のトピックを確認することをお勧めします。

■ 10 ページの「初期設定ワークシート」

■ 12 ページの「DHCP IP 割り当てに関する考慮事項」

■ 15 ページの「静的 IP 割り当てに関する考慮事項」

■ 16 ページの「管理ネットワーク IP アドレスの設定」

■ 17 ページの「ILOM ネットワークポートの割り当て」

■ 18 ページの「サーバ SP および CMM のホスト名の識別情報」

■ 19 ページの「サーバのシステム識別子テキスト文字列」

初期設定ワークシート

表 2-1 のワークシートを使用して、ILOM との通信をはじめて確立するために必要な
情報を収集します。

表 2-1 ILOM との通信を確立するための初期設定ワークシート

設定のための情報 要件 説明

ローカルシリア
ルコンソール
接続

任意 － 初期 IP 

アドレスを割り

当てるために 

DHCP を使用す

る場合

必須 － 初期 IP 

アドレスを割り当

てるために DHCP 

サーバを利用しな

い場合

IP アドレスをサーバ SP または CMM に割り当てるために DHCP サーバを利用し
ない場合は、サーバまたはシャーシ監視モジュール (Chassis Monitoring 
Module、CMM) のシリアル管理ポートを使用して、ILOM へのローカルシリアル
コンソール接続を確立する必要があります。

シリアルコンソールをサーバまたは CMM に接続する方法については、サーバプ
ラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

遠隔 Ethernet 
管理接続

任意 ネットワーク (Ethernet) ケーブルをサーバまたは CMM のネットワーク管理ポー
トに接続します。ネットワーク管理ポートのラベルは、サーバプラットフォーム
によって異なる場合があります。一部のサーバおよび CMM ネットワーク管理
ポートには、NET MGT または MGT というラベルが付いています。ネットワー
ク管理ポートのラベルについての質問や、Ethernet ケーブルを管理ポートに接続
する方法については、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参
照してください。

ILOM の管理機能のすべてにアクセスするには、ローカルエリアネットワークを
サーバまたは CMM のネットワーク管理ポートに接続する必要があります。

ネットワーク管理ポートは、ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォーム
で提供されています。
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SP IP の割り
当て

必須 DHCP または静的 IP アドレスをサーバ SP または CMM に割り当てるかどう
かを指定します。ILOM とのすべての遠隔システム管理通信では、サーバ SP また
は CMM の管理ネットワークを使用します。

詳細は、次のトピックを参照してください。

• 12 ページの「DHCP IP 割り当てに関する考慮事項」

• 15 ページの「静的 IP 割り当てに関する考慮事項」

• 19 ページの「サーバプラットフォーム SP インタフェースへの IP アドレスの割
り当て」

ILOM インタ
フェース

必須 サーバ SP または CMM の IP アドレスを確立または変更するときは、次の ILOM 
インタフェースのいずれかを使用します。

• コマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) － 初期 IP アドレ
スを確立する場合に使用します。IP アドレスがサーバ SP または CMM に割り
当てられていない場合は、ローカルシリアルコンソールを介して ILOM に接続
し、IP アドレスを割り当てることができます。

一般に CLI は、シリアル接続 (ローカルシリアルコンソール、端末エミュレー
ションアプリケーション、または遠隔 SSH 接続) を介して ILOM で実行される
すべてのタスクに対して使用されます。

• Web インタフェース － 既存の IP アドレスを編集する場合に使用します。IP アド
レスがサーバ SP または CMM に割り当てられている場合、LAN 接続が MGT 
ポートに対して確立されていれば、Web インタフェースを使用して ILOM に接続
し、割り当てられている既存の IP アドレスを編集することができます。

一般に Web インタフェースは、Ethernet 管理接続を介して ILOM で実行され
るすべてのタスクに対して使用されます。

ILOM インタフェースについては、第 3 章および第 4 章を参照してください。

ILOM ファイア
ウォールアク
セス

任意 ファイアウォールアクセスを必要とする Ethernet ネットワークでの ILOM のネッ
トワークポートの使用方法を確認します。詳細については、17 ページの「ILOM 
ネットワークポートの割り当て」を参照してください。

SP ホスト名の
割り当て

任意 任意で、わかりやすいホスト名をサーバ SP に割り当てることができます。
詳細は、18 ページの「サーバ SP および CMM のホスト名の識別情報」または 29 
ページの「ホスト名またはシステム識別子の割り当て」を参照してください。

システム識別子
の割り当て

任意 任意で、システム識別子 (わかりやすい名前) をサーバに割り当てることができ
ます。詳細は、18 ページの「サーバ SP および CMM のホスト名の識別情報」ま
たは 29 ページの「ホスト名またはシステム識別子の割り当て」を参照してくだ
さい。

表 2-1 ILOM との通信を確立するための初期設定ワークシート (続き)

設定のための情報 要件 説明
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DHCP IP 割り当てに関する考慮事項

動的ホスト構成プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol、DHCP) サーバを
使用して、IP アドレスをサーバ SP または CMM に割り当てることを計画している場
合は、次のトピックを確認してください。

■ 12 ページの「サーバプラットフォームの DHCPDISCOVER パケットのブロード
キャスト」

■ 12 ページの「DHCP 割り当ての要件」

■ 13 ページの「SP ネットワークインタフェースの MAC アドレス」

■ 14 ページの「DHCP 後の要件」

サーバプラットフォームの DHCPDISCOVER パケットのブ
ロードキャスト 

サーバプラットフォームに電源が供給されると、サーバ SP または CMM は、
DHCPDISCOVER パケットを自動的にブロードキャストします。ネットワーク上に 
DHCP サーバが確立されている場合、DHCP サーバは、要求元であるサーバ SP また
は CMM に対して、IP アドレスとその他のネットワーク設定情報が含まれる 
DHCPOFFER パケットを自動的に返します。

注 – DHCP サーバが Ethernet IP アドレスを割り当てるように選択するか、SP の 
MAC アドレスを指定することによって特定の Ethernet IP アドレスを割り当てるよう
に DHCP サーバを設定することができます。詳細は、DHCP サーバのユーザーマニュ
アルを参照してください。サーバ SP または CMM の MAC アドレスを取得する方法に
ついては、13 ページの「SP ネットワークインタフェースの MAC アドレス」を参照
してください。

DHCP 割り当ての要件

DHCP サーバを使用して IP アドレスをサーバ SP インタフェースに割り当てるに
は、次の条件を満たす必要があります。

■ Ethernet ケーブルが、サーバ管理ポートまたは CMM 管理ポートに差し込まれて
いる必要があります。

■ DHCP サーバをサーバプラットフォームと同じサブネットに接続します。

■ DHCP サーバが、新しい媒体アクセス制御 (Media Access Control、MAC) アドレ
スを受け入れるように設定されている必要があります。

■ ILOM の DHCP 構成設定が有効になっている必要があります。この設定はデフォ
ルトで有効になっています。
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SP ネットワークインタフェースの MAC アドレス

DHCP サーバを使用して IP アドレスを SP ネットワークインタフェースに割り当て
ることを計画している場合は、サーバ SP または CMM の MAC アドレスが必要にな
ることがあります。

サービスプロセッサの MAC アドレスは、表 2-2 で説明するいずれかの方法で取得で
きます。

表 2-2 SP の MAC アドレスを取得する方法

ILOM のカテゴリ 方法 説明

ラック搭載型
サーバ SP

ブレードサーバ 
SP

内部ラベルの
確認

通常、管理ネットワークでのサーバ SP の MAC アドレ
スのラベルは、サーバに貼り付けられたステッカーに表
示されています。

サーバに貼り付けられたステッカーに MAC アドレスが
表示されていない場合は、サーバプラットフォームに付
属のユーザーマニュアルを確認してください。

CMM 内部ラベルの
確認

通常、管理ネットワークでの CMM の MAC アドレスの
ラベルは、CMM に貼り付けられたステッカーに表示さ
れています。

CMM に貼り付けられたステッカーに MAC アドレスが
表示されていない場合は、サーバプラットフォームに付
属のユーザーマニュアルを確認してください。

すべて Customer 
Information 
Sheet

サーバプラットフォームに付属の Customer 
Information Sheet を参照してください。
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DHCP 後の要件

DHCP サーバが IP アドレスを SP ネットワークインタフェースに割り当てたら、
表 2-3 に示すいずれかの方法を使用して、DHCP サーバによって割り当てられた 
IP アドレスを識別することができます。

表 2-3 DHCP サーバによって割り当てられた IP アドレスを識別する方法

方法 説明

DHCP のログ
ファイル

(このログファイ
ルは、ILOM の
一部ではなく、
DHCP サーバ上
にあるログファ
イルです。)

DHCP のログファイルを開き、次の手順を実行します。

1. MAC アドレスフィールドでサービスプロセッサの MAC アドレスを探
します。

2. MAC アドレスフィールドの MAC アドレスに対応する IP アドレス
フィールドに割り当てられた IP 値を特定します。

3. Web インタフェースを使用して遠隔で ILOM と通信するには、手順 2 
で特定した IP アドレスを使用します。

ヒント: 通常、DHCP ログファイルのエントリは、次のようにコンマで区
切られたフィールドを持つ個別の行です。ID, Date、Time、Description、
IP Address、Host Name、MAC Address。

シリアルコン
ソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートに対するシリアルコンソール接続を
確立します。

CLI を使用して ILOM に root としてログインし、次のいずれかのコマン
ドを入力します。

• ラック搭載型のスタンドアロンサーバの場合: show /SP/network
• シャーシブレードサーバモジュールの場合: show /CH/BLn/
SP network

• スロット 0 のシャーシ CMM の場合: show /CMM/network/CMM0
• スロット 1 のシャーシ CMM の場合: show /CMM/network/CMM1
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静的 IP 割り当てに関する考慮事項

静的 IP アドレスをサーバ SP または CMM に割り当てることを計画している場合は、次
のトピックを確認してください。

■ 15 ページの「静的 IP 割り当ての要件」

■ 16 ページの「シリアルデバイス － 端末エミュレーションソフトウェアの設定」

■ 16 ページの「静的 IP 割り当て後」

静的 IP 割り当ての要件

最初に静的 IP アドレスをサーバ SP または CMM に割り当てるには、表 2-4 に記載
された要件を満たす必要があります。

表 2-4  静的 IP 割り当ての要件

要件 Step 説明

シリアルコンソール
接続の確立

1 端末エミュレーションソフトウェアを実行している端末また
は PC をサーバまたは CMM のシリアルポートに接続して、
サーバ SP または CMM に対するシリアルコンソール接続を
確立します。

シリアル端末または PC をサーバまたは CMM のシリアル
ポートに接続する方法については、サーバプラットフォーム
に付属のユーザーマニュアルを参照してください。

CMM が構成されているサーバプラットフォームの場合は、
CMM ILOM コマンド行インタフェースを使用して、シャー
シに取り付けられたブレード SP に対して静的 IP アドレスを
設定することができます。

シリアルポートの設定 2 端末デバイスまたは端末エミュレーションソフトウェアに必
要なシリアル設定を行います。

詳細については、16 ページの「シリアルデバイス － 端末エ
ミュレーションソフトウェアの設定」を参照してください。

ILOM CLI を使用した
静的 IP アドレスの割り
当て

3 ILOM CLI を使用して静的 IP アドレスを割り当てます。

詳細は、使用しているシステム構成に該当する次のいずれか
のトピックを参照してください。

• 21 ページの「シリアル接続を使用してサーバ SP に静的 
IP アドレスを割り当てる」

または

• 23 ページの「シリアル接続を使用して CMM に静的 IP ア
ドレスを割り当てる」
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シリアルデバイス － 端末エミュレーションソフトウェアの設定

シリアルコンソールを使用して ILOM に接続するときは、次のシリアル設定を使用
するように端末デバイスまたは端末エミュレーションソフトウェアを設定する必要が
あります。

■ 8N1: 8 データビット、パリティなし、1 ストップビット

■ 9600 ボー

■ ハードウェアフロー制御 (CTS/RTS) の無効化

■ ソフトウェアのフローコントロール無効 (XON/XOFF)

次の CLI show コマンドを使用すると、サーバまたは CMM の外部シリアルポートに
関連付けられたプロパティーおよび値を表示することができます。

show <target>

次に例を示します。

■ CMM の場合: show /CMM/serial/external

■ ラック搭載型サーバの場合: show /SP/serial/external

■ ブレードサーバモジュールの場合: show /CH/BLn/SP/serial/external

静的 IP 割り当て後

次の要件を満たしてから、ILOM Web インタフェースまたは CLI を使用して IP アド
レスを遠隔で管理することができます。

■ サーバ SP または CMM への IP アドレスの割り当て

■ サーバまたは CMM ネットワーク管理ポートに対する Ethernet 接続の確立

Ethernet ネットワーク管理接続を使用した IP アドレスの割り当ての管理については、
25 ページの「Ethernet 管理接続を使用した IP アドレスの割り当ての編集」を参照し
てください。

管理ネットワーク IP アドレスの設定

ILOM の IP 接続は、通常、SP ネットワークインタフェースに対して設定されるた
め、管理トラフィックとデータトラフィックを分離することができます。サーバ SP 
または CMM に割り当てる DHCP または静的 IP アドレスは、データネットワーク IP 
アドレスと混同しないように、「管理ネットワーク IP アドレス」とも呼ばれます。

データネットワーク IP アドレスは、サーバにホストオペレーティングシステムをイン
ストールしたあとに設定されます。データネットワーク IP アドレスと管理ネットワー
ク IP アドレスでは目的が異なるため、これらを区別することは重要です。
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このマニュアルでは、これ以降、管理ネットワーク IP アドレスを参照する場合は、
「サーバ SP の IP アドレス」または「CMM の IP アドレス」と表記します。一般
に、ILOM Web インタフェースまたは ILOM CLI に対して接続する手順を説明する
ときに、この表記を使用しています。

ILOM の管理ネットワークについては、4 ページの「ILOM 管理ネットワーク」を参照
してください。

データネットワーク IP アドレスをサーバに割り当てる方法については、ホストオペ
レーティングシステムに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

ILOM ネットワークポートの割り当て

表 2-5 と表 2-6 に、ILOM で使用されるデフォルトのネットワークポートを示します。
これらのネットワークポートのほとんどは、設定可能です。ILOM に対するファイア
ウォールによるセキュリティーアクセスを設定する場合は、ファイアウォールサービス
で現在使用されている適切なポートでこれらのポートを設定するようにしてください。

表 2-5 サーバ SP の ILOM ポートの直接割り当て 

ポート プロトコル 適用

80 HTTP over TCP SP － ILOM ユーザー設定可能ポート

443 HTTPS over TCP SP － ILOM ユーザー設定可能ポート

5120 TCP SP － ILOM リモートコンソール: CD 

5123 TCP SP － ILOM リモートコンソール: フロッピーディスク

5121 TCP SP － ILOM リモートコンソール: キーボードおよびマウス

7578 TCP SP － ILOM リモートコンソール:ビデオ

22 SSH over TCP SSH － Secure Shell 

69 TFTP over UDP TFTP － Trivial File Transfer Protocol 

123 NTP over UDP NTP － 時間情報プロトコル

161 SNMP over UDP SNMP － Simple Network Management Protocol

162 IPMI over UDP IPMI － Platform Event Trap (PET) (送信ポート)

389 LDAP over 
UDP/TCP

LDAP － Lightweight Directory Access Protocol 
(ユーザー設定可能ポート)

514 Syslog over UDP Syslog － (送信ポート)

546 DHCP over UDP DHCP － 動的ホスト構成プロトコル (クライアント)

623 IPMI over UDP IPMI － Intelligent Platform Management Interface 

1812 RADIUS over UDP RADIUS － Remote Authentication Dial In User Service
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サーバ SP および CMM のホスト名の識別情報

IP アドレスの代わりにホスト名を使用して、ネットワークの特定のサーバ SP または 
CMM を識別することができます。また、ホスト名を使用して、サーバ SP ILOM ま
たは CMM ILOM との通信を確立することもできます。通常、この種類のシステム識
別および接続では、ネームサービス (DNS、NIS、SMB など) でホスト名をサーバ SP 
(または CMM) の IP アドレスに関連付けることが必要です。使用しているネット
ワーク環境でホスト名を使用してサーバ SP または CMM を識別する場合は、
「System Identification」ページでサーバ SP (または CMM) のホスト名を入力するこ
とにより、ILOM で同じ識別方法をサーバ SP または CMM に任意で適用することも
可能です。詳細は、29 ページの「Web インタフェースを使用してホスト名およびシ
ステム識別子を割り当てる」を参照してください。

表 2-6 CMM の ILOM ネットワークポートの直接割り当て

ポート プロトコル 適用

80 HTTP over TCP CMM － ILOM (ユーザー設定可能ポート)

443 HTTPS over TCP CMM － ILOM (ユーザー設定可能ポート)

8000 - 8009 HTTP over TCP CMM － ILOM ドリルダウン (BL0 ～ BL9)

8400 - 8409 HTTPS over TCP CMM － ILOM ドリルダウン (BL0 ～ BL9)

22 SSH over TCP SSH － Secure Shell 

69 TFTP over UDP TFTP － Trivial File Transfer Protocol 

123 NTP over UDP NTP － 時間情報プロトコル

161 SNMP over UDP SNMP － Simple Network Management Protocol 

389 LDAP over 
UDP/TCP

LDAP － Lightweight Directory Access Protocol 
(ユーザー設定可能ポート)

514 Syslog over UDP Syslog － (送信ポート)

546 DHCP over UDP DHCP － 動的ホスト構成プロトコル (クライアント)

1812 RADIUS over UDP RADIUS － Remote Authentication Dial In User Service
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サーバのシステム識別子テキスト文字列

システム識別子は、システムのコンポーネントを識別できるように設定可能なテキス
ト文字列です。たとえば、システムの場所、ラック内の特定のサーバ、またはシステ
ムの目的に関する説明などを識別するシステム識別子を作成できます。

システム識別子は、SNMP トラップにも含まれます。これらのシステム識別子を使
用すると、システムで実行中の特定の ILOM インスタンスとトラップとを関連付け
ることができます。

ILOM でシステム識別子を設定するときは、システムまたはコンポーネントを説明す
る任意のテキスト文字 (引用符を除く) を使用できます。ILOM でシステム識別子を指
定する方法については、29 ページの「ホスト名またはシステム識別子の割り当て」を
参照してください。

サーバプラットフォーム SP インタ
フェースへの IP アドレスの割り当て
次の手順を使用して、IP アドレスをサーバプラットフォームの SP ネットワーク
インタフェースに割り当てます。

■ 20 ページの「Ethernet 管理接続を使用して DHCP IP アドレ スを割り当てる」

■ 21 ページの「シリアル接続を使用してサーバ SP に静的 IP アドレスを割り当てる」

■ 23 ページの「シリアル接続を使用して CMM に静的 IP アドレスを割り当てる」

■ 29 ページの「Web インタフェースを使用してホスト名およびシステム識別子を割
り当てる」

■ 31 ページの「CLI を使用してホスト名およびシステム識別子を割り当てる」
 第 2 章  ILOM との初期通信の確立 19



▼ Ethernet 管理接続を使用して DHCP IP アドレ
スを割り当てる
次の手順に従って、DHCP を使用して IP アドレスを割り当てます。

1. 使用している DHCP サーバが、新しい媒体アクセス制御 (Media Access Control、
MAC) アドレスを受け入れるように構成されていることを確認します。

使用している DHCP サーバソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

2. Ethernet ケーブルが次のいずれかのポートに接続されていることを確認します。

■ CMM の Ethernet ポート (NET MGT) (該当する場合)

■ ラック搭載型のスタンドアロンサーバの Ethernet ポート (MGT) (該当する場合)

注 – ILOM がこれまで静的 IP アドレスで設定されていなかった場合、ILOM は自身
の SP ネットワークインタフェースにおける MAC アドレスの ID を使用して 
DHCPDISCOVER パケットを自動的にブロードキャストします。ILOM がこれまで
静的 IP アドレスで設定されていた場合は、「Network Settings 」タブで静的 IP アド
レスの設定を無効にする必要があります。IP アドレス設定の編集については、
25 ページの「Ethernet 管理接続を使用した IP アドレスの割り当ての編集」を参照し
てください。

3. ネットワーク上の DHCP サーバは、IP アドレスやその他の情報を含む 
DHCPOFFER パケットを返します。次に、サービスプロセッサが、DHCP サー
バによって割り当てられた IP アドレスの「リース」状況を管理します。

4. 次のいずれかの方法を使用して、SP ネットワークインタフェースに割り当てられ
た DHCP IP アドレスを取得します。

■ シリアル接続を使用した ILOM － CMM

CMM の背面パネルに接続されたシリアルコンソールを使用して、ILOM に管
理者としてログインします。たとえば、ログインプロンプトで、事前構成され
ている管理者ユーザー名 root とそのデフォルトのパスワード changeme を
入力して、Enter を押します。

■ アクティブな CMM の作業用ディレクトリを設定するには、次のように入力し
ます。

cd /CMM/network/CMM0

■ アクティブな CMM の IP アドレスを表示するには、次のように入力します。
show 
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■ 各ブレードの IP アドレスをドリルダウンして表示するには、次のように入力
します。

show /CH/BL0/SP/network

注 – CMM0 は、スロット CMM0 に取り付けられた CMM を表します。BL0 は、ス
ロット BL0 に取り付けられたブレードを表します。ターゲットの CMM またはブ
レードを指定するには、モジュールが取り付けられているスロットの番号を指定する
必要があります。ブレードのスロットの範囲は 0 - 9 です。CMM のスロットの範囲
は 0 － 1 です。

■ シリアル接続を使用した ILOM － サーバ SP 

ブレードのフロントパネルに接続されたシリアルコンソールを使用して、
ILOM に管理者としてログインします。たとえば、ログインプロンプトで、
事前構成されている管理者ユーザー名 root とそのデフォルトのパスワード 
changeme を入力して、Enter を押します。

ブレード SP の IP アドレスを表示するには、次のように入力します。

show /SP/network

■ DHCP サーバログ

詳細は、14 ページの「DHCP 後の要件」、または DHCP サーバのマニュアルを
参照してください。

▼ シリアル接続を使用してサーバ SP に静的 IP ア
ドレスを割り当てる

次の手順に従って、シリアル接続を使用して静的 IP アドレスをサーバ SP に割り
当てます。

1. サーバ SP に対するローカルシリアルコンソール接続を確立します。

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。詳細は、
サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

2. 接続したシリアルコンソールに表示される端末ウィンドウで、次の設定を行います。

■ 8N1: 8 データビット、パリティなし、1 ストップビット

■ 9600 ボー

■ ハードウェアフロー制御 (CTS/RTS) の無効化

■ ソフトウェアのフローコントロール無効 (XON/XOFF)

3. Enter を押して、シリアルコンソールと SP インタフェースの間の接続を確立します。

最終的に ILOM のログインプロンプトが表示されます。

例: host_name Login:
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4. 管理者のユーザー名およびパスワードを入力して管理者としてログインしてから、
Enter を押します。

注 – ILOM の出荷時に事前構成されている管理者アカウント root/changeme を使
用して ILOM にログインできます。詳細は、6 ページの「事前構成された ILOM 管
理者アカウント」を参照してください。

デフォルトのプロンプト (->) が表示されます。システムでは、ネットワーク設定を
確立する CLI コマンドを受信する準備ができました。

5. 以下のコマンドを入力して、作業用ディレクトリを設定します。

cd /SP/network

6. 次の CLI コマンドを使用して、IP、ネットマスク、およびゲートウェイのアドレ
スを指定します。

コマンド 説明と例

set pendingipaddress= このコマンドに続けて、サーバ SP に割り当てる静的 IP ア
ドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipaddress=129.144.82.26 

これは、129.144.82.26 を IP アドレスとしてサーバ SP 
に割り当てるように、ILOM に指示します。

set pendingipnetmask= このコマンドに続けて、サーバ SP に割り当てる静的ネット
マスクアドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipnetmask=255.255.255.0 これは、
255.255.255.0 をネットマスクアドレスとしてサーバ SP 
に割り当てるように、ILOM に指示します。

set pendingipgateway= このコマンドに続けて、サーバ SP に割り当てる静的ゲート
ウェイアドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipgateway=129.144.82.254 これは、
129.144.82.254 をゲートウェイアドレスとしてサーバ 
SP に割り当てるように、ILOM に指示します。
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通常、IP アドレスの割り当てまたは変更を行うと、以前の IP アドレスを使用し
て確立された ILOM への接続はタイムアウトします。ILOM に接続するには、新
しく割り当てた IP アドレスを使用します。

▼ シリアル接続を使用して CMM に静的 IP アドレ
スを割り当てる

次の手順に従って、シリアル接続を使用して静的 IP アドレスを CMM に割り当て
ます。

1. アクティブな CMM に対するシリアル接続が動作していることを確認します。

シリアルコンソールを CMM に接続する方法については、サーバプラットフォー
ムに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

2. 管理者のユーザー名およびパスワードを入力して管理者としてログインしてから、
Enter を押します。

注 – ILOM の出荷時に事前構成されている管理者アカウント root/changeme を
使用して ILOM にログインできます。詳細は、6 ページの「事前構成された ILOM 
管理者アカウント」を参照してください。

デフォルトのプロンプト (->) が表示され、システムではネットワーク設定を確立
する CLI コマンドを実行する準備ができました。

3. ILOM CLI を使用して CMM に静的 IP アドレスを設定するには、次のコマンドを
入力して作業用ディレクトリを設定します。

cd /CMM/network/CMM0

注 – CMM0 は、スロット CMM0 に取り付けられた CMM を表します。ターゲット 
CMM は、CMM のスロット番号を参照して指定します。

setpendingipdiscovery= サーバ SP に静的 IP アドレスを設定するように ILOM に指
示するには、次のコマンドを入力します。

set pendingipdiscovery=static

set commitpending=true このコマンド (true) を入力すると、指定したネットワーク
設定が割り当てられます。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipaddress=129.144.82.26

set pendingipnetmask=255.255.255.0

set pendingipgateway=129.144.82.254

set commitpending=true

コマンド 説明と例
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4. 次のコマンドを使用して、IP、ネットマスク、およびゲートウェイのアドレスを
指定します。

遠隔 SSH 接続を使用して ILOM に接続した場合、以前の IP アドレスを使用して
確立された ILOM への接続はタイムアウトします。ILOM に接続するには、新し
く割り当てた IP アドレスを使用します。

コマンド 説明と例

set pendingipaddress= このコマンドに続けて、CMM に割り当てる静的 IP アド
レスを入力します。

たとえば、次のように入力します。set 
pendingipaddress=129.144.82.26 これは、
129.144.82.26 を CMM IP アドレスとして割り当てる
ように、ILOM に指示します。

set pendingipnetmask= このコマンドに続けて、CMM に割り当てる静的ネットマ
スクアドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。set 
pendingipnetmask=255.255.255.0 これは、
255.255.255.0 を CMM ネットマスクアドレスとして
割り当てるように、ILOM に指示します。

set pendingipgateway= このコマンドに続けて、CMM に割り当てる静的ゲート
ウェイアドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipgateway=129.144.82.254 これは、
129.144.82.254 を CMM ゲートウェイアドレスとして
割り当てるように、ILOM に指示します。

set pendingipdiscovery= 静的 IP アドレスを設定するように ILOM に指示するに
は、次のコマンドを入力します。

set pendingipdiscovery=static

set commitpending=true このコマンド (true) を入力すると、指定したネットワー
ク設定が割り当てられます。

次に例を示します。

set pendingipaddress=129.144.82.26

set pendingipnetmask=255.255.255.0

set pendingipgateway=129.144.82.254

set comitpending=true
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Ethernet 管理接続を使用した IP アドレ
スの割り当ての編集
次の手順を使用して、Ethernet 管理接続でサービスプロセッサの IP 割り当てを管理
します。

■ 25 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM の既存の IP アドレスを編集
する」

■ 27 ページの「CLI を使用して ILOM の既存の IP アドレスを 編集する」

▼ Web インタフェースを使用して ILOM の既存の 
IP アドレスを編集する

サーバ SP または CMM に以前に割り当てられた既存の IP アドレスを、ILOM 
Web インタフェースを使用して編集するには、次の手順を実行します。

1. ブラウザベースのクライアントを使用して、サーバ SP または CMM の IP アドレ
スをブラウザのアドレスボックスに入力し、Enter を押します。

ILOM のログイン画面が表示されます。

2. ILOM のログイン画面で、管理者のユーザー名およびパスワードを入力して管理
者としてログインします。

ヒント – ILOM の出荷時に事前構成されている管理者アカウント root/changeme を
使用して ILOM にログインできます。詳細は、6 ページの「事前構成された ILOM 管
理者アカウント」を参照してください。

ILOM インタフェースが表示されます。

3. ILOM インタフェースの右区画で、「Configuration」-->「Network」をクリック
します。

サーバまたは CMM の「Network Settings」ページが表示されます。
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図 2-1 ILOM サーバ SP －「Network Settings」ページ

図 2-2 ILOM CMM －「Network Settings」ページ

4. SP インタフェースに割り当てられた IP アドレスを編集するには、次の手順を実
行します。

a. 「Use the Following IP Address」のラジオボタンを選択します。

b. テキストボックスに IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイの
値を入力します。

c. 「Save」をクリックして新しい設定を有効にします。

通常、IP アドレスの割り当てまたは変更を行うと、以前の IP アドレスを使用し
て確立された ILOM への接続はタイムアウトします。ILOM に接続するには、
新しく割り当てた IP アドレスを使用します。
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▼ CLI を使用して ILOM の既存の IP アドレスを
編集する

サーバ SP または CMM に以前に割り当てられた既存の IP アドレスを、ILOM CLI を使
用して編集するには、次の手順を実行します。

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 接続を次
のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP または CMM へのセキュリ
ティー保護された接続を確立します。たとえば次のように入力すると、遠隔 
SSH クライアントからサーバ SP へのセキュリティー保護された接続を確立す
ることができます。

ssh -l root server_ip_address

Password: changeme

デフォルトのプロンプト (->) が表示され、システムではネットワーク設定を
確立する CLI コマンドを実行する準備ができました。

2. 次のいずれかのコマンドを入力して、SP の作業用ディレクトリを設定します。

■ ラック搭載型のスタンドアロンサーバの場合: cd /SP/network

■ シャーシブレードサーバモジュールの場合: cd /SP/network

■ スロット 0 のシャーシ CMM の場合: cd /CMM/network/CMM0

■ スロット 1 のシャーシ CMM の場合: cd /CMM/network/CMM1

3. 次のように show コマンドを入力して、割り当てられている IP アドレスを表示し
ます。

■ ラック搭載型のスタンドアロンサーバの場合: show /SP/network

■ シャーシブレードサーバモジュールの場合: show /CH/BLn/SP network

■ スロット 0 のシャーシ CMM の場合: show /CMM/network/CMM0

■ スロット 1 のシャーシ CMM の場合: show /CMM/network/CMM1
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4. 次のコマンドを入力して、割り当てられている既存の IP アドレスを変更します。

遠隔 SSH 接続を使用して ILOM に接続した場合、以前の IP アドレスを使用して
確立された ILOM への接続はタイムアウトします。ILOM に接続するには、新し
く割り当てた IP アドレスを使用します。

コマンド 説明と例

set pendingipaddress= このコマンドに続けて、サーバ SP または CMM に割り当
てる静的 IP アドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipaddress=129.144.82.26 

これは、129.144.82.26 を IP アドレスとしてサーバ SP 
に割り当てるように、ILOM に指示します。

set pendingipnetmask= このコマンドに続けて、サーバ SP または CMM に割り当
てる静的ネットマスクアドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipnetmask=255.255.255.0 これは、
255.255.255.0 をネットマスクアドレスとしてサーバ SP 
または CMM に割り当てるように、ILOM に指示します。

set pendingipgateway= このコマンドに続けて、サーバ SP または CMM に割り当
てる静的ゲートウェイアドレスを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipgateway=129.144.82.254 これは、
129.144.82.254 をゲートウェイアドレスとしてサーバ SP 
または CMM に割り当てるように、ILOM に指示します。

setpendingipdiscovery= サーバ SP または CMM に対して静的 IP アドレスを設定するよ
うに ILOM に指示するには、次のコマンドを入力します。

set pendingipdiscovery=static

set commitpending=true このコマンド (true) を入力すると、指定したネットワーク
設定が割り当てられます。

たとえば、次のように入力します。

set pendingipaddress=129.144.82.26

set pendingipnetmask=255.255.255.0

set pendingipgateway=129.144.82.254

set commitpending=true
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ホスト名またはシステム識別子の割り当て
ネットワークのサーバ SP または CMM を識別するためにホスト名を使用する場合は、
サーバ SP または CMM と同じ識別情報 (ホスト名) をバナーに表示するように ILOM を
設定することができます。また、ネットワークでのシステムの識別に役立つ、わかりや
すいテキスト文字列で ILOM を設定することもできます。ILOM でホスト名またはシス
テム識別のテキスト文字列を割り当てる詳細な手順については、次の節を参照してくだ
さい。

■ 29 ページの「Web インタフェースを使用してホスト名およびシステム識別子を割
り当てる」

■ 31 ページの「CLI を使用してホスト名およびシステム識別子を割り当てる」

ホスト名の割り当てに関する詳細情報や、システム識別子テキスト文字列の例につい
ては、18 ページの「サーバ SP および CMM のホスト名の識別情報」、または 
19 ページの「サーバのシステム識別子テキスト文字列」を参照してください。

▼ Web インタフェースを使用してホスト名および
システム識別子を割り当てる

次の手順に従って、Web インタフェースを使用して、ILOM でホスト名またはシス
テム識別子を割り当てます。

1. ブラウザベースのクライアントを使用して、サーバ SP の IP アドレスをブラウザ
のアドレスボックスに入力し、Enter を押します。

ILOM のログインダイアログが表示されます。

2. ILOM のログインダイアログで、管理者のユーザー名およびパスワードを入力し
て管理者としてログインします。

ILOM インタフェースが表示されます。

3. 「System Information」-->「Identification Information」を選択します。

「Identification Information」ページが表示されます。
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図 2-3 「Identification Information」ページ

4. 「SP Hostname」フィールドで、SP ホスト名を入力します。

ホスト名には英数字を使用でき、ハイフンを含めることができます。

5. 「SP System Identifier」フィールドで、システムを識別するために使用するテキ
ストを入力します。

システム識別子には、標準的なキーボードの任意のキーを使用したテキスト文字
列を使用できます。ただし、引用符は除きます。

6. 「Save」をクリックして設定を有効にします。
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▼ CLI を使用してホスト名およびシステム識別子を
割り当てる
次の手順に従って、CLI を使用して、ILOM でホスト名またはシステム識別子を割り
当てます。

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 
接続を次のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP または CMM へのセキュリ
ティー保護された接続を確立します。たとえば次のように入力すると、遠隔 
SSH クライアントからサーバ SP へのセキュリティー保護された接続を確立す
ることができます。

ssh -l root server_ip_address

Password: changeme

デフォルトのプロンプト (->) が表示され、システムではネットワーク設定を
確立する CLI コマンドを実行する準備ができました。

2. SP ホスト名およびシステム識別子のテキストを設定するには、コマンドプロンプ
トで次のように入力します。

-> set /SP hostname=text_string

-> set /SP system_identifier=text_string

ホスト名には英数字を使用でき、ハイフンを含めることができます。システム識
別子には、標準的なキーボードの任意のキーを使用したテキスト文字列を使用で
きます。ただし、引用符は除きます。
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第 3 章

ILOM コマンド行インタフェースお
よびログイン

ILOM コマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) を使用すると、
キーボードコマンドを使用して多くの ILOM の機能を設定および管理することがで
きます。ILOM Web インタフェースを使用して実行可能なあらゆるタスクに対し
て、同等の ILOM CLI コマンドが用意されています。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 34 ページの「CLI の概要」

■ 34 ページの「CLI 階層アーキテクチャー」

■ 36 ページの「CLI コマンドの構文」

■ 38 ページの「コマンドの実行」

■ 38 ページの「コマンドを個別に実行する」

■ 38 ページの「組み合わせたコマンドを実行する」

■ 39 ページの「CLI を使用した ILOM への接続」

■ 39 ページの「ILOM にログインする」

■ 39 ページの「ILOM からログアウトする」

注 – この章の構文例では、/SP/ で始まるターゲットを使用しますが、使用している
サーバプラットフォームによっては、/CMM/ で始まるターゲットに置き換わる場合が
あります。サブターゲットは、ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォームで
共通です。
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CLI の概要
ILOM コマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) は、Distributed 
Management Task Force 仕様の『Server Management Command-Line Protocol 
Specification, version 11.0a.8 Draft』(DMTF CLP) に準拠しています。この仕様全体
は、次のサイトで参照できます。

http://www.dmtf.org/

DMTF CLP には、サーバの状態、アクセス方法、またはインストールされているオ
ペレーティングシステムにかかわらず、1 つ以上のサーバを対象にした管理インタ
フェースがあります。

DMTF CLP アーキテクチャーでは、階層的なネームスペースをモデル化しており、
システム管理下にあるすべてのオブジェクトを含むツリーがあらかじめ定義されてい
ます。このモデルでは、少数のコマンドを使用してターゲットの大きなネームスペー
スを操作します。ターゲットは、オプションやプロパティーで変更できます。この
ネームスペースでは、各コマンド動詞のターゲットが定義されています。

CLI 階層アーキテクチャー
次の表に、ILOM CLI で使用できるさまざまな階層方式を示します。使用できる方式
は、使用している特定のサーバプラットフォームによって異なります。

表 3-1 ILOM のターゲットの種類

ターゲットの種類 説明

* /SP このターゲットの種類の下にあるターゲットおよびプロパ
ティーは、ILOM サービスプロセッサ (Service Processor、SP) 
の設定や、ログおよびコンソールの表示に使用されます。

* /CMM ブレードプラットフォームでは、このターゲットの種類が /SP 
の代わりになり、ILOM シャーシ監視モジュール (Chassis 
Monitoring Module、CMM) の設定に使用されます。

* /SYS このターゲットの種類の下にあるターゲットおよびプロパティー
は、インベントリ、環境、およびハードウェアの管理を提供しま
す。ターゲットは、すべてのハードウェアコンポーネントの命名
法に直接対応しており、その一部は物理的なハードウェアに印字
されています。
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注 – 階層内のこれらのサブツリーの一部にアクセスする方法は、使用しているサー
バプラットフォームによって異なります。

サービスプロセッサは、/SP ネームスペースと、システム全体のネームスペースであ
る /SYS または SPARC ベースシステム用の /HOST の 2 つのネームスペースにアク
セスできます。/SP ネームスペースでは、サービスプロセッサの管理および設定を行
うことができます。/SYS または /HOST ネームスペースでは、管理対象システム
ハードウェアに関するその他の情報にアクセスできます。

図 3-1 ILOM CLI ターゲットツリーの /SP の例

ユーザーの権限レベルについては、5 ページの「ILOM ユーザーアカウントの役割」を
参照してください。

* /CH ブレードプラットフォームでは、このターゲットの種類が /SYS 
の代わりになり、シャーシレベルのインベントリ、環境、およ
びハードウェアの管理を提供します。ターゲットの種類は、す
べてのハードウェアコンポーネントの命名法に直接対応してお
り、その一部は物理的なハードウェアに印字されています。

* /HOST このターゲットの種類の下にあるターゲットおよびプロパティー
は、ホストオペレーティングシステムの監視および管理に使用さ
れます。これは、SPARC システムでのみ使用可能です。

表 3-1 ILOM のターゲットの種類 (続き)

ターゲットの種類 説明
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CLI コマンドの構文
ILOM CLI を使用するときは、情報を次の順序で入力します。

コマンド構文: <command> <options> <target> <properties> 

次の節で、構文の各部分に関する詳細情報について説明します。

CLI コマンド 
ILOM CLI では、次の表に示す DMTF CLP コマンドをサポートしています。

CLI コマンドの大文字と小文字は区別されます。

表 3-2 CLI コマンド

コマンド 説明

cd オブジェクトのネームスペースを操作します。

create ネームスペースにオブジェクトを作成します。

delete ネームスペースからオブジェクトを削除します。

exit CLI のセッションを終了します。

help コマンドとターゲットに関するヘルプ情報を表示します。

load 指定されたソースから指定されたターゲットにファイルを転送します。

reset ターゲットの状態をリセットします。

set ターゲットのプロパティを指定した値に設定します。

show ターゲットとプロパティについての情報を表示します。

start ターゲットを起動します。

stop ターゲットを停止します。

version 実行中のサービスプロセッサのバージョンを表示します。
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コマンドのオプション

ILOM CLI では、次のオプションをサポートしていますが、コマンドによってはサ
ポートしていないオプションがあります。help オプションは、どのコマンドでも
使用できます。

コマンドのターゲット

ネームスペースのすべてのオブジェクトはターゲットです。

コマンドのプロパティー

プロパティは、設定可能な属性であり、各オブジェクトに固有です。

表 3-3 CLI オプション

長文形式オプション 省略形式 説明

-default コマンドのデフォルト機能のみを実行します。

-destination データの宛先を指定します。

-display -d ユーザーが表示したいデータを表示します。

-force -f 操作をただちに実行するように指定します。

-help -h ヘルプ情報を表示します。

-level -l 現在のターゲットと、特定レベルのすべてのターゲットのコ
マンドを実行します。

-output -o コマンド出力の内容と形式を指定します。ILOM では、表形式
でターゲットおよびプロパティーを表示する -o table のみを
サポートしています。

-script コマンドに関連する通常の警告またはプロンプトをスキップし
ます。

-source ソースイメージの場所を表示します。
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コマンドの実行
ほとんどのコマンドでは、実行するにはターゲットの場所を指定してからコマンドを
入力します。これらの操作は、個別に実行することも、同じコマンド行で組み合わせ
ることもできます。

▼ コマンドを個別に実行する
1. cd コマンドを使用して、ネームスペースに移動します。

たとえば、次のように入力します。

cd /SP/services/http

2. コマンド、ターゲット、および値を入力します。

たとえば、次のように入力します。

set port=80

または

set prop1=x

set prop2=y

▼ 組み合わせたコマンドを実行する 
● <command><target>=value という構文を使用して、単一のコマンド行でコマン

ドを入力します。

たとえば、次のように入力します。

set /SP/services/http port=80

または

set /SP/services/http prop1=x prop2=y

次の表に、個別のコマンドおよび組み合わせたコマンドの実行方法についての例と
説明を示します。

表 3-4 個別のコマンドおよび組み合わせたコマンドの実行

コマンド構文 コマンドの説明

コマンドを個別に実行する場合:
> cd /SP/services/http

> set port=80

ネームスペース 
/SP/services/http で、

コマンド、ターゲット、および値を入力して、 
「port」に「80」を設定する 

組み合わせたコマンドを実行する場合:
> cd /SP/services/http port=80

ネームスペース /SP/services/http で、 
ターゲット「port」に「80」を設定する
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CLI を使用した ILOM への接続
この節では、ILOM に対するログインおよびログアウトの方法について説明します。
まず、ILOM CLI にログインする前に、ILOM を設定する方法について 19 ページの
「サーバプラットフォーム SP インタフェースへの IP アドレスの割り当て」を参照
しておくことをお勧めします。

ILOM は、使用しているプラットフォームによって、シリアル、SSH、および Web 
インタフェースセッションを含む 5 - 10 のアクティブセッションをサポートしていま
す。ILOM への Telnet 接続はサポートされていません。

▼ ILOM にログインする 
ILOM CLI には、Secure Shell (SSH) またはシリアル接続によって遠隔でアクセスで
きます。Secure Shell 接続はデフォルトで有効になっています。

次の手順に、UNIX システムで SSH クライアントを使用する例を示します。使用し
ているオペレーティングシステムに適した SSH クライアントを使用します。デフォ
ルトのユーザー名は root、デフォルトのパスワードは changeme です。

デフォルトの有効な SSH 接続を使用して ILOM にログインするには、次の手順に従
います。

1. ILOM にログインするには、次のコマンドを入力します。

$ ssh root@ipaddress

ipaddress はサーバ SP の IP アドレスです。

2. プロンプトが表示されたら、このパスワードを入力します。

Password: changeme

デフォルトのユーザー名およびパスワードを使用して ILOM にログインしたら、
ILOM の root アカウントのパスワード (changeme) を変更するようにしてくださ
い。root アカウントのパスワードの変更については、59 ページの「CLI を使用して 
ILOM の root アカウントのパスワードを変更する」を参照してください。

▼ ILOM からログアウトする 
ILOM からログアウトするには、次の手順に従います。

● ILOM からログアウトするには、次のコマンドを入力します。

-> exit
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第 4 章

ILOM Web インタフェースおよびロ
グイン

ILOM では、多くの Web ブラウザで動作する、使いやすい Web インタフェースをサ
ポートしています。この Web インタフェースを使用して、ILOM が提供するすべて
の機能にアクセスできます。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 41 ページの「Web インタフェースの概要」

■ 42 ページの「ブラウザおよびソフトウェアの要件」

■ 43 ページの「Web インタフェースのコンポーネント」

■ 44 ページの「ナビゲーションタブのコンポーネント」

■ 46 ページの「Web インタフェースを使用した ILOM への接続」

■ 47 ページの「ILOM にログインする」

■ 49 ページの「SSL 証明書をアップロードする」

■ 50 ページの「セッションタイムアウトを設定する」

■ 51 ページの「ILOM からのログアウト」

Web インタフェースの概要 
ILOM Web インタフェースはブラウザからアクセス可能です。ILOM Web インタ
フェースを使用すると、ローカルおよび遠隔システムの監視および管理をすること
ができます。ILOM のもっとも強力な機能の 1 つに、サーバのグラフィカルコン
ソールをローカルのワークステーションまたはラップトップシステムにリダイレク
トする機能があります。ホストのコンソールをリダイレクトすると、ローカルシス
テムのキーボードおよびマウスを、サーバのマウスおよびキーボードとして動作す
るように設定することができます。さらに、遠隔システムのフロッピーディスクド
ライブまたは CD-ROM ドライブを、システムに接続した仮想デバイスとして設定
することができます。
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ブラウザおよびソフトウェアの要件
Web インタフェースは、新たにリリースされた Mozilla™、Firefox、および Internet 
Explorer Web ブラウザで正常にテストされていますが、ほかの Web ブラウザとも
互換性がある可能性があります。

単体のブラウザでは、ILOM Web インタフェースの 1 つのインスタンスのみを起動
できます。同じブラウザで ILOM Web インタフェースの複数のインスタンスを起動
しようとすると、Web インタフェースの最初のインスタンスのみが表示されます。

次のオペレーティングシステムと Web ブラウザは、ILOM と互換性があることが分
かっています。

■ Solaris (9 および 10)

■ Mozilla 1.4 および 1.7

■ Firefox 1.x 以降

■ Linux (Red Hat、SuSE、Ubuntu)

■ Mozilla 1.x 以降

■ Firefox 1.x 以降

■ Opera 6.x 以降

■ Microsoft Windows (98、2000、XP、Vista)

■ Internet Explorer 5.5、6.x、7.x

■ Mozilla 1.x 以降

■ Firefox 1.x 以降

■ Opera 6.x 以降 

■ Macintosh (OSX v10.1 以降)
■ Internet Explorer 5.2 

■ Mozilla 1.x 以降

■ Firefox 1.x 以降

■ Safari すべて
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Web インタフェースのコンポーネント
ILOM Web インタフェースのメインページは次のようになっています。

図 4-1 ILOM Web インタフェースのメインページ 

Web インタフェースの各ページには、マストヘッド、ナビゲーションタブ、および
コンテンツという 3 つのメインエリアがあります。

注 – シャーシ監視モジュール (Chassis Monitoring Module、CMM) で ILOM Web 
インタフェースを使用する場合、Web インタフェースにはナビゲーション区画と呼
ばれる別のコンポーネントがあります。

マストヘッドには、Web インタフェースの各ページにおいて、次のボタンと情報が
提供されます。

■ 「About」ボタン － クリックすると、製品情報および著作権情報を表示します。

■ 「User」フィールド － Web インタフェースの現在のユーザーのユーザー名と役
割を表示します。

■ 「Server」フィールド － ILOM SP または CMM のホスト名を表示します。

■ 「Refresh」ボタン － クリックすると、ページのコンテンツエリアの情報を再表
示します。「Refresh」ボタンは、ページで入力または選択した新しいデータを
保存しません。

■ 「Log Out」ボタン － クリックすると、Web インタフェースの現在のセッションを
終了します。

注 – Web インタフェースの使用中は、Web ブラウザの「Refresh 」ボタンを使用し
ないでください。
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ILOM Web インタフェースのナビゲーション構造にはタブおよび第 2 レベルのタブ
があります。これをクリックして特定のページを開くことができます。メインのタブ
をクリックすると、第 2 レベルのタブが表示され、さらにオプションが表示されま
す。追加情報は、44 ページの「ナビゲーションタブのコンポーネント」を参照して
ください。

コンテンツエリアは、特定のトピックまたは操作に関する情報が表示される場所です。

ナビゲーションタブのコンポーネント
次の表では、Web インタフェースのもっとも一般的な ILOM コンポーネントにある
各種タブおよびサブタブについて説明します。タブを選択すると表示される Web 
ページで機能を使用する方法の詳細は、このユーザーズガイドの相互参照の節を参照
してください。

注 – ILOM Web インタフェースのナビゲーションタブは、特定のプラットフォームに
実装されている機能によって多少異なります。このため、次の表に示すタブとは異な
るタブにアクセスできる場合があります。使用しているシステムの ILOM インタ
フェースに関する情報は、使用しているプラットフォームの ILOM 補足マニュアルを
参照してください。

表 4-1 ILOM Web インタフェースのタブ

メインタブ サブタブ 可能な操作 詳細情報

System Information

Versions 実行中の ILOM のバージョンを
表示します。

206 ページの「Web インタフェースを使用
して ILOM バージョン情報を表示する」

Session Time-Out ILOM セッションがアクティブな
状態を維持するアイドル時間を設定
します。

50 ページの「セッションタイムアウトを
設定する」

Components ILOM が監視しているコンポーネン
トの名前、種類、および状態を表示
します。

109 ページの「Web インタフェースを使用
して部品の情報を 表示する」

Identification 
Information

SP の識別情報を入力または変更し
ます。

29 ページの「Web インタフェースを使用
してホスト名およびシステム識別子を割り
当てる」
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System Monitoring

Sensor Readings センサーの名前、種類、および測定
値を表示します。

119 ページの「センサー測定値」

Indicators インジケータと LED の名前および
状態を表示します。

123 ページの「システムインジケータ」

Event Logs イベント ID、クラス、種類、重要
度、日時、イベントの説明など、特
定の各イベントに関するさまざまな
詳細を表示します。

126 ページの「ILOM イベントログ」

Configuration

System Management 
Access --> Web 
Server

HTTP Web サーバ、HTTP ポート
など、Web サーバの設定を編集ま
たは更新します。

175 ページの「Web インタフェースを使用
して HTTP または HTTPS Web アクセスを
有効にする」

System Management 
Access --> SNMP

SNMP の設定を編集または更新し
ます。

193 ページの「Web インタフェースを使
用して SNMP の設定を行う」

System Management 
Access --> SSL 
Certificate

デフォルトの SSL 証明書に関する情
報を表示し、新しい SSL 証明書を検
索または入力します。

49 ページの「SSL 証明書をアップロード
する」

System Management 
Access --> SSH 
Server

Secure Shell (SSH) サーバのアクセ
スと鍵の生成に関する設定を行い
ます。

169 ページの「Web インタフェースを使
用して SSH を有効または無効にする」

Alert Management それぞれの警告に関する詳細を表示
したり、設定された警告のリストを
変更したりします。

148 ページの「ILOM Web インタフェー
スを使用した警告ルール設定の管理」

Network ILOM のネットワーク設定を表示お
よび編集します。

171 ページの「Web インタフェースを使
用してネットワーク設定を表示する」

Serial Port 内部および外部のシリアルポートの
ボーレートを表示および編集します。

174 ページの「Web インタフェースを使
用してシリアルポート設定を表示する」

Clock Settings 時刻および NTP の設定を表示およ
び編集します。

127 ページの「イベントログのタイムス
タンプと ILOM のクロック設定」

Syslog syslog メッセージの送信先となる
サーバのアドレスを設定します。

142 ページの「Web インタフェースを使用
して遠隔 syslog 受信側の IP アドレスを設
定する」

SMTP Client 警告の電子メール通知の送信に使用
する SMTP クライアントの状態を
設定します。

158 ページの「Web インタフェースを使用
して SMTP クライアントを有効にする」

Policy 電源投入ポリシーなど、システムの
動作を制御する設定を有効または無
効にします。

114 ページの「ポリシーの設定」

表 4-1 ILOM Web インタフェースのタブ (続き)

メインタブ サブタブ 可能な操作 詳細情報
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Web インタフェースを使用した ILOM 
への接続
この節では、SSL 証明書のアップロード方法とセッションのタイムアウトの設定方法に
加えて、Web インタフェースのログインおよびログアウト方法について説明します。

User Management

User Accounts ローカルの ILOM ユーザーアカ
ウントを追加、削除、または変更し
ます。

64 ページの「Web インタフェースを使用
してユーザーアカ ウントを追加し、権限
を設定する」

Active Sessions 現在 ILOM にログインしている
ユーザーと、ユーザーが開始した
セッションの種類を表示します。

70 ページの「Web インタフェースを使用
してユーザーセッションを表示する」

LDAP LDAP ユーザーの ILOM へのアク
セスを設定します。

100 ページの「Web インタフェースを使
用して LDAP 用の ILOM を設定する」

RADIUS RADIUS ユーザーの ILOM へのア
クセスを設定します。

103 ページの「Web インタフェースを使
用して RADIUS を 設定する」

Active Directory Active Directory を設定する 79 ページの「Active Directory の設定」

Maintenance

Firmware Upgrade ILOM のファームウェアのアップグ
レードを取得する処理を開始します。

208 ページの「Web インタフェースを使用
して ILOM ファームウェアを更新する」

Reset SP サービスプロセッサ (Service 
Processor、SP) をリセットする処理を
開始します。

210 ページの「ILOM SP のリセット」

Configuration 
Management

SP の設定を管理します。 212 ページの「Web インタフェースを使用
して SP を出荷時のデフォルトにリセット
する」

表 4-1 ILOM Web インタフェースのタブ (続き)

メインタブ サブタブ 可能な操作 詳細情報
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▼ ILOM にログインする 
この節では、ILOM Web インタフェースにログインする方法について説明します。

注 – システムが AC 電源に接続されたとき、または電源が入っているシャーシに
サーバモジュールが挿入されたときに、ILOM は自動的に起動します。管理 Ethernet 
が接続されていない場合、または管理ネットワーク上に DHCP サーバがないために 
ILOM の動的ホスト構成プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol、DHCP) 
の処理が失敗する場合には、ILOM の起動に時間がかかることがあります。

管理ネットワークへアクセスするためのブラウザのプロキシサーバ (使用している
場合) を無効にすると、Web インタフェースの応答時間をより速くすることができ
ます。

ILOM の IP アドレスが必要です。IP アドレスの表示および設定については、
19 ページの「サーバプラットフォーム SP インタフェースへの IP アドレスの割り当
て」を参照してください。

次の手順に従って、ILOM Web インタフェースにログインします。

1. Web インタフェースにログインするには、Web ブラウザに ILOM の IP アドレ
スを入力します。

Web インタフェースの「ログイン」ページが表示されます。

図 4-2 「Log In」ページ 
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2. ユーザー名およびパスワードを入力します。

デフォルトのユーザー名とパスワードを使用できます。

■ デフォルトのユーザー名 － root

■ デフォルトのパスワード － changeme

デフォルトのユーザー名およびパスワードは小文字です。

ローカルのユーザー ID が 1 つ事前に定義されており、ユーザー名は root で、管理
者の役割が割り当てられています。このユーザー ID の削除および役割属性の変更は
できません。初期パスワード changeme も提供されています。このパスワードは、
コマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI)、Secure Shell (SSH)、お
よび Web インタフェースへのログインに必要となります。

3. 「Log In」をクリックします。

Web インタフェースの「Versions」ページが表示されます。

図 4-3 「Versions」ページ

ILOM にログインしてシステムへのネットワーク接続を確立したら、承認されて
いないアクセスからシステムを保護するために、ILOM の root アカウントに関連
付けられたデフォルトのパスワード (changeme) をリセットすることをお勧めし
ます。ILOM の root アカウントのパスワードのリセットについては、56 ページの
「Web インタフェースを使用して ILOM の root アカウントのパスワードを変更
する」を参照してください。
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▼ SSL 証明書をアップロードする 
ILOM では、HTTPS アクセスを行うためのデフォルトの SSL 証明書と自己署名鍵が
用意されています。

任意で、別の SSL 証明書とこれに一致する非公開鍵をアップロードできます。新し
い証明書と鍵が、ネットワークまたはローカルのファイルシステムからアクセスでき
ることを確認してください。

次の手順に従って、SSL 証明書をアップロードします。

1. ILOM にログインします。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SSL Certificate」の順
に選択します。

「SSL Certificate Upload」ページが表示されます。

図 4-4 「SSL Certificate Upload」ページ
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3. 新しい SSL 証明書のファイル名を入力するか、または「Browse」ボタンをク
リックして新しい SSL 証明書を検索します。

ファイル名には拡張子 .pem が付いています。サービスプロセッサはパスフレーズ
方式の暗号化証明書をサポートしていません。

4. 「Upload」ボタンをクリックし、選択した SSL 証明書を取得します。

「SSL Certificate Upload Status」ダイアログボックスが表示されます。

5. 証明書と非公開鍵をアップロードしたら、「OK」ボタンをクリックして ILOM 
Web サーバをリセットし、新しい SSL 証明書の使用を開始します。

新しい証明書を有効にするには、ILOM Web サーバをリセットする必要があります。

▼ セッションタイムアウトを設定する
セッションタイムアウトの設定は、現在の ILOM セッションをログアウトしたあと
は保持されません。ILOM Web インタフェースにログインするたびに、セッション
タイムアウトをリセットする必要があります。

次の手順に従って、ILOM セッションがログアウトするまでにアイドル状態を維持す
る時間を設定します。

1. ILOM にログインします。

2. 「System Information」-->「Session Time-Out」の順に選択します。

「Session Time-Out」ページが表示されます。
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図 4-5 「Session Time-Out」ページ

3. 「Session Time-Out」ドロップダウンリストから、ILOM が何も動作していない
ときに ILOM セッションがアイドル状態を維持する時間を選択します。

選択した時間にわたってセッションがアクティブでない状態が続くと、ILOM か
ら自動的にログアウトされます。

▼ ILOM からのログアウト

● Web インタフェースからログアウトするには、「Log Out」ボタンをクリックし
ます。

「Log Out」ボタンは Web インタフェースの右上の端にあります。
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第 5 章

ユーザーアカウントの管理

ILOM は、最大 10 個のユーザーアカウントをサポートしています。これらのアカウン
トの 1 つは、事前構成された管理者アカウントです。このアカウントでは、すべての 
ILOM 機能やコマンドに対する読み取りおよび書き込みアクセスを行うことができま
す。ILOM の Web インタフェースまたはコマンド行インタフェース (Command-Line 
Interface、CLI) を使用すると、ユーザーアカウントを追加、変更、または削除すること
ができます。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 55 ページの「ユーザーアカウントの管理のガイドライン」

■ 55 ページの「ユーザーアカウントの役割と権限」

■ 56 ページの「事前構成された ILOM 管理者アカウント」

■ 56 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM の root アカウントのパス
ワードを変更する」

■ 59 ページの「CLI を使用して ILOM の root アカウントのパスワードを変更する」

■ 59 ページの「シングルサインオン」

■ 59 ページの「CLI を使用してシングルサインオンを有効または無効にする」

■ 60 ページの「Web インタフェースを使用してシングルサインオンを有効または
無効にする」

■ 61 ページの「CLI を使用したユーザーアカウントの管理」

■ 61 ページの「CLI を使用してユーザーアカウントを追加する」

■ 61 ページの「CLI を使用してユーザーアカウントを変更する」

■ 61 ページの「CLI を使用してユーザーアカウントを削除する」

■ 62 ページの「CLI を使用してユーザーアカウントのリストを 表示する」

■ 62 ページの「CLI を使用して個々のユーザーアカウントを表示する」

■ 62 ページの「CLI を使用してユーザーアカウントを設定する」

■ 63 ページの「CLI を使用してユーザーセッションのリストを 表示する」

■ 64 ページの「CLI を使用して個々のユーザーセッションを表示する」
53



■ 64 ページの「Web インタフェースを使用してユーザーアカウントを管理する」

■ 64 ページの「Web インタフェースを使用してユーザーアカ ウントを追加し、
権限を設定する」

■ 67 ページの「Web インタフェースを使用してユーザーアカウントを変更する」

■ 69 ページの「Web インタフェースを使用してユーザーアカウントを削除する」

■ 70 ページの「Web インタフェースを使用してユーザーセッションを表示する」

■ 71 ページの「Active Directory」

■ 71 ページの「ユーザーの認証と承認」

■ 72 ページの「ユーザーの承認レベルの決定」

■ 72 ページの「Active Directory の典型的な使用法」

■ 73 ページの「Active Directory Web インタフェース」

■ 74 ページの「Active Directory 設定プロパティー」

■ 76 ページの「Active Directory テーブル」

■ 90 ページの「認証イベントおよび承認イベントの診断」

■ 92 ページの「CLI を使用して証明書の検証を設定する」

■ 94 ページの「Web インタフェースを使用して証明書の検証を 設定する」

■ 96 ページの「Lightweight Directory Access Protocol」

■ 99 ページの「LDAP サーバを設定する」

■ 99 ページの「CLI を使用して LDAP 用の ILOM を設定する」

■ 100 ページの「Web インタフェースを使用して LDAP 用の ILOM を設定する」

■ 101 ページの「RADIUS 認証」

■ 102 ページの「RADIUS クライアントとサーバ」

■ 102 ページの「RADIUS パラメータ」

■ 103 ページの「CLI を使用して RADIUS を設定する」

■ 103 ページの「Web インタフェースを使用して RADIUS を 設定する」

■ 104 ページの「RADIUS コマンド」

注 – この章の構文例では、/SP/ で始まるターゲットを使用しますが、使用している
サーバプラットフォームによっては、/CMM/ で始まるターゲットに置き換わる場合
があります。サブターゲットは、ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォーム
で共通です。
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ユーザーアカウントの管理のガイドライン
ユーザーアカウントを管理する場合は、次の一般的なガイドラインに従ってください。

■ ILOM は最大 10 個のユーザーアカウントをサポートしており、そのうち 1 つは事
前構成された管理者アカウントです。事前構成された管理者アカウントは削除でき
ません。10 個のユーザーアカウントがすべて設定されている場合、新しいユーザー
アカウントを追加するには既存の 1 個のユーザーアカウントを削除してください。

■ 管理者権限のあるアカウントのみ、ユーザーアカウントの追加、修正、および削
除を行うことができます。ただし、オペレータ権限を持つユーザーは、自分のパ
スワードを変更できます。

■ アカウントのユーザー名は 4 文字以上 16 文字以下で指定してください。ユーザー
名の大文字と小文字は区別され、先頭はアルファベットである必要があります。
英数字とハイフン、アンダーラインが使用できます。ユーザー名にはスペースは
使用できません。

■ ローカルアカウントを設定するか、Active Directory、LDAP、RADIUS などの
遠隔ユーザーデータベースに対する ILOM 認証アカウントを設定することができ
ます。遠隔認証の場合は、ILOM インスタンスごとにローカルアカウントを設定
するのではなく、中央ユーザーデータベースを使用することができます。また、
遠隔認証を使用すると、ユーザーのパスワードをサーバで 1 回変更できます。

ユーザーアカウントの役割と権限
ユーザーアカウントには 2 つの役割が定義されています。役割ごとに、ILOM ユー
ザーに特定の権限が与えられます。ユーザーの役割と権限は次のとおりです。

■ Administrator － ILOM のすべての機能やコマンドにアクセスできます。

■ Operator － ILOM の一部の機能やコマンドにアクセスが制限されています。
通常、オペレータは設定を変更できません。
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事前構成された ILOM 管理者アカウント
事前構成された ILOM 管理者アカウント (固定ユーザーアカウントとも呼ばれる) の
内容は次のとおりです。

ユーザー名: root

パスワード: changeme

ユーザー名 root は削除および変更できませんが、パスワード (changeme) をリセッ
トすることはできます。このアカウントでは、ILOM のすべての機能やコマンドに対
して組み込み型の管理権限 (読み取りおよび書き込みアクセス) が提供されます。

SP レベルまたは CMM レベルで最初に ILOM にアクセスするとき、root として、
デフォルトのパスワード changeme を使用してログインする必要があります。ILOM 
にログインしてシステムへのネットワーク接続を確立したら、承認されていないアク
セスからシステムを保護するために、ILOM の root アカウントに関連付けられたパ
スワード (changeme) のリセットを検討することをお勧めします。ブレードサーバシ
ステムを使用している場合は、システムシャーシに取り付けられている各 CMM およ
びブレードでこのパスワードをリセットしてください。ILOM の root アカウントの
パスワードのリセットに関する詳細は、56 ページの「Web インタフェースを使用し
て ILOM の root アカウントのパスワードを変更する」を参照してください。

▼ Web インタフェースを使用して ILOM の root ア
カウントのパスワードを変更する

次の手順に従って、root アカウントのパスワードを変更します。

1. Web ブラウザを開き、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM のログインページで、次の手順を実行します。

a. デフォルトのユーザー名 (root) とパスワード (changeme) を入力します。

b. 「Log In」をクリックします。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. ILOM Web インタフェースで、次の手順を実行します。

■ 事前構成された管理者のパスワードを変更するには、左側のナビゲーション
区画のデバイスをクリックして手順 4 に進みます。

■ ブレード SP レベルで事前構成された管理者のパスワードを変更するには、左
側のナビゲーション区画の適切なブレードをクリックして手順 4 に進みます。
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4. ILOM Web インタフェースで、「User Management」-->「User Accounts」をク
リックします。

「User Account Settings」ページが表示されます。

図 5-1 「User Account Settings」ページ

5. 「User Account Settings」ページで、root の隣のラジオボタンを選択してから
「Edit」をクリックします。

セキュリティーメッセージが表示されます。
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6. 「OK」をクリックして続行します。「User Account Password」ダイアログが
表示されます。

図 5-2 「User Account Password」ダイアログ

7. 「User Account Password」ダイアログで、次の手順を実行します。

a. 「Change」の隣のボックスを選択します。

b. 「New Password」テキストボックスに新しいパスワードを入力します。

c. 「Confirm New Password」テキストボックスに新しいパスワードをふたたび
入力します。

d. 「Save」をクリックします。

手順 7b と 7c で特定された新しいパスワードが、root 管理者アカウントで
使用可能になります。

8. 必要に応じて、手順 2 から 7d までを繰り返して、取り付けられたデバイスごと
にパスワードを変更します。
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▼ CLI を使用して ILOM の root アカウントのパス
ワードを変更する

● ILOM の root アカウントのパスワードを変更するには、次のコマンドを入力します。

-> set /SP/users/root password=password

たとえば、次のように入力します。

シングルサインオン

注 – シングルサインオンサービスは、ILOM 2.x を実行する x64 ベースシステムお
よび SPARC ベースのサーバモジュール (ブレード) でサポートされます。シングル
サインオンは、ILOM 2.x を実行する SPARC ベースのラック搭載型サーバではサ
ポートされません。

シングルサインオンは、ILOM にアクセスする際に必要になるパスワードの入力回
数を減らすための、便利な認証サービスです。シングルサインオンは、デフォルト
で有効になっています。あらゆる認証サービスと同様に、認証資格はネットワー
クを介して渡されます。これが望ましくない場合は、シングルサインオン認証サー
ビスを無効にすることを検討してください。

▼ CLI を使用してシングルサインオンを有効または
無効にする

管理者のみがシングルサインオンを有効または無効にできます。

● シングルサインオンを有効または無効にするには、次のコマンドを入力します。

-> set /SP/services/sso state=disabled|enabled

-> set /SP/users/root password=password
Changing password for user /SP/users/root...
Enter new password again: ********
New password was successfully set for user /SP/users/root
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▼ Web インタフェースを使用してシングルサイン
オンを有効または無効にする

次の手順に従って、シングルサインオンを有効または無効にします。

1. ILOM Web インタフェースに管理者としてログインします。

2. 「User Management」-->「User Accounts」を選択します。

「User Account Settings」ページが表示されます。

3. 「Enable Single Sign On」の隣のチェックボックスをクリックして機能を有効に
するか、チェックボックスの選択を解除して機能を無効にします。

図 5-3 シングルサインオンを有効にした場合の「User Account Settings」ページ
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CLI を使用したユーザーアカウントの管理
この節では、ILOM のコマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) を
使用したユーザーアカウントの管理方法について説明します。

▼ CLI を使用してユーザーアカウントを追加する

● ローカルユーザーアカウントを追加するには、次のコマンドを入力します。

-> create /SP/users/username password=password 
role=administrator|operator

たとえば、次のように入力します。

▼ CLI を使用してユーザーアカウントを変更する

● ローカルユーザーアカウントを変更するには、次のコマンドを入力します。

-> set /SP/users/username password=password role=
administrator|operator

▼ CLI を使用してユーザーアカウントを削除する

1. ローカルユーザーアカウントを削除するには、次のコマンドを入力します。

-> delete /SP/users/username

Are you sure you want to delete /SP/users/davemc (y/n)?

2. 削除する場合は y、取り消す場合は n を入力します。

-> create /SP/users/davemc
Creating user...
Enter new password: ********
Enter new password again: ********
Created /SP/users/davemc
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▼ CLI を使用してユーザーアカウントのリストを
表示する

● すべてのローカルユーザーアカウントに関する情報を表示するには、次のコマン
ドを入力します。

-> show -display targets /SP/users

たとえば、次のように入力します。

▼ CLI を使用して個々のユーザーアカウントを表示
する

● 1 つの特定のユーザーアカウントに関する情報を表示するには、次のコマンドを
入力します。

-> show /SP/users/username

たとえば、次のように入力します。

▼ CLI を使用してユーザーアカウントを設定する

set コマンドを使用すると、設定済みのユーザーアカウントのターゲット、プロパ
ティー、パスワード、および値を変更できます。

● ローカルユーザーアカウントを設定するには、次のコマンドを入力します。

-> set <target> [<property>=value]

-> show -display targets /SP/users
 /SP/users
    Targets:
        root
        davemc

-> show /SP/users/davemc
 /SP/users/davemc
    Targets:
    Properties:
        role = Operator
        password = *****
    Commands:
        cd
        set
        show
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ターゲット、プロパティー、および値

次のターゲット、プロパティー、および値は、ローカルユーザーアカウントに対して
有効です。

たとえば、user1 の役割を管理者からオペレータに変更するには、次のように入力
します。

-> set /SP/users/user1 role=operator

user1 のパスワードを変更するには、次のように入力します。

注 – ユーザーのプロパティーを変更するには、管理者権限が必要です。

▼ CLI を使用してユーザーセッションのリストを
表示する

● すべてのローカルユーザーセッションに関する情報を表示するには、次のコマン
ドを入力します。

-> show /SP/sessions

たとえば、次のように入力します。

表 5-1 ローカルユーザーアカウントで有効なターゲット、プロパティー、および値

ターゲット プロパティー 値 パスワード デフォルト

/SP/users/username role

password

administrator|
operator

<文字列>

operator

-> set /SP/users/user1 password
Changing password for user /SP/users/user1/password...
Enter new password:********
Enter new password again:********
New password was successfully set for user /SP/users/user1

-> show /SP/sessions
 /SP/sessions
    Targets:
        108
    Properties:
    Commands:
        cd
        show
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▼ CLI を使用して個々のユーザーセッションを表示
する
● 個々のユーザーセッションに関する情報を表示するには、次のコマンドを入力

します。

-> show /SP/sessions/108

たとえば、次のように入力します。

Web インタフェースを使用してユーザー
アカウントを管理する
この節では、Web インタフェースを使用してユーザーアカウントを追加、変更、お
よび削除する方法について説明します。

▼ Web インタフェースを使用してユーザーアカ
ウントを追加し、権限を設定する
1. ILOM Web インタフェースに管理者権限を持つユーザーとしてログインします。

管理者権限のあるアカウントのみ、ユーザーアカウントの追加、修正、および削除を
行うことができます。ただし、オペレータは自分のパスワードを変更できます。

新しいユーザーに管理者権限が認められている場合、コマンド行インタフェース 
(Command-Iine Interface、CLI) および Intelligent Platform Management Interface 
(IPMI) にも、ILOM に対して同じ権限が自動的に認められます。

2. 「User Management」-->「User Accounts」を選択します。

「User Account Settings」ページが表示されます。

-> show /SP/sessions/108
 /SP/sessions/108
    Targets:
    Properties:
        username = root
        starttime = Tue Jun  5 10:04:05 2007
        type = shell
    Commands:
        cd
        show
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3. 「Users」テーブルで「Add」をクリックします。

「Add User」ダイアログが表示されます。

図 5-4 「Add User」ダイアログ

4. 次の情報を入力します。

a. 「User Name」フィールドに、ユーザー名を入力します。

b. 「Password」フィールドにパスワードを入力します。

パスワードは、8 文字以上 16 文字以下にしてください。パスワードの大文字
と小文字は区別されます。英数字のほか、セキュリティーを高めるため特殊文
字も使用してください。コロン以外のすべての文字が使用できます。パスワー
ドにはスペースは使用できません。

c. 「Confirm Password」フィールドにパスワードを再入力し、パスワードを確認
します。

d. 「Role」ドロップダウンリストで、「Administrator」または「Operator」を
選択します。
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図 5-5 フィールドに値が入力された状態の「Add User」ダイアログ

e. 新しいユーザーの情報を入力し終わったら、「Save」ボタンをクリックします。

「User Account Settings」ページが再表示されます。「User Account Settings」
ページには、新しいユーザーアカウントとその関連情報が表示されています。

図 5-6 新しいユーザーが表示された「User Account Settings」ページ
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▼ Web インタフェースを使用してユーザーアカウン
トを変更する

この節では、ILOM ユーザーアカウントを変更する方法について説明します。ユー
ザーアカウントの変更により、ユーザーのパスワードと、ネットワークおよびシリア
ル権限を変更することができます。

注 – 管理者権限のあるアカウントのみ、ユーザーアカウントの追加、修正、および削
除を行うことができます。ただし、オペレータは自分のパスワードを変更できます。

新しいユーザーに管理者権限が付与されている場合は、コマンド行インタフェース 
(Command-Line Interface、CLI) および Intelligent Platform Management Interface 
(IPMI) にも、ILOM に対する同じ権限が自動的に付与されます。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「User Accounts」を選択します。

「User Account Settings」ページが表示されます。

図 5-7 「User Account Settings」ページ
 第 5 章  ユーザーアカウントの管理 67



3. 「Users」テーブルで、変更するユーザーアカウントの隣のラジオボタンを選択し
ます。

4. 「Edit」をクリックします。

「Edit User」ダイアログが表示されます。

図 5-8 「Edit User」ダイアログ

5. 必要に応じて、パスワードを修正します。

a. ユーザーのパスワードを変更する場合は、「Change」チェックボックスを選
択します。パスワードを変更しない場合は、チェックボックスの選択を解除し
ます。

b. 「New Password」フィールドに新しいパスワードを入力します。

パスワードは 8 文字以上 16 文字以下で指定してください。パスワードの大文
字と小文字は区別されます。英数字のほか、セキュリティーを高めるため特殊
文字も使用してください。コロン以外のすべての文字が使用できます。パス
ワードにはスペースは使用できません。

c. 「Confirm New Password」フィールドにパスワードを再入力し、パスワードを
確認します。
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6. 「Role」ドロップダウンリストで、「Administrator」または「Operator」を選択
します。

7. アカウント情報を変更したあとで、「Save」をクリックするとその変更が有効に
なり、「Close」をクリックすると前の設定に戻ります。

「User Account Settings」ページが再表示されます。

▼ Web インタフェースを使用してユーザーアカウン
トを削除する

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「User Accounts」を選択します。

「User Account Settings」ページが表示されます。

3. 削除するユーザーアカウントの隣のラジオボタンを選択します。

注 – root アカウントは削除できません。

図 5-9 「User Account Settings」ページ
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4. 「Users」テーブルで「Delete」をクリックします。

確認のダイアログが開きます。

図 5-10 ユーザー設定の削除ダイアログ

5. 「OK」をクリックしてアカウントを削除するか、「Cancel」をクリックして
処理を中止します。

「User Account Settings」ページが開きます。削除したユーザーアカウントは
表示されていません。

▼ Web インタフェースを使用してユーザーセッ
ションを表示する
1. ILOM Web インタフェースにログインします。

2. 「User Management」-->「Active Sessions」を選択します。

「Active Sessions」ページが表示されます。現在 ILOM にログインしているユー
ザーのユーザー名、そのユーザーがセッションを開始した日時、およびセッション
の種類を確認できます。

図 5-11 「Active Sessions」ページ
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Active Directory
ILOM では、Microsoft Windows Server 2003 および Microsoft Windows 2000 Server オペ
レーティングシステムに導入されている分散ディレクトリサービスの Active Directory を
サポートしています。LDAP ディレクトリサービスの実装と同様、Active Directory は
ユーザー資格の認証に使用できます。Active Directory を使用すると、ネットワーク管理
者は組織全体でポリシーおよびソフトウェアを安全に追加、変更、および削除すること
もできます。また、Active Directory ではディレクトリストアと呼ばれる中央ディレクト
リサービスデータベースシステムが使用されます。これによって、管理者はネットワー
ク上のユーザー、デバイス、およびリソースに関する情報を検索できます。

ユーザーの認証と承認

Active Directory は、ユーザー資格の認証とネットワークリソースへのユーザーのア
クセスレベルの承認を提供します。Active Directory は、エンティティーがシステム
リソースにアクセスする前に、認証を使用してコンピュータシステム内のユーザー、
デバイス、またはその他のエンティティーの属性を検証します。Active Directory 
は、ネットワークリソースへのユーザーのアクセス権を制御するために、承認を使用
してユーザーに特定のアクセス権限を付与します。ユーザーのアクセスレベルは、
特定のインターネット名で識別されるホストのグループであるネットワークドメイン
内のユーザーのグループメンバーシップに基づいて、サーバから設定され、学習され
ます。ユーザーは、複数のドメインに所属できます。Active Directory は、ユーザー
のドメインが設定された順序でユーザーを認証します。
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ユーザーの承認レベルの決定

いったん認証が終わると、ユーザーの承認レベルを次の方法で決定することができます。

■ もっとも単純な場合、Operator または Administrator のユーザーの承認は、SP の 
Active Directory 設定を通じて直接学習されます。アクセスレベルと承認レベルは、
defaultRole プロパティーで指定します。Active Directory データベースでのユー
ザーの設定では、必要になるのはパスワードのみで、グループのメンバーシップは
考慮する必要がありません。SP では、defaultRole が administrator または 
operator のいずれかに設定されます。Active Directory を通じて認証されるすべて
のユーザーには、この設定のみに基づき、管理者ユーザーまたはオペレータユー
ザーに関連した権限が割り当てられます。

■ また、サーバに問い合わせることで、より統合された方法を使用できます。設定の
際には、アクセスレベルの決定に使用する、Active Directory サーバの対応するグ
ループ名を使用して、SP 管理者グループテーブルおよびオペレータグループテー
ブル (76 ページの「Active Directory テーブル」を参照) を設定してください。管
理者を指定するために、最大 5 つの Active Directory グループを入力できます。ま
た、オペレータ権限を割り当てるために、さらに 5 つ使用できます。ユーザーのグ
ループメンバーシップを使用して、SP に設定された Active Directory テーブルから
各グループ名を検索し、管理者またはオペレータのいずれかの適切なアクセスレベ
ルが識別されます。ユーザーのグループのリストが、定義された SP ユーザーグ
ループのいずれかに存在しない場合、そのアクセスは拒否されます。

Active Directory の典型的な使用法

通常、Active Directory は次の 3 つのうちいずれかの目的で使用されます。

■ 内部ディレクトリ － 内部ディレクトリは、企業内のユーザーやリソースに関する
情報を公開するために企業ネットワーク内で使用されます。

■ 外部ディレクトリ － 通常、外部ディレクトリは、企業のローカルエリアネット
ワーク (Local Area Network、LAN) と公衆インターネットとの境界に位置する境
界ネットワークにあるサーバに配置されます。

■ アプリケーションディレクトリ － アプリケーションディレクトリは、そのアプリ
ケーションにしか関係しない「プライベートな」ディレクトリデータをローカル
ディレクトリに格納します。アプリケーションと同じサーバ上であることもあ
り、Active Directory に対する追加設定は必要ありません。
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Active Directory Web インタフェース

Active Directory を設定するには、主サーバ、ポート番号、証明書モードのような基
本的なデータや、代替サーバ、イベントレベル、または重要度レベルのような省略可
能データを入力する必要があります。ILOM Web インタフェースまたは CLI の 
Active Directory 設定ページを使用して、このデータを入力することができます。
図 5-12 に、Active Directory Web インタフェースのサンプル表示を示します。

図 5-12 Active Directory Web インタフェース 

Active Directory ページの下部にはテーブルが 4 つあり (図 5-13 を参照)、次の設定オ
プションを使用できます。

■ User Domains

■ 管理者グループ

■ Operator Groups

■ Alternate Servers

詳細は、76 ページの「Active Directory テーブル」の節を参照してください。
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Active Directory 設定プロパティー

表 5-2 に、Active Directory を使用するために必要な設定について説明します。

表 5-2 Active Directory 構成の設定 (グローバル変数)

プロパティー (Web) プロパティー (CLI) デフォルト 説明

state state Enabled Enabled | Disabled

Role defaultRole none None | Administrator | Operator

単純な設定の場合に、認証された
すべてのユーザーに付与されるア
クセスの役割。より統合された方
法がデフォルトで使用できるよう
に、このアクセスの役割はデフォ
ルトでは設定されていません。ア
クセスレベルは Active Directory 
サーバから取得されます。

IP Address ipaddress Active Directory サーバの IP アド
レス。

Port port サーバとの通信に使用するポー
ト。または autoselect を入力し
ます。

トランザクションに標準のポート 
(port=0) を使用することを示し
ます。

標準以外の TCP ポートが使用され
ているという、通常ないような
場合に使用できます。

Timeout timeout 4 秒単位のタイムアウト値。

個々のトランザクションが完了す
るまで待機する秒数です。トラン
ザクション数は設定によって異な
る可能性があるため、この値はす
べてのトランザクションを合計し
た時間にはなりません。

このプロパティーにより、サーバ
が応答しない場合や到達不能な場
合に待機する時間を調整すること
ができます。

Strict 
Certificate 
Mode

strictcertmode Enabled Enabled | Disabled

有効になっている場合、サーバの
証明書の内容がデジタル署名に
よって検証されます。
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なし = 該当なし

注 – 証明書ファイルの状態は設定可能なパラメータではありません。

Log Detail logdetail (none) イベントログに記録する診断情報
の量を指定します。「none」、
「high」、「medium」、
「low」、または「trace」を選
択できます。

なし getcertfile (none) 必要に応じて、証明書ファイルの
アップロードに使用する方法。

TFTP Server なし (none) 証明書ファイルの取得に使用する 
TFTP サーバ。

Path and File 
Name

なし (none) サーバ上の証明書ファイルの完全
なパス名およびファイル名。

Save/Retrieve 
Certificate

なし (none) 指定された証明書を TFTP サーバ
から取得します。

Restore 
Certificate

なし (none) 既存の証明書ファイルに対して証
明書ファイルをアップロードして
上書きした場合に使用されます。既
存のファイルはバックアップコピー
として格納されます。復元処理を
行うと、バックアップコピーを取得
し、これを現在のファイルに設定
します。

Remove 
Certificate

なし (none) 既存の証明書の削除に使用されま
す。「Strict Certificate Mode」が
有効な場合は、削除処理では証明
書を削除できません。

表 5-2 Active Directory 構成の設定 (グローバル変数) (続き)

プロパティー (Web) プロパティー (CLI) デフォルト 説明
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Active Directory グループ情報用の命名規則

Active Directory に設定されるグループ情報で、単純グループ名だけでなく、標準の
識別名 (Distinguished Name、DN) 形式もサポートされます。

グループ情報を次のように設定することができます。

■ 従来の識別名がサポートされています。識別名は、グループに関連付けられた
ユーザーにアクセスレベルを割り当てる際に使用する Active Directory サーバ上
に構成されたグループの 1 つと一致している必要があります。たとえば、次のよ
うに入力します。

■ 'CN=SpAdmin,OU=Groups,DC=domain,DC=sun,DC=com'

■ 'CN=SpOper,OU=Groups,DC=domain,DC=sun,DC=com'

■ 特定のグループについて認証済みユーザーのドメインを検索する場合、単純グ
ループ名を使用できます。たとえば、次のように入力します。

■ 'SpAdmin' － 単純グループ名 (Windows 2000 以前のドメイン名)

■ 「NT スタイル」の形式で、グループ名と一緒にドメインを指定することができま
す。完全識別名ドメインまたは単純ドメイン名のいずれかを使用できます。たとえ
ば、次のように入力します。

■ 'DC=domain,DC=sun,DC=com\SpAdmin' － 完全識別名ドメインとグループ名

■ 'domain\SpAdmin' － Windows NT スタイルのドメインとグループ名

Active Directory テーブル
Active Directory Web インタフェース (図 5-13) の下半分にある 4 つのテーブルは、
ユーザーの認証と承認を行うためのドメイン、グループ、および代替サーバの設定に
使用されます。これらのテーブルには次に関する情報が含まれます。

■ Administrator Gruops

■ Operator Groups

■ User Domains

■ Alternate Servers

Administor Gruops と Operator Groups のテーブルには、識別名 (Distinguished 
Name、DN) 形式の Microsoft Active Directory グループの名前が含まれます。ユーザー
が特定のグループのメンバーである場合、そのユーザーにオペレータまたは管理者とし
てのアクセス権が付与されます。

User Domains は、ユーザーの認証に使われる認証ドメインです。ユーザーがログイン
する際に使用する名前は、デフォルトでこのセルに表示されているドメイン名形式
テンプレートの形式になります。ユーザー認証は、入力したユーザードメインデータ
とユーザーが提供したログイン名に基づいて試行されます。
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次の図と表に、Active Directory データの望ましい形式を示すためのデフォルトデー
タを示します。

図 5-13 Active Directory テーブル
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Administrator Gruops と Operator Groups のテーブル

表 5-3 および表 5-4 に、管理者グループとオペレータグループのテーブルの完全修飾
識別名のサンプルを示します。識別名形式の詳細は、97 ページの「LDAP サーバの
ディレクトリ編成」を参照してください。

User Domains テーブル

表 5-5 に、「User Domains」テーブルのサンプルデータを示します。エントリ 1 に
表示されているドメインは、ユーザー認証を最初に試行する際に使用される原則の
形式を示しています。エントリ 2 は、Active Directory が最初のエントリでの認証
に失敗した場合に使用する、完全な識別名を示します。

注 – このあとの例で、<USERNAME> はユーザーのログイン名を表します。

表 5-3 Administrator Groups テーブル

ID 名前

1 CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,DC=example,DC=sun,DC=com

2

3

4

5

表 5-4 Operator Groups テーブル

ID 名前

1 CN=SpSuperOper,OU=Groups,DC=davidc,DC=example,DC=sun,DC=com

2

3

4

5

表 5-5 User Domains テーブル

名前 ドメイン

1 <USERNAME>@davidc.example.sun.com

2 CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davidc,DC=example,DC=sun,DC=com
78 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



Alternate Servers テーブル

代替サーバテーブルは、冗長性および認証設定を提供します。代替サーバのルールと
要件は、トップレベル証明書モードと同じです。各サーバにそれぞれの証明書状態が
あり、必要に応じてそれぞれの証明書コマンドで証明書を取得します。

図 5-14 では、トップレベルサーバは ID 1 として先頭に表示されています。

図 5-14  Alternate Servers テーブル

▼ Active Directory の設定

Active Directory を使用するには、「Active Directory」ページで設定を行う必要があ
ります。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「Active Directory」を選択します。

「Active Directory」ページが表示されます。Active Directory 構成の設定と Active 
Directory テーブルが表示されます。図 5-15 を参照してください。

図 5-15 Active Directory 構成の設定
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3. Active Directory を設定します。

各設定の詳細は、表 5-2 を参照してください。

4. 「Save」をクリックして設定を有効にします。

▼ Web インタフェースを使用して Active Directory 
テーブルを編集する
次の手順に従って、Administrator Groups、Operator Groups、User Domains、また
は Alternate Servers についての情報を変更します。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「Active Directory」を選択します。

「Active Directory」ページが表示されます。

3. 「Active Directory」ページの一番下で、編集する情報の種類の横にあるラジオボタンを
選択し、「Edit」をクリックします。

Active Directory の Administrator Groups ページ (図 5-16)、Active Directory の 
Operator Groups の編集ページ (図 5-17)、Active Directory の User Domains の編集
ページ (図 5-18)、Active Directory の Alternate Servers の編集ページ (図 5-19) のい
ずれかの適切なページが表示されます。各「編集」ページには、情報を追加または編
集するための 1 つまたは複数のフィールドがあります。

図 5-16 Active Directory の Administrator Groups の編集ページ
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図 5-17 Active Directory の Operator Groups の編集ページ

図 5-18 Active Directory の User Domains の編集ページ
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図 5-19 Active Directory の Alternate Servers の編集ページ

4. 編集ページで、変更する情報を追加または編集します。

5. 「User Domains」テーブルで、「Name」フィールドにテキストで情報を入力します。
<USERNAME> 置換マーカーを使用して、ユーザー名の場所を確保します。

たとえば、次のように入力します。

domain = <USERNAME>davemcdomain.example.sun.com

domain = CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=davemcdomain,DC=example,
DC=sun,DC=com

次の例に示すように、ユーザーは指定したいずれかの名前で ILOM にアクセスでき
るようになります。

コード例 5-1 原則の形式を使用した Active Directory のログイン

/home/dchase> ssh -l davemcdomain 10.x.xxx.xxx
Password:*******
Integrated Lights Out Manager
Version 2.0
Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
->
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6. Click Save to have your changes take effect.

「Active Directory」ページが再表示されます。

▼ CLI を使用して管理者グループテーブルを編集する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 次のコマンドを入力して、管理者グループを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/admingroups

たとえば、次のように入力します。

コード例 5-2 識別名を使用した Active Directory のログイン 

/home/dchase> ssh -l “David A. Engineer” 10.x.xxx.xxx
Password:*******
Integrated Lights Out Manager
Version 2.0
Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
->

-> show /SP/clients/activedirectory/admingroups
SP/clients/activedirectory/admingroups
   Targets:
       1
       2
       3
       4
       5

   Properties:
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3. 次のコマンドを入力して、特定の管理者グループのプロパティーを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/admingroups/1

たとえば、次のように入力します。

4. set コマンドを使用してプロパティーを変更します。

たとえば、次のように入力します。

▼ CLI を使用してオペレータグループテーブルを
編集する

次の手順に従って、ILOM CLI を使用してオペレータグループテーブルの情報を編集
します。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

-> show /SP/clients/activedirectory/admingroups/1

/SP/clients/activedirectory/admingroups/1

   Targets:

Properties: name = CN=SpSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,
DC=example,DC=sun,DC=com

-> set name=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,DC=sun,DC=com
Set 'name' to 'CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=davidc,DC=sun,DC=com'
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2. 次のコマンドを入力して、オペレータグループを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/opergroups

たとえば、次のように入力します。

3. 次のコマンドを入力して、特定のオペレータグループのプロパティーを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/opergroups/1

たとえば、次のように入力します。

4. set コマンドを使用してプロパティーを変更します。

たとえば、次のように入力します。

-> show /SP/clients/activedirectory/opergroups
/SP/clients/activedirectory/opergroups
   Targets:
       1
       2
       3
       4
       5

   Properties:

-> show /SP/clients/activedirectory/opergroups/1

/SP/clients/activedirectory/opergroups/1

   Targets:

Properties:name = CN=SpSuperOper,OU=Groups,DC=davidc,DC=
example,DC=sun,DC=com

-> set name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=davidc,DC=sun,DC=com
Set 'name' to 'CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=davidc,DC=sun,DC=com'
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▼ CLI を使用してユーザードメインテーブルを編集
する

次の手順に従って、ILOM CLI を使用してユーザードメインテーブルの情報を編集し
ます。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 次のコマンドを入力して、ユーザードメインを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/userdomains

たとえば、次のように入力します。

3. 次のコマンドを入力して、特定のユーザードメインのプロパティーを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/userdomains/1

たとえば、次のように入力します。

4. set コマンドを使用してプロパティーを変更します。

たとえば、次のように入力します。

-> show /SP/clients/activedirectory/userdomains
/SP/clients/activedirectory/userdomains
   Targets:
       1
       2
       3
       4
       5

   Properties:

-> show /SP/clients/activedirectory/userdomains/1
/SP/clients/activedirectory/userdomains/1
   Targets:

   Properties:
       domain = <USERNAME>@davidc.example.sun.com

-> set domain=domaindavidc@davidc.example.sun.com
Set 'domain' to 'domaindavidc@davidc.example.sun.com'
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▼ CLI を使用して代替サーバテーブルを編集する

次の手順に従って、ILOM CLI を使用して代替サーバテーブルの情報を編集します。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 次のコマンドを入力して、代替サーバを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/alternateservers

たとえば、次のように入力します。

3. 次のコマンドを入力して、特定の代替サーバのプロパティーを表示します。

-> show /SP/clients/activedirectory/alternateservers/1

たとえば、次のように入力します。

-> show /SP/clients/activedirectory/alternateservers
/SP/clients/activedirectory/alternateservers
   Targets:
       1
       2
       3
       4
       5

   Properties:

   Commands:
cd
show
set

-> show /SP/clients/activedirectory/alternateservers/1
/SP/clients/activedirectory/alternateservers/1
   Targets:

   Properties:
certfilestatus = certificate not present; certificate.backup not 
present;
getcertfile = (none)
ipaddress = 10.8.143.231
port = 0
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4. set コマンドを使用してプロパティーを変更します。

たとえば、次のように入力します。

Active Directory のプロパティーについて

CLI では次の 9 つの Active Directory プロパティーを使用できます。

■ ipaddress

■ defaultrole

■ logdetail

■ port

■ state

■ strictcertmode

■ timeout

■ certfilestatus

■ getcertfile

ipaddress プロパティー

Active Directory サーバのサーバ IP アドレス。

defaultrole プロパティー

取り得る値 = administrator、operator、none。

->  set /SP/clients/activedirectory/alternateservers/1 port=1

-> show /SP/clients/activedirectory address

  /SP/clients/activedirectory
    Properties:
        address = 0.0.0.0

-> show /SP/clients/activedirectory defaultrole

  /SP/clients/activedirectory
    Properties:
        defaultrole = Administrator
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logdetail プロパティー

イベントログに記述する情報を制御する Active Directory 認証モジュールのデバッグ
イベントレベル。

取り得る値 = none、high、medium、low、trace

port プロパティー

Active Directory サーバの TCP ポート (0-自動...65535)

取り得る値: 0 - 65535 の整数 (0 = autoselect)。

state プロパティー

Active Directory 認証モジュールの管理モード。

取り得る値 = enabled、disabled

strictcertmode プロパティー

有効にする前に証明書のローカルコピーを要求する厳密な証明書の検証。

取り得る値 = enabled、disabled

-> show /SP/clients/activedirectory logdetail

  /SP/clients/activedirectory
    Properties:
        logdetail = trace

-> show /SP/clients/activedirectory port

  /SP/clients/activedirectory
    Properties:
        port = 0

-> show /SP/clients/activedirectory state

  /SP/clients/activedirectory
    Properties:
        state = enabled

-> show /SP/clients/activedirectory strictcertmode

  /SP/clients/activedirectory
    Properties:
        strictcertmode = disabled
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timeout プロパティー

秒単位のタイムアウト値。デフォルト値は、4 です。

個々のトランザクションが完了するまで待機する秒数です。トランザクション数は設
定によって異なる可能性があるため、この値はすべてのトランザクションを合計した
時間にはなりません。

このプロパティーにより、サーバが応答しない場合や到達不能な場合に待機する
時間を調整することができます。

certfilestatus プロパティー

certfilestatus は、証明書のバックアップコピーだけでなく、現在の証明書の状
態を反映する表示のみのプロパティーです。strictcertmode が無効になっている
場合は、どちらも存在する必要はありません。ただし、strictcertmode が有効に
なっている場合は、証明書を読み込む必要があります。証明書のバックアップは常に
省略可能です。これは、既存の証明書が上書きされる直前にのみ格納されます。

getcertfile プロパティー

set getcertfile コマンドを使用して、必要に応じて証明書ファイルをアップ
ロード、削除、または復元します。詳細は、92 ページの「CLI を使用して証明書を
アップロード、削除、または復元する」を参照してください。

認証イベントおよび承認イベントの診断
システムイベントログのメッセージを表示して、ユーザーの認証と承認を取得する方
法を決定することができます。イベントログは次の詳細レベルを取り込むように設定
できます。

■ None － いずれのメッセージ型もログに記録しません

■ High － クリティカルイベントのみ

■ Medium － メジャーイベントおよびクリティカルイベント

■ Low － マイナーイベント、メジャーイベント、およびクリティカルイベント

■ Trace － デバッグイベント

-> show /SP/clients/activedirectory timeout

  /SP/clients/activedirectory
    Properties:
        timeout = 4

-> show /SP/clients/activedirectory certfilestatus
-> show /SP/clients/activedirectory certfilestatus
    Properties:
certfilestatus = certificate not present;certificate.backup not 
present;
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▼ CLI を使用して認証イベントおよび承認イベントを
表示する

logdetail 変数を目的のイベントレベルに設定して、トップレベルから Active 
Directory のログ詳細を設定できます。

● 次のコマンドを入力して、イベントログの詳細を設定します。

-> set /SP/clients/activedirectory logdetail=event_log_detail

ここで、event_log_detail は、none、high、medium、low、または trace のいずれ
かです。たとえば、次のように入力します。

Set 'logdetail' to 'trace' 

ユーザーの認証と承認の情報について、詳細なクエリー情報だけでなく要約情報も
表示されます。次の例では、詳細な 'trace' レベルのデバッグリストを示します。最新
のイベントがログの一番上に表示されます。

-> cd /SP/logs/event
/SP/logs/event
 
-> show

-> cd event
/SP/logs/event
 
-> show list
ID     Date/Time                 Class     Type      Severity
-----  ------------------------  --------  --------  --------
49     Mon Apr  6 01:41:19 1970  ActDir    Log       minor
       (ActDir)  authentication status: auth-OK
 
48     Mon Apr  6 01:41:19 1970  ActDir    Log       minor
       (ActDir)  server-authenticate: auth-success idx 0 server 
10.8.143.231
47     Mon Apr  6 01:41:19 1970  ActDir    Log       debug
       (ActDir)   accessLvl administrator
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▼ Web インタフェースを使用して認証イベントお
よび承認イベントを表示する

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「Active Directory」を選択します。

「Active Directory」ページが表示されます。

3. 「Log Detail」ドロップダウンリストボックスを使用して、表示するログの詳細レベ
ルを選択します。

CLI を使用して証明書の検証を設定する

証明書の検証により、ネットワーク上で渡されるデータを保護することができます。
証明書の検証は、システムが必要とするセキュリティーレベルに応じて省略可能です。

▼ CLI を使用して証明書をアップロード、削除、ま
たは復元する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 次のコマンドを使用して、証明書をアップロード、削除、または復元します。

● 証明書をアップロードするには、次のように入力します。

-> set getcertfile=tftp://IP_address/file-path/filename

● 証明書を削除または復元するには、次のように入力します。

-> set getcertfile=remove|restore

たとえば、次のように入力します。

-> set getcertfile=remove

アップロードされた既存の証明書ファイルは削除されます。復元は、証明書ファイル
が上書きされた場合にのみ機能します。目的は、証明書がアップロードされたときに
バックアップファイルを 1 つ保存することです。不具合が発生した場合に、古いファ
イルを復元することができます。
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▼ CLI を使用して strictcertmode を有効にする

デフォルトでは、strictcertmode は無効になっています。この変数が無効になっ
ている場合、チャネルはセキュリティー保護されますが、制限的な証明書の検証が実
行されます。strictcertmode を有効にする場合は、サーバの証明書が提供される
と証明書の署名を検証できるように、サーバの証明書がサーバにすでにアップロード
されている必要があります。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. strictcertmode を有効にするには、次のように入力します。

-> set strictcertmode=enabled

▼ CLI を使用して certfilestatus を確認する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 証明書の状態を確認するには、次のように入力します。

-> show /SP/clients/activedirectory certfilestatus

たとえば、次のように入力します。

-> show /SP/clients/activedirectory certfilestatus
/SP/clients/activedirectory certfilestatus
    Properties:
certfilestatus = certificate not present;certificate.backup not 
present;
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Web インタフェースを使用して証明書の検証を
設定する

次の手順では、Web インタフェースを使用して Active Directory 接続のセキュリ
ティーを保護する方法について説明します。

図 5-20 に、Active Directory のセキュリティープロパティーと、データを入力する
順序を示します。

図 5-20 Active Directory のセキュリティープロパティーとデータの入力順序
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▼ Web インタフェースを使用して証明書をアップ
ロードする

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「Active Directory」を選択します。

「Active Directory」ページが表示されます。図 5-20 に、セキュリティーフィールドを
入力する順序を示しています。

3. 「TFTP Server」および「Path and File Name」を入力します。図 5-20 の項目 1a と 
1b を参照してください。

4. 「Retrieve Certificate」ボタンをクリックして、証明書の転送を開始します。
図 5-20 の項目 2 を参照してください。

注 – 復元と削除のオプションは必要に応じて使用可能です。「Restore Certificate」
ボタンまたは「Remove Certificate」ボタンをクリックすると実行できます。

▼ Web インタフェースを使用して証明書ファイル
の状態を確認する

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「Active Directory」を選択します。

「Active Directory」ページが表示されます。図 5-20 の項目 3 を参照してください。

3. 証明書ファイルの状態を確認します。

▼ Web インタフェースを使用して厳密な証明書
モードを有効にする

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「Active Directory」を選択します。

「Active Directory」ページが表示されます。図 5-20 の項目 4 を参照してください。

3. 「Enable」の隣にあるチェックボックスをクリックして、厳密な証明書モードを有効
にします。

4. 「Save」をクリックして変更を有効にします。
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Lightweight Directory Access Protocol 
ILOM は、OpenLDAP ソフトウェアによるユーザーの Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP) 認証をサポートします。LDAP は汎用のディレクトリサービスです。
ディレクトリサービスは、ディレクトリにあるエントリを管理する分配アプリケーション
の集中データベースです。これにより、複数のアプリケーションが単一ユーザーデータ
ベースを共有できます。LDAP の詳細情報は、http://www.openldap.org/ を参照
してください。

LDAP について

LDAP は、クライアントサーバモデルに基づいています。LDAP にはディレクトリがあ
り、クライアントはディレクトリサービスを使用して、エントリにアクセスします。
ディレクトリに保存されたデータは、複数の LDAP サーバの間で分配されます。

LDAP のデータは、root を頂点として各エントリに分岐するように階層的に構成されて
います。階層トップレベルのエントリは、大きな会社や団体を表し、その下に小さな会
社や団体のエントリがあります。階層の底辺には、個人または個別リソースのエントリ
があります。

LDAP クライアントとサーバ
LDAP クライアントサーバモデルでは、LDAP サーバは人、会社や団体、およびリ
ソースの情報に LDAP クライアントがアクセスできるようにします。クライアント
は、通常 LDAP サーバにバンドルされているクライアントユーティリティーを使用
し、LDAP データベースを変更します。LDAP データベースを変更すると、すべての
クライアントアプリケーションはすぐに変更を参照し、個々の分散アプリケーション
を更新する必要がないようにします。

たとえば、ディレクトリのエントリを更新するには、LDAP クライアントは、更新さ
れる属性情報とともにエントリの識別名を LDAP サーバに送信します。LDAP サーバ
は、識別名 (Distinguished Name、DN) を使用してエントリを検索し、変更操作を実行
してディレクトリのエントリを更新します。更新された情報は、その LDAP サーバを
使用するすべての分配アプリケーションでただちに利用できます。

LDAP クライアントは、特に次のような操作を実行できます。

■ ディレクトリからエントリを検索して取得します。

■ ディレクトリに新しいエントリを追加します。

■ ディレクトリのエントリを更新します。

■ ディレクトリのエントリを削除します。

■ ディレクトリのエントリ名を変更します。
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これらの LDAP 操作のいずれを行うには、LDAP クライアントは LDAP サーバと接
続を確立する必要があります。LDAP は、サーバがほかのポートで動作している場合
でも、TCP/IP のポート番号 389 の使用を指定します。

サーバは、LDAP サーバのクライアントになることができます。LDAP 認証を
使用するには、サーバが認証を行うか、あるいはバインドできる LDAP サーバ上に
ユーザーを作成する必要があります。それにより、クライアントは LDAP サーバの
適切なディレクトリを検索する権限を持ちます。

LDAP サーバのディレクトリ編成

図 5-21 に示すように、LDAP のデータは階層的に編成されています。

図 5-21 LDAP のディレクトリ構造

各エントリは、識別名 (Distinguished Name、DN) により一意に識別されます。DN 
には、その階層レベルのエントリを一意で識別する名前と、ツリーの root までのエン
トリを表示するパスがあります。
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たとえば、jsmith の DN は次のようになります。

dn: uid=jsmith, ou=people, dc=sun.com

ここで、uid はエントリのユーザー ID、ou はエントリが属する組織単位、また dc 
はエントリが属するより大きな組織を意味します。次の図に、ディレクトリ階層で一
意にエントリを識別するための識別名の使用方法を示します。

図 5-22 LDAP 識別名

LDAP の設定

LDAP を使用するには、LDAP サーバのマニュアルに従って LDAP サーバを設定す
る必要があります。また、ILOM CLI または Web インタフェースのいずれかを使用
して ILOM も設定する必要があります。

次の手順では、使用している LDAP サーバの設定に関する詳細な知識が必要になり
ます。作業を開始する前に、IP アドレスなど、LDAP サーバの基本的なネットワー
ク情報を収集してください。

注 – このタスクは、Linux または Solaris でネームサービスとして LDAP を設定する
作業に類似しています。
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▼ LDAP サーバを設定する
1. ILOM に対して認証を行うすべてのユーザーが、「crypt」形式か、または一般的

には「MD5 crypt」と呼ばれる、crypt の GNU 拡張で保存されたパスワードを使
用していることを確認します。

たとえば、次のように入力します。

userPassword: {CRYPT}ajCa2He4PJhNo

または

userPassword: {CRYPT}$1$pzKng1$du1Bf0NWBjh9t3FbUgf46.

ILOM は、これらの 2 種類の crypt 形式で保存されたパスワードによる LDAP 
認証のみをサポートしています。

2. オブジェクトクラス posixAccount および shadowAccount を追加し、このス
キーマ (RFC 2307) に必要なプロパティー値を入力します。

3. LDAP サーバのユーザーアカウントに対して ILOM のアクセスを許可します。

LDAP サーバが匿名バインドを許可するようにするか、または LDAP サーバにプ
ロキシユーザーを作成します。LDAP サーバは、ILOM により認証されるすべて
のユーザーアカウントに読み取り専用アクセスができます。

詳細は、LDAP サーバのマニュアルを参照してください。

▼ CLI を使用して LDAP 用の ILOM を設定する
1. プロキシユーザー名とパスワードを入力します。次のように入力します。

-> set /SP/clients/ldap binddn="cn=proxyuser, ou=people, ou=sales, 
dc=sun, dc=com" bindpw=password

2. LDAP サーバの IP アドレスを入力します。次のように入力します。

-> set /SP/clients/ldap ipaddress=ldapipaddress

3. LDAP サーバとの通信に使用するポートを割り当てます。デフォルトのポートは 
389 です。次のように入力します。

-> set /SP/clients/ldap port=ldapport

表 5-6 LDAP のプロパティー値

必須プロパティー 説明

 uid ILOM にログインするためのユーザー名

 uidNumber 任意の固有の番号

 gidNumber 任意の固有の番号

 userPassword パスワード

 homeDirectory 任意の値 (ILOM はこのプロパティーを無視します)

 loginShell 任意の値 (ILOM はこのプロパティーを無視します)
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4. ユーザーとグループを含む LDAP ツリー分岐の識別名を入力します。次のように
入力します。

-> set /SP/clients/ldap searchbase="ou=people, ou=sales, dc=sun, 
dc=com" 

これは、ユーザー認証を検索する LDAP ツリーの場所です。

5. LDAP サービスの状態を enabled に設定します。次のように入力します。

-> set /SP/clients/ldap state=enabled

6. LDAP 認証の動作を確認するには、LDAP ユーザー名とパスワードを使用して、
ILOM にログインします。

注 – ILOM は、LDAP ユーザーの前にローカルユーザーを検索します。LDAP ユー
ザー名がローカルユーザーとして存在する場合、ILOM はローカルアカウントを使用
して認証を行います。

▼ Web インタフェースを使用して LDAP 用の 
ILOM を設定する
1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

2. 「User Management」-->「LDAP」を選択します。

「LDAP Settings」ページが表示されます。

図 5-23 「LDAP Settings」ページ
100 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



3. 次の値を入力します。

■ State － LDAP ユーザーを認証するには、「Enabled」チェックボックスを選択し
ます。

■ Role － LDAP ユーザーのデフォルトの役割です。ドロップダウンリストから、
「Operator」または「Administrator」を選択します。

■ IP Address － LDAP サーバの IP アドレスです。

■ Port － LDAP サーバのポート番号です。

■ Searchbase － ユーザーを検索するための LDAP サーバの分岐を入力します。

■ Bind DN － LDAP サーバ上の読み取り専用プロキシユーザーの識別名 
(Distinguished Name、DN) を入力します。ILOM がユーザーの検索と認証を行う
には、LDAP サーバに対する読み取り専用のアクセス権が必要になります。

■ Bind Password － 読み取り専用ユーザーのパスワードを入力します。

4. 「Save」をクリックします。

5. LDAP 認証の動作を確認するには、LDAP ユーザー名とパスワードを使用して、
ILOM にログインします。

注 – ILOM は、LDAP ユーザーの前にローカルユーザーを検索します。LDAP ユー
ザー名がローカルユーザーとして存在する場合は、ILOM は認証にローカルアカウン
トを使用します。

RADIUS 認証
ILOM は Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) 認証をサポートして
います。RADIUS は中央ユーザー管理を容易にする認証プロトコルです。RADIUS 
は、多くのサーバに中央データベースのユーザーデータへの共有アクセスを提供し、
より高度なセキュリティーと容易な管理を実現します。RADIUS サーバは、複数の 
RADIUS サーバやその他の種類の認証サーバと一緒に動作できます。
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RADIUS クライアントとサーバ

RADIUS は、クライアントサーバモデルに基づいています。RADIUS サーバはユー
ザー認証データを提供し、アクセスを許可または拒否することができます。クライ
アントは、サーバにユーザーデータを送信して、許可または拒否の応答を受信しま
す。RADIUS のクライアントサーバモデルでは、クライアントが RADIUS サーバに 
Access-Request クエリーを送信します。サーバはクライアントからの Access-
Request メッセージを受信すると、データベース内でユーザーの認証情報を検索し
ます。ユーザーの情報が見つからない場合、サーバは Access-Reject メッセージを
送信し、ユーザーは要求したサービスへのアクセスを拒否されます。ユーザーの情
報が見つかった場合、サーバは Access-Accept メッセージで応答します。Access-
Accept メッセージによってユーザーの認証データは確認され、ユーザーは要求した
サービスへのアクセスを許可されます。

RADIUS クライアントとサーバの間のすべてのトランザクションは、共有シーク
レットと呼ばれる特定のテキスト文字列のパスワードを使用して認証されます。シー
クレットはネットワークを介して渡されることがないため、クライアントとサーバの
それぞれでシークレットが既知である必要があります。ILOM 用に RADIUS 認証を
設定する場合も、共有シークレットが既知である必要があります。

ILOM で RADIUS 認証を使用するには、ILOM を RADIUS クライアントとして設定
する必要があります。

RADIUS パラメータ

表 5-7 で、Web インタフェースと CLI の RADIUS パラメータについて説明します。

表 5-7 RADIUS の Web インタフェースと CLI の設定

Web インタフ

エース 
CLI 値 説明

state state enabled|disabled RADIUS ユーザーを認証する場合は
有効にします。

Role defaultrole administrator|operator すべての RADIUS ユーザーのデフォ
ルトの役割を設定します。
Administrator または Operator を
指定します。

IP Address ipaddress ipaddress RADIUS サーバの IP アドレスです。

Port port portnum RADIUS サーバとの通信に使用する
ポート番号です。デフォルトのポート
は 1812 です。

Shared Secret secret text RADIUS へのアクセスに使用する共有
シークレットです。
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RADIUS を設定する
10 個を超えるローカルユーザーアカウントに ILOM アクセスを提供する必要がある
場合は、RADIUS サーバを適切に設定したあとで、RADIUS 認証を使用するように 
ILOM を設定できます。

▼ CLI を使用して RADIUS を設定する
1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. /SP/clients/radius に移動します。104 ページの「RADIUS コマンド」を
参照してください。

3. 表 5-7 に示されたパラメータを設定します。

▼ Web インタフェースを使用して RADIUS を
設定する
1. ILOM Web インタフェースに管理者としてログインします。

2. 「User Management」-->「RADIUS」を選択します。

「RADIUS Settings」ページが表示されます。

図 5-24 「RADIUS Settings」ページ
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3. 設定を完了します。

詳細については、表 5-7 を参照してください。

4. 「Save」をクリックして変更を有効にします。

RADIUS コマンド

この節では、RADIUS コマンドについて説明します。

show /SP/clients/radius

このコマンドは、管理者およびオペレータが使用できます。

目的

このコマンドは、RADIUS 認証に関連したプロパティーを表示する場合に使用します。

構文

show /SP/clients/radius

プロパティー

defaultrole － すべての RADIUS ユーザーに割り当てられる役割です。
Administrator または Operator を指定します。

ipaddress － RADIUS サーバの IP アドレスです。

port － RADIUS サーバとの通信に使用するポート番号です。デフォルトのポートは 
1812 です。

secret － 使用している RADIUS サーバへのアクセスに使用する共有シークレット
です。

state － RADIUS ユーザーへのアクセスを許可または拒否する場合は、この設定を
それぞれ有効または無効にします。
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例

set /SP/clients/radius

このコマンドは、管理者が使用できます。

目的

このコマンドは、サービスプロセッサ上の RADIUS 認証に関連したプロパティーを
設定する場合に使用します。

構文

set /SP/clients/radius [defaultrole=[Administrator|Operator] 
ipaddress=radiusserverIP port=port# secret=radiussecret 
state=[enabled|disabled]]

プロパティー
■ defaultrole － すべての RADIUS ユーザーに適用する権限レベルを割り当てま

す。Administrator または Operator を指定します。

■ ipaddress － RADIUS サーバの IP アドレスです。

■ port － RADIUS サーバとの通信に使用するポート番号です。デフォルトのポー
トは 1812 です。

■ secret － 使用している RADIUS サーバへのアクセスに使用する共有シークレッ
トを入力します。これは暗号化鍵とも呼ばれます。

■ state － RADIUS ユーザーへのアクセスを許可または拒否する場合は、それぞれ
有効または無効にします。

 -> show /SP/clients/radius

/SP/clients/radius
    Targets:

    Properties:
        defaultrole = Operator
        ipaddress = 129.144.36.142
        port = 1812
        secret = (none)
        state = enabled

    Commands:
        cd
        set
        show

->
 第 5 章  ユーザーアカウントの管理 105



例

show /SP/clients

このコマンドは、管理者およびオペレータが使用できます。

目的

このコマンドは、LDAP、NTP、RADIUS、SYSLOG クライアントなど、サービスプ
ロセッサからデータを受信できるクライアントを表示するために使用します。

構文

show /SP/clients

例 

注 – オペレータ権限を持つユーザーのみが ntp および syslog ターゲットを表示で
きます。radius および ldap ターゲットは非表示のままです。

 -> set /SP/clients/radius state=enabled ipaddress=10.8.145.77 
Set 'state' to 'enabled'
Set 'ipaddress' to '10.8.145.77

 -> show /SP/clients

  /SP/clients
    Targets:
ldap
ntp
radius
syslog

    Properties:

    Commands:
        cd
        show
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第 6 章

インベントリと部品の管理

ILOM を使用すると、部品の名前、種類、障害の状態など、部品の詳細を表示でき
ます。また、ILOM を使用して、部品の取り外しおよび取り付けに備えることもで
きます。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 108 ページの「部品情報の表示およびインベントリの管理」

■ 108 ページの「CLI を使用して部品の情報を表示する」

■ 109 ページの「Web インタフェースを使用して部品の情報を 表示する」

■ 111 ページの「部品に対する操作の実行」

■ 111 ページの「CLI を使用して部品を取り外す準備を行う」

■ 112 ページの「CLI を使用して部品を取り外す準備ができたかどうかを確認する」

■ 112 ページの「CLI を使用して部品をサービスに復帰させる」

■ 113 ページの「Web インタフェースを使用して部品を取り外す準備を行う」

■ 113 ページの「Web インタフェースを使用して部品をサービスに復帰させる」

■ 114 ページの「部品の有効および無効の切り替え」

■ 114 ページの「CLI を使用して部品を有効および無効にする」

■ 114 ページの「Web インタフェースを使用して部品を有効および無効にする」

■ 114 ページの「ポリシーの設定」

■ 115 ページの「CLI を使用してポリシーの設定を行う」

■ 116 ページの「Web インタフェースを使用してポリシーの 設定を行う」

注 – この章の構文例では、/SP/ で始まるターゲットを使用しますが、使用している
サーバプラットフォームによっては、/CMM/ で始まるターゲットに置き換わる場合
があります。サブターゲットは、ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォーム
で共通です。
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部品情報の表示およびインベントリの
管理
次の手順では、部品の情報を表示する方法について説明します。管理者とオペレータ
のどちらも部品の情報を表示できます。

▼ CLI を使用して部品の情報を表示する

1. ILOM CLI に管理者またはオペレータとしてログインします。

2. コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> show component_name type

たとえば、次のように入力します。

インベントリ情報を表示するプロパティーを次に一覧で示します。表示できるプロパ
ティーは、使用するターゲットの種類によって異なります。

■ fru_part_number

■ fru_manufacturer

■ fru_serial_number

■ fru_name

■ fru_description

■ fru_version

■ chassis_serial_number

■ chassis_part_number

■ product_name

■ product_serial_number

■ product_part_number

■ customer_frudata

-> show /SYS/MB type
    Properties:
        type = Motherboard
    Commands:
        show 
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▼ Web インタフェースを使用して部品の情報を
表示する

1. ILOM Web インタフェースに管理者またはオペレータとしてログインします。

2. 「System Information」-->「Components」を選択します。

「Component Management」ページが表示されます。

図 6-1 「Component Management」ページ
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3. 「Component Management Status」テーブルで部品の名前をクリックします。

選択した部品に関する情報を示すダイアログボックスが表示されます。

図 6-2 部品情報のダイアログ
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部品に対する操作の実行 
インベントリを表示するだけでなく、部品に対して次の操作を実行することもできます。

■ 取り外しの準備やサービスへの復帰 － 111 ページの「部品の取り外しおよび
交換」を参照。

■ 有効化と無効化 － 114 ページの「部品の有効および無効の切り替え」を参照。

■ 障害のクリアー － 129 ページの「障害管理」を参照。

部品の取り外しおよび交換

取り外しおよび交換の手順を使用すると、システムの実行中に多くの部品を交換でき
ます。手順には、モジュールの取り外しとシステムへの挿入が含まれます。モジュー
ルをシステムから取り外す前に、ILOM の CLI または Web インタフェースを使用し
てモジュールを準備する必要があります。

▼ CLI を使用して部品を取り外す準備を行う

1. ILOM CLI に管理者またはオペレータとしてログインします。

2. ILOM コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> set <target> prepare_to_remove_action=true

たとえば、次のように入力します。

-> set /CH/RFM0 prepare_to_remove_action=true

Set ’prepare_to_remove_action’ to ’true’
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▼ CLI を使用して部品を取り外す準備ができたかど
うかを確認する

部品を取り外す準備ができたら、物理的に取り外せるようになっているかどうかを
確認できます。

1. ILOM CLI に管理者またはオペレータとしてログインします。

2. ILOM コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> show <target> prepare_to_remove_status

たとえば、次のように入力します。

この例の Ready|NotReady 文は、デバイスを取り外す準備ができたかどうかを
示します。

▼ CLI を使用して部品をサービスに復帰させる

部品を取り外す準備が完了してから、この操作を取り消す場合は、遠隔で実行できます。

1. ILOM CLI に管理者またはオペレータとしてログインします。

2. ILOM コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> set <target> return_to_service_action=true

たとえば、次のように入力します。

-> set /CH/RFM0 return_to_service_action=true

Set 'return_to_service_action' to 'true'

-> show /CH/RFM0 prepare_to_remove_status
    Properties:
        prepare_to_remove_status = Ready|NotReady
    Commands:
        cd
        set
        show
        start
        stop
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▼ Web インタフェースを使用して部品を取り外す
準備を行う
1. ILOM Web インタフェースに管理者またはオペレータとしてログインします。

2. 「System Information」-->「Components」を選択します。

「Component Management」ページが表示されます。

図 6-3 「Component Management」ページ

3. 取り外す部品の横にあるラジオボタンを選択します。

ラジオボタンが表示されていない部品は取り外せません。

4. 「Actions」ドロップダウンリストから「Prepare to Remove」を選択します。

▼ Web インタフェースを使用して部品をサービス
に復帰させる
1. ILOM Web インタフェースに管理者またはオペレータとしてログインします。

2. 「System Information」-->「Components」を選択します。

「Component Management」ページが表示されます。

3. サービスに復帰させる部品の横にあるラジオボタンを選択します。

4. 「Actions」ドロップダウンリストから「Return to Service」を選択します。
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部品の有効および無効の切り替え
使用しているサーバプラットフォームによっては、特定の部品を有効または無効にで
きることがあります。詳細は、使用しているサーバプラットフォーム固有のマニュア
ルを参照してください。

▼ CLI を使用して部品を有効および無効にする
1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. ILOM コマンドプロンプトで、たとえば次のように入力します。

-> set /SYS/MB/CMP0/P0/C0 component_state=enabled | disabled

▼ Web インタフェースを使用して部品を有効およ
び無効にする
1. ILOM Web インタフェースに管理者としてログインします。

2. 「System Information」-->「Components」を選択します。

「Component Management」ページが表示されます。

3. 有効または無効にする部品の横にあるラジオボタンを選択します。

4. 「Actions」ドロップダウンリストから「Enable」または「Disable」を選択します。

選択した内容に応じて、部品が有効または無効になります。

ポリシーの設定
ポリシーとは、システムの動作を制御する設定です。ポリシーは、システムのデフォ
ルトが設定された状態で出荷されており、ILOM の CLI または Web インタフェースを
使用して簡単に修正できます。
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▼ CLI を使用してポリシーの設定を行う
使用しているサーバプラットフォームによっては、ポリシーを設定する機能が用意さ
れていることがあります。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. ILOM コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> show /CMM/policy

次に例を示します。

3. ILOM コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> set /CMM/policy

次に例を示します。

-> set /CMM/Policy1Name=enabled

/CMM/Policy1Name=enabled

-> show /CMM/policy
 /CMM/policy
    Targets:
    Properties:
Policy1Name = enabled
Policy2Name = enabled
Policy2Name = enabled
    Commands:
        cd
        set
        show
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▼ Web インタフェースを使用してポリシーの
設定を行う
使用しているサーバプラットフォームによっては、ポリシーを設定する機能が用意さ
れていることがあります。

1. ILOM Web インタフェースに管理者としてログインします。

2. 「Configuration」-->「Policy」を選択します。

「Policy Configuration」ウィンドウが表示されます。

3. 修正するポリシーの横にあるラジオボタンを選択します。

4. 「Actions」ドロップダウンリストから「Enable」または「Disable」を選択します。

図 6-4 「Policy Configuration」ページ
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第 7 章

システム監視と警告管理

ILOM のシステム監視機能を使用すると、システムの健全性を予防保守的に監視する
ことができます。ILOM の警告管理機能を使用すると、システムで発生するイベント
の事前通知を受け取ることができます。ILOM のシステム監視機能および警告管理機
能は、ILOM の Web インタフェースまたはコマンド行インタフェース (Command-
Line Interface、CLI) のいずれかで表示および管理できます。

この章では、次の項目について説明します。

■ 118 ページの「システム監視について」

■ 119 ページの「センサー測定値」

■ 122 ページの「電源監視インタフェース」

■ 123 ページの「システムインジケータ」

■ 126 ページの「ILOM イベントログ」

■ 127 ページの「イベントログのタイムスタンプと ILOM のクロック設定」

■ 129 ページの「syslog 情報」

■ 129 ページの「障害管理」

■ 132 ページの「システムの電源、センサー、インジケータ、ILOM イベントログの
監視」

■ 132 ページの「CLI を使用したシステムの合計消費電力の監視」

■ 134 ページの「CLI を使用したシステムの実電力の監視」

■ 134 ページの「CLI を使用した個々の電源装置の消費電力の監視」

■ 135 ページの「CLI を使用した使用可能な電力の監視」

■ 136 ページの「CLI を使用した許容消費電力の監視」

■ 136 ページの「Web インタフェースを使用してインジケータの状態を確認
する」

■ 137 ページの「Web インタフェースを使用したセンサー測定値の取得」

■ 138 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM イベントログを表示また
はクリアする」
117



■ 139 ページの「CLI を使用して ILOM イベントログを表示またはクリアする」

■ 128 ページの「CLI を使用したクロック設定の表示および設定」

■ 141 ページの「Web インタフェースを使用してクロック設定を表示および設
定する」

■ 142 ページの「Web インタフェースを使用して遠隔 syslog 受信側の IP アドレ
スを設定する」

■ 144 ページの「CLI を使用して遠隔 syslog 受信側の IP アドレスを設定する」

■ 145 ページの「警告管理について」

■ 145 ページの「警告ルールの設定」

■ 146 ページの「警告ルールのプロパティーの定義」

■ 148 ページの「ILOM Web インタフェースを使用した警告ルール設定の管理」

■ 149 ページの「準備すべき事柄」

■ 150 ページの「Web インタフェースを使用して警告ルール設定を変更する」

■ 151 ページの「Web インタフェースを使用して警告ルール設定を無効にする」

■ 151 ページの「Web インタフェースを使用して警告テストを 生成する」

■ 152 ページの「ILOM CLI を使用した警告ルール設定の管理」

■ 153 ページの「警告ルール設定を管理するための CLI コマンド」

■ 155 ページの「CLI を使用して警告ルール設定を変更する」

■ 156 ページの「CLI を使用して警告ルール設定を無効にする」

■ 158 ページの「電子メール通知警告用の SMTP クライアントの設定」

■ 158 ページの「Web インタフェースを使用して SMTP クライアントを有効に
する」

■ 159 ページの「CLI を使用して SMTP クライアントを有効にする」

システム監視について
ILOM のシステム監視機能を使用すると、システムの健全性を簡単に確認できます。
また、エラーが発生したときにひと目でエラーを検出することができます。たとえ
ば、ILOM では次の操作を実行できます。

■ システム部品の温度、電流、電圧、速度、および存在に関する瞬時のセンサー測
定値を取得します。詳細については、119 ページの「センサー測定値」を参照して
ください。

■ リアルタイムでの消費電力を監視。詳細は、122 ページの「電源監視インタ
フェース」を参照してください。

■ システム全体のインジケータの状態を判断します。詳細は、123 ページの「システ
ムインジケータ」を参照してください。
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■ ILOM イベントログで、システムエラーを識別し、イベント情報を表示します。
詳細は、126 ページの「ILOM イベントログ」を参照してください。

■ システム部品の障害の状態を表示します。詳細については、129 ページの「障害
管理」を参照してください。

■ IPMI PET 警告、SNMP トラップ警告、または電子メール通知警告によって、事前
にシステムイベントに関して生成された通知を受け取ります。詳細は、145 ページ
の「警告管理について」を参照してください。

センサー測定値
ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォームには、電圧、温度、ファン速度、お
よびその他のシステムに関する属性を測定するセンサーが多数装備されています。
ILOM の各センサーには、センサーの上限および下限のしきい値だけでなく、センサー
の種類、センサークラス、センサー値などのセンサーに関連する各種設定を示す 9 つの
プロパティーが含まれます。

ILOM は定期的にシステム内のセンサーをポーリングし、センサーの状態の変化やセン
サーのしきい値を超えたことを検出すると、イベントを ILOM イベントログに報告しま
す。さらに、超えているしきい値のレベルに対応する警告ルールがシステムで有効に
なっている場合、ILOM は定義された警告の宛先に対して警告メッセージを自動的に生
成します。

Web インタフェースを使用したセンサー測定値の取得

ILOM Web インタフェースでは、「System Monitoring」 --> 「Sensor Readings」
ページで、システムの現場交換可能ユニット (Field-Replaceable Unit、FRU) または
ほかのシステムインベントリに関する瞬時のセンサー測定値を取得できます。

図 7-1 「Sensor Readings」ページ
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「Sensor Readings」ページには、各センサーの測定値が名前、種類、および測定値
ごとに一覧で表示されます。しきい値センサーに関する詳細情報については、この
ページのしきい値センサー名をクリックして、その他のしきい値プロパティーを表示
します。たとえば、しきい値センサー名 /SYS/T_AMB をクリックすると、このセン
サーに関する追加情報を表示するダイアログが次のように表示されます。

図 7-2 /SYS/T_AMB の「Sensor Properties」ダイアログ 

ILOM Web インタフェースからセンサー測定値を取得する方法の詳細は、136 ページ
の「Web インタフェースを使用してインジケータの状態を確認する」を参照してく
ださい。

CLI を使用したセンサー測定値の取得

ILOM CLI では、システム FRU、および /SYS または /CH ネームスペース内のほか
のシステムインベントリに関する瞬時のセンサー測定値を取得できます。これらの両
方のネームスペースは、アクセス可能な 2 つのクラスのセンサー測定値をサポートし
ています。これらのクラスは、「しきい値センサー測定値」および「ディスクリート
センサー測定値」と呼ばれます。これらのクラスの概要を次に説明します。
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しきい値センサー 

しきい値センサーは、定義済みの非クリティカルおよびクリティカルな上限および下
限のしきい値に加えて、センサープロパティー値を示します。通常、しきい値セン
サーには温度測定値、電圧測定値、またはファン測定値が含まれます。

ILOM CLI を使用してセンサー測定値を取得するには、cd コマンドを使用して、セン
サーターゲットに移動してから、show コマンドを使用してセンサーのプロパティーを
表示します。

たとえば、一部のサーバプラットフォームでは、次のパスを指定して、サーバの吸気
の温度測定値を取得します。

-> cd /SYS/T_AMB

-> show

センサーターゲットを説明するプロパティーが表示されます。たとえば、次のように
入力します。

■ Type = Sensor

■ Class = Threshold Sensor

■ Value = 32.000 degree C

■ Upper = non-recov_threshold = 80.00 degree C

■ Upper critical_threshold = 75.00 degree C

■ Upper noncritical_threshold = 70.00 degree C

■ Lower non_recov_threshold = 0.00 degree C

■ Lower critical_threshold = 0.00 degree C

■ Lower noncritical_threshold = 0.00 degree C

アクセス可能なしきい値センサーターゲットの種類とそれらにアクセスするためのパス
の詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

ディスクリートセンサー

ディスクリートセンサーは、センサーターゲットに関連付けられた一連の特定の値を
示します。通常、ディスクリートセンサーはエンティティーの存在、エンティティー
の障害、または電源状態に関する情報を提供します。

ILOM CLI を使用してディスクリートセンサー測定値を取得するには、cd コマンドを
使用してセンサーターゲットに移動してから、show コマンドを使用してターゲットの
プロパティーを表示する必要があります。たとえば、一部のサーバプラットフォーム
では、次のパスを指定して、ハードディスクドライブがスロット 0 に存在するかどう
かを判断できます。

-> cd /SYS/HDD0_PRSNT

-> show 
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ディスクリートセンサーターゲットを説明するプロパティーが表示されます。たとえ
ば、次のように入力します。

■ Type = Entity Presence

■ Class = Discrete Indicator

■ Value = Present

アクセス可能なディスクリートセンサーターゲットの種類とそれらにアクセスするた
めのパスの詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照して
ください。

電源監視インタフェース

電源監視インタフェースを使用すると、リアルタイムに消費電力を監視できます。
サービスプロセッサ (Service Processor、SP) または個々の電源装置をいつでもポー
リングすることができ、電力が使用された時点から約 10 秒以内という正確さでデー
タを取り出して報告できます。データを取り出して報告するのにかかる時間は、プ
ラットフォーム固有です。

注 – この節で説明する電源管理インタフェースは、使用しているプラットフォーム
によっては、実装されている場合と実装されていない場合があります。実装の詳細
は、ILOM のプラットフォーム固有のマニュアルを参照してください。ILOM のプ
ラットフォーム固有のマニュアルは、システムに付属のマニュアルセットに含まれて
います。

使用可能電力、実電力、および許容電力を監視できます。「使用可能電力」とは、シ
ステムが消費できる最大電力を指します。デフォルトでは、これは各プロセッサ、
I/O モジュール、メモリーモジュール、およびその他のコンポーネントが消費できる
最大電力の合計、またはシステム内の電源装置が取り込み可能な最大電力の合計で
す。システムによっては、最大消費電力が常に使用可能電力より低いことを保証でき
る場合があります。この保証最大値は、「許容電力」と呼ばれます。

「実電力」消費は、個々の電源装置、またはシャーシやラック内の電源装置すべてにつ
いて監視できます。実電力消費は、ラック搭載型サーバ、サーバモジュール (ブレード
サーバ)、およびシャーシ監視モジュール (Chassis Monitoring Module、CMM) で測定で
きます。

電源監視インタフェースを使用すると、次のタスクを実行できます。

■ 外部の供給元からシステムの電源装置に供給される合計電力 (実電力) を表示でき
ます。

■ 個々の電源装置が取り込む電圧または電流を計測する raw センサーを表示できます。

■ 電源装置が消費できる最大入力電力 (使用可能電力) を表示できます。

■ システムにより許可されている最大消費電力 (許容電力) を表示できます。
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電源監視の用語

表 7-1 に、電源監視で使用される用語を定義します。

システムインジケータ

一般に、システムインジケータ LED は、ILOM によってシステム上で点灯します。
通常、次のいずれかの状況が発生した場合に、ILOM によってシステムインジケータ 
LED が点灯します。

■ 部品で障害またはエラーが検出された。

■ 現場交換可能ユニット (Field-Replacement Unit、FRU) が保守を必要としている。

■ ホットプラグモジュールの取り外しの準備ができている。

■ FRU またはシステム上で活動が発生している。

システムインジケータの状態は、ILOM Web インタフェースまたは ILOM CLI から
表示できます。また、状況によっては、システムインジケータの状態を変更できる場
合もあります。

表 7-1 電源監視の用語

用語 定義 CMM に
適用

サービスプ

ロセッサに

適用

実電力 ワット (W) 単位で測定される入力電力。これは、システ
ム内のすべての電源装置で消費される実電力です。

はい はい

許容電力 常にサーバが使用を許可する最大電力。 はい はい

使用可能電力 入力電力容量 (W 単位)。
この用語の定義は、これらのインタフェースをラック搭
載型サーバで使用しているか、サーバモジュールで使用
しているかによって異なります。ラック搭載型サーバに
は専用の電源装置が装備されており、サーバモジュール
には装備されていないためです。

• ラック搭載型サーバの場合、使用可能電力は、電源装
置が供給できる電力すべての合計と定義されます。

• サーバモジュールの場合の使用可能電力は、シャーシ
がサーバモジュールに供給する用意のある電力の量と
定義されます。

はい はい
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サポートされるシステムインジケータの状態

ILOM では、システムインジケータの次の状態をサポートしています。

■ 消灯 － 通常の動作状態です。保守は不要です。

■ 常時点灯 － 部品を取り外す準備ができています。

■ ゆっくり点滅 － 部品の状態が変わりつつあります。

■ 高速点滅 － データセンター内のシステムの位置を確認する場合に役立ちます。

■ スタンバイ点滅 － 部品は起動の準備ができていますが、この時点では動作してい
ません。

システムインジケータの状態の種類

ILOM では、「顧客変更可能」と「システム割り当て」の 2 つの種類のシステムイン
ジケータの状態をサポートしています。

■ 顧客変更可能状態 － ILOM の一部のシステムインジケータ LED は顧客変更可能
状態を示します。通常、これらの種類のシステムインジケータは、各種システム
部品の動作状態を示します。示される状態の種類は、システムインジケータに
よって異なります。たとえば、システムインジケータによっては、次のような顧
客変更可能状態が示されることがあります。

■ 消灯 － 通常の動作状態です。保守は不要です。

■ 高速点滅 － データセンター内のシステムの位置を確認する場合に役立ちます。

ILOM の Web インタフェースまたは CLI からのシステムインジケータの表示およ
び管理に関する詳細は、125 ページの「Web インタフェースを使用したインジ
ケータの表示および管理」または 125 ページの「CLI を使用したインジケータの
表示および管理」を参照してください。

■ システム割り当て状態 － システム割り当てインジケータは顧客設定可能ではあり
ません。これらの種類のシステムインジケータは、部品の動作状態についての読
み取り専用の値を示します。ほとんどのサーバプラットフォームで、システム割
り当てインジケータは「保守要求 LED」です。通常、これらの種類の LED は次の
いずれかの状況が検出された場合に点灯します。

■ システムコンポーネントで障害またはエラーが検出された。

■ ホットプラグモジュールの取り外しの準備ができている。

■ 現場交換可能ユニット (Field-Replacement Unit、FRU) が保守を必要として
いる。
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Web インタフェースを使用したインジケータの表示および管理

ILOM Web インタフェースでは、「Indicators」ページでシステムインジケータを表
示および管理します。このページには、システムインジケータが名前および状態ごと
に一覧で表示されます。顧客変更可能状態を示すシステムインジケータは、ラジオボ
タン付きで表示されます。顧客変更可能インジケータの状態を変更するには、このラ
ジオボタンを選択して、「Actions」ドロップダウンリストから状態を選択します。

図 7-3 「Indicators」ページ

ILOM Web インタフェースを使用して瞬時のセンサー測定値を取得する方法の詳細
は、137 ページの「Web インタフェースを使用したセンサー測定値の取得」を参照し
てください。

CLI を使用したインジケータの表示および管理

ILOM CLI では、すべてのシステムインジケータが /SYS または /CH ネームスペース
からアクセス可能です。通常は、cd コマンドを使用してシステムインジケータの
ターゲットに移動し、show コマンドを使用してターゲットのプロパティーを表示し
ます。システムインジケータの状態は、set コマンドを使用して変更できます。set 
コマンドは、顧客変更可能状態を示すシステムインジケータでのみサポートされて
います。システムインジケータの状態を変更できるかどうかを判断するには、cd コ
マンドを使用してインジケータのターゲットに移動してから、show コマンドを使用
してシステムインジケータのプロパティーを表示します。たとえば、次のように入力
します。

-> cd /SYS/indicator_target or cd /CH/indicator_target

-> show
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システムインジケータに関連付けられたターゲット、プロパティー、およびコマンド
が表示されます。次に例を示します。

Commands の一覧に set コマンドが表示された場合は、システムインジケータの状
態を変更できます。システムインジケータの状態を変更するには、次の構文を使用し
ます。

-> set value=state_name

使用しているシステムでサポートされているシステムインジケータとそれらにアクセス
するためのパスの詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照
してください。

ILOM イベントログ

ILOM イベントログにより、システムで発生したすべてのイベントに関する情報を表
示できます。これらのイベントには、IPMI イベントのほか、ILOM の設定の変更、
ソフトウェアイベント、警告、アラート、部品の障害が含まれます。ILOM イベント
ログに記録されるイベントの種類は、サーバプラットフォームによって異なります。
ILOM イベントログに記録されるイベントに関する特定の情報については、サーバプ
ラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

ILOM イベントログは、ILOM Web インタフェースまたは CLI から表示および管理
できます。ILOM イベントログを表示および管理する方法の詳細は、138 ページの
「Web インタフェースを使用して ILOM イベントログを表示またはクリアする」ま
たは 139 ページの「CLI を使用して ILOM イベントログを表示またはクリアする」を
参照してください。

Targets:
Properties:

Type = indicator
Value = Off

Commands:
cd
set
show
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図 7-4 ILOM イベントログの例

イベントログのタイムスタンプと ILOM のクロッ
ク設定

ILOM は、ホストサーバの UTC/GMT タイムゾーンに基づいてイベントログのタイム
スタンプを取得します。ただし、別のタイムゾーンに存在するクライアントシステム
からイベントログを参照すると、タイムスタンプはクライアントシステムのタイム
ゾーンに合わせて調整されます。そのため、ILOM イベントログにある 1 つのイベン
トが、2 つのタイムスタンプで表示されることがあります。

サポートされるクロック設定

ILOM では、ホストサーバの UTC/GMT タイムゾーンに基づいて ILOM クロックを手
動で設定するか、ILOM クロックに NTP サーバの IP アドレスを設定してネットワーク
上のほかのシステムと ILOM クロックを同期させることができます。
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Web インタフェースを使用したクロック設定の表示および設定 

ILOM Web インタフェースの「Configuration」 --> 「Clock Settings」ページで、
ILOM クロック設定を表示または設定できます。

図 7-5 「Clock Settings」ページ

ILOM Web インタフェースからクロック設定を表示および設定する方法の詳細
は、141 ページの「Web インタフェースを使用してクロック設定を表示および設
定する」を参照してください。

CLI を使用したクロック設定の表示および設定

show コマンドを使用すると、ILOM CLI から ILOM クロック設定を表示できます。た
とえば、一部のサーバプラット.フォームでは、次のパスを指定してクロック設定を表示
できます。

-> show /SP/clock

次の set コマンドの構文を使用すると、CLI から ILOM クロック設定を手動で設定
できます。

-> set target property_name=value

また、ILOM CLI で、NTP サーバの IP アドレスを設定して、ネットワーク上のほか
のシステムと同期するように、ILOM クロック設定を設定することもできます。たと
えば、一部のサーバプラットフォームでは、次のパスを入力して NTP サーバの IP ア
ドレスを設定し、NTP 同期を使用可能にすることができます。

■ NTP サーバの IP アドレスを設定する例を次に示します。

-> set /SP/clients/ntp/server/1 address=ip_address

■ 同期を使用可能にする例を次に示します。

-> set /SP/clock usentpserver=enabled
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ILOM CLI から ILOM クロック設定を設定する方法の詳細は、サーバプラットフォー
ムに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

また、次の内容に関するプラットフォーム固有のクロック情報は、サーバプラット
フォームのユーザーマニュアルを参照してください。

■ ILOM の現在の時間は SP を再起動しても維持されるかどうか。

■ ILOM の現在の時間をホストの起動時にホストと同期させることができるかどうか。

■ 時刻を格納するリアルタイムクロック要素があるかどうか。

syslog 情報
syslog は多くの環境で使用されている標準ログ機能です。syslog はイベントのログ
の一般的な機能セットと、イベントを遠隔ログホストに転送するためのプロトコルを
定義しています。syslog を使用して、1 つの場所にある ILOM の複数のインスタンス
のイベントを組み合わせることができます。ログエントリには、クラス、種類、重要
度、説明などのローカル ILOM イベントログに表示される情報とすべて同じ情報が
格納されます。syslog を 1 つまたは 2 つの IP アドレスに送信するように ILOM を設
定する方法の詳細は、142 ページの「Web インタフェースを使用して遠隔 syslog 受
信側の IP アドレスを設定する」または 144 ページの「CLI を使用して遠隔 syslog 受
信側の IP アドレスを設定する」を参照してください。

障害管理 
すべてのサーバプラットフォームには、ILOM に障害管理ソフトウェア機能が含まれ
ています。この機能を使用して、ハードウェア障害の発生時にそれらを診断するだけ
でなく、システムハードウェアの健全性を予防保守的に監視することができます。障
害管理ソフトウェアは、システムハードウェアの監視に加えて、環境の状況を監視
し、システムの環境が許容パラメータの範囲外になると報告します。システムコン
ポーネント上の各種センサーが絶え間なく監視されます。問題が検出されると、障害
管理ソフトウェアは自動的に次の処理を実行します。

■ 障害の発生したコンポーネントの保守要求 LED を点灯します。

■ ILOM 管理インタフェースを更新し、障害状況を反映させます。

■ ILOM イベントログに障害に関する情報を記録します。

障害の発生したコンポーネントの状態は、ILOM Web インタフェースまたは ILOM 
CLI から表示できます。詳細は、次の節を参照してください。

■ 130 ページの「Web インタフェースを使用した障害状態の表示」

■ 131 ページの「CLI を使用した障害状態の表示」

障害管理ソフトウェアによって監視されるシステムコンポーネントの種類および環境
の状況は、サーバプラットフォームによって異なります。障害管理ソフトウェアに
よって監視されるコンポーネントの詳細は、サーバプラットフォームに付属のユー
ザーマニュアルを参照してください。
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Web インタフェースを使用した障害状態の表示

ILOM Web インタフェースでは、「Fault Management」ページで、現在障害状態に
あるシステムコンポーネントを表示できます。

図 7-6 「Fault Management」ページの例

「Fault Management」ページには、障害の発生した部品のリストが、ID、FRU、お
よびタイムスタンプごとに表示されます。障害の発生した部品の ID をクリックする
と、障害の発生した部品に関する追加情報にアクセスできます。たとえば、障害の発
生したコンポーネントの ID 0(CH/PS3/EXTERNAL/AC_INPUT) をクリックすると、
障害の発生したコンポーネントに関する追加の詳細を示すダイアログが次のように表
示されます。

または、ILOM Web インタフェースの「Component Management」ページで、部品
の障害の状態を識別できます。
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図 7-7 「Component Management」ページ － 障害状態

システムで提供されている ILOM 障害管理機能の詳細は、サーバプラットフォーム
に付属のユーザーマニュアルを参照してください。

CLI を使用した障害状態の表示

ILOM CLI では、show コマンドを使用して、コンポーネントの障害の状態を表示で
きます。たとえば、サーバプラットフォームに応じて、次のいずれかのパスを指定で
きます。

-> show /SP/faultmgmt

-> show /CH/faultmgmt

さらに、エイリアスの show faulty は、次の ILOM コマンド行インタフェース 
(Command-Line Interface、CLI) コマンド文字列のショートカットです。

-> show -o table -level all /SP/faultmgmt

エイリアスでも、このコマンドと同じ出力が生成されます。したがって、このエイリ
アスを使用すると、システムで発生しているすべての障害を簡潔な表形式で表示でき
ます。たとえば、次のような出力が生成されます。

-> show faulty
Target           | Property    | Value
-----------------+-------------+-------------------
/SP/faultmgmt/0  | fru         | /SYS/MB
/SP/faultmgmt/0  | timestamp   | Jan 16 12:53:00
/SP/faultmgmt/0/ | sunw-msg-id | NXGE-8000-0U
faults/0         |             |
/SP/faultmgmt/0/ | uuid        | e19f07a5-580e-4ea0-ed6a-f663aa61
faults/0         |             | 54d5
/SP/faultmgmt/0/ | timestamp   | Jan 16 12:53:00
faults/0         |             | 

システムで提供されている ILOM 障害管理機能の詳細は、サーバプラットフォーム
に付属のユーザーマニュアルを参照してください。
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システムの電源、センサー、インジケー
タ、ILOM イベントログの監視
システムセンサー、システムインジケータ、ILOM イベントログのイベントを監視す
るには、次の手順を参照してください。

■ 132 ページの「CLI を使用したシステムの合計消費電力の監視」

■ 134 ページの「CLI を使用したシステムの実電力の監視」

■ 134 ページの「CLI を使用した個々の電源装置の消費電力の監視」

■ 135 ページの「CLI を使用した使用可能な電力の監視」

■ 136 ページの「CLI を使用した許容消費電力の監視」

■ 136 ページの「Web インタフェースを使用してインジケータの状態を確認する」

■ 137 ページの「Web インタフェースを使用したセンサー測定値の取得」

■ 138 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM イベントログを表示または
クリアする」

■ 139 ページの「CLI を使用して ILOM イベントログを表示またはクリアする」

■ 141 ページの「Web インタフェースを使用してクロック設定を表示および設定
する」

■ 142 ページの「Web インタフェースを使用して遠隔 syslog 受信側の IP アドレスを
設定する」

■ 144 ページの「CLI を使用して遠隔 syslog 受信側の IP アドレスを設定する」

▼ CLI を使用したシステムの合計消費電力の監視

このインタフェースを使用すると、外部の供給元からシステムの電源装置に供給され
る合計電力を表示できます。ユーザーが代金を支払うのは、この電力分です。電源
は、AC と DC のどちらでも可能です。

■ ラック搭載型サーバの場合、これはサーバが消費する入力電力です。

■ サーバモジュールの場合、これはサーバモジュールが消費する入力電力です。共
有コンポーネントが消費する電力は含まれません。

■ シャーシ監視モジュール (Chassis Monitoring Module、CMM) の場合、これは
シャーシ全体またはシェルフ全体、つまりすべてのサーバモジュール、Network 
Express Module (NEM)、ファン、およびその他のコンポーネントが消費する入力
電力です。
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消費電力センサーでは、show コマンドがサポートされています。

構文

show target property

CLI を使用して合計消費電力を表示するには、次の手順を実行します。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 合計消費電力を表示するには、show コマンドを入力します。

たとえば、次のように入力します。

-> show /SYS/VPS

-> show /SYS/VPS property

表 7-2 に、CLI の合計消費電力センサーのプロパティーを示します。

注 – 消費電力を報告する /SYS/VSP センサーはすべてのプラットフォームでサポー
トされています。ただし、しきい値プロパティーはプラットフォーム固有です。使用
しているシステムによっては、表 7-2 にリストされている、このセンサーのしきい値
が一部サポートされない場合があります。そのため、このような一部のプラット
フォームでは、サポートされないしきい値を超えてもイベントは受信できません。プ
ラットフォーム固有の情報については、使用しているプラットフォーム固有の ILOM 
補足マニュアルを参照してください。

表 7-2 に示したプロパティーのほかに、show コマンドを使用して /SP/powermgmt 
ターゲットを使用すると、合計消費電力プロパティーの actual_power にもアクセ
スできます。/SYS/VPS がしきい値を持つセンサーであり、actual_power がこの
センサーから返される値である点では、actual_power プロパティーは /SYS/VPS 
と同じです。

表 7-2 CLI の消費電力センサーのプロパティー

プロパティー 値

type Power Unit

class Threshold Sensor

value 合計消費電力 (W 単位)

upper_nonrecov_threshold /SP/powermgmt available_power の 100%

upper_critical_threshold /SP/powermgmt available_power の 90%

upper_noncritical_threshold /SP/powermgmt available_power の 80%

lower_noncritical_threshold なし

lower_critical_threshold なし

lower_nonrecov_threshold なし
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▼ CLI を使用したシステムの実電力の監視

CLI で actual_power プロパティーを使用してシステム全体の消費電力を表示する
には、次の手順を実行します。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 実際の消費電力を表示するには、show コマンドを入力します。

たとえば、次のように入力します。

-> show /SP/powermgmt actual_power

▼ CLI を使用した個々の電源装置の消費電力の監視

このインタフェースを使用すると、個々の電源装置が取り込む電圧または電流を計測
する raw センサーにアクセスできます。また、電源装置の「入力電力」(外部 AC ま
たは DC 電源から消費される電力) および「出力電力」(システムのコンポーネントが
取り込む電力) を表す仮想センサーにアクセスできます。

CLI の場合、各電源装置には次のセンサーが含まれています。

■ INPUT_POWER

■ OUTPUT_POWER

すべてのセンサーで、show コマンドがサポートされています。

構文

show target property

CLI を使用して電源装置ごとの合計消費電力を監視するには、次の手順を実行します。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 合計消費電力を表示するには、show コマンドを入力します。たとえば、次のよ
うに入力します。

-> show /SYS/PS1 INPUT_POWER|OUTPUT_POWER (ラック搭載型システムで
の CLI の場合)

-> show /CH/PS1 INPUT_POWER|OUTPUT_POWER (CMM での CLI の場合)
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表 7-3 に、CLI センサーのプロパティーを示します。INPUT_POWER および 
OUTPUT_POWER のどちらのセンサーにも同じプロパティーがあります。

▼ CLI を使用した使用可能な電力の監視

このインタフェースを使用して、使用可能電力を表示できます。サーバモジュールの
場合、これはシャーシがサーバモジュールでの使用を保証する電力量です。

このシステムには、available_power というプロパティーがあります。このプロ
パティーは、show コマンドをサポートしており、値 <input available power 
in watts> を返します。

構文

show target property

CLI を使用して使用可能な合計電力を表示するには、次の手順を実行します。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 使用可能電力を表示するには、show コマンドを入力します。

たとえば、次のように入力します。

-> show /SP/powermgmt available_power (ラック搭載型システムの場合)

-> show /CMM/powermgmt available_power (CMM の場合)

表 7-3 個々の電源装置の消費電力センサーのプロパティー 

プロパティー 値

type Power Unit

class Threshold Sensor

value <合計消費電力 (W 単位)。たとえば、「1400」> 

upper_nonrecov_threshold 該当なし

upper_critical_threshold 該当なし

upper_noncritical_threshold 該当なし

lower_noncritical_threshold 該当なし

lower_critical_threshold 該当なし

lower_nonrecov_threshold 該当なし
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▼ CLI を使用した許容消費電力の監視

このインタフェースを使用すると、ユーザーは許容消費電力を表示できます。許容消
費電力とは、サーバが任意の時点での消費を保証している最大入力電力です。この値
は、直接変更することはできませんが、電源ポリシー、電力割当量、およびシャーシ
の使用可能電力に基づいて変更することはできます。

このシステムには、permitted_power というプロパティーがあります。このプロ
パティーは、show コマンドをサポートしており、値 <maximum permitted 
power consumption in watts> を返します。

構文

show target property

CLI を使用して許容消費電力を監視するには、次の手順を実行します。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 許容消費電力を表示するには、show コマンドを入力します。

たとえば、次のように入力します。

-> show /SP/powermgmt permitted_power (ラック搭載型システムの場合)

-> show /CMM/powermgmt permitted_power (CMM の場合)

▼ Web インタフェースを使用してインジケータの
状態を確認する
ILOM Web インタフェースからシステムインジケータの状態を確認するには、次の
手順に従います。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページにユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックし
ます。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. Web インタフェースページで、「System Monitoring」-->「Indicators」を選択し
ます。

「Indicators」ページが表示されます。

注 – サーバの電源が切断されている場合は、多くのインジケータが「測定値なし」と
して表示されます。
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4. 「Indicators」ページで、次の手順を実行します。

a. 表示するインジケータの名前を見つけます。

b. インジケータの状態を切り替えるには、切り替えるインジケータに関連付けら
れているラジオボタンをクリックし、「Actions」ドロップダウンリストボッ
クスをクリックして、「Turn LED Off」または「Set LED to Fast Blink」のい
ずれかを選択します。

変更を確認するダイアログが表示されます。

c. 「OK」をクリックして変更を確認します。

▼ Web インタフェースを使用したセンサー測定値
の取得

ILOM Web インタフェースからセンサー測定値を取得するには、次の手順に従います。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページにユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックし
ます。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. Web インタフェースページで、「System Monitoring」-->「Sensor Readings」を
選択します。

「Sensor Readings」ページが表示されます。

注 – サーバの電源が切断されている場合は、多くのコンポーネントが「測定値なし」
として表示されます。

4. 「Sensor Reading」ページで、次の手順を実行します。

a. 表示するセンサーの名前を見つけます。

b. センサーの名前をクリックして、そのセンサーに関連付けられているプロパ
ティー値を表示します。

アクセス可能なディスクリートセンサーターゲットの種類とそれらにアクセスするた
めのパスの詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照して
ください。
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▼ Web インタフェースを使用して ILOM イベント
ログを表示またはクリアする

ILOM Web インタフェースを使用して、ILOM イベントログのイベントを表示または
クリアするには、次の手順に従います。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページにユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックし
ます。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. Web インタフェースページで、「System Monitoring」-->「Event Logs」を選択
します。

「Event Log」ページが表示されます。

4. 「Event Logs」ページで、次のいずれかの手順を実行します。

■ エントリ全体でページを操作する － テーブルの上部および下部にあるページ
ナビゲーションコントロールを使用して、テーブル内の使用可能なデータを前
後に移動します。

大量のエントリを選択すると、小数のエントリを選択した場合よりも Web イン
タフェースの応答が遅くなる場合があります。

■ 一覧をスクロールしてエントリを表示する － 次の表に、ログに表示される各
列について説明します。

. 

 列のラベル 説明

Event ID イベントの番号で、1 番から順に付けられます。

Class/Type • Audit/Log － 設定が変更されるコマンド。説明には、ユーザー、コマン
ド、コマンドパラメータ、成功と失敗が記述されます。

• IPMI/Log － IPMI SEL に記録されたイベントは、管理ログにも記録され
ます。

• Chassis/State － インベントリの変更および全般的なシステム状態の変更。

• Chassis/Action － サーバのモジュールおよびシャーシの停止イベント、
FRU のホットインサート/リムーバブル、および押された「Reset 
Parameters」ボタンのカテゴリ。

• FMA/Fault － 障害管理アーキテクチャー (Fault Management 
Architecture、FMA) の障害。説明には、FMA によって検出された障害
の時刻と疑われるコンポーネントが表示されます。

• FMA/Repair － FMA の修復。説明には部品が表示されます。
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■ イベントログをクリアする － イベントログをクリアするには、「Clear Event 
Log」ボタンをクリックします。確認のダイアログが表示されます。確認ダイ
アログで「OK」をクリックすると、エントリがクリアされます。

注 – ILOM イベントログには、IPMI エントリのコピーを含むさまざまな種類のイベン
トが蓄積されます。ILOM イベントログをクリアすると、IPMI エントリを含むログ内
のすべてのエントリがクリアされます。ただし、ILOM イベントログエントリをクリア
しても、IPMI ログに直接送信された実際のエントリはクリアされません。

▼ CLI を使用して ILOM イベントログを表示または
クリアする
ILOM CLI を使用して、システムイベントログのイベントを表示またはクリアするに
は、次の手順に従います。

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 接続を次
のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してください。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP またはアクティブ CMM へのセ
キュリティー保護された接続を確立します。

たとえば次のように入力すると、遠隔 SSH クライアントからサーバ SP へのセ
キュリティー保護された接続を確立することができます。

ssh -l root server_ip_address

Password: changeme

デフォルトのコマンドプロンプト (->) が表示されます。

Severity 「Critical」、「Major」、または「Minor」。

Date/Time イベントが発生した日時です。時間情報プロトコル (NTP) サーバで ILOM 時
間を設定できる場合、ILOM クロックは協定世界時 (UTC) を使用します。

Description イベントの説明。

 列のラベル 説明
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2. 次のいずれかのコマンドパスを入力して、作業用ディレクトリを設定します。

■ ラック搭載型サーバ SP の場合: cd /SP/logs/event

■ シャーシ内のブレードサーバ SP の場合: cd /CH/BLn/SP/logs/event

■ CMM の場合: cd /CMM/logs/event

3. 次のコマンドを入力して、イベントログのリストを表示します。

-> show list

イベントログの内容が表示されます。例を次に示します。

4. イベントログで、次のいずれかのタスクを実行します。

■ リストを下にスクロールし、エントリを表示する － 「q」以外の任意のキーを
押します。次の表に、ログに表示される各列について説明します。

.

 列のラベル 説明

Event ID イベントの番号で、1 番から順に付けられます。

Class/Type • Audit/Log － 設定が変更されるコマンド。説明には、ユーザー、コマン
ド、コマンドパラメータ、成功と失敗が記述されます。

• IPMI/Log － IPMI SEL に記録されたイベントは、管理ログにも記録され
ます。

• Chassis/State － インベントリの変更および全般的なシステム状態の変更。

• Chassis/Action － サーバのモジュールおよびシャーシの停止イベント、
FRU のホットインサート/リムーバブル、および押された「Reset 
Parameters」ボタンのカテゴリ。

• FMA/Fault － 障害管理アーキテクチャー (Fault Management 
Architecture、FMA) の障害。説明には、FMA によって検出された障害
の時刻と疑われるコンポーネントが表示されます。

• FMA/Repair － FMA の修復。説明には部品が表示されます。

Severity 「Critical」、「Major」、または「Minor」。

Date/Time イベントが発生した日時です。時間情報プロトコル (NTP) サーバで ILOM 時
間を設定できる場合、ILOM クロックは協定世界時 (UTC) を使用します。

Description イベントの説明。
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■ イベントログを閉じる (ログの表示を中止する) － 「q」キーを押します。

■ イベントログ内のエントリをクリアする － 次の手順を実行します。

a. set clear=true と入力します。

確認のメッセージが表示されます。

b. 次のいずれかを入力します。

■ エントリをクリアするには、次のように入力してください。y

■ ログのクリアを取り消すには、次のように入力してください。n

注 – ILOM イベントログには、IPMI エントリのコピーを含むさまざまな種類のイベン
トが蓄積されます。ILOM イベントログをクリアすると、IPMI エントリを含むログ内
のすべてのエントリがクリアされます。ただし、ILOM イベントログエントリをクリア
しても、IPMI ログに直接送信された実際のエントリはクリアされません。

▼ Web インタフェースを使用してクロック設定を
表示および設定する

この手順を完了するには、NTP サーバの IP アドレスが必要です。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページにユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックし
ます。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. Web インタフェースページで、「Configuration」-->「Clock Settings」を選択し
ます。

「Clock Settings」ページが表示されます。

4. 「Clock Settings」ページで、次のいずれかの処理を実行します。

■ 既存の設定を表示します。

■ ホストサーバ SP の日時を手動で設定します。

a. 「Date」テキストボックスに、mm/dd/yy の形式で日付を入力します。

b. 「Time」ドロップダウンリストボックスで、時間と分を設定します。
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■ NTP サーバの IP アドレスを設定して、同期を使用可能にします。

a. 「Synchronize Time Using NTP」の隣にある「Enabled」チェックボックスを
選択します。

b. 「Server 1」テキストボックスに、使用する主 NTP サーバの IP アドレスを入
力します。

c. (省略可能)「Server 2」テキストボックスに、使用する副 NTP サーバの IP ア
ドレスを入力します。

5. 「Save」をクリックして変更を有効にします。

▼ Web インタフェースを使用して遠隔 syslog 受信
側の IP アドレスを設定する

Web インタフェースを使用して、ILOM の遠隔 syslog 受信側の IP アドレスを設
定するには、次の手順に従います。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページにユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックし
ます。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. ILOM Web インタフェースで、「Configuration」-->「Syslog」を選択します。

「Syslog」ページが表示されます。
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図 7-8 「Syslog」ページ

4. 「IP Address 1」および「IP Address 2」フィールドに、syslog データの送信先
の 2 つの場所の IP アドレスを入力します。

5. 「Save」をクリックして設定を有効にします。
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▼ CLI を使用して遠隔 syslog 受信側の IP アドレスを
設定する
CLI を使用して、遠隔 syslog 受信側の IP アドレスを設定するには、次の手順に従い
ます。

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 接続を次
のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP またはアクティブ CMM へのセ
キュリティー保護された接続を確立します。

たとえば次のように入力すると、遠隔 SSH クライアントからサーバ SP へのセ
キュリティー保護された接続を確立することができます。

ssh -l root server_ip_address

Password: changeme

デフォルトのコマンドプロンプト (->) が表示されます。

2. 次のいずれかのコマンドパスを入力して、作業用ディレクトリを設定します。

■ ラック搭載型サーバ SP の場合: cd /SP/clients/syslog

■ シャーシ内のブレードサーバ SP の場合: cd /CH/BLn/SP/clients/syslog

■ CMM の場合: cd /CMM/clients/syslog

3. syslog プロパティーを表示するには、show コマンドを入力します。

プロパティーが表示されます。たとえば、SP ではじめて syslog プロパティーに
アクセスすると、次のように表示されます。

/SP/clients/syslog
Targets:
Properties:

destination_ip1 = 0.0.0.0
destination_ip2 = 0.0.0.0

Commands:
cd
set
show
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4. set コマンドを使用して、IP 1 (さらに、該当する場合は IP 2) の宛先 IP アドレ
スを特定します。

たとえば、IP 宛先を IP アドレス 11.222.33.4 に設定するには、次のように入力し
ます。

->set destination_ip1=111.222.33.4

5. Enter を押して、設定を有効にします。

IP アドレスの設定の結果が表示されます。たとえば、宛先の IP アドレスを 
111.222.33.4 に設定した場合は、次のように表示されます。

Set ‘destination_ip1’ to ‘111.222.33.4’

警告管理について
警告では、発生する可能性のあるシステムの障害を事前に報告します。ILOM を使用する
各サーバプラットフォームには、電圧、温度、およびその他の保守に関連するシステムの
属性を測定するセンサーが多数装備されています。ILOM は、これらのセンサーを自動的
にポーリングして、しきい値を超えるイベントを ILOM イベントログに送信し、1 つ以上
のユーザー指定の警告の宛先に対して警告メッセージを生成します。

注意 – ILOM は、すべてのイベントまたは動作に LocalTime=GMT (または UTC) と
いうタグを付けます。ブラウザクライアントには、LocalTime でこれらのイベントが
表示されます。このため、イベントログに明らかな違いが発生する可能性がありま
す。ILOM でイベントが発生すると、イベントログには UTC で示されますが、クラ
イアントには LocalTime で示される場合があります。ILOM のタイムスタンプとク
ロック設定の詳細は、127 ページの「イベントログのタイムスタンプと ILOM のク
ロック設定」を参照してください。

警告ルールの設定

ILOM では、ILOM の Web インタフェースまたは CLI を使用して、最大 15 の警告
ルールを設定できます。ILOM で設定する警告ルールごとに、警告の種類に応じて、
警告に関する 3 つ以上のプロパティーを定義する必要があります。

「警告の種類」は、メッセージ形式と警告メッセージの送受信方法を定義します。
ILOM は、次の 3 つの警告の種類をサポートしています。

■ IPMI PET 警告 

■ SNMP トラップ警告 

■ 電子メール通知警告
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ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォームは、3 つの警告の種類をすべてサ
ポートしています。シャーシ監視モジュールは SNMP トラップ警告と電子メール通
知警告をサポートしていますが、現在 IPMI PET 警告はサポートしていません。

各警告の種類についての簡単な説明と警告ルールの定義に使用できるその他のプロ
パティーは、146 ページの「警告ルールのプロパティーの定義」の節で詳しく説明し
ます。

警告ルールのプロパティーの定義

ILOM では警告ルールを定義するための最大 5 つのプロパティー値を用意していま
す。これらは次のとおりです。

■ Alert Type

■ Alert Level

■ Alert Destination

■ SNMP Version (SNMP トラップ警告のみ)

■ SNMP Community Name or User Name (SNMP トラップ警告のみ)

これらの各プロパティー値の詳細は、表 7-4 を参照してください。

表 7-4 警告ルール定義用のプロパティー

プロパティー名 要件 説明

Alert Type 必須 警告の種類プロパティーは、ILOM が警告メッセージを作成して送信する際に
使用する、メッセージの形式および配信方法を指定します。次のいずれかの警
告の種類を設定できます。

• IPMI PET 警告。IPMI Platform Event Trap (PET) 警告は、ILOM を使用する
すべてのサーバプラットフォームでサポートされ、シャーシ監視モジュール 
(Chassis Monitoring Module、CMM) ではサポートされません。

ILOM で設定する IPMI PET 警告ごとに、警告の宛先の IP アドレスとサポー
トされる 4 つの警告レベルのうちのいずれかを指定する必要があります。指
定した警告の宛先が、IPMI PET メッセージの受信をサポートしている必要が
あります。警告の宛先が IPMI PET メッセージの受信をサポートしていない
場合、警告の受信者は警告メッセージを復号化できません。

• SNMP トラップ警告。ILOM は、ユーザー指定の IP 宛先への SNMP トラッ
プ警告の生成をサポートしています。指定したすべての宛先が、SNMP ト
ラップメッセージの受信をサポートしている必要があります。

SNMP トラップ警告は、ラック搭載型サーバとブレードサーバモジュールで
サポートされています。

• 電子メール通知警告。ILOM は、ユーザー指定の電子メールアドレスへの電
子メール通知警告の生成をサポートしています。ILOM クライアントが電子
メール通知警告を生成できるようにするには、電子メール警告メッセージを
送信する送信 SMTP 電子メールサーバの名前を最初に ILOM で設定する必要
があります。詳細については、158 ページの「Web インタフェースを使用し
て SMTP クライアントを有効にする」を参照してください。
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Alert 
Destination

必須 警告の宛先プロパティーは、警告メッセージの送信先を指定します。警告の種
類によって、警告メッセージの送信先として選択できる宛先が異なります。た
とえば、IPMI PET および SNMP トラップ警告では、IP アドレスの宛先を指定
する必要があります。電子メール通知警告では、電子メールアドレスを指定す
る必要があります。

警告の宛先が正しい形式で入力されていないと、ILOM はエラーを報告します。

Alert Level 必須 警告レベルは、警告の受信者が、受信することにもっとも関心のある警告メッ
セージのみを受信できるようにするフィルタメカニズムとして機能します。
ILOM で警告ルールを定義するたびに、警告レベルを指定する必要があります。

警告レベルによって、警告を生成するイベントが決まります。もっとも低い警
告レベルでは、そのレベルの警告とそのレベル以上のすべての警告が生成され
ます。

ILOM には次の警告レベルがあり、もっとも低いレベルの警告は Minor です。

• Minor。この警告レベルでは、情報イベント、下限および上限の非クリティ
カルイベント、上限および下限のクリティカルイベント、上限および下限の
回復不可能イベントに関する警告が生成されます。

• メジャー。この警告レベルでは、上限および下限の非クリティカルイベン
ト、上限および下限のクリティカルイベント、上限および下限の回復不可能
イベントに関する警告が生成されます。

• Critical。この警告レベルでは、上限および下限のクリティカルイベント、
上限および下限の回復不可能イベントに関する警告が生成されます。

• Down。この警告レベルでは、上限および下限の回復不可能なイベントに対
してのみ警告が生成されます。

• Disabled。警告を無効にします。ILOM は警告メッセージを生成しません。

「無効」を除くすべての警告レベルで、警告の送信が有効になります。

重要: ILOM は、すべての IPMI トラップおよび電子メール通知トラップの警告
レベルフィルタリングをサポートしています。ILOM では SNMP トラップの
警告レベルフィルタリングをサポートしていません。SNMP トラップの送信を
有効にする (ただし、警告レベルによる SNMP トラップのフィルタリングは行
わない) には、マイナー、メジャー、クリティカル、または停止のいずれかの
オプションを選択できます。SNMP トラップの送信を無効にするには、
「disabled」オプションを選択する必要があります。

SNMP Version 任意 SNMP バージョンプロパティーを使用すると、送信する SNMP トラップのバー
ジョンを指定できます。1、2c、3 から選択して指定できます。

このプロパティー値は、SNMP トラップ警告にのみ適用されます。

表 7-4 警告ルール定義用のプロパティー (続き)

プロパティー名 要件 説明
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ILOM の警告ルール設定を管理および作成する方法の詳細は、次の節を参照してくだ
さい。

■ 148 ページの「ILOM Web インタフェースを使用した警告ルール設定の管理」

■ 152 ページの「ILOM CLI を使用した警告ルール設定の管理」

■ 158 ページの「電子メール通知警告用の SMTP クライアントの設定」

ILOM Web インタフェースを使用した警
告ルール設定の管理
ILOM の警告ルール設定は、「Alert Settings」Web インタフェースページから有
効、変更、または無効にすることができます。このページに示されている 15 個のす
べての警告ルール設定は、デフォルトで無効になっています。このページの
「Actions」ドロップダウンリストボックスを使用して、警告ルールに関連付けられ
ているプロパティーを編集できます。このページで警告ルールを有効にするには、警
告の種類、警告レベル、および有効な警告の宛先を定義する必要があります。

「Alert Settings」ページには、「Send Test Alert 」ボタンもあります。このテスト
警告機能を使用すると、有効な警告ルールに指定されている警告の各受信者が警告
メッセージを受け取ることを確認できます。

SNMP
Community
Name
or
User Name

任意 SNMP コミュニティー名またはユーザー名プロパティーを使用すると、SNMP 
トラップ警告で使用するコミュニティー文字列または SNMP v3 ユーザー名を
指定できます。

• SNMP トラップ v1 または v2c の場合、SNMP 警告のコミュニティー名の値を
指定できます。

• SNMP v3 の場合、SNMP 警告のユーザー名の値を指定できます。

重要: SNMP v3 ユーザー名の値を指定する場合は、ILOM にこのユーザー名を 
SNMP ユーザーとして定義する必要があります。このユーザーを SNMP ユー
ザーとして定義しないと、トラップ受信者は SNMP トラップ警告を復号化でき
ません。ILOM での SNMP ユーザーの定義に関する詳細は、第 10 章を参照し
てください。

表 7-4 警告ルール定義用のプロパティー (続き)

プロパティー名 要件 説明
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図 7-9 「Alert Settings」ページ

Web インタフェースを使用して ILOM の警告ルール設定を作成および管理する方法
の詳細は、次の節を参照してください。

■ 149 ページの「準備すべき事柄」

■ 150 ページの「Web インタフェースを使用して警告ルール設定を変更する」

■ 151 ページの「Web インタフェースを使用して警告ルール設定を無効にする」

■ 151 ページの「Web インタフェースを使用して警告テストを 生成する」

準備すべき事柄
■ 電子メール通知警告を定義する場合は、電子メール通知の送信に使用する送信電

子メールサーバを ILOM で設定する必要があります。送信電子メールサーバが設
定されていないと、ILOM は正常に電子メール通知警告を生成できません。

■ バージョンを SNMP v3 に設定して SNMP トラップ警告を定義する場合は、
ILOM で SNMP ユーザーとして SNMP ユーザー名が定義されている必要がありま
す。ILOM でユーザーが SNMP ユーザーとして定義されていないと、SNMP 警告
ユーザーは SNMP 警告メッセージを復号化できません。ILOM での SNMP ユー
ザーの定義に関する詳細は、第 10 章を参照してください。

■ ILOM の警告ルールを作成、変更、または無効にするには、管理者アカウントで 
ILOM にログインする必要があります。
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▼ Web インタフェースを使用して警告ルール設定を
変更する

ILOM の警告ルール設定を変更するには、次の手順を使用します。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページで、管理者のユーザー名およびパスワードを入力して
「OK」をクリックします。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. Web インタフェースページで、「Configuration」-->「Alert Management」を選
択します。

注 – または、サーバ SP の警告ルール設定は、CMM Web インタフェースから管理で
きます。CMM からサーバ SP の警告ルール設定を管理するには、ページの左フレー
ムのサーバ SP (ブレード) を選択してから、ページの右フレームで「Configuration」
-->「Alert Management」をクリックします。

「Alert Settings」ページが表示されます。

4. 「Alert Settings」ページで、次の手順を実行します。

a. 作成または編集する警告ルールのラジオボタンを選択します。

b. 「Actions」ドロップダウンリストボックスで、「Edit」を選択します。

警告ルールに関連付けられたプロパティー値を示すダイアログが表示されます。

c. このプロパティーダイアログボックスで、警告の種類、警告レベル、警告の宛
先の値を指定します。

指定する警告の種類が SNMP トラップの場合、警告メッセージの受信を認証
するためのコミュニティー名またはユーザー名の値を任意で定義できます。

警告ルールに指定できるプロパティー値の詳細は、146 ページの「警告ルール
定義用のプロパティー」を参照してください。

d. 「Save」をクリックして、指定した値を適用し、プロパティーダイアログを
閉じます。
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▼ Web インタフェースを使用して警告ルール設定を
無効にする

ILOM の警告ルール設定を無効にするには、次の手順を使用します。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページで、管理者のユーザー名およびパスワードを入力して
「OK」をクリックします。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. Web インタフェースページで、「Configuration」-->「Alert Management」を選
択します。

注 – または、サーバ SP の警告ルール設定は、CMM Web インタフェースから管理で
きます。CMM からサーバ SP の警告ルール設定を管理するには、ページの左フレー
ムのサーバ SP (ブレード) を選択してから、ページの右フレームで「Configuration」
-->「Alert Management」をクリックします。

「Alert Settings」ページが表示されます。

4. 「Alert Settings」ページで、変更する警告ルールのラジオボタンを選択してから、
「Actions」ドロップダウンリストボックスの「Edit」をクリックします。

警告ルールについて定義可能なプロパティーを示すダイアログが表示されます。

5. このプロパティーダイアログボックスで、「Alert Levels」ドロップダウンリスト
ボックスの「Disabled」を選択します。

▼ Web インタフェースを使用して警告テストを
生成する

テスト警告を送信することによって、ILOM の有効な警告ルール設定をそれぞれテス
トできます。
ILOM の警告ルール設定に指定した宛先へのテスト警告を生成するには、次の手順に
従います。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページで、管理者のユーザー名およびパスワードを入力して
「OK」をクリックします。

ILOM Web インタフェースが表示されます。
 第 7 章  システム監視と警告管理 151



3. Web インタフェースページで、「Configuration」-->「Alert Management」を選
択します。

注 – または、サーバ SP の警告ルール設定は、CMM Web インタフェースから管理で
きます。CMM からサーバ SP の警告ルール設定を管理するには、ページの左フレー
ムのサーバ SP (ブレード) を選択してから、ページの右フレームで「Configuration」
-->「Alert Management」をクリックします。

「Alert Settings」ページが表示されます。

4. 「Alert Settings」ページで、「Send Test Alert」ボタンをクリックします。

ILOM は、「Alert Settings」ページで有効になっている各警告ルール設定に対し
てテスト警告を生成します。

ILOM CLI を使用した警告ルール設定の
管理
ILOM の警告ルール設定は、コマンド行インタフェース (Command-Line Interface、
CLI) から有効、変更、または無効にすることができます。ILOM に定義されている 
15 個のすべての警告ルール設定は、デフォルトで無効になっています。ILOM で警
告ルール設定を有効にするには、警告の種類、警告レベル、および警告の宛先のプロ
パティーに値を設定する必要があります。

また、CLI から ILOM の有効な警告ルール設定に対してテスト警告を生成すること
もできます。このテスト警告機能を使用すると、有効な警告ルールに指定されている
警告の受信者が警告メッセージを受け取ることを確認できます。

CLI を使用した ILOM の警告ルール設定の管理および作成に関する詳細は、次の節を
参照してください。

■ 153 ページの「警告ルール設定を管理するための CLI コマンド」

■ 154 ページの「準備すべき事柄」

■ 155 ページの「CLI を使用して警告ルール設定を変更する」

■ 156 ページの「CLI を使用して警告ルール設定を無効にする」

■ 157 ページの「CLI を使用して警告テストを生成する」
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警告ルール設定を管理するための CLI コマンド

表 7-5 に、ILOM CLI を使用して警告ルール設定を管理する場合に、一般的に使用す
る必要がある CLI コマンドを示します。

表 7-5 警告ルール設定を管理するための CLI コマンド

CLI コマンド 説明

show show コマンドを使用すると、フルパスまたは相対パスのいずれかを指定
して、任意のレベルの警告管理コマンドツリーを表示できます。

次に例を示します。

• フルパスを使用して警告ルールとともにそのプロパティーを表示するに
は、コマンドプロンプトで次のように入力します。

-> show /SP/alertmgmt/rules/1

/SP/alertmgmt/rules/1 

Properties:

community_or_username = public

destination = 129.148.185.52

level = minor

snmp_version = 1

type = snmptrap

Commands:

cd

set

show 

• フルパスを使用して 1 つのプロパティーを表示するには、コマンドプロン
プトで次のように入力します。

-> show /SP/alertmgmt/rules/1 type
Properties:

type = snmptrap

Commands:

set

show 
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準備すべき事柄
■ 電子メール通知警告を定義する場合は、電子メール通知の送信に使用する送信電

子メールサーバを ILOM で設定する必要があります。送信電子メールサーバが設
定されていないと、ILOM は正常に電子メール通知警告を生成できません。

■ バージョンを SNMP v3 に設定して SNMP トラップ警告を定義する場合は、
ILOM で SNMP ユーザーとして SNMP ユーザー名が定義されている必要がありま
す。ILOM でユーザーが SNMP ユーザーとして定義されていないと、SNMP 警告
ユーザーは SNMP 警告メッセージを復号化できません。ILOM での SNMP ユー
ザーの定義に関する詳細は、第 10 章を参照してください。

■ ILOM の警告ルールを作成、変更、または無効にするには、管理者アカウントで 
ILOM にログインする必要があります。

• 現在のツリーの場所が /SP/alertmgmt/rules である場合の相対パスを
指定するには、コマンドプロンプトで次のようにコマンドを入力します。

-> show 1/SP/alertmgmt/rules/1
Targets:

Properties:

community_or_username = public

destination = 129.148.185.52

level = minor

snmp_version = 1

type = snmptrap

Commands:

cd

set

show

cd cd コマンドを使用すると、作業用ディレクトリを設定できます。サーバ 
SP の作業用ディレクトリとして警告管理を設定するには、コマンドプロン
プトで次のようにコマンドを入力します。
-> cd /SP/alertmgmt

set set コマンドを使用すると、ツリー内の任意の場所からプロパティーに値を
設定できます。ツリーの場所に応じて、プロパティーのフルパスまたは相対
パスのいずれかを指定できます。たとえば、次のように入力します。

• フルパスの場合は、プロンプトでコマンドパスに次のように入力します。
-> set /SP/alertmgmt/rules/1 type=ipmipet

• 相対パス (ツリーの場所が /SP/alertmgmt) の場合、コマンドプロンプ
トで次のコマンドパスを入力します。
-> set rules/1 type=ipmipet

• 相対パス (ツリーの場所が /SP/alertmgmt/rules/1) の場合、コマン
ドプロンプトで次のコマンドパスを入力します。
-> set type=ipmipet

表 7-5 警告ルール設定を管理するための CLI コマンド (続き)

CLI コマンド 説明
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▼ CLI を使用して警告ルール設定を変更する

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 接続を次
のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP またはアクティブ CMM へのセ
キュリティー保護された接続を確立します。

たとえば次のように入力すると、遠隔 SSH クライアントからサーバ SP へのセ
キュリティー保護された接続を確立することができます。

ssh -l root server_ip_address

Password: changeme

デフォルトのコマンドプロンプト (->) が表示されます。

2. 次のいずれかのコマンドパスを入力して、作業用ディレクトリを設定します。

■ ラック搭載型サーバの場合: cd /SP/alertmgmt

■ ブレードサーバモジュールの場合: cd /SP/alertmgmt

■ シャーシ CMM の場合: cd /CMM/alertmgmt

3. 警告ルールに関連付けられているプロパティーを表示するには、show コマンドを
入力します。

たとえば、最初の警告ルールに関連付けられているプロパティーを表示するに
は、次のいずれかを入力します。

■ ラック搭載型サーバの場合: show /SP/alertmgmt/rules/1

■ ブレードサーバモジュールの場合: show /CH/BLn/SP/alertmgmt/rules/1

■ シャーシ CMM の場合: show /CMM/alertmgmt/CMM/rules/1

4. 警告ルールに関連付けられているプロパティーに値を割り当てるには、set コマン
ドを入力します。

たとえば、ルール 1 の警告の種類として IPMI PET を設定するには、次のように
コマンドパスを入力します。

-> set type=ipmipet
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注 – 警告ルール設定を有効にするには、警告の種類、警告レベル、および警告の宛
先に値を指定する必要があります。SNMP 警告の種類を定義する場合は、SNMP ト
ラップ警告の受信を認証するための値を任意で定義できます。

警告ルールに定義できる各プロパティー値の詳細は、146 ページの「警告ルール定義
用のプロパティー」の表 7-4 を参照してください。

▼ CLI を使用して警告ルール設定を無効にする
CLI から ILOM の警告ルール設定を無効にするには、次の手順を使用します。

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 接続を次
のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP またはアクティブ CMM へのセ
キュリティー保護された接続を確立します。

たとえば次のように入力すると、遠隔 SSH クライアントからサーバ SP へのセ
キュリティー保護された接続を確立することができます。

ssh -l root server_ip_address

Password: changeme

デフォルトのコマンドプロンプト (->) が表示されます。

2. cd コマンドを使用して、無効にする警告管理ルールを作業用ディレクトリとして
設定します。

たとえば、次のように入力します。

■ ラック搭載型サーバ SP の場合は、次のように入力します。
cd /SP/alertngnt/rules/n

■ ブレードサーバ SP の場合は、次のように入力します。
cd /CH/BLn/SP/alertmgmt/rules/n

■ シャーシ CMM の場合は、次のように入力します。
cd /CMM/alertmgmt/CMM/rules/n

n は特定の警告ルール番号に相当し、1 – 15 の値になります。

3. 警告ルールを無効にするには、次のコマンドを入力します。

-> set level=disable
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▼ CLI を使用して警告テストを生成する

テスト警告を送信することによって、ILOM の有効な警告ルール設定をそれぞれテス
トできます。
ILOM の警告ルール設定に指定した宛先へのテスト警告を生成するには、次の手順に
従います。

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 接続を次
のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP またはアクティブな CMM への
セキュリティー保護された接続を確立します。

たとえば次のように入力すると、遠隔 SSH クライアントからサーバ SP へのセ
キュリティー保護された接続を確立することができます。

ssh -l root server_ip_address

Password:　changeme

デフォルトのコマンドプロンプト (->) が表示されます。

2. cd コマンドを使用して、作業用ディレクトリを警告管理ルールに設定します。

たとえば、次のように入力します。

■ ラック搭載型サーバ SP の場合、cd /SP/alertmgmt/rules と入力し
ます。

■ ブレードサーバ SP の場合は、次のように入力します。
cd /CH/BLn/SP/alertmgmt/rules

■ シャーシ CMM の場合は、次のように入力します。
cd /CMM/alertmgmt/CMM/rules

3. 次のコマンドを入力して、テスト警告を生成します。

-> set testalert=true
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電子メール通知警告用の SMTP クライ
アントの設定
設定済みの電子メール通知警告を生成するには、ILOM クライアントが SMTP クラ
イアントとして動作し、電子メール警告メッセージを送信できるようにする必要があ
ります。ILOM クライアントを SMTP クライアントとして有効にするには、電子
メール通知を処理する送信 SMTP 電子メールサーバの IP アドレスとポート番号を指
定する必要があります。

ILOM の電子メール通知警告用に SMTP クライアントを設定する方法の詳細は、
次の節を参照してください。

■ 158 ページの「Web インタフェースを使用して SMTP クライアントを有効にする」

■ 159 ページの「CLI を使用して SMTP クライアントを有効にする」

準備すべき事柄
ILOM クライアントを SMTP クライアントとして有効にする前に、送信 SMTP 電子
メールサーバの IP アドレスとポート番号を収集しておくことをお勧めします。

▼ Web インタフェースを使用して SMTP クライアン
トを有効にする
Web インタフェースを使用して、ILOM で SMTP クライアントを設定するには、次
の手順に従います。

1. Web ブラウザを開いて、サーバ SP または CMM の IP アドレスを入力します。

ILOM Web インタフェースのログインページが表示されます。

2. ILOM ログインページで、管理者のユーザー名およびパスワードを入力して
「OK」をクリックします。

ILOM Web インタフェースが表示されます。

3. Web インタフェースページで、「Configuration」-->「SMTP Client」を選択します。

4. 「SMTP Client」ページで、次の設定を指定して、電子メール通知警告の送信を
有効にします。

5. 「Save」をクリックして、SMTP 設定を適用します。

SMTP 設定 説明

SMTP State この状態を有効にするには、このチェックボックスを選択します。

SMTP Server IP 電子メール通知を処理する送信 SMTP 電子メールサーバの IP アドレスを入
力します。

SMTP Port 送信 SMTP 電子メールサーバのポート番号を入力します。
158 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



▼ CLI を使用して SMTP クライアントを有効にする
CLI を使用して、ILOM で SMTP クライアントを設定するには、次の手順に従います。

1. サーバ SP または CMM とのローカルシリアルコンソール接続または SSH 接続を次
のように確立します。

■ ローカルシリアルコンソール接続

サーバまたは CMM のシリアルポートにシリアルコンソールを接続します。

詳細は、サーバプラットフォームに付属のユーザーマニュアルを参照してくだ
さい。

または

■ 遠隔 Secure Shell (SSH) 接続

サーバ SP または CMM との Secure Shell 接続を確立します。

遠隔クライアントから、root としてサーバ SP またはアクティブな CMM への
セキュリティー保護された接続を確立します。

たとえば次のように入力すると、遠隔 SSH クライアントからサーバ SP へのセ
キュリティー保護された接続を確立することができます。

ssh -l root server_ip_address

Password: changeme

デフォルトのコマンドプロンプト (->) が表示されます。

2. cd コマンドを使用して、作業用ディレクトリを clients/smtp に設定します。

たとえば、次のように入力します。

■ ラック搭載型サーバ SP の場合、cd /SP/clients/smtp と入力します。

■ ブレードサーバ SP の場合は、次のように入力します。
cd /CH/BLn/SP/clients/smtp

■ シャーシ CMM の場合は、次のように入力します。cd /CMM/clients/smtp

3. SMTP プロパティーを表示するには、show コマンドを入力します。

たとえば、SP ではじめて SMTP プロパティーにアクセスすると、次のように表
示されます。

-> show
/SP/clients/smtp
Targets

Properties
address = 0. 0. 0. 0
port = 25
state = enabled

Commands:
cd
set
show
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4. set コマンドを使用して、SMTP クライアントの IP アドレスを指定するか、
ポートまたは状態プロパティー値を変更します。

たとえば、次のように入力します。

->set address=222.333.44.5

5. Enter を押して、変更を有効にします。

たとえば、set address=222.333.44.5 と入力した場合、次のような結果が表
示されます。

-> set ‘address=222.333.44.5’
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第 8 章

ILOM の通信設定

詳細な ILOM 通信の設定には、ネットワーク、シリアルポート、および Web の設定
が含まれます。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 162 ページの「CLI を使用した ILOM ネットワーク設定の管理」

■ 162 ページの「CLI を使用してネットワーク設定を表示する」

■ 163 ページの「CLI を使用してネットワーク設定を行う」

■ 164 ページの「CLI を使用してシリアルポート設定を表示する」

■ 165 ページの「CLI を使用してシリアルポート設定を行う」

■ 166 ページの「CLI を使用して HTTP または HTTPS Web アクセスを有効
にする」

■ 167 ページの「Secure Shell の設定」

■ 167 ページの「CLI コマンドを実行するためにセキュリティー保護された遠隔
接続を確立する」

■ 168 ページの「CLI を使用して現在の鍵を表示する」

■ 169 ページの「CLI を使用して SSH を有効または無効にする」

■ 169 ページの「Web インタフェースを使用して SSH を有効または無効にする」

■ 170 ページの「CLI を使用して新しい鍵を生成する」

■ 170 ページの「Web インタフェースを使用して新しい鍵を生成する」

■ 170 ページの「CLI を使用して SSH サーバを再起動する」

■ 171 ページの「Web インタフェースを使用して SSH サーバを再起動する」

■ 171 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM ネットワーク設定を管理
する」

■ 171 ページの「Web インタフェースを使用してネットワーク設定を表示する」

■ 172 ページの「Web インタフェースを使用してネットワーク設定を行う」

■ 174 ページの「Web インタフェースを使用してシリアルポート設定を表示
する」

■ 174 ページの「Web インタフェースを使用してシリアルポート設定を行う」

■ 175 ページの「Web インタフェースを使用して HTTP または HTTPS Web アク
セスを有効にする」
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注 – この章の構文例では、/SP/ で始まるターゲットを使用しますが、使用している
サーバプラットフォームによっては、/CMM/ で始まるターゲットに置き換わる場合
があります。サブターゲットは、ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォーム
で共通です。

CLI を使用した ILOM ネットワーク設定
の管理 
この節では、ILOM のコマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) を
使用して、ILOM のネットワークを設定する方法について説明します。

ネットワーク設定について

ネットワーク設定には、pending と active という 2 つのプロパティーセットがありま
す。active 設定は、ILOM で現在使用中の設定です。これらの設定は読み取り専用です。
設定を変更する場合は、更新する設定を pending 設定 (pendingipaddress または 
pendingipgateway) として入力してから、commitpending プロパティーを true 
に設定します。これにより、ポートとネットワーク設定両方が偶発的に切断されないよ
うにします。

注 – 同一 IP アドレスが常に ILOM に割り当てられるようにしてください。これは、
初期設定後に静的 IP アドレスを ILOM に割り当てるか、または DHCP サーバを設
定して常に同一 IP アドレスを ILOM に割り当てることによって行います。これによ
り、ネットワーク上で ILOM を簡単に検出できるようになります。

▼ CLI を使用してネットワーク設定を表示する

1. ILOM CLI に管理者またはオペレータとしてログインします。

2. コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> show /SP/network
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▼ CLI を使用してネットワーク設定を行う

set コマンドを使用すると、ネットワーク設定のプロパティーと値を変更できます。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> show /SP/network

ターゲット、プロパティー、および値

ILOM のネットワーク設定では、次のターゲット、プロパティー、および値が有効
です。

例

ILOM の IP アドレスを変更するには、次のように入力します。

-> set /SP/network pendingipaddress=nnn.nn.nn.nn commitpending=true

注 – IP アドレスを変更すると、ネットワーク経由で ILOM に接続している場合は、
アクティブセッションが切断されます。

表 8-1 ILOM ネットワークのターゲット、プロパティー、および値

ターゲット プロパティー 値 デフォルト

/SP/network ipaddress 

ipdiscovery 

ipgateway 

ipnetmask 

macaddress

これらの読み取り専
用値は、システムに
よって更新される

ILOM の MAC アド
レス

commitpending

pendingipaddress

pendingipdiscovery

pendingipgateway

pendingipnetmask

true|(none)
<ipaddress|none>
dhcp|static
<ipaddress|none>
<ipdotteddecimal>

(none)

none

dhcp

none

255.255.255.255
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ネットワーク設定を DHCP から静的に割り当てた設定に変更するには、次のように
入力します。

-> set /SP/network pendingipdiscovery=static pendingipaddress=
nnn.nn.nn.nn pendingipgateway=nnn.nn.nn.nn pendingipnetmask=nnn.nn.nn.nn 
commitpending=true

注 – 設定は、commitpending を true に設定するとすぐに有効になります。

シリアルポート設定

シリアルポートを使用すると、ILOM Web インタフェース、コマンド行インタフェース 
(Cmmand-Line Interface、CLI)、およびシリアルポートリダイレクトを使用したシステ
ムコンソールのストリームへのアクセスが可能になります。

外部シリアルポートは、ILOM の RJ-45 シリアルポートです。通常、内部および外
部シリアルポート接続は、ILOM の外部シリアルポートからホストコンソールに接
続する際には、フロー制御の問題を避けるために同じ速度で動作するようにしてく
ださい。

▼ CLI を使用してシリアルポート設定を表示する

1. ILOM CLI に管理者またはオペレータとしてログインします。

2. コマンドプロンプトで、次のように入力します。

■ 外部シリアルポートの設定を表示するには、次のコマンドを入力します。

-> show /SP/serial/external

■ ホストのシリアルポートの設定を表示するには、次のコマンドを入力します。

-> show /SP/serial/host

注 – /SP/serial/host ターゲットは x64 ベースシステムでのみサポートされま
す。SPARC ベースのサーバには、物理コンソールではなく仮想コンソールが実装さ
れます。
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▼ CLI を使用してシリアルポート設定を行う
set コマンドを使用すると、シリアルポート設定のプロパティーと値を変更できます。
ポート設定には、pending と active という 2 つのプロパティーセットがあります。
active 設定は、ILOM で現在使用されている設定です。これらの設定は読み取り専
用です。設定を変更するには、更新する設定を pending 設定として入力してから、
commitpending プロパティーを true に設定します。これにより、ポートとネッ
トワーク設定両方が偶発的に切断されないようにします。

1. ILOM CLI に管理者またはオペレータとしてログインします。

2. コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> set target [propertyname=value]

ターゲット、プロパティー、および値

ILOM のシリアルポート設定では、次のターゲット、プロパティー、および値が有効
です。

例

ホストシリアルポートの速度 (ボーレート) を 9600 から 57600 に変更するには、次の
ように入力します。

■ x64 ベースシステムの場合

-> set /SP/serial/host pendingspeed=57600 commitpending=true

■ SPARC ベースシステムの場合

-> set /SP/serial/external pendingspeed=57600 commitpending=true

注 – x64 ベースシステムでは、ILOM がホストと適切に通信するために、ホストシリ
アルポートの速度を、ホストのオペレーティングシステムのシリアルポート 0、
COM1、または /dev/ttys0 の速度設定と一致させてください。

表 8-2 ILOM のシリアルポートで有効なターゲット、プロパティー、および値

ターゲット プロパティー 値 デフォルト

/SP/serial/external commitpending

flowcontrol

pendingspeed

speed

true|(none)

none

<decimal>
9600

(none)

none

9600

9600

/SP/serial/host commitpending

pendingspeed

speed

true|(none)

<decimal>
9600

(none)

(none)

9600
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▼ CLI を使用して HTTP または HTTPS Web アク
セスを有効にする
ILOM では、HTTP および HTTPS の両方の接続をサポートしています。ILOM を使
用すると、HTTP アクセスを自動的に HTTPS にリダイレクトすることができます。
また、HTTP ポートと HTTPS ポートを設定することもできます。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. コマンドプロンプトで、次のように入力します。

-> set /SP/services/http

プロパティーは /S.P/services/http および /SP/services/https にあり
ます。

ターゲット、プロパティー、および値

次の表に、HTTP および HTTPS で有効なターゲット、プロパティー、および値を
示します。

次の表に、HTTP、HTTPS、および自動リダイレクトで使用可能な設定を示します。

表 8-3 HTTP および HTTPS で有効なターゲット、プロパティー、および値

ターゲット プロパティー 値 デフォルト

/SP/services/http secureredirect enabled|
disabled

enabled

servicestate enabled|
disabled

disabled

port <portnum> 80

/SP/services/https servicestate enabled|
disabled

enabled

port <portnum> 443

表 8-4 HTTP、HTTPS、および自動リダイレクトで使用可能な設定

目的の状態 ターゲット プロパティー 値

HTTP のみを有効にする /SP/services/http secureredirect disabled

/SP/services/http servicestate enabled

/SP/services/https servicestate disabled

HTTP および HTTPS を有
効にする

/SP/services/http secureredirect disabled
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Secure Shell の設定
Secure Shell (SSH) は、ILOM コマンド行インタフェース (Command-Line Interface、
CLI) へのセキュリティー保護された遠隔接続にアクセスするために使用する標準プロ
トコルです。SSH を使用すると、ILOM とのすべての管理上の対話が暗号化され、セ
キュリティーが保護されます。サーバ接続の両端がデジタル鍵によって認証され、パ
スワードが暗号化によって保護されます。ILOM 接続は、RSA および DSA 鍵暗号化
によって保護されます。

▼ CLI コマンドを実行するためにセキュリティー保
護された遠隔接続を確立する

● 遠隔 SSH クライアントからサーバ SP へのセキュリティー保護された接続を確立
する必要があります。セキュリティー保護された接続を確立するには、次のよう
に入力します。

ssh -l username server_ip_address

Password: ********

デフォルトの ILOM CLI プロンプト (->) が表示され、システムではネットワーク
設定を確立する CLI コマンドを実行する準備ができました。

/SP/services/http servicestate enabled

/SP/services/https servicestate enabled

HTTPS のみを有効にする /SP/services/http secureredirect disabled

/SP/services/http servicestate disabled

/SP/services/https servicestate enabled

HTTP を HTTPS に自動的
にリダイレクトする

/SP/services/http secureredirect enabled

/SP/services/http servicestate disabled

/SP/services/https servicestate enabled

表 8-4 HTTP、HTTPS、および自動リダイレクトで使用可能な設定 (続き)

目的の状態 ターゲット プロパティー 値
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▼ CLI を使用して現在の鍵を表示する

鍵を表示するには高度な設定を必要とします。多くの場合、鍵を表示する必要はありま
せん。公開鍵全体または鍵の省略されたフィンガプリントのいずれかを表示できます。

注 – /SP/services/ssh/keys/rsa|dsa の下のプロパティーはすべて読み取り専用
です。

● RSA 鍵を表示するには、次のように入力します。

● DSA 鍵を表示するには、次のように入力します。

-> show /SP/services/ssh/keys/rsa
/SP/services/ssh/keys/rsa

Targets:
Properties:

fingerprint = 
ca:c0:05:ff:b7:75:15:a0:30:df:1b:a1:76:bd:fe:e5

 length = 1024
publickey

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAthvlqgXbPIxN4OEvkukKupdFPr8GDaOsKGg
BESVlnny4nX8yd8JC/hrw3qDHmXIZ8JAFwoLQgjtZCbEsgpn9nNIMb6nSfu6Y1t
TtUZXSGFBZ48ROmU0SqqfR3i3bgDUR0siphlpgV6Yu0Zd1h3549wQ+RWk3vxqHQ
Ffzhv9c=

Commands:
cd
show

-> show /SP/services/ssh/keys/dsa
 /SP/services/ssh/keys/dsa

Targets:

Properties:
        fingerprint = 
6a:90:c7:37:89:e6:73:23:45:ff:d6:8e:e7:57:2a:60
        length = 1024
        publickey =
AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAInrYecNH86imBbUqE+3FoUfm/fei2ZZtQzqrMx5zBm
bHFIaFdRQKeoQ7gqjc9jQbO7ajLxwk2vZzkg3ntnmqHz/hwHvdho2KaolBtAFGc
fLIdzGVxi4I3phVb6anmTlbqI2AILAa7JvQ8dEGbyATYR9A/pf5VTac/TQ70O/J
AAAAFQCIUavkex7wtEhC0CH3s25ON0I3CwAAAIBNfHUop6ZN7i46ZuQOKhD7Mkj
gdHy+8MTBkupVfXqfRE9Zw9yrBZCNsoD8XEeIeyP+puO5k5dJvkzqSqrTVoAXyY
qewyZMFE7stutugw/XEmyjq+XqBWaiOAQskdiMVnHa3MSg8PKJyWP8eIMxD3rIu
PTzkV632uBxzwSwfAQAAAIAtA8/3odDJUprnxLgHTowc8ksGBj/wJDgPfpGGJHB
B1FDBMhSsRbwh6Z+s/gAf1f+S67HJBTUPsVSMz+czmamc1oZeOazT4+zeNG6uCl
u/5/JmJSdkguc1FcoxtBFqfO/fKjyR0ecWaU7L4kjvWoSsydHJ0pMHasEecEBEr
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▼ CLI を使用して SSH を有効または無効にする
● ネットワーク経由でのアクセスを提供しない場合、または SSH を使用しない場

合は、次のように入力します。

-> set /SP/services/ssh state=enabled | disabled

▼ Web インタフェースを使用して SSH を有効また
は無効にする
1. ILOM に管理者としてログインします。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SSH Server」の順に
選択します。

3. 「SSH Server」ドロップダウンリストから、「Enabled」または「Disabled」を
選択します。

図 8-1 「SSH Server Settings」ページ

lg==

Commands:
cd
show
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▼ CLI を使用して新しい鍵を生成する

1. 次のように入力して、鍵の種類を設定します。

-> set /SP/services/ssh generate_new_key_type=dsa | rsa

2. 操作を true に設定します。

-> set /SP/services/ssh generate_new_key_action=true

フィンガプリントと鍵は異なって見えます。

▼ Web インタフェースを使用して新しい鍵を生成する

1. ILOM に管理者としてログインします。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SSH Server」の順に
選択します。

3. 「Generate RSA Key」ボタンをクリックして RSA を選択するか、「Generate 
DSA Key」ボタンをクリックして DSA を選択します。

確認のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックして選択を確認するか、
または「Cancel 」をクリックして選択を取り消します。

図 8-2 確認ダイアログ

▼ CLI を使用して SSH サーバを再起動する

新しい鍵は、SSH サーバが再起動するまで有効になりません。

注 – SSH サーバの再起動によって、既存のすべての SSH 接続が終了します。

● SSH サーバを再起動するには、次のように入力します。

-> set /SP/services/ssh restart_sshd_action=true
170 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



▼ Web インタフェースを使用して SSH サーバを再
起動する

新しい鍵は、SSH サーバが再起動するまで有効になりません。

注 – SSH サーバの再起動によって、既存のすべての SSH 接続が終了します。

1. ILOM に管理者としてログインします。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SSH Server」の順に
選択します。

3. 「SSH Server」ドロップダウンリストから、「Restart SSH Server」を選択します。

Web インタフェースを使用して ILOM 
ネットワーク設定を管理する
この節では、ILOM Web インタフェースを使用して、ILOM のネットワークパラメー
タを設定する方法について説明します。

ILOM は、動的ホスト構成プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol、DHCP) を
使用して IP 設定を自動的に行います。お手持ちのネットワークがこのプロトコルをサ
ポートしていない場合には、パラメータを手作業で設定する必要があります。

▼ Web インタフェースを使用してネットワーク設定を
表示する

1. 管理者またはオペレータとして ILOM にログインし、ILOM Web インタフェースを
開きます。

2. 「Configuration」-->「Network」を選択します。

「Network Settings」ページで、MAC アドレスを表示し、サーバのシャーシ監視モ
ジュールおよびサービスプロセッサのネットワークアドレスを設定できます。

注 – DHCP はデフォルトのモードですが、各 IP アドレス、ネットマスク、および
ゲートウェイを手動で設定できます。
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▼ Web インタフェースを使用してネットワーク設定を
行う

1. 管理者として ILOM にログインし、ILOM Web インタフェースを開きます。

2. 「Configuration」-->「Network」を選択します。

「Network Settings」ページが表示されます。

図 8-3 「Network Settings」ページ
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3. 「Network Settings」ページに情報を入力します。

情報を入力する際には、次の表の説明を使用します。

4. 「Save」をクリックして設定を有効にします。

「Save」をクリックするまで、設定は「待ち状態」とみなされます。IP アドレスを
変更すると、ILOM セッションが終了します。

Web ブラウザを閉じるように要求するプロンプトが表示されます。

5. 新しい IP アドレスを使用して、ILOM にふたたびログインします。

注 – ネットワーク設定を変更した場合には、新しいブラウザセッションでもう一度
ログインし直す必要がある場合があります。

表 8-5 「Network Settings」ページのフィールド

項目  説明

MAC Address ILOM の媒体アクセス制御 (Media Access Control、MAC) アド
レスは出荷時に設定されています。MAC アドレスは、各ネッ
トワークデバイスに固有のハードウェアアドレスです。ILOM 
の MAC アドレスは、サーバまたは CMM のラベル、出荷キッ
トに含まれている Customer Information Sheet、BIOS 設定画面
にあります。

Obtain an IP Address 
Automatically (use DHCP) 

ラジオボタンをクリックし、DHCP を使用して IP アドレスを
取得します。

IP Address ILOM の IP アドレスを入力します。IP アドレスは、システムを 
TCP/IP ネットワーク上で識別する固有の名前です。

Subnet Mask ILOM が属するネットワークのサブネットマスクを入力します。

Gateway ILOM のゲートウェイアクセスアドレスを入力します。
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▼ Web インタフェースを使用してシリアルポート
設定を表示する
1. ILOM Web インタフェースに管理者またはオペレータとしてログインします。

2. 「Configuration」-->「Serial Port」を選択します。

「Serial Port Settings」ページが表示されます。

図 8-4 「Serial Port Settings」ページ

3. 外部シリアルポートのボーレートを表示します。

▼ Web インタフェースを使用してシリアルポート
設定を行う
この節では、ILOM シリアルポート設定を行う方法について説明します。デフォルト
の設定は、9600 ボーとフロー制御なしです。

1. 管理者として ILOM にログインし、ILOM Web インタフェースを開きます。

2. 「Configuration」-->「Serial Port」を選択します。

「Serial Port Settings」ページが表示されます。

3. 内部シリアルポートのボーレートを「Internal Serial Port Baud Rate」ドロップダ
ウンリストから選択します。

注 – 内部シリアルポートは、SPARC サーバではサポートされていません。
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この設定は、ホストオペレーティングシステムのシリアルポート 0、COM1 または 
/dev/ttyS0 の設定と一致させてください。

このボーレートの値は、BIOS のシリアルリダイレクト機能で指定されている速度 
(デフォルトは 9600 ボー) と、ブートローダおよびオペレーティングシステムの設
定で使用されている速度に一致させてください。

ILOM を使用してシステムコンソールに接続するには、ILOM をそのデフォルト設
定 (9600 ボー、8N1 (データビット 8、パリティーなし、ストップビット 1)、フロー
制御なし) に設定する必要があります。

4. 外部シリアルポートのボーレートを「External Serial Port Baud Rate」ドロップ
ダウンリストから選択します。

この設定は、サーバの RJ-45 シリアルポートのボーレートと一致させてください。

5. 変更を有効にするには「Save」をクリックし、前の設定に戻すには「Cancel」を
クリックします。

▼ Web インタフェースを使用して HTTP または 
HTTPS Web アクセスを有効にする

この節では、Web サーバの設定を表示および変更する方法について説明します。

ILOM には、Web インタフェースへのアクセスを制御するオプションがあります。
オプションは次の 4 種類です。

■ HTTP のみ

■ HTTPS のみ

■ HTTP および HTTPS

■ HTTPS および HTTP を自動的に HTTPS にリダイレクトする

HTTPS はデフォルトで有効になっています。

1. 管理者として ILOM にログインし、ILOM Web インタフェースを開きます。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「Web Server」の順に
選択します。

「Web Server Settings」ページが表示されます。
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図 8-5 「Web Server Settings」ページ

3. HTTP または HTTPS Web サーバを選択します。

■ HTTP を有効にする － ドロップダウンリストから「Enabled」を選択しま
す。また、次を選択することもできます。

■ Redirect HTTP Connection to HTTPS － HTTP 接続が自動的に HTTPS に
リダイレクトされます。

■ Disabled － HTTP を無効にします。

■ HTTPS を有効にする －「HTTPS Web Server」の「Enabled」チェックボッ
クスを選択します。

HTTPS Web サーバはデフォルトで有効になっています。

注 – HTTP を無効にする、または「Redirect HTTP Connection to HTTPS」を選択してか
ら、HTTPS を無効にすると、ILOM Web インタフェースにアクセスできなくなります。
アクセスを復元するには、166 ページの「CLI を使用して HTTP または HTTPS Web 
アクセスを有効にする」での説明に従って、CLI の /SP/services/http コマンドま
たは /SP/services/https コマンドを使用します。

4. HTTP または HTTPS ポート番号を割り当てます。

5. 「Save」をクリックして設定を有効にします。
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第 9 章

Intelligent Platform Management 
Interface

ILOM は Intelligent Platform Management Interface (IPMI) をサポートしており、コ
マンド行インタフェースを使用して、サーバプラットフォームに関する情報を取得す
るだけでなく、サーバプラットフォームを監視および制御することができます。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 177 ページの「IPMI の概要」

■ 178 ページの「ILOM と IPMI」

■ 178 ページの「IPMItool の使用」

■ 179 ページの「IPMI 警告」

■ 180 ページの「IPMItool の例」

IPMI の概要
Intelligent Platform Management Interface (IPMI) は、主に多くの異なる種類のネッ
トワークのサーバシステムの帯域外管理のために設計された、業界標準のオープンな
インタフェースです。IPMI の機能には、現場交換可能ユニット (Field-Replaceable 
Unit、FRU) インベントリのレポート、システム監視、システムイベントのロギン
グ、システム復旧 (ローカルおよび遠隔システムのリセットと電源の投入および切断
も含む)、警告などがあります。IPMI は、メインプロセッサおよびオペレーティング
システムからは独立して機能します。

IPMI で使用できる独立した監視、ロギング、アクセス機能は、プラットフォーム
ハードウェアに組み込まれおり、一定の管理容易性を提供します。また、特定のオペ
レーティングシステムで使用できるシステム管理ソフトウェアがない場合や、システ
ム管理ソフトウェアのインストールまたはロードを行わないことを選択する場合は、
IPMI がシステムをサポートします。
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ILOM は IPMI の v1.5 と v2.0 に準拠しています。

IPMI に関する詳細な仕様などの追加情報は、次のサイトから入手できます。

■ http://www.intel.com/design/servers/ipmi/spec.htm

■ http://openipmi.sourceforge.net

ILOM と IPMI
IPMI は、組み込みの管理サブシステムが通信する特定の方法を定義します。IPMI の情
報は、IPMI に準拠したハードウェアコンポーネント上に配置される Baseboard 
Management Controller (BMC) を使用して交換されます。オペレーティングシステムで
はなく、下位のハードウェアインテリジェンスを使用することには、主に 2 つのメリッ
トがあります。第 1 に帯域外のサーバ管理が可能になること、第 2 にシステム状態デー
タを転送する際にオペレーティングシステムに負担をかけずに済むことです。

サーバまたはブレード上のサービスプロセッサ (Service Processor、SP) は、IPMI v2.0 に
準拠しています。IPMI の機能には、帯域内または帯域外のいずれかの IPMItool ユー
ティリティーを使用してコマンド行からアクセスできます。また、ILOM Web インタ
フェースから IPMI 固有のトラップを生成したり、IPMI v1.5 または v2.0 に準拠した外
部の管理ソリューションから SP の IPMI 機能を管理することもできます。

IPMItool の使用
IPMItool は、IPMI に対応したデバイスの管理および構成に役立つ、オープンソース
の簡単なコマンド行インタフェース (Command-Line Interface、CLI) ユーティリ
ティーです。IPMItool では、ローカルシステムまたは遠隔システムのどちらの IPMI 
機能も管理できます。IPMItool ユーティリティーは、カーネルデバイスドライバま
たは LAN インタフェースで IPMI 機能を実行する場合に使用できます。IPMItool は
次のサイトからダウンロードできます。

http://ipmitool.sourceforge.net/

IPMItool を使用して、次の処理を実行できます。

■ センサーデータレコード (Sensor Data Record、SDR) リポジトリの読み取り

■ センサー値の出力

■ システムイベントログ (System Event Log、SEL) の内容の表示 

■ 現場交換可能ユニット (Field-Replaceable Unit、FRU) のインベントリ情報の出力

■ LAN 設定パラメータの読み取りと設定

■ リモートシャーシ電源制御の実行 

IPMItool の詳細は、次のサイトから入手可能なマニュアルページで提供されています。

http://ipmitool.sourceforge.net/manpage.html
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IPMI 警告
ILOM では IPMI Platform Event Trap (PET) 形式の警告をサポートしています。警告
では、発生する可能性のあるシステムの障害を事前に報告します。警告の構成は、
サーバまたはブレードの SP から実行できます。IPMI PET の警告は、ILOM を使用
するすべてのサーバプラットフォームでサポートされ、シャーシ監視モジュール 
(Chassis Monitoring Module、CMM) ではサポートされません。

ILOM を使用する各サーバプラットフォームには、電圧や温度、およびその他の保守
に関連するシステム属性を測定する、IPMI に準拠したセンサーが多数装備されていま
す。ILOM はこれらのセンサーを自動的にポーリングし、しきい値を超えるとイベン
トを ILOM イベントログに記録します。また、ILOM は警告メッセージを生成して、
IP アドレスで指定した 1 つ以上の警告の宛先に送信します。指定した警告の宛先は、
IPMI PET メッセージの受信をサポートしている必要があります。警告の宛先が IPMI 
PET メッセージをサポートしていない場合、警告の受信者は警告メッセージを復号化
できません。

IPMI PET 警告を設定する場合は、警告レベルも指定する必要があります。この警告
レベルは、警告の受信者がもっとも関心のあるメッセージのみを受信できるように、
警告メッセージをフィルタリングします。ILOM には 5 つの警告レベルがあり、もっ
とも低いレベルの警告はマイナーです。

■ マイナー － 情報イベント、上限および下限の非クリティカルイベント、上限およ
び下限のクリティカルイベント、上限および下限の回復不可能イベントに関する
警告を生成します。

■ メジャー － 上限および下限の非クリティカルイベント、上限および下限のクリ
ティカルイベント、上限および下限の回復不可能イベントに関する警告を生成し
ます。

■ クリティカル － 上限および下限のクリティカルイベントと上限および下限の回復
不可能イベントに関する警告を生成します。

■ 停止 － 上限の回復不可能イベントと下限の回復不可能イベントのみに関する警告を
生成します。

■ 無効 － 警告を無効にします。ILOM は警告メッセージを生成しません。

警告ルールの変更、警告ルールの無効化、テスト警告の生成など、警告ルール設定の
管理については、148 ページの「ILOM Web インタフェースを使用した警告ルール設
定の管理」および 152 ページの「ILOM CLI を使用した警告ルール設定の管理」を参
照してください。

警告ルール設定を管理するための ILOM CLI コマンドについては、153 ページの「警告
ルール設定を管理するための CLI コマンド」を参照してください。
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IPMItool の例
IPMItool の使用方法の例を次に示します。この例では、ILOM の IP アドレスは 
10.8.136.165 です。インタフェースは、Solaris システムでは bmc、lan、または 
lanplus、Linux システムでは open、Windows システムでは ms になります。
Microsoft Windows システムで ipmitool コマンドを使用する場合、拡張子 .exe を 
ipmitool コマンドに追加する必要があります (ipmitool.exe)。コマンドはすべて
のプラットフォームに共通です。ただし、出力 (センサー名、値、しきい値など) はプ
ラットフォーム固有です。

▼ センサーとその値の一覧を表示する

注 – 上記の出力は、省略されています。実際の出力では 163 個のセンサーが表示さ
れます。

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -I lanplus -U root -P changeme sdr list
/SYS/T_AMB       | 24 degrees C        | ok
/RFM0/FAN1_SPEED | 7110 RPM          | ok
/RFM0/FAN2_SPEED | 5880 RPM          | ok
/RFM1/FAN1_SPEED | 5880 RPM          | ok
/RFM1/FAN2_SPEED | 6360 RPM          | ok
/RFM2/FAN1_SPEED | 5610 RPM          | ok
/RFM2/FAN2_SPEED | 6510 RPM          | ok
/RFM3/FAN1_SPEED | 6000 RPM          | ok
/RFM3/FAN2_SPEED | 7110 RPM          | ok
/RFM4/FAN1_SPEED | 6360 RPM          | ok
/RFM4/FAN2_SPEED | 5610 RPM          | ok
/RFM5/FAN1_SPEED | 5640 RPM          | ok
/RFM5/FAN2_SPEED | 6510 RPM          | ok
/RFM6/FAN1_SPEED | 6180 RPM          | ok
/RFM6/FAN2_SPEED | 6000 RPM          | ok
/RFM7/FAN1_SPEED | 6330 RPM          | ok
/RFM7/FAN2_SPEED | 6330 RPM          | ok
/RFM8/FAN1_SPEED | 6510 RPM          | ok
/RFM8/FAN2_SPEED | 5610 RPM          | ok
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▼ 1 つのセンサーの詳細を表示する

▼ ホストの電源を入れる

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -v -I lanplus -U root -P changeme chassis 
power on

▼ ホストの電源を切る

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -v -I lanplus -U root -P changeme chassis 
power off

▼ ホストの電源を再投入する

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -v -I lanplus -U root -P changeme chassis 
power cycle

▼ ホストを正常に停止する

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -v -I lanplus -U root -P changeme chassis 
power soft

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -v -I lanplus -U root -P changeme sensor get 
/SYS/T_AMB
Locating sensor record...
Sensor ID              : /SYS/T_AMB (0x8)
 Entity ID             : 41.0
 Sensor Type (Analog)  : Temperature
 Sensor Reading        : 24 (+/- 0) degrees C
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : 0.000
 Lower Critical        : 4.000
 Lower Non-Critical    : 10.000
 Upper Non-Critical    : 35.000
 Upper Critical        : 40.000
 Upper Non-Recoverable : 45.000
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- lnr- unc+ ucr+ unr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- lnr- unc+ ucr+ unr+
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▼ FRU の製造情報を表示する

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -v -I lanplus -U root -P changeme fru print
FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)
 Board Product         : ASSY,ANDY,4SKT_PCI-E,BLADE
 Board Serial          : 0000000-7001
 Board Part Number     : 501-7738-01
 Board Extra           : AXX_RevE_Blade
 Product Manufacturer  : SUN MICROSYSTEMS
 Product Name          : ILOM
 
FRU Device Description : /SYS (ID 4)
 Chassis Type          : Rack Mount Chassis
 Chassis Part Number   : 541-0251-05
 Chassis Serial        : 00:03:BA:CD:59:6F
 Board Product         : ASSY,ANDY,4SKT_PCI-E,BLADE
 Board Serial          : 0000000-7001
 Board Part Number     : 501-7738-01
 Board Extra           : AXX_RevE_Blade
 Product Manufacturer  : SUN MICROSYSTEMS
 Product Name          : SUN BLADE X8400 SERVER MODULE
 Product Part Number   : 602-0000-00
 Product Serial        : 0000000000
 Product Extra         : 080020ffffffffffffff0003baf15c5a
 
FRU Device Description : /P0 (ID 5)
 Product Manufacturer  : ADVANCED MICRO DEVICES
 Product Part Number   : 0F21
 Product Version       : 2
 
FRU Device Description : /P0/D0 (ID 6)
 Product Manufacturer  : MICRON TECHNOLOGY
 Product Name          : 1024MB DDR 400 (PC3200) ECC
 Product Part Number   : 18VDDF12872Y-40BD3
 Product Version       : 0300
 Product Serial        : D50209DA
 Product Extra         : 0190
 Product Extra         : 0400
 
FRU Device Description : /P0/D1 (ID 7)
 Product Manufacturer  : MICRON TECHNOLOGY
 Product Name          : 1024MB DDR 400 (PC3200) ECC
 Product Part Number   : 18VDDF12872Y-40BD3
 Product Version       : 0300
 Product Serial        : D50209DE
 Product Extra         : 0190
 Product Extra         : 0400
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▼ IPMI システムイベントログを表示する

$ ipmitool -H 10.8.136.165 -I lanplus -U root -P changeme sel list
 100 | Pre-Init Time-stamp   | Power Unit #0x78 | State Deasserted
 200 | Pre-Init Time-stamp   | Power Supply #0xa2 | Predictive Failure Asserted
 300 | Pre-Init Time-stamp   | Power Supply #0xba | Predictive Failure Asserted
 400 | Pre-Init Time-stamp   | Power Supply #0xc0 | Predictive Failure Asserted
 500 | Pre-Init Time-stamp   | Power Supply #0xb4 | Predictive Failure Asserted
 600 | 04/05/2007 | 12:03:24 | Power Supply #0xa3 | Predictive Failure Deasserted
 700 | 04/05/2007 | 12:03:25 | Power Supply #0xaa | Predictive Failure Deasserted
 800 | 04/05/2007 | 12:03:25 | Power Supply #0xbc | Predictive Failure Deasserted
 900 | 04/05/2007 | 12:03:26 | Power Supply #0xa2 | Predictive Failure Asserted
 a00 | 04/05/2007 | 12:03:26 | Power Supply #0xa8 | Predictive Failure Deasserted
 b00 | 04/05/2007 | 12:03:26 | Power Supply #0xb6 | Predictive Failure Deasserted
 c00 | 04/05/2007 | 12:03:26 | Power Supply #0xbb | Predictive Failure Deasserted
 d00 | 04/05/2007 | 12:03:26 | Power Supply #0xc2 | Predictive Failure Deasserted
 e00 | 04/05/2007 | 12:03:27 | Power Supply #0xb0 | Predictive Failure Deasserted
 f00 | 04/05/2007 | 12:03:27 | Power Supply #0xb5 | Predictive Failure Deasserted
1000 | 04/05/2007 | 12:03:27 | Power Supply #0xba | Predictive Failure Asserted
1100 | 04/05/2007 | 12:03:27 | Power Supply #0xc0 | Predictive Failure Asserted
1200 | 04/05/2007 | 12:03:28 | Power Supply #0xa9 | Predictive Failure Deasserted
1300 | 04/05/2007 | 12:03:28 | Power Supply #0xae | Predictive Failure Deasserted
1400 | 04/05/2007 | 12:03:28 | Power Supply #0xb4 | Predictive Failure Asserted
1500 | 04/05/2007 | 12:03:28 | Power Supply #0xbe | Predictive Failure Deasserted
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第 10 章

SNMP

ILOM は、簡易ネットワーク管理プロトコル (Simple Network Management 
Protocol、SNMP) をサポートしています。SNMP は、ネットワークアクティビ
ティーに関するデータの交換に使用されます。SNMP は、業界標準のオープンなプ
ロトコルです。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 186 ページの「SNMP の概要」

■ 187 ページの「SNMP の仕組み」

■ 188 ページの「SNMP 管理情報ベースファイル」

■ 189 ページの「警告と SNMP トラップ」

■ 189 ページの「CLI を使用した SNMP ユーザーの管理」

■ 190 ページの「CLI を使用して SNMP ユーザーアカウントを追加する」

■ 190 ページの「CLI を使用して SNMP ユーザーアカウントを編集する」

■ 190 ページの「CLI を使用して SNMP ユーザーアカウントを削除する」

■ 190 ページの「CLI を使用して SNMP コミュニティーを追加または編集する」

■ 191 ページの「CLI を使用して SNMP コミュニティーを削除する」

■ 192 ページの「CLI を使用して SNMP トラップの宛先を設定する」

■ 193 ページの「Web インタフェースを使用した SNMP ユーザーの管理」

■ 193 ページの「Web インタフェースを使用して SNMP の設定を行う」

■ 194 ページの「Web インタフェースを使用して SNMP ユーザーアカウントを追
加または編集する」

■ 196 ページの「Web インタフェースを使用して SNMP ユーザーアカウントを削
除する」

■ 196 ページの「Web インタフェースを使用して SNMP コミュニティーを追加ま
たは編集する」

■ 197 ページの「Web インタフェースを使用して SNMP コミュニティーを削除
する」

■ 198 ページの「Web インタフェースを使用して SNMP トラップの宛先を設定
する」
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■ 198 ページの「SNMP の例」

■ 199 ページの「SNMP の設定を表示および構成する」

■ 201 ページの「snmpget または snmpwalk net-snmp コマンドを使用して
情報を取得する」

■ 201 ページの「snmpset を使用して情報を設定する」

■ 202 ページの「snmptrapd を使用してトラップを受信する」

注 – この章の構文例では、/SP/ で始まるターゲットを使用しますが、使用している
サーバプラットフォームによっては、/CMM/ で始まるターゲットに置き換わる場合
があります。サブターゲットは、ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォーム
で共通です。

SNMP の概要
SNMP は、ネットワークおよびネットワークに接続されたデバイスまたはノードの管
理を可能にするオープンな技術です。SNMP を使用して、管理対象デバイス (ノード) 
とネットワーク管理ステーションとの間でデータがやりとりされます。管理対象デバ
イスには、ホストやルーター、Web サーバ、またはネットワーク上のその他のサーバ
などの、SNMP が動作しているいずれのデバイスも含まれます。SNMP メッセージ
は、ユーザーデータグラムプロトコル (User Datagram Protocol、UDP) を使用して IP 
経由で送信されます。SNMP をサポートする管理アプリケーションならサーバを管理
できます。

ILOM は、SNMP のバージョン 1、2c、および 3 をサポートしています。SNMP v3 
は、SNMP v1 や v2c に比べセキュリティー、認証機能、およびプライバシー機能が
強化されているため、SNMP v3 の使用を強くお勧めします。

SNMP はオペレーティングシステムではなくプロトコルであるため、SNMP メッ
セージを使用するにはアプリケーションが必要です。使用している SNMP 管理ソフ
トウェアがこの機能を提供している場合があります。net-SNMP などのオープンソー
スツールも使用できます。net-SNMP は、次の URL からダウンロードできます。

http://net-snmp.sourceforge.net/ 
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管理ステーションおよびエージェントはどちらも SNMP メッセージを使用してやり
とりを行います。管理ステーションは、情報の送受信が可能です。エージェントは要
求に応答し、トラップの形式で未承諾メッセージを送信できます。管理ステーション
およびエージェントは、次の機能を使用します。

■ Get (取得) 

■ GetNext (次を取得) 

■ GetResponse (応答を取得) 

■ Set (設定) 

■ Trap (トラップ) 

SNMP の仕組み
SNMP の機能には、次の 2 つのコンポーネントが必要です。

■ ネットワーク管理ステーション － ネットワーク管理ステーションは、管理対象
ノードを監視および制御する管理アプリケーションのホストになります。

■ 管理対象ノード － 管理対象ノードは、SNMP 管理エージェントをホストする、
サーバ、ルーター、ハブなどのデバイスで、ILOM を実行している SP などの管理
ステーションからの要求を実行します。

管理ステーションは、適切な情報を得るために、クエリーを使用して管理エージェン
トをポーリングして監視します。管理対象ノードは、トラップという形式で、状態が
未承諾の情報を管理ステーションに提供することもできます。SNMP は、管理ス
テーションとエージェントの間で管理情報をやりとりするために使用されるプロトコ
ルです。

SNMP エージェントはサーバプラットフォームにプリインストールされており、ILOM 
で実行されるため、すべての SNMP 管理は ILOM から行われます。この機能を使用す
るには、使用しているオペレーティングシステムに SNMP クライアントアプリケー
ションが必要です。
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SNMP 管理情報ベースファイル 
SNMP 実装の基本コンポーネントは、管理情報ベース (Management Information 
Base、MIB) です。MIB は、管理対象ノードが使用できる情報と保存されている場
所を記述するテキストファイルです。ツリーに似た階層システムによって、ネット
ワークのリソースに関する情報が分類されます。MIB は、SNMP エージェントがア
クセス可能な変数を定義しています。管理ステーションが管理ノードからの情報を
要求すると、そのエージェントは、そのリクエストを受信し、MIB から該当する情
報を取得します。MIB によって、サーバのネットワーク設定や状態、統計データに
アクセスできる。

ILOM では次の SNMP MIB が使用されます。

■ SNMPv2 MIB (RFC1907) のシステムグループと SNMP グループ

■ SNMP-FRAMEWORK-MIB (RFC2271.txt)

■ SNMP-USER-BASED-MIB (RFC 2574)

■ SNMP-MPD-MIB (RFC2572) 

■ ENTITY-MIB (RFC 2737) の entPhysicalTable
■ SUN-PLATFORM-MIB

この MIB は、すべてのセンサーやインジケータとその状態など、サーバおよび
シャーシハードウェアのインベントリを表します。

■ SUN-ILOM-CONTROL-MIB

この MIB は、ユーザーやアクセスの管理、警告など、SP または CMM の設定を
表します。

■ SUN-HW-TRAP-MIB 

この MIB は、SP または CMM が生成する可能性のあるハードウェア関連のト
ラップを表します。

■ SUN-ILOM-PET-MIB 

この MIB は、SP が生成する可能性のある IPMI Platform Event Trap (PET) を
表します。PET に関する情報は、145 ページの「警告管理について」を参照して
ください。
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警告と SNMP トラップ
ILOM を使用して、最大 15 個の警告ルールを設定できます。ILOM で設定する警告ルー
ルごとに、警告の種類に応じて、警告に関する 3 つ以上のプロパティーを定義します。
警告の種類には、メッセージ形式と警告メッセージの送受信方法を定義します。ILOM 
は、IPMI PET 警告、電子メール通知警告、SNMP トラップの 3 つの警告の種類をサ
ポートしています。

ILOM は、ユーザー指定の IP アドレスへの SNMP トラップ警告の生成をサポートし
ています。指定するすべての宛先が、SNMP トラップメッセージの受信をサポート
している必要があります。

ILOM には、SNMP 管理アプリケーションに SNMP トラップを配信する SNMP エー
ジェントがプリインストールされています。

この機能を使用するには、次の処理を実行します。

■ プラットフォーム固有の MIB を SNMP ディレクトリに統合して保存します。

■ 管理ステーションにサーバについて通知します。

■ 管理ステーションに SNMP トラップを送信するように ILOM を設定します。

デフォルトでは、トラップの宛先は設定されていません。デフォルトでは、エージェン
トはポート 161 で SNMP 要求を待機し、ポート 162 にトラップを送信します。ただし、
SNMP トラップの宛先ポートは任意の有効なポートに設定できます。

CLI を使用した SNMP ユーザーの管理
ILOM コマンド行インタフェース (Command-Line Lnterface、CLL) を使用して、SNMP 
ユーザーアカウントおよびコミュニティーを追加、削除、または設定できます。

注 – ILOM CLI で作業する場合にセット要求が無効になっていると、すべての 
SNMP オブジェクトは読み取り専用になります。
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▼ CLI を使用して SNMP ユーザーアカウントを追
加する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. SNMP v3 読み取り専用ユーザーアカウントを追加するには、次のコマンドを入力
します。

-> create /SP/services/snmp/users/username authenticationpassword=
password

▼ CLI を使用して SNMP ユーザーアカウントを編
集する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. SNMP v3 のユーザーアカウントを編集するには、次のコマンドを入力します。

-> edit /SP/services/snmp/users/username authenticationpassword=
password

注 – SNMP ユーザーのパラメータを変更するときは、パスワードを変更しない場合
でも authenticationpassword に値を指定してください。

▼ CLI を使用して SNMP ユーザーアカウントを削
除する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. SNMP v3 のユーザーアカウントを削除するには、次のコマンドを入力します。

-> delete /SP/services/snmp/users/username

▼ CLI を使用して SNMP コミュニティーを追加ま
たは編集する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. SNMP v1 または v2c のコミュニティーを追加するには、次のコマンドを入力し
ます。

-> create /SP/services/snmp/communities/communityname
190 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



▼ CLI を使用して SNMP コミュニティーを削除する

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. SNMP v1 または v2c のコミュニティーを削除するには、次のコマンドを入力し
ます。

-> delete /SP/services/snmp/communities/communityname

ターゲット、プロパティー、および値

次の表に、SNMP ユーザーアカウントで有効なターゲット、プロパティー、および
値を示します。

たとえば、ユーザー a1 の privacyprotocol を DES に変更するには、次のように
入力します。

-> set /SP/services/snmp/users/al privacyprotocol=DES 
privacypassword=password authenticationprotocol=SHA 
authenticationpassword=password

表 10-1 SNMP ユーザーアカウントのターゲット、プロパティー、および値

ターゲット プロパティー 値 デフォルト

/SP/services/snmp/
communities/
communityname

permissions ro|rw ro

/SP/services/snmp/users/
username

authenticationprotocol

authenticationpassword*

permissions

privacyprotocol

privacypassword*

MD5|SHA

<string>
ro|rw

none|DES

<string>

MD5

(空文字列)
ro

none

(空文字列)

/SP/services/snmp engineid = none

port = 161

sets = enabled

v1 = disabled

v2c = disabled

v3 = disabled

<string>
<integer>
enabled|disabled

enabled|disabled

enabled|disabled

enabled|disabled

(空文字列)
161

disabled

disabled

disabled

enabled

 * privacyprotocol プロパティーに none 以外の値が指定されている場合は、privacypassword を設定して
ください。
ユーザーを作成または修正する場合には、authenticationpassword を指定します (SNMP v3 のみ)。
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次のように入力しただけでは、変更は有効になりません。

-> set /SP/services/snmp/users/al privacyprotocol=DES

注 – SNMP ユーザーの権限は、プライバシープロパティーまたは認証プロパティーを
再設定することなく変更できます。

▼ CLI を使用して SNMP トラップの宛先を設定する
SNMP トラップを送信する宛先を設定するには、次の手順に従います。

1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. show コマンドを入力して、警告ルールの現在の設定を表示します。

たとえば、次のように入力します。

3. /SP/alertmgmt/rules/snmp ディレクトリに移動します。次のように入力し
ます。

-> cd /SP/alertmgmt/rules/snmp

4. SNMP トラップの宛先を設定するルールをターゲット 1 - 15 の中から選択し、そ
のディレクトリに移動します。

たとえば、次のように入力します。

-> cd 4

5. そのルールのディレクトリ内で set コマンドを実行し、ルールのプロパティーを
変更します。

たとえば、次のように入力します。

-> set type=snmptrap level=critical destination=IPaddress 
destination_port=0 snmp_version=2c community_or_username=
public

-> show /SP/alertmgmt/rules/1
/SP/alertmgmt/rules/1

Targets:
Properties:

community_or_username = public
destination = 0.0.0.0
destination_port = 0
level = disable
snmp_version = 1
type = snmptrap

Commands:
cd
set
show
192 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



Web インタフェースを使用した SNMP 
ユーザーの管理
この節では、ILOM Web インタフェースを使用して SNMP ユーザーおよびコミュニ
ティーを管理する方法について説明します。

▼ Web インタフェースを使用して SNMP の設定を
行う

SNMP の設定を行うには、次の手順に従います。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

管理者権限で ILOM にログインした場合にのみ、SNMP の設定を変更できます。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SNMP」の順に選択し
ます。

「SNMP Settings」ページが表示されます。

図 10-1 「SNMP Settings」ページ

3. 「Port」テキストフィールドにポート番号を入力します。
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4. 「Set Requests」チェックボックスを選択またはクリアして、「Set Requests」
オプションを有効または無効にします。

「Set Requests」が無効になっていると、すべての SNMP オブジェクトが読み取
り専用になります。

5. チェックボックスを選択して、SNMP v1、v2c、または v3 を有効にします。

SNMP v3 がデフォルトで有効になっています。v1、v2c、および v3 のプロトコ
ルバージョンは有効にしたり無効にしたりできます。

6. 「Save」をクリックします。

注 – 図 10-2 に示すように、ページの下部で、SNMP コミュニティーまたは SNMP 
ユーザーを追加、編集、または削除することもできます。

図 10-2 SNMP コミュニティーおよびユーザー

▼ Web インタフェースを使用して SNMP ユーザー
アカウントを追加または編集する

SNMP v3 ユーザーアカウントを追加または編集するには、次の手順に従います。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

管理者権限で ILOM にログインした場合にのみ、SNMP ユーザーアカウントを追
加できます。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SNMP」の順に選択し
ます。

「SNMP Settings」ページが表示されます。

3. 「Users」リンクをクリックするか、「SNMP Users」リストを下にスクロールし
ます。
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4. 「SNMP Users」リストの下の「Add」または「Edit」をクリックします。

図 10-3 に示すように、「Add」ダイアログボックスまたは「Edit」ダイアログ
ボックスが表示されます。

図 10-3 「Add SNMP User」ダイアログ

5. 「User Name」テキストフィールドに、ユーザー名を入力します。

ユーザー名は最大 35 文字まで入力できます。英字で始めてください。空白文字は
使用できません。

6. 「Authentication Protocol」ドロップダウンリストで、「MD5 (Message Digest 5)」
または「SHA (Secure Hash Algorithm)」のいずれかを選択します。

7. 「Authentication Password」テキストフィールドにパスワードを入力します。

認証パスワードは 8 文字以上 16 文字以下にしてください。コロンまたは空白文字
は使用できません。大文字と小文字は区別されます。

8. 「Confirm Password」テキストフィールドに認証パスワードを再入力します。

9. 「Permissions」ドロップダウンリストで、「ro (読み取り専用)」または「rw (読み
取りと書き込み)」を選択します。
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10. 「Privacy Protocol」ドロップダウンリストで、「DES」または「None」を選択
します。

11. 「Privacy Password」テキストフィールドにパスワードを入力します。

プライバシーパスワードは 8 文字以上 16 文字以下にしてください。コロンまたは
空白文字は使用できません。大文字と小文字は区別されます。

12. 「Confirm Password」テキストフィールドにパスワードを再入力します。

13. 「Save」をクリックします。

▼ Web インタフェースを使用して SNMP ユーザー
アカウントを削除する
SNMP v3 ユーザーアカウントを削除するには、次の手順に従います。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

管理者権限でアカウントにログインした場合にのみ、SNMP の設定を変更できます。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SNMP」の順に選択し
ます。

「SNMP Settings」ページが表示されます。

3. 「Users」リンクをクリックするか、「SNMP Users」リストを下にスクロールし
ます。

4. 削除する SNMP ユーザーアカウントのラジオボタンを選択します。

5. 「SNMP Users」リストの下の「Delete」をクリックします。

確認のダイアログボックスが開きます。

6. 「OK」をクリックすると、ユーザーアカウントが削除されます。

▼ Web インタフェースを使用して SNMP コミュニ
ティーを追加または編集する
SNMP v1 または v2c のコミュニティーを追加または編集するには、次の手順に従い
ます。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

管理者権限でアカウントにログインした場合にのみ、SNMP コミュニティーを追
加または編集できます。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SNMP」の順に選択し
ます。

「SNMP Settings」ページが表示されます。
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3. 「Communities」リンクをクリックするか、「Communities」リストを下にスク
ロールします。

4. 「SNMP Communities」リストの「Add」または「Edit」ボタンをクリックします。

「Add」または「Edit」ダイアログボックスが表示されます。

5. 「Community Name」フィールドにコミュニティーの名前を入力します。

コミュニティー名は最大 35 文字まで入力できます。英字で始めてください。空白
文字は使用できません。

6. 「Permissions」ドロップダウンリストで、「ro (読み取り専用)」または「rw (読み取
りと書き込み)」を選択します。

7. 「Save」をクリックします。

▼ Web インタフェースを使用して SNMP コミュニ
ティーを削除する 
SNMP v1 または v2c のコミュニティーを削除するには、次の手順に従います。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

管理者権限でアカウントにログインした場合にのみ、SNMP コミュニティーを削
除できます。

2. 「Configuration」-->「System Management Access」-->「SNMP」の順に選択し
ます。

「SNMP Settings」ページが表示されます。

3. 「Communities」リンクをクリックするか、「Communities」リストを下にスク
ロールします。

4. 削除する SNMP コミュニティーのラジオボタンを選択します。

5. 「Delete」をクリックします。

確認のダイアログボックスが表示されます。

6. 「OK」をクリックすると、SNMP コミュニティーが削除されます。
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▼ Web インタフェースを使用して SNMP トラップ
の宛先を設定する

SNMP トラップを送信する宛先を設定するには、次の手順に従います。

1. 管理者として ILOM にログインし、Web インタフェースを開きます。

管理者権限でアカウントにログインした場合にのみ、SNMP トラップの宛先を設
定できます。

2. 「Configuration」-->「Alert Management」を選択します。

「Alert Settings」ページが表示されます。このページには、設定済みの警告の表
が表示されます。

3. 警告を変更するには、警告のラジオボタンを選択します。

4. 「Actions」ドロップダウンリストから、「Edit」を選択します。

「Create or Modify Alert」ダイアログが表示されます。

5. ダイアログで、ドロップダウンリストから警告のレベルを選択します。

6. 「Type」ドロップダウンリストで、「SNMP Trap」を選択します。

7. SNMP トラップの宛先の IP アドレス、宛先ポート (「Autoselect」を選択すると、
宛先ポートはデフォルトのポート 162 に設定されます)、SNMP のバージョン、ま
たはコミュニティーかユーザー名を指定します。

8. 「Save」をクリックして変更を有効にします。

SNMP の例
この節では、net-snmp を使用して ILOM SP の SNMP エージェントに問い合わせを
行うさまざまな例を示します。

最初に、使用している管理ステーションのオペレーティングシステムで動作する 
net-snmp の最新バージョン (version 5.2.1 以降) を次の URL からダウンロードして
インストールします。

http://net-snmp.sourceforge.net/ 
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net-snmp によって、ILOM がサポートする標準の MIB (SNMPv2-MIB、SNMP-
FRAMEWORK-MIB、および ENTITY-MIB) がすべてインストールされます。SUN-
PLATFORM-MIB.mib、SUN-ILOM-CONTROL-MIB.mib、SUN-HW-TRAP-MIB.mib 
および SUN-ILOM-PET-MIB.mib ファイルをダウンロードして、net-snmp ツールが 
MIB を読み込むディレクトリにこれらのファイルを配置してください。追加情報
は、次の URL を参照してください。

http://net-snmp.sourceforge.net/wiki/index.php/
TUT:Using_and_loading_MIBS

SNMP に関する追加情報は、次の URL を参照してください。

■ http://www.snmplink.org/

■ http://www.snmplink.org/Tools.html

▼ SNMP の設定を表示および構成する

前の節で説明したように SP または CMM を設定してから、次の手順に従って SNMP 
の設定を表示および構成します。

1. 次のように入力して、/SP/services/snmp ディレクトリに移動します。

-> cd /SP/services/snmp

2. そのディレクトリ内で show コマンドを実行し、SNMP の設定を表示します。

-> show
/SP/services/snmp
Targets:

communities
users

Properties:
engineid = none
port = 161
sets = disabled
v1 = disabled
v2c = disabled
v3 = enabled 

Commands: 
cd
set
show
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3. SNMP の設定を行います。

たとえば、次のように入力します。

■ v2c を enabled に設定するには、次のように入力します。

-> set v2c=enabled

■ sets を enabled に設定するには、次のように入力します。

-> set sets=enabled

4. 次のように入力して、コミュニティーを表示します。

-> show communities 

5. 次のように入力して、public コミュニティーを表示します。

-> show communities/public 

6. 次のように入力して、読み取りおよび書き込み権限を持つ private コミュニティーを
作成します。

-> create communities/private permission=rw

-> show communities
/SP/services/snmp/communities
Targets:

public
Properties:
Commands:

cd
create
delete
show

-> show communities/public
/SP/services/snmp/communities/public
Targets:
Properties:

permission = ro
Commands:

cd
set
show 
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▼ snmpget または snmpwalk net-snmp コマンドを
使用して情報を取得する

1. snmpget コマンドを入力して、特定の情報を取得します。

たとえば、次のように入力します。

2. snmpwalk コマンドを入力して、ディスクリートコンポーネントに関する情報を
取得します。

たとえば、次のように入力します。

▼ snmpset を使用して情報を設定する

● デバイスの場所を変更するには、snmpset コマンドを入力します。

たとえば、次のように入力します。

$ snmpset -v 2c -c private -m ALL <sp_ip> sysLocation.0 s "<location>"

たとえば、次のように入力します。

SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:ILOM Dev Lab

$ snmpget -v 2c -c public -m ALL <sp_ip> sysObjectID.0 sysUpTime.0 sysLocation.0
        SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 =
        OID:SUN-FIRE-SMI-MIB::sunBladeX8400ServerModule
        SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (17523) 0:02:55.23
        SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:

$ snmpwalk -v 2c -c public -m ALL <sp_ip> entPhysicalName
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.1 = STRING: /SYS
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.2 = STRING: /SYS/OK2RM
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.3 = STRING: /SYS/SERVICE
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.4 = STRING: /SYS/OK
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.5 = STRING: /SYS/LOCATE
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.6 = STRING: /SYS/LOCATE_BTN
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.7 = STRING: /SYS/POWER_BTN
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.8 = STRING: /SYS/T_AMB
        ENTITY-MIB::entPhysicalName.9 = STRING: /SYS/P0
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▼ snmptrapd を使用してトラップを受信する

● トラップ情報を受信するには、snmptrapd コマンドを入力します。

たとえば、次のように入力します。

$ /usr/sbin/snmptrapd -m ALL -f -Lo
SNMP trap example:
        2007-05-21 08:46:41 ban3c9sp4 [10.8.136.94]:
        SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (1418) 0:00:14.18
        SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID:
        SUN-HW-TRAP-MIB::sunHwTrapPowerSupplyError
        SUN-HW-TRAP-MIB::sunHwTrapSystemIdentifier.0 = STRING:
        SUN-HW-TRAP-MIB::sunHwTrapChassisId.0 = STRING:
        ban6c4::0000000000 SUN-HW-TRAP-MIB::sunHwTrapProductName.0
        = STRING:   SUN-HW-TRAP-MIB::sunHwTrapComponentName.0 =
        STRING: /PS3/FAN_ERR
        SUN-HW-TRAP-MIB::sunHwTrapAdditionalInfo.0 = STRING: Predictive
        Failure Asserted    SUN-HW-TRAP-MIB::sunHwTrapAssocObjectId.0 =
        OID: SNMPv2-SMI::zeroDotZero
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第 11 章

ILOM ファームウェアの更新

ILOM ファームウェアの更新プロセスでは、新しい ILOM ファームウェアをインス
トールしたり、使用しているプラットフォーム用のその他のモジュール (x64 用の 
BIOS、OpenBoot PROM、SPARC 用の Hypervisor ソフトウェアなど) を更新するこ
とができます。

この章には、次のセクションが含まれています。

■ 204 ページの「ファームウェアの更新プロセス」

■ 204 ページの「ILOM ファームウェアの更新の概要」

■ 205 ページの「CLI を使用して ILOM バージョン情報を表示する」

■ 206 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM バージョン情報を表
示する」

■ 207 ページの「新しいファームウェアのダウンロード」

■ 207 ページの「CLI を使用して ILOM ファームウェアを更新する」

■ 208 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM ファームウェアを更
新する」

■ 210 ページの「ILOM SP のリセット」

■ 211 ページの「CLI を使用して SP を出荷時のデフォルトにリセットする」

■ 212 ページの「Web インタフェースを使用して SP を出荷時のデフォルトにリ
セットする」
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ファームウェアの更新プロセス
ファームウェアを更新するときは、次の注意点やガイドラインを確認してください。

注意 – 処理を進める前に、ホストのオペレーティングシステムを停止してくださ
い。ILOM は、OS の正常な停止を試みます。正常に停止できない場合は、ILOM が
強制的に停止するため、ファイルシステムが破損する場合があります。

注意 – ILOM は、特別なモードに入って、新しいファームウェアをロードします。
ILOM では、ファームウェアのアップグレードが完了して ILOM がリセットされる
まで、他のタスクを実行できません。更新を正しく行うには、フラッシュ更新プロセ
ス中に ILOM 設定を変更したり、ほかの ILOM Web、CLI、SNMP、または IPMI の
インタフェースを使用しようとしないでください。ILOM 設定の変更は、更新が成功
するまで待ってから行ってください。

■ ファームウェアの更新プロセスの完了には、5 - 10 分かかります。この間、ILOM 
ではほかの作業を行わないようにしてください。

■ ファームウェアファイルのアップロード中にネットワークで障害が発生すると、
タイムアウトになります。この場合、ILOM は現在 インストールされているバー
ジョンの ILOM ファームウェアで再起動されます。

■ 新しいファームウェアリリースへ更新するときに、設定保持オプションが有効な
場合、既存の設定が ILOM に保存され、更新プロセスが完了すると、設定が復元
されます。

ILOM ファームウェアの更新の概要

1. ILOM バージョン情報を表示します。

2. 新しいファームウェアイメージをダウンロードします。

3. CLI で更新する場合は TFTP サーバに、Web インタフェースで更新する場合は
ローカルファイルシステムに、イメージをコピーします。

4. 管理者権限を持つ任意のユーザーでログインします。

5. CLI または Web インタフェースを使用するシステムで、各サービスプロセッサ 
(Service Processor、SP) またはシャーシ監視モジュール (Chassis Monitoring 
Module、CMM)、あるいはその両方のファームウェアを更新します。

6. ファームウェアの更新が完了すると、システムが自動的に再起動します。
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▼ CLI を使用して ILOM バージョン情報を表示する

ILOM バージョン情報は、次のいずれかの方法で表示できます。

■ Ethernet 管理ポート経由で CLI を使用する

■ シリアルポート経由で CLI を使用する

Ethernet 管理ポート経由で CLI を使用する

1. RJ-45 Ethernet ケーブルを NET MGT Ethernet ポートに接続します。

次のコマンドを使用して SSH 接続を確立します。

# ssh -l root sp_ip_address

sp_ip_address は、サーバのサービスプロセッサの IP アドレスです。

プロンプトが表示されたら、デフォルトのパスワードを入力します。

changeme

2. 正常にログインすると、SP にデフォルトのコマンドプロンプトが表示されます。

->

3. version コマンドを入力すると、次のような出力が返されます。

-> version

SP firmware version: 2.0

SP firmware build number: 10644

SP firmware date:Tue Sep 13 12:50:37 PDT 2007

SP filesystem version: 0.1.13

上記の出力には、ILOM (SP) ファームウェアのバージョンとビルド番号が表示されて
います。

シリアルポート経由で CLI を使用する

1. 端末デバイス、またはラップトップか PC で稼働しているターミナルエミュレー
ションソフトウェアを次のように設定します。

8N1: 8 データビット、パリティなし、1 ストップビット

9600 ボー

ハードウェアフロー制御 (CTS/RTS) の無効化

ソフトウェアのフローコントロール無効 (XON/XOFF)

2. 必要に応じて、ドングルケーブルをサーバモジュールに接続します。
 第 11 章  ILOM ファームウェアの更新 205



3. サーバモジュールドングルまたはサーバの背面パネル上にある RJ-45 SER MGT 
ポートと、端末デバイスまたは PC をシリアルケーブルで接続します。

4. 端末デバイス上で Enter を押して、端末デバイスとサーバの SP 間の接続を
確立します。

SP にログインプロンプトが表示されます。

SUNSP0003BA84D777 login:

0003BA84D777 は SP の Ethernet MAC アドレスです。このアドレスは各サーバ
によって異なります。

5. ILOM SP にログインして、デフォルトのユーザー名 (root) とデフォルトのパス
ワード (changeme) を入力します。

正常にログインすると、SP にデフォルトのコマンドプロンプトが表示されます。

->

6. version コマンドを入力すると、次のような出力が返されます。

-> version

SP firmware version: 2.0

SP firmware build number: 10644

SP firmware date:Tue Sep 13 12:50:37 PDT 2007

SP filesystem version: 0.1.13

上記の出力には、ILOM ファームウェアのバージョンとビルド番号が表示されてい
ます。

▼ Web インタフェースを使用して ILOM バージョン
情報を表示する

1. ILOM Web インタフェースにログインします。

2. 「System Information」-->「Version」を選択します。

現在のファームウェアのバージョン情報が表示されます。
206 Integrated Lights Out Manager 2.0 ユーザーズガイド • 2009 年 3 月



▼ 新しいファームウェアのダウンロード 
新しいファームウェアをダウンロードするには、次の手順に従います。

SPARC ベースのシステムに新しいファームウェアをダウン
ロードする

1. 次の場所に移動します。
http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/download/
firmware/

2. 使用しているサーバ用の最新のファームウェアアップデートを選択します。

3. ファームウェアの使用条件を確認してから、「Accept」をクリックします。

4. 「Download」をクリックして zip ファイルパッケージをダウンロードします。

5. zip パッケージを、使用しているネットワークからアクセス可能な TFTP サーバ
に保存します。

6. zip ファイルパッケージを解凍します。

7. 207 ページの「CLI を使用して ILOM ファームウェアを更新する」または 
208 ページの「Web インタフェースを使用して ILOM ファームウェアを更新
する」に進みます。

▼ CLI を使用して ILOM ファームウェアを更新する

1. Ethernet 管理ポート (205 ページの「Ethernet 管理ポート経由で CLI を使用す
る」を参照) またはシリアルポート (205 ページの「シリアルポート経由で CLI を
使用する」を参照) を経由して ILOM CLI にログインします。

2. ILOM CLI で、次のコマンドを使用します。

-> load -source tftp://tftpserver_ipaddress/ilom.firmware.xxx

tftpserver は更新を含む TFTP サーバであり、ilom.firmware.xxx は次のような
ファームウェアイメージファイルです。

ilom.X6220-2.0.3.2-r26980.ima

3. 指定したファイルをロードすることを確認するためのプロンプトで、「はい」の
場合は「y」、「いいえ」の場合は「n」を入力します。
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4. 設定の保存についてのプロンプトで、「はい」の場合は「y」、「いいえ」の場合
は「n」を入力します。

システムは、指定されたファームウェアファイルをロードしてから自動的に再起
動して、ファームウェアの更新を完了します。

たとえば、次のように入力します。

5. SSH 接続を使用して、ILOM サーバ SP または CMM に再接続します。

6. 正しいファームウェアバージョンがインストールされていることを確認します。
次のように入力します。

-> version

▼ Web インタフェースを使用して ILOM ファーム
ウェアを更新する

注 – ファームウェアのアップグレードプロセス中に利用できる、Web インタフェー
スの画面とオプションは、この手順で説明されている情報とは異なる場合がありま
す。プラットフォーム固有の情報については、使用しているプラットフォーム固有の 
ILOM 補足マニュアルを参照してください。

-> load -source tftp://xxx.xxx.xxx.xxx/ilom.filename.xxx

NOTE: A firmware upgrade will cause the server and ILOM to 
      be reset. It is recommended that a clean shutdown of
      the server be done prior to the upgrade procedure.
      An upgrade takes about 6 minutes to complete. ILOM
      will enter a special mode to load new firmware. No
      other tasks can be performed in ILOM until the
      firmware upgrade is complete and ILOM is reset.

Are you sure you want to load the specified file (y/n)? y
Do you want to preserve the configuration (y/n)? y
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preserving configuration. Please wait.
Done preserving configuration.

Firmware update is complete.
ILOM will now be restarted with the new firmware.
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1. ILOM Web インタフェースに管理者としてログインします。

2. 「Maintenance」-->「Firmware Upgrade」を選択します。

図 11-1 「Firmware Upgrade」ページ

3. 「Enter Upgrade Mode」をクリックします。

アップグレードモードにするかどうかを確認するダイアログボックスが表示され
ます。

4. 「OK」をクリックしてアップグレードモードに入るか、「Cancel」をクリックし
て処理を終了します。

ILOM は通常の操作を停止し、フラッシュアップグレードの準備をします。

5. 「Select Image File to Upload」フィールドに新しい ILOM フラッシュイメージ
ファイルのパスを入力するか、または「Browse」をクリックしてファームウェア
アップデートファイルを探して選択してください。

拡張子が .pkg または .ima であるファイルを使用できます。

6. 「Upload」をクリックするか、「Cancel」をクリックして処理を終了します。

選択したファイルがアップロードされ、使用している SP または CMM に適した
イメージアップデートであるかが確認されます。

この処理には、高速ネットワーク接続で約 1 分かかります。

「Verify Firmware Image」ページが表示されます。

7. 「Verify Firmware Image」ページで「OK」をクリックします。

8. 「Preserve Configuration」を選択して既存の ILOM 設定を保存します。設定を保
存しないと、設定はファームウェアのデフォルトで上書きされます。
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9. 「Start Upgrade」をクリックするか、「Cancel」をクリックしてプロセスを終了
します。

「Start Upgrade」をクリックすると、進捗状況画面でファームウェアイメージが
更新中であることが表示されます。更新の進捗状況が 100% に達すると、ファー
ムウェアの更新は完了です。

更新が完了すると、システムが自動的に再起動します。

10. SP または CMM、あるいはその両方の再起動が完了したら、ブラウザを使用して 
ILOM に再接続します。

注 – 更新の完了後、ILOM Web インタフェースが正しく再表示されないことがあり
ます。ILOM の Web ページが正しく表示されなかったり、この Web ページで情報が
欠落していたりエラーメッセージが表示されたりする場合は、更新前のバージョンの
キャッシュされているページが表示されている可能性があります。ブラウザのキャッ
シュをクリアしてブラウザを再表示してから、続行してください。

▼ ILOM SP のリセット

ILOM/BIOS ファームウェアを更新したら、ILOM SP をリセットする必要があります。

● ILOM SP は、次の方法でリセットします。

■ ILOM SP Web インタフェースから、「Maintenance」タブ、「Reset SP」タ
ブの順に移動し、「Reset SP」ボタンをクリックします。

図 11-2 「Reset Service Processor」ページ
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■ ILOM CLI で、次のコマンドを使用します。

reset /SP

■ IPMItool で、次のコマンドを使用します。

ipmitool -U root -P password -H SP-IP bmc reset cold

SP-IP の部分には、サービスプロセッサの IP アドレスを入れます。

■ ホストを停止して ILOM SP をリセットし、AC 電源コードを取り外してシス
テムに再接続します。

▼ CLI を使用して SP を出荷時のデフォルトにリ
セットする
1. ILOM CLI に管理者としてログインします。

2. 次のコマンドを入力します。

-> set reset_to_defaults=option

オプションは次のとおりです。

■ All － (x64 ベースシステムおよび SPARC ベースシステムの場合) 既存の 
ILOM 設定ファイルを消去する場合は、このオプションを選択します。ILOM 
が再起動すると、SP のファームウェアに含まれている設定ファイルが使用さ
れます。

■ Factory － (x64 ベースシステムの場合のみ) 既存の設定ファイルと内部ログ
ファイルを消去する場合は、このオプションを選択します。SP が再起動する
と、SP のファームウェアに含まれている設定ファイルが代わりに使用され、
ログファイルが消去されます。

■ None － (x64 ベースシステムおよび SPARC ベースシステムの場合) 以前実行
した要求を取り消す場合は、このオプションを選択します。以前実行したリ
セット操作を取り消すには、ILOM SP が再起動する前に、None オプションを
使用してリセット操作を開始する必要があります。
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▼ Web インタフェースを使用して SP を出荷時のデ
フォルトにリセットする

1. ILOM Web インタフェースに管理者としてログインします。

2. 「Maintenance」-->「Configuration Management」を選択します。

「Configuration Management」ページが表示されます。

3. 「Reset Defaults」ドロップダウンリストボックスで、次のいずれかのオプションを
選択します。

■ All － (x64 ベースシステムおよび SPARC ベースシステムの場合) 既存の 
ILOM 設定ファイルを消去する場合は、このオプションを選択します。ILOM 
が再起動すると、SP のファームウェアに含まれている設定ファイルが使用さ
れます。

■ Factory － (x64 ベースシステムの場合のみ) 既存の設定ファイルと内部ログ
ファイルを消去する場合は、このオプションを選択します。SP が再起動する
と、SP のファームウェアに含まれている設定ファイルが代わりに使用され、
ログファイルが消去されます。

■ None － (x64 ベースシステムおよび SPARC ベースシステムの場合) 以前実行
した要求を取り消す場合は、このオプションを選択します。以前実行したリ
セット操作を取り消すには、ILOM SP が再起動する前に、None オプションを
使用してリセット操作を開始する必要があります。

4. 「Reset Defaults」をクリックします。

SP 設定が出荷時の設定に復元されます。
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付録 A

ILOM コマンド行インタフェースの
リファレンス

この付録は、次の節で構成されています。

■ 213 ページの「CLI コマンドのクイックリファレンス」

■ 219 ページの「CLI コマンドリファレンス」

CLI コマンドのクイックリファレンス
この節では、使用しているサーバをコマンド行インタフェース (Command-Line 
Interface、CLI) から管理するために使用する一般的な ILOM コマンドについて説明
します。

注 – この章の構文例では、/SP/ で始まるターゲットを使用しますが、使用している
サーバプラットフォームによっては、/CMM/ で始まるターゲットに置き換わる場合
があります。サブターゲットは、ILOM を使用するすべてのサーバプラットフォーム
で共通です。

表 A-1 コマンド構文と使用法

内容 書体または記号 説明

ユーザーの入力 固定幅、太字 入力するテキスト。表示されているとおりに
入力します。

画面上の出力 固定幅、標準 コンピュータに表示されるテキスト。
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変数 斜体 選択する名前または値で置き換えます。

大括弧 [ ] 大括弧内のテキストは省略可能です。

縦棒 | 縦棒で区切られたテキストは、利用できる値を
表します。1 つだけ選択します。

表 A-2 一般的なコマンド

説明 コマンド

すべての有効なターゲットを表示します help targets

CLI からログアウトします exit

ILOM で実行中の ILOM のファームウェアバー
ジョンを表示します

version

クロック情報を表示します show /SP/clock

CLI コマンドすべてを表示します show /SP/cli/commands

アクティブな ILOM セッションを表示します show /SP/sessions

コマンドとターゲットについての情報を表示し
ます

help

特定のコマンドについての情報を表示します help create

ILOM と BIOS ファームウェアを更新します load -source tftp://newSPimage

ILOM のイベントログのリストを表示します show /SP/logs/event/list

表 A-3 ユーザーコマンド

説明 コマンド

ローカルユーザーを追加します create /SP/users/user1 password=password 
role=administrator|operator

ローカルユーザーを削除します delete /SP/users/user1

ローカルユーザーのプロパ
ティーを変更します

set /SP/users/user1 role=operator

表 A-1 コマンド構文と使用法 (続き)

内容 書体または記号 説明
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注 – /SP/serial/host をターゲットとした show コマンドおよび set コマンドは、
SPARC サーバではサポートされません。SPARC サーバには、物理コンソールではな
く仮想コンソールが実装されます。

すべてのローカルユーザーにつ
いての情報を表示します

show -display [targets|properties|all] 
-level all /SP/users

LDAP 設定についての情報を表
示します

show /SP/clients/ldap

LDAP 設定を変更します set /SP/clients/ldap binddn=proxyuser 
bindpw=proxyuserpassword 
defaultrole=administrator|operator

ipaddress=ipaddress

表 A-4 ネットワークとシリアルポートの設定コマンド

説明 コマンド

ネットワーク設定情報を表
示します

show /SP/network

ILOM のネットワークプロ
パティーを変更します。IP 
アドレスなどの特定のネッ
トワークプロパティーを変
更すると、アクティブセッ
ションが切断されます

set /SP/network pendingipaddress=ipaddress 
pendingipdiscovery=dchp|static 
pendingipgateway=ipgateway 
pendingipnetmask=ipnetmask 
commitpending=true

外部シリアルポートについ
ての情報を表示します

show /SP/serial/external

外部シリアルポート設定を
変更します

set /SP/serial/external pendingspeed=integer 
commitpending=true

ホストへのシリアル接続に
ついての情報を表示します

show /SP/serial/host

ホストシリアルポート設定
を変更します。

注: この速度設定は、ホスト
のオペレーティングシステ
ムのシリアルポート 0、
COM1、または /dev/ttyS0 
の速度設定と一致させてく
ださい

set /SP/serial/host pendingspeed=integer 
commitpending=true

表 A-3 ユーザーコマンド (続き)

説明 コマンド
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表 A-5 警告管理コマンド

説明 コマンド

警告についての情報を表示
します。最大 15 件の警告を
構成できます

show /SP/alertmgmt/rules/1...15

IPMI PET 警告を構成します set /SP/alertmgmt/rules/1...15 type=ipmipet 
destination=ipaddress level=
down|critical|major|minor

v3 SNMP トラップ警告を構
成します

set /SP/alertmgmt/rules/1...15 type=snmptrap 
snmp_version=3 comunity_or_username=username 
destination=ipaddress level=
down|critical|major|minor

メール警告を構成します set /SP/alertmgmt/rules/1...15 type=email 
destination=email_address level=
down|critical|major|minor

表 A-6 システム管理アクセスコマンド

説明 コマンド

HTTP 設定について
の情報を表示します

show /SP/services/http

HTTPS への自動リ
ダイレクトを有効に
するなどの HTTP 設
定を変更します

set /SP/services/http port=portnumber secureredirect 
enabled|disabled

servicestate=enabled|disabled

HTTPS アクセスに
ついての情報を表示
します

show /SP/services/https

HTTPS 設定を変更
します

set /SP/services/https port=portnumber servicestate=
enabled|disabled

SSH DSA 鍵の設定を
表示します

show /SP/services/ssh/keys/dsa

SSH RSA 鍵の設定を
表示します

show /SP/services/ssh/keys/rsa
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表 A-7 SNMP コマンド

説明 コマンド

SNMP 設定についての情報を
表示します。デフォルトの 
SNMP ポート番号は 161 で、
v3 が有効です

show /SP/services/snmp engineid=snmpengineid 
port=snmpportnumber sets=enabled|disabled 
v1=enabled|disabled v2c=enabled|disabled 
v3=enabled|disabled

SNMP ユーザーを表示します show /SP/services/snmp/users

SNMP ユーザーを追加します create /SP/services/snmp/users/snmpusername 
authenticationpassword=password 
authenticationprotocol=MD5|SHA 
permissions=rw|ro privacypassword=password 
privacyprotocol=none|DES

SNMP ユーザーを削除します delete /SP/services/snmp/users/snmpusername

SNMP public (読み取り専用) 
コミュニティーについての情
報を表示します

show /SP/services/snmp/communities/public

このデバイスを SNMP public 
コミュニティーに追加します

create /SP/services/snmp/communities/
public/comm1

このデバイスを SNMP 
public コミュニティーから削
除します

delete /SP/services/snmp/communities/
public/comm1

SNMP private (読み書き可能) 
コミュニティーについての情
報を表示します

show /SP/services/snmp/communities/private

このデバイスを SNMP 
private コミュニティーに追
加します

create /SP/services/snmp/communities/
private/comm2

このデバイスを SNMP 
private コミュニティーから
削除します

delete /SP/services/snmp/communities/
private/comm2
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表 A-8 ホストシステムのコマンド

説明 コマンド

ホストシステムまたはシャーシの電源を起動し
ます

start /SYS または start /CH

ホストシステムまたはシャーシの電源を停止し
ます (正常な停止)

stop /SYS または stop /CH

ホストシステムまたはシャーシの電源を停止し
ます (強制的に停止)

stop [-f|force] /SYS または stop 
[-f|force] /CH

ホストシステムまたはシャーシをリセットします reset /SYS または reset /CH

ホストコンソールに接続するセッションを開始
します

start /SP/console

ホストコンソールに接続していたセッションを停
止します (正常な停止)

stop /SP/console

ホストコンソールに接続していたセッションを
停止します (強制的に停止)

stop [-f|force] /SP/console

表 A-9 クロック設定コマンド

説明 コマンド

ILOM のクロックを設定し
て、主 NTP サーバと同期さ
せます

set /SP/clients/ntp/server/1 address=ntpIPaddress

ILOM のクロックを設定し
て、副 NTP サーバと同期さ
せます

set /SP/clients/ntp/server/2 address=ntpIPaddress2
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CLI コマンドリファレンス
このセクションには、CLI コマンドに関する参照情報を示します。

cd コマンドの使用

cd コマンドを使用すると、ネームスペースを操作できます。ターゲットの場所に cd を
行うと、その場所がほかのすべてのコマンドのデフォルトターゲットになります。ター
ゲットなしで -default オプションを使用すると、最上位のネームスペースに戻りま
す。cd -default を入力すると、cd / を入力した場合と同じ結果が得られます。cd 
とだけ入力すると、ネームスペースの現在の場所が表示されます。help targets と
入力すると、ネームスペース全体にあるすべてのターゲットのリストが表示されます。

構文

cd target

オプション

[-default] [-h|help]

ターゲットとプロパティー

ネームスペースの任意の場所。

例

emmett というユーザー名を作成するには、/SP/users に cd を行い、デフォルト
のターゲットとして /SP/users を使用して create コマンドを実行します。

-> cd /SP/users

-> create emmett

自分の場所を表示するには、cd と入力します。

-> cd /SP/users 
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create コマンドの使用

create コマンドを使用すると、ネームスペースのオブジェクトを設定できます。
create コマンドで特定のプロパティーを指定しないかぎり、プロパティーは空です。

構文

create [options] target [propertyname=value]

オプション

[-h|help]

ターゲット、プロパティー、および値

例

-> create /SP/users/susan role=administrator 

表 A-10 create コマンドのターゲット、プロパティー、および値

有効なターゲット プロパティー 値 デフォルト

/SP/users/username password
role

<文字列>
administrator
|operator

(none)
operator

/SP/services/snmp/communities
/communityname

permissions ro|rw ro

/SP/services/snmp/user/
username

authenticationprotocol
authenticationpassword
permissions
privacyprotocol
privacypassword

MD5

<文字列>
ro|rw
none|DES

<文字列>

MD5

(空文字列)
ro
DES

(空文字列)
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delete コマンドの使用

delete コマンドを使用すると、ネームスペースのオブジェクトを削除できます。
delete コマンドを確認するプロンプトが表示されます。-script オプションを使
用することで、このプロンプトの表示を省略できます。

構文

delete [options] [-script] target

オプション

[-h|help] [-script]

ターゲット

例

-> delete /SP/users/susan

-> delete /SP/services/snmp/communities/public

exit コマンドの使用

exit コマンドを使用すると、CLI のセッションを終了できます。

構文

exit [options]

オプション

[-h|help]

表 A-11 delete コマンドのターゲット

有効なターゲット

/SP/users/username

/SP/services/snmp/communities/communityname

/SP/services/snmp/user/username
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help コマンドの使用

help コマンドを使用すると、コマンドとターゲットについてのヘルプ情報を表示でき
ます。-o|output terse オプションを使用すると、使用法に関する情報のみが表示
されます。-o|output verbose オプションでは、使用法、説明、およびコマンド使
用例などの追加情報が表示されます。-o|output オプションを使用しない場合は、コ
マンドの使用法と簡単な説明が表示されます。

command targets を指定すると、/SP と /SYS にある固定ターゲットのうち、そのコ
マンドに有効なターゲットの詳細リストが表示されます。固定ターゲットとは、ユー
ザーが作成できないターゲットです。

command targets legal を指定すると、著作権情報と製品使用権が表示されます。

構文

help [options] command targets

オプション

[-h|help] [-o|output terse|verbose]

コマンド

cd、create、delete、exit、help、load、reset、set、show、start、
stop、version

例

■ -> help load

load コマンドは、サーバからターゲットへのファイルの転送に使用されます。

使用法: load -source URL target

-source: 場所を指定してファイルを取得します。

■ -> help -output verbose reset

reset コマンドはターゲットのリセットに使用されます。

使用法: reset [-script] target

Available options for this command:

-script: yes/no を確認するプロンプトを表示せずに、yes が指定されたものとして
動作します。
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load コマンドの使用

load コマンドを使用すると、Uniform Resource Indicator (URI) で特定されるソー
スからイメージファイルを転送し、ILOM のファームウェアを更新できます。URI に
よって、転送に使用するプロトコルと認証を指定できます。TFTP プロトコルのみが
サポートされているため、URI の先頭には tftp:// を付けてください。認証が必要
であっても指定しない場合は、パスワードの入力を求めるコマンドプロンプトが表示
されます。-script オプションを使用すると、yes または no を確認するプロンプト
の表示が省略され、yes が指定されたものとしてコマンドが動作します。

注 – このコマンドは、ILOM のファームウェアと BIOS を更新するために使用します。

構文

load -source URI

オプション

[-h|help] [-script]

例

-> load -source tftp://tftpserver_ip_address/newmainimage

注 – ファームウェアをアップグレードすると、サーバと ILOM はリセットされま
す。アップグレード処理の前に、サーバの正常な停止を行うことをお勧めします。
アップグレードの完了には、約 5 分かかります。ILOM は、特別なモードに入って、
新しいファームウェアをロードします。ファームウェアのアップグレードが完了して 
ILOM がリセットされるまで、ほかのタスクは実行できません。

 -> load -source tftp://tftpserver_ip_address/newmainimage
Are you sure you want to load the specified file (y/n)? y
File upload is complete.
Firmware image verification is complete.
Do you want to preserve the configuration (y/n)? n
Updating firmware in flash RAM: 
.
Firmware update is complete.
ILOM will not be restarted with the new firmware.
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reset コマンドの使用

reset コマンドを使用すると、ターゲットの状態をリセットできます。リセット操
作を確認するプロンプトが表示されます。-script オプションを使用することで、
このプロンプトの表示を省略できます。

注 – reset コマンドは、ハードウェアデバイスの電源状態には影響を与えません。

構文

reset [options] target

オプション

[-h|help] [-script]

ターゲット

例

-> reset /SP

-> reset /SYS

表 A-12 reset コマンドのターゲット

有効なターゲット

/SP

/SYS
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set コマンドの使用

set コマンドを使用すると、ターゲットのプロパティーを指定できます。

構文

set [options] target [propertyname=value]

オプション

[-h|help]

ターゲット、プロパティー、および値

表 A-13 set コマンドのターゲット、プロパティー、および値

有効なターゲット プロパティー 値 デフォルト

/SP/users/username password
role

<文字列>
administrator|operator

(none)
operator

/SP/alertmgmt/rules testalert true (none)

/SP/alertmgmt/rules/
rulename 
(rulename = 1 ～ 15)

community_or_username
destination
level
snmp_version
type

<文字列>
email_address
down|critical|major|minor
1|2c|3
email | ipmipet | snmptrap

public
(none)
(none)
3
(none)

/SP/clock usentpserver
datetime

enabled|disabled
day month date time year

disabled

<文字列>

/SP/services/http port
secureredirect
servicestate

<整数>
enabled|disabled
enabled|disabled

80
enabled
disabled

/SP/services/https port
servicestate

<整数>
enabled|disabled

443
disabled

/SP/services/snmp engineid
port
sets
v1
v2c
v3

<IP アドレス>
<整数>
enabled|disabled
enabled|disabled
enabled|disabled
enabled|disabled

IP アドレス

161
disabled
disabled
disabled
enabled

/SP/services/snmp/
communities/private

permission ro |rw rw
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/SP/services/snmp/

communities/public

permission ro|rw ro

/SP/services/snmp/user
/username

authenticationprotocol
authenticationpassword
permission
privacyprotocol
privacypassword

MD5

<文字列>
ro|rw
none|DES

<文字列>

MD5

(空文字列)
ro
DES

(空文字列)

/SP/services/ssh generate_new_key_action
generate_new_key_type
restart_sshd_action
state

true
rsa|dsa
true
enabled|disabled

(none)
(none)
(none)
enabled

/SP/services/sso state enabled|disabled enabled

/SP/users/username role
password

administrator | operator

<文字列>

(none)
(none)

/SP/clients/
activedirectory

state
certfilestatus
defaultrole
getcertfile
ipaddress
port
strictcertmode
timeout

enabled | disabled

<文字列>
<文字列>
<文字列>
<文字列>
<文字列>
enabled | disabled

<整数>

disabled
(none)
(none)
(none)
(none)
(none)
disabled
(none)

/SP/clients/
activedirectory/
admingroups/n

n は 1 ～ 5

name <文字列> (none)

/SP/clients/
activedirectory/
opergroups/n

n は 1 ～ 5

name <文字列> (none)

/SP/clients/
activedirectory/
userdomains/n

n は 1 ～ 5

domain <文字列> (none)

表 A-13 set コマンドのターゲット、プロパティー、および値 (続き)

有効なターゲット プロパティー 値 デフォルト
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/SP/clients/ldap binddn
bindpw
defaultrole
ipaddress
port
searchbase
state

<ユーザー名>
<文字列>
administrator|operator

<IP アドレス>|none
<整数>
<文字列>
enable|disabled

(none)
(none)
operator
(none)
389
(none)
disabled

/SP/clients/ntp/server/
[1|2]

address <IP アドレス> (none)

/SP/clients/radius defaultrole
ipaddress 
port 
secret 
state 

administrator|operator
<ipaddress>|none

<整数>
<文字列>|none
enable|disabled

operator
(none)
1812
(none)
disabled

/SP/clients/smtp address
port
state

<IP アドレス>
<整数>
enabled | disabled

IP アドレス

25
enabled

SP/clients/syslog destination_ip1
destination_ip2

<IP アドレス>
<IP アドレス>

IP アドレス

IP アドレス

/SP/network commitpending
pendingipaddress
pendingdiscovery
pendingipgateway
pendingipnetmask

true

<IP アドレス>|none
dhcp|static

<IP アドレス>|none
<点で区切られた IP の 10 進数>

(none)
(none)
dhcp
(none)
255.255.255.255

/SP/serial/external commitpending
flowcontrol
pendingspeed
speed

true
none

<リストの整数>
<リストの整数>

(none)
none
9600
9600

/SP/serial/host commitpending
pendingspeed
speed

true

<リストの整数>

(none)
9600
9600

/SP/ system_identifier <文字列> (none)

/SP/ hostname <文字列> デフォルトは、
MAC アドレスに
基づく

表 A-13 set コマンドのターゲット、プロパティー、および値 (続き)

有効なターゲット プロパティー 値 デフォルト
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例

-> set /SP/users/susan role=administrator

-> set /SP/clients/ldap state=enabled binddn=proxyuser bindpw=ez24get 

show コマンドの使用

show コマンドを使用すると、ターゲットとプロパティーについての情報を表示でき
ます。

-display オプションは、表示される情報の種類を決定します。-display 
targets を指定すると、現在のターゲットの下にあるネームスペースのすべての
ターゲットが表示されます。-display プロパティーを指定すると、ターゲットのす
べてのプロパティー名と値が表示されます。このオプションでは、特定のプロパ
ティー名を指定することができ、これらの値のみ表示されます。-display all を
指定すると、現在のターゲットの下にあるネームスペースのすべてのターゲットと、
指定したターゲットのプロパティーが表示されます。-display オプションを指定し
ない場合、show コマンドは -display all が指定されたものとして動作します。

-level オプションは、show コマンドの深さを制御し、-display オプションのすべ
てのモードに適用されます。-level 1 を指定すると、オブジェクトが存在するネー
ムスペースのレベルが表示されます。1 より大きい値の場合、ネームスペースのター
ゲットの現在のレベルおよび <指定した値> のレベルより下にあるレベルの情報を返し
ます。-level all 引数を指定すると、ネームスペースの現在のレベルとそれより下
のレベルの情報すべてが表示されます。

-o|output オプションは、コマンド出力の内容と形式を指定します。ILOM は、-o 
table のみをサポートしています。-o table オプションを使用すると、ターゲッ
ト、プロパティー、および値の 3 列の表形式に要約されて出力されます。

エイリアスの show components は、次の CLI コマンドのショートカットです。

-> show -o table -level all /SYS component_state

show components エイリアスでも、このコマンドと同じ出力が生成されます。し
たがって、ユーザーはこのエイリアスを使用して、ターゲットごとに 1 つのプロパ
ティーに限定して表出力を行うことができます。

構文

show [options] [-display targets|properties|all] [-level value|all] target 
[propertyname]

オプション

[-d|-display] [-l|level] [-o|output]
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ターゲットとプロパティー

表 A-14 show コマンドのターゲット

有効なターゲット プロパティー

/SYS

/SP

/SP/alertmgmt/rules/
rulename 
(rulename = 1 ～ 15)

community|username
destination
level
snmp_version
type

/SP/clients/
activedirectory

state
certfilestatus
defaultrole
getcertfile
ipaddress
port
strictcertmode
timeout

/SP/clients/
activedirectory/
admingroups/n

n は 1 ～ 5

name

/SP/clients/
activedirectory/
opergroups/n

n は 1 ～ 5

name

/SP/clients/
activedirectory/
userdomains/n

n は 1 ～ 5

domain

/SP/clients/ldap binddn
bindpw
defaultrole
ipaddress
port
searchbase
state

/SP/clients/ntp/server/[1|2] ipaddress
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/SP/clock datetime
usentpserver

/SP/logs/event clear

/SP/network ipaddress
ipdiscovery
ipgateway
ipnetmask
macaddress
pendingipaddress
pendingdiscovery
pendingipgateway
pendingipnetmask

/SP/serial/external flowcontrol
pendingspeed
speed

/SP/serial/host pendingspeed
speed

/SP/services/http port
secureredirect
servicestate

/SP/services/https port
servicestate

/SP/services/snmp engineid
port
sets
v1
v2c
v3

/SP/services/snmp/communities/private permission

/SP/services/snmp/communities/public permission

/SP/services/snmp/users/username password
role

/SP/services/ssh state

/SP/services/ssh/keys/dsa fingerprint
length
publickey

表 A-14 show コマンドのターゲット (続き)

有効なターゲット プロパティー
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例

-> show -display properties /SP/users/susan

/SP/users/susan

Properties:

role = Administrator 

/SP/services/ssh/keys/rsa fingerprint
length
publickey

/SP/services/sso state

/SP/sessions username
starttime
date

/SP/sessions/sessionid starttime
source
type
user

/SP/users/username role
password

-> show /SP/clients -level 2

/SP/clients

Targets:

ldap

ntp

Properties:

Commands:

cd

show

/SP/clients/ldap

Targets:

表 A-14 show コマンドのターゲット (続き)

有効なターゲット プロパティー
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-> show components
Target    | Property        | Value
----------+-----------------+--------------
/SYS/FRU1 | component_state | Enabled
/SYS/FRU2 | component_state | Disabled
/SYS/FRU3 | component_state | Enabled

-> show -o table -level all /SP/sessions
Target          | Property  | Value
----------------+-----------+-------------------------
/SP/sessions/90 | username  | root
/SP/sessions/90 | starttime | Tue Apr 10 10:57:22 2007
/SP/sessions/90 | type      | shell 

Properties:

binddn = cn=Manager,dc=sun,dc=com

bindpw = secret

defaultrole = Operator

ipaddress = 129.144.97.180

port = 389

searchbase = ou=people,dc=sun,dc=com

state = disabled

Commands:

cd

show

/SP/clients/ntp

Targets:

server

Properties:

Commands:

cd

show
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start コマンドの使用

start コマンドを使用すると、ターゲットの電源を入れるか、またはホストコンソー
ルとの接続を開始できます。-script オプションを使用すると、yes または no を確
認するプロンプトの表示が省略され、yes が指定されたものとしてコマンドが動作し
ます。-f|force オプションは、操作をただちに実行するように指定します。

構文

start [options] target

オプション

[-h|help] [-script] [-f|force]

ターゲット

例
-> start /SP/console
-> start /SYS

stop コマンドの使用

stop コマンドを使用すると、ターゲットを停止するか、またはホストコンソールと
別のユーザーの接続を終了することができます。stop コマンドを確認するプロンプト
が表示されます。-script オプションを使用することで、このプロンプトの表示を省
略できます。-f|force オプションは、操作をただちに実行するように指定します。

構文

stop [options] [-script] target

オプション

[-f|force] [-h|help]

表 A-15 start コマンドのターゲット

有効なターゲット  説明

/SYS または /CH システムまたはシャーシを起動 (電源を投入) します。

/SP/console コンソールストリームへインタラクティブセッションを
開始します。
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ターゲット

例

-> stop /SP/console

-> stop -force /SYS

version コマンドの使用

version コマンドを使用すると、ILOM のバージョン情報を表示できます。

構文

version

オプション

[-h|help]

例

-> version

version SP firmware version: 2.0.0

SP firmware build number: 4415

SP firmware date:Mon Mar 28 10:39:46 EST 2007

SP filesystem version: 0.1.9

表 A-16 stop コマンドのターゲット

有効なターゲット 説明

/SYS または /CH 正常な停止を実行し、指定したシステムまたはシャーシの電源を切り
ます。-force オプションを使用すると、正常な停止をスキップし
て、ただちに電源を強制的に切ります。

/SP/console ホストコンソールとほかのユーザーの接続を終了します。
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付録 B

用語集

A
access control list, ACL

(アクセス制御リスト) サーバにアクセス権限を持つユーザーを制御するソフトウェア承認の仕組み。
単独あるいは複数のユーザーまたはグループへアクセスを許可したり拒否した
りすることにより、特定のファイルやディレクトリに特化した ACL ルールを
定義できます。

address (アドレス) ネットワークにおいて、ネットワーク内のノードを識別する固有のコード。
「host1.fujitsu.com」などの名前は、ドメインネームサービス (DNS) によって
「168.124.3.4」のような、点で区切られた 4 つで 1 セットのアドレスに翻訳さ
れます。

address resolution
(アドレス解決) インターネットアドレスを、物理メディアアクセス制御 (MAC) アドレスまた

はドメインアドレスにマップする手段。

Address Resolution
Protocol, ARP (アドレス

解決プロトコル) インターネットプロトコル (IP) アドレスをネットワークハードウェアアドレス 
(MAC アドレス) と関連づけるために使われるプロトコル。

Administrator (管理者) 管理対象ホストシステムへの完全なアクセス (root) 権限を持っている人。

agent (エージェント) 通常は特定のローカル管理対象ホストに対応しているソフトウェアプロセス
で、管理者要求を実行し、ローカルのシステムおよびアプリケーション情報を
リモートユーザーが使用できるようにします。

alert(警告) エラーイベントの収集および分析によって生成されたメッセージまたはログ。
警告が出た場合、ハードウェアまたはソフトウェアの修正を行う必要があるこ
とを意味します。
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ASF プリブートまたは帯域外プラットフォーム管理仕様。これにより、インテリ
ジェント Ethernet コントローラなどのデバイスが、マザーボード上の ASF 準
拠センサーの電圧や温度その他について自立的にスキャンし、Remote 
Management and Control Protocol (RMCP) に Platform Event Trap (PET) 仕様
に準じた警告を送ることができるようになります。ASF は、そもそも、クライ
アントデスクトップの帯域外管理機能のためのものでした。ASF は DMTF に
よって定義されています。

authentication (認証) 通信セッションにおけるユーザー、または、コンピュータシステムにおけるデバ
イスやほかのエンティティーの属性を、システムリソースへアクセス可能になる
前に検証するプロセス。セッション認証は 2 方向に動作します。サーバは、アク
セス制御を判断するためにクライアントの認証を行います。クライアントがサー
バを認証することもできます。クライアントは Secure Sockets Layer (SSL) を使っ
てサーバを常に認証します。

authorization (承認) ユーザーに特定のアクセス権を与えるプロセス。承認は、認証およびアクセス
制御に基づいています。

B
bandwidth (帯域幅) 通信リンク上で送信可能な情報量の尺度。通常、あるネットワークが配信可能

な秒ごとのビット数として記述されます。

baseboard management
controller (BMC) シャーシ環境や設定、サービス機能を管理し、システムのほかの部品からイベン

トデータを受信するのに使うデバイス。センサーインタフェースからデータを受
信し、そのデータを、インタフェースを提供している SDR を使用して解釈しま
す。BMC を使うことにより、システムイベントログ (SEL) へのまた別のインタ
フェースができます。BMC の典型的な機能には、プロセッサの温度や電源値、
冷却ファンの状態の測定があります。BMC は、システムインテグリティを保持
するために自立的に動作できます。

baud rate (ボーレート) たとえば端末とサーバの間といったデバイス間で送信される情報の速度。

bind (バインド) LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) において、ユーザーが LDAP 
ディレクトリにアクセスする際に LDAP が必要とする認証プロセスのこと。認
証は、LDAP クライアントが LDAP サーバに接続する際に行われます。

BIOS (Basic
Input/Output System) システム電源投入時にオペレーティングシステムの読み込みおよびハードウェ

アのテストを制御するシステムソフトウェア。BIOS は読み取り専用メモリー 
(ROM) に格納されています。

bps データ転送速度の単位。

boot loader
(ブートローダ) 読み取り専用メモリー (ROM) に格納されているプログラムで、システム電源投

入時に自動的に実行され、システム初期化およびハードウェアテストの最初の
段階を制御します。その結果、ブートローダは、オペレーティングシステムの
読み込みを行うもっと複雑なプログラムへ制御を移管します。
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C
cache (キャッシュ) ローカルに格納されている元のデータの複製。通常、命令やもっとも頻繁にア

クセスされた情報です。キャッシュされたデータは、要求された時に再度リ
モートサーバから読み出す必要がありません。キャッシュによってメモリー転
送速度およびプロセッサ速度が上がります。

certificate (証明書) エンティティーの属性を検証するために、信頼できる認証局 (CA) が割り当てた
公開鍵データ。デジタル署名されたドキュメントです。クライアントおよびサー
バの両方が証明書を持つことができます。「公開鍵証明書」とも呼ばれる。

Certificate Authority, CA
(認証局) 公開鍵証明書を発行しその証明書の所有者の身分証明書を提供する、信頼され

た組織。公開鍵認証局は、証明書に記載されたエンティティーと、そのエン
ティティーに属しかつその証明書に記載されている公開鍵との関係を示す証明
書を発行します。

Chassis Monitoring
Module, CMM (シャーシ

監視モジュール) 完全なシャーシ管理システムを形成するために、各ブレードのサービスプロ
セッサ (Service Processor、SP) と連携して動作する、一般に冗長でホットプラ
グ可能なモジュール。

client (クライアント) クライアント/サーバモデルにおいて、ネットワーク上のサーバリソースにリ
モートでアクセスする、ネットワーク上のシステムまたはソフトウェア。

command-line interface,
CLI (コマンド行インタ

フェース) テキストベースのインタフェースで、ユーザーはこれを使用してコマンドプロン
プトから実行命令を入力できます。

console システムメッセージが表示される、端末または画面上の専用ウィンドウ。コン
ソールウィンドウによって、数々のサーバソフトウェアコンポーネントの設定
や監視、保守、トラブルシューティングができます。

Coordinated Universal

Time, UTC (協定世界時) 世界標準時刻。UTC は、以前はグリニッジ標準時 (GMT) と呼ばれていまし
た。UTC は、ネットワーク上のシステムとデバイスを同期させるために NTP 
サーバが使用します。

core file
(コアファイル) プログラムが機能不全となり終了した時に Solaris または Linux オペレーティン

グシステムが生成するファイル。コアファイルには、障害発生時にとらえられた
メモリーのスナップショットが入っています。「crash dump file (クラッシュ時
ダンプファイル)」とも呼ばれる。

critical event (クリティカ

ルイベント) サービスに深刻な障害を及ぼし早急な対処を必要とするシステムイベント。

customer-replaceable
unit, CRU (顧客交換可能

ユニット) ユーザーが特別なトレーニングやツールなしで交換できるシステム部品。
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D
DES データを暗号化および復元する共通アルゴリズム。

DMI コンピュータハードウェアおよびソフトウェアについての技術サポート情報にアク
セスするための標準を定めた仕様。DMI は、ハードウェアおよびオペレーティン
グシステム (OS) から独立で、ワークステーションやサーバ、その他のコンピュー
タシステムを管理できます。DMI は DMTF によって定義されています。

digital signature
(デジタル署名) デジタルデータの情報源の証明書。デジタル署名は、公開鍵暗号化プロセスか

ら導き出される番号です。署名が作成された後にデータが改ざんされた場合、
その署名は無効となります。このことにより、デジタル署名はデータインテグ
リティおよびデータ改ざんの発見を保証できます。

Digital Signature
Algorithm, DSA (デジタ

ル署名アルゴリズム) DSS が規定する暗号化アルゴリズム。DSA は、デジタル署名の作成に使用する
標準アルゴリズムです。

direct memory access,
DMA (ダイレクトメモ

リーアクセス) プロセッサの指示なしで直接メモリーにデータ転送すること。

directory server (ディレ

クトリサーバ) LDAP において、組織内の人員およびリソースに関する情報を論理的な中心位
置から格納および提供するサーバ。

Distinguished Name, DN
(識別名) LDAP において、ディレクトリ内のエントリの名前および位置を識別する、固

有のテキスト文字列。DN は、ツリーのルートからの完全なパスを持った完全
修飾ドメイン名 (FQDN) である場合もあります。

DMTF 200 以上の団体によるコンソーシアムで、コンピュータシステムをリモート管
理する能力を高めることを目的とした標準を記述および推進します。DTMF か
らの仕様には、DMI、CIM、ASF などがあります。

domain(ドメイン) 名前によって識別する、ホストの系列化。こういったホストは通常、同一イン
ターネットプロトコル (IP) ネットワークアドレスに属します。また、ドメイン
は、そのドメインを所有している団体または組織を識別する完全修飾ドメイン
名 (FQDN) の最後の部分のことを指します。 

domain name
(ドメイン名) インターネット上のシステムあるいはシステムグループに与えられた固有の名

前。グループ内のシステムはすべて、ホスト名に「fujitsu.com」など同一のド
メイン名接尾辞が付いています。ドメイン名は右から左へと解釈されます。 
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Domain Name Server,
DNS (ドメインネーム

サーバ) ドメインにおいて通常はホスト名を管理するサーバ。DNS サーバは
「www.example.com」などといったホスト名を「030.120.000.168」などのイン
ターネットプロトコル (IP) アドレスに変換します。

Domain Name System,
DNS (ドメインネームシ

ステム) コンピュータがドメイン名によってネットワークあるいはインターネット上の
ほかのコンピュータを検索できるようにする、分散型名前解決システム。この
システムでは、「00.120.000.168」などの標準インターネットプロトコル (IP) ア
ドレスを「www.fujitsu.com」などのホスト名と関連付けます。コンピュータ
は、通常、この情報を DNS サーバから受け取ります。

Dynamic Host
Configuration Protocol,

DHCP(動的ホスト構成プ

ロトコル ) DHCP サーバが、TCP/IP ネットワーク上のシステムにインターネットプロト
コル (IP) アドレスを動的に割り当てることができるようにするプロトコル。

E
enhanced parallel port,

EPP
(拡張パラレルポート) 標準パラレルポートの 2 倍の速度でシステムがデータを転送できるようにす

る、ハードウェアおよびソフトウェアの標準。

Ethernet ケーブルで直接接続されたシステム間のリアルタイム通信を可能にする構内通
信網 (LAN) の業界標準形式。Ethernet では、アクセス方法として CSMA/CD 
アルゴリズムを使用しており、全ノードがリスンしていて、かつ、いずれの
ノードもデータ転送を開始できます。複数のノードが同時にデータ転送をしよ
うとする場合には (コリジョン)、転送しようとしているノードが任意の時間
待ってからふたたび転送を試みます。

event (イベント) 管理対象オブジェクトの状態の変化。イベント処理サブシステムは通知を出す
ことができます。ソフトウェアシステムは、この通知に応答する必要がありま
すが、通知の要求や制御は行いません。

XIR ドメインのプロセッサに「ソフト」リセットを送る信号。XIR はドメインの再
起動は行いません。XIR は通常、ハングしたシステムから脱出してコンソール
プロンプトにたどり着くために使用されます。そうすることにより、ユーザー
はコアダンプファイルを作成して、それをシステムがハングした原因の診断に
役立てることができます。
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F
failover

(フェイルオーバー) バックアップ機能を提供するために、あるシステム、または多くの場合サブシ
ステムから、別のシステムへコンピュータサービスを自動的に移管すること。

Fast Ethernet 最大 100 Mbps でデータを転送する Ethernet 技術。Fast Ethernet は 10 Mbps 
Ethernet 機器と下位互換性があります。

field-replaceable unit,
FRU (現場交換可能ユ

ニット) 顧客サイトで交換可能なシステム部品。

file system
(ファイルシステム) 情報を物理メディアに整理して格納する、安定した方法。通常、ファイルシステム

はオペレーティングシステムごとに異なります。ファイルシステムは、ファイルお
よびディレクトリのツリー構造ネットワークであることが多く、最上位にはルート
ディレクトリが、ルート以下には親および子ディレクトリがあります。

FTP TCP/IP に基づいた基本的なインターネットプロトコル。これを使うと、ファ
イル転送に関連するシステムのオペレーティングシステムやアーキテクチャー
にこだわることなく、インターネット上のシステム間でファイルの読み取りや
保存ができます。

firewall
(ファイアウォール) 通常はハードウェアおよびソフトウェア両方のネットワーク設定で、組織内の

ネットワークコンピュータを外部アクセスから保護します。ファイアウォール
は、特定のサービスやホスト間で行き来する接続を監視または禁止できます。

firmware
(ファームウェア) 通常、システムの初期ブート段階およびシステム管理をサポートするのに使用

されるソフトウェア。ファームウェアは読み取り専用メモリー (ROM) または 
PROM に組み込まれています。

fully qualified domain
name, FQDN (完全修飾

ドメイン名) 「www.fujitsu.com」など、完全で固有なインターネット上のシステム名。
FQDN には、ホストサーバ名 (www) や、第 1 レベル (.com) および第 2 レベル 
(.fujitsu) ドメイン名などがあります。FQDN はシステムのインターネットプロ
トコル (IP) アドレスにマップすることができます。
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G
gateway (ゲートウェイ) 2 つのネットワークを相互接続し、そのネットワーク間でデータパケットを渡

すコンピュータまたはプログラム。ゲートウェイには 2 つ以上のネットワーク
インタフェースがあります。

Gigabit Ethernet
(ギガビット Ethernet) 最大 1000 Mbps でデータを転送する Ethernet 技術。

graphical user interface,
GUI (グラフィカルユー

ザーインタフェース) アプリケーションを使いやすくするために、キーボードおよびマウスに加えて
グラフィックスを使用したインタフェース。

H
host (ホスト) インターネットプロトコル (IP) アドレスおよびホスト名を割り当てられた、

バックエンドサーバなどのシステム。ホストは、ネットワーク上のほかの遠隔
システムからアクセスされます。

host ID (ホスト ID) ネットワーク上のホストを識別するのに使用する 32 ビットのインターネットプ
ロトコル (IP) アドレスの一部。

host name (ホスト名) ドメイン内の特定のコンピュータの名前。ホスト名は常に特定のインターネッ
トプロトコル (IP) アドレスへマップします。

hot plug (ホットプラグ) システム稼働中に取り外しをしても安全な部品のこと。ただし、部品を取り外す
前に、システム管理者はシステムに対してホットプラグ操作の準備を行う必要が
あります。新しい部品を挿入したあとで、システム管理者はそのデバイスを含め
てシステムを再構成するよう、システムに指示する必要があります。

hot swap
(ホットスワップ) 稼働中のシステムから部品を取り外したり新しい部品を取り付けるだけで、インス

トールまたは取り外しができる部品のこと。部品が変更されたことをシステムが自
動的に認識して設定を行うか、システムの設定をユーザーが対話的に行う必要があ
るかのどちらかです。ただし、いずれの場合も再起動の必要はありません。ホット
スワップ可能な部品はすべてホットプラグ可能ですが、ホットプラグ可能な部品が
すべてホットスワップ可能であるとは限りません。

Hypertext Transfer
Protocol, HTTP

(ハイパーテキスト転送プ

ロトコル) 遠隔ホストからハイパーテキストオブジェクトを取り込むインターネットプロトコ
ル。HTTP メッセージは、クライアントからサーバへの要求およびサーバからクラ
イアントへの応答から構成されます。HTTP は TCP/IP に基づいています。

HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) を使用した HTTP の拡張。TCP/IP ネットワーク上
でのセキュア転送を可能にします。
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I
in-band system

management (帯域内シ

ステム管理) オペレーティングシステムが初期化されていて、かつ、サーバがきちんと機能
している場合のみ使用可能な、サーバ管理機能。

Integrated Lights Out
Manager (ILOM) シャーシ内またはブレード内でのシステム管理のための、ハードウェアや

ファームウェア、ソフトウェアの統合ソリューション。

Intelligent Platform
Management Interface

(IPMI) 多くの異なる物理的相互接続上のサーバシステムの帯域外管理のために主に設
計された、ハードウェアレベルのインタフェース仕様。IPMI 仕様には、セン
サーに関する幅広い抽象概念が記載されています。これによって、オペレー
ティングシステム (OS) 上または遠隔システム内で実行されている管理アプリ
ケーションは、システムの環境構成を把握でき、システムの IPMI サブシステ
ムに登録してイベントを受信できるようになります。IPMI は異なるベンダー製
の管理ソフトウェアと互換性があります。IPMI の機能には、現場交換可能ユ
ニット (FRU) インベントリのレポート、システム監視、ロギング、システム復
旧 (ローカルおよび遠隔システムのリセットと電源の投入/切断も含む)、警告な
どがあります。

ICMP ルーティング、信頼性、フロー制御、データの順序づけなどを提供する、イン
ターネットプロトコル (IP) に対する拡張機能。ICMP は、IP で使用されるエ
ラーおよび制御メッセージを指定します。

Internet Protocol, IP
(インターネットプロト

コル) インターネットの基本的ネットワークレイヤプロトコル。IP は、あるホストか
ら別のホストに対し、信頼性が低い状態での個々のパケットの送信を可能とし
ます。IP では、パケットが送信されるかどうかや送信にかかる時間、また、複
数のパケットが送信されたとおりの順序のまま送信されるかどうかについて、
保証していません。IP の上に階層化されたプロトコルにより、接続の信頼性が
高まります。

Internet Protocol (IP)
address

(インターネットプロト

コルアドレス) TCP/IP において、ネットワーク上の各ホストまたはほかのハードウェアシス
テムを認識する、固有の 32 ビットの数字。IP アドレスは、「192.168.255.256」
のように点で区切られた数字のセットで、イントラネットまたはインターネッ
ト上でのコンピュータの実際の位置を指定します。

IPMItool IPMI デバイスの管理に使用するユーティリティー。IPMItool では、ローカル
システムまたは遠隔システムのどちらの IPMI 機能も管理できます。機能に
は、現場交換可能ユニット (FRU) 情報や構内通信網 (LAN) 設定、センサー読
み取り、遠隔システム電源制御、の管理などがあります。
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J
Java(TM) Web Start

application
(Java(TM) Web Start アプ

リケーション) Web アプリケーションランチャ。Java Web Start を使うと、Web リンクをクリッ
クすることによってアプリケーションを起動できます。そのアプリケーションが
手元のシステムにない場合には、Java Web Start はアプリケーションをダウン
ロードし手元のシステム上にキャッシュします。アプリケーションは、いったん
キャッシュにダウンロードすれば、デスクトップアイコンまたはブラウザから起
動できるようになります。

K
kernel (カーネル) オペレーティングシステム (OS) の核心で、ハードウェアを管理し、ファイリン

グおよびリソース割り当てといった、ハードウェアが提供していない基本的
サービスを管理します。

Keyboard Controller
Style (KCS) interface

(KCS インタフェース) レガシーパーソナルコンピュータ (PC) のキーボードコントローラに実装されて
いるインタフェースの形式。データは、ビットごとのハンドシェイクを使って 
KCS インタフェース全体に転送されます。

keyboard, video,mouse,
storage, KVMS

(キーボード、ビデオ、

マウス、ストレージ) キーボードやビデオ、マウス、ストレージイベントにシステムが応答できるよ
うにする一連のインタフェース。

L
LOM オペレーティングシステムが動作していなくてもサーバとの帯域外通信を可能

にする技術。これによってシステム管理者は、サーバの電源オン/オフをした
り、システム温度やファン速度などを見たり、リモートロケーションからシス
テムをリスタートできます。

LDAP ユーザープロファイルや配布一覧、設定データなどの情報の格納、取り出し、
配布に使用するディレクトリサービスプロトコル。LDAP は TCP/IP 上で複数
のプラットフォームに渡って動作します。
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Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP)

server (LDAP サーバ) LDAP ディレクトリおよびそのディレクトリへのサービス問い合わせを保守す
るソフトウェアサーバ。 

local area network, LAN
(構内通信網) 接続するハードウェアおよびソフトウェア経由で通信できる至近距離にあるシ

ステムの集まり。Ethernet が LAN 技術ではもっとも広範に使われます。

local host
(ローカルホスト) ソフトウェアアプリケーションが動作しているプロセッサまたはシステム。

M
major event

(メジャーイベント) システムイベントのうち、深刻ではないがサービスに障害を与えるもの。

Management Information
Base, MIB

(管理情報ベース) ネットワークのリソースについての情報を分類する、ツリーに似た階層システ
ム。MIB では、マスター SNMP エージェントがアクセス可能な変数を定義して
います。MIB によって、サーバのネットワーク設定や状態、統計データにアクセ
スできる。SNMP を使うと、こういった情報をネットワーク管理ステーション 
(NMS) から見ることができます。業界協定により、各ディベロッパーにはツリー
構造の一部分が割り当てられ、そこにディベロッパー独自のデバイスに特化した
記述を加えることもできます。

man pages
(マニュアルページ) オンライン UNIX ドキュメント。

Media Access Control,
MAC (媒体アクセス制御)

アドレス 各構内通信網カード (NIC) に製造時にプログラムされる、世界で唯一の 48 
ビットハードウェアアドレス番号。

MD5 任意の長いデータ文字を唯一で固定長の短く要約したデータに変換する、セ
キュアなハッシュ関数。

minor event
(マイナーイベント) システムイベントのうち、現時点でサービスに障害は発生していないが、さら

に深刻になる前に修正を必要とするもの。
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N
namespace

(ネームスペース) LDAP ディレクトリのツリー構造における固有の名前のセットで、この名前か
らオブジェクト名が由来して解釈されます。たとえば、ファイルはファイル
ネームスペース内で命名され、プリンタはプリンタネームスペース内で命名さ
れます。

NFS ユーザーに気づかせることなく、各種ハードウェア設定を協調して機能させる
プロトコル。

NIS UNIX システムが使用する、プログラムおよびデータファイルのシステム。コン
ピュータシステムネットワーク全体のコンピュータやユーザー、ファイルシステ
ム、ネットワークパラメータに関する特定の情報の収集、照合、共有のために使
用します。

network interface card,
NIC (ネットワークイン

タフェースカード) ワークステーションやサーバをネットワークデバイスに接続する内部回路基盤
またはカード。

network management
station, NMS (ネットワー

ク管理ステーション) 1 つまたは複数のネットワーク管理アプリケーションがインストールされた高
性能なワークステーション。NMS はネットワークをリモート管理するのに使用
されます。

network mask
(ネットワークマスク) ローカルサブネットアドレスをほかの既知のインターネットプロトコル (IP) ア

ドレスから区別するためにソフトウェアが使用する番号。

NTP TCP/IP ネットワークのインターネット標準。NTP は、UTC を使用して、ネッ
トワークデバイスのクロック時間を NTサーバP サーバのミリ秒に同期します。

ノード ネットワーク上でアドレス参照可能なポイントまたはデバイス。ノードにより、
コンピュータシステムや端末、各種周辺機器をネットワークに接続できます。

nonvolatile memory
(非揮発性メモリー) システム電源がオフになった時にデータが失われないことを保証するメモリー

の種類。
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O
object identifier, OID

(オブジェクト識別子) グローバルオブジェクト登録ツリーにおけるオブジェクトの位置を識別する番
号。ツリーのノードにはそれぞれ番号が割り当てられ、OID は一連の番号と
なっています。インターネットでの使用では、OID 番号はたとえば
「0.128.45.12」といったように点で区切られています。LDAP において、OID 
は、オブジェクトクラスおよび属性タイプなどのスキーマ要素を一義的に識別
するために使用される。

OpenBoot(TM) PROM 電源投入時の自己診断テスト (POST) が部品のテストを問題なく終了した後に、
初期化されたシステムを制御するソフトウェアレイヤ。OpenBoot PROM は、メ
モリーにデータ構造を構築してオペレーティングシステムをブートします。

OpenIPMI Intelligent Platform Management Interface (IPMI) へのアクセスを容易にする、
オペレーティングシステムから独立した、イベント駆動型ライブラリ。

(Operator) オペレータ 管理対象ホストシステムへの制限付き権限を持つユーザー。

out-of-band (OOB)
system management
(OOBシステム管理) オペレーティングシステムのネットワークドライバまたはサーバが正常に機能

していない時に使用可能なサーバ管理機能。

P
parity (パリティー) 受信したデータが送信されたデータと一致するかどうかを検査するのにコン

ピュータが使用する方式。また、ディスク上のデータと一緒に格納されている情
報も指し、これを使用すると、ドライブ障害発生後にコントローラがデータを再
構築することができます。

permissions (権限) ユーザーまたはグループに許可あるいは拒否される権限のセットで、ファイル
またはディレクトリへの読み込みや書き込み、実行といったアクセスを指定し
ます。アクセス制御のために、パーミッションには、そのディレクトリ情報へ
のアクセスが許可されているのか拒否されているのか、および、許可あるいは
拒否されているアクセスのレベルが記載されています。

physical address
(物理アドレス) メモリーの位置と一致する実際のハードウェアアドレス。仮想アドレスを参照

するプログラムは、後に物理アドレスへとマップされます。

PEF サービスプロセッサが、たとえば電源切断やシステムのリセット、警告の誘発
などといったイベントメッセージを受信したときに、特定の動作をするように
設定する仕組み。
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PET ハードウェアまたはファームウェア (BIOS) イベントによって引き起こされる設
定済みアラート。PET は Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 仕
様の SNMP トラップで、オペレーティングシステムから独立で動作します。

port TCP/IP 接続が確立される場所 (ソケット)。Web サーバは従来からポート 80 を使
用し、ファイル転送プロトコル (ftp) はポート 21 を、Telnet はポート 23 を使用し
ます。ポートによって、クライアントプログラムは、ネットワーク上のコン
ピュータの特定のサーバプログラムを指定できます。サーバプログラムが起動す
るとはじめに、指定されたポート番号にバインドします。そのサーバを使用しよ
うとするすべてのクライアントは、指定されたポート番号にバインドするために
要求を送る必要があります。

port number
(ポート番号) ホストマシンの個々の TCP/IP アプリケーションが指定する番号で、送信デー

タの送付先を定めます。

power cycling
(電源の再投入) システムの電源をオフにしてからふたたびオンにするプロセス。

power-on self-test, POST
(電源投入時自己診断) システムのスタートアップ時に初期化されていないシステムを受け取り、部品を

丹念に調べてテストするプログラム。POST は、有用な部品を首尾一貫した初期
化済みシステムとして設定し、そのシステムを OpenBoot PROM に渡します。
POST は、テストが成功した部品のみの一覧を OpenBoot PROM に渡します。

PXE 業界標準クライアント/サーバインタフェースで、DHCP を使用して TCP/IP 
ネットワーク上のオペレーティングシステム (operating system、OS) をサーバ
がブートできるようにします。PXE 仕様には、一次ブートストラッププログラ
ムに基本的なネットワーク機能を提供するように、ネットワークアダプタカー
ドおよび BIOS を協調して動作させる方法が記述されています。これによっ
て、一次ブートストラッププログラムが、OS イメージの TFTP を介した読み込
みなど、ネットワーク上で二次ブートストラップを実行できるようになりま
す。したがって、一次ブートストラッププログラムは、PXE 標準に従ってコー
ディングされている場合、システムのネットワークハードウェアについての情
報を必要としない。

PEM プライバシーとデータインテグリティを保証するようにデータを暗号化した、
インターネット電子メールの標準。

protocol (プロトコル) ネットワーク上のシステムまたはデバイスが情報を交換する方法を記述した規
則セット。

proxy (プロキシ) プロトコル要求に応答して、あるシステムがほかのシステムの代理として動作
する仕組み。

public key encryption
(公開鍵暗号) パブリックおよびプライベートなコンポーネントで作成された 2 つの部分から

なる鍵 (コード) を使用する暗号方式。メッセージを暗号化するには、受取人の
公表された公開鍵を使用します。メッセージを解読するには、受取人は、受取
人のみが知っている非公開の秘密鍵を使用します。公開鍵を知っていても、対
応する秘密鍵を推測することはユーザーにはできません。
 付録 B 用語集 247



R
real-time clock, RTC

(リアルタイムクロック) システムの電源オフ時にでさえもシステムの時刻と日付を保守する、バッテ
リーバックアップ式の部品。

reboot システムを停止して起動する、オペレーティングシステムレベルの操作。電源
が入っていることが前提条件です。

redirection (出力先変更) システムの標準入出力へではなく、ファイルまたはデバイスへの入出力のチャ
ネリング。出力先変更の結果、システムが通常表示する入出力をほかのシステ
ムのディスプレイに送ります。

RMCP システムの電源の投入または切断、あるいは再起動を強制することにより、管
理者が遠隔で警告に応答できるようにするネットワークプロトコル。

remote procedure call, RPC
(遠隔手続き呼び出し) クライアントシステムがリモートサーバの関数を呼び出せるようにする、ネット

ワークプログラミングの方法。クライアントがサーバでプロシージャを開始する
と、その結果がクライアントに転送されて戻ります。

remote system
(遠隔システム) ユーザーが作業しているシステム以外のシステム。

reset システムの電源を切断してから投入する、ハードウェアレベルの操作。

root UNIX オペレーティングシステムのスーパーユーザー (root) の名前。root ユー
ザーは、全ファイルへのアクセス、および、一般ユーザーには許可していない
ほかの操作を実行することが許可されています。大まかに言うと、Windows 
Server オペレーティングシステムの管理者 (Administrator) ユーザー名と同等
です。

root directory
(ルートディレクトリ) ベースディレクトリで、ほかのすべてのディレクトリは直接あるいは間接的に

ここから生じます。

router (ルータ) ネットワークパケットまたはその他のインターネットトラフィックを送るパスを
割り当てるシステム。ホストおよびゲートウェイの両者はルーティングを行う
が、通常は「ルータ」という言葉が 2 つのネットワークを接続するデバイスを
指す。

RSA algorithm
(RSA アルゴリズム) RSA Data Security 社が開発した暗号化アルゴリズム。暗号およびデジタル署名

の両方に使用できます。
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S
schema (スキーマ) ディレクトリにエントリとして格納できる情報の種類を記述している定義。ス

キーマと一致しない情報がディレクトリに格納されている場合、ディレクトリ
にアクセスしようとしているクライアントは正しい結果を表示できないことが
あります。

SSH セキュアでないネットワーク上の遠隔システムで、セキュアで暗号化されたロ
グインおよびコマンドの実行を可能にする、UNIX シェルプログラムおよび
ネットワークプロトコル。

SSL ネットワーク上のクライアントサーバ通信をプライバシーのために暗号化する
プロトコル。SSL は、環境を確立するために鍵交換方式を使い、この方式で
は、交換されたデータすべては、盗聴や改ざんから保護するために暗号で暗号
化されかつハッシュ化されています。SSL は Web サーバと Web クライアント
の間にセキュリティー保護された接続を作り出します。HTTPS では SSL を使
用しています。

sensor data record,
SDR (センサーデータレ

コード) 機能の動的発見を容易にするために、Intelligent Platform Management 
Interface (IPMI) には、このレコードセットがあります。レコードセットには、
存在するセンサー数、センサーの種類、センサーのイベント、しきい値情報な
どのソフトウェア情報が含まれます。センサーデータによって、ソフトウェア
は、プラットフォームについての予備知識がなくてもセンサーデータの解釈お
よび呈示ができます。

serial console
(シリアルコンソール) サービスプロセッサのシリアルポートに接続された端子または導線。シリアル

コンソールは、システムがほかの管理タスクを行うように設定するために使用
されます。

server certificate
(サーバ証明書) Web アプリケーションを認証するために HTTPS で使用する証明書。証明書

は、自身で署名したものあるいは認証局 (CA) が発行したものとなります。

Server Message Block

(SMB) protocol (SMB)
プロトコル) ファイルおよびプリンタをネットワーク全体で共有できるようにするネット

ワークプロトコル。SMB プロトコルによって、クライアントアプリケーション
が、ネットワーク内のサーバプログラムのファイルの読み書きおよびサーバプ
ログラムからのサービスの要求ができるようになります。SMB プロトコルを使
うと、Windows と UNIX システムの間でファイルシステムをマウントできま
す。SMB プロトコルは IBM が設計し、その後 Microsoft 社が修正しました。
Microsoft 社は、このプロトコルを共通インターネットファイルシステム (CIFS) 
と改名しました。
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service processor, SP
(サービスプロセッサ) シャーシ環境や設定、サービス機能を管理し、システムのほかの部品からイベン

トデータを受信するのに使うデバイス。センサーインタフェースからデータを受
信し、そのデータを、インタフェースを提供している SDR を使用して解釈しま
す。SP を使用すると、システムイベントログ (SEL) への別のインタフェースが提
供されます。SP の典型的な機能には、プロセッサの温度や電源値、冷却ファン
の状態の測定があります。SP は、システムインテグリティを保持するために自
立的に動作できます。

session time-out (セッ

ションタイムアウト) サーバがユーザーセッションを無効化するまでの一定の時間。

SMTP メール送受信に使用する TCP/IP。

SNMP ネットワークアクティビティについてのデータ交換に使用する簡単なプロトコ
ル。SNMP では、管理対象デバイスとネットワーク管理ステーション (NMS) 
との間でデータがやりとりされます。管理対象デバイスには、ホストやルー
タ、Web サーバ、またはネットワーク上のその他のサーバなどの、SNMP が動
作しているいずれのデバイスも含まれます。

subnet (サブネット) ルーティングを単純化するために、単一の論理ネットワークを小さな物理ネッ
トワークに分割する動作体系。サブネットはホスト ID のブロックを認識する
インターネットプロトコル (IP) アドレスの部分です。

subnet mask
(サブネットマスク) サブネットアドレッシングのためにインターネットアドレスからビットを選択

するのに使うビットマスク。マスクは 32 ビット長で、インターネットアドレス
のネットワーク部分およびローカル部分の 1 つまたは複数のビットを選択しま
す。「アドレスマスク」とも呼ばれる。

superuser
(スーパーユーザー) UNIX システムですべての管理機能を実行する権限を持っている特別なユー

ザー。「ルート (root)」とも呼ばれる。

system event log, SEL
(システムイベントログ) システムイベント用の非揮発性ストレージを供給するログで、サービスプロ

セッサにより自発的にログ記録されるか、またはイベントメッセージと一緒に
ホストに直接送付されます。

T
Telnet あるホストのユーザーが遠隔ホストにログインできるようにする仮想端末プロ

グラム。遠隔ホストにログインしているあるホストの Telnet ユーザーは、その
遠隔ホストの通常の端末ユーザーのように対話できます。

threshold (しきい値) センサーが温度や電圧、電流、ファン速度を監視する際にこの範囲内で使用す
る最大値および最小値。
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time-out (タイムアウト) サーバが、この時間を過ぎたら、ハングしたサービスルーチンを終了しようと
する試みを停止するように指定された時間。

TCB 接続状態についての情報を記録して保守する TCP/IP の一部。

TCP/IP あるホストから別のホストへデータストリームを確実に送ることのできるイン
ターネットプロトコル。TCP/IP は、Solaris や Microsoft Windows、Linux ソ
フトウェアシステムといった各種のネットワークシステム間でデータを転送し
ます。TCP はデータ配信を保証し、パケットは送信された時のままのシーケン
スで配信されます。

trap (トラップ) 特定の状態が検知された時に SNMP エージェントが自らの主導権で作成するイ
ベント通知。SNMP には形式的に 7 種のトラップが定義されていて、サブタイ
プを定義できます。

TFTP システムにファイルを転送する簡単な転送プロトコル。TFTP は UDP を使用し
ています。

U
Universal Serial Bus,

USB (ユニバーサルシリ

アルバス) 450Mbps (USB 2.0) のデータ転送レートをサポートする外部バス標準。USB 
ポートは、マウスポインタ、キーボード、モデム、プリンタなどのデバイスを
コンピュータシステムに接続します。

user account
(ユーザーアカウント) システムに格納されている、不可欠なユーザー情報レコード。システムにアク

セスするユーザーはそれぞれユーザーアカウントを 1 つ持ちます。

UDP インターネットプロトコル (IP) に信頼性と多重化をもたらすコネクションレス
転送レイヤプロトコル。UDP によって、アプリケーションプログラムは、IP 
経由でほかのコンピュータのほかのアプリケーションプログラムへデータグラ
ムを配信できます。通常、SNMP が UDP 上に実装されます。

user identification, userid
(ユーザー ID) システムのユーザーを識別する固有の文字列。

user ientification
number, UID number

(ユーザー ID番号) UNIX システムにアクセスしているユーザーにそれぞれ割り当てられる番号。
システムが、ファイルおよびディレクトリの所有者を番号によって識別するの
に UID 番号を使用します。

user name (ユーザー名) システムでユーザーを識別する、文字または場合によっては番号の組み合わせ。
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W
web server

(Web サーバ) インターネットまたはイントラネットにアクセスするためのサービスを提供す
るソフトウェア。Web サーバは Web サイトを主催し、HTTP/HTTPS およびそ
の他のプロトコルをサポートし、サーバサイドプログラムを実行します。

wide area network, WAN
(広域通信網) ファイル転送サービスを提供する数多くのシステムから構成されるネットワー

ク。WAN は広い物理範囲に、時には世界中に及びます。

X
X.509 certificate
(X.509 証明書) もっとも一般的な証明書標準。X.509 証明書は、公開鍵および関連するアイデン

ティティ情報を持ち、認証局 (CA) によってデジタル署名されたドキュメント
です。

X Window System
(X ウィンドウシステム) 一般的な UNIX ウィンドウシステムで、ワークステーションまたは端末が複数

セッションを同時に制御できるようにします。
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