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このドキュメントの使用法

■ 概要 – 『Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイド』は、Oracle ILOM の Web および
コマンド行インタフェースを使用して Oracle ハードウェアを構成および管理する方法につ
いて説明しています。

■ 対象読者 – このガイドは、技術者、システム管理者、および Oracle 認定サービスプロバイ
ダを対象としています。

■ 必要な知識 – ユーザーにはシステムハードウェアの管理経験があるべきです。

製品ドキュメントライブラリ
この製品および関連製品のドキュメントとリソースは http://docs.oracle.com/cd/
E37444_01/index.html で入手できます。

フィードバック
このドキュメントに関するフィードバックを http://www.oracle.com/goto/docfeedback からお
寄せ下さい。

http://docs.oracle.com/cd/E37444_01/index.html
http://docs.oracle.com/cd/E37444_01/index.html
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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Oracle ILOM への管理接続の設定とログイン

説明 リンク

Oracle ILOM でサポートされる管理接続のオプションの情報につ
いては、このセクションを参照してください。

■ 15 ページの「Oracle ILOM への管
理接続の確立」

Oracle ILOM へのログイン、事前構成されたユーザーアカウント、お
よびサポートされるオペレーティングシステムと Web ブラウザの情
報については、このセクションを参照してください。

■ 31 ページの「Oracle ILOM サー
バー SP または CMM へのログイン」

Oracle ILOM によってサポートされているオペレーティングシステム
の Web ブラウザの完全なリストについては、このセクションを参照し
てください。

■ 35 ページの「Oracle ILOM でサ
ポートされている Web ブラウザ」

Oracle ILOM のセキュリティーを強化するためのガイドラインを参
照するには、このセクションを参照してください。

■ 36 ページの「セキュリティーを最大
化するように Oracle ILOM を構成す
る」

関連情報
■ Oracle サーバーまたはブレードシステム CMM のインストールガイド
■ Oracle サーバーの管理ガイド
■ Oracle ILOM 3.2.x セキュリティーガイド

Oracle ILOM への管理接続の確立
Oracle ILOM のファームウェアは、Oracle サーバーまたはシャーシモニタリングモジュール
(CMM) が Oracle ILOM に対して管理接続を簡単に確立できるように事前構成された状態
で出荷されます。

Oracle ILOM への管理接続を確立する方法については、次を参照してください。
■ 15 ページの「Oracle ILOM への管理接続の選択および構成」
■ 29 ページの「管理サービスおよびネットワークのデフォルトのプロパティー」

Oracle ILOM への管理接続の選択および構成
Oracle ILOM は次の管理接続をサポートしています。
■ 16 ページの「専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)」
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■ 18 ページの「サイドバンドネットワーク管理接続」
■ 21 ページの「専用のローカル管理接続」
■ 22 ページの「専用の相互接続 SP 管理接続」

専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)
Oracle ILOM とともに出荷されるすべての Oracle サーバーおよび CMM には、ホストから
すべての管理トラフィックをセキュアに分離する専用の帯域内管理ポートがシャーシに装備さ
れています。

すべてのサーバーおよび CMM は、Oracle ILOM に対してセキュアな管理接続を確立する準
備ができた状態で出荷されます。シャーシの物理ネットワーク管理ポート (NET MGT) にアク
ティブな LAN 接続を接続するだけで、ログインできるようになります。Oracle ILOM への専
用の管理接続を設定する手順の詳細は、次の手順を参照してください。

Oracle ILOM への専用ネットワーク管理接続の構成

始める前に
■ 29 ページの「管理サービスおよびネットワークのデフォルトのプロパティー」を確認しま

す。
■ Oracle ILOM の「Management Port」プロパティーは、管理対象デバイスの物理ネット

ワーク管理ポート (NET MGT) を使用してすべての管理トラフィックをルーティングするよう
にデフォルトで設定されています。

注記 - 専用ネットワーク管理接続は、サイドバンドネットワーク管理接続から独立して実装さ
れるように設計されています。ただし、これらのネットワーク管理接続 (専用またはサイドバン
ド) はいずれも、標準のローカルシリアル管理接続および (または) 内部の高速相互接続の
管理接続と共存できます。

■ Oracle ILOM のもっとも信頼性が高くセキュアな環境を維持するために、サーバー上の専
用のネットワーク管理ポートは常に、内部の信頼できるネットワークや専用のセキュアな管理
/プライベートネットワークに接続している必要があります。

■ Oracle ILOM の「Management Port」プロパティーは、Oracle ILOM の CLI およ
び Web インタフェースから構成できます。また、x86 サーバーの場合は、BIOS ユーティリ
ティーから構成できます。
Oracle ILOM から「Management Port」プロパティーを変更する場合は、デフォルトの
root アカウントまたは Admin (a) 役割権限を持つユーザーアカウントを使用してログイン
する必要があります。ログイン手順については、31 ページの「Oracle ILOM SP また
は CMM へのログイン」を参照してください。

Oracle ILOM への専用ネットワーク管理接続を確認または構成するには、次の手順に従いま
す。
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1. 物理サーバーまたは CMM で、LAN 接続が物理管理ポート (NET MGT) に対して確立され
たことを確認します。
NET MGT ポートへの物理 LAN 接続が確立されていない場合は、ネットワークスイッチとデ
バイスの物理 NET MGT ポートを Ethernet ケーブルで接続します。詳細な手順については、
Oracle サーバーまたは CMM のインストールガイドの配線のセクションを参照してください。

注記 - 管理対象サーバーまたは CMM シャーシの NET MGT ポートにアクティブな LAN 接
続を接続すると、Oracle ILOM は、ネットワークの IP ルーティングデバイスから、SP または
CMM の IP アドレスを自動的に検出します。Oracle ILOM SP または CMM に割り当てら
れている IP アドレスを判別するためのガイドラインについては、33 ページの「IP ネットワー
ク管理アドレスを使用する際のガイドライン」を参照してください。

2. ネットワークスイッチポートの通信速度を「auto-negotiate」に設定します。

注記 - ネットワークスイッチポートの速度が「auto-negotiate」に設定されていない場合は、
Oracle ILOM に接続するときに、ネットワーク通信のエラーが発生する可能性があります。

3. デフォルトの「Management Port」プロパティーが Oracle ILOM SP または CMM に設定さ
れていることを確認するには、該当するユーザーインタフェースを使用して次の手順を実行しま
す。

ユーザーインタフェース 手
順

タスク: SP または CMM のデフォルトの「Management Port」プロパティーを確認またはリセットする

1: Oracle ILOM の CLI にログインし、show コマンドを使用して、管理対象デバイスのネットワークプロパ
ティーを表示します。たとえば、次のいずれかを入力します。

■ show /SP/network

■ show /CMM/network

ログイン手順については、31 ページの「Oracle ILOM SP または CMM へのログイン」を参照してく
ださい。

2: /network の出力に、SP または CMM のデフォルトの「Management Port」プロパティーが表示されるこ
とを確認します。例:

■ SP の出力: managementport=MGMT
■ CMM の出力: switchconf=port0

Oracle ILOM CLI

3: 必要な場合は、SP または CMM のデフォルトの「Management Port」プロパティーをリセットします。

SP の場合、次を入力します:

set /SP/network pendingmanagementport=MGMT commitpending=true

CMM の場合、次を入力します:

set /CMM/network pendingswitchconf=port0 commitpending=true

Oracle ILOM の
Web インタフェース

1: Oracle ILOM の Web インタフェースにログインして、「ILOM Administration」>「Connectivity」の順
にクリックします。
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ユーザーインタフェース 手
順

タスク: SP または CMM のデフォルトの「Management Port」プロパティーを確認またはリセットする

ログイン手順については、31 ページの「Oracle ILOM SP または CMM へのログイン」を参照してく
ださい。

2: 「Network Settings」ページで、SP の「Management Port」リストボックスに MGMT が設定されているこ
と、または「CMM Management Network Switch」リストボックスに Port 0 が設定されていることを確
認します。

必要な場合は、SP の場合は MGMT、CMM の場合は Port0 を選択してデフォルトの「Management
Port」プロパティーをリセットし、「Save」をクリックします。

1: 管理対象の x86 サーバーで BIOS 設定ユーティリティーにアクセスし、BIOS 設定ユーティリティーのダイア
ログで、「Advanced」 > 「IPMI 2.0 Configuration」 > 「Set LAN Configuration」の順にクリックしま
す。

BIOS 設定ユーティリ
ティー (x86 サーバー
の場合のみ利用可
能) 2: 「LAN Configuration」メニューで、デフォルトの「Management Port」プロパティーとして MGMT が設定さ

れていることを確認します。

必要な場合は、デフォルトの「Management Port」プロパティーを MGMT にリセットして、変更をコミットしま
す。

関連情報

■ 105 ページの「デフォルトの接続構成プロパティーの変更」
■ 「ユーザーアカウントの設定および管理」

サイドバンドネットワーク管理接続

サイドバンド管理がサポートされるサーバーの場合は、オプションで、サーバーのシャーシに装備
されている標準のデータポートを使用して Oracle ILOM に接続し、サーバーをリモートから管理
できます。Oracle ILOM へのサイドバンド管理接続を実装すると、ホストおよび管理トラフィッ
クのために 2 つの別個のネットワーク接続をサポートする必要がなくなります。ただし、このアプ
ローチは、(1) Oracle ILOM への接続のパフォーマンスが低下する可能性があり、(2) Oracle
ILOM のトラフィックが信頼されていないネットワークに転送される恐れがあります。

サイドバンド管理接続を使用して管理トラフィックを転送するように Oracle ILOM を構成す
るには、デフォルトの「Management Port」プロパティー値 (MGMT|port0) をサーバー上のアク
ティブな物理データポート (NET0、NET1、NET2、または NET3) に変更する必要があります。

Oracle ILOM へのサイドバンド管理接続の構成の詳細は、次を参照してください。

■ 18 ページの「Oracle ILOM へのサイドバンド管理接続の構成」
■ 20 ページの「サイドバンド管理でのネットワーク接続に関する考慮事項」

Oracle ILOM へのサイドバンド管理接続の構成

始める前に
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■ サイドバンド管理は、ほとんどの Oracle サーバーでサポートされています。ただし、サーバー
がサイドバンド管理をサポートするかどうかを確認するには、サーバー管理ガイドまたは製品
のリリースノートを参照してください。

注記 - サイドバンドネットワーク管理接続は、専用ネットワーク管理接続から独立して実装さ
れるように設計されています。ただし、これらのネットワーク管理接続 (専用またはサイドバン
ド) はいずれも、標準のローカルシリアル管理接続および (または) 内部の高速相互接続の
管理接続と共存できます。

■ 29 ページの「管理サービスおよびネットワークのデフォルトのプロパティー」を確認しま
す。

■ Oracle ILOM のもっとも信頼性が高くセキュアな環境を維持するために、サーバー上のサ
イドバンド管理ポートは常に、内部の信頼できるネットワークや専用のセキュアな管理または
プライベートネットワークに接続している必要があります。

■ Oracle ILOM の SP の「Management Port」プロパティーは、Oracle ILOM の CLI お
よび Web インタフェースから構成できます。また、x86 サーバーの場合は、BIOS 設定ユー
ティリティーから構成できます。
Oracle ILOM から「Management Port」プロパティーを変更する場合は、次の要件が適
用されます。
■ Oracle ILOM への管理接続をあらかじめ確立しておくようにしてください。手順につい

ては、次のいずれかを参照してください。
- 16 ページの「専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)」
- 21 ページの「専用のローカル管理接続」

■ Oracle ILOM にログインしておいてください。手順について
は、31 ページの「Oracle ILOM サーバー SP または CMM へのログイン」を参照
してください。

■ Oracle ILOM で「Management Port」プロパティーを変更するには、デフォルトの
root アカウントまたは Admin (a) 役割権限を持つユーザーアカウントが必要です。

Oracle ILOM へのサイドバンド管理接続を構成するには、次の手順に従います。

1. 物理サーバーで、アクティブな LAN 接続が適切な Ethernet データポート (NET0、NET1、NET2、
または NET3) に対して確立されていることを確認します。
手順については、サーバーまたはブレードシステムのインストールガイドの配線のセクションを参
照してください。

2. サイドバンド管理の SP の「Management Port」プロパティーを構成するには、次のいずれか
を実行します。

■ Oracle ILOM の Web インタフェースから – 「ILOM Administration」 >
「Connectivity」の順にクリックして、「Management Port」リストボックスをクリックしま
す。
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「Management Port」リストボックスで、アクティブな物理データポート名
(NET0、NET1、NET2、または NET3) を選択して、「Save」をクリックします。

■ Oracle ILOM CLI から – 次を入力します。
set /SP/network pendingmanagementport=/SYS/MB/NETn commitpending=true

ここでは:

n は、サーバー上のアクティブな物理データポート番号 (0、1、2、または 3) です。

■ BIOS 設定ユーティリティーから (x86 サーバーの場合に利用可能) – 「Advanced」 >
「IPMI 2.0 Configuration」 > 「Set LAN Configuration」の順にクリックします。
「LAN Configuration」メニューで、「Management Port」設定にアクティブな物理デー
タポート名 (NET0、NET1、NET2、または NET3) を設定し、「Commit」をクリックして、変更を反
映します。

注記 - ホストの BIOS 設定ユーティリティーで、オプションに移動して、設定および保存を行う方
法については、サーバーとともに提供されている管理ガイドを参照してください。

関連情報

■ 20 ページの「サイドバンド管理でのネットワーク接続に関する考慮事項」
■ 33 ページの「IP ネットワーク管理アドレスを使用する際のガイドライン」
■ 105 ページの「デフォルトの接続構成プロパティーの変更」
■ 130 ページの「スパニングツリー構成についての推奨事項 」
■ 「ユーザーアカウントの設定および管理」
■ 125 ページの「システム識別情報の割り当て」

サイドバンド管理でのネットワーク接続に関する考慮事項

このセクションでは、Oracle ILOM に対してサイドバンド管理接続を使用する場合に考慮す
るべき一般的なネットワーク接続の問題を示します。

■ サーバー SP とホストオペレーティングシステム間のチップ内接続が、オンボードのホストギ
ガビット Ethernet コントローラではサポートされないことがあります。この状況が発生した
場合は、転送元ターゲットと転送先ターゲット間のトラフィックの転送で、L2 ブリッジング/
スイッチングの代わりに別のポートまたは経路を使用します。

■ サーバーホストの電源を入れ直すと、サイドバンド管理用に構成されている、サーバーのギガ
ビット Ethernet ポート (NET 0、1、2、3) で、ネットワーク接続が短時間中断することがありま
す。この状況が発生した場合は、隣接するスイッチ/ブリッジのポートをホストポートとして構
成します。
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■ サーバー上の Ethernet データポートがスイッチポートとして構成されていて、Spanning
Tree Protocol (STP) に参加している場合、スパニングツリーの再計算のため、機能停止
が長引くことがあります。

専用のローカル管理接続

すべての Oracle サーバーおよび CMM は、Oracle ILOM へのセキュアなローカル管理接続
を簡単に確立できる物理シリアルポートをシャーシに装備して出荷されます。この種類の管理
接続は、システムの障害にアクセスして診断するための唯一の方法がローカルのコンソールで
ある場合、または LAN 接続を確立する前に Oracle ILOM の事前構成されたネットワークプ
ロパティーを変更する代替の方法が必要な場合に特に便利です。

Oracle ILOM に対してローカルのシリアル管理接続を構成する場合は、次の手順を参照して
ください。

Oracle ILOM への専用のローカル管理接続の構成

始める前に

■ Oracle ILOM へのローカルなシリアル管理接続では、物理的なシリアルコンソールデバイ
ス (テキスト端末、ワークステーション、ノートパソコン、または端末エミュレータプログラム) を
サーバーまたは CMM の SER MGT ポートに接続する必要があります。
Oracle サーバーに配備されている物理シリアル管理ポートの詳細は、サーバーに付属する
Oracle のドキュメントを参照してください。

Oracle ILOM への専用のローカル管理接続を構成するには、次の手順に従います。

1. シリアルコンソールデバイスとサーバーまたは CMM のシリアル管理 (SER MGT) ポートをシ
リアルケーブルで接続します。

2. コンソールデバイスの通信プロパティーを、9600 ボー、8 ビット、パリティーなし、1 ストップ
ビットの値に設定します。

注記 - DTE から DTE の通信で送受信の信号が逆方向になる (クロスオーバーする) 場合、
null モデム構成が必要になります。システムに付属するアダプタケーブルを使用して、null モ
デム構成を実現します。

3. コンソールデバイスと Oracle ILOM SP または CMM の間に接続を作成するには、Enter
キーを押します。

関連情報

■ 29 ページの「管理サービスおよびネットワークのデフォルトのプロパティー」
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■ 105 ページの「デフォルトの接続構成プロパティーの変更」
■ 39 ページの「割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役割」
■ 90 ページの「シリアル管理ポートの所有者」
■ 125 ページの「システム識別情報の割り当て」

専用の相互接続 SP 管理接続

内部 Ethernet-over-USB インタフェースをサポートする Oracle サーバーの場合は、オプショ
ンでサーバーのネットワーク管理 (NET MGT) ポートを使用せずに、ホストオペレーティングシス
テム (OS) のクライアントから Oracle ILOM に対して LAN 管理接続を確立できます。

この種類の管理接続を実装したときに得られる利点を次に示します。

■ 配備を容易にするための事前構成されたルーティングの宛先とならない IP アドレス
ローカル相互接続構成は、事前構成された内部のルーティングの宛先とならない IP アドレ
スを使用して、各内部接続ポイント (ILOM SP およびホスト OS) を自動構成できる状態
で出荷されます。
Oracle ILOM は、従来の「Ethernet」インタフェースとして管理対象サーバーにインストー
ルされる Ethernet-over-USB インタフェースを提供しています。

■ Oracle ILOM へのセキュアな認証されたローカル接続
ローカル相互接続を使用した Oracle ILOM への接続では、専用ネットワーク管理接続ま
たはサイドバンドネットワーク管理接続を使用して Oracle ILOM への接続を確立するとき
と同様に、ユーザー認証が必要となります。
有効なユーザー名とパスワードを持つすべてのオペレーティングシステムユーザーは、Oracle
ILOM へのアクセスを許可されます。

■ ローカル管理を行うための高速な代替手段
内部の高速専用管理接続を使用して Oracle ILOM のすべての管理タスクを実行しま
す。
ローカル相互接続の管理接続は、従来のローカルのシリアルコンソールまたはホストキー
ボードコントローラスタイル (KCS) のインタフェースを使用するよりも高速な、ローカルでサー
バーの管理を行うための代替の方法です。

Oracle ILOM SP に対してローカル相互接続を確立するための詳細は、次のトピックを参照し
てください。

■ 23 ページの「ローカル相互接続のオプションの構成」
■ 23 ページの「ローカル相互接続を手動で構成する」
■ 26 ページの「手動構成でのホスト OS 相互接続のガイドライン」
■ 28 ページの「Oracle ILOM SP の相互接続プロパティー 」
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ローカル相互接続のオプションの構成

ローカル相互接続の構成オプション 説明

自動構成 (推奨) Oracle ILOM では、Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソフト
ウェアをインストールすると、ローカル相互接続の管理接続の構成が自動化されます。
この場合、Oracle ILOM から構成を行う必要はありません。
注記 - ローカル相互接続の接続ポイントの自動構成が行われるようにするには、
Oracle ILOM のデフォルトの「Host Managed」(hostmanaged) 設定を受け入れて
(True に設定)、Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソフトウェアを
サーバーにインストールする必要があります。

Oracle Hardware Management Pack を使用した自動構成の詳細は、『Oracle
Hardware Management Pack ユーザーズガイド』を参照してください。

手動構成 (上級ユーザー) 上級ネットワーク管理者が Oracle Hardware Management Pack をインストールし
て Ethernet USB 接続を自動構成したくない場合は、内部 Ethernet USB インタ
フェースの接続ポイントを手動で構成することを選択できます。

手動構成の詳細は、23 ページの「ローカル相互接続を手動で構成する」を参照し
てください。

ローカル相互接続を手動で構成する

注記 - 代替の方法として、Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソフトウェア
を使用すると、ローカル相互接続の接続ポイントを管理対象サーバーに自動構成できます。ロー
カル相互接続の自動構成の手順については、『Oracle Hardware Management Pack ユーザー
ズガイド』を参照してください。

始める前に

■ 23 ページの「ローカル相互接続のオプションの構成」を確認してください。
■ SP およびホスト OS 間のローカル相互接続を構成するこの手動の手順は、上級ユーザー

のみが実行するようにしてください。
■ この手動の手順は、ホスト OS の内部接続ポイントを構成するためのガイドライン、および

オプションで Oracle ILOM SP の内部接続ポイントを構成するための詳細な手順を示し
ます。

■ Oracle ILOM のデフォルトの SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを変更す
る前に、Oracle ILOM SP でネットワークまたはローカルのシリアル管理接続が確立されて
いる必要があります。

注記 - CMM では、Oracle ILOM の「Local Host Interconnect」プロパティーは利用で
きません。ただし、Oracle ILOM CMM の CLI または Web インタフェースを使用すると、
シャーシに取り付けられているブレードサーバーの SP の「Local Host Interconnect」プロ
パティーに移動して構成できます。
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■ Oracle ILOM で SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを変更するには、事前
構成された Oracle ILOM の root アカウントまたはユーザーが構成したユーザーアカウン
ト (Admin (a) 役割権限を持つ) が必要です。

ホスト OS および Oracle ILOM SP 間に内部 Ethernet USB 接続ポイントを手動で構成す
るには、次の手順に従います:

1. ホストオペレーティングシステムに内部 Ethernet USB 接続パラメータを手動で構成するに
は、次を実行します:

a.   サーバーが内部 Ethernet-over-USB インタフェースをサポートしていることを確認しま
す。
サーバーが Oracle ILOM に対するローカル相互接続の管理接続をサポートしているかど
うかを確認するには、サーバー管理ガイドの Oracle ILOM でサポートされる機能を説明
しているセクションを参照してください。

b.   管理対象サーバーへの OS ソフトウェア配布によって、OS 固有の Ethernet デバイスド
ライバがインストールされていることを確認します。
OS 固有の Ethernet デバイスドライバがオペレーティングシステムのインストール時に
提供されなかった場合は、Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソフト
ウェア配布から内部 Ethernet-over-USB インタフェース用のデバイスドライバを入手で
きます。このファイルを Oracle Hardware Management Pack ソフトウェア配布から抽
出する方法については、『Oracle Hardware Management Pack ユーザーズガイド』を参照し
てください。

c.   管理対象サーバーのホストオペレーティングシステムが、内部 Ethernet-over-USB イン
タフェースを認識することを確認します。そのあと、ネットワークパラメータをホスト OS の
接続ポイントに手動で割り当てます。
ガイドラインについては、26 ページの「手動構成でのホスト OS 相互接続のガイドラ
イン」を参照してください。

2. Oracle ILOM SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを手動で変更するには、次の
手順に従います。

a.   28 ページの「Oracle ILOM SP の相互接続プロパティー 」を確認してください。

b.   Web ブラウザまたは CLI シェルを使用して Oracle ILOM にログインします。
ログイン手順については、31 ページの「Oracle ILOM サーバー SP または CMM へ
のログイン」を参照してください。

c.   Oracle ILOM の SP の「Local Host Interconnect」プロパティーを変更するには、該当
する Oracle ILOM インタフェースで次の手順を実行します。
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Oracle ILOM インタフェース 手順:

Web ブラウザ 1. Oracle ILOM SP の Web インタフェースで、「ILOM Administration」>「Connectivity」の順
にクリックします。

2. 「Local Host Interconnect」セクションまでページをスクロールダウンして、「Configure」をクリッ
クします。

3. 「Configure USB Ethernet Parameters」ダイアログで、「Host Managed」のチェックボック
スをオフにして、「State」のチェックボックスをオンにし、必要な場合にのみ、SP に指定されてい
るローカルのルーティングの宛先とならない IPv4 アドレスまたはネットマスクアドレスを変更して、
「Save」をクリックします。
注 - Oracle ILOM SP に割り当てられている事前構成された IP アドレスまたはネットマスクアド
レスは、ネットワークでこれらのパラメータに競合が存在する場合を除き、変更する必要はありませ
ん。

CLI シェル 1. 管理対象サーバーの /network/interconnect 作業用ディレクトリに移動します。
例:
1 つのサーバー SP CLI から、次を入力します。cd /SP/network/interconnect
CMM CLI から、次を入力します。cd /Servers/Blades/BLn/network/interconnect
マルチドメインサーバー SP CLI から、次を入力します。 cd /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/
network/interconnect

2. hostmanaged プロパティーを無効にして、「Local Host Interconnect」の state を true に設定
するには、次を入力します。
set hostmanaged=disabled

set state=true

注 - Oracle ILOM SP に割り当てられている事前構成されたルーティングの宛先とならない IP
アドレスおよびネットマスクアドレスは、ネットワークでこれらのパラメータに競合が存在する場合を
除き、変更する必要はありません。

3. SP に指定されている、ローカルのルーティングの宛先とならない IPv4 アドレスまたはネットマスク
アドレスを変更するには、次を入力します:
set pendingipaddress=specify_new_address set pendingipnetmask=specify_new_address
set commitpending=true

3. ホスト OS と Oracle ILOM SP 間のローカル相互接続の管理接続をテストするには、次のい
ずれかを実行します:

■ 管理対象サーバーのホストオペレーティングシステムで Web ブラウザまたは CLI シェル
を使用し、SP の USB Ethernet 接続ポイントに割り当てられているルーティングの宛先
とならない IP アドレスを入力して、Oracle ILOM SP にログインします。
想定される結果:

Web ブラウザ接続 - Oracle ILOM のログインページが表示されます。

CLI シェル接続 - Oracle ILOM の承認プロンプトが表示されます。

■ ホスト OS からローカル相互接続の SP のアドレスに対して ping を実行します。
手順については、131 ページの「IPv4 および IPv6 の接続をテストする」を参照してく
ださい。
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関連情報
■ 26 ページの「手動構成でのホスト OS 相互接続のガイドライン」
■ 28 ページの「Oracle ILOM SP の相互接続プロパティー 」
■ 31 ページの「Oracle ILOM サーバー SP または CMM へのログイン」
■ 『Oracle ILOM 3.2.x セキュリティーガイド』の「Oracle ILOM の LAN 相互接続インタフェー

スを理解する」
■ Oracle Hardware Management Pack のドキュメントライブラリ: http://www.oracle.

com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp

手動構成でのホスト OS 相互接続のガイドライン

次の表は、ホスト OS の内部 USB Ethernet 接続ポイントに、ローカルのネットワークパラメー
タを構成するための一般的なガイドラインを示しています。

注記 - 管理対象サーバーにインストールされている内部 USB Ethernet は、従来の Ethernet
インタフェースとしてシステムに表示されます。ホスト OS にローカル相互接続ポイントを手動
で構成する場合は、ホストの MAC アドレス (hostmacaddress=) を使用して、ホスト OS のロー
カル相互接続ポイントに割り当てられている名前を判別する必要がある場合があります。

表 1 ホスト OS の相互接続を手動構成する場合のガイドライン

オペレーティングシステム 手動でのホスト OS の相互接続のガイドライン

Windows Server 2008 Microsoft Windows が管理対象サーバー上で内部 Ethernet-over-USB インタフェースを発見す
ると、Ethernet-over-USB インタフェースのデバイスドライバを確認するように求めるメッセージが
表示されることがあります。実際にはドライバは必要ないため、Oracle Hardware Management
Pack ソフトウェア配布から抽出できる .inf ファイルを指定すれば、Ethernet-over-USB インタ
フェースの通信スタックに対応できるはずです。

Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソフトウェア配布は、Oracle ソフトウェア製
品のダウンロードページからダウンロードできます。

Oracle Server Hardware Management Pack から .inf ファイルを抽出する方法については、
『Oracle Server Hardware Management Pack ユーザーズガイド』を参照してください。

Windows Server 2008 で IP ネットワークパラメータを構成する方法については、Microsoft
Windows オペレーティングシステムのドキュメントまたは次の Microsoft Tech Net サイトを参照し
てください。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754203%28WS.10%29.aspx

Linux 管理対象サーバーでサポートされているほとんどの Linux オペレーティングシステムのインストールに
は、Ethernet-over-USB インタフェースのデバイスドライバのインストールが含まれています。

Ethernet-over-USB インタフェースは、通常、Linux オペレーティングシステムによって自動的に発
見され、usb0 としてシステムに表示されます。ただし、このインタフェースの表示名は、各 Linux ソフ
トウェア配布によって異なる場合があります。

次のコマンド行の命令は、usb0 に対応するホスト OS の相互接続にネットワークパラメータを構成す
る方法を示しています:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=ohmp
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754203%28WS.10%29.aspx
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オペレーティングシステム 手動でのホスト OS の相互接続のガイドライン
\>lsusb usb0

\> ifconfig usb0 169.254.182.77

\> ifconfig usb0 netmask 255.255.255.0

\> ifconfig usb0 broadcast 169.254.182.255

\> ifconfig usb0

\> ip addr show usb0

注記 - ネットワークパラメータの構成は、個別に ifconfig コマンドを発行せずに、スクリプトに記述で
きます。ただし、ネットワークパラメータを構成するための実際のネットワークスクリプトは、Linux ソフト
ウェア配布によって異なる場合があります。このため、各 Linux ソフトウェア配布とともに通常提供さ
れるネットワークスクリプトの例を参照するようにしてください。

Linux オペレーティングシステムを使用して IP ネットワークパラメータを構成する方法の詳細につい
ては、Linux オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

Solaris 管理対象サーバーのほとんどの Oracle Solaris オペレーティングシステムのインストールには、
Ethernet-over-USB インタフェースのデバイスドライバが含まれています。このインタフェースのデバ
イスドライバが提供されていない場合は、Oracle Hardware Management Pack 2.1.0 以降のソ
フトウェア配布からこのドライバを抽出できます。

Solaris 固有の OS ドライバを管理パックから抽出する方法については、『Oracle Hardware
Management Pack ユーザーズガイド』を参照してください。

Ethernet-over-USB インタフェースは、通常、Oracle Solaris オペレーティングシステムによって自
動的に発見され、usbecm0 としてシステムに表示されます。ただし、このインタフェースの表示名は、
Oracle Solaris ソフトウェア配布によって異なる場合があります。

次のコマンド行の命令は、usbecm0 に対応するホスト OS の相互接続にネットワークパラメータを構成
する方法を示しています。

■ IP インタフェースを plumb または unplumb するには、次のいずれかのコマンドを入力します。
ifconfig usbecm0 plumb

■ アドレス情報を設定するには、次のコマンドを入力します。
ifconfig usbecm0 netmask 255.255.255.0 broadcast 169.254.182.255 169.254.182.77

■ インタフェースを設定するには、次のコマンドを入力します。
ifconfig usbecm0 up

■ インタフェースを停止するには、次を入力します:
ifconfig usbecm0 down

■ アクティブなインタフェースを表示するには、次のように入力します。
ifconfig -a

■ 接続をテストするには、Oracle Solaris ホストまたは SP 内部 USB Ethernet デバイスに対し
て ping を実行します。
ping <Oracle Solaris ホストの IPv4 アドレス>

ping <SP の Ethernet-over-USB インタフェースの IPv4 アドレス>
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オペレーティングシステム 手動でのホスト OS の相互接続のガイドライン
注記 - ネットワークパラメータの構成は、ifconfig の手順を実行せずに、スクリプトに記述できます。た
だし、ネットワークパラメータを構成するためのネットワークスクリプトは、厳密には各 Oracle Solaris
ソフトウェア配布によって異なる場合があります。このため、各 Oracle Solaris ソフトウェア配布とと
もに通常提供されるネットワークスクリプトの例を参照するようにしてください。

Oracle Solaris オペレーティングシステムを使用してハードウェアデバイスの静的 IP アドレスを構成
する方法については、Oracle Solaris オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

Oracle ILOM SP の相互接続プロパティー

次の表は、Oracle ILOM の CLI (ターゲット: /network/interconnect) および Oracle
ILOM の Web インタフェース (「ILOM Administration」 > 「Connectivity」 > 「Local
Host Interconnect」 > 「Configure」) に表示される SP の「Local Host Interconnect」プ
ロパティーについて説明しています。

表 2 Oracle ILOM SP の相互接続プロパティー

プロパティー デフォルト値 説明

Host Managed

(hostmanaged=true|false)

Enabled (true) 「Host Managed」プロパティーは、デフォルトでは、ホスト OS と
Oracle ILOM SP 間のローカル相互接続の管理接続を Oracle
Hardware Management Pack ソフトウェアが自動構成できる状態で
出荷されます。

Oracle Hardware Management Pack ソフトウェアがローカル相互
接続の接続を自動構成しないようにして、ホスト OS と Oracle ILOM
SP 間の接続ポイントを手動で構成するには、「Host Managed」プロパ
ティーの値を無効 (false) に設定する必要があります。

注 - Ethernet-over-USB インタフェースが使用されないようにする
には、Oracle ILOM で「Host Managed」プロパティーおよび「Local
Host Interconnect」の state プロパティーの両方を disabled (false)
にする必要があります。

State

(state=disabled|enabled)

Disabled Oracle ILOM の「Local Host Interconnect」プロパティーの state
は、デフォルトでは disabled に設定されます。

ホスト OS と Oracle ILOM SP 間の Ethernet-over-USB 接続ポイ
ントを手動で構成することを選択した場合は、このプロパティーの値に
enabled を設定する必要があります。

IP Address

(pendingipaddress=)

169.254.182.7 Oracle ILOM では、Oracle ILOM SP の Ethernet-over-USB 接続
ポイントに対して、事前構成されたルーティングの宛先とならない IPv4
アドレスがデフォルトで用意されています。

通常、事前構成された IP アドレス (169.254.182.76) は、ネットワーク
でこのアドレスに競合が存在する場合を除き、変更する必要はありませ
ん。

Netmask Address

(pendingipnetmask=)

255.255.255.0 Oracle ILOM では、Oracle ILOM SP の Ethernet-over-USB 接続
ポイントに対して、事前構成された IPv4 ネットマスクアドレスがデフォル
トで用意されています。
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プロパティー デフォルト値 説明
通常、事前構成された IPv4 ネットマスク (255.255.255.0) アドレス
は、ネットワークでこのアドレスに競合が存在する場合を除き、変更する
必要はありません。

Save

(commitpending=true|false)

Oracle ILOM SP の Ethernet-over-USB 接続ポイントの IP アドレ
スまたはネットマスクアドレスへの変更は、その変更が CLI でコミットさ
れるか、Web インタフェースで保存されるまで、保留中とみなされます。

Service Processor MAC Address
(spmacaddress=)

読み取り専用 読み取り専用の「Service Processor MAC Address」プロパティーに
は、Oracle ILOM SP に割り当てられている MAC アドレスが表示され
ます。

Host MAC Address
(hostmacaddress=)

読み取り専用 読み取り専用の「Host MAC Address」プロパティーには、管理対象
サーバーに割り当てられている MAC アドレスが表示されます。また、こ
れは、ほとんどのオペレーティングシステムが内部 Ethernet-over-USB
インタフェースを認識する方法を表しています。

Connection Type 読み取り専用 この読み取り専用の「Connection Type」プロパティーは、接続タイプ
が内部 USB Ethernet であることを示します。

CLI の help コマンド /network/interconnect CLI ターゲットの下に表示される構成可能な
プロパティーまたは構成できないプロパティーの追加情報を参照するに
は、help コマンドに続けてプロパティー名を入力します。

構文:  help /SP|CMM/network/interconnect property_name

例: help /SP/network/interconnect hostmanaged

管理サービスおよびネットワークのデフォルトのプロパ
ティー
サーバーを配備するプロセスを簡単にするために、Oracle ILOM はほとんどの管理サービス
ポートおよび標準のネットワーク接続プロパティーが有効になるように事前構成された状態で出
荷されます。ただし、セキュリティーを最大化して、Oracle ILOM への承認されていないアクセ
スを防ぐには、必要のない管理サービスポートのプロパティーを無効にするようにしてください。

注記 - Oracle ILOM のデフォルトのプロパティーは、Oracle ILOM に対して管理接続を確立
したあとにユーザーが構成できます。

■ 表3「デフォルトで有効にされる管理サービス 」 デフォルトで有効にされる管理サービス
■ 表4「デフォルトで有効にされるネットワーク接続プロパティー 」 デフォルトで有効にされる

ネットワーク接続プロパティー

表 3 デフォルトで有効にされる管理サービス

管理アクセス デフォルトのプロパティー サービスポート 構成可能なプロパティーを変更する場合の参照先

Web サーバー: モード ■ HTTP 接続を HTTPS にリ
ダイレクトする

80 表38「 Web サーバーの構成プロパティー」

Web サーバー: 状態 ■ HTTPS、有効 443 表38「 Web サーバーの構成プロパティー」
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管理アクセス デフォルトのプロパティー サービスポート 構成可能なプロパティーを変更する場合の参照先

Web サーバー: SSL ■ SSLv3 および TLSv1 を有
効にする

■ デフォルトの SSL 証明書
■ デフォルトの SSL 自己署

名非公開鍵

- 表39「HTTPS Web サーバーの SSL 証明書および非公
開鍵の構成プロパティー」

IPMI: 状態 ■ Enabled 623 表42「 IPMI サービスの構成プロパティー」

注 - セキュリティーのレベルを高めるため、Oracle ILOM
IPMI クライアントでは IPMI 2.0 モードをサポートし、常に
このモードで動作するようにしてください。

SNMP: 状態 ■ SNMPv3、有効 161 表40「SNMP 構成プロパティー」
シングルサインオン ■ Enabled 11626 41 ページの「シングルサインオンサービス (デフォルト

で有効)」
Secure Shell (SSH) ■ Enabled

■ RSA 鍵および DSA 鍵を生
成する

22 表41「SSH サーバーの構成プロパティー」

リモート KVMS リダイ
レクション (ビデオ、キー
ボード、マウス、およびスト
レージ)

■ Enabled 5120-
5123、
5555、
5556、
7578、7579

「リモート KVMS コンソールを使用したホストサーバーのリ
ダイレクション」

サービスタグ† ■ Enabled 6481 「service tag」プロパティーを変更するには、次を入力しま
す。

set /SP/services/servicetag state=enabled|disabled

†サーバーを識別し、Oracle サービスソリューションと統合できるようにする Oracle の検索プロトコル。

注記 - Oracle ILOM によって使用されるデフォルトのネットワークポートの完全なリストについ
ては、90 ページの「Oracle ILOM で使用するデフォルトのネットワークポート」を参照して
ください。

表 4 デフォルトで有効にされるネットワーク接続プロパティー

ネットワーク接続プロパ
ティー

デフォルト値 構成可能なプロパティーを変更する場合の参照先:

Network: State ■ Enabled
IPv4: Mode ■ DHCP、enabled

表45「ネットワーク接続の標準構成プロパティー 」

IPv6: State ■ Enabled
IPv6: Mode ■ Auto-Config、Stateless

表45「ネットワーク接続の標準構成プロパティー 」

Management Port: ■ Dedicated Network Management
(MGMT)

表45「ネットワーク接続の標準構成プロパティー 」

Local Host
Interconnect

■ Host Utilities Managed: Enabled
■ State: Disabled

22 ページの「専用の相互接続 SP 管理接続」

DNS ■ Auto DNS via DHCP、Enabled 表47「DNS 構成のプロパティー 」
Serial Port ■ Owner: Service Processor 表48「シリアルポートの構成プロパティー 」
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ネットワーク接続プロパ
ティー

デフォルト値 構成可能なプロパティーを変更する場合の参照先:

■ Baud Rate: 9600
■ Host Flow Control: None

User Authentication† ■ Root のユーザーアカウント: root
■ Root のパスワード: changeme
■ 許可されるローカルアカウント: 最大 10 個の

ユーザーアカウントをユーザーが構成できる
■ シングルサインオン: リモート KVMS および

CMM ブレードのナビゲーション (ドリルダウン)
が有効になる。

37 ページの「ユーザー資格の管理 」

†LDAP、RADIUS、および Active Directory の state プロパティーは、デフォルトで無効になります。

Oracle ILOM サーバー SP または CMM へのログイン
Oracle ILOM は、Oracle ILOM への初回のログインが簡単になるように、事前構成された
ユーザーアカウントおよびデフォルトのネットワークパラメータが設定された状態で出荷されま
す。Oracle ILOM へのログインの詳細は、次のトピックを参照してください。

■ 31 ページの「Oracle ILOM SP または CMM へのログイン」
■ 33 ページの「IP ネットワーク管理アドレスを使用する際のガイドライン」
■ 34 ページの「デフォルトで有効にされる事前構成されたユーザーアカウント」
■ 35 ページの「Oracle ILOM でサポートされている Web ブラウザ」

Oracle ILOM SP または CMM へのログイン
始める前に

■ Oracle ILOM に対してローカル管理接続またはネットワーク管理接続が確立されている
必要があります。
手順については、15 ページの「Oracle ILOM への管理接続の選択および構成」を参
照してください。

■ Oracle ILOM にログインするには、事前構成された Oracle ILOM の root  アカウント
またはユーザーが構成したユーザーアカウントが必要です。
事前構成された root アカウントについては、34 ページの「デフォルトで有効にされる
事前構成されたユーザーアカウント」を参照してください。Oracle ILOM でユーザーアカウ
ントを作成する方法については、37 ページの「ユーザー資格の管理 」を参照してくださ
い。

ローカルのシリアル管理接続またはネットワーク管理接続から Oracle ILOM にログインする
には、次の手順に従います。
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1. Oracle ILOM にログインするには、該当する Oracle ILOM インタフェースで次の手順を実行
します。

Oracle ILOM インタフェース 手順

ローカルのシリアルコンソール (SER
MGT ポート)

■ Enter キーを押して、コンソールと Oracle ILOM の間の接続を作成し、プロンプトが表示
されたら、Oracle ILOM のユーザー名とパスワードを入力します。
例: ユーザー名に root、パスワードに changeme を入力します。

Web ブラウザ 1. Web ブラウザに http://ILOM_SP_or_CMM_ipaddress と入力し、Enter を押します。
Oracle ILOM のログインページが表示されます。
Oracle ILOM に割り当てられた IP アドレスを入力するためのガイドラインについて
は、33 ページの「IP ネットワーク管理アドレスを使用する際のガイドライン」を参照し
てください。

2. 有効な Oracle ILOM のユーザー名とパスワードを指定して、Oracle ILOM の Web イ
ンタフェースにログインします。
例: ユーザー名に root、パスワードに changeme を入力します。
Oracle ILOM の「Summary」ページが表示されます。

CLI Secure Shell 1. Oracle ILOM CLI への SSH セッションを確立するには、端末ウィンドウを開きます。
2. デフォルト root アカウントを使用して Oracle ILOM にログインするには、次のように入

力します:
$ ssh root@ILOM_SP_or_CMM_ipaddress
Oracle ILOM から root パスワードを求められます。

3. パスワードプロンプトで changeme と入力します。
Oracle ILOM CLI プロンプト (->) が表示されます。
CMM CLI からブレードサーバーにアクセスするには、「Managing Blade Servers
From the CMM CLI」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring
and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』を参照してください。

2. Oracle ILOM を終了するには、次のいずれかを実行します。

■ Oracle ILOM の Web インタフェースセッションを終了するには – Web インタフェース
ページの右上にある「Log Out」ボタンをクリックします。

■ Oracle ILOM の CLI セッションを終了するには – exit を入力します。

関連情報

■ 125 ページの「システム識別情報の割り当て」
■ 85 ページの「CLI および Web セッションのデフォルトタイムアウト」
■ 92 ページの「デフォルトの管理アクセス構成プロパティーの変更」
■ 85 ページの「ログイン時のバナーメッセージの管理」
■ 「ユーザーアカウントの設定および管理」
■ 45 ページの「デフォルト root アカウントのパスワードの回復」
■ 「Oracle ILOM への管理接続の設定とログイン」

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40002bd1613437
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40002bd1613437
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40002bd1613437
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■ 「リモート KVMS コンソールを使用したホストサーバーのリダイレクション」
■ 「Viewing System Inventory, Health, and Performing Service and Management

Actions」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and
Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 「CLI Reference for Mapping Management Tasks to CLI Targets」 in 『Oracle
ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware Release
3.2.x』

■ 259 ページの「ファームウェア更新の実行」

IP ネットワーク管理アドレスを使用する際のガイドライン
次の表は、次を判別するためのガイドラインを示しています。(1) デフォルトのネットワークプロ
パティーに基づいて Oracle ILOM SP または CMM に割り当てられている IP アドレス、(2)
受け入れられる IPv6 構文、および 3) サポートされない IPv6 サーバーのリスト。

表 5 IP アドレスの識別、IPv6 で受け入れられる構文、サポートされない IPv6 サーバー
判別する内容: ガイドライン

Oracle ILOM に割り当てられる IP
アドレス

割り当てられている IP アドレスを判別するには、次の手順を実行します。

1. ILOM SP または CMM に対してローカルのシリアル管理 (SER MGT) 接続を確立します。
2. Oracle ILOM にログインする
3. show コマンドを使用して、次のディレクトリの下にある IP ネットワークプロパティーを表示しま

す。
現在、Oracle ILOM に割り当てられている IPv4 アドレスの場合は、/SP/network。
現在、Oracle ILOM に割り当てられている IPv6 アドレスの場合は、/SP/network/ipv6。

ネットワーク上の IPv4 の DHCP サーバーまたは IPv6 のルーティングデバイスから IP アドレス
を判別することもできます。

IPv6 のネットワークアドレスとして受け
入れられる構文

■ Web ブラウザに URL を入力する場合、正常に動作が行われるようにするには、IPv6 アドレ
スを角括弧で囲む必要があります。例:
https://[ipv6address]

■ SSH を使用して Oracle ILOM の CLI セッションを確立する場合は、IPv6 アドレスを角括
弧で囲まないようにしてください。例:
ssh root@ipv6address

■ CLI の load -source コマンドおよび tftp を使用してファイルを転送する場合は、IPv6 アド
レスを角括弧で囲む必要があります。例:
load -source tftp://[ipv6address]filename.extension

IPv6 をサポートしないレガシー
Oracle サーバー

Oracle の SPARC サーバー:

■ T5440
■ T5220
■ T5120
■ T5140
■ T5240
■ T6340

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz4000bcf165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz4000bcf165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz4000bcf165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000091420195
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000091420195
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000091420195
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判別する内容: ガイドライン

Oracle の Sun Fire サーバー:

■ X4140
■ X4150
■ X4240
■ X4440
■ X4450
■ X4600
■ X4600 M2
■ X4640

デフォルトで有効にされる事前構成されたユーザーアカウ
ント
Oracle ILOM は、事前構成された管理者ユーザーアカウント (root)、およびパスワード復旧の
ためのユーザーアカウント (default) が設定された状態で出荷されます。これらのアカウントの
使用法については、次の表を参照してください。

表 6 デフォルトで有効にされるローカルユーザーアカウント

事前構成済みユー
ザーアカウント

デフォルトのログイン
プロパティー

説明 変更する場合の参照先:

root ■ ユーザー名:
root

■ パスワード:
changeme

Oracle ILOM の root ユーザーアカウントは、すべての Oracle
ILOM インタフェース†で利用できる永続的なローカルユーザー
アカウントです (永続的な root ユーザーアカウントを削除するこ
とを選択した場合は除きます)。

組み込みの管理権限 – root アカウントには、Oracle ILOM の
すべての機能やコマンドに対して組み込みの管理権限 (読み取
りおよび書き込み) があります。

推奨されるセキュリティー対策 – 管理対象サーバーまたは
CMM に対して承認されていないアクセスが行われないように
するには、次のいずれかを行うようにしてください。

■ 各 Oracle ILOM サービスプロセッサ (SP) またはシャーシ
モニタリングモジュール (CMM) に指定されている root の
デフォルトのパスワード (changeme) を変更します。
または

■ Oracle ILOM SP および Oracle ILOM CMM に指定さ
れている事前構成された root アカウントを削除します。
事前構成された root アカウントを削除する前に、root アカ
ウントを、ユーザーが構成できるローカルユーザーアカウントま
たはディレクトリサービス (LDAP、Active Directory など)
に置き換える必要があります。

注。root アカウントのパスワードに changeme (デフォルトのパス
ワード) が設定されている場合は、ログイン時に CLI に警告メッ

37 ページの「ユーザー資
格の管理 」



Oracle ILOM でサポートされている Web ブラウザ

Oracle ILOM への管理接続の設定とログイン 35

事前構成済みユー
ザーアカウント

デフォルトのログイン
プロパティー

説明 変更する場合の参照先:

セージが表示され、Web インタフェースページの上部にも警告
メッセージが表示されます。

default ■ ユーザー名:
default

■ パスワード:
defaultpassword

Oracle ILOM に指定されている事前構成された default ユー
ザーアカウントは、パスワードの復元に限定されています。

ローカルのシリアルコンソールでの使用のみ – 事前構成された
default ユーザーアカウントは、ローカルのシリアル接続からのみ
使用できます。また、サーバーまたは CMM のある場所に実際に
いること (物理的プレゼンス) を証明できる必要があります。

使用シナリオ– root アカウントを、ユーザーが構成できるアカウン
トに置き換える前に Oracle ILOM で root アカウントを削除し
た場合は、default アカウントを使用して Oracle にログインし、
通常の Oracle ILOM コマンドを使用して、新しいアカウントを
作成できます。

関連情報:

■ 表13「事前構成された root アカウントまたは root アカウ
ントのパスワードの回復 (CLI のみ)」

■ (物理的プレゼンス) 125 ページの「システム識別情報の
割り当て」

45 ページの「デフォルト
root アカウントのパスワードの
回復」

†Oracle ILOM の Web インタフェース、CLI シェル、ローカルのシリアルコンソール、および IPMI。

Oracle ILOM でサポートされている Web ブラウザ
Oracle ILOM は、SP、CMM、Oracle ILOM リモートシステムコンソール、および Oracle
ILOM リモートシステムコンソールプラスでの次の Web ブラウザの使用をサポートしています。

表 7 Oracle ILOM でサポートされている Web ブラウザ

オペレーティングシステム Web ブラウザ

Oracle Solaris 10、11 ■ Mozilla Firefox ESR 17
■ Mozilla Firefox ESR 24

Oracle Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 6 SuSE
Linux Enterprise 11 Ubuntu Linux LTS 12

■ Google Chrome 31
■ Mozilla Firefox ESR 17
■ Mozilla Firefox ESR 24

Microsoft Windows 7 ■ Google Chrome 31
■ Internet Explorer 8、9、10
■ Mozilla Firefox ESR 17
■ Mozilla Firefox ESR 24

Microsoft Windows 8 ■ Google Chrome 31
■ Internet Explorer 10
■ Mozilla Firefox ESR 17
■ Mozilla Firefox ESR 24
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オペレーティングシステム Web ブラウザ

Apple Mac OS X 10.7†‡ ■ Safari 5
†Oracle ILOM リモートシステムコンソールのストレージリダイレクション機能は Macintosh ブラウザクライアントでサポートされていま
せん。さらに、国際キーボードは Macintosh ブラウザクライアントでサポートされていません。
‡Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは Macintosh ブラウザクライアントでサポートされていません。

セキュリティーを最大化するように Oracle ILOM を構成する
Oracle ILOM のすべての構成可能なプロパティーは、必要に応じて無効または有効にする
ことにより、Oracle ILOM の管理環境をよりセキュアにできます。Oracle ILOM のセキュリ
ティーを強化する方法については、『Oracle ILOM セキュリティーガイド』に記述されているセキュ
リティーガイドラインを参照してください。
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ユーザーアカウントの設定および管理

説明 リンク

認証の構成オプション、ユーザー役割の権限、シングルサインオン
サービス、許可されるユーザーセッション、SSH 鍵の構成、または
事前構成された root アカウントとパスワードの変更や回復につ
いては、このセクションを参照してください。

■ 37 ページの「ユーザー資格の管理 」

Oracle ILOM にローカルユーザーアカウントを構成するための要
件および手順については、このセクションを参照してください。

■ 46 ページの「ローカルユーザーアカウン
トの構成 」

すべてのローカルユーザーアカウントに対するパスワードポリシーの
構成については、このセクションを参照してください。

■ 48 ページの「ローカルユーザーに対する
パスワードポリシーの制限の管理」

Oracle ILOM を Active Directory クライアントとして構成する
ための要件および手順については、このセクションを参照してくだ
さい。

■ 52 ページの「Active Directory の構
成 」

Oracle ILOM を LDAP/SSL クライアントまたは LDAP クライ
アントとして構成するための要件および手順については、これらの
セクションを参照してください。

■ 63 ページの「LDAP/SSL の構成」
■ 71 ページの「LDAP の構成」

Oracle ILOM を RADIUS クライアントとして構成するための要
件および手順については、このセクションを参照してください。

■ 74 ページの「RADIUS の構成 」

関連情報
■ 「Manage User Accounts Using SNMP」 in 『Oracle ILOM Protocol

Management Reference for SNMP and IPMI Firmware Release 3.2.x』
■ 「Deployment Security Best Practices for Oracle ILOM」 in 『Oracle ILOM

Security Guide Firmware Releases 3.0, 3.1, and 3.2』
■ 34 ページの「デフォルトで有効にされる事前構成されたユーザーアカウント」

ユーザー資格の管理
Oracle ILOM へのユーザーのアクセスは、認証されているユーザーアカウントによって制御さ
れます。Oracle ILOM の個別の機能を使用するための承認は、Oracle ILOM のユーザーア
カウントに割り当てられている一連のユーザー役割によって管理されます。

Oracle ILOM にユーザー資格を最初に設定する場合、システム管理者は、最大 10 個のロー
カルユーザーアカウントを構成するか、集中管理認証サービスを構成して追加のユーザーアカウ
ントを許可することを選択できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPbiajcdce
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPbiajcdce
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGbgbffdae
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGbgbffdae
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Oracle ILOM でサポートされているユーザー資格の構成オプションの詳細、および Oracle
ILOM でのユーザー資格の管理に関する一般的な詳細は、次のトピックを参照してください。

■ 38 ページの「サポートされているユーザー認証の構成オプション」
■ 39 ページの「割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役割」
■ 41 ページの「シングルサインオンサービス (デフォルトで有効)」
■ 42 ページの「サポートされるユーザーセッションの最大数」
■ 42 ページの「管理対象デバイスごとにユーザー認証されたセッションの管理」
■ 44 ページの「ローカルユーザーの SSH 鍵を使用した CLI での認証 」
■ 45 ページの「セキュリティーアクション: デフォルトの root アカウントパスワードの変

更」
■ 45 ページの「デフォルト root アカウントのパスワードの回復」
■ 46 ページの「サポートされるファイル転送方式」

サポートされているユーザー認証の構成オプション
Oracle ILOM にユーザー認証を実装する方法を選択および構成する前に、次の情報を考慮し
てください。

表 8 ユーザー認証の構成オプション

オプション 機能および考慮事項

ローカルユーザーアカウントの認証 ■ 最大 10 個の構成可能なユーザーアカウントが Oracle ILOM にローカルに格
納されます。

■ 配備と保守を迅速に行うために、root ユーザーアカウントと default ユーザー
アカウントの 2 つの事前構成されたユーザーアカウントが用意されています
(34 ページの「デフォルトで有効にされる事前構成されたユーザーアカウント」を
参照)。

■ 個別の Oracle ILOM 機能に対して読み取り専用のアクセスや読み取
りおよび書き込みのアクセスを許可する構成可能なユーザー役割権限
(39 ページの「割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役割」を参照)。

■ ローカル管理およびリモート管理のためのセキュアなユーザー認証および承認。
■ Oracle ILOM のユーザー資格は、SP および CMM ごとに別々に管理されま

す。

Oracle ILOM でのローカルユーザーアカウントの構成の詳細
は、46 ページの「ローカルユーザーアカウントの構成 」を参照してください。

認証ディレクトリサービス ■ 10 個を超えるローカルユーザーアカウントを使用して、Oracle ILOM にユー
ザーがアクセスできます。

■ システム管理者が、すべての Oracle ILOM インスタンス (ローカルネットワー
ク環境にあるすべての管理対象サーバー SP および CMM) のユーザー資格を
集中的に作成および管理できます。

■ 認証された Oracle ILOM ユーザーが、すべての Oracle ILOM インスタンス
にアクセスできます。

■ システム管理者が、Oracle ILOM の機能を使用するためのユーザー認証の
ルールを構成できます。
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表 9 サポートされている認証ディレクトリサービス

認証サービス 説明

Active Directory Active Directory は、Microsoft Windows Server オペレーティン
グシステムとともに提供される分散サービスです。Active Directory
サービスはデフォルトでセキュアになっています。

Oracle ILOM が Active Directory 認証サービスを使用するように
構成する方法の詳細は、52 ページの「Active Directory の構
成 」を参照してください。

LDAP/SSL LDAP/SSL 認証サービスはデフォルトでセキュアになっています。セ
キュリティー証明書の使用を要求する厳格な認証モード (オプション)
をサポートします。

Oracle ILOM を LDAP/SSL クライアントとして構成する方法の詳
細は、63 ページの「LDAP/SSL の構成」を参照してください。

LDAP LDAP (v2) 認証サービスは、LDAP/SSL と比べるとセキュアではあ
りません。このサービスは、セキュリティーの制限を理解して受け入れる
場合にのみ構成してください。

Oracle ILOM を LDAP クライアントとして構成する方法の詳細
は、71 ページの「LDAP の構成」を参照してください。

RADIUS Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) は、ク
ライアントサーバーモデルを使用して、ユーザー認証および承認を提供
するネットワークプロトコルです。

Oracle ILOM が RADIUS 認証サービスを使用するように構成する
方法の詳細は、74 ページの「RADIUS の構成 」を参照してくだ
さい。

割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役割
システム管理者は、Oracle ILOM のユーザーアカウントの作成時に、Oracle ILOM の個別
の機能および操作のためのアクセス権をユーザーに与える一連の権限を割り当てます。Oracle
ILOM のこれらの権限は、ユーザー役割と呼ばれます。

Oracle ILOM には、最大 6 個の定義済みのユーザー役割があります。システム管理者は、役
割を割り当てることにより、ユーザーに権限を付与したり、ユーザーから権限を取り消したりできま
す。

ユーザー役割のほかに、Oracle ILOM は、Administrator、Operator、および Advanced
Roles と呼ばれるユーザープロファイルを提供しています。これらのユーザープロファイルを使用
すると、システム管理者は、単一のユーザーに複数の権限を一度に割り当てることができます。

システム管理者は、Administrator または Operator プロファイルを使用して、一連の定義済
みのユーザー役割を単一のユーザーアカウントに割り当てることができます。または、システム管
理者は、Advanced Roles プロファイルを構成して、6 個の定義済みのユーザー役割を任意に
単一のアカウントに割り当てることができます。
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すべてのユーザー権限は、Web インタフェースまたは CLI からユーザーアカウントに割り当てる
ことができます。単一のプロファイルまたはユーザー役割によって付与される権限については、
次の表を参照してください。

■ 表10「 ユーザープロファイルによって付与される権限」 ユーザープロファイルによって付与さ
れる権限

■ 表11「 個別のユーザー役割によって付与される権限」 個別のユーザー役割によって付与さ
れる権限

表 10 ユーザープロファイルによって付与される権限

Web のプロパティー CLI のプロパティー プロファイルによって付与される権限

Administrator administrator Administrator (administrator) プロファイルには、次のユーザーの役割が事前定義され
ています。

■ Admin (a)
■ User Management (u)
■ Console (c)
■ Reset and Host Control (r)
■ Read-Only (o)

各ユーザー役割によって付与される権限については、表11「 個別のユーザー役割によって付
与される権限」を参照してください。

Operator operator 「Operator」(operator) プロファイルには、次のユーザー役割が事前定義されています。

■ Console (c)
■ Reset and Host Control (r)
■ Read-Only (o)

各ユーザー役割によって付与される権限については、表11「 個別のユーザー役割によって付
与される権限」を参照してください。

Advanced Roles a|u|c|r|o|s 「Advanced Roles」プロファイルオプションは、Web インタフェースからのみユーザーが構
成できます。「Advanced Roles」プロファイルオプションを使用すると、システム管理者は、
次の 6 個のユーザー役割を任意に単一のユーザーアカウントに割り当てることができます。

■ Admin (a)
■ User Management (u)
■ Console (c)
■ Reset and Host Control (r)
■ Read-Only (o)
■ Service (s)

注記 - CLI では、同じ 6 個のユーザー役割 (a|u|c|r|o|s) を個別に単一のユーザーアカウント
に割り当てることができます。

各ユーザー役割によって付与される権限については、表11「 個別のユーザー役割によって付
与される権限」を参照してください。
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表 11 個別のユーザー役割によって付与される権限

ユーザー役割 付与される権限

Admin (a) Admin (a) ユーザーの役割を有効にすると、すべての Oracle ILOM システム管理機能に
対する読み取りおよび書き込み権限が付与されます。ただし、Admin (a) 役割で追加のユー
ザーの役割 (User Management (u)、Reset and Host Control (r)、Console (c)、および
Service (s)) を有効にする必要がある機能は例外です。

User Management (u) User Management (u) ユーザー役割を有効にすると、Oracle ILOM のすべてのユーザー管
理認証機能に対する読み取りおよび書き込みのアクセス権が付与されます。

Console (c) Console (c) ユーザー役割を有効にすると、リモートコンソール管理機能 (リモートコンソールの
ロックオプション、SP コンソール履歴ログオプション、Oracle ILOM リモートシステムコンソー
ルの起動と使用、および Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動と使用) を実行
するための読み取りおよび書き込みのアクセス権が付与されます。

Reset and Host Control (r) Reset and Host Control (r) ユーザー役割を有効にすると、ホスト管理機能 (ブートデバイス
制御のホスト、診断ユーティリティーの実行と構成、SP のリセット、CMM のリセット、サブコン
ポーネントサービス処理、障害管理アクション、SPARC TPM 管理アクション、および SNMP
MIB のダウンロード操作) を実行するための読み取りおよび書き込みのアクセス権が付与さ
れます。

Read-Only (o) Read-Only (o) ユーザー役割は、すべての Oracle ILOM 構成プロパティーの状態を表示し、
個々のユーザーアカウントに割り当てられたアカウントパスワードを変更するための読み取り専
用権限を付与します。

Service (s) Service (s) ユーザー役割は (有効のとき)、オンサイトサービスが必要な場合に Oracle サー
ビスエンジニアを支援する読み取りおよび書き込み権限を付与します。

a|u|c|r|o これらすべてのユーザー役割の組み合わせ (aucro) を有効にすると、Oracle ILOM のバック
アップおよび復元の構成機能を実行するための読み取りおよび書き込みのアクセス権が付与
されます。

シングルサインオンサービス (デフォルトで有効)
Oracle ILOM のシングルサインオン (SSO) 機能は、次を可能にする Oracle 専有のプロト
コルサービスです。

■ Oracle ILOM SP の Web インタフェースで認証されたユーザーがパスワードの再入力を
要求されずに KVMS アプリケーション (Oracle ILOM リモートシステムコンソールまたは
Oracle ILOM Storage CLI Redirection) を起動する。

■ Oracle ILOM CMM で認証されたユーザーがパスワードの再入力を要求されずにシャー
シに取り付けられている個別の管理対象ブレードサーバーにナビゲートする。CMM Web イ
ンタフェースまたは CLI からのブレードサーバーの管理の詳細は、「Getting Started With
Oracle ILOM 3.2.x」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and
Diagnostics Firmware Release 3.2.x』を参照してください。

Oracle ILOM の SSO サービスのプロパティーの状態は、デフォルトで有効になっています。
このプロパティーの状態を変更する場合は、次の表を参照してください

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/services/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「User Accounts」 > 「Single Sign On」
■ ユーザーの役割: Admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

シングルサインオン

(/sso state=)

Enabled Enabled |Disabled

CLI SSO State 構文例

シングルサーバー SP または CMM:

set /SP|CMM/services/sso state=enabled|disabled

マルチドメインサーバー SP:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/services/sso/state=enabled|disabled

サポートされるユーザーセッションの最大数
Oracle ILOM は、シングルサーバー SP または CMM で最大 10 の同時アクティブユーザー
セッションをサポートします。一部の SPARC シングルサーバー SP では、最大 5 つの同時アク
ティブユーザーセッションに制限されます。さらに、SPARC サーバーがマルチサーバー SP の場
合、SP あたり最大 25 の同時アクティブユーザーセッションが許可されます。

注記 - アクティブなユーザーセッションは、Oracle ILOM へのシリアルコンソール、Secure Shell
(SSH)、または Web インタフェースのいずれかの接続と考えることができます。

管理対象デバイスごとにユーザー認証されたセッションの
管理
システム管理者は、Oracle CLI または Web インタフェースを使用して Oracle ILOM に現
在ログインしているユーザーとユーザーが起動したセッションのタイプ (Web、コンソール、または
シェル) のリストを確認できます。システム管理者は、Oracle ILOM の CLI または Web イン
タフェースを使用して、アクティブなユーザーセッションを終了できます。ユーザーセッションの終
了が必要になるのは、たとえば、ユーザーが休暇を取る前に、セッションを終了するのを忘れた
場合などです。

注記 - ユーザーアカウントを削除しても、Oracle ILOM に残っているそのユーザーのアクティブ
なユーザーセッションを自動的に終了しません。

ユーザーセッションのアクティブなリストを表示するか、アクティブなユーザーセッションを終了す
るには、次の表を参照してください。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/sessions/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Sessions」
■ ユーザーの役割: ユーザーセッションを終了するには、Admin (a) 役割が必要です。

プロパティー 説明

Active Sessions

(/session)

Web インタフェースから、現在 Oracle ILOM にログインしているユーザーのリストを表示するに
は、「User Management」 > 「Active Sessions」をクリックします。

Show Active Sessions - CLI 構文

■ シングルサーバー SP または CMM から、次のように入力します。
show /SP|CMM/sessions

■ マルチドメインサーバー SP から、次のように入力します。
show /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/sessions

/session type= shell | console | web | snmp |video redirection | serialredirection で表示され
る可能性のあるプロパティー値

■ Shell - SSH セッションまたは IPMI セッションのいずれかのアクティブな CLI セッション。
■ Console - シリアルコンソールポート経由のアクティブなコンソールセッション。
■ Web -アクティブな Web ブラウザセッション。
■ SNMP - アクティブな SNMP セッション。
■ Video Redirection - アクティブなホスト KVM リダイレクションまたはアクティブな

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスビデオリダイレクション。
■ Serial Redirection - アクティブなホストシリアルリダイレクションまたはアクティブな

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスシリアルリダイレクション。

/session mode= normal | service | escalation で表示される可能性のあるプロパティー値
「Active Session」 > 「Terminate」

(/sessions)

Web インタフェースからアクティブなユーザーセッションを削除するには、「User
Management」 > 「Sessions」をクリックし、表からユーザーセッションを選択して、
「Terminate」をクリックします。

確認のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックしてアクションを続行するか、「Cancel」をク
リックしてアクションを取り消します。

Delete Active Session - CLI 構文

■ シングルサーバー SP または CMM から、次のように入力します。
delete /SP|CMM/sessions/n
確認のメッセージが表示されたら、「Y」をクリックしてアクションを続行するか、「N」をクリック
してアクションを取り消します。

■ マルチサーバー SP または CMM から、次のように入力します。
delete /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/sessions/n
確認のメッセージが表示されたら、「Y」をクリックしてアクションを続行するか、「N」をクリック
してアクションを取り消します。
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ローカルユーザーの SSH 鍵を使用した CLI での認証
標準のユーザーパスワードを使用する代わりに、システム管理者は、生成された公開 SSH 鍵
ファイルをユーザーアカウントに関連付けて、Secure Shell を使用して Oracle ILOM CLI に
アクセスするようにできます。生成された公開 SSH 鍵ファイルを Oracle ILOM アカウントに
関連付けると、Oracle ILOM で自動スクリプトが SP コマンドをセキュアに実行できます。この
場合、手動の介入、または平文のパスワードの埋め込みは必要ありません。

公開 SSH 鍵ファイルを Oracle ILOM のユーザーアカウントに追加する前に、SSH 接続ツー
ル (ssh-keygen など) を使用して非公開鍵および公開鍵のペアを最初に生成し、生成された
SSH 鍵ファイルをリモート SSH システムに格納する必要があります。

生成されたユーザーの公開 SSH 鍵ファイルをアップロードして Oracle ILOM のユーザーアカ
ウントに追加する場合、およびユーザーの公開 SSH 鍵ファイルを Oracle ILOM のユーザーア
カウントから削除する場合は、次の表を参照してください。

表 12 ローカルユーザーアカウントごとの公開 SSH 鍵ファイルの追加または削除

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/users

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「User Accounts」 > 「SSH Key」
■ ユーザーの役割: 個人の SSH 鍵の場合は Read-only (o)、ほかのユーザーの SSH 鍵の場合は User Management (u)

プロパティー 説明

Key Upload - File
Transfer Options

(set load_uri=)

Browser|TFTP|SFTP|SCP|HTTP|HTTPS|Paste

各ファイル転送方式については、表14「 ファイル転送方式 」を参照してください。

Add SSH Key

(/ssh/keys/1)

「Add SSH Key」の CLI 構文:

set /SP/users/user_account_name/ssh/keys/1 load_uri=transfer_method://username:
password@ipaddress_or_hostname/directorypath/filename

例:

set /SP/users/adminuser/ssh/keys/1 load_uri=scp://adminuser:userpswd@198.51.100.4/
keys/sshkey_1.pub

Delete SSH Key

(clear action=true)

「Delete SSH Key」の CLI 構文:

set /SP|CMM/users/user_account_name/ssh/keys/1 clear_action=true

公開 SSH 鍵をクリアーする場合は y を入力し、操作を取り消す場合は n を入力します。

Save Web インタフェースのみ。「SSH Key」ダイアログ内のプロパティーへの変更を適用するには、「Save」をク
リックする必要があります。
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セキュリティーアクション: デフォルトの root アカウントパ
スワードの変更
Oracle ILOM への初回ログインおよびアクセスを有効にするために、デフォルトの管理者
(root) アカウントとそのパスワードがシステムに用意されています。セキュアな環境を構築する
には、Oracle ILOM への初回ログイン後、デフォルト管理者アカウント (root) のデフォルトパ
スワード (changeme) を変更する必要があります。このデフォルトの管理者 (root) アカウントが
変更されている場合は、システム管理者に連絡して、管理者特権を持つ Oracle ILOM ユー
ザーアカウントを確認してください。

Oracle ILOM でユーザーアカウントを変更する方法の詳細は、表16「 ユーザーアカウントの表
示、変更、または削除」 を参照してください。

デフォルト root アカウントのパスワードの回復

システム管理者は、必要に応じて、構成済みの Oracle ILOM default ユーザーアカウントパ
スワードを使用して、構成済みの Oracle ILOM ローカル root アカウントまたはローカル root
アカウントのパスワードを回復できます。回復の手順については、次の表を参照してください。

表 13 事前構成された root アカウントまたは root アカウントのパスワードの回復 (CLI のみ)

前提条件 手順

■ Oracle ILOM へのローカ
ルのシリアル管理接続

■ 「Physical Presence
State」が有効にされている
場合 (デフォルト) は、管理
対象サーバーのある場所に
実際にいること

1. Oracle ILOM に対してローカルのシリアル管理接続を確立し、default ユーザーアカウントを使用
して Oracle ILOM にログインします。例:
SUNSP-0000000000 login: default Press and release the physical presence button.Press

return when this is completed...

2. サーバーのある場所に実際にいること (物理的プレゼンス) を証明します。
サーバーのある場所にいること (物理的プレゼンス) を証明する方法については、サーバーハードウェ
アのドキュメントを参照してください。サーバーハードウェアのドキュメントで物理的プレゼンスについ
て説明されていない場合は、Oracle サービス担当者にお問い合わせください。

3. シリアルコンソールに戻り、Enter キーを押します。
パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

4. default ユーザーアカウントのパスワード defaultpassword を入力します。
5. アカウントのパスワードをリセットするか、または root アカウントを作成し直します。

ユーザーアカウントまたはパスワードの作成および変更のトピックについては、この表の「関連情報」
セクションを参照してください。

関連情報

■ 45 ページの「セキュリティーアクション: デフォルトの root アカウントパスワードの変
更」
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■ 21 ページの「Oracle ILOM への専用のローカル管理接続の構成」
■ (物理的プレゼンス) 125 ページの「システム識別情報の割り当て」
■ 48 ページの「ローカルユーザーに対するパスワードポリシーの制限の管理」
■ 表15「ユーザーアカウントの作成とユーザー役割の割り当て」
■ 表16「 ユーザーアカウントの表示、変更、または削除」

サポートされるファイル転送方式
Oracle ILOM は、ファイル (SSH 鍵、セキュリティー証明書など) を Oracle ILOM にアップ
ロードする場合に、次の転送方式をサポートしています。

表 14 ファイル転送方式

ファイル転送方式 説明

ブラウザ Browser ファイル転送方式は、Web インタフェースでのみ使用できます。この方式では、ローカルシステム、または
リモートのネットワーク共有に格納されているファイルを選択できます。

TFTP TFTP ファイル転送方式では、指定されたファイルを Oracle ILOM にアップロードするために、TFTP ホスト名お
よびディレクトリパスを指定する必要があります。

FTP FTP ファイル転送方式では、FTP ホストシステム名、FTP ホストのユーザー名とパスワード、および指定されたファ
イルをアップロードするためのディレクトリパスを指定する必要があります。

SFTP SFTP ファイル転送方式では、SFTP ホストシステム名、SFTP ホストのユーザー名とパスワード、および指定された
ファイルへのディレクトリパスを指定する必要があります。

SCP SCP ファイル転送方式では、SCP ホストシステム名、SCP ホストのユーザー名とパスワード、および指定されたファ
イルへのディレクトリパスを指定する必要があります。

HTTP HTTP ファイル転送方式では、HTTP ホストシステム名、HTTP ユーザー名とパスワード、および指定されたファイ
ルへのディレクトリパスを指定する必要があります。

HTTPS HTTPS ファイル転送方式では、HTTPS ホストシステム名、HTTP ホストのユーザー名とパスワード、および指定さ
れたファイルへのディレクトリパスを指定する必要があります。

Paste Paste ファイル転送方式は、Web インタフェースでのみ使用できます。この方式では、カスタム証明書ファイルを
貼り付けるためのテキストボックスを使用します。

ローカルユーザーアカウントの構成
システム管理者は、Oracle ILOM で最大 10 個のローカルユーザーアカウントを作成および管
理できます。ローカルユーザーアカウントを作成および管理するために Oracle ILOM で構成で
きるプロパティーについては、次の表を参照してください。

■ 表15「ユーザーアカウントの作成とユーザー役割の割り当て」 ユーザーアカウントの作成と
ユーザー役割の割り当て

■ 表16「 ユーザーアカウントの表示、変更、または削除」 ユーザーアカウントの表示、変更、ま
たは削除
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表 15 ユーザーアカウントの作成とユーザー役割の割り当て
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/users/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「User Accounts」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー 説明

「Users」 > 「Add」

(user_name password=
role = )

user_name |Password=|Role=administrator |operator|advanced (a|u|c|r|o|s)

「Add User」プロパティーにユーザー名とパスワードを設定して、パスワードを確認し、ユーザーの役割を割り
当てます。

ユーザー名は、4 - 16 文字で英字から始まる必要があり、スペースは使用できません。パスワードは、8 - 16
文字である必要があり、大文字と小文字が区別されます。コロンとスペース以外の文字を使用します。

CLI でユーザーを作成する場合の構文:

create /SP|CMM/users/user_name_for_account password= password_for_account
role=administrator|operator|a|u|c|r|o|s

構文例:

create /SP/users user5 password=administrator role=aucr

注 - CLI を使用してユーザーアカウントを追加する場合、役割やパスワードのプロパティー値を指定する必
要はありません。役割はデフォルトで Read Only (o) に設定され、CLI はパスワードの入力と確認を要求
します。

Save Web インタフェース – 「Add User」ダイアログ内のプロパティーへの変更を適用するには、「Save」をク
リックする必要があります。

表 16 ユーザーアカウントの表示、変更、または削除
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/users/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「User Accounts」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー 説明

Users

(/users)

Oracle ILOM に構成されているローカルユーザーアカウントを表示します。

「View Users」の CLI 構文:

show /SP|CMM/users  Example syntax:

show /SP/users

「Users」 > 「Edit」

(/user_name
password= role=)

Password=user_configurable|role=administrator |operator|advanced (a|u|c|r|o|s)

パスワードおよびユーザー役割の該当する「User」プロパティーを編集します。パスワードは、8 - 16 文字であ
る必要があり、大文字と小文字が区別されます。コロンとスペース以外の文字を使用します。事前構成された
root ユーザーのユーザー役割は変更できません。

Web インタフェース – 「Save」をクリックして、「Edit User」ダイアログで行なった変更を適用します。

CLI でユーザーアカウントを編集する場合の構文:

set /SP|CMM/users user_name password=assign_new_password role=administrator|operator|a|u|c|r|o|s
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/users/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「User Accounts」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー 説明
構文の例: set /SP/users user5 password=administrator role=auco

「Users」 > 「Delete」

(/user_name)

削除するユーザーアカウントの名前を指定します。プロンプトが表示されたら、操作を確認します。

「Delete User Account」の CLI 構文:

delete /SP|CMM/users/user_name

構文の例:

delete /SP/users/user5

関連情報

■ 48 ページの「ローカルユーザーに対するパスワードポリシーの制限の管理」
■ 表10「 ユーザープロファイルによって付与される権限」
■ 表16「 ユーザーアカウントの表示、変更、または削除」
■ 表6「デフォルトで有効にされるローカルユーザーアカウント」
■ 表13「事前構成された root アカウントまたは root アカウントのパスワードの回復 (CLI

のみ)」
■ 44 ページの「ローカルユーザーの SSH 鍵を使用した CLI での認証 」
■ 45 ページの「セキュリティーアクション: デフォルトの root アカウントパスワードの変

更」
■ 表15「ユーザーアカウントの作成とユーザー役割の割り当て」

ローカルユーザーに対するパスワードポリシーの制限の管理
Oracle ILOM ファームウェアリリース 3.2.5 以降では、すべてのローカルユーザーアカウントに
パスワードポリシーが強制的に適用されます。パスワードポリシーは、パスワードポリシーの制限が
デフォルト設定された状態で出荷されます。システム管理者は、デフォルトのプロパティーをそ
のまま使用するのか、またはパスワードポリシーのニーズを満たすように変更するのかを選択で
きます。

注記 - ローカルユーザーアカウントを作成する前に、パスワードポリシープロパティーの変更を設
定する必要があります。ローカルユーザーアカウントを構成したあとにパスワードポリシーのプロ
パティーが変更されると、Oracle ILOM によって自動的に、1) すべてのローカルユーザーアカ
ウントの構成が削除され、2) 初期状態のシステムに指定されたデフォルトの root アカウント
が復元されます。
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ローカルユーザーアカウントのパスワードが変更または作成されるたびに、Oracle ILOM によっ
て自動的に、構成されているすべてのパスワードポリシーの制限が強制的に適用されます。

指定されたデフォルトのパスワードポリシー制限の変更についての詳細は、次のセクションを参
照してください。

■ 49 ページの「ローカルユーザーに対するパスワードポリシーの制限を変更する」
■ 51 ページの「パスワードポリシー管理のプロパティーとデフォルト」

ローカルユーザーに対するパスワードポリシーの制限を変
更する
始める前に

■ パスワードポリシーのプロパティーを構成するには、Admin (a) 役割が必要です。
■ パスワードポリシーは、ローカルユーザーアカウントにのみ適用されます。LDAP や Active

Directory などのリモートユーザー認証サービスのアカウントは影響を受けません。
■ パスワードポリシーのプロパティーの変更を保存すると、次の処理が発生します。

■ Oracle ILOM からローカルユーザーアカウントの構成がすべて削除されます。
■ システムに指定されたデフォルトのローカルユーザーアカウント (root) が復元されます。
■ root の初期ログイン時に、ルートアカウントパスワードを変更するように求めるプロンプト

が root ユーザーに表示されます。

すべてのローカルユーザーアカウントに対するパスワードポリシーを設定するには、次の手順に従
います。

1. Oracle ILOM で現在のパスワードポリシーのプロパティーを表示します。

■ Web: 「ILOM Administration」>「User Management」>「Password Policy」をクリッ
クします。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
show /SP/preferences/password_policy

2. 必要に応じて、該当するパスワードポリシーのプロパティーを変更します。

■ Web: 次の手順を実行します。

a.   「Minimum Length」テキストボックスで、8 から 16 までの数値を指定します。

b.   チェックボックスのプロパティーを有効にするには、チェックボックスを選択します。
チェックボックスのプロパティーを無効にするには、チェックボックスをクリアします。
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パスワードポリシーの各プロパティーについては、表17「パスワードポリシーの管理プロ
パティー」を参照してください。

c.   「Save」をクリックして変更を保存します。
次のメッセージが表示されます。

Clicking 'OK' will cause all user accounts to be deleted and restored

to factory defaults.Click 'Cancel' to not change the password policy

and keep current user accounts.

d.   変更の保存を続行し、パスワードポリシーの制限を更新するには、「OK」をクリックし
ます。それ以外の場合は、「Cancel」をクリックします。
「OK」をクリックすると、ユーザー定義のローカルアカウントの構成がすべて削除され、
デフォルトの root アカウントがデフォルトのパスワードに復元されます。

■ CLI: 次の手順を実行します。

a.   次のコマンド文字列を入力します。
set /SP/preferences/password_policy/policy=[min_length].[restrictions]

ここでは:

■ min_length = 最小パスワード長 (8 - 16 文字)。(必須)
■ . = 最小長の値に続く区切り文字 (ピリオド) (必須)
■ restrictions = 次の文字の 1 つ以上:

■ u = パスワードに少なくとも 1 つの小文字が必要 (オプション)
■ l = パスワードに少なくとも 1 つの大文字が必要 (オプション)
■ n = パスワードに少なくとも 1 つの数字が必要 (オプション)
■ s = パスワードに少なくとも 1 つの記号が必要 (オプション)
■ h = パスワード履歴のチェックが有効 (オプション)

例:

パスワードポリシーのプロパティーで最大長を 10 に設定し、少なくとも 1 つの大文字
と数字を要求するには、次のように入力します。

set /SP/preferences/password_policy/policy=10.un

パスワードポリシーの各プロパティーについては、表17「パスワードポリシーの管理プロ
パティー」を参照してください。

b.   Enter キーを押します。次のメッセージが表示されます。
All user accounts will be deleted.The system will restore factory

default users.Do you want to continue (y/n)?
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c.   更新されたパスワードポリシーの制限を保存するには、Y を入力ます。それ以外の場
合は、N を入力して変更を取り消します。
Y を入力すると、ユーザー定義のローカルアカウントの構成がすべて削除され、デフォ
ルトの root アカウントがデフォルトのパスワードに復元されます。

関連情報:
■ 「Securing Oracle ILOM User Access」 in 『Oracle ILOM Security Guide

Firmware Releases 3.0, 3.1, and 3.2』
■ 「Post Deployment Considerations for Securing User Access」 in 『Oracle

ILOM Security Guide Firmware Releases 3.0, 3.1, and 3.2』
■ 45 ページの「セキュリティーアクション: デフォルトの root アカウントパスワードの変

更」
■ 45 ページの「デフォルト root アカウントのパスワードの回復」
■ 46 ページの「ローカルユーザーアカウントの構成 」

パスワードポリシー管理のプロパティーとデフォルト
次の表は、Oracle ILOM パスワードポリシー機能の CLI および Web プロパティーについて説
明しています。

表 17 パスワードポリシーの管理プロパティー
プロパティー デフォルト値 説明

Minimum
Length

(8-16)

8 8 から 16 までの任意の値

「Minimum Length」プロパティーでは、ポリシーに準拠するために、ローカル
ユーザーアカウントのパスワードに含める必要がある最小文字数が定義され
ます。

Uppercase
Letters

(u)

Disabled、制限
なし

Disabled (制限なし) | Enabled (少なくとも 1 つ必要)

「Uppercase Letters」プロパティーでは、ポリシーに準拠するために、ローカ
ルユーザーアカウントのパスワードに少なくとも 1 つの大文字を含める必要が
あるかどうかが制御されます。

Oracle ILOM のデフォルトでは、ローカルユーザーアカウントのパスワード
で大文字を使用する必要はありません。システム管理者は「Uppercase
Letters」プロパティーを有効にすれば、パスワード内に少なくとも 1 つの大文
字を含めるようにローカルユーザーに強制できます。

Lowercase
Letters

(l)

Disabled、制限
なし

Disabled (制限なし) | Enabled (少なくとも 1 つ必要)

「Lowercase Letters」プロパティーでは、ポリシーに準拠するために、ローカ
ルユーザーアカウントのパスワードに少なくとも 1 つの小文字を含める必要が
あるかどうかが制御されます。

Oracle ILOM のデフォルトでは、ローカルユーザーアカウントのパスワード
で小文字を使用する必要はありません。システム管理者は「Lowercase

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGz40005661394259
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGz40005661394259
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGz4002aeb1392997
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGz4002aeb1392997
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プロパティー デフォルト値 説明
Letters」プロパティーを有効にすれば、パスワード内に少なくとも 1 つの小文
字を含めるようにローカルユーザーに強制できます。

Numbers

(n)

Disabled、制限
なし

Disabled (制限なし) | Enabled (少なくとも 1 つ必要)

「Numbers」プロパティーでは、ポリシーに準拠するために、ローカルユーザー
アカウントのパスワードに少なくとも 1 つの数字を含める必要があるかどうか
が制御されます。

Oracle ILOM のデフォルトでは、ローカルユーザーアカウントのパスワードで
数字を使用する必要はありません。システム管理者は「Numbers」プロパ
ティーを有効にすれば、パスワード内に少なくとも 1 つの数字を含めるように
ローカルユーザーに強制できます。

Symbols

(s)

Disabled、制限
なし

Disabled (制限なし) | Enabled (少なくとも 1 つ必要)

許可される記号: ! @ # $ % ^ & * ( )

「Symbols」プロパティーでは、ポリシーに準拠するために、ローカルユーザーア
カウントのパスワードに少なくとも 1 つの記号を含める必要があるかどうかが
制御されます。

Oracle ILOM のデフォルトでは、ローカルユーザーアカウントのパスワード
で記号を使用する必要はありません。システム管理者は「Symbols」プロパ
ティーを有効にすれば、パスワード内に少なくとも 1 つの記号を含めるように
ローカルユーザーに強制できます。
注記 - 拡張 ASCII の記号およびコロン (:) は、許可されるパスワード文字で
はありません。

History

(h)

Disabled、制限
なし

Disabled (制限なし) | Enabled (以前の 5 個のパスワードは使用不可)。

「History」プロパティーでは、ローカルユーザーによる過去 5 個のパスワード
の使用が Oracle ILOM で回避されるかどうかが制御されます。

Oracle ILOM のデフォルトでは、ローカルユーザーによる過去 5 個のパス
ワードの再使用が制限されません。システム管理者は「History」プロパティー
を有効にすれば、ローカルユーザーによる以前のパスワードの再使用を回避で
きます。

Active Directory の構成
システム管理者はオプションで、Microsoft Windows Active Directory サービスを使用す
るように Oracle ILOM を構成し、Oracle ILOM のユーザーを認証したり、Oracle ILOM の
機能を使用するためのユーザー承認のレベルを定義したりできます。このサービスは、ユーザー
に割り当てられているパスワードを使用して Active Directory ユーザーを認証するクライアント
サーバー型のクエリーモデルに基づいています。

Oracle ILOM の Active Directory サービスの状態プロパティーは、デフォルトで無効に
なっています。Active Directory サービスの状態を有効にして、Oracle ILOM を Active
Directory クライアントとして構成する場合は、次の表を参照してください。

■ 表18「Active Directory 認証の有効化 」 Active Directory 認証の有効化
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■ 表19「 Active Directory 証明書ファイルのアップロードまたは削除」 Active Directory
証明書ファイルのアップロードまたは削除

■ 表20「Active Directory グループの構成 (省略可能)」 Active Directory グループの構
成 (オプション)

■ 表21「 Active Directory ユーザードメインの構成」 Active Directory ユーザードメインの
構成

■ 表22「 Active Directory 代替サーバーの構成 (オプション)」 Active Directory 代替
サーバーの構成 (オプション)

■ 表23「 DNS Locator Queries の編集 (オプション)」 DNS Locator Queries の編集
(オプション)

■ 表24「 Active Directory の認証をトラブルシューティングするためのガイドライン」
Active Directory の認証をトラブルシューティングするためのガイドライン

表 18 Active Directory 認証の有効化

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を Active Directory クライアントとして構成する前に、Active Directory サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成

する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Disabled Disabled |Enabled

Oracle ILOM を Active Directory クライアントとして構成するには、「State」プロパティーを
「Enabled」に設定します。

「State」プロパティーが有効で、「Strict Certificate Mode」プロパティーが無効である場合、
セキュアなチャネルを使用した Oracle ILOM では、ユーザーの認証時に Active Directory
サービス証明書に対していくらかの検証が行われます。

「State」プロパティーおよび「Strict Certificate Mode」プロパティーの両方が有効であ
る場合、セキュアなチャネルを使用した Oracle ILOM では、ユーザーの認証時に Active
Directory サービス証明書のデジタル署名が完全に検証されます。

「State」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ state=disabled|enabled

Roles

(defaultrole=)

None (server
authorization)

Administrator |Operator |Advanced |None (server authorization)

Active Directory で認証されたユーザーがアクセスできる Oracle ILOM の機能を定義す
るには、デフォルトの「Role」プロパティーを、受け入れられる 4 つのプロパティー値のいずれか
に設定します: Administrator (a|u|c|r|o)、Operator (c|r|o)、Advanced (a|u|c|r|o|s)、または
None (server authorization)。

デフォルトの「Role」プロパティーを Oracle ILOM のユーザーの役割に設定すると、Oracle
ILOM の機能を使用するための承認レベルは、構成されている Oracle ILOM のユーザーの
役割によって付与される権限で決定されます。割り当てられる権限については、下の「関連情
報」セクションに示されているユーザーの役割およびユーザープロファイルのトピックを参照して
ください。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を Active Directory クライアントとして構成する前に、Active Directory サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成

する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
「Role」プロパティーが「None (server authorization)」に設定されており、Oracle ILOM が
Active Directory のグループを使用するように構成されている場合、Oracle ILOM の機能を
使用するための承認レベルは、Active Directory のグループによって決定されます。構成の詳
細は、下の「関連情報」セクションに示されている Active Directory のグループのトピックを参
照してください。

「Roles」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/

defaultrole=administrator|operator|a|u|c|r|o|s|none

関連情報:

■ 表10「 ユーザープロファイルによって付与される権限」
■ 表10「 ユーザープロファイルによって付与される権限」
■ 表20「Active Directory グループの構成 (省略可能)」

アドレス

(address=)

0.0.0.0 IP address| DNS host name (Active Directory Server)

Active Directory サーバーのネットワークアドレスを構成するには、「Address」プロパティーに
Active Directory サーバーの IP アドレスまたは DNS ホスト名を設定します。DNS ホスト名
を使用する場合は、Oracle ILOM の DNS 構成プロパティーを適切に構成して動作可能にす
る必要があります。

「Address」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ address=active_directory_server
ip_address|active_directory_server_dns_host_name

関連情報:

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」
ポート

(port=)

0 (Auto-select) 0 Auto-select | Non-standard TCP port

Oracle ILOM は、標準の TCP ポートを使用して Active Directory サーバーと通信します。

「Port」の自動選択のプロパティーを有効にすると、「Port」番号はデフォルトで 0 に設定されま
す。「Port」の自動選択のプロパティーを無効にすると、Web インタフェースの「Port」番号プロ
パティーをユーザーが構成できるようになります。

「Port」プロパティーは、Oracle ILOM で標準以外の TCP ポートを使用する必要がある例外
的な場合に構成できます。

「Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ port=number

Timeout

(timeout=)

4 秒 4 |user-specified
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を Active Directory クライアントとして構成する前に、Active Directory サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成

する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
「Timeout」プロパティーは、個々のトランザクションが完了するまで待機する秒数を指定しま
す。トランザクションの数は構成に応じて異なる場合があるため、この値は完了したすべてのト
ランザクションの合計時間を表すわけではありません。

「Timeout」プロパティーは、デフォルトで 4 秒に設定されます。このプロパティー値は、必要に
応じて、Active Directory サーバーが通信不可能である場合または応答しない場合の応答時
間を微調整するときに調整します。

「Timeout」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ timeout=number_of_seconds

Strict Certificate
Mode

(strictcertmode=)

Disabled Disabled |Enabled

「Strict Certificate Mode」プロパティーを有効にすると、Oracle ILOM は、認証時に Active
Directory 証明書のデジタル署名を完全に検証します。

「Strict Certificate Mode」プロパティーを無効にすると、Oracle ILOM は、セキュアなチャネ
ルを使用した認証時にサーバー証明書に対して限定的な検証を行います。
注意 - 「Strict Certificate Mode」プロパティーを有効にする前に、Active Directory のサー
バー証明書をロードする必要があります。

厳密な証明書モードの CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ strictcertmode=disabled|enabled

関連情報:

■ 表19「 Active Directory 証明書ファイルのアップロードまたは削除」
DNS Locator
Mode

(/dnslocatorqueries)

Disabled Disabled | Enabled

DNS Locator Queries を使用して Active Directory サーバーのリストを取得するように
Oracle ILOM を構成するには、「DNS Locator Mode」プロパティーを Enabled に設定しま
す。

「DNS Locator Mode」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ dnslocatorqueries/1=disabled|enabled

関連情報:

■ 表23「 DNS Locator Queries の編集 (オプション)」
Expanded
Search Mode

(expsearchmode=)

Disabled Disabled | Enabled

Active Directory のユーザーエントリを検索するときに追加の検索オプションを使用するよう
に Oracle ILOM を構成するには、「Expanded Search Mode」プロパティーを Enabled に
設定します。

「Expanded Search Mode」プロパティーを無効にすると、Oracle ILOM は
userPrincipleName を使用してユーザーエントリを検索します。この場合、userPrincipleName
に完全修飾ドメイン名 (FQDN) の接尾辞が付けられている必要があります。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を Active Directory クライアントとして構成する前に、Active Directory サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成

する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
「Expanded Search Mode」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ expsearchmode=disabled|enabled

Strict Credential
Error Mode

(strictcredentialerrormode=)

Disabled Disabled | Enabled

「Strict Credential Error Mode」プロパティーが有効で、ユーザー資格エラーがサーバーから
報告された場合、Oracle ILOM はこれらのユーザー資格で失敗します。

「Strict Credential Error Mode」プロパティーを無効にすると、Oracle ILOM は認証のため
にユーザー資格をほかの Active Directory サーバー (代替サーバーとして構成されている、また
は DNS Locator Queries によって見つかった) に提示します。

「Strict Certificate Mode」を構成する場合の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ strictcredentialerrormode=disabled|enabled

関連情報:

■ 表19「 Active Directory 証明書ファイルのアップロードまたは削除」
Log Detail

(logdetail=)

なし None | High | Medium | Low |Trace

Oracle ILOM のイベントログに記録される Active Directory イベントの診断情報の量を指
定するには、「Log Detail」プロパティーを、受け入れられるいずれかのプロパティー値に設定し
ます。

「Log Detail」を構成する場合の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/ logdetail=none|high|medium|low|trace

Save Web インタフェース – Active Directory の「Settings」ページ内のプロパティーへの変更を適
用するには、「Save」をクリックする必要があります。

表 19 Active Directory 証明書ファイルのアップロードまたは削除

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory/cert

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「Certificate Information」
■ ユーザーの役割: (u) User Management (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Certificate File
Status

(certstatus=)

読み取り専用 Certificate present |Certificate not present

「Certificate File Status」プロパティーは、Active Directory 証明書が Oracle ILOM
にアップロードされているかどうかを示します。
注意 - 「Strict Certificate Mode」プロパティーを有効にする前に、Active Directory 証
明書ファイルを Oracle ILOM にアップロードする必要があります。

「Certificate Show」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory/cert

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「Certificate Information」
■ ユーザーの役割: (u) User Management (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明
show /SP|CMM/clients/activedirectory/cert

ファイル転送方式 Browser (Web イ
ンタフェースのみ)

Browser|TFTP|FTP|SCP|Paste

各ファイル転送方式の詳細は、「表14「 ファイル転送方式 」」を参照してください。
Load Certificate

(load_uri=)

Web インタフェース – 「Load Certificate」ボタンをクリックして、「File Transfer
Method」プロパティーに定義されている Active Directory 証明書ファイルをアップロー
ドします。

「Certificate Load」の CLI 構文:

load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/filename

Remove Certificate

(clear_action=true)

Web インタフェース – 「Remove Certificate」ボタンをクリックして、Oracle ILOM に現
在格納されている Active Directory 証明書ファイルを削除します。プロンプトが表示さ
れたら、削除する場合は y (はい)、またはアクションを取り消す場合は n (いいえ) を入力
します。

「Remove Certificate」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/cert clear_action=true

- または -

reset /SP|CMM/clients/activedirectory/cert

確認のメッセージが表示されたら、y と入力して削除するか、n と入力して操作を取り消しま
す。

表 20 Active Directory グループの構成 (省略可能)
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「(Name) Groups」
■ ユーザーの役割: (u) User Management (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に Activity Directory グループを設定する前に、Active Directory グループが Active Directory サーバー上に存在し、メン

バーが割り当てられている必要があります。

プロパティー 説明

Admin Groups

(/admingroups/1|2|3|4|5)

システム管理者はオプションで、ユーザー承認のために、Oracle ILOM の「Role」プロパティーの代わりに
「Admin Group」プロパティーを構成できます。

Oracle ILOM は、最大 5 個の「Admin Groups」を構成することをサポートしています。Oracle ILOM で
「Admin Group」プロパティーを有効にすると、ユーザーのグループメンバーシップに、admin 表での定義に
一致するグループがあるかどうかがチェックされます。一致がある場合、そのユーザーに Administrator レベ
ルのアクセス権が付与されます。

注 – Oracle ILOM は、構成された各グループ表で見つかった一致するグループ (Operator、
Administrator、または Custom) に基づいて、1 つ以上の承認レベルをグループのメンバーに付与します。

次の取り得る値を使用して、Oracle ILOM の各 Active Directory Admin Group に構成プロパティーを
設定します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「(Name) Groups」
■ ユーザーの役割: (u) User Management (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に Activity Directory グループを設定する前に、Active Directory グループが Active Directory サーバー上に存在し、メン

バーが割り当てられている必要があります。

プロパティー 説明
■ DN 形式: CN=admingroup,OU=groups,DC=domain,DC=company,DC=com
■ NT ドメイン形式: domain\admingroup
■ 完全ドメイン形式: DC=domain,DC=company,DC=com\admingroup
■ 単純な名前の形式: admingroup

(最大 128 文字)

「Admin Groups」を構成する場合の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/admingroups/n name=string

構文例:

set /SP/clients/activedirectory/admingroups/1/

name=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com

Set 'name' to 'CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle, DC=com'

Operator Groups

(/operatorgroups/1|2|3|4|5)

システム管理者はオプションで、ユーザー承認のために、Oracle ILOM の「Role」プロパティーの代わりに
「Operator Group」プロパティーを構成できます。

Oracle ILOM は、最大 5 個の「Operator Groups」を構成することをサポートしています。Oracle ILOM
で「Operator Group」プロパティーを有効にすると、ユーザーのグループメンバーシップに、operator 表での
定義に一致するグループがあるかどうかがチェックされます。一致がある場合、そのユーザーに Operator レ
ベルのアクセス権が付与されます。

注 – Oracle ILOM は、構成された各グループ表で見つかった一致するグループ (Operator、
Administrator、または Custom) に基づいて、1 つ以上の承認レベルをグループのメンバーに付与します。

次の取り得る値を使用して、Oracle ILOM の各 Operator Group に構成プロパティーを設定します。

■ DN 形式: CN=operatorgroup,OU=groups,DC=domain,DC=company,DC=com
■ NT ドメイン形式: domain\operatorgroup
■ 完全ドメイン形式: DC=domain,DC=company,DC=com\operatorgroup
■ 単純な名前の形式: operatorgroup

(最大 128 文字)

「Operator Groups」を構成する場合の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/operatorgroups/n name=string

構文例:

set /SP/clients/activedirectory/operatorgroups/1

name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com

Set 'name' to 'CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC= com''

Host Groups Active Directory Host Groups プロパティーは Oracle のマルチドメイン SPARC サーバーシステムに固
有です。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「(Name) Groups」
■ ユーザーの役割: (u) User Management (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に Activity Directory グループを設定する前に、Active Directory グループが Active Directory サーバー上に存在し、メン

バーが割り当てられている必要があります。

プロパティー 説明
マルチドメイン SP サーバーシステムの場合、Oracle ILOM により、システム管理者は、Active Directory
ユーザー認証用に最大 10 のホストグループを構成できます。

「Host Groups」を構成する場合の CLI 構文:

set /SP/clients/activedirectory/hostgroups/n/ name=string hosts=string roles=string

ここでは:

■ name= は、指定したホストグループの Active Directory グループを表す読み取りおよび書き込みプロ
パティーです。

■ hosts= はこのホストグループが役割を割り当てる PDomain を一覧表示する読み取りおよび書き込み
プロパティーです。

■ roles= は、ホストグループのドメイン固有の権限レベルを指定する読み取り/書き込みプロパティーです。
このプロパティーは、a、c、および r の各ホスト役割 ID の組み合わせ (acr など) をサポートします。ここ
で、a= admin、c=console、および r=reset です。

マルチドメインサーバー SP システムの Host Group プロパティーの構成の詳細は、Oracle サーバーで使用
可能な管理ガイドを参照してください。

Custom Groups

(/customgroups/1|2|3|4|5)

システム管理者はオプションで、ユーザー承認のために、Oracle ILOM に最大 5 個の「Custom Group」
プロパティーを構成できます。Oracle ILOM は、Custom Group のメンバーであるユーザーを認証する場
合、「Custom Group」プロパティーを使用して該当するユーザー役割を判別して割り当てます。

Oracle ILOM で「Custom Groups」を使用可能にする場合は、「Roles」プロパティーおよび「Custom
Groups」プロパティーの両方を構成する必要があります。「Roles」構成プロパティーの詳細は、表
18「Active Directory 認証の有効化 」の「Roles」プロパティーを参照してください。

注 – Oracle ILOM は、構成された各グループ表で見つかった一致するグループ (Operator、
Administrator、または Custom) に基づいて、1 つ以上の承認レベルをグループのメンバーに付与します。

次の取り得る値を使用して、Oracle ILOM の各 Custom Group に構成プロパティーを設定します。

■ ユーザー役割: administrator |operator|advanced (a|u|c|r|o|s)
■ DN 形式: CN=customgroup,OU=groups,DC=domain,DC=company,DC=com
■ NT ドメイン形式: domain\customgroup
■ 完全ドメイン形式: DC=domain,DC=company,DC=com\customgroup
■ 単純な名前の形式: customgroup

(最大 128 文字)

「Custom Groups」を構成する場合の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/customgroups/n name=string roles=administrator|operator|a|
u|c|r|o|s

構文例:

set /SP/clients/activedirectory/customgroups/1

name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com roles=au
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「(Name) Groups」
■ ユーザーの役割: (u) User Management (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に Activity Directory グループを設定する前に、Active Directory グループが Active Directory サーバー上に存在し、メン

バーが割り当てられている必要があります。

プロパティー 説明
Set 'name' to 'CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com'' roles' to 'au'

関連情報:

■ 39 ページの「割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役割」
Save Web インタフェース – 「Admin Group」、「Operator Group」、または「Custom Group」ダイアログのプロ

パティーへの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

表 21 Active Directory ユーザードメインの構成

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory/userdomains/n
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「User Domains」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に Activity Directory ユーザードメインを設定する前に、Active Directory ユーザードメインが Active Directory サーバー上

に存在し、メンバーが割り当てられている必要があります。

プロパティー 説明

User Domains

(1|2|3|4|5)

システム管理者は、必要に応じて、最大 5 個のユーザードメインを構成できます。1 つ以上のユーザードメイン
を定義すると、Oracle ILOM は、Active Directory ユーザーを認証できるまで、これらのプロパティーを順
番に使用します。

次の取り得る値を使用して、Oracle ILOM の各ユーザードメインに構成プロパティーを設定します。

■ UPN 形式: <USERNAME>@domain.company.com
■ DN 形式: CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=domain,DC=company,DC=com

注記 - <USERNAME> をリテラルとして使用できます。<USERNAME> をリテラルとして使用すると、
Oracle ILOM はユーザー認証時に <USERNAME> を入力された現在のログイン名に置き換えます。

「User Domains」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/userdomains/n name=string

例 1: name=CN=<USERNAME>

set /SP/clients/activedirectory/userdomains/1/name=CN<USERNAME>, OU=Groups, DC=sales, DC-

Oracle, DC=com

Set 'name' to 'CN=<USERNAME>,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com'

例 2: name=CN=spSuperAdmin

set /SP/clients/activedirectory/userdomains/1/

name=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com

Set 'name' to 'CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle, DC=com'
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory/userdomains/n
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「User Domains」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に Activity Directory ユーザードメインを設定する前に、Active Directory ユーザードメインが Active Directory サーバー上

に存在し、メンバーが割り当てられている必要があります。

プロパティー 説明

Save Web インタフェース – Active Directory の「User Domains」ダイアログ内のプロパティーへの変更を適
用するには、「Save」をクリックする必要があります。

表 22 Active Directory 代替サーバーの構成 (オプション)

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory/alternateservers/n
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「Alternate Servers」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー 説明

Alternate Servers

(/1|2|3|4|5)

Oracle ILOM では、システム管理者は、最大 5 個の Active Directory 代替サーバーを構成できます。

代替サーバーを使用すると認証が冗長化され、ドメインを分離する必要がある場合に別の Active
Directory サーバーを選択できます。

各 Active Directory 代替サーバーは、プライマリ Active Directory サーバーと同じユーザー承認のルール
および要件を使用します。たとえば、Oracle ILOM は「Roles」プロパティーに構成されているユーザーの役
割を使用してユーザーを認証します。ただし、「Roles」プロパティーが構成されていない場合、Oracle ILOM
は認証サーバーに対して該当する承認の役割を問い合わせます。

各 Active Directory 代替サーバーは、プロパティー (ネットワークアドレス、ポート、証明書のステータス)、およ
び証明書をアップロードおよび削除するためのコマンドをそれぞれ保持しています。Active Directory 証明
書が提示されていないが必要である場合、Oracle ILOM は最上位のプライマリ Active Directory サー
バーの証明書を使用します。
注記 - 代替サーバーが認証を冗長化するために使用されている場合は、「Strict Credential Error Mode」
プロパティーをオプションで有効にすることができます。ただし、代替サーバーが結合されていないドメインを
接続するために使用されている場合は、「Strict Credential Error Mode」プロパティーを無効にするよう
にしてください。「Strict Credential Error Mode」構成プロパティーについては、表18「Active Directory
認証の有効化 」を参照してください。

「Alternate Server」のアドレスとポートの CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/activedirectory/alternateservers/n address=sting port=string

「Alternate Server」の証明書の CLI 構文:

show /SP|CMM/clients/activedirectory/alternateservers/n/cert

load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/filename

set /SP|CMM/clients/activedirectory/alternateservers/n/cert clear_action=true

Save Web インタフェース – Active Directory の「Alternate Servers」ダイアログ内のプロパティーへの変更を
適用するには、「Save」をクリックする必要があります。
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表 23 DNS Locator Queries の編集 (オプション)

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/activedirectory/dnslocatorqueries

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「Active Directory」 > 「DNS Locator Queries」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明

DNS Locator
Queries

(/1)

_ldap._tcp.gc._msdcs.<DOMAIN>.
<PORT:3269>

DNS Locator
Queries

(/2)

_ldap._tcp.dc.
_msdcs.<DOMAIN>.<PORT:636>

Oracle ILOM では、最大 5 個の DNS Locator Queries を構成できます。

DNS ロケータクエリーは、名前付き DNS サービスおよびそのポート ID を特
定します。レコードには通常ポート ID が含まれますが、<PORT:636> という
形式でオーバーライドできます。また、<DOMAIN> 置換マーカーを使用する
と、特定のドメインの名前付き DNS サービスをオーバーライドできます。

「DNS Locator Queries」を表示および編集する場合の CLI 構文:

show /SP|CMM/clients/activedirectory/dnslocatorqueries/1

set /SP|CMM/clients/activedirectory/dnslocatorqueries/1 service

= string

service= string の DNS Locator Queries の構文の例:

service =_ldap._tcp.gc._msdcs.<DOMAIN>.<PORT:nnnn>
Save  Web インタフェース – Active Directory の「DNS Locator Queries」ダイ

アログ内のプロパティーへの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要
があります。

表 24 Active Directory の認証をトラブルシューティングするためのガイドライン

Oracle ILOM での Active Directory の認証および承認の試行をトラブルシューティングする場合は、次のガイドラインを参照してくだ
さい。

■ Active Directory の認証をテストおよび診断するには、次の手順に従います:
1: Active Directory の「Log Details」プロパティーを trace に設定します。
2: イベントを生成するために Oracle ILOM に対して認証を試行します。
3: Oracle ILOM のイベントログファイルを確認します。

■ Active Directory サーバーに構成されているユーザーグループおよびユーザードメインが、Oracle ILOM に構成されているユーザーグ
ループおよびユーザードメインと一致することを確認します。

■ Oracle ILOM の Active Directory クライアントは、クロック設定を管理しません。Oracle ILOM のクロック設定は、手動で、または
NTP サーバーを使用して構成できます。
注 - Oracle ILOM のクロック設定を NTP サーバーを使用して構成した場合、Oracle ILOM は、NTP デーモンを開始する前に、
NTP サーバーを使用して ntpdate を実行します。

関連情報:

■ 表18「Active Directory 認証の有効化 」
■ 「Managing Oracle ILOM Log Entries」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics

Firmware Release 3.2.x』
■ 127 ページの「SP または CMM クロックのプロパティーの設定 」

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
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LDAP/SSL の構成
システム管理者はオプションで、LDAP/SSL ディレクトリサービスを使用するように Oracle
ILOM を構成し、Oracle ILOM のユーザーを認証したり、Oracle ILOM の機能を使用するた
めのユーザー承認のレベルを定義したりできます。

Oracle ILOM の LDAP/SSL サービスの状態プロパティーは、デフォルトで無効になっていま
す。LDAP/SSL サービスの状態を有効にして、Oracle ILOM を LDAP/SSL クライアントとし
て構成する場合は、次の表を参照してください。

■ 表25「LDAP/SSL 認証の有効化 」 LDAP/SSL 認証の有効化
■ 表26「 LDAP/SSL 証明書ファイルのアップロードまたは削除」 LDAP/SSL 証明書ファイ

ルのアップロードまたは削除
■ 表27「LDAP/SSL グループの構成 (省略可能)」 LDAP/SSL グループの構成 (オプショ

ン)
■ 表28「 LDAP/SSL ユーザードメインの構成」 LDAP/SSL ユーザードメインの構成
■ 表29「 LDAP/SSL 代替サーバーの構成 (オプション)」 LDAP/SSL 代替サーバーの構成

(オプション)
■ 表30「 LDAP/SSL の認証をトラブルシューティングするためのガイドライン」 LDAP/SSL

の認証をトラブルシューティングするためのガイドライン

表 25 LDAP/SSL 認証の有効化

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を構成する前に、LDAP/SSL サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Disabled Disabled |Enabled

LDAP/SSL 認証および承認ディレクトリサービスを使用するように Oracle ILOM を構成する
には、「State」プロパティーを Enabled に設定します。

「State」プロパティーを disabled にすると、Oracle ILOM はユーザー認証および承認レベル
の処理に LDAP/SSL サービスを使用しなくなります。

「State」プロパティーが有効で、「Strict Certificate Mode」プロパティーが無効である場合、セ
キュアなチャネルを使用した Oracle ILOM では、ユーザーの認証時に LDAP/SSL サービス
証明書に対して限定的な検証が行われます。

「State」プロパティーおよび「Strict Certificate Mode」プロパティーが両方とも有効である場
合、セキュアなチャネルを使用した Oracle ILOM では、ユーザーの認証時に LDAP/SSL サー
ビス証明書のデジタル署名が完全に検証されます。

「State」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/ state=disabled|enabled

Roles None (server
authorization)

Administrator |Operator |Advanced |None (server authorization)
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を構成する前に、LDAP/SSL サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
(defaultrole=) LDAP/SSL で認証されたユーザーがアクセスできる Oracle ILOM の機能を定義するには、

デフォルトの「Roles」プロパティーを、受け入れられる 4 つのプロパティー値のいずれかに設定
します: Administrator (a|u|c|r|o)、Operator (c|r|o)、Advanced (a|u|c|r|o|s)、または None
(server authorization)。

デフォルトの「Roles」プロパティーを Oracle ILOM のユーザーの役割に設定すると、Oracle
ILOM の機能を使用するための承認レベルは、Oracle ILOM のユーザーの役割によって付与
されるユーザー権限で決定されます。割り当てられる権限については、下の「関連情報」セクショ
ンに示されているユーザーの役割およびユーザープロファイルの表を参照してください。

デフォルトの「Roles」プロパティーが「None (server authorization)」に設定されていて、
Oracle ILOM が LDAP/SSL のグループを使用するように構成されている場合、Oracle
ILOM の機能を使用するための承認レベルは、LDAP/SSL のグループによって決定されま
す。LDAP/SSL の構成の詳細は、下の「関連情報」セクションに示されている LDAP/SSL の
グループを説明した表を参照してください。

「Roles」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/ defaultrole=administrator|operator|a|u|c|r|o|s|none

関連情報:

■ 表10「 ユーザープロファイルによって付与される権限」
■ 表11「 個別のユーザー役割によって付与される権限」
■ 表27「LDAP/SSL グループの構成 (省略可能)」

アドレス

(address=)

0.0.0.0 IP address| DNS host name (Active Directory Server)

LDAP/SSL サーバーのネットワークアドレスを構成するには、「Address」プロパティーに
LDAP/SSL の IP アドレスまたは DNS ホスト名を指定します。DNS ホスト名を使用する場合
は、Oracle ILOM の DNS 構成プロパティーを適切に構成して動作可能にする必要がありま
す。

「Address」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/ address=LDAP/SSL_server
ip_address|active_directory_server_dns_host_name

関連情報:

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」
ポート

(port=)

0 Auto-select 0 Auto-select | Non-standard TCP port

Oracle ILOM は、標準の TCP ポートを使用して LDAP/SSL サーバーと通信します。

「Port」の自動選択のプロパティーを有効にすると、「Port」番号はデフォルトで 0 に設定されま
す。

「Port」の自動選択のプロパティーを無効にすると、Web インタフェースの「Port」番号プロパ
ティーをユーザーが構成できるようになります。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を構成する前に、LDAP/SSL サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
「Port」プロパティーは、Oracle ILOM で標準以外の TCP ポートを使用する必要がある例外
的な場合に構成できます。

「Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/ port=number

Timeout

(timeout=)

4 秒 4 |user-specified

「Timeout」プロパティーは、デフォルトで 4 秒に設定されます。このプロパティー値は、必要に
応じて、LDAP/SSL サーバーが通信不可能である場合または応答しない場合の応答時間を微
調整するために調整します。

「Timeout」プロパティーは、個々のトランザクションが完了するまで待機する秒数を指定しま
す。トランザクションの数は構成に応じて異なる場合があるため、この値は完了したすべてのト
ランザクションの合計時間を表すわけではありません。

「Timeout」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/ timeout=number_of_seconds

Strict Certificate
Mode

(strictcert
mode=)

Disabled Disabled |Enabled

有効にすると、Oracle ILOM は、セキュアなチャネルを使用した認証時に LDAP/SSL 証明
書の署名を完全に検証します。

無効にすると、Oracle ILOM は、セキュアなチャネルを使用した認証時にサーバー証明書に対
して限定的な検証を行います。
注意 - 「Strict Certificate Mode」プロパティーを有効にする前に、LDAP/SSL サーバー証明
書を Oracle ILOM にアップロードする必要があります。

厳密な証明書モードの CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/ strictcertmode=disabled|enabled

関連情報:

■ 表26「 LDAP/SSL 証明書ファイルのアップロードまたは削除」
Optional User
Mapping

(/optionalUsermapping)

Disabled Disabled | Enabled

「Optional User Mapping」プロパティーは通常、uid がユーザードメインのログイン名の一部
として使用されなかった場合に使用されます。ユーザー認証を行うために単純なユーザーログイ
ン名をドメイン名に変換する必要がある場合は、「Optional User Mapping」プロパティーを
Enabled に設定します。

■ State - 有効にすると、ユーザー資格の認証のために代替の属性を構成できます。
■ Attribute Information – 受け入れられる入力形式 (&(objectclass=person)

(uid=<USERNAME>)) を使用してログイン情報属性を入力します。「Attribute
Information」を使用すると、指定されたログイン情報属性に基づいて、LDAP/SSL クエ
リーがユーザードメイン名を検索できるようになります。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM を構成する前に、LDAP/SSL サーバーにユーザーまたはユーザーグループを構成する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
■ Searchbase – 「Searchbase」プロパティーは、検索ベースオブジェクトの識別名、または

Oracle ILOM が LDAP ユーザーアカウントを検索するべき LDAP ツリーのブランチに設
定します。入力形式: OU={organization},DC={company},DC={com}

■ Bind DN – 「Bind DN」プロパティーは、LDAP サーバー上の読み取り専用プロキシユー
ザーの識別名 (DN) に設定します。Oracle ILOM がユーザーの検索と認証を行うには、
LDAP サーバーに対する読み取り専用のアクセス権が必要になります。入力形式: OU=
{organization},DC={company},DC={com}

■ Bind Password - 「Bind Password」プロパティーは、読み取り専用のプロキシユーザーの
パスワードに設定します。

「Optional User Mapping」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/optionalUsermapping/ attributeInfo=<string>

searchbase=<string> binddn=cn=proxyuser, ou=organization _name, dc=company,
dc=com bindpw=password

Log Detail

(logdetail=)

なし None | High | Medium | Low |Trace

Oracle ILOM のイベントログに記録される LDAP/SSL イベントの診断情報の種類を指定
するには、「Log Detail」プロパティーを、受け入れられる 5 個のプロパティー値 (None、High、
Medium、Low、または Trace) のいずれかに設定します。

「Log Detail」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/ logdetail=none|high|medium|low|trace

Save Web インタフェース – LDAP/SSL の「Settings」ページ内のプロパティーへの変更を適用する
には、「Save」をクリックする必要があります。

表 26 LDAP/SSL 証明書ファイルのアップロードまたは削除

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/cert

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Certificate Information」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Certificate File
Status

(certstatus=)

読み取り専用 Certificate Present |Certificate Not Present

「Certificate File Status」プロパティーは、LDAP/SSL 証明書が Oracle ILOM にアッ
プロードされているかどうかを示します。

証明書ステータスの CLI 構文:

show /SP|CMM/clients/ldapssl/cert

ファイル転送方式 Browser (Web イ
ンタフェースのみ)

Browser|TFTP|FTP|SCP|Paste

各ファイル転送方式の詳細は、「表14「 ファイル転送方式 」」を参照してください。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/cert

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Certificate Information」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Load Certificate

(load_uri=)

Web インタフェース – 「Load Certificate」ボタンをクリックして、「File Transfer
Method」プロパティーに指定されている LDAP/SSL 証明書ファイルをアップロードしま
す。

「Load Certificate」の CLI 構文:

load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/filename

Remove Certificate

(clear_action=true)

Web インタフェース – 「Remove Certificate」ボタンをクリックして、Oracle ILOM に現
在格納されている LDAP/SSL 証明書ファイルを削除します。確認のメッセージが表示さ
れたら、「Yes」をクリックして操作を続行するか、「No」をクリックしてアクションを取り消しま
す。

「Remove Certificate」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/cert clear_action=true

- または -

reset /SP|CMM/clients/ldapssl/cert

確認のメッセージが表示されたら、y と入力して操作を続行するか、n と入力して操作を取
り消します。

表 27 LDAP/SSL グループの構成 (省略可能)

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「(Name) Groups」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に LDAP/SSL グループを設定する前に、LDAP/SSL グループが LDAP/SSL サーバー上に存在し、メンバーが割り当てられて

いる必要があります。

プロパティー 説明

Admin Groups

(/admingroups/1|2|3|4|5)

システム管理者はオプションで、ユーザー承認のために、Oracle ILOM の「Role」プロパティーの代わりに
「Admin Group」プロパティーを構成できます。

Oracle ILOM は、最大 5 個の「Admin Groups」を構成することをサポートしています。Oracle ILOM で
「Admin Group」プロパティーを有効にすると、ユーザーのグループメンバーシップに、admin 表での定義に
一致するグループがあるかどうかがチェックされます。一致がある場合、そのユーザーに Administrator レベ
ルのアクセス権が付与されます。

注 – Oracle ILOM は、構成された各グループ表で見つかった一致するグループ (Operator、
Administrator、または Custom) に基づいて、1 つ以上の承認レベルをグループのメンバーに付与します。

「Admin Grou」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/admingroups/n name=string

構文例:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「(Name) Groups」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に LDAP/SSL グループを設定する前に、LDAP/SSL グループが LDAP/SSL サーバー上に存在し、メンバーが割り当てられて

いる必要があります。

プロパティー 説明
set /SP/clients/ldapssl/admingroups/1/

name=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com

Set 'name' to 'CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle, DC=com'

Operator Groups

(/operatorgroups/1|2|3|4|5)

システム管理者はオプションで、ユーザー承認のために、Oracle ILOM の「Role」プロパティーの代わりに
「Operator Group」プロパティーを構成できます。

Oracle ILOM は、最大 5 個の「Operator Groups」を構成することをサポートしています。Oracle ILOM
で「Operator Group」プロパティーを有効にすると、ユーザーのグループメンバーシップに、operator 表での
定義に一致するグループがあるかどうかがチェックされます。一致がある場合、そのユーザーに Operator レ
ベルのアクセス権が付与されます。

注 – Oracle ILOM は、構成された各グループ表で見つかった一致するグループ (Operator、
Administrator、または Custom) に基づいて、1 つ以上の承認レベルをグループのメンバーに付与します。

「Operator Group」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/operatorgroups/n name=string

構文例:

set /SP/clients/ldapssl/operatorgroups/1

name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com

Set 'name' to 'CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC= com''

Host Groups LDAP/SSL Host Groups プロパティーは Oracle のマルチドメイン SPARC サーバーシステムに固有で
す。

マルチドメイン SP サーバーシステムの場合、Oracle ILOM により、システム管理者は、LDAP/SSL ユー
ザー認証用に最大 10 のホストグループを構成できます。

「Host Groups」を構成する場合の CLI 構文:

set /SP/clients/ldapssl/hostgroups/n/ name=string hosts=string roles=string

ここでは:

■ name= は、指定したホストグループの Active Directory グループを表す読み取りおよび書き込みプロ
パティーです。

■ hosts= はこのホストグループが役割を割り当てる PDomain を一覧表示する読み取りおよび書き込み
プロパティーです。

■ roles= は、ホストグループのドメイン固有の権限レベルを指定する読み取り/書き込みプロパティーです。
このプロパティーは、a、c、および r の各ホスト役割 ID の組み合わせ (acr など) をサポートします。ここ
で、a= admin、c=console、および r=reset です。

マルチドメインサーバー SP システムの Host Group プロパティーの構成の詳細は、Oracle サーバーに提供
されている管理ガイドを参照してください。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「(Name) Groups」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM に LDAP/SSL グループを設定する前に、LDAP/SSL グループが LDAP/SSL サーバー上に存在し、メンバーが割り当てられて

いる必要があります。

プロパティー 説明

Custom Groups

(/customgroups/1|2|3|4|5)

システム管理者はオプションで、ユーザー承認のために、Oracle ILOM に最大 5 個の「Custom Groups」
プロパティーを構成できます。Oracle ILOM は、Custom Group のメンバーであるユーザーを認証する場
合、「Custom Group」プロパティーを使用して該当するユーザー役割を判別して割り当てます。

Oracle ILOM で「Custom Groups」を使用可能にする場合は、「Roles」プロパティーおよび「Custom
Groups」プロパティーの両方を構成する必要があります。「Roles」構成プロパティーの詳細は、表
25「LDAP/SSL 認証の有効化 」の「Roles」プロパティーを参照してください。

注 – Oracle ILOM は、構成された各グループ表で見つかった一致するグループ (Operator、
Administrator、または Custom) に基づいて、1 つ以上の承認レベルをグループのメンバーに付与します。

「Custom Groups」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/customgroups/n name=string roles=administrator|operator|a|u|c|r|o|s

構文例:

set /SP/clients/ldapssl/customgroups/1

name=CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com roles=au

Set 'name' to 'CN=spSuperOper,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC= com'' roles' to 'au'

関連情報:

■ 39 ページの「割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役割」
Save Web インタフェース – 「Admin Group」、「Operator Group」、または「Custom Group」ダイアログのプロ

パティーへの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

表 28 LDAP/SSL ユーザードメインの構成

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/userdomains/n
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「User Domains」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM にユーザードメインを設定する前に、ユーザードメインが LDAP/SSL サーバー上に存在し、メンバーが割り当てられている必要

があります。

プロパティー 説明

User Domains

(/1|2|3|4|5)

システム管理者は、必要に応じて、最大 5 個のユーザードメインを構成できます。1 つ以上のユーザードメイン
を定義すると、Oracle ILOM は、LDAP/SSL ユーザーを認証できるまで、これらのプロパティーを順番に使
用します。

次の取り得る値を使用して、Oracle ILOM の各ユーザードメインに構成プロパティーを設定します。

■ UID 形式: uid=<USERNAME>,ou=people,dc=company,dc=com
■ DN 形式: CN=<USERNAME>,CN=Users,DC=domain,DC=company,DC=com
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/userdomains/n
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「User Domains」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 前提条件: Oracle ILOM にユーザードメインを設定する前に、ユーザードメインが LDAP/SSL サーバー上に存在し、メンバーが割り当てられている必要

があります。

プロパティー 説明
注記 - <USERNAME> をリテラルとして使用できます。<USERNAME> をリテラルとして使用すると、
Oracle ILOM はユーザー認証時に <USERNAME> を入力された現在のログイン名に置き換えます。

必要に応じて、特定の検索ベースを指定するには、ユーザードメイン構成のあとに <BASE:string> プロパティー
を追加します。構文の詳細は、下記の例 3 を参照してください。

「User Domains」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/userdomains/n domain=string

例 1: domain=CN=<USERNAME>

set /SP/clients/ldapssl/userdomains/1 domain=CN=<USERNAME>,OU=Groups,DC=sales,DC-

oracle,DC=com

Set 'domain' to 'CN=<USERNAME>,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com'

例 2: domain=CN=spSuperAdmin

set /SP/clients/ldapssl/userdomains/1

domain=CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle,DC=com

Set 'domain' to 'CN=spSuperAdmin,OU=Groups,DC=sales,DC=oracle, DC=com'

例 3: <BASE:string> を使用した検索ベースの構文

set /SP/clients/ldapssl/userdomains/1

domain=uid=<USERNAME>,ou=people,dc=oracle,dc=com<BASE:ou=doc,dc=oracle,dc=com>

Save Web インタフェース – LDAP/SSL の「User Domains」ダイアログ内のプロパティーへの変更を適用する
には、「Save」をクリックする必要があります。

表 29 LDAP/SSL 代替サーバーの構成 (オプション)

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Alternate Servers」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー 説明

Alternate Servers

(/1|2|3|4|5)

Oracle ILOM では、最大 5 個の LDAP/SSL 代替サーバーを構成できます。

代替サーバーを使用すると認証が冗長化され、ドメインを分離する必要がある場合に別の LDAP/SSL サー
バーを選択できます。

各 LDAP/SSL 代替サーバーは、プライマリ LDAP/SSL サーバーと同じユーザー承認のルールおよび要件を
使用します。たとえば、Oracle ILOM は「Roles」プロパティーに構成されているユーザーの役割を使用して
ユーザーを認証します。ただし、「Roles」プロパティーが構成されていない場合、Oracle ILOM は認証サー
バーに対して該当する承認の役割を問い合わせます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP/SSL」 > 「Alternate Servers」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー 説明
各代替サーバーは、プロパティー (ネットワークアドレス、ポート、証明書のステータス)、および証明書をアップ
ロードおよび削除するためのコマンドをそれぞれ保持しています。LDAP/SSL 証明書が提示されていないが
必要である場合、Oracle ILOM は最上位のプライマリ LDAP/SSL サーバーの証明書を使用します。

代替サーバーのアドレスとポートの CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n address=sting port=string

代替サーバーの証明書の CLI 構文:

show /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n/cert

load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/filename

set /SP|CMM/clients/ldapssl/alternateservers/n/cert clear_action=true

Save Web インタフェース – LDAP/SSL の「Alternate Servers」ダイアログ内のプロパティーへの変更を適用す
るには、「Save」をクリックする必要があります。

表 30 LDAP/SSL の認証をトラブルシューティングするためのガイドライン

Oracle ILOM での LDAP/SSL の認証および承認の試行をトラブルシューティングする場合は、次のガイドラインを参照してください。

■ LDAP/SSL の認証をテストして、LDAP/SSL イベントをトレースするように Oracle ILOM のイベントログを設定するには、次の手順
に従います:
1: LDAP/SSL の「Log Details」プロパティーを Trace に設定します。
2: イベントを生成するために Oracle ILOM に対して認証を試行します。
3: Oracle ILOM のイベントログファイルを確認します。

■ LDAP/SSL サーバーに構成されているユーザーグループおよびユーザードメインが、Oracle ILOM に構成されているユーザーグループ
およびユーザードメインと一致することを確認します。

■ Oracle ILOM の LDAP/SSL クライアントは、クロック設定を管理しません。Oracle ILOM のクロック設定は、手動で、または NTP
サーバーを使用して構成できます。
注。Oracle ILOM のクロック設定を NTP サーバーを使用して構成した場合、Oracle ILOM は、NTP デーモンを開始する前に、NTP
サーバーを使用して ntpdate を実行します。

関連情報:

■ 表25「LDAP/SSL 認証の有効化 」
■ 「Managing Oracle ILOM Log Entries」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics

Firmware Release 3.2.x』
■ 127 ページの「SP または CMM クロックのプロパティーの設定 」

LDAP の構成
システム管理者は、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) サービスを使用して
ユーザーを認証するように Oracle ILOM を構成できます。このサービスは、ユーザーを認証す

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
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るために読み取り専用のプロキシユーザーアカウントを使用して LDAP サーバーに照会するク
ライアントサーバー型のクエリーモデルに基づいています。

Oracle ILOM の LDAP サービスの状態プロパティーは、デフォルトで無効になっています。
LDAP サービスの状態を有効にして、ユーザー認証に LDAP ディレクトリサービスを使用するた
めのプロパティーを構成する場合は、これらの表を参照してください。

■ 表31「 Oracle ILOM を LDAP クライアントとして有効にするための要件」 Oracle
ILOM を LDAP クライアントとして有効にするための要件

■ 表32「LDAP 認証の使用を Oracle ILOM で有効にする」 LDAP 認証の使用を Oracle
ILOM で有効にする

表 31 Oracle ILOM を LDAP クライアントとして有効にするための要件

Oracle ILOM を LDAP クライアントとして構成する前に、LDAP サーバーを適切に構成する必要があります。Oracle ILOM を LDAP
クライアントとして認識するように LDAP サーバーを構成する場合は、次のガイドラインおよび「関連情報」セクションを参照してください。

■ デフォルトのパスワード {crypt} 形式を使用するように LDAP サーバーが設定されていることを確認します。Oracle ILOM で認証を
行うすべての LDAP ユーザーのパスワードは、次の 2 つの {crypt} 形式のいずれかで格納する必要があります:
userPassword: {CRYPT}ajCa2He4PJhNo

userPassword: {CRYPT}$1$pzKng1$du1Bf0NWBjh9t3FbUgf46

■ posixAccount および shadowAccount にオブジェクトクラスを追加して、次の必要なプロパティー値を設定する場合は、Internet
Engineering Task Force スキーマ (RFC 2307) を参照してください:
- uidnumber
- gidnumber
- uid (Oracle ILOM ユーザー名)

■ LDAP サーバーが匿名バインドを受け入れるようにするか、または LDAP サーバーにプロキシユーザーを作成して、Oracle ILOM で認
証を行うすべてのユーザーアカウントに読み取り専用アクセス権を設定します。

関連情報:

■ Internet Engineering Task Force スキーマ (RC2307) (http://www.ietf.org/rfc/rfc2307.txt)

表 32 LDAP 認証の使用を Oracle ILOM で有効にする
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldap

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Disabled Disabled |Enabled

Oracle ILOM が LDAP ディレクトリサービスを使用してユーザーを認証するようにするには、
「State」プロパティーを Enabled に設定します。

「State」プロパティーを有効にすると、Oracle ILOM は LDAP ユーザーを認証する場合に
LDAP サーバーに問い合わせます。

「State」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldap/ state=disabled|enabled

http://www.ietf.org/rfc/rfc2307.txt
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldap

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Roles

(defaultrole=)

Operator Administrator |Operator |Advanced

LDAP で認証されたユーザーがアクセスできる Oracle ILOM の機能を定義するには、デフォ
ルトの「Roles」プロパティーを、3 つの Oracle ILOM ユーザーの役割のいずれかに設定しま
す: Administrator (a|u|c|r|o)、Operator (c|r|o)、または Advanced (a|u|c|r|o|s)

Oracle ILOM の機能を使用するための承認レベルは、構成されている Oracle ILOM の
ユーザーの役割によって付与されるユーザー権限で決定されます。割り当てられる権限について
は、下の「関連情報」セクションに示されているユーザーの役割およびユーザープロファイルのト
ピックを参照してください。

「Roles」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldap/ defaultrole=administrator|operator|a|u|c|r|o|s

関連情報:

■ 表10「 ユーザープロファイルによって付与される権限」
■ 表11「 個別のユーザー役割によって付与される権限」

アドレス

(address=)

0.0.0.0 IP address| DNS host name (LDAP サーバー)

LDAP サーバーのネットワークアドレスを構成するには、「Address」プロパティーに LDAP サー
バーの IP アドレスまたは DNS ホスト名を設定します。DNS ホスト名を使用する場合は、
Oracle ILOM の DNS 構成プロパティーを適切に構成して動作可能にする必要があります。

「Address」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldap/ address=ldap_server
ip_address|ldap_server_dns_host_name

関連情報:

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」
ポート

(port=)

389 389 | User-specified TCP port

Oracle ILOM は、TCP ポート 389 を使用して OpenLDAP サーバーと通信します。

必要に応じて、デフォルトのポート番号 389 を変更して別のポートを使用するように Oracle
ILOM を構成します。

「Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldap/ port=number

Searchbase

(searchbase=)

ou=organization_unit |dn=domain_name|dc=domain|

「Searchbase」は、ユーザー資格を検証するために Oracle ILOM が検索する LDAP ツリーの
場所です。

受け入れられる入力形式を使用して、「Searchbase」プロパティーに、検索ベースオブジェクト
の識別名、または Oracle ILOM が LDAP ユーザーアカウントを検索する LDAP ツリーのブラ
ンチを設定します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/ldap

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「LDAP Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)

プロパティー デフォルト値 説明
たとえば、MyCompany.com ドメインの IT コンテナを検索するには、次の検索ベースを指定
します:

ou=IT, dc=mycompany, dc=.com

検索ベースの CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldap/ searchbase= ou=organization_name, dn=domain_name,
dc=domain

Bind DN

(binddn=)

ou=organization_unit |dn=domain_name|dc=domain|cn=common_name

LDAP サーバーへの読み取り専用アクセス権を Oracle ILOM に与えるには、「Bind DN」プ
ロパティーに読み取り専用プロキシユーザーの識別名 (DN) を設定します。

注 - Oracle ILOM が LDAP ユーザーの検索と認証を行うには、LDAP サーバーに対する読み
取り専用のアクセス権が必要になります。

バインド DN の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldap/ binddn=cn=proxyuser, ou=organization _name, dc=domain

Bind Password

(bindpw=)

Oracle ILOM に読み取り専用プロキシユーザーのパスワードを指定するには、「Bind
Password」プロパティーにパスワードを設定します。

バインドパスワードの CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ldap/ bindpw=password

Save Web インタフェース – 「LDAP Settings」ページ内のプロパティーへの変更を適用するには、
「Save」をクリックする必要があります。

RADIUS の構成
システム管理者は、Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) を使用し
てユーザーを認証するように Oracle ILOM を構成できます。このサービスは、共有シークレット
パスワードを使用してユーザーを認証するクライアントサーバー型のクエリーモデルに基づいてい
ます。Oracle ILOM の RADIUS クライアントおよび RADIUS サーバーは、共有シークレット
パスワードを知っている必要があります。これは、このパスワードがネットワークを介して送信され
ることはないためです。

Oracle ILOM の RADIUS サービスの状態プロパティーは、デフォルトで無効になっていま
す。RADIUS サービスの状態を有効にして、Oracle ILOM のプロパティーを RADIUS クライ
アントとして構成する場合は、次の表を参照してください。
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表 33 RADIUS クライアントサーバー認証の使用を Oracle ILOM で有効にする

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/radius

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「RADIUS Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 要件: RADIUS サーバーにユーザーおよび共有シークレットパスワードを事前構成する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Disabled Disabled |Enabled

Oracle ILOM を RADIUS クライアントとして構成するには、「State」プロパティーを
Enabled に設定します。

「State」プロパティーを有効にすると、Oracle ILOM は、ユーザー認証および承認のために、
ユーザーのログインデータを RADIUS サーバーに送信します。

RADIUS の状態の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/radius/ state=disabled|enabled

Roles

(defaultrole=)

Operator Administrator |Operator |Advanced

RADIUS で認証されたユーザーがアクセスできる Oracle ILOM の機能を定義するには、デ
フォルトの「Roles」プロパティーを、3 つの Oracle ILOM ユーザーの役割のいずれかに設定し
ます: Administrator (a|u|c|r|o)、Operator (c|r|o)、または Advanced (a|u|c|r|o|s)

Oracle ILOM の機能を使用するための承認レベルは、構成されている Oracle ILOM の
ユーザーの役割によって付与される権限で決定されます。割り当てられる権限については、下の
「関連情報」セクションに示されているユーザーの役割およびユーザープロファイルの表を参照し
てください。

「Roles」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/radius/ defaultrole=administrator|operator|a|u|c|r|o|s

関連情報:

■ 表10「 ユーザープロファイルによって付与される権限」
■ 表11「 個別のユーザー役割によって付与される権限」

アドレス

(address=)

0.0.0.0 IP address| DNS host name (LDAP サーバー)

RADIUS サーバーのネットワークアドレスを構成するには、「Address」プロパティーに RADIUS
サーバーの IP アドレスまたは DNS ホスト名を設定します。DNS ホスト名を指定する場合は、
Oracle ILOM の DNS 構成プロパティーを適切に構成して動作可能にする必要があります。

「Address」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/radius/ address=radius_server
ip_address|ldap_server_dns_host_name

関連情報:

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」
ポート

(port=)

1812 1812 | User-specified TCP port

Oracle ILOM は、TCP ポート 1812 を使用して RADIUS サーバーと通信します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/clients/radius

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「User Management」 > 「RADIUS Settings」
■ ユーザーの役割: User Management (u) (すべてのプロパティーの変更で必要)
■ 要件: RADIUS サーバーにユーザーおよび共有シークレットパスワードを事前構成する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
必要に応じて、デフォルトのポート番号 1812 を変更して別のポートを使用するように Oracle
ILOM を構成します。

「Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/radius/ port=number

Shared Secret

(secret=)

「Shared Secret」プロパティーには、既知の RADIUS クライアントサーバーの共有パスワードを
設定します。RADUS クライアントサーバーモデルは、共有パスワードを使用して相互に認識し、
機密性のあるユーザー資格データを保護します。

共有シークレットの CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/radius/ secret=password

Save Web インタフェース。「RADIUS Settings」ページ内のプロパティーへの変更を適用するには、
「Save」をクリックする必要があります。
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ネットワークの配備および管理のデフォルト設定の
変更

説明 リンク

Oracle ILOM の配備オプションおよび管理アクセスと
ネットワーク接続のデフォルト設定をより深く理解するに
は、このセクションを参照してください。

■ 77 ページの「ネットワーク配備の原則と考慮事
項」

管理アクセス要件および構成プロパティーについては、こ
のセクションを参照してください。

■ 92 ページの「デフォルトの管理アクセス構成プ
ロパティーの変更」

接続要件および構成プロパティーについては、このセク
ションを参照してください。

■ 105 ページの「デフォルトの接続構成プロパ
ティーの変更」

Oracle ILOM でシステム識別ラベルの設定および日付
と時間のプロパティーの設定を行う手順については、これ
らのセクションを参照してください。

■ 125 ページの「システム識別情報の割り当て」
■ 127 ページの「SP または CMM クロックのプロ

パティーの設定 」
管理アクセスおよびネットワーク接続の問題を解決するた
めのガイドラインについては、このセクションを参照してく
ださい。

■ 128 ページの「ネットワーク接続の問題の推奨さ
れる解決策」

関連情報
■ 『Oracle ILOM 3.2.x セキュリティーガイド』の配備に関する考慮事項
■ 「Logging In to Oracle ILOM」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

ネットワーク配備の原則と考慮事項
ネットワーク上で Oracle ILOM を設定する場合、Oracle ILOM に標準装備されたネットワー
ク初期設定に加え、ネットワーク管理者が実装を選択できるその他の構成可能なオプションを
理解することが重要です。

Oracle ILOM のネットワーク配備オプション、およびネットワーク環境で Oracle ILOM を管
理する場合に考慮するべき一般的な情報については、次のトピックを参照してください。

■ 78 ページの「ネットワーク管理サービス配備のオプション」
■ 80 ページの「ネットワーク接続配備のオプション」
■ 81 ページの「FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の動作」

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001445210
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001445210
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■ 84 ページの「SSH サーバー状態および弱い暗号化の管理」
■ 85 ページの「Web サーバー証明書および SSH サーバー側鍵の使用」
■ 85 ページの「CLI および Web セッションのデフォルトタイムアウト」
■ 85 ページの「ログイン時のバナーメッセージの管理」
■ 89 ページの「IPv4 および IPv6 アドレスの入力形式」
■ 90 ページの「シリアル管理ポートの所有者」
■ 90 ページの「Oracle ILOM で使用するデフォルトのネットワークポート」
■ 91 ページの「IPv6 をサポートしないレガシー Oracle サーバー」

ネットワーク管理サービス配備のオプション
Oracle ILOM は複数のネットワーク管理サービスの構成をサポートしています。これらのサー
ビスのいくつかはデフォルトで有効になっていますが、その他は構成が必要です。出荷時に有
効になっているのはどの管理サービスで、使用しているネットワーク環境には実際にどの管理
サービスが必要なのかをより深く理解するには、次の表を参照してください。

注記 -  使用しているネットワーク管理環境に必要な管理サービスのみを有効にすることをお勧
めします。

表 34 管理アクセス配備オプションおよびデフォルト設定

管理アクセス 管理サービス デフォルト 説明

Web ブラウザクライア
ント

■ Web サーバー ■ ポート 443 を介
した HTTPS が
有効

■ TLS が有効
■ SSL 証明書お

よび自己署名
鍵

■ クライアントタイ
ムアウトセッショ
ン、15 分

■ FIPS 準拠モー
ドが無効

Oracle ILOM の Web サーバー管理サービスでは、Web ブラ
ウザクライアントと Oracle ILOM SP または CMM の間のセ
キュアな通信チャネルがデフォルトで有効になっています。

ネットワーク管理者は、Oracle ILOM で用意されているデ
フォルトの Web サーバープロパティーを受け入れるか、それら
を必要に応じて変更するかを選択できます。

関連情報:

■ 81 ページの「FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の
動作」

■ 85 ページの「Web サーバー証明書および SSH サー
バー側鍵の使用」

■ 表38「 Web サーバーの構成プロパティー」
■ 128 ページの「Web ブラウザのセキュリティー設定の解

決」
コマンド行 SSH クライ
アント

■ Secure Shell
(SSH) サーバー

■ ポート 22 が有
効

■ 弱い暗号化が
無効

■ 生成済み SSH
鍵

Oracle ILOM の SSH サーバーサービスでは、SSH コマンド
行クライアントと Oracle ILOM SP または CMM の間の管
理チャネルを暗号化するためにサーバー側鍵を使用します。

Oracle ILOM は、出荷時デフォルトシステムの最初のブート
時にサーバー側の SSH 鍵を自動的に生成します。

関連情報:
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管理アクセス 管理サービス デフォルト 説明
■ クライアントタイ

ムアウトセッショ
ン、制限なし

■ FIPS 準拠モー
ドが無効

■ 表41「SSH サーバーの構成プロパティー」
■ 81 ページの「FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の

動作」
■ 85 ページの「Web サーバー証明書および SSH サー

バー側鍵の使用」
SNMP アプリケーション
クライアント

■ Simple Network
Management
Protocol
(SNMP)

■ ポート 161 を介
した SNMPv3、
有効

■ SNMP セットが
無効

■ ユーザーアカウ
ント構成が必要

■ FIPS 準拠モー
ドが無効

Oracle ILOM の SNMP 管理サービスは、Oracle サーバー
をモニタリングおよび管理するためのセキュアなプロトコルによ
る管理ソリューションを提供します。

SNMP のすべてのモニタリングおよび管理機能は、Net-
SNMP などの SNMP アプリケーションからアクセスできます。

Oracle ILOM で SNMP 管理サービスを使用する前に、1 つ
または複数の Oracle ILOM ユーザーアカウントを作成する
必要があります。また、SNMP セットを使用する前に、SNMP
セットプロパティーを有効にする必要があります。

Oracle ILOM は SNMPv3 が有効の状態で出荷されていま
すが、管理者はオプションで SNMPv1 または SNMPv2c の
プロパティーを有効にするように選択できます。

関連情報:

■ 表40「SNMP 構成プロパティー」
■ 81 ページの「FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の

動作」
■ 「Configuring SNMP Settings in Oracle ILOM」 in

『Oracle ILOM Protocol Management Reference
for SNMP and IPMI Firmware Release 3.2.x』

■ 232 ページの「警告通知の構成プロパティー」
■ Net-SNMP (http://net-snmp.sourceforge.net/)

IPMItoolclient ■ IPMI ■ ポート 623 を介
した IPMPv2、
有効

■ IPMI サービス
状態が有効

■ IPMI 1.5 はデ
フォルトで無効
(3.2.4 以降)

Oracle ILOM の IPMI 管理サービスは、Oracle サーバー
をモニタリングおよび管理するためのセキュアなプロトコルソ
リューションを提供します。

IPMI のモニタリングおよび管理機能は、IPMItool ユーティリ
ティーを使用して Oracle ILOM CLI からアクセスできます。

Oracle ILOM で構成可能な IPMI プロパティーには、IPMI
管理サービス状態と、Oracle ILOM CLI から IPMI 管理機
能を実行するために必要なユーザー役割 (Administrator ま
たは Operator) が含まれます。
注記 - ファームウェアリリース 3.2.4 以降では、IPMI 1.5 を有
効化および無効化するための構成可能プロパティーが提供さ
れています。FIPS モードを有効にすると、このプロパティーが
ユーザーインタフェースから削除されます。

関連情報:

■ 表42「 IPMI サービスの構成プロパティー」
■ 81 ページの「FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の

動作」
■ 39 ページの「割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役

割」

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPchaehfda
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPchaehfda
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPchaehfda
http://net-snmp.sourceforge.net/
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管理アクセス 管理サービス デフォルト 説明
■ 「Server Management Using IPMI」 in 『Oracle

ILOM Protocol Management Reference for SNMP
and IPMI Firmware Release 3.2.x』

■ 232 ページの「警告通知の構成プロパティー」
■ IPMItool (http://ipmitool.sourceforge.net/)

ネットワーク接続配備のオプション
Oracle ILOM の接続オプションは事前構成された状態で出荷されるため、Oracle ILOM
は物理サーバー SP または CMM のネットワークアドレスを学習できます。出荷時に有効になっ
ているのはどの接続プロパティーで、使用しているネットワーク環境にはどの接続プロパティー
が必要なのかをより深く理解するには、次の表を参照してください。

表 35 接続配備オプションおよびデフォルト設定

接続オプション デフォルト 説明

ネットワーク ■ IPv 4、DHCP 有効
■ IP 6、ステートレス、有効
■ 管理ポート: MGMT

Oracle ILOM は、デフォルトではデュアルスタック IPv4 および IPv6 ネット
ワーク環境で動作するように構成された状態で出荷されます。サーバーまたは
CMM に対して物理ネットワーク管理接続を設定する際、Oracle ILOM はネッ
トワーク上で構成されている IP マッピングおよびルーティングデバイスから SP
または CMM の物理アドレスを学習しようとします。

ネットワーク管理者は、Oracle ILOM のデフォルトのデュアルスタック IP ネッ
トワークプロパティーを受け入れるか、それらを無効にして必要な IP ネットワーク
プロパティーを構成するように選択できます。

関連情報:

■ 表45「ネットワーク接続の標準構成プロパティー 」
■ 18 ページの「サイドバンドネットワーク管理接続」
■ 16 ページの「専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)」

DNS ■ DHCP を介した自動
DNS、有効

■ DNS タイムアウト 5 秒
■ DNS 再試行 1 回

Oracle ILOM の「Auto DNS」プロパティーは、DHCP を使用して DNS ネー
ムサーバーおよび検索パスを自動的に割り当てます。

ネットワーク管理者は、Oracle ILOM のデフォルトの「Auto DNS」プロパ
ティーを受け入れるか、それらを無効にして必要な DNS ネームサーバーおよび検
索パスを構成するように選択できます。

関連情報:

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」
■ 122 ページの「動的 DNS の設定例」

シリアルポート ■ 所有者 = SP
■ ボーレート: = 9600
■ フロー制御 = none

サーバーの物理シリアル管理ポートのためのコンソール出力機能は、サーバー SP
によって制御されます。

ネットワーク管理者はサーバー SP をデフォルトのシリアルポート所有者として受
け入れるか、ポート所有者をホストサーバーオペレーティングシステムに切り替え
ることができます。

ほとんどのサーバーでは、デフォルトのボーレートがデフォルトで 9600 に設定さ
れています。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40009ab165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40009ab165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40009ab165586
http://ipmitool.sourceforge.net/
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接続オプション デフォルト 説明
関連情報:

■ 表48「シリアルポートの構成プロパティー 」
■ 90 ページの「シリアル管理ポートの所有者」
■ 16 ページの「専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)」

FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の動作
Oracle ILOM ファームウェアリリース 3.2.4 以降、Oracle ILOM の CLI および Web インタ
フェースには、Federal Information Processing Standards (FIPS) レベル 1 に準拠する
ための構成可能モードが用意されています。このモードを有効にすると、Oracle ILOM ではシ
ステムの機密データや重要データを保護するために、FIPS 140-2 のセキュリティー標準に準拠
する暗号化アルゴリズムが提供されます。

Oracle ILOM では、FIPS モードの「State」および「Status」プロパティーがデフォルトで無効
になっています。これらのプロパティーの詳細、および FIPS モード機能によってほかの Oracle
ILOM 機能が受ける可能性のある影響について理解するには、次を参照してください。

■ 81 ページの「FIPS モードを変更する 」
■ 83 ページの「ILOM 構成プロパティーへの FIPS 準拠モードの影響」
■ 84 ページの「FIPS モードが有効なときにサポートされない機能」

FIPS モードを変更する

始める前に

■ Oracle ILOM で FIPS モードを変更する前に、83 ページの「ILOM 構成プロパティー
への FIPS 準拠モードの影響」および 84 ページの「FIPS モードが有効なときにサポー
トされない機能」を参照してください。

■ CLI および Web インタフェースで「FIPS State」プロパティーを構成するには、Oracle
ILOM に Admin (a) の役割が必要です。

■ システムで FIPS 動作モードを変更し、CLI および Web インタフェースで「FIPS Status」
プロパティーを更新するには、「FIPS State」プロパティーを変更したあとに、Oracle ILOM
をリブートする必要があります。

Oracle ILOM の FIPS モードは、「State」および「Status」プロパティーで表されます。
「State」プロパティーによって、Oracle ILOM で構成された FIPS モードが反映され、
「Status」プロパティーによって、システムの FIPS 動作モードが反映されます。Oracle ILOM
では、「FIPS State」および「FIPS Status」プロパティーがデフォルトで無効になっています。
Oracle ILOM で「FIPS State」および「FIPS Status」プロパティーを変更するには、次の手順
に従います。

1. Oracle ILOM FIPS の Web ページまたは FIPS CLI ターゲットに移動します。
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■ Web の場合、「ILOM Administration」>「Management Access」>「FIPS」をクリックし
ます。

■ CLI の場合、cd /SP/services/fips と入力します
(または、CMM から cd /Servers/Blades/BLn/SP/services/fips と入力します)

2. 表44「 Federal Information Processing Standard (FIBS 140-2) の構成プロパティー」の
説明に従って、「FIPS State」プロパティーを構成します。
システムでの FIPS 動作の変更は、次回 Oracle ILOM をブートするまで有効になりま
せん。システムで現在実行されている FIPS 動作モードを確認するには、「Management
Access」>「FIPS」Web ページで「Status」プロパティーを表示するか、または FIPS CLI ター
ゲット (show /SP/services/fips) でプロパティーを表示します。詳細は、表44「 Federal
Information Processing Standard (FIBS 140-2) の構成プロパティー」で「Status」の説
明を参照してください。

3. たとえば、次のように、Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースから SP をリセットし
ます。

■ Web の場合、「ILOM Administration」>「Maintenance」>「Reset」をクリックします。
必要に応じて、「Reset」ページの「More Details」リンクをクリックして、SP をリセットする
手順を確認してください。

■ CLI の場合、reset /SP と入力します
(または、CMM から reset /Servers/Blades/BLn/SP と入力します)。

Oracle ILOM をリセットすると、次のイベントが発生します。

■ 最後に構成した FIPS モードの状態がシステムに適用されます。
■ Oracle ILOM およびその他のシステムコンポーネントが動作していることを確認するため

に、電源投入時に自己診断が自動的に実行されます。FIPS モードを有効にすると、FIPS
140-2 に準拠していることを確認するために、すべてのシステム暗号化機能で暗号化アル
ゴリズムのテストが実行されます。

■ 電源投入時に自己診断テストが正常に実行されると、自動的に ILOM の構成プロパ
ティーがデフォルト値にリセットされます。

■ 「FIPS Status」プロパティーは、FIPS Web ページ上および FIPS CLI ターゲット
(show /SP/services/fips) で自動的に更新されます。

■ FIPS モードが有効でシステムで実行されている場合は、Oracle ILOM の Web ブラウザ
ウィンドウのマストヘッド領域に FIPS シールドアイコンが表示されます。システムで FIPS
モードが無効になっている場合は、Oracle ILOM の Web ブラウザウィンドウのマストヘッ
ド領域に FIPS シールドアイコンが表示されません。
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ILOM 構成プロパティーへの FIPS 準拠モードの影響

「FIPS State」プロパティーを変更すると、次回 ILOM をブートするときに、自動的に Oracle
ILOM 内のすべてのユーザー定義の構成設定がデフォルト値にリセットされる可能性がありま
す。ユーザー定義の構成設定が失われることを回避するには、1) 新しいサーバーを FIPS モード
で配備する前、または 2) Oracle ILOM ファームウェアを更新し、既存の環境内のサーバーで
FIPS モードを変更する前に、次のガイドラインを確認してください。

表 36 FIPS モードを使用してサーバーを配備または更新するためのガイドライン

ガイドライン 説明

FIPS モードを使用した新しいサーバーの
配備

FIPS モードを使用して新しいサーバーを配備するときに、Oracle ILOM でユーザー定義の構
成設定が失われることを回避するには、次の手順に従います。

1. FIPS モードが必要かどうかを判断します。
2. FIPS モードが必要な場合は、Oracle ILOM の構成設定を構成する前に FIPS モードを

有効にします。
既存の環境内のサーバーでの Oracle
ILOM ファームウェアの更新および FIPS
モード状態の変更

既存のサーバーで Oracle ILOM ファームウェアを更新し、「FIPS State」プロパティーを変更
するときに、ユーザー定義の構成設定が失われることを回避するには、次の手順に従います。

1. 既存の Oracle ILOM 構成設定をバックアップします。
■ Web で、「ILOM Administration」>「Configuration Management」>「Backup/

Restore」ページに移動します。
■ 追加のバックアップ手順については、Web インタフェースで「Backup/Restore」ペー

ジの「More Details」リンクをクリックします。または、274 ページの「Oracle ILOM
構成設定をバックアップする」を参照してください。

2. Oracle ILOM ファームウェアの更新を実行します。
■ Web で、「ILOM Administration」>「Maintenance」>「Firmware Update」ペー

ジに移動します。
■ ファームウェア更新の完了時の Oracle ILOM への再接続を簡素化する

には、「Preserve the ILOM Configuration」(または「Preserve the SP
Configuration」) ファームウェア更新オプションを有効にする必要があります。

■ 追加のファームウェアの更新手順については、Web インタフェースで
「Firmware Update」ページの「More Details」リンクをクリックします。また
は、259 ページの「ファームウェア更新の実行」を参照してください。

3. FIPS モードを変更します (Oracle ILOM の構成がリセットされ、リブートが必要になりま
す)。
■ Web で、「ILOM Administration」>「Management Access」>「FIPS」ページに移

動します。追加の手順については、81 ページの「FIPS モードを変更する 」を参照
してください。

4. バックアップした Oracle ILOM 構成を復元します。
■ Web で、「ILOM Administration」>「Configuration Management」>「Backup/

Restore」ページに移動します。
■ 追加の復元手順については、Web インタフェースで「Backup/Restore」ページの

「More Details」リンクをクリックします。または、278 ページの「Oracle ILOM の
バックアップ XML ファイルを復元する」を参照してください。

注記 - 手順 1 の前に手順 2 を実行した場合は、手順 4 で構成ファイルを復元する前に、バッ
クアップした XML 構成ファイルを編集し、FIPS 設定を削除する必要があります。そうしな
い場合は、バックアップした Oracle ILOM XML 構成ファイルとサーバーで実行されている
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ガイドライン 説明
FIPS モードの状態との間で構成の不一致が発生しますが、このような状況は許可されませ
ん。

FIPS モードが有効なときにサポートされない機能

次の表で説明する機能は、Oracle ILOM の FIPS 準拠モードが有効でシステムで実行され
ている場合にサポートされます。

サポートされない機能 説明

IPMI 1.5 FIPS モードが有効でシステムで実行されている場合、IPMI 1.5 構成プロパティーが Oracle
ILOM の CLI および Web インタフェースから削除されます。IPMI 2.0 サービスは Oracle
ILOM で自動的に有効になります。IPMI 2.0 は FIPS 準拠モードと非準拠モードの両方をサ
ポートしています。

Oracle ILOM システムリモートコンソー
ルのファームウェア互換性

Oracle ILOM を FIPS モードにすると、古いファームウェアバージョンの Oracle ILOM リ
モートシステムコンソールが新しい Oracle ILOM リモートシステムコンソールファームウェア
バージョンと互換しなくなります。

たとえば、Oracle ILOM リモートシステムコンソールクライアントファームウェアバージョン
3.2.4 は Oracle ILOM リモートシステムコンソールファームウェアバージョン 3.2.3 以前との
下位互換性があります。ただし、Oracle ILOM リモートシステムコンソールクライアントファー
ムウェアバージョン 3.2.3 以前には、Oracle ILOM リモートシステムコンソールファームウェア
バージョン 3.2.4 以降との上位互換性がありません。
注記 - このファームウェア互換性制限は Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスに
は適用されません。Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは、SPARC T5 以降の
サーバーや Oracle x86 x4-4 および x4-8 以降のサーバーなど、比較的新しいサービスプロ
セッサシステムで提供されます。Oracle ILOM リモートシステムコンソールは、SPARC T3 お
よび T4 サーバーや Oracle x86 x4-2、x4-2L、x4-2B 以前のサーバーなど、比較的古いサー
ビスプロセッサシステムで提供されます。

Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP)

FIPS モードが有効でシステムで実行されている場合、Oracle ILOM の LDAP 構成プロパ
ティーが Oracle ILOM の CLI および Web インタフェースから自動的に削除されます。
注記 - リモート認証サービス Active Directory および LDAP/SSL は、FIPS 準拠モードと非
準拠モードの両方でサポートされます。

Remote Authentication Dial-In
User Service (RADIUS)

FIPS モードが有効でシステムで実行されている場合、Oracle ILOM の RADIUS 構成プロ
パティーが Oracle ILOM の CLI および Web インタフェースから自動的に削除されます。
注記 - リモート認証サービス Active Directory および LDAP/SSL は、FIPS 準拠モードと非
準拠モードの両方でサポートされます。

SSH サーバー状態および弱い暗号化の管理
Oracle ILOM は、「SSH Server State」プロパティーが有効で、「SSH Weak Ciphers」プロ
パティーが無効 (ファームウェア 3.2.5 以降) な状態で到着します。管理者は、これらのデフォ
ルト設定をそのまま使用するのか、または変更するのかを選択できます。これらのプロパティー
の構成の詳細は、表41「SSH サーバーの構成プロパティー」を参照してください。
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Web サーバー証明書および SSH サーバー側鍵の使用
Oracle ILOM は、Web サーバーの自己署名証明書および生成済み SSH サーバー側鍵の
セットが事前構成された状態で出荷されるため、Oracle ILOM はサーバーまたはクライアント
の真正性を確保できます。

ネットワーク管理者はオプションで、出荷時構成の自己署名付き Web サーバー証明書を使用
するのか、署名付き Web サーバー証明書を Oracle ILOM にアップロードするのかを選択で
きます。また、生成済み SSH サーバー側鍵を必要に応じて再生成することもできます。

Web サーバー証明書の構成プロパティーの詳細は、表39「HTTPS Web サーバーの SSL 証
明書および非公開鍵の構成プロパティー」を参照してください。

SSH サーバー側鍵の構成プロパティーの詳細は、表41「SSH サーバーの構成プロパティー」を
参照してください。

CLI および Web セッションのデフォルトタイムアウト
Oracle ILOM には、Oracle ILOM がセッションを終了する前に Web またはコマンド行クラ
イアントが非アクティブでいられる時間 (分) を制御する構成可能なプロパティーがあります。

承認された Web ユーザーのデフォルトのタイムアウトセッションは 15 分に設定されており、承
認されたコマンド行ユーザーに設定されているデフォルトタイムアウトセッションは 0 分です (つ
まり CLI のデフォルトタイムアウトは設定されていません)。無人セッションの無許可の使用を
防止するために、すべての Web および CLI ユーザーに適切なタイムアウトを構成することをお
勧めします。

CLI セッションタイムアウトの構成プロパティーについては、表43「 CLI セッションタイムアウト
およびカスタムプロンプトの構成プロパティー」を参照してください。Web セッションタイムアウ
トの構成プロパティーについては、表38「 Web サーバーの構成プロパティー」を参照してくださ
い。

ログイン時のバナーメッセージの管理
Oracle ILOM の「Banner Message」プロパティーを使用すると、システム管理者はログイ
ン前またはログイン直後に Oracle ILOM ユーザーに重要なメッセージを表示できます。たとえ
ば、システム管理者はバナーメッセージをオプションで使用して、特別なアクセス制限をユーザー
に警告したり、スケジュールされたシステム保守をユーザーに通知したりできます。

バナーメッセージの構成の詳細は、次のセクションを参照してください。

■ 86 ページの「バナーメッセージを作成または更新する」
■ 88 ページの「バナーメッセージを削除する」
■ 88 ページの「ログインメッセージのメッセージ受け入れ動作を制御する」
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始める前に

■ バナーメッセージを構成するには、Admin (a) の役割が必要です。
■ バナーメッセージの長さは、10,000 文字を超えることができません。
■ 「Connect Message」が構成されている場合は、ログイン前にバナーメッセージが表示さ

れます。
■ 「Login Message」が構成されている場合は、ログイン直後にバナーメッセージが表示され

ます。
■ システム管理者はオプションで、両方のバナーメッセージを構成するのか、どちらかのバナー

メッセージを構成するのか、どちらも構成しないのかを選択できます。

バナーメッセージを作成または更新する

1. 作成または更新するバナーのタイプを指定するには、該当する Web または CLI の手順を実
行します。

■ Web: 「Connect Message」または「Login Message」テキストボックスで「Update」を
クリックします。
「Edit Banner Message」ダイアログが表示されます。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
cd /[SP | CMM]/preferences/banner/[connect | login]

ここでは:

■ SP = サーバー SP 管理
■ CMM = シャーシ管理 (シャーシモニタリングモジュール)
■ connect = ログイン前メッセージ
■ login = ログイン後メッセージ

2. バナーメッセージを指定するには、該当する Web または CLI の手順を実行します。

■ Web: 「Edit Banner Message」ダイアログで、次のアクションのいずれかを実行します。

■ 「Data」テキストボックスでメッセージをペーストまたは入力するには、「Transfer
Method」ボックスから「Paste」を選択し、「Data」テキストボックスにテキストを入力
してから、「Save」をクリックします。

■ ファイルから内容をアップロードするには、「Transfer Method」ボックスからプロトコ
ルを選択し、適切な「Transfer Method」テキストボックスに入力してから、「Save」
をクリックします。
各ファイル転送プロトコルについては、46 ページの「サポートされるファイル転送方
式」を参照してください。



バナーメッセージを作成または更新する

ネットワークの配備および管理のデフォルト設定の変更 87

■ CLI: メッセージをペースト、アップロード、または入力するには、次のいずれかを実行しま
す。

■ ターゲットの場所からメッセージをペーストするには:

a   次のコマンド文字列を入力します。
load -source console

注記 -  コンソールを使用したメッセージの設定では、1000 文字しかサポートされません。それよ
りも長いメッセージの場合は、ファイル転送プロトコルを使用したメッセージ内容のアップロード
について、ステップ 223を参照してください。

b   手順 2a で入力したコマンド文字列の下に、メッセージを貼り付けます。

c   次のキーの組み合わせのいずれかを押します。

■ Ctrl-Z — 変更を保存して処理します。
「Load Successful」という確認メッセージが表示されます。

■ Ctrl-C — 変更を終了して破棄します。

■ 手動でメッセージの内容を入力するには、次のコマンド文字列を入力します。
set message=[message content]

■ ファイル転送プロトコルを使用してメッセージの内容をアップロードするには、次のコ
マンド文字列を入力します。
load -source URI [file transfer protocol]://[username:
password@ipaddress_or_hostname]/[file-path]/[filename]

ここでは:

■ file transfer method = tftp | ftp | sftp | scp | http | https
各ファイル転送プロトコルについては、46 ページの「サポートされるファイル転送
方式」を参照してください。

■ username = 選択した転送方法のサーバーのユーザーアカウント名。ユーザー名は
scp、sftp、および ftp に必要です。ユーザー名は tftp には不要で、http および
https ではオプションです。

■ password = 選択した転送方法のサーバーのユーザーアカウントパスワード。パス
ワードは scp、sftp、および ftp に必要です。パスワードは tftp には使用されず、
http と https では省略可能です。
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■ ipaddress_or_hostname = 選択した転送方法のサーバーの IP アドレスまたはホ
スト名を入力します。

■ filepath = 転送方法のサーバー上のファイルの場所を入力します。
■ filename = ファイルに割り当てられた名前を入力します (例: foo.xml)。

バナーメッセージを削除する

バナーメッセージを削除するには、該当する Web または CLI の手順を実行します。

■ Web: 「Connect Message」または「Login Message」テキストボックスで「Delete」をク
リックします。
Oracle ILOM に、バナーメッセージを削除することを確認するプロンプトが表示されます。

メッセージプロンプトで、バナーメッセージを削除するには「OK」、バナーメッセージを保持す
るには「Cancel」をクリックします。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
set /[SP | CMM]/preferences/banner/[connect | login] message=""

ここでは:

■ SP = サーバー SP 管理
■ CMM = シャーシ管理 (シャーシモニタリングモジュール)
■ connect = ログイン前のメッセージ。
■ login = ログイン後のメッセージ。

ログインメッセージのメッセージ受け入れ動作を制御する

ログインメッセージのメッセージ受け入れ動作を制御するには、該当する Web または CLI の
手順を実行します。

■ Web: 該当するメッセージ受け入れ動作を設定します。

■ 受け入れを求めるプロンプトを表示するには:

a   「Login Message Acceptance Enabled」チェックボックスを選択します。
「Enabled」チェックボックスが選択されている場合は、「Accept」または
「Logout」をクリックすると、ログインメッセージの条件を受け入れるように求める
プロンプトがユーザーに表示されます。「Accept」をクリックするとログインプロセ
スが続行し、「Logout」をクリックするとログインプロセスが終了します。

b   「Save」をクリックします。
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■ 受け入れずに続行するには:

a   「Login Message Acceptance Enabled」チェックボックスをクリアします。
「Enabled」チェックボックスがクリアされている場合は、「OK」をクリックする
と、ログインプロセスを続行するように求めるプロンプトがユーザーに表示されま
す。「Enabled」チェックボックスは、デフォルトでクリアされています。

b   「Save」をクリックします。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力して、該当するメッセージ受け入れ動作を設定します。
set /[SP | CMM]/preferences/banner/login message_acceptance= [enabled |
disabled]

ここでは:

■ SP = サーバー SP 管理
■ CMM = シャーシ管理 (シャーシモニタリングモジュール)
■ enabled =「Accept」または「Logout」をクリックすると、ログインメッセージの条件を受

け入れるように求めるプロンプトがユーザーに表示されます。
■ disabled =「OK」をクリックすると、ログインプロセスを続行するように求めるプロンプト

がユーザーに表示されます。

IPv4 および IPv6 アドレスの入力形式
Oracle ILOM は、次の IPv4 および IPv6 アドレスの入力形式に対応しています。

アドレス 入力形式

IPv4 (32 ビット) ドットで 4 つに区切られた 10 進数を使用します: n.n.n.n

例: 192.0.2.0
IPv6 (128 ビット) IPv6 アドレスまたはリンクローカル IPv6 アドレスが正しく機能するためには、アドレスの入力時にそのアドレ

スを角括弧で囲む必要があります。ただし、SSH を使用して Oracle ILOM にログインするために IPv6 アド
レスを指定する場合は、IPv6 アドレスを括弧で囲まないでください。

例:

■ IPv6 アドレス: [2001:db8:0:0:0:0:0:0/32]
■ SSH および root アカウントを使用する IPv6 アドレス: ssh root@2001:db8:0:0:0:0:0:0/32
■ リンクローカル IPv6 アドレス: [fe80::214:4fff:feca:5f7e/64]
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シリアル管理ポートの所有者
Oracle ILOM を搭載したすべての Oracle サーバーは、SER MGT ポートの出力表示が
サーバー SP に設定された状態で出荷されます。ただし、一部の Oracle サーバーの Oracle
ILOM には、ネットワーク管理者がサーバー SP (デフォルト) とホストサーバーのオペレーティン
グシステムの間でシリアルポートの所有者を切り替えられるようにするためのプロパティーがあ
ります。

シリアルポートの所有者がホストサーバーに切り替わると、ホストオペレーティングシステムがシ
リアルポートの機能を制御し、サーバー SP はシリアルポートを制御したりシリアルポートにアクセ
スしたりできなくなります。

シリアルポートの所有者をホストサーバーに切り替える前に、ネットワーク管理者はサーバー SP
へのネットワーク管理接続が確立されていることを確認するようにしてください。それ以外の場
合で、ネットワーク管理接続がない状態でホストサーバープロパティーがシリアルポートの所有者
として設定された場合、Oracle ILOM SP はローカルでもリモートでもすべてのユーザーからア
クセスできなくなります。

Oracle ILOM でシリアルポート所有者のデフォルトプロパティーを変更する方法について
は、表48「シリアルポートの構成プロパティー 」を参照してください。

Oracle ILOM で使用するデフォルトのネットワークポート
Oracle ILOM がデフォルトで使用する (出荷時構成の) ネットワークポートを特定するには、
次の表を参照してください。

表 37 Oracle ILOM のデフォルトのネットワークポート
ポート プロトコル 用途

一般的なネットワークポート
22 SSH over TCP SSH - Secure Shell
25 SMTP over TCP SMTP クライアント通信
69 TFTP over UDP TFTP - Trivial File Transfer Protocol (送信)
80 HTTP over TCP Web (ユーザー構成可能)
123 NTP over UDP NTP - Network Time Protocol (送信)
161 SNMP over UDP SNMP - Simple Network Management Protocol (ユーザー構

成可能)
162 IPMI over UDP IPMI - Platform Event Trap (PET) (送信)
389 LDAP over UDP/TCP LDAP - Lightweight Directory Access Protocol (送信、ユー

ザー構成可能)
443 HTTPS over TCP Web (ユーザー構成可能)
514 Syslog over UDP Syslog - (送信)
623 IPMI over UDP IPMI - Intelligent Platform Management Interface
546 DHCP over UDP DHCP - 動的ホスト構成プロトコル (クライアント)
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ポート プロトコル 用途

1812 RADIUS over UDP RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service (送
信、ユーザー構成可能)

SP ネットワークポート
5120 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール: CD、または Oracle

ILOM リモートシステムコンソールプラス: ストレージメディアの非
SSL 暗号化

5121 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール: キーボードおよびマウス
5123 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール: フロッピーディスク
5555 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール: 暗号化、または Oracle

ILOM リモートシステムコンソールプラス: SSL 暗号化 (ストレージ、
ビデオ、およびユーザー認証用)。

5556 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール: 認証
5122 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール
7578 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール: ビデオ
7579 TCP Oracle ILOM リモートシステムコンソール: シリアル
CMM ネットワークポート
8000 - 8023 HTTP over TCP Oracle ILOM ドリルダウン (サーバーモジュール) (ブレード)
8400 - 8423 HTTPS over TCP Oracle ILOM ドリルダウン (サーバーモジュール) (ブレード)
8200 - 8219 HTTP over TCP Oracle ILOM ドリルダウン (Network Express Module)。
8600 - 8619 HTTPS over TCP Oracle ILOM ドリルダウン (Network Express Module)。

IPv6 をサポートしないレガシー Oracle サーバー
現在 IPv6 がサポートされていないレガシー Oracle サーバー SP のリストについては、次の表
を参照してください。

Oracle プラットフォーム サーバーモデル

SPARC Enterprise ■ T5440
■ T5220
■ T5120
■ T5140
■ T5240
■ T6340

x86 Sun Fire ■ X4140
■ X4150
■ X4240
■ X4440
■ X4450
■ X4600
■ X4600 M2
■ X4640
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Oracle プラットフォーム サーバーモデル

デフォルトの管理アクセス構成プロパティーの変更
ネットワーク管理者はオプションで、Oracle ILOM に標準装備されたデフォルトの管理アクセ
スプロパティーを受け入れたり変更したりできます。Oracle ILOM でデフォルトの管理アクセ
スプロパティーを変更するには、次の表を参照してください。

■ 表38「 Web サーバーの構成プロパティー」 Web サーバーの構成プロパティー
■ 表39「HTTPS Web サーバーの SSL 証明書および非公開鍵の構成プロパティー」

HTTPS Web サーバーの SSL 証明書および非公開鍵の構成プロパティー
■ 表40「SNMP 構成プロパティー」 SNMP の構成プロパティー
■ 表41「SSH サーバーの構成プロパティー」 SSH サーバーの構成プロパティー
■ 表42「 IPMI サービスの構成プロパティー」 IPMI サービスの構成プロパティー
■ 表43「 CLI セッションタイムアウトおよびカスタムプロンプトの構成プロパティー」 CLI セッ

ションタイムアウトおよびカスタムプロンプトの構成プロパティー
■ 表44「 Federal Information Processing Standard (FIBS 140-2) の構成プロパ

ティー」 Federal Information Processing Standard (FIBS 140-2) の構成プロパ
ティー

表 38 Web サーバーの構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/services/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「Web Server」 > 「Web Server Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

HTTP Webserver
(http/
securedirect=enabled

servicestate=disabled)

Redirect
Connection to
HTTPS

Redirect Connection to HTTPS |Enabled |Disabled

「HTTP Webserver」プロパティーを「Redirect Connection to HTTPS」に設定した場
合、「HTTPS Webserver」のサービス状態のプロパティーは自動的に有効になります。こ
れらのデフォルトのプロパティー値は、情報を Web サーバーにセキュアに転送するために
HTTPS を使用するように Oracle ILOM に指示します。

「HTTP Webserver」プロパティーを有効に設定した場合、Oracle ILOM は Web サーバー
への情報転送に非暗号化プロトコルである HTTP を使用します。

「HTTP Webserver」プロパティーを無効に設定した場合、Oracle ILOM での HTTP を使
用した Web サーバーへの情報転送の使用は無効になります。

「HTTP Web Server」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/http securedirect=enabled|disabled servicestate=disabled|
enabled

HTTP Port

(http/ port=)

80 80 |User_defined
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/services/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「Web Server」 > 「Web Server Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
HTTP サービスの状態が有効の場合、Oracle ILOM はデフォルトで、TCP ポート 80 を介
した HTTP を使用して Web サーバーと通信します。必要に応じて、デフォルトのポート番号
は変更できます。

「HTTP Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/http port=<n>

HTTP Session
Timeout

(http/
sessiontimeout=)

15 seconds 15 seconds |User_defined

HTTP Web セッションタイムアウトは、アクティブでない Web ブラウザクライアントが自動
的にログアウトされるまでの時間 (分) を決定します。デフォルトの HTTP Web セッションタ
イムアウトは 15 分です。必要に応じて、デフォルトのセッションタイムアウト値は増減できま
す。

「HTTP Session Timeout」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/http sessiontimeout=<n>

HTTPS
Webserver (https/
servicestate=enabled)

Enabled Enabled |Disabled

「HTTPS Webserver」プロパティーを有効に設定した場合、Oracle ILOM は Web サー
バーへセキュアに情報を転送するために HTTPS を使用します。

「HTTPS Webserver」プロパティーを無効に設定した場合、Oracle ILOM での HTTPS
を使用した Web サーバーへの情報転送の使用は無効になります。

「HTTPS Web Server」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https servicestate=enabled|disabled
HTTPS Port

(https/ port=)

443 443 |User_defined

HTTPS サービスの状態が有効の場合、Oracle ILOM はデフォルトで、TCP ポート 443 を
介した HTTP を使用して Web サーバーと通信します。必要に応じて、デフォルトのポート番
号は変更できます。

「HTTPS Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https port=<n>

HTTPS Session
Timeout

(https/
sessiontimeout=)

15 seconds 15 seconds |User_defined

HTTPS Web セッションタイムアウトは、アクティブでない Web ブラウザクライアントが自動
的にログアウトされるまでの時間 (分) を決定します。デフォルトの HTTPS Web セッション
タイムアウトは 15 分です。必要に応じて、デフォルトのセッションタイムアウト値は増減でき
ます。

「HTTPS Session Timeout」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https sessiontimeout=<n>

SSLv2 ( https/
sslv2=disabled)

Disabled Disabled |Enabled

「SSLv2」プロパティーはデフォルトで無効になっています。必要に応じて、デフォルトの
「SSLv2」プロパティーは有効にできます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/services/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「Web Server」 > 「Web Server Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
「SSLv2」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https sslv2=disabled|enabled

SSLv3 (https/
sslv3=enabled)

注記 - 3.2.4 よ
りも前のファーム
ウェアバージョン
が実行されている
すべてのサーバー
では、このプロパ
ティーがデフォル
トで有効になって
います。ファーム
ウェアバージョン
3.2.4.x が実行
されている一部
のサーバーモデル
では、このプロパ
ティーがデフォル
トで無効になって
います。

Disabled |Enabled
注記 - SSLv3 で検出されたセキュリティーの脆弱性があるため、修正が適用可能になるま
で SSLv3 は無効にしてください。詳細は、Oracle MOS SSLv3 脆弱性の記事を参照して
ください。

もっとも強固な SSL (Secure Socket Layer) 暗号化を有効にするために、Oracle ILOM
では SSLv3 と TLS の使用がサポートされています。

「SSLv3」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https sslv3=enabled|disabled

TLS v1.0、v1.1、お
よび v1.2 (https/
tlsv# =enabled)

Enabled Enabled |Disabled

Oracle ILOM では、もっとも強固な SSL (Secure Socket Layer) 暗号化を有効にするた
めに、SSLv3 および TLS バージョン 1、2、3 がデフォルトで使用されます。必要に応じて、デ
フォルトの TLS プロパティーを無効にすることができます。
注記 - ファームウェアリリース 3.2.4 よりも前では、Oracle ILOM で TLS v1.0 のみがサ
ポートされています。
注記 - TLSv_1.1 または TLSv_1.2 のみが有効になっていて、サーバー上で Java 7 以前
が実行されている場合は、Oracle ILOM の Java ベースのリモートシステムコンソールアプ
リケーションが動作できなくなります。サーバー上で TLSv_1.1 または 1.2 が必要な場合は、
Oracle ILOM の Java ベースのリモートシステムコンソールアプリケーションが正常に動作
するために、Java 8 をインストールする必要があります。サーバー上で Java 7 以前が実行
されていて、TLSv_1.1 および 1.2 が必要ない場合は、Oracle ILOM の Java ベースのリ
モートシステムコンソールアプリケーションが正常に動作するために、TLSv1.0 のみを有効に
します。

「TLSv1」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https(tlsv1=|tlsv1_1= |tlsv1_2=)enabled|disabled

Weak Ciphers
(https/
weak_ciphers=disabled)

Disabled Disabled |Enabled

「Weak Ciphers」プロパティーはデフォルトで無効になっています。古い Web ブラウザの
使用をサポートするために、弱い暗号を有効にする必要がある場合もあります。

「Weak Ciphers」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https weak_ciphers=disabled|enabled

関連情報:

■ 128 ページの「Web ブラウザのセキュリティー設定の解決」

https://mosemp.us.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=479758807296745&id=1935986.1&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=1bzj7f3jp_4
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/services/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「Web Server」 > 「Web Server Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Save Web インタフェース – 「Web Server Settings」ページでプロパティーへの変更を適用する
には、「Save」をクリックする必要があります。

表 39 HTTPS Web サーバーの SSL 証明書および非公開鍵の構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能ターゲット、ユーザー役割、SSL 証明書の要件:

■ CLI: /SP|CMM/services/https/ssl

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SSL Certificate」 > 「SSL Certificate Upload」
■ ユーザーの役割: admin(a) (すべてのプロパティー変更に必要)
■ 要件: 有効なカスタム SSL 構成には、カスタム証明書とカスタム非公開鍵の両方をアップロードする必要があります。
プロパティー デフォルト値 説明

Certificate File
Status

(certstatus=)

Using Default (カ
スタムの証明書ま
たは非公開鍵は
ロードされません)

Default_Certificate |Custom_Certificate

「Certificate Status」プロパティーは読み取り専用プロパティーです。このプロパティーは、
現在 HTTPS Web サーバーで次のうちどの種類の SSL 証明書が使用中であるかを示し
ます:

■ デフォルトの SSL 証明書および Oracle ILOM で用意されている非公開の自己署
名鍵
または

■ カスタムの信頼できる SSL 証明書および信頼できる認証局から提供される非公開鍵

注 – デフォルトの SSL 証明書を使用している場合、Oracle ILOM Web インタフェース
にはじめて接続するユーザーにはデフォルトの自己署名証明書が通知され、その使用を受
け入れるよう求められます。デフォルトの自己署名 SSL 証明書を使用すると、Web ブラウ
ザクライアントと Oracle ILOM SP (または CMM) の間のすべての通信が完全に暗号
化されます。

証明書のステータスを表示する CLI 構文:

show /SP|CMM/https/ssl

Custom Certificate
Load

(/

custom_certificate)

Web インタフェース – 「File Transfer Method」プロパティーで指定されているカスタム
証明書ファイルをアップロードするには「Load Certificate」ボタンをクリックします。

注。有効なカスタム証明書構成には、カスタム証明書とカスタム非公開鍵をアップロードす
る必要があります。そうすることによってはじめてカスタム SSL 証明書構成が適用され、シ
ステムのリブートおよびバックアップ操作や復元操作を実行しても持続されるようになりま
す。

カスタム証明書をロードする CLI 構文:

load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/custom_certificate_filename

ここで file_transfer_method には Browser|TFTP|FTP|SCP|HTTP |HTTPS|Paste を含め
ることができます。

各ファイル転送方式の詳細は、46 ページの「サポートされるファイル転送方式」を参照して
ください。
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ユーザーインタフェースの構成可能ターゲット、ユーザー役割、SSL 証明書の要件:

■ CLI: /SP|CMM/services/https/ssl

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SSL Certificate」 > 「SSL Certificate Upload」
■ ユーザーの役割: admin(a) (すべてのプロパティー変更に必要)
■ 要件: 有効なカスタム SSL 構成には、カスタム証明書とカスタム非公開鍵の両方をアップロードする必要があります。
プロパティー デフォルト値 説明

Custom Certificate
Remove

(/custom_certicate
clear_action=true)

Web インタフェース – Oracle ILOM に現在格納されているカスタム SSL 証明書ファイ
ルを削除するには、「Remove Certificate」ボタンをクリックします。確認のメッセージが表
示されたら、「Yes」をクリックして削除するか、「No」をクリックしてアクションを取り消しま
す。

証明書を削除する CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https/ssl/custom_certificate clear_action=true

確認のメッセージが表示されたら、y と入力して削除するか、n と入力してアクションを取り
消します。

Custom Private
Key

(/custom_key)

Web インタフェース – 「File Transfer Method」プロパティーで指定されているカスタム
非公開鍵ファイルをアップロードするには「Load Custom Private Key」ボタンをクリック
します。

注。有効なカスタム証明書構成には、カスタム証明書とカスタム非公開鍵をアップロードす
る必要があります。そうすることによってはじめてカスタム SSL 証明書構成が適用され、シ
ステムのリブートおよびバックアップ操作や復元操作を実行しても持続されるようになりま
す。

カスタム非公開鍵をロードする CLI 構文:

load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/custom_key_filename

ここで、file_transfer_method には Browser|TFTP|FTP|SCP|HTTP |HTTPS|Paste を指定
できます。各ファイル転送方法の詳細 (「Paste」を除く) は、46 ページの「サポートされる
ファイル転送方式」を参照してください。

Custom Private
Key Remove

(/custom_key
clear_action=true)

Web インタフェース – Oracle ILOM に現在格納されているカスタム非公開鍵ファイルを
削除するには、「Remove Custom Private Key」ボタンをクリックします。確認のメッセー
ジが表示されたら、「Yes」をクリックして削除するか、「No」をクリックしてアクションを取り
消します。

証明書非公開鍵を削除する CLI 構文:

set /SP|CMM/services/https/ssl/custom_key clear_action=true

確認のメッセージが表示されたら、y と入力して削除するか、n と入力して操作を取り消しま
す。

表 40 SNMP 構成プロパティー
ユーザーインタフェースの構成可能ターゲット、ユーザーの役割、および SNMP の要件:

■ CLI: /SP|CMM/services/snmp

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SNMP」 > 「SNMP Management」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)
■ 要件: SNMPv3 サービスにはユーザーアカウントが必要です。SNMPv1 または v2c サービスにはコミュニティーが必要です。

プロパティー デフォルト値 説明

State Enabled Enabled |Disabled
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ユーザーインタフェースの構成可能ターゲット、ユーザーの役割、および SNMP の要件:

■ CLI: /SP|CMM/services/snmp

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SNMP」 > 「SNMP Management」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)
■ 要件: SNMPv3 サービスにはユーザーアカウントが必要です。SNMPv1 または v2c サービスにはコミュニティーが必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
(state=) 「SNMP State」プロパティーはデフォルトで有効になっています。このプロパティーが有効で、か

つ SNMP の 1 つまたは複数のユーザーアカウントまたはコミュニティーのプロパティーが構成さ
れている場合に、Oracle ILOM の SNMP 管理サービスを使用できます。

「SNMP State」プロパティーが無効の場合、SNMP ポートがブロックされ、Oracle ILOM とネッ
トワーク間の SNMP 通信はすべて禁止されます。

「SNMP State」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/snmp state=enabled|disabled

ポート

(port=)

161 161 | User_specified.

Oracle ILOM では、Oracle ILOM SP (または Oracle ILOM CMM) とネットワーク間の
SNMP 通信の転送に UDP ポート 161 がデフォルトで使用されます。必要に応じて、デフォルト
のポートプロパティー番号は変更できます。

「SNMP Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/snmp port=n

Engine ID
(engineid=)

Auto-set by
SNMP agent

「Engine ID」プロパティーは、Oracle ILOM SNMP エージェントによって自動的に設定されま
す。

この ID は、Oracle ILOM SNMP が有効な各システムに固有のものです。エンジン ID は構
成可能ですが、この ID は各 Oracle ILOM システムについてデータセンター全体で常に一意に
なるようにしてください。SNMP v3 セキュリティーに精通している経験豊富な SNMP ユーザーの
みが SNMP の「Engine ID」プロパティーを変更するようにしてください。

Set Requests
(sets=)

Disabled Disabled |Enabled

Oracle ILOM の「Set Requests」プロパティーは、デフォルトで無効になっています。

「Sets Requests」プロパティーが無効の場合、監視を目的として次の SNMP MIB を使用でき
ます:

■ SUN-HW-TRAP-MIB - 障害などハードウェア関連イベントのトラップ通知を監視するにはこ
の MIB を使用します。

■ SUN-PLATFORM-MIB - インベントリや健全性といったハードウェア関連情報をポーリング
するにはこの MIB を使用します。

「Set Requests」プロパティーが有効の場合、上記の MIB を監視目的に使用でき、次の MIB
を管理目的に使用できます:

■ SUN-HW-CTRL-MIB - 電源管理などのハードウェアポリシーを構成するには、この MIB を
使用します。

■ SUN-ILOM-CONTROL-MIB - ユーザーの作成やサービスの構成といった Oracle ILOM
機能を構成するにはこの MIB を使用します。

「Set Requests」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/snmp sets=disabled|enabled



デフォルトの管理アクセス構成プロパティーの変更

98 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月

ユーザーインタフェースの構成可能ターゲット、ユーザーの役割、および SNMP の要件:

■ CLI: /SP|CMM/services/snmp

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SNMP」 > 「SNMP Management」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)
■ 要件: SNMPv3 サービスにはユーザーアカウントが必要です。SNMPv1 または v2c サービスにはコミュニティーが必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
関連情報:

■ 「Configuring SNMP Settings in Oracle ILOM」 in 『Oracle ILOM Protocol
Management Reference for SNMP and IPMI Firmware Release 3.2.x』

Protocols (v1|
v2c|v3)

v3、Enabled v1|v2c|v3

Oracle ILOM では、デフォルトで SNMP v3 の使用が有効になっており、SNMP v1 および
v2c の使用が無効になっています。

SNMPv1 と v2c は暗号化をサポートしておらず、認証の一形態としてコミュニティー文字列を使
用します。SNMPv3 は暗号化を使用してセキュアなチャネルを提供し、SNMP 管理ステーション
にセキュアに格納された個別のユーザー名およびパスワードを使用します。

必要に応じて、デフォルトの「SNMP Protocol」のプロパティー値は構成可能です。
注記 - 監視目的には SNMP v2c または v3 を使用し、「Set Requests」のデフォルトプロパ
ティーは無効のままにしておきます。

デフォルトプロトコルを変更する CLI 構文:

set /SP|CMM/services/snmp v1|v2c|v3=enabled|disabled

Save Web インタフェース – 「SNMP Management」ページでプロパティーへの変更を適用するには、
「Save」をクリックする必要があります。

SNMP
Communities
(/communities)

 Community Name |Permission= Read-only (ro)| Read-write (rw)

SNMP コミュニティーは、ユーザーアクセスを制御するための SNMP v1 または v2c、および
Oracle ILOM の承認レベルにのみ適用されます。SNMP v1 または v2c の「Protocols」プロ
パティーが有効の場合、SNMP コミュニティーのプロパティーは Oracle ILOM で構成できます。

コミュニティーの構成時には次のルールが適用されます:

■ コミュニティー名 - 長さは最大 35 文字まで、英字で始める必要があり、スペースは使用でき
ません

■ 保存 (Web インタフェースのみ) - 「SNMP Add SNMP User」ダイアログで行われたすべ
ての変更は保存する必要があります

SNMP コミュニティーを作成する CLI 構文:

create /SP|CMM/services/snmp/communities name=community_name permission=rw|ro

show /SP|CMM/services/snmp/communities public|private

delete /SP|CMM/services/snmp/communities community_name

SNMP Users

(/users)

Username | Authentication Password | Permission| Authentication Protocol | Privacy Protocol

SNMP ユーザーは、ユーザーアクセスを制御するための SNMP v3、および Oracle ILOM の
承認レベルにのみ適用されます。SNMP v3 の「Protocol」プロパティーが有効の場合、SNMP
ユーザーのプロパティーは Oracle ILOM で構成できます。

SNMP ユーザーの構成時には次のルールが適用されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPchaehfda
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPchaehfda
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ユーザーインタフェースの構成可能ターゲット、ユーザーの役割、および SNMP の要件:

■ CLI: /SP|CMM/services/snmp

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SNMP」 > 「SNMP Management」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)
■ 要件: SNMPv3 サービスにはユーザーアカウントが必要です。SNMPv1 または v2c サービスにはコミュニティーが必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
■ ユーザー名 – SNMP ユーザー名には、最大 32 文字までの長さの英数字 (大文字、小文字、

数字) を任意に組み合わせて含めることができます。SNMP ユーザー名には、空白文字を含
めないでください。

■ 認証またはプライバシパスワード - 認証パスワードには、8 から 12 文字までの長さの英数字
(大文字、小文字、数字) を任意に組み合わせて含めることができます。

■ プライバシパスワード - プライバシパスワード (@ DES または AES を選択した場合にのみ必
要) を入力します。パスワードは大文字と小文字が区別され、コロンまたは空白文字なしで 8
文字の長さを含める必要があります。

■ 保存 (Web インタフェースのみ) -「SNMP Add SNMP User」ダイアログで行われたすべて
の変更は保存する必要があります。

SNMP ユーザーを作成する CLI 構文:

create /SP|CMM/services/snmp/users/[new_username] authenticationprotocol=[MD5|
SHA] authenticationpassword=[changeme] permission=[ro|rw] privacyprotocol=[AES|
DES|none] privacypassword=[user_password]

show /SP|CMM/services/snmp/users

delete /SP|CMM/services/snmp/username

注記 - Oracle ILOM で FIPS 準拠モードが有効になっている場合は、認証プロトコル MD5 お
よび DES プライバシプロトコルがサポートされません。

MIBs Download

(/mibs dump_uri=)

Oracle ILOM は、SUN SNMP MIB をサーバー SP または CMM から直接ダウンロードする機
能を備えています。

表 41 SSH サーバーの構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/services/ssh

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SSH Server」 > 「SSH Server Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Enabled Enabled |Disabled

「SSH Server State」プロパティーはデフォルトで有効になっていま
す。

「SSH Server State」プロパティーが有効の場合、SSH サーバーは
サーバー側鍵を使用し、リモートクライアントがコマンド行インタフェー
スを使用して Oracle ILOM SP (または Oracle ILOM CMM) に
セキュアに接続することを許可します。

「SSH Server State」プロパティーを無効にしたり再起動したりする
と、SSH を介して実行しているすべての CLI SP または CLI CMM
セッションは自動的に終了します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/services/ssh

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SSH Server」 > 「SSH Server Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
注記 -  Oracle ILOM は、出荷時デフォルトシステムの最初のブー
ト時に SSH サーバー側の鍵を自動的に生成します。

Web インタフェース: Web インタフェースで「SSH Server State」を
変更しても、Oracle ILOM で「Save」をクリックするまで有効になり
ません。
注記 - 「SSH Server State」プロパティーを変更するために、SSH
サーバーを再起動する必要はありません。

「SSH Server State」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/ssh state=enabled|disabled

Weak Ciphers

(weak_ciphers=)

Disabled Enabled |Disabled
注記 - 「Weak Ciphers」プロパティーは、Oracle ILOM ファーム
ウェアリリース 3.2.5 以降で構成できます。

「Weak Ciphers」プロパティーは、Oracle ILOM SSH サーバーで
「Weak Ciphers」モードが有効になっているかどうかを制御します。

■ Disabled (デフォルト) — 「SSH Weak Ciphers」モードを無効
にすると、Oracle ILOM SSH サーバーでは、リモート SSH クラ
イアントが機密情報を送信する際に、より弱い暗号スイート (より
弱い暗号化) の使用が回避されます。

■ Enabled — 「SSH Weak Ciphers」モードを有効にすると、
Oracle ILOM SSH サーバーでは、リモート SSH クライアントが
機密情報を送信する際に、より弱い暗号スイート (より弱い暗号
化) のネゴシエーションが許可されます。このオプションは、プラ
イベートイントラネット環境での使用に最適です。

Web インタフェース: Web インタフェースで「SSH Weak Ciphers」
プロパティーを変更しても、「Save」をクリックするまで有効になりませ
ん。
注記 - 「Weak Ciphers」プロパティーを変更するために、SSH サー
バーを再起動する必要はありません。変更は、新しい SSH 接続がす
べて確立された直後に有効になります。

「SSH Weak Ciphers」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/ssh weak_ciphers=enabled|disabled

Restart Button

(restart_sshd_action=)

True|False

SSH サーバーを再起動すると自動的に: (1) 接続されているすべて
の SP または CMM CLI セッションを終了し、(2) 新しく保留中の
サーバー側鍵をアクティブ化します。

「Restart」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/ssh restart_sshd_action=true

Generate RSA Key Button 新しい RSA SSH 鍵を生成する機能を提供します。

「Generate RSA Key」の CLI 構文:



デフォルトの管理アクセス構成プロパティーの変更

ネットワークの配備および管理のデフォルト設定の変更 101

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/services/ssh

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「SSH Server」 > 「SSH Server Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
(generate_new_key_type=rsa
generate_new_key_action= true)

set /SP|CMM/services/ssh generate_new_key_type=rsa

generate_new_key_action=true

Generate DSA Key Button
(generate_new_key_type=dsa
generate_new_key_action=)

新しい DSA SSH 鍵を生成する機能を提供します。

「Generate DSA Key」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/ssh generate_new_key_type=dsa

generate_new_key_action=true

表 42 IPMI サービスの構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/services/ipmi

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「IPMI」 > 「IPMI Settings」

ユーザー役割:

■ admin (a) - IPMI 仕様の構成プロパティーの変更に必要
■ Administrator または Operator - Oracle ILOM CLI から IPMI サービス (IPMItool) を使用する場合に必要。

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Enabled Enabled (デフォルト)|Disabled

IPMI v2 の「State」プロパティーはデフォルトで有効になっていま
す。

「IPMI State」プロパティーを有効にすると、Oracle ILOM はリ
モート IPMItool クライアントがコマンド行インタフェースを使用して
Oracle ILOM SP (または Oracle ILOM CMM) にセキュアに接
続することを許可します。

「IPMI State」プロパティーを無効にすると、Oracle ILOM CLI 経
由で SP または CMM に接続されているすべての IPMItool クライ
アントは自動的に終了します。

Web インタフェース: Web インタフェースで「IPMI State」を変更
しても、Oracle ILOM で「Save」をクリックするまで有効になりませ
ん。

「IPMI State」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/ipmi state=enabled|disabled
v1.5 Sessions

(v1_5_sessions=)

Disabled Enabled |Disabled (デフォルト)
注記 - Oracle ILOM では、IPMI v2.0 サービスの使用がデフォル
トでサポートされています。ファームウェアリリース 3.2.4 よりも前で
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/services/ipmi

■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Management Access」 > 「IPMI」 > 「IPMI Settings」

ユーザー役割:

■ admin (a) - IPMI 仕様の構成プロパティーの変更に必要
■ Administrator または Operator - Oracle ILOM CLI から IPMI サービス (IPMItool) を使用する場合に必要。

プロパティー デフォルト値 説明
は、IPMI サービス 1.5 および 2.0 のセッションサポートがデフォル
トで有効になっていました。

ファームウェアリリース 3.2.4 以降では、IPMI v1.5 サービスに構成
可能セッションプロパティーが用意されています。「v1.5 Sessions」
プロパティーは、デフォルトで無効になっています。

「v1.5 Sessions」プロパティーを無効にすると、IPMI v1.5 サービス
を使用しているすべてのリモート IPMItool クライアントが Oracle
ILOM に接続できなくなります。

「v1.5 Sessions」プロパティーを有効にすると、IPMI v1.5 サービス
を使用しているリモート IPMItool クライアントが Oracle ILOM SP
(または Oracle ILOM CMM) に接続することが Oracle ILOM
で許可されます。

「v1.5 Sessions」の CLI 構文:

set /SP|CMM/services/ipmi v1_5_sessions=enabled|disabled
注記 - Oracle ILOM で FIPS モードを有効にすると、非準拠の
「FIPS 140-2 IPMI v1.5 Sessions」プロパティーが Oracle
ILOM インタフェースから削除され、構成できなくなります。IPMI
サービスを使用して Oracle サーバーを管理する際の Oracle
ILOM のセキュリティー保護の詳細は、『Oracle ILOM セキュリティー
ガイド』の IPMI のトピックを参照してください。

表 43 CLI セッションタイムアウトおよびカスタムプロンプトの構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/cli

■ Web: 「ILOM Administration」>「Management Access」>「CLI」

ユーザー役割:

■ admin (a) - IPMI 仕様の構成プロパティーの変更に必要
■ Administrator または Operator - Oracle ILOM CLI から IPMI サービス (IPMItool) を使用する場合に必要。

プロパティー デフォルト値 説明

Session Timeout

(timeout=)

Disabled Disabled |Enabled, minutes=n

「CLI Session Timeout」プロパティーは、アクティブでない CLI
セッションを自動的にログアウトするまでの時間 (分) を決定します。

デフォルトでは、CLI タイムアウトは構成されていません。Oracle
ILOM CLI を共有コンソール上で使用している場合、ネットワーク管
理者は CLI セッションタイムアウトの値を 15 分以下に設定するこ
とが推奨されます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP|CMM/cli

■ Web: 「ILOM Administration」>「Management Access」>「CLI」

ユーザー役割:

■ admin (a) - IPMI 仕様の構成プロパティーの変更に必要
■ Administrator または Operator - Oracle ILOM CLI から IPMI サービス (IPMItool) を使用する場合に必要。

プロパティー デフォルト値 説明
Web インタフェース: Web インタフェースで CLI セッションタイムア
ウトのプロパティーを変更しても、Oracle ILOM で「Save」をクリック
するまで有効になりません。

「CLI Session Timeout」の CLI 構文:

set /SP|CMM/cli timeout=enabled|disabled minutes=value
Custom Prompt

(prompt=)
注記 - ファームウェアリリース 3.2.5.x 以降で
は、カスタム CLI プロンプト機能を最初から
Oracle Network OPUS スイッチで構成でき
ます。

None
(disabled)

None (デフォルト) | ["Literal Text"] |  "<HOSTNAME>" |
"<IPADDRESS>"

スタンドアロンシステムやラックまたはシャーシ内のシステムを識別
する際に役立つように、管理者はリテラルテキスト、交換用トークン
("<HOSTNAME>" "<IPADDRESS>")、またはリテラルテキストと
交換用トークンの組み合わせを先頭に追加して、標準の CLI プロン
プト (->) をカスタマイズできます。

Web インタフェース: Web インタフェースで「CLI Custom
Prompt」プロパティーを変更しても、Oracle ILOM で「Save」をク
リックするまで有効になりません。詳細は、「Management Access」
>「CLI」ページで「More details...」リンクをクリックします。

「Custom CLI Prompt」の CLI 構文:

例:

■ set /SP | CMM | FMM/cli prompt="Literal_Text"
■ set /SP | CMM |FMM/cli prompt="<HOSTNAME>"

■ set /SP | CMM | FMM/cli prompt="<IPADDRESS>"

■ set /SP | CMM |FMM/cli prompt=["Literal_Text"]
"<HOSTNAME>"

■ set /SP | CMM | FMM/cli prompt=["Literal_Text"]
"<HOSTNAME>" "<IPADDRESS>"

表 44 Federal Information Processing Standard (FIBS 140-2) の構成プロパティー
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/services/fips
■ Web: 「ILOM Administration」>「Management Access」>「FIPS」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Status

(status=)

Disabled 「Status」は、Oracle ILOM の FIPS サービスの現在のステータスを示す読み取り専
用プロパティーです。可能性のあるステータス値は次のとおりです。

■ Disabled — 次の条件に当てはまる場合、「Disabled」ステータスが
「Management Access」>「FIPS」ページに表示されます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/services/fips
■ Web: 「ILOM Administration」>「Management Access」>「FIPS」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
1. システムで FIPS 動作モードが無効になっている。
2. 「State」プロパティーが「disabled」に設定されている。
3. FIPS シールドアイコンが Oracle ILOM ウィンドウのマストヘッド領域に表

示されていない。
■ Enabled — 次の条件に当てはまる場合、「Enabled」ステータスが

「Management Access」>「FIPS」ページに表示されます。

1. システムで FIPS 動作モードが有効になっている。
2. 「State」プロパティーが「enabled」に設定されている。
3. FIPS シールドアイコンが Oracle ILOM ウィンドウのマストヘッド領域に表示

されている。
■ Disabled; enabled at next boot — 次の条件に当てはまる場合、「Disabled;

enabled at next boot」ステータスが「Management Access」>「FIPS」ページに
表示されます。

1. システムで FIPS 動作モードが無効になっている。
2. 「State」プロパティーが「enabled」に設定されている。
3. FIPS シールドアイコンが Oracle ILOM ウィンドウのマストヘッド領域に表

示されていない。
■ Enabled; disabled at next boot — 次の条件に当てはまる場合、「Enabled;

disabled at next boot」ステータスが「Management Access」>「FIPS」ページに
表示されます。

1. システムで FIPS 動作モードが有効になっている。
2. 「State」プロパティーが「disabled」に設定されている。
3. FIPS シールドアイコンが Oracle ILOM ウィンドウのマストヘッド領域に表示

されている。

関連情報:

■ 81 ページの「FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の動作」
■ 84 ページの「FIPS モードが有効なときにサポートされない機能」

State

(state=disabled |enabled)

Disabled 次の手順を行うたびに、「FIPS State」プロパティーを変更します。

■ FIPS モードを無効 (デフォルト) にするには、「State」チェックボックスを選択して
FIPS 準拠モードを無効にします。

■ FIPS モードを有効にするには、「State」チェックボックスをクリアして FIPS 準拠
モードを有効にします。

サーバーで FIPS 動作モードを変更しても、次回 Oracle ILOM をリブートするまで有
効になりません。この時点で、Oracle ILOM のユーザー定義の構成設定が自動的に
工場出荷時デフォルト設定にリセットされます。

「FIPS Mode」の CLI 構文:

set /SP/services/fips state=enabled|disabled

関連情報:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/services/fips
■ Web: 「ILOM Administration」>「Management Access」>「FIPS」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
■ 81 ページの「FIPS モードを変更する 」
■ 83 ページの「ILOM 構成プロパティーへの FIPS 準拠モードの影響」

デフォルトの接続構成プロパティーの変更
ネットワーク管理者はオプションで、Oracle ILOM に標準装備されたデフォルトの接続プロパ
ティーを受け入れたり変更したりできます。Oracle ILOM でデフォルトの接続プロパティーを変
更するには、次の表を参照してください。

■ 表45「ネットワーク接続の標準構成プロパティー 」 ネットワーク接続の構成プロパティー

注記 - 標準の IP プロパティーには、IPv4 環境またはデュアルスタック (IPv4 と IPv6) 環
境でネットワーク接続を個別に有効または無効にするための手順が含まれています。

■ 表46「ネットワーク接続の拡張構成プロパティー 」 ネットワーク接続の拡張構成プロパ
ティー

注記 - Oracle ILOM 3.2.4 以降では、IPv4 と IPv6 ネットワーク接続で個別に「States」
プロパティーが有効または無効になるように IP 設定が拡張されました。さらに、新しい静的
IPv6 ゲートウェイプロパティーを構成できます。このように拡張された設定は、ほとんどの新
しいサーバーモデル、および以降のソフトウェアリリースが実行されている一部の旧バージョ
ンのサーバーで使用できます。

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」  
■ 表48「シリアルポートの構成プロパティー 」

注記 - Oracle のマルチドメイン SPARC サーバーの場合は、Oracle ILOM で接続プロパ
ティーを構成する方法に関する詳細をサーバー管理ガイドで参照してください。
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表 45 ネットワーク接続の標準構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ 標準の接続構成プロパティーは、Oracle ILOM 3.2.0、3.2.1、3.2.2、および 3.2.3 が実行されているすべてのサーバーに適用されます。Oracle ILOM
ファームウェア 3.2.4 以降が実行されている一部のサーバーモデルにも適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設
定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクトノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Enabled Enabled |Disabled

「network State」プロパティーはデフォルトで有効になっています。IPv4 ネッ
トワーク環境または IPv4/IPv6 デュアルスタックネットワーク環境で Oracle
ILOM を動作させるには、このプロパティーを常に有効にする必要があります。

「Network State」を設定する CLI 構文:

set /SP|CMM/network state=enabled|disabled

MAC Address

Out of Band MAC Address

Sideband MAC Address

読み取り専用 macaddress=| outofbandaddress= |sidebandmacaddress=

サーバー SP および CMM のメディアアクセス制御 (MAC) アドレスは、出荷時
に設定されます。

SP および CMM の MAC アドレスプロパティーは、どちらも Oracle ILOM の
構成不可能な読み取り専用プロパティーです。

「MAC Address」プロパティーを表示する CLI 構文:

show /SP|CMM/network

Management Port

(managementport=)

MGMT MGMT |NETn

Oracle ILOM が標準装備されたすべてのサーバーには、ネットワークを介して
Oracle ILOM に接続するために使用する物理ネットワーク管理ポート (MGT) が
搭載されています。Oracle ILOM が標準装備された一部のシステムは、サイ
ドバンド管理もサポートしています。サイドバンド管理では、サーバーの物理デー
タポート (NETn) の使用を共有し、ホストオペレーティングシステムと Oracle
ILOM 両方へのネットワークアクセスを許可します。

このオプションをサポートしているシステムの場合、ネットワーク管理者は
デフォルトの「Management Port」プロパティー (MGMT) を受け入れる
か、「Management Port」プロパティーを変更してサイドバンド管理を使用
(NETn) するかを選択できます。

「SP Management Port」の CLI 構文:

set /SP/network pendingmanagementport=MGMT|NETn

set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 18 ページの「サイドバンドネットワーク管理接続」
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ 標準の接続構成プロパティーは、Oracle ILOM 3.2.0、3.2.1、3.2.2、および 3.2.3 が実行されているすべてのサーバーに適用されます。Oracle ILOM
ファームウェア 3.2.4 以降が実行されている一部のサーバーモデルにも適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設
定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクトノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
■ 16 ページの「専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)」

VLAN Tag (pendingvlan_id=) (なし) 1 - 4079 の整数

Oracle ILOM では、VLAN タグ付けはデフォルトで無効になっています。
VLAN タグ付けが無効になっていると、システムは VLAN タグ付き Ethernet
フレームを生成せず、着信 VLAN タグ付き Ethernet フレームを処理しません。
VLAN タグ付けを有効にした場合、システムは、米国電気電子学会 (IEEE)
802.1Q 規格に従って、VLAN タグ付き Ethernet フレームを生成し、受信で
きます。VLAN タグを 1 - 4079 の整数で指定します。または、VLAN タグ付け
を無効にするには、Web インタフェースで 0 の「VLAN Tag」値を使用するか、
CLI で "" を使用します。

「VLAN Tag」の CLI 構文:

set /SP/network pendingvlan_id=[1–4079|””] commitpending=true

IPv4 IP Discovery Mode
(ipdiscovery=)

DHCP DHCP |Static

Oracle ILOM の「IPv4 Discovery Mode」プロパティーはデフォルトで
「DHCP」に設定されています。このプロパティーが「DHCP」に設定されている
場合、Oracle ILOM はサーバー SP または CMM の物理ネットワークアドレス
の判定に DHCP を使用します。

また、ネットワーク管理者は「DHCP」プロパティーを無効にして、サーバー SP ま
たは CMM に静的 IPv4 ネットワークアドレス、ネットマスクアドレス、およびゲー
トウェイアドレスを構成するように選択することもできます。

注。「DHCP」が設定されている場合、Oracle ILOM は DNS ネームサーバー
および検索パスの割り当てにデフォルトの「Auto DNS」プロパティーを使用し
ます。デュアルスタック DHCP 構成の場合、Oracle ILOM の DNS 設定で
は、DNS 情報を IPv4 または IPv6 DHCP サーバーのいずれかから受信する
ように設定できます。

「IPv4 IP Discovery Mode」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network pendingipdiscovery=dhcp|static

set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」
IPv4 なし None|SysID
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ 標準の接続構成プロパティーは、Oracle ILOM 3.2.0、3.2.1、3.2.2、および 3.2.3 が実行されているすべてのサーバーに適用されます。Oracle ILOM
ファームウェア 3.2.4 以降が実行されている一部のサーバーモデルにも適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設
定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクトノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
DHCP Client ID
(dhcp_clientid=)

「DHCP Client ID」のプロパティーはデフォルトで「None」に設定さ
れています。オプションでネットワーク管理者は、/SP ターゲットの下の
system_identifier プロパティーを使用して、DHCP クライアントの SysID (シ
ステム識別子) を設定できます。

「IPv4 DHCP Client ID」の CLI 構文:

show /SP|CMM/network dhcp_clientid=none|sysid

関連情報:

■ 125 ページの「システム識別情報の割り当て」
IPv4

Network Address

Netmask Address

Gateway Address

Static IP
Discovery
Mode、Disabled

ipaddress=|ipnetmask=|ipgateway=
注記 - サブネット 169.254.10.n、169.254.11.n、169.254.12.n 内の IP ア
ドレスは予約済みであるため、割り当てることができません。

Oracle ILOM のネットワーク、ネットマスク、およびゲートウェイのユーザー構成
可能な IP4 アドレスプロパティーは、デフォルトで無効になっています。

ネットワーク管理者はオプションで、「IP Discovery Mode」プロパティーの
「Static」の値を設定し、ネットワーク、ネットマスク、およびゲートウェイの静的
IPv4 アドレスを手動で入力できます。

「IPv4 Static Addresses」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network pendingipaddress=value pendingipnetmask=value
pendingipgateway=value

set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 89 ページの「IPv4 および IPv6 アドレスの入力形式」
IPv6

State (/ipv6/ state=)

Enabled Enabled |Disabled

Oracle ILOM の「IPv6 State」プロパティーは、デフォルトで有効になっていま
す。ネットワーク管理者はオプションで、デュアルスタック IP ネットワーク接続に
依存していないネットワーク環境で IPv6 ネットワーク状態を無効にすることが
できます。

注 – デュアルスタック IP ネットワーク接続をサポートするには、IPv6 の状態が
Oracle ILOM で有効になっている必要があります。

「IPv6 State」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ 標準の接続構成プロパティーは、Oracle ILOM 3.2.0、3.2.1、3.2.2、および 3.2.3 が実行されているすべてのサーバーに適用されます。Oracle ILOM
ファームウェア 3.2.4 以降が実行されている一部のサーバーモデルにも適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設
定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクトノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
set /SP|CMM/network/ipv6 state=enabled|disabled

IPv6 Autoconfig

(/ipv6 autoconfig=)

Stateless disabled|stateless

Oracle ILOM の「IPv6 Autoconfig」プロパティーは、デフォルトで
「Stateless」に設定されています。「Autoconfig Stateless」プロパティーが有
効の場合、Oracle ILOM は IPv6 動的アドレス接頭辞を IPv6 ルーターから
学習します。

「IPv6 Autoconfig Stateless」プロパティーが「Disabled」に設定されている
場合、「IPv6 Autoconfig」の機能は無効です。

特別な考慮事項:

■ 「IPv6 Autoconfig Stateless」オプションは、DHCPv6 サーバーからの IP
サポートなしで IP アドレスを判定します。

■ 「IPv6 Autoconfig Stateless」プロパティーは、「DHCPv6 Autoconfig」
の設定に関係なく Oracle ILOM で有効にできます。

「IPv6 Autoconfig」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6 autoconfig=stateless|disabled

DHCPv6 Autoconfig (/ipv6
autoconfig=)

(なし) DHCPv6_Stateless |DHCP_Stateful

Oracle ILOM の「DHCPv6 Autoconfig」プロパティーは、デフォルトで無効
になっています。このプロパティーが無効にされている場合、Oracle ILOM は
SP または CMM のネットワークアドレスおよび DNS 情報をネットワーク上の
DHCPv6 サーバーから学習できません。

ネットワーク管理者は、次のプロパティー値のいずれかを設定することで
「DHCPv6 Autoconfig」プロパティーを有効にすることを選択できます。

■ 「DHCPv6 Stateless」 – 有効にすると、Oracle ILOM はサーバー SP (ま
たは CMM) の DNS 情報を DHCPv6 ネットワークルーターから自動的に
学習します。

■ 「DHCPv6 Stateful」 – 有効にすると、Oracle ILOM はサーバー SP (ま
たは CMM) の動的 IPv6 アドレスおよび DNS 情報を DHCPv6 ネット
ワークルーターから自動的に学習します。

特別な考慮事項:

■ デュアルスタック DHCP 構成の場合、Oracle ILOM の DNS 設定では、
DNS 情報を IPv4 または IPv6 DHCP サーバーのいずれかから受信する
ように設定できます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ 標準の接続構成プロパティーは、Oracle ILOM 3.2.0、3.2.1、3.2.2、および 3.2.3 が実行されているすべてのサーバーに適用されます。Oracle ILOM
ファームウェア 3.2.4 以降が実行されている一部のサーバーモデルにも適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設
定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクトノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
■ DHCPv6 ネットワーク情報を取得するために Oracle ILOM が最後に使

用した DHCPv6 サーバーの固有 ID は、「dhcpv6_server_duid」プロパ
ティーによって識別されます。

「DHCPv6 Autoconfig」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6 autoconfig=dhcpv6_stateless|dhcpv6_stateful

Link-Local IPv6 Address

(/ipv6 link_local_ipaddress=)

読み取り専用 読み取り専用の「Link-Local IPv6 Address」プロパティーは、同じネットワーク
上の IPv6 が有効な別のノードから Oracle ILOM SP (または CMM) への接
続に使用できる、ルーティングの宛先とならないアドレスです。

Oracle ILOM は、SP または CMM のリンクローカルアドレスの構築に次の原
則を適用します:

■ Oracle ILOM は、SP または CMM MAC アドレスとリンクローカル識別
子プレフィックスを組み合わせて使用します。

■ Oracle ILOM は、初期化の際に重複アドレス検出 (DAD) プロトコルを使
用して、SP (または CMM) の報告されたローカルリンクアドレスが一意であ
ることを確認します。

「Link-Local Address」の CLI 構文:

show /SP|CMM/network/ipv6

IPv6

Static IP Address

(/ipv6 static_ipaddress=)

なし IPv6 の状態が有効の場合、ネットワーク管理者はオプションで静的 IPv6 アド
レスを SP または CMM に割り当てることができます。
注記 - サブネット 169.254.10.n、169.254.11.n、169.254.12.n 内の IP ア
ドレスは予約済みであるため、割り当てることができません。

IPv6 静的 IP およびネットマスクを指定するためのパラメータは
IPv6_address/ subnet_mask_length_in_bits です。ゲートウェイアドレスは自動
的に構成されます。

例: fec0:a:8:b7:214:4fff:feca:5f7e/64

「Static IPv6 Address」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6

pending_static_ipaddress=ipaddress/subnetmask

set /SP|CMM/network commitpending=true

IPv6 Gateway (/ipv6
ipgateway=)

読み取り専用 このプロパティーに表示される読み取り専用の IPv6 ゲートウェイアドレスは、
ネットワーク上の IPv6 ルーターから学習されます。

「IPv6 Gateway」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ 標準の接続構成プロパティーは、Oracle ILOM 3.2.0、3.2.1、3.2.2、および 3.2.3 が実行されているすべてのサーバーに適用されます。Oracle ILOM
ファームウェア 3.2.4 以降が実行されている一部のサーバーモデルにも適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設
定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクトノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
show/ SP|CMM/network/ipv6

Dynamic IPv6 Address (/ipv6
dynamic_ipaddress_n)

読み取り専用 Oracle ILOM は、次が発生した場合に動的 IPv6 アドレスを報告します。

■ Oracle ILOM で「Autoconfig Stateless」と「Autoconf
DHCPv6_Stateful」のプロパティーの両方またはいずれかが有効になってい
る。

■ IPv6 ネットワークルーターまたは DHCPv6 サーバーが、サーバー SP または
CMM の複数の動的ネットワークアドレスを報告する。

特別な考慮事項:

■ Oracle ILOM は、内部構造に 10 個の動的アドレスを格納します。
■ Oracle ILOM はすべての動的ネットワークアドレスに応答します。
■ 「Autoconfig DHCPv6_Stateless」プロパティーのみが設定されている場

合、Oracle ILOM インタフェースでは動的ネットワークアドレスは報告され
ません。

「Dynamic IPv6 Address」の CLI 構文:

show /SP|CMM/network/ipv6

Save Button

(commitpending=true)

All pending
network
modifications

Web インタフェース – 「Network Settings」ページで行われたすべての変更
を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

CLI – 保留中のすべてのネットワーク変更は、/network ターゲットでコミットする
必要があります。

特別な考慮事項:

■ 保留中の IPv4 の変更は、コミットまたは保存されたあとに有効になります。
■ 管理対象デバイスに新しい静的 IPv4 アドレスを割り当てると、SP または

CMM へのアクティブな Oracle ILOM セッションがすべて終了します。
Oracle ILOM にログインし直すには、新しいブラウザセッションを開いて
新しく割り当てられた IPv4 アドレスを入力します。

■ 保留中の IPv6 の変更は、コミットまたは保存されたあとに有効になります。
自動構成プロパティーへの変更は、CLI でコミットする必要はありません。

■ 新しく学習した自動構成 IPv6 アドレスは、管理対象デバイス (SP または
CMM) に現在接続されている Oracle ILOM セッションには影響しませ
ん。

「IPv4 Commit Pending Modification」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ 標準の接続構成プロパティーは、Oracle ILOM 3.2.0、3.2.1、3.2.2、および 3.2.3 が実行されているすべてのサーバーに適用されます。Oracle ILOM
ファームウェア 3.2.4 以降が実行されている一部のサーバーモデルにも適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設
定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクトノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
set /SP|CMM/network state=enabled|disabled
pendingipdiscovery=static|dhcp pendingipaddress=value
pendingipgateway=value pendingipnetmask=value

set /SP|CMM/network commitpending=true

「IPv6 Commit Pending Modifications」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6 state=enabled|disabled
pending_static_ipaddress=ipv6_address/ subnet_mask_length_in_bits

set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 131 ページの「IPv4 および IPv6 の接続をテストする」

表 46 ネットワーク接続の拡張構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

MAC Address

Out of Band MAC Address

Sideband MAC Address

読み取り専用 macaddress=| outofbandaddress= |sidebandmacaddress=

サーバー SP および CMM のメディアアクセス制御 (MAC) アドレスは、出荷時
に設定されます。

SP および CMM の MAC アドレスプロパティーは、どちらも Oracle ILOM の
構成不可能な読み取り専用プロパティーです。

「MAC Address」プロパティーを表示する CLI 構文:

show /SP|CMM/network
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

Management Port

(managementport=)

MGMT MGMT |NETn

Oracle ILOM が標準装備されたすべてのサーバーには、ネットワークを介して
Oracle ILOM に接続するために使用する物理ネットワーク管理ポート (MGT) が
搭載されています。Oracle ILOM が標準装備された一部のシステムは、サイ
ドバンド管理もサポートしています。サイドバンド管理では、サーバーの物理デー
タポート (NETn) の使用を共有し、ホストオペレーティングシステムと Oracle
ILOM 両方へのネットワークアクセスを許可します。

このオプションをサポートしているシステムの場合、ネットワーク管理者は
デフォルトの「Management Port」プロパティー (MGMT) を受け入れる
か、「Management Port」プロパティーを変更してサイドバンド管理を使用
(NETn) するかを選択できます。

「SP Management Port」の CLI 構文:

set /SP/network pendingmanagementport=MGMT|NETn

set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 18 ページの「サイドバンドネットワーク管理接続」
■ 16 ページの「専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)」

VLAN Tag (pendingvlan_id=) (なし) 1 - 4079 の整数

Oracle ILOM では、VLAN タグ付けはデフォルトで無効になっています。
VLAN タグ付けが無効になっていると、システムは VLAN タグ付き Ethernet
フレームを生成せず、着信 VLAN タグ付き Ethernet フレームを処理しません。
VLAN タグ付けを有効にした場合、システムは、米国電気電子学会 (IEEE)
802.1Q 規格に従って、VLAN タグ付き Ethernet フレームを生成し、受信で
きます。VLAN タグを 1 - 4079 の整数で指定します。または、VLAN タグ付け
を無効にするには、Web インタフェースで 0 の「VLAN Tag」値を使用するか、
CLI で "" を使用します。

「VLAN Tag」の CLI 構文:

set /SP/network pendingvlan_id=[1–4079|””] commitpending=true

IPv4 State

(state=)

Enabled Enabled |Disabled

「IPv4 Network State」プロパティーはデフォルトで有効になっています。

Web プロパティー「IPv4 State」の説明:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
■ Enabled (デフォルト) — 「IPv4 State」で「Enabled」チェックボックスを

選択すると、IPv4 での Oracle ILOM への Ethernet 接続が有効になり
ます。

■ Disabled (デフォルト) — 「IPv4 State」で「Enabled」チェックボックスを
クリアすると、IPv4 での Oracle ILOM への Ethernet 接続が無効になり
ます。

「IPv4 State」の CLI 構文とプロパティーの説明:

set /SP|CMM/network state=enabled|ipv4-only|ipv6-only|disabled

「CLI IPv4」プロパティーの説明

■ enabled (デフォルト) — 「enabled」に設定すると、IPv4 と IPv6 の両方
での Oracle ILOM への Ethernet 接続が有効になるデュアルスタック
(IPv4 と IPv6) ネットワーク環境で動作します。この場合、「IPv6 State」プ
ロパティー (/network/ipv6 state=) も「enabled」に設定する必要がありま
す。

■ ipv4-only — 「ipv4-only」に設定すると、IPv4 でのみ Oracle ILOM へ
の Ethernet 接続が有効になります。

■ ipv6-only — 「ipv6-only」に設定すると、IPv6 でのみ Oracle ILOM へ
の Ethernet 接続が有効になります。

■ disabled — 「disabled」に設定すると、Oracle ILOM への IPv4 と IPv6
の両方の Ethernet 接続が回避されます。

IPv4 IP Discovery Mode
(ipdiscovery=)

DHCP DHCP |Static

Oracle ILOM の「IPv4 Discovery Mode」プロパティーはデフォルトで
「DHCP」に設定されています。このプロパティーが「DHCP」に設定されている
場合、Oracle ILOM はサーバー SP または CMM の物理ネットワークアドレス
の判定に DHCP を使用します。

また、ネットワーク管理者は「DHCP」プロパティーを無効にして、サーバー SP ま
たは CMM に静的 IPv4 ネットワークアドレス、ネットマスクアドレス、およびゲー
トウェイアドレスを構成するように選択することもできます。

注。「DHCP」が設定されている場合、Oracle ILOM は DNS ネームサーバー
および検索パスの割り当てにデフォルトの「Auto DNS」プロパティーを使用し
ます。デュアルスタック DHCP 構成の場合、Oracle ILOM の DNS 設定で
は、DNS 情報を IPv4 または IPv6 DHCP サーバーのいずれかから受信する
ように設定できます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
注記 - 一部のサーバー SP (SPARC M7 シリーズサーバーなど) では、DHCP
IP4 アドレスを構成する機能がサポートされなくなりました。この場合、「IP
Discovery」プロパティーで「Static」が表示されます。

「IPv4 IP Discovery Mode」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network pendingipdiscovery=dhcp|static

set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 表47「DNS 構成のプロパティー 」
IPv4

DHCP Client ID
(dhcp_clientid=)

なし None|SysID

「DHCP Client ID」のプロパティーはデフォルトで「None」に設定さ
れています。オプションでネットワーク管理者は、/SP ターゲットの下の
system_identifier プロパティーを使用して、DHCP クライアントの SysID (シ
ステム識別子) を設定できます。
注記 - 一部のサーバー SP (SPARC M7 シリーズサーバーなど) では、DHCP
IP4 アドレスを構成する機能がサポートされなくなりました。この場合、「DHCP
Client ID」プロパティーを使用できません。

「IPv4 DHCP Client ID」の CLI 構文:

show /SP|CMM/network dhcp_clientid=none|sysid

関連情報:

■ 125 ページの「システム識別情報の割り当て」
IPv4

Network Address

Netmask Address

Gateway Address

Static IP
Discovery
Mode、Disabled

ipaddress=|ipnetmask=|ipgateway=
注記 - サブネット 169.254.10.n、169.254.11.n、169.254.12.n 内の IP ア
ドレスは予約済みであるため、割り当てることができません。

Oracle ILOM のネットワーク、ネットマスク、およびゲートウェイのユーザー構成
可能な IP4 アドレスプロパティーは、デフォルトで無効になっています。

ネットワーク管理者はオプションで、「IP Discovery Mode」プロパティーの
「Static」の値を設定し、ネットワーク、ネットマスク、およびゲートウェイの静的
IPv4 アドレスを手動で入力できます。
注記 - 一部の Oracle サーバー SP (Oracle SPARC M7 シリーズサーバーな
ど) では、DHCP IPv4 アドレスを構成する機能がサポートされなくなりました。

「IPv4 Static Addresses」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
set /SP|CMM/network pendingipaddress=value pendingipnetmask=value
pendingipgateway=value

set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 89 ページの「IPv4 および IPv6 アドレスの入力形式」
IPv6 State

(/ipv6 state=)

Enabled Enabled |Disabled

Oracle ILOM の「IPv6 State」プロパティーは、デフォルトで有効になっていま
す。ネットワーク管理者はオプションで、IPv6 またはデュアルスタック (IPv4 と
IPv6) IP ネットワーク接続に依存していないネットワーク環境で IPv6 ネットワー
ク状態を無効にすることができます。

「IPv6 State」を「Enabled」に設定すると、Oracle ILOM の Ethernet ネッ
トワークポートが IPv6 ネットワーク接続で有効になります。「IPv6 State」を
「Disabled」に設定すると、Oracle ILOM の Ethernet ネットワークポートが
IPv6 ネットワーク接続で無効になります。

注 – デュアルスタック (IPv4 と IPv6) ネットワーク接続をサポートするには、
「IPv4 State」プロパティーと「IPv6 State」プロパティーが両方とも Oracle
ILOM で有効になっている必要があります。

「IPv6 State」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6 state=enabled|disabled

IPv6 Autoconfig

(/ipv6 autoconfig=)

Stateless disabled|stateless

Oracle ILOM の「IPv6 Autoconfig」プロパティーは、デフォルトで
「Stateless」に設定されています。「Autoconfig Stateless」プロパティーが有
効の場合、Oracle ILOM は IPv6 動的アドレス接頭辞を IPv6 ルーターから
学習します。

「IPv6 Autoconfig Stateless」プロパティーが「Disabled」に設定されている
場合、「IPv6 Autoconfig」の機能は無効です。

特別な考慮事項:

■ 「IPv6 Autoconfig Stateless」オプションは、DHCPv6 サーバーからの IP
サポートなしで IP アドレスを判定します。

■ 「IPv6 Autoconfig Stateless」プロパティーは、「DHCPv6 Autoconfig」
の設定に関係なく Oracle ILOM で有効にできます。

「IPv6 Autoconfig」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
set /SP|CMM/network/ipv6 autoconfig=stateless|disabled

DHCPv6 Autoconfig (/ipv6
autoconfig=)

(なし) DHCPv6_Stateless |DHCP_Stateful

Oracle ILOM の「DHCPv6 Autoconfig」プロパティーは、デフォルトで無効
になっています。このプロパティーが無効にされている場合、Oracle ILOM は
SP または CMM のネットワークアドレスおよび DNS 情報をネットワーク上の
DHCPv6 サーバーから学習できません。

ネットワーク管理者は、次のプロパティー値のいずれかを設定することで
「DHCPv6 Autoconfig」プロパティーを有効にすることを選択できます。

■ 「DHCPv6 Stateless」 – 有効にすると、Oracle ILOM はサーバー SP (ま
たは CMM) の DNS 情報を DHCPv6 ネットワークルーターから自動的に
学習します。

■ 「DHCPv6 Stateful」 – 有効にすると、Oracle ILOM はサーバー SP (ま
たは CMM) の動的 IPv6 アドレスおよび DNS 情報を DHCPv6 ネット
ワークルーターから自動的に学習します。

特別な考慮事項:

■ デュアルスタック DHCP 構成の場合、Oracle ILOM の DNS 設定では、
DNS 情報を IPv4 または IPv6 DHCP サーバーのいずれかから受信する
ように設定できます。

■ DHCPv6 ネットワーク情報を取得するために Oracle ILOM が最後に使
用した DHCPv6 サーバーの固有 ID は、「dhcpv6_server_duid」プロパ
ティーによって識別されます。

「DHCPv6 Autoconfig」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6 autoconfig=dhcpv6_stateless|dhcpv6_stateful

Link-Local IPv6 Address

(/ipv6 link_local_ipaddress=)

読み取り専用 読み取り専用の「Link-Local IPv6 Address」プロパティーは、同じネットワーク
上の IPv6 が有効な別のノードから Oracle ILOM SP (または CMM) への接
続に使用できる、ルーティングの宛先とならないアドレスです。

Oracle ILOM は、SP または CMM のリンクローカルアドレスの構築に次の原
則を適用します:

■ Oracle ILOM は、SP または CMM MAC アドレスとリンクローカル識別
子プレフィックスを組み合わせて使用します。

■ Oracle ILOM は、初期化の際に重複アドレス検出 (DAD) プロトコルを使
用して、SP (または CMM) の報告されたローカルリンクアドレスが一意であ
ることを確認します。

「Link-Local Address」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
show /SP|CMM/network/ipv6

IPv6

Static IP Address

(/ipv6 static_ipaddress=)

なし IPv6 の状態が有効の場合、ネットワーク管理者はオプションで静的 IPv6 アド
レスを SP または CMM に割り当てることができます。
注記 - サブネット 169.254.10.n、169.254.11.n、169.254.12.n 内の IP ア
ドレスは予約済みであるため、割り当てることができません。

IPv6 静的 IP およびネットマスクを指定するためのパラメータは
IPv6_address/ subnet_mask_length_in_bits です。デフォルトでは、自動的に
ゲートウェイアドレスが構成されます。

例: fec0:a:8:b7:214:4fff:feca:5f7e/64

「Static IPv6 Address」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6

pending_static_ipaddress=ipaddress/subnetmask

set /SP|CMM/network commitpending=true

IPv6 Static Gateway

(/ipv6 static_ipgateway=)

なし オプションで、ルーター通知を介して受信した任意の IPv6 ゲートウェイアドレス
とともに使用される静的 IPv6 ゲートウェイアドレスを割り当てることができま
す。

「IPv6 Static Gateway」の例: 2001:db8:0:0:0:379c:a562:bef0

「IPv6 Gateway」の CLI 構文:

set / SP|CMM/network/ipv6

pending_static_ipgateway=[user_specified_ipv6_gateway_address]

set /SP|CMM/network commitpending=true

IPv6 Gateway (/ipv6
ipgateway=)

読み取り専用 このプロパティーに表示される読み取り専用の IPv6 ゲートウェイアドレスは、
ネットワーク上の IPv6 ルーターから学習されます。

「IPv6 Gateway」の CLI 構文:

show/ SP|CMM/network/ipv6

Dynamic IPv6 Address (/ipv6
dynamic_ipaddress_n)

読み取り専用 Oracle ILOM は、次が発生した場合に動的 IPv6 アドレスを報告します。

■ Oracle ILOM で「Autoconfig Stateless」と「Autoconf
DHCPv6_Stateful」のプロパティーの両方またはいずれかが有効になってい
る。

■ IPv6 ネットワークルーターまたは DHCPv6 サーバーが、サーバー SP または
CMM の複数の動的ネットワークアドレスを報告する。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
特別な考慮事項:

■ Oracle ILOM は、内部構造に 10 個の動的アドレスを格納します。
■ Oracle ILOM はすべての動的ネットワークアドレスに応答します。
■ 「Autoconfig DHCPv6_Stateless」プロパティーのみが設定されている場

合、Oracle ILOM インタフェースでは動的ネットワークアドレスは報告され
ません。

「Dynamic IPv6 Address」の CLI 構文:

show /SP|CMM/network/ipv6

Save Button

(commitpending=true)

All pending
network
modifications

Web インタフェース – 「Network Settings」ページで行われたすべての変更
を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

CLI – 保留中のすべてのネットワーク変更は、/network ターゲットでコミットする
必要があります。

特別な考慮事項:

■ 保留中の IPv4 の変更は、コミットまたは保存されたあとに有効になります。
■ 管理対象デバイスに新しい静的 IPv4 アドレスを割り当てると、SP または

CMM へのアクティブな Oracle ILOM セッションがすべて終了します。
Oracle ILOM にログインし直すには、新しいブラウザセッションを開いて
新しく割り当てられた IPv4 アドレスを入力します。

■ 保留中の IPv6 の変更は、コミットまたは保存されたあとに有効になります。
自動構成プロパティーへの変更は、CLI でコミットする必要はありません。

■ 新しく学習した自動構成 IPv6 アドレスは、管理対象デバイス (SP または
CMM) に現在接続されている Oracle ILOM セッションには影響しませ
ん。

「IPv4 Commit Pending Modification」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network state=enabled|disabled
pendingipdiscovery=static|dhcp pendingipaddress=value
pendingipgateway=value pendingipnetmask=value

set /SP|CMM/network commitpending=true

「IPv6 Commit Pending Modifications」の CLI 構文:

set /SP|CMM/network/ipv6 state=enabled|disabled
pending_static_ipaddress= value/
subnet_mask_valuepending_static_ipgatewayaddress= value
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/network

■ Web: 「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Settings」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

要件:

■ ネットワーク接続の拡張構成設定は、ほとんどの新しいサーバーモデル、および Oracle ILOM 3.2.4 以降が実行されている一部の旧バージョンのサー
バーモデルに適用されます。使用しているシステムでサポートされている Oracle ILOM IP 設定を確認するには、サーバー管理者ガイドまたはプロダクト
ノートを参照してください。

■ CLI で保留中のすべてのネットワークの変更を Oracle ILOM で有効にするには、コミットする必要があります。「Network Settings」ページで行われた
すべての Web の変更を Oracle ILOM で有効にするには、保存する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
set /SP|CMM/network commitpending=true

関連情報:

■ 131 ページの「IPv4 および IPv6 の接続をテストする」

表 47 DNS 構成のプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/clients/dns
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Connectivity」 > 「DNS」 > 「DNS Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Auto DNS via DHCP

(auto_dns=)

Enabled Enabled |Disabled

Oracle ILOM の「Auto DNS via DHCP」プロパティーは、デフォルトで有効になっ
ています。このプロパティーが有効の場合、Oracle ILOM は DNS 情報を DHCP
サーバーから自動的に取得します。

ネットワーク管理者は、「Auto DNS」プロパティーを無効にして DNS 情報を Oracle
ILOM で手動で構成することもできます。

「Auto DNS via DHCP」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/dns auto_dns=enabled|disabled

DNS Named Server

(nameserver=)

なし 「Auto DNS」プロパティーが無効の場合、「DNS Named server」プロパティーで IP
アドレスを 3 つまで手動で構成できます。

複数の IP アドレスを入力する場合は、次のガイドラインに従ってください:

■ 各アドレスはコンマで区切る必要があります。
■ IPv4 アドレスと IPv6 アドレスが混在する場合は、IPv4 アドレスを先に記載しま

す。

「DNS Named Server」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/dns nameserver=ip_address_1, ipaddress_2, ipaddress_3

DNS Search Path

(searchpath=)

なし 「Auto DNS」プロパティーが無効の場合、「DNS Search Path」プロパティーでドメイ
ン接尾辞を 6 つまで手動で構成できます。各検索接尾辞はコンマで区切る必要があ
ります。

「DNS Search Path」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/clients/dns
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Connectivity」 > 「DNS」 > 「DNS Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
set /SP|CMM/clients/dns searchpath= domain_1.com, domain_2.edu, and so on

DNS Timeout (timeout=) 5 秒 1 - 10 の整数

「DNS Timeout」のプロパティー値は、DNS クエリーを完了するために DNS サー
バーに割り当てられる秒数を指定します。

ネットワーク管理者は、DNS サーバーに割り当てられているデフォルトのタイムアウト値
を必要に応じて増減できます。

「DNS Timeout」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/dns timeout=n

関連トピック:

■ 122 ページの「動的 DNS の設定例」
DNS Retries (retries=) 再試行 1 回 0 - 4 の整数

「DNS Retries」のプロパティー値は、タイムアウトイベントの発生時に DNS クエリー
を再試行する回数を指定します。

ネットワーク管理者は、デフォルトの「DNS Retries」のプロパティー値を必要に応じて
増減できます。

「DNS Retries」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/dns retries=n

Save Button (Web のみ) Web インタフェース – 「DNS Configuration」ページで行われた変更を有効にする
には、Oracle ILOM で保存する必要があります。

表 48 シリアルポートの構成プロパティー
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP/serial/portsharing
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Connectivity」 > 「Serial Port」 > 「Serial Port Settings」
■ User Role: (a) Admin (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Owner

(owner=)

SP SP |hostserver

シリアルポートの「Owner」プロパティーは一部の Oracle サーバーで構成できます。詳
細は、90 ページの「シリアル管理ポートの所有者」を参照してください。

「Serial Port Owner」の CLI 構文:

set /SP/serial/portsharing owner=SP|hostserver

Host Serial Port

(/host pendingspeed=
flowcontrol=)

Baud Rate=
9600

Baud Rate = 9600 |Flow Control = Software |Hardware|None

「Host Serial Port」プロパティーは一部の Oracle サーバーで構成できます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP/serial/portsharing
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Connectivity」 > 「Serial Port」 > 「Serial Port Settings」
■ User Role: (a) Admin (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明
Flow
Control=
None

「Host Serial Port」オプションのプロパティー値は、ホストサーバーのシリアルコンソー
ルポート用に設定されているプロパティー値と一致する必要があります。多くの場合シ
リアルポート 0、COM1、または /dev/ttyS0 と呼ばれます。

「Host Serial Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/serial/host pendingspeed=value flowcontrol=value
commitpending=true

External Serial Port

(/external pendingspeed=
flowcontrol=)

Baud Rate=
9600

Flow
Control=
None

Baud Rate = 9600 |Flow Control = None

管理対象デバイスの外部シリアルポートはシリアル管理 (SER MGT) ポートです。

ネットワーク管理者は、外部シリアルポートのデフォルトのボーレート速度を必要に応じ
て変更できます。

「External Serial Port」の CLI 構文:

set /SP|CMM/serial/external pendingspeed=value commitpending=true

Save Button (Web のみ) Web インタフェース – 「Serial Port Settings」ページで行われた変更を有効にする
には、Oracle ILOM で保存する必要があります。

動的 DNS の設定例
動的ドメインネームサービス (DDNS) を設定することで DHCP をさらに活用し、DHCP によっ
て新しく追加されたすべての Oracle ILOM システムのホスト名を、使用しているネットワーク
環境の DNS サーバーで自動的に認識できます。

DDNS を構成すると、ネットワーク管理者は製品のシリアル番号と SUNSP または
SUNCMMn のどちらかの接尾辞を組み合わせることで特定の Oracle ILOM SP または
CMM のホスト名を判定できます。たとえば、製品のシリアル番号が 0641AMA007 の場
合、サーバー SP のホスト名は SUNSP-0641AMA007 となり、シャーシに取り付けられた 1
つの CMM のホスト名は SUNCMM-0641AMA007 となります。また、シャーシに取り付
けられた 2 つの CMM のホスト名は SUNCMM0-0641AMA007 および SUNCMM1-
0641AMA007 となります。

例: DDNS 構成を設定する
この例では、一般的な DDNS 構成の設定方法について説明します。

前提条件:
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この DDNS 構成の例には、次の前提条件が適用されます:
■ SP が存在するネットワーク上に、DNS と DHCP の両方を処理する 1 台のサーバーが存

在する。
■ SP のネットワークアドレスは 192.168.1.0 である。
■ DHCP/DNS サーバーのアドレスは 192.168.1.2 である。
■ 192.168.1.100 から 192.168.1.199 の IP アドレスは、SP およびその他のクライアント

にアドレスを提供するためのプールとして使用される。
■ ドメイン名は example.com である。
■ 既存の DNS 構成または DHCP 構成は存在しない。存在する場合は、この例の  .conf

ファイルをガイドラインとして使用して、既存の構成を更新してください。

注記 - DDNS の設定方法は、サイトで使用しているインフラストラクチャーによって異なりま
す。Oracle Solaris、Linux、および Microsoft Windows オペレーティングシステムはす
べて、DDNS 機能を提供するサーバーソリューションをサポートしています。この例の構成で
は、Debian r4.0 をサーバーのオペレーティングシステム環境として使用しています。

ここで紹介する手順とサンプルファイルにサイト固有の変更を加えることで、独自の DDNS
構成を設定できます。

1. Debian ディストリビューションから bind9 パッケージと dhcp3-server パッケージをインストー
ルします。
dnsutils パッケージをインストールすると、dig、nslookup、およびその他の便利なツールにもア
クセスできるようになります。

2. dnssec-keygen を使用すると、DNS データへのアクセスを制御するために DHCP サーバーと
DNS サーバーの間で共有される鍵が生成されます。

3. 次を含む DNS 構成ファイルを /etc/bind/named.conf という名前で作成します。

options {

  directory "/var/cache/bind";

  auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035

  listen-on-v6 { any; };

};

// prime the server with knowledge of the root servers

zone "." {

  type hint;

  file "/etc/bind/db.root";

};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, // and for broadcast zones as

 per RFC 1912

zone "localhost" {

  type master;

  file "/etc/bind/db.local";

};
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zone "127.in-addr.arpa" {

  type master;

  file "/etc/bind/db.127";

};

zone "0.in-addr.arpa" {

  type master;

  file "/etc/bind/db.0";

};

zone "255.in-addr.arpa" {

  type master;

  file "/etc/bind/db.255";

};

// additions to named.conf to support DDNS updates from dhcp server

key server.example.com {

  algorithm HMAC-MD5;

  secret "your-key-from-step-2-here"

};

zone "example.com" {

  type master;

  file "/etc/bind/db.example.com";

  allow-update { key server.example.com; };

};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {

  type master;

  file "/etc/bind/db.example.rev";

  allow-update { key server.example.com; };

};

4. ローカルネットワーク用に空のゾーンファイルを追加します。
空のゾーンファイルには、/etc/bind/db.example.com および /etc/bind/db.example.rev と
いう名前を付けるようにしてください。

ディストリビューションによって提供される db.empty ファイルのコピーで十分です。これらが
DNS サーバーによって自動的に更新されます。

5. 次を含む /etc/dhcp3/dhcpd.conf ファイルを作成します:

ddns-update-style interim;

ddns-updates      on;

server-identifier server;

ddns-domainname   "example.com.";

ignore client-updates;

key server.example.com {

  algorithm hmac-md5;

  secret your-key-from-step-2-here;

}

zone example.com. {

  primary 127.0.0.1;

  key server.example.com;

}

zone 1.168.192.in-addr.arpa. {

  primary 127.0.0.1;
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  key server.example.com;

}

default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

authoritative;

log-facility local7;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

  range 192.168.1.100 192.168.1.199;

  option domain-name-servers 192.168.1.2;

}

6. 前述の手順 1 から 5 を完了したあと、/etc/init.d スクリプトを実行して DNS サーバーと
DHCP サーバーを起動します。
いったんサーバーが稼働すると、DHCP 用に構成された新しい Oracle ILOM SP には、
電源投入時にホスト名で自動的にアクセスできるようになります。必要に応じて、ログファイ
ル、dig、nslookup、およびその他のユーティリティーを使用してデバッグを行います。

参照情報

この例で使用している Linux の DHCP サーバーおよび DNS サーバーの詳細については、
Internet Systems Consortium の Web サイトを参照してください: http://www.isc.org/

システム識別情報の割り当て
Oracle ILOM には、使用している環境で特定の管理対象デバイスを識別するのに役立つ一
連の構成可能なプロパティーが用意されています。システム管理者は、これらのパラメータを使
用して管理対象デバイスの物理的な場所、管理対象デバイスの連絡先、および管理対象デバ
イスに割り当てられたホスト名を一意に識別できます。システム識別構成の詳細は、次の表を
参照してください。

表 49 デバイス識別の構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Identification」
■ ユーザーの役割: Admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Host Name

(hostname=)

なし 「Host Name」は、定義した場合、コンピュータネットワークに接続されている管理対象
デバイスの識別に役立ちます。

「Host Name」のプロパティー値には、最大 60 文字まで含めることができます。先頭
には英字を使用します。また、使用できる文字は英数字、ハイフン、およびアンダースコ
アのみです。

「Host Name」の CLI 構文:

set /SP|CMM hostname=value

http://www.isc.org/
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Identification」
■ ユーザーの役割: Admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

System Identifier

(/system_identifier=)

なし 「System Identifier」は、定義した場合、SNMP トラップのペイロード要素内にある管
理対象デバイスの識別に役立ちます。

「System Identifier」のプロパティー値には、標準的なキーボードの任意のキー (引用
符を除く) を使用して最大 60 文字まで含めることができます。

このプロパティーは、サーバー SP と CMM の両方で構成可能です。

「System Identifier」の CLI 構文:

set /SP|CMM system_identifier=value

System Contact

(/system_contact=)

なし 「System Contact」は、定義した場合、管理対象デバイスの連絡先、たとえばそのデ
バイスに責任を負う個人の名前や電子メールアドレスなどを識別するのに役立ちます。

「System Contact」のプロパティー値には、標準的なキーボードの任意のキー (引用符
を除く) を使用したテキスト文字列を使用できます。

「System Contact」の CLI 構文:

set /SP|CMM system_contact=value

System Location

(/system_location=)

なし 「System Location」は、定義した場合、ラック識別子やデータセンターの場所といっ
た管理対象デバイスの物理的な場所を識別するのに役立ちます。

「system location」のプロパティー値には、標準的なキーボードの任意のキー (引用符
を除く) を使用したテキスト文字列を使用できます。

「System Location」の CLI 構文:

set /SP|CMM system_location=value

Physical Presence Check

(/check_physical_
presence=)

Enabled 「Physical Presence Check」は、事前構成された Oracle ILOM の root アカウン
トパスワードを復元するための動作に影響します。

■ Enabled (true) - 有効の場合、デフォルトの Oracle ILOM パスワードを復元す
るには物理システムの「Locator」ボタンを押す必要があります。
注 - 一部の Oracle サーバーでは、物理的プレゼンスが「Locator」ボタンと異なる
方法で示されます。

■ Disabled (false) - 無効の場合、デフォルトの Oracle ILOM 管理者パスワード
は、物理システムの「Locator」ボタンを押すことなくリセットできます。

「Physical Presence Check」の CLI 構文:

set /SP|CMM check_physical_presence=true|false

関連トピック:

■ 表13「事前構成された root アカウントまたは root アカウントのパスワードの回
復 (CLI のみ)」

Save Button (Web のみ) Web インタフェース – 「Identification」ページで行われた変更を有効にするには、
Oracle ILOM で保存する必要があります。
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SP または CMM クロックのプロパティーの設定
Oracle ILOM をはじめて配備する場合、システム管理者は、Oracle ILOM によって記録さ
れるシステム管理イベントが正しいタイムスタンプで表示されるように、Oracle ILOM でク
ロック設定を構成するようにしてください。

システム管理者は、Oracle ILOM クロックを NTP サーバーに同期させるか、ホストサーバーの
UTC/GMT タイムゾーンを使用して Oracle ILOM で日付と時間をローカルに手動で構成す
るかを選択できます。

Oracle ILOM クロックの構成プロパティーについては、次の表を参照してください。

表 50 Oracle ILOM クロックの構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/clock
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Date and Time」 > 「Clock Settings | Timezones」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

日付と時間

(datetime=)

なし 「Date」プロパティーに、月、日、および年を入力します。「Time」プロパティーに、時間と
分を入力します。

日付と時間を設定する CLI 構文:

set /SP|CMM/clock datetime=MMDDhhmmYYYY
Timezones

(timezones=)

なし タイムゾーンの略称 (PST、EST など)

「Timezones」プロパティーに、適切なタイムゾーンを入力します。

タイムゾーンを設定する CLI 構文:

set /SP|CMM/clock timezones=3_to_4_characters

Synchronize Time with
NTP Server

(usentpserver=)

Disabled Enabled|Disabled

「disabled」に設定すると、Oracle ILOM クロックが NTP サーバーと同期されませ
ん。「enabled」に設定すると、Oracle ILOM クロックが指定された NTP (Network
Time Protocol) サーバーと同期されます。
注記 -  「enabled」になっている場合は、1 台または 2 台の NTP (Network Time
Protocol) サーバーと同期するように Oracle ILOM クロックを設定できます。

「Synchronize Clock With NTP Server」の CLI 構文:

set /SP|CMM/clock usentpserver=enabled|disabled
NTP Server 1 (2)

(/SP|CMM/clients/

ntp/server/n
address=<address>)

なし Oracle ILOM クロックと同期する 1 台以上の NTP サーバーの IP アドレスまたは
DNS ホスト名を設定します。NTP サーバーを 2 台構成すると、冗長性が提供されま
す。

NTP サーバーのアドレスを設定する CLI 構文:

set /SP|CMM/clients/ntp/server/1 address=<address>

set /SP|CMM/clients/ntp/server/2 address=<address>
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP|CMM/clock
■ Web: 「ILOM Administration」 > 「Date and Time」 > 「Clock Settings | Timezones」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー デフォルト値 説明

Save Button (Web のみ) Web インタフェース – 「Clock Settings」ページおよび「Timezone Settings」ページ
で行われた変更を有効にするには、Oracle ILOM で保存する必要があります。

次を確認するには、Oracle サーバーのドキュメントを参照してください。

■ Oracle ILOM の現在の時間が SP をリブートしても維持されるかどうか。
■ Oracle ILOM の現在の時間をホストのブート時にホストと同期させることができるかどう

か。
■ システムが時間を格納するリアルタイムクロック要素をサポートするかどうか。

ネットワーク接続の問題の推奨される解決策
■ 128 ページの「Web ブラウザのセキュリティー設定の解決」
■ 129 ページの「接続の問題の解決」
■ 130 ページの「スパニングツリー構成についての推奨事項 」
■ 131 ページの「IPv4 および IPv6 の接続をテストする」

Web ブラウザのセキュリティー設定の解決
Oracle ILOM 3.1.0 では、Internet Explorer (IE) 6 ユーザーは 2 つのタスクのうち 1 つを
実行しないと Web インタフェースに接続できません。

■ タスク 1 – ブラウザを IE 7 以降、または同等かより新しい別のブラウザにアップグレードし
ます。
または

■ タスク 2 – Oracle ILOM Web サーバーのプロパティーおよび SSL 証明書と鍵を変更しま
す。操作方法は、次の手順を参照してください。

Internet Explorer 6 をサポートするようにデフォルトの Web サーバー
プロパティーを変更する

Oracle ILOM に付属している事前構成済み Web サーバー自己署名証明書はより強力な暗
号化を使用しており、これは IE 6 ではサポートされていません。
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IE 6 から IE 7 へのアップグレードを考えていないユーザーの場合、IE 6 から Oracle ILOM
Web インタフェースへの接続を許可するように次の手順の Web サーバープロパティーを変更
する必要があります。

始める前に

■ Oracle ILOM で Web サーバープロパティーを変更するには Admin (a) の役割が必要
です。

1. Oracle ILOM SP CLI にログインします。

2. 次を入力して弱い暗号を有効にします。
set /SP|CMM/services/https weak_ciphers=enabled

3. 次を入力してカスタム鍵をアップロードします。
set /SP|CMM/services/https/ssl/custom_key load_uri=<uri_string >

4. 次を入力してカスタム証明書をアップロードします。
set /SP|CMM/services/https/ssl/custom_cert load_uri=<uri_string>

関連情報:
■ 表38「 Web サーバーの構成プロパティー」

接続の問題の解決
Oracle ILOM インタフェースへのネットワーク接続の確立に問題が発生している場合、推奨さ
れる解決策を次の IPv4 および IPv6 の情報で参照してください。

■ 表51「IPv4 接続問題のトラブルシューティング」
■ 表52「IPv6 接続問題のトラブルシューティング」

表 51 IPv4 接続問題のトラブルシューティング

問題 推奨される解決策

ネットワーククライアントか
ら IPv4 を使用して Oracle
ILOM にアクセスできません。

Oracle ILOM Web インタフェースの「Network Settings」ページ、または Oracle ILOM CLI の
/SP/network ターゲットで、「State」の設定が有効になっていることを確認します。IPv4 ネットワークの問
題を診断するための推奨されるほかの方法には、次のものがあります:

■ 物理的な管理ポート (NET MGT) への LAN 接続が確立されていることを確認します。
■ Oracle ILOM の適切なネットワークサービスである SSH、HTTP、または HTTPS が使用可能に

なっていることを確認します。Web インタフェースで、「ILOM Administration」>「Connectivity」
をクリックして、ネットワーク接続設定を検証および変更します。

■ IPv4 Ping や Traceroute などの業界標準のネットワーク診断ツールを使用して、管理対象デバイ
スへのネットワーク接続をテストします。
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問題 推奨される解決策
Web または CLI から ping を実行します。または、サービス Oracle ILOM 制限付きシェルから
traceroute を実行します。

Internet Explorer 6 (IE
6) Web ブラウザを使用して
Oracle ILOM Web インタ
フェースにアクセスできない。

Internet Explorer 6 ユーザーは、Oracle ILOM Web インタフェースで SSL を使用するためにブラウ
ザをアップグレードするか、カスタム証明書および非公開鍵をアップロードする必要があります。

カスタム SSL 証明書をアップロードする手順については、表39「HTTPS Web サーバーの SSL 証明書
および非公開鍵の構成プロパティー」を参照してください。

表 52 IPv6 接続問題のトラブルシューティング

問題 推奨される解決策

IPv6 アドレスを使用して
Oracle ILOM Web インタ
フェースにアクセスできません。

URL 内の IPv6 アドレスが角括弧で囲まれていることを確認します。例: https://[2001:db8:0:0:0:
0:0:0]

IPv6 アドレスを使用してファイ
ルをダウンロードできません。

URL 内の IPv6 アドレスが角括弧で囲まれていることを確認します。例:

load -source tftp://[2001:db8:0:0:0:0:0:0]/desktop.pkg

ネットワーククライアントか
ら IPv6 を使用して Oracle
ILOM にアクセスできません。

別のサブネット上の場合は、次のことを試します:

■ Oracle ILOM が (リンクローカルアドレスだけでなく) 動的または静的アドレスを持つことを確認し
ます。

■ ネットワーククライアントに (リンクローカルアドレスだけでなく) IPv6 アドレスが構成されていることを
確認します。

同じサブネットまたは別のサブネット上の場合は、次のことを試します:

■ Oracle ILOM Web インタフェースの「Network Settings」ページ、または Oracle ILOM CLI の
/SP/network/ipv6 ターゲットで、「IPv6 State」のプロパティーが有効になっていることを確認しま
す。

■ Oracle ILOM の適切なネットワークサービスである SSH、HTTP、または HTTPS が使用可能に
なっていることを確認します。
Web インタフェースで、「ILOM Administration」>「Connectivity」をクリックして、ネットワーク接
続設定を検証および変更します。

■ IPv6 Ping や Traceroute などの業界標準のネットワーク診断ツールを使用して、管理対象デバイ
スへのネットワーク接続をテストします。
Web または CLI から ping6 を実行します。または、サービス Oracle ILOM 制限付きシェルから
traceroute を実行します。

Internet Explorer 6 (IE
6) Web ブラウザを使用して
Oracle ILOM Web インタ
フェースにアクセスできない。

Internet Explorer 6 ユーザーは、Oracle ILOM Web インタフェースで SSL を使用するためにブラウ
ザをアップグレードするか、カスタム証明書および非公開鍵をアップロードする必要があります。

カスタム SSL 証明書をアップロードする手順については、表39「HTTPS Web サーバーの SSL 証明書
および非公開鍵の構成プロパティー」を参照してください。

スパニングツリー構成についての推奨事項
SP ネットワーク管理ポートは、スイッチポートのような動作をするように設計されていないため、
SP ネットワーク管理ポートはスパニングツリーポートファーストなどのスイッチポート機能をサポー
トしていません。



IPv4 および IPv6 の接続をテストする

ネットワークの配備および管理のデフォルト設定の変更 131

スパニングツリーパラメータを構成するときは、次の推奨事項を検討してください。

■ SP ネットワーク管理ポートを隣接するネットワークスイッチに接続するために使用するポート
では、常に SP ネットワーク管理ポートをホストポートとして扱うようにしてください。

■ 隣接するネットワークスイッチに接続するポートのスパニングツリーオプションは、完全に無
効にするか、少なくとも次のパラメータを使用して構成するようにしてください:

スパニングツリーパラメータ 推奨する設定

portfast このインタフェースで、すぐに転送状態に移行できるようにします。

bpdufilter このインタフェースで BPDU を送信または受信しません。

bpduguard このインタフェースで BPDU を受け入れません。

cdp このインタフェースで検出プロトコルを有効にしません。

IPv4 および IPv6 の接続をテストする
Oracle ILOM で構成された IP アドレスおよびゲートウェイアドレスからネットワーク上のデバ
イスにネットワークテストを送信するには、次の手順に従います:

次のいずれかを実行します:

■ CLI:
CLI から ping 接続テストを実行するには、次のいずれかを入力します:

set /SP|CMM/network/test ping=device_ipv4_address_on network

set /SP|CMM/network/test ping6=device_ipv6_address_on network

テストに失敗すると、エラーメッセージが表示されます。一部の Oracle サーバーではテスト
に成功すると成功メッセージが表示されます。

■ Web:
Web から ping 接続テストを実行するには、次を実行します:

a.   「ILOM Administration」>「Connectivity」>「Network」>「Network Tools」の順
にクリックします。

b.   ツールダイアログで、テストの種類を選択し、ネットワーク上のデバイスの IP アドレス
を指定して「Test」をクリックします。

関連情報:
■ 表45「ネットワーク接続の標準構成プロパティー 」
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リモート KVMS コンソールを使用したホストサー
バーのリダイレクション

説明 リンク

Oracle の Sun システムでサポートされるホストサー
バーリダイレクション KVMS コンソールオプションを確
認するには、このセクションを参照してください。

■ 133 ページの「サポートされる Oracle ILOM リモー
ト KVMS コンソール」

Oracle ILOM CLI からホストサーバーへのシリアル
リダイレクションセッションを確立する手順について
は、このセクションを参照してください。

■ 134 ページの「サーバーへのホストシリアルコンソー
ルセッションの確立 」

ストレージイメージファイルをリモート NFS または
SAMBA サーバーからホストサーバーにリダイレクトし
ます。

SPARC M7 または T7 シリーズサーバーの場合、イン
ストール済みの Solaris Miniroot パッケージを管理
します。

■ 139 ページの「ストレージデバイスからホストサーバー
へのイメージファイルのリダイレクト」

■ 143 ページの「SP からホスト (SPARC M7 および
T7) への新しい Solaris Miniroot パッケージのアップ
ロード」

関連情報
■ 「Oracle ILOM リモートシステムコンソールまたは Storage Redirection CLI の使用」
■ 「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの使用」
■ 「Using Remote KVMS Securely」 in 『Oracle ILOM Security Guide Firmware Releases

3.0, 3.1, and 3.2』

サポートされる Oracle ILOM リモート KVMS コンソール
Oracle ILOM には、次のリモート KVMS コンソールのいずれかが付属しています。

■ Oracle ILOM リモートシステムコンソール (元のバージョン) – この Oracle ILOM KVMS
コンソールには、GUI ベースのリモートシステムコンソール機能およびテキストベースのスト
レージリダイレクション CLI 機能が含まれます。これらの Oracle ILOM リモートシステムコ
ンソール機能はどちらも、Oracle ILOM 3.0.x から 3.1.x、または Oracle ILOM 3.1.x か
ら 3.2.1 以降にアップグレードされた Oracle の Sun サーバーすべてで使用できます。
Oracle ILOM リモートシステムコンソールや Oracle ILOM ストレージリダイレクション
CLI 機能の設定方法および使用方法の詳細は、「Oracle ILOM リモートシステムコンソー
ルまたは Storage Redirection CLI の使用」を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGz4002aeb1392373
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMSGz4002aeb1392373
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■ Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラス (以降のバージョン) – この Oracle
ILOM KVMS コンソールには、元のバージョンと同様のグラフィックリモートシステムコン
ソールが含まれますが、ストレージリダイレクション CLI 機能は含まれません。
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは、Oracle ILOM 3.2.1 以降が付属す
るすべての新規リリース Sun システムで使用できます。
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラス機能の設定方法および使用方法の詳細
は、「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの使用」を参照してください。

■ ホスト OS シリアルリダイレクション – Oracle ILOM には、Oracle ILOM リモートシステ
ムコンソールおよびリモートシステムコンソールプラスのシリアルリダイレクションオプション
に加え、Oracle ILOM CLI からホストサーバーオペレーティングシステムへのシリアルリダ
イレクションセッションを起動する機能があります。
Oracle ILOM CLI からホストシリアルリダイレクションセッションを開始または停止す
る方法の詳細は、134 ページの「サーバーへのホストシリアルコンソールセッションの確
立 」を参照してください。

■ ホストストレージリダイレクション – Oracle ILOM のホストストレージリダイレクション機能
では、中央の NFS または SAMBA リポジトリからホストサーバーにストレージイメージをリ
ダイレクトする機能がサポートされています。さらに、Oracle ILOM 3.2.4 ファームウェアリ
リース以降では、システム管理者がホストストレージリダイレクション機能を使用して、サー
バー上の Solaris の現在のバージョンを表示したり、別の Solaris パッケージをホストサー
バーにアップロードすることでホストサーバー上の Solaris イメージを回復したりすることもで
きます。詳細は、139 ページの「ストレージデバイスからホストサーバーへのイメージファイ
ルのリダイレクト」を参照してください。

サーバーへのホストシリアルコンソールセッションの確立
システム管理者は、Oracle ILOM CLI からホストシリアルリダイレクションコンソールセッショ
ンを開始または停止できます。CLI からホストシリアルコンソールセッションを起動および停止
する手順の詳細は、次の手順を参照してください。

■ 134 ページの「シリアルコンソールリダイレクションの開始とホストサーバー OS へのログ
イン」

■ 136 ページの「ホストシリアルコンソールログのプロパティー」

シリアルコンソールリダイレクションの開始とホストサー
バー OS へのログイン
始める前に

■ Oracle ILOM でホストサーバーオペレーティングシステムに対するシリアルリダイレクショ
ンセッションを開始するには、Console (c) 役割が必要です。
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注記 - Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントをサポートする Oracle
の Sun サーバーでは、Oracle ILOM CLI ホストコンソール (HOST/console) セッションの
読み取り/書き込みおよび表示専用モードは、Oracle ILOM リモートシステムコンソール
プラスクライアントウィンドウのシリアル行リダイレクション設定により決まります。たとえば、
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントウィンドウでシリアル行リダ
イレクションのフルコントロールモードが有効になっている場合、すべてのアクティブな CLI
ホストコンソールセッションが強制的に表示専用モードになります。CLI ホストコンソール
セッションで読み取り/書き込みモードを再度取得するには、プライマリ KVMS ユーザーが
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントウィンドウ内のフルコントロー
ルを放棄してから、 (start -f /HOST/console と入力して) セッションを再起動する必要が
あります。

■ 136 ページの「ホストシリアルコンソールログのプロパティー」を確認します。また、
SPARC マルチドメインサーバーについては、表54「SPARC PDomain のホストステータス
履歴ログ 」を参照してください。

■ ホストオペレーティングシステムにアクセスするには、ホストサーバーのユーザー資格が必要
です。ユーザーは、Oracle ILOM からホストリダイレクションセッションを終了する前に、ホ
ストオペレーティングシステムからログアウトするようにしてください。

■ ホストコンソールシリアルリダイレクションセッションは、Oracle ILOM SP CLI から、また
は Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスで使用可能なシリアルリダイレクション
モードを使用して開始できます。

注記 - Solaris ユーザーが Solaris Host Console にアクセスしたり、Solaris Host
Console のメッセージを表示したり、ブートコマンドなどの Solaris Host Console のコマ
ンドを発行したりするには、シリアルリダイレクションを使用する必要があります。Solaris
Host Console にアクセスしたり、Solaris Host Console のメッセージを表示したり、ブー
トコマンドなどの Solaris Host Console のコマンドを発行したりする際は、ビデオリダイレ
クションを使用しないでください。

1. Oracle ILOM SP CLI からホストシリアルリダイレクションコンソールを起動するには、次のい
ずれかを実行します。

■ シングルホストサーバー SP の場合は、次のように入力します。
start /host/console

■ マルチドメイン SPARC サーバー SP の場合は、次のように入力します。
start /Servers/PDomains/PDomain_n/host/console

ユーザー資格を指定するように促すメッセージが表示されます。

2. ホストサーバーのオペレーティングシステムにアクセスするために必要なユーザー資格を入力
します。
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これで、ホストシリアルコンソールを介してホストサーバーのオペレーティングシステムにログイン
しました。

注記 - 標準の Oracle ILOM CLI コマンドを実行するには、最初にホストシリアルコンソールを
終了する必要があります。

3. ホストリダイレクションセッションを終了するには、次を実行します。

a.   ホストサーバーのオペレーティングシステムからログアウトします。

b.   ホストシリアルコンソールと Oracle ILOM 間の接続を終了するには、次のいずれかを実
行します。

■ x86 システムでは、これらのキーを同時に押します: ESC と (

■ SPARC システムでは、 #. を入力します

注記 - ホストにブレークを送信するには、Esc キーを押して大文字の B を入力します。

ホストシリアルコンソールログのプロパティー
Oracle ILOM には、システム管理者が 1) ホストシリアルコンソール履歴ログの表示方法、お
よび 2) ホストシリアルコンソールリダイレクションセッションの終了に使用するエスケープ文字
を構成するためのプロパティーセットが用意されています。これらのプロパティーについては、次
の表 (表53「ホストシリアルコンソールログのプロパティー」 または表54「SPARC PDomain
のホストステータス履歴ログ 」) を参照してください。

注記 - マルチドメインサーバー用の CLI パスは、次の「ホストシリアルコンソールログのプロパ
ティー」の表には指定されていません。これらの種類の SPARC サーバーでは、次の表に示され
ている CLI パスの先頭に /Servers/PDomains/PDomain_n を追加してください。

表 53 ホストシリアルコンソールログのプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/console (または /Servers/PDomain/PDomain_n/Host/console)
■ ユーザーの役割:

logging および escapechars プロパティーを変更するには、Admin (a) の役割が必要です。

line_count、pause_count、および start_from プロパティーを変更するには、Console (c) の役割が必要です。

プロパティー デフォルト値 説明

logging enabled enabled|disabled
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/console (または /Servers/PDomain/PDomain_n/Host/console)
■ ユーザーの役割:

logging および escapechars プロパティーを変更するには、Admin (a) の役割が必要です。

line_count、pause_count、および start_from プロパティーを変更するには、Console (c) の役割が必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
シリアルコンソール履歴ロギングを有効または無効にするには、logging
プロパティーを設定します。logging プロパティーが無効に設定されている
場合、show /HOST/console/history コマンドは次のエラーを返します。

failed. could not get console history

「logging」の CLI 構文:

シングルホストサーバー:

set /HOST/console logging=enabled|disabled

マルチドメインホストサーバー:

set /Servers/PDomain/PDomain_n/HOST/console logging=enabled|
disabled

line_count 0 0 - 2048 の整数

表示するシリアルコンソール履歴ログの行数を指定します。値 0 の場合、
Oracle ILOM は履歴ログ全体を表示します。

「line_count」の CLI 構文:

シングルホストサーバー:

set /HOST/console line_count=0 to 2048

マルチドメインホストサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console line_count=0 to
2048

pause_count 0 0 - 2048 の整数

一度に表示するシリアルコンソール履歴ログの行数を指定します。指定し
た行数が表示されると、Oracle ILOM により続行を求めるプロンプトが
表示されます。

press any key to continue or ???q' to quit

値 0 の場合、Oracle ILOM は一度に履歴ログ全体を表示します。

「pause_count」の CLI 構文:

set /HOST/console pause_count=0 to 2048

start_from end beginning|end

Oracle ILOM にシリアルコンソール履歴ログを先頭から表示するか末尾
から表示するかを指示するには、start_from プロパティーを設定します。

「start_from」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/console (または /Servers/PDomain/PDomain_n/Host/console)
■ ユーザーの役割:

logging および escapechars プロパティーを変更するには、Admin (a) の役割が必要です。

line_count、pause_count、および start_from プロパティーを変更するには、Console (c) の役割が必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
シングルホストサーバー:

set /HOST/console start_from=beginning|end

マルチドメインホストサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console
start_from=beginning|end

escapechars #. コンソールリダイレクションセッションの終了に使用するエスケープ文字を
指定します。

「escapechars」の CLI 構文:

シングルホストサーバー:

set /HOST/console escapechars=characters

マルチドメインホストサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console
escapechars=characters
注記 - escapechars プロパティーは、SPARC システムでのみ使用できま
す。

timestamp no (表示が無効) no (デフォルト_| yes

x86 サーバー SP からのコンソール履歴ログにタイムスタンプエントリを表
示するには、タイムスタンププロパティーを yes に設定します。

「timestamp」の CLI 構文:

set /HOST/console escapechars=yes|no
注記 -

ファームウェアリリース 3.2.5 以降では、timestamp プロパティーは x86
サーバー (Intel および Grantley) でのみ使用できます。

history N/A ホストコンソールのログ履歴を表示します。

「history」の CLI 構文:

シングルサーバー:

show /HOST/console/history

マルチドメインサーバー:

show /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/console/history
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表 54 SPARC PDomain のホストステータス履歴ログ

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ SP CLI: /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/status_history
■ Web: 「Host Management」>「Status History Log」

SPARC マルチドメインサーバーの ILOM 3.2.5 ファームウェアリリース以降で使用可能なステータス履歴ログ。

プロパティー デフォルト値 説明

list N/A SPARC マルチドメインサーバーのホストステータス履歴ログを表示しま
す。

Web: ステータスログ履歴を表示するには、「Status History」ページの
「More details...」リンクをクリックします。

ホストステータス履歴一覧を表示する CLI 構文:

show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST/status_history/list

ストレージデバイスからホストサーバーへのイメージファイルのリダイ
レクト

Oracle ILOM のホストストレージデバイス機能を使用して、1) NFS または SAMBA サーバー
からストレージイメージをマウントし、それを接続されたホストストレージデバイスとしてリダイレク
トするか、2) サービスプロセッサ (SP) 上にインストールされている Oracle Solaris Miniroot
パッケージを管理対象サーバー上のホストで使用できるように SP を構成します。

注記 - ホストストレージデバイス Miniroot モードは、SPARC M7 および T7 シリーズ以降の
サーバーでのみ使用可能です。

NFS または SAMBA リダイレクション構成は、リモート NFS または SAMBA サーバー上に現
在格納されている単一のファイルからサーバーをブートする際に役立ちます。Miniroot リダイレ
クション構成は、Oracle ILOM SP から Oracle Solaris Miniroot パッケージを復元する際
に役立ちます。

Oracle ILOM でのホストストレージデバイスのプロパティーの構成に関する詳細は、次の情報
を参照してください。

■ 140 ページの「ホストストレージデバイスのプロパティーの構成に関する特殊な考慮事
項」

■ 140 ページの「CLI および Web ホストストレージデバイスのプロパティー」
■ 143 ページの「SP からホスト (SPARC M7 および T7) への新しい Solaris Miniroot

パッケージのアップロード」 (SPARC T7 および M7 シリーズ以降のサーバー)
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ホストストレージデバイスのプロパティーの構成に関する
特殊な考慮事項
■ Oracle ILOM のホストストレージデバイス機能は、Oracle ILOM リモートシステムコン

ソールプラスがサポートされているシステムでのみ使用可能です。
■ 任意の Oracle ILOM KVMS ユーザーインタフェースから一度にリダイレクトできるスト

レージイメージは 1 つだけです。たとえば、別の KVMS ストレージのリダイレクトの進行中
に、ストレージイメージファイルをリダイレクトしようとすると、そのあとのストレージリダイレクト
の試行が失敗し、エラーメッセージが表示されます。

■ 「Host Storage Device Miniroot」モードは、SPARC M7 および T7 シリーズ以降のサー
バー用のファームウェアリリース 3.2.5.5 として Oracle ILOM で使用可能です。

■ Oracle ILOM リリース 3.2.4 よりも前では、ホストストレージデバイス機能はリモートデバ
イス機能と呼ばれていました (「Remote Device」->「Remote Control」をクリックして、
Web インタフェースからアクセスできます)。

■ 複数のホスト (ドメイン) を使用した SPARC サーバー構成の場合は、次の「ホストストレー
ジデバイスのプロパティー」表に示した SP CLI ターゲットの前に /Servers/PDomains/
PDomain_n を付ける必要があります。Web インタフェースで、「Domain#」>「Remote
Control」>「Host Storage Device」の順に移動します。

CLI および Web ホストストレージデバイスのプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /SP/services/kvms/remote_virtual_device
■ Web:「Remote Control」>「Host Storage Device」
■ ユーザー役割: リモートデバイスのプロパティーを構成するには、Admin (a) 役割が必要です。現在の設定を表示するには、

Read-Only (o) 役割が必要です。

プロパティー デフォルト値 説明

mode

(mode)

disabled (SP ファー
ムウェア 3.2.4 以前
を使用しているシステ
ムの場合)

miniroot (Solaris
OS イメージが事前
にインストールされ、
SP ファームウェア
3.2.5.5 以降を使
用している新しい
SPARC M7 および
T7 シリーズサーバー
の場合)

disabled |remote|miniroot

「Mode」プロパティーは、ホストストレージデバイスのリダイレクション
動作を制御します。

■ Disabled — 「Disabled」を選択すると、Oracle ILOM でホスト
ストレージのリダイレクションサービスが非アクティブになります。

■ Remote — 「Remote」を選択すると、接続されたホストストレージ
デバイスとしてリモート NSF または SAMBA サーバー上にマウン
トされた仮想ストレージイメージがリダイレクトされます。

■ Miniroot — 「Miniroot」を選択すると、管理対象サーバーに現在
インストールされている事前ロード済みの Solaris Miniroot パッ
ケージを示すように SP が構成されます。SP から管理対象サー
バーに新しい Solaris Miniroot パッケージをアップロードする手
順については、143 ページの「SP からホスト (SPARC M7 お
よび T7) への新しい Solaris Miniroot パッケージのアップロー
ド」を参照してください。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /SP/services/kvms/remote_virtual_device
■ Web:「Remote Control」>「Host Storage Device」
■ ユーザー役割: リモートデバイスのプロパティーを構成するには、Admin (a) 役割が必要です。現在の設定を表示するには、

Read-Only (o) 役割が必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
注記 - 「Miniroot」オプションは、SPARC M7 および T7 シリーズ
以降のサーバーでのみ使用可能です。

CLI Syntax for mode:

シングルサーバー:

set /SP/services/kvms/host_storage_device

mode=[disabled|remote|miniroot]
注記 - 「Miniroot」オプションは、SPARC M7 および T7 サーバーで
のみ使用可能です。

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomains-n/SP/services/kvms/
host_storage_device mode=[disabled|remote| miniroot]

Server URI

(target_URI)

(なし) NFS または Samba URI

「Host Storage Device Mode」が「Remote」に設定されている場
合は、NFS と Samba のいずれかのプロトコルを使用してリモートサー
バー上のイメージの場所を入力します。

■ NFS を使用して URI を入力するには、次の形式を使用しま
す。nfs://server:/path/file
サンプル NFS URI: nfs://198.51.100.2:/export/robert/
biosimage.img

■ Samba を使用して URI を入力するには、次の形式を使用しま
す。smb://server:/path/file または smb://server/path/file
サンプル Samba URI: smb://198.51.100.2/robert/
biosimage.img

「target_URI」の CLI 構文:

シングルサーバー:

set /SP/services/kvms/host_storage_device

target_URI=NFS_or_Samba_URI

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/services/kvms/
host_storage_device target_URI=NFS_or_Samba_URI

SMB User
Name

(username)

(なし) SAMBA サーバーユーザー名

Samba を使用して仮想ストレージデバイスをマウントする場合は、認
証が必要です。

「Host Storage Device Mode」が「Remote」に設定されている場
合は、リモート Samba サーバーのユーザー名を入力します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /SP/services/kvms/remote_virtual_device
■ Web:「Remote Control」>「Host Storage Device」
■ ユーザー役割: リモートデバイスのプロパティーを構成するには、Admin (a) 役割が必要です。現在の設定を表示するには、

Read-Only (o) 役割が必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
「username」の CLI 構文:

シングルサーバー:

set /SP/services/kvms/host_storage_device

username=username

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/services/kvms/
host_storage_device username=username

SMB Password

(password)

(なし) Samba サーバーパスワード

Samba を使用して仮想ストレージデバイスをマウントする場合は、認
証が必要です。

「Host Storage Device Mode」が「Remote」に設定されている場
合は、指定した SMB ユーザー名に関連付けられているパスワードを入
力します。

「password」の CLI 構文:

シングルサーバー:

set /SP/services/kvms/host_storage_device password=password

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n /SP/services/kvms/
host_storage_device password=password

Status

(status)

disabled 読み取り専用の「Status」プロパティーは、リモートデバイスリダイレク
ションサービスの動作状態を示します。「Status」プロパティーの指定
可能な値は、次のとおりです。

■ Connecting – USB 経由でのホストへの転送が終了したか、確
立されていないことを示します。

■ Device not mounted – 仮想ストレージデバイスイメージは正常
にマウントされませんでした。

■ Disabled – リモートデバイスリダイレクトの「Service State」プロ
パティーが「disabled」に設定されています。

■ Internal file error – デバイスのマウント中に、Oracle ILOM で
問題が発生しました。

■ Operational – 仮想ストレージデバイスのリダイレクトが正常に開
始されました。

■ Remote file transfer error – リモートデバイスのデータの転送
中にエラーが発生しました。

■ Remote file configured in URI not found – URI に指定され
たファイルがリモートシステム上で見つかりませんでした。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /SP/services/kvms/remote_virtual_device
■ Web:「Remote Control」>「Host Storage Device」
■ ユーザー役割: リモートデバイスのプロパティーを構成するには、Admin (a) 役割が必要です。現在の設定を表示するには、

Read-Only (o) 役割が必要です。

プロパティー デフォルト値 説明
■ Remote storage is currently connected via KVMS – リモー

トホストストレージデバイスがリモートシステムコンソールプラスに接
続されている場合に、ホストストレージデバイスを使用できません。

■ Remote target not available – 仮想ストレージデバイスイメージ
のパスは無効です。

■ URI not configured – リモートサーバー URI は設定されていま
せん。

■ URI not valid for requested operation – リモートサーバー
URI は無効です。

■ Username or password not configured (Samba のみ) –
ユーザー名またはパスワードが設定されていません。

「status」の CLI 構文:

シングルサーバー:

show /SP/services/kvms/host_storage_device status

マルチドメインサーバー:

show /Servers/PDomains/PDomain-n/SP/services/kvms/
host_storage_device status

SP からホスト (SPARC M7 および T7) への新しい
Solaris Miniroot パッケージのアップロード
管理対象サーバーに現在インストールされている Solaris Miniroot パッケージを管理するに
は、Oracle ILOM の「Miniroot」プロパティーを使用します。たとえば、Oracle ILOM から、
管理対象サーバーにインストールされている Solaris Miniroot パッケージのバージョンを表示
できます。サービスプロセッサ (SP) に新しい Solaris Miniroot パッケージをアップロードし、そ
れをホストサーバーに接続すると、管理対象サーバー上の Solaris Miniroot パッケージを回復
することもできます。

始める前に
■ SP に新しいバージョンの Solaris Miniroot パッケージをロードするには、Admin (a) 役割

が必要です。
■ 1) SPARC M7 シリーズサーバー、2) SPARC T7 シリーズサーバー、3) それ以降の

SPARC シリーズサーバーのいずれかに、Oracle ILOM ファームウェアリリース 3.2.5.5 以
降がインストールされている必要があります。

■ Miniroot 機能は、Solaris Miniroot イメージが事前にインストールされた SPARC サー
バーにのみ適用されます。
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■ ホストサーバーに新しい miniroot.iso ファイルを自動的に接続するには、「Remote
Control」>「Host Storage Device」ページで「Mode」プロパティーを「Miniroot」に設定
する必要があります。

■ Oracle ILOM で「Host Management」>「Keyswitch」プロパティーを「Normal」に設定
する必要があります。それ以外の場合は、「KeySwitch」プロパティーを「Locked」に設定
すると、「Miniroot」ページ上の「Load」ボタンが無効になります。

■ 「System Management Miniroot」プロパティーには、アクティブな SP からアクセスで
きます。ホストストレージリダイレクションモードは、「Host Storage Device」ページ (または
host_storage_device CLI ターゲット) で設定されます。

■ Solaris Miniroot イメージを更新する方法については、Solaris のドキュメントでフォール
バック Miniroot イメージの更新方法に関する手順 (http://idg-base.us.oracle.com/
knn/libraries/E53394/E53394_01/html/E54742/gplct.html) を参照してください。

Oracle ILOM SP の Web インタフェースから Solaris Miniroot パッケージを管理するに
は、次の手順に従います。

注記 - Miniroot CLI プロパティーについては、145 ページの「システム管理 Miniroot のプ
ロパティーの説明」、および 140 ページの「CLI および Web ホストストレージデバイスのプロ
パティー」で説明されている「Mode」プロパティーを参照してください。

1. 管理対象サーバーにインストールされている Solaris Miniroot イメージのバージョンを表示
するには、次の手順を実行します。

■ Oracle ILOM Web インタフェースで、「System Management」>「Miniroot」をクリック
します。
「Miniroot」ページに、管理対象サーバーにインストールされている Solaris Miniroot
パッケージのバージョンが表示されます。

2. SP に新しい Solaris Miniroot パッケージをアップロードし、それを自動的にホストサーバーに
接続するには、次の手順を実行します。

a.   「Remote Control」>「Host Storage Device」ページに移動して、「Mode」プロパ
ティーが「Miniroot」に設定されていることを確認します。
「Remote Control」>「Host Storage Device」ページで「Mode」プロパティーを変更す
る手順については、「More details ...」リンクをクリックします。

b.   SP に新しい Solaris Miniroot パッケージをアップロードし、それを自動的にホストサー
バーに接続するには、次の手順を実行します。

i.   「System Management Miniroot」ページに移動して、「Load Miniroot
Package」ボタンをクリックします。
「Miniroot Update」ページが表示されます。

http://idg-base.us.oracle.com/knn/libraries/E53394/E53394_01/html/E54742/gplct.html
http://idg-base.us.oracle.com/knn/libraries/E53394/E53394_01/html/E54742/gplct.html
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ii.   「Miniroot Update」ページで、次の操作を実行します。

■ 「Local File Browse」ボタンをクリックするか、または新しい Solaris Miniroot
パッケージの場所を示す URL を指定します。

■ 「Upload」をクリックします。
アップロードが完了し、SP をリセットする必要がないことを示す確認メッセージが
表示されます。新しくアップロードされた Solaris miniroot.iso ファイルは、自
動的に管理対象サーバー上のホストに接続されます。

システム管理 Miniroot のプロパティーの説明

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ CLI: /SP/firmware/host/miniroot
■ Web: 「System Management」>「Miniroot」
■ ユーザーの役割: admin (a) (プロパティー変更に必要)

プロパティー 説明

Miniroot Version

(version=)

「Miniroot Version」は、管理対象サーバー上にインストールされている Solaris Miniroot パッケージの
バージョンを識別する読み取り専用のプロパティーです。

CLI でユーザーを作成する場合の構文:

show /SP/firmware/host/miniroot version=

Load Miniroot Package
(ボタン)

(load_uri=)

「Load」ボタンまたは load_uri ターゲットを使用すると、新しい Solaris Miniroot パッケージの場所を指
定できます。

Miniroot パッケージをロードする CLI 構文:

load /SP/firmware/host/miniroot

load_uri=file_transfer_method://host_address/file_path/minroot.iso_filename

ここで、file_transfer_method には TFTP|FTP|SFTP|SCP|HTTP|HTTPS|Paste を含めることができま
す。

各ファイル転送方式の詳細は、46 ページの「サポートされるファイル転送方式」を参照してください。
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Oracle ILOM リモートシステムコンソールまたは
Storage Redirection CLI の使用

注記 - Oracle ILOM リモートシステムコンソールおよび Oracle ILOM Storage
Redirection CLI の機能は、Oracle ILOM 3.0.x から 3.1.x へ、または Oracle ILOM
3.1.x から 3.2.1 以降へアップグレードされた Oracle のシステムすべてで使用できます。

説明 リンク

ホストサーバーの KVMS リダイレクションの
ための GUI ベースの Oracle ILOM リモー
トシステムコンソールの設定および使用につ
いては、これらのセクションを参照してくださ
い。

■ 147 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソール 」
■ 148 ページの「リモートシステムコンソールの初回設定 」
■ 155 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起

動および使用」
■ 157 ページの「リモートシステムコンソールのメニューオプショ

ン、使用時の考慮事項、および切り替えキー 」
■ 160 ページの「国際キーボードのサポート」

テキストベースの Oracle ILOM Storage
Redirection CLI 機能の設定および使用
については、これらのセクションを参照してく
ださい。

■ 161 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI」
■ 161 ページの「Storage Redirection CLI の初回設定」
■ 167 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI の

起動および使用」
■ 172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプ

ション」

関連情報

■ 『Oracle ILOM セキュリティーガイド (3.2.x)』の「リモート KVMS のセキュアな使用法」

Oracle ILOM リモートシステムコンソール
Oracle ILOM リモートシステムコンソールは、Oracle ILOM 3.0.x から 3.1.x へ、または
Oracle ILOM 3.1.x から 3.2.1 以降へアップグレードされた Oracle のシステムすべてで使
用できます。

Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用すると、システム管理者は、キーボード、ビデ
オ、マウス、ストレージなどのホストサーバーシステムデバイスをリモートでリダイレクトできます。
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Oracle ILOM リモートシステムコンソールでは、シリアル行リダイレクションオプションとビデオ
リダイレクションオプションの両方が提供されます。

■ シリアル行リダイレクション (Oracle の SPARC サーバーのみ) — シリアル行リダイレク
ションオプションは、サーバー SP ごとに 1 つのフルコントロールテキストベースコンソール
セッションをサポートします。

■ ビデオリダイレクション (すべての Oracle システム) — ビデオリダイレクションオプション
は、サーバー SP ごとに 1 つまたは複数のフルコントロールグラフィックコンソールセッション
をサポートします。

注記 - Oracle ILOM ファームウェア 3.2.1 以降がインストールされた新しくリリースされた
Oracle サーバーを受け取った場合は、「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの使
用」を参照してください。

Oracle ILOM リモートシステムコンソールの設定または使用の詳細は、次のトピックを参照し
てください。

■ 148 ページの「リモートシステムコンソールの初回設定 」
■ 153 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの

オプションでの設定 」
■ 167 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動および使用」
■ 157 ページの「リモートシステムコンソールのメニューオプション、使用時の考慮事項、お

よび切り替えキー 」

リモートシステムコンソールの初回設定
Oracle ILOM リモートシステムコンソールをはじめて使用するために設定するには、次のトピッ
クを参照してください。

■ 149 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用するための要件」
■ 150 ページの「ローカルクライアントの KVMS 設定の構成」
■ 152 ページの「Windows IE Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java Plug-In の登

録」
■ 152 ページの「Mozilla Firefox Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java Plug-In の

登録」
■ 153 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの

オプションでの設定 」
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Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用するため
の要件
Oracle ILOM リモートシステムコンソールをはじめて使用する前に、次の要件が満たされてい
る必要があります。

表 55 Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用するための要件

設定要件 説明

ファームウェア Oracle ILOM リモートシステムコンソールは、Oracle ILOM 3.0.x または Oracle ILOM 3.1.x で出荷され
たか、Oracle ILOM 3.0.x または Oracle ILOM 3.1.x から Oracle ILOM 3.2.1 以降にアップグレードされ
たすべてのサーバーで使用できます。

KVMS の設定 キーボード、ビデオ、およびマウスのリダイレクション動作に関する SP のローカルクライアントプロパティーを構
成します。

KVMS のデフォルト:

State: Enabled、Mouse Mode: Absolute、Display Quality: YUV420、Lock Mode: Disabled

関連情報:

■ 150 ページの「ローカルクライアントの KVMS 設定の構成」
Java Runtime
Environment

ローカルクライアントシステムに Java Runtime Environment (1.5 以降) がインストールされている必要が
あります。最新の Java Runtime Environment をダウンロードするには、http://java.com にアクセスしてく
ださい。
注記 - サーバー上で Java 7 以前が実行されている場合、Oracle ILOM リモートシステムコンソールでは
TLSv1.1 または TLSv1.2 がサポートされません。SP 上で TLSv1.1 または 1.2 が必要な場合は、Java 8 を
インストールしてください。そうでない場合、Java 7 以前を実行しているときは TLSv1.0 のみを有効にしてくだ
さい。

必要な JDK および
Web ブラウザ

■ IPv4 ネットワークでは、32 ビット JDK が必要です。
■ IPv6 ネットワークでは、JDK170b36 以降が必要です。

サポートされている Web ブラウザについては、35 ページの「Oracle ILOM でサポートされている Web ブラ
ウザ」を参照してください。

ビデオリダイレクション用
の 32 ビット JDK の登
録

ビデオリダイレクション用に Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用する前に、32 ビット JDK Java
Plug-in がローカルクライアントの Web ブラウザに登録されている必要があります。

関連情報:

■ 152 ページの「Windows IE Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java Plug-In の登録」
■ 152 ページの「Mozilla Firefox Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java Plug-In の登録」

ユーザーロールとホスト
サーバーのユーザー資格

■ Oracle ILOM で KVMS サービスの「State」を変更するには、Admin (a) ロールが必要です。
■ Oracle ILOM で KVMS のプロパティー (「State」プロパティーを除く) を変更したり、Oracle ILOM リ

モートシステムコンソールを起動したりするには、Console (c) の役割が必要です。
■ リダイレクトされたホストサーバーにアクセスするには、ホストサーバーユーザー資格が必要です。

ビデオリダイレクションと
シリアルリダイレクション
の使用

Oracle ILOM リモートシステムコンソールを起動すると、ユーザーは次のいずれかのリダイレクション方法を使
用してリモート KVMS セッションを開始できます。

■ シリアルリダイレクション (Oracle SPARC サーバーのみ) – このオプションは、Oracle SPARC サーバー
SP でのみ使用できます。有効にすると、Oracle ILOM にシリアルホストサーバーリダイレクション用のテキ
ストベースコンソールが表示されます。

http://java.com
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設定要件 説明
■ ビデオリダイレクション – このオプションは、Oracle の CMM、x86 サーバー SP、および SPARC サーバー

SP で使用できます。このオプションでは、ビデオがリダイレクトされるホストサーバー用の GUI ベースコン
ソールが表示されます。

必要な TCP/IP 通信
ポート

Oracle ILOM リモートシステムコンソールは、デフォルトで次の TCP/IP 通信ポートを使用します。

■ ポート: 5120 (CD リダイレクション用)
■ ポート: 5123 (フロッピーリダイレクション用)
■ ポート: 5556 (ユーザー認証リダイレクション用)
■ ポート: 7578 (ビデオリダイレクション用)
■ ポート: 7579 (Oracle SPARC サーバーリダイレクション用のみ)

デフォルトのネットワークポートの完全なリストについては、90 ページの「Oracle ILOM で使用するデフォルト
のネットワークポート」を参照してください。

ローカルクライアントの KVMS 設定の構成
1. Oracle ILOM でサーバー SP の KVMS 設定にアクセスするには、次のいずれかを実行しま

す。

■ Oracle シングルサーバー SP システムの場合:
Web - 「Remote Console」 > 「KVMS」 > 「KVMS Settings」の順にクリックします。

CLI – 「show /SP/services/kvms」と入力します

■ Oracle マルチドメイン SP システムの場合:
Web – 「Manage」リストボックスから「Domain」を選択して、「Remote Console」 >
「KVMS」 > 「KVMS Settings」の順にクリックします。

CLI – 「show /Servers/PDomains/PDomain_n/SP/services/kvms」と入力します

2. 必要に応じて次の KVMS プロパティーを変更します。

プロパティー 説明

State

(servicestate=)

リダイレクション用の KVMS サービスの「State」はデフォルトで有効になっていま
す。

Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用するには、この「State」プロパ
ティーが有効になっている必要があります。「State」プロパティーが無効になってい
ると、Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用できません。

「KVMS Service State」の CLI 構文:

■ シングルサーバー SP:
set /SP/services/kvms servicestate=enabled|disabled

■ マルチドメインサーバー SP:
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プロパティー 説明
set Server/Pdomains/PDomain_n/SP/services/kvms
servicestate=enabled|disabled

Mouse Mode

(mousemode=)

下のリストから適切な「Mouse Mode」オプションを設定します。

■ Relative (デフォルト) - リモートホストで Linux OS が実行されている場合は、
このローカル「Mouse Mode」を設定します。

■ Absolute - リモートホストで Windows OS または Solaris が実行されている
場合は、このローカル「Mouse Mode」を設定します。

「KVMS Mouse Mode」の CLI 構文:

■ シングルサーバー SP:
set /SP/services/kvms mousemode=absolute|relative

■ マルチドメインサーバー SP:
set /Servers/Pdomains/PDomain_n/SP/services/kvms mousemode=absolute|
relative

Display Quality

(display_quality=)

下のリストからビデオの適切な「Display Quality」オプションを選択します。

■ YUV420 (初期の出荷時のデフォルト) - この設定を選択すると、高圧縮のカ
ラー画像データスキームが送信され、その結果データ転送レートが最適化されま
す。

■ YUV444 - この設定を選択すると、低圧縮のカラー画像データスキームが送信
され、その結果画像の解像度が高くなります。

■ VQ2 - この設定を選択すると、2 色の端末ディスプレイ出力にもっとも適した低
圧縮のビデオデータスキームが送信されます。

■ VQ4 - この設定を選択すると、4 色の端末ディスプレイ出力にもっとも適した低
圧縮のビデオデータスキームが送信されます。

注記 - 設定した「Display Quality」値は、SP のリブート後も維持されます。した
がって、変更を行うと、初期の出荷時のデフォルト値 (YUV420) は保持されませ
ん。

KVMS の「Display Quality」の CLI 構文:

シングルサーバー SP:

set /SP/services/kvms display_quality=YUV420| YUV444|VQ2|VQ4

マルチドメインサーバー SP:

set /Servers/Pdomains/PDomain_n/SP/services/kvms

display_quality=YUV420|YUV444|VQ2|VQ4

Host Lock Mode

(lockmode=)

ホストロックプロパティーについては、153 ページの「ホストサーバーデスクトップ
をセキュリティー保護するためのロックモードのオプションでの設定 」を参照してくだ
さい。

3. 変更を適用するには、「KVMS Settings」ページで「Save」をクリックします。
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Windows IE Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java
Plug-In の登録

1. Windows クライアントで、Windows エクスプローラ (Internet Explorer ではありません) を
開きます。

2. Windows エクスプローラのダイアログボックスで、「ツール」 > 「フォルダオプション」の順にク
リックし、「ファイルの種類」タブをクリックします。

3. 「ファイルの種類」タブで、次を実行します。

a.   「登録されているファイルの種類」リストで「JNLP」ファイルの種類を選択し、「変更」をク
リックします。

b.   「ファイルを開くプログラムの選択」ダイアログボックスで、「参照」をクリックして 32 ビット
JDK ファイルを選択します。

c.   「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」チェックボックスを
選択します。

d.   「OK」をクリックし、Oracle ILOM リモートシステムコンソールを起動します。
手順については、155 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起動およ
び使用」を参照してください。

Mozilla Firefox Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java
Plug-In の登録

1. Oracle ILOM Web インタフェースから Oracle ILOM リモートシステムコンソールを起動しま
す。
「Remote Console」>「Redirection」の順にクリックします。
「Launch Redirection」ページで、シリアルまたはビデオリダイレクション方法を選択して (表
示された場合)、「Launch Remote System Console」ボタンをクリックします。

注記 - または、Web インタフェースの「Summary」ページにある「Actions」パネルから Oracle
ILOM リモートシステムコンソールにアクセスすることもできます。

「Java Start Web Program」ダイアログが表示されます。

2. 「Java Start Web Program」ダイアログで次を実行します。

a.   「Open with...」をクリックして 32 ビット JDK ファイルの場所を指定します。
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b.   「Do this automatically for files like this from now on」チェックボックスを選択しま
す。

注記 - サイトの名前が証明書にある名前に一致しないことを示す証明書警告メッセージが表示
された場合は、「Run」をクリックして続行します。

「Oracle ILOM Remote System Console」ウィンドウが表示されます。

Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用して KVMS デバイスをリダイレクトする方法
の詳細は、155 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起動および使用」を
参照してください。

ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するため
のロックモードのオプションでの設定
Oracle ILOM には、リモート KVMS セッションが切断されるたびにホストサーバーデスクトッ
プをロックするオプションが用意されています。この機能により、KVMS セッションユーザーがホ
ストサーバーデスクトップからログアウトする前にセッションを閉じると、以降の KVMS セッショ
ンユーザーは確実に、システムへのアクセスを取得するために自分のユーザー資格を入力するよ
う求められます。

ロックモードオプションや、Oracle ILOM でロックモードを構成するための手順については、次
の情報を参照してください。

■ 表56「構成可能なホストサーバーロックオプション 」 構成可能なホストサーバーロックオプ
ション

■ 154 ページの「リモート KVMS セッション切断時のホストのデスクトップのロック」

表 56 構成可能なホストサーバーロックオプション

ロックモードプロパティー値 説明

Windows

(lockmode=windows)

「Windows Lock Mode」設定は、Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行してい
るホストサーバーで構成できます。

ホストロックモードプロパティーを「Windows」に設定すると、Oracle ILOM は Windows オペレー
ティングシステムのデスクトップをロックする標準の Windows キーボードショートカット (Ctrl + Alt
+ Del キー) と連係して機能します。

Custom

(lockmode=custom)

「Custom」ロックモード設定は、Ctrl + Alt + Del キーシーケンスを使用しない Oracle Solaris オ
ペレーティングシステム、Linux ベースのオペレーティングシステム、または Microsoft Windows
オペレーティングシステムを実行しているホストサーバーで構成できます。

Oracle ILOM でホストロックモードプロパティーを「Custom」に設定すると、Oracle ILOM は次
のキーシーケンスを使用したデスクトップのロックをサポートします。

■ Oracle Solaris または Linux ベースのオペレーティングシステムでサポートされているカスタ
ムキーシーケンス。Oracle ILOM で「Custom」ロックモード設定を有効にする前に、ホストオペ
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ロックモードプロパティー値 説明
レーティングシステム上でカスタムキーシーケンスを定義する必要があります。カスタムキーシー
ケンスを作成する手順については、オペレーティングシステムベンダーのドキュメントを参照して
ください。

■ Windows でサポートされているカスタムキーシーケンス (Windows ロゴキー + L キーボード
ショートカットなど)。Oracle ILOM の「Custom」ロックモードオプションでは、デスクトップを
ロックする標準の Windows キーボードショートカット (Ctrl + Alt + Del キー) はサポートされま
せん。

Disabled

(lockmode=disabled)

ホストロックモードプロパティーを「Disabled」 (デフォルト) に設定すると、Oracle ILOM はリモート
KVMS セッションの終了時にホストサーバーのデスクトップを自動的にロックしません。

リモート KVMS セッション切断時のホストのデスクトップのロック

始める前に

■ 「Custom」ロックモード構成の場合は、Oracle ILOM で「Custom」ロックモードオプション
を設定する前に、ホストサーバーのオペレーティングシステム上でカスタムキーシーケンスを
定義する必要があります。

■ Oracle ILOM でホストロックプロパティーを変更するには、Console (c) の役割が必要で
す。

1. 次を実行して、Oracle ILOM でホストロックモードプロパティーの値を設定します。

■ Web -「Remote Control」 > 「KVMS」の順にクリックします。「KVMS Settings」ページ
で、「Lock Mode」リストボックスをクリックして、「Windows」、「Custom」、「Disable」の
いずれかの値を選択します。

■ CLI - 次を入力します。
set /SP/services/kvms lockmode=windows|custom|disabled
ロックモードプロパティーを「Custom」に設定した場合は、手順 2 に進みます。ロックモード
プロパティーを「Custom」に設定せず、かつ Web インタフェースを使用している場合は、
手順 3 に進みます。それ以外の場合、手順はここで終了です。

2. 手順 1 でロックモードプロパティーを「Custom」に設定した場合は、次の手順を実行して、カ
スタムロック修飾子とカスタムロックキーを指定します。

■ Web – 「KVMS Settings」ページで、次を実行します。

a.   「Custom Lock Modifiers」リストボックスをクリックし、ホストサーバー OS に定義
されたカスタムキーシーケンスを選択します。

b.   「Custom Lock Key」リストボックスをクリックし、カスタムロックキーを選択します。

■ CLI - 次を入力します。
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a.   set /SP/services/kvms lockmodifiers=value

b.   set /SP/services/kvms custom_lock_key=value

カスタムロック修飾子に指定できる値: l_alt、r_alt、l_shift、r_shift、l_ctrl、r_ctrl、l_gui、
r_gui

最大 4 個のカスタムロック修飾子値を指定できます。それぞれの修飾子をコンマで区切ること
ができます。

カスタムロックキーに指定できる値: esc、end、tab、ins、del、home、enter、space、break、
backspace、pg_up、pg_down、scrl_lck、sys_rq、 num_plus、num_minus、f1、f2、f3、
f4、f5、f6、f7、f8、f9、f10、f11、f12、a-z、0-9、!、@、#、$、%、^、 &、*、(、)、-、_、=、+、?、|、~、[、
{、]、}、;、:、<、.、>、/

この手順のあとに示す「ホストロック構成の例」を参照してください。

3. 「KVMS Setting」ページで行なったプロパティー変更を適用するには、「Save」をクリックしま
す。

ホストロック構成の例:

ホストサーバーオペレーティングシステムで Shift + Ctrl + Backspace がカスタムロックキー
シーケンスとして定義された場合、次の KVMS ロックプロパティーが Oracle ILOM SP 内で
設定されます。

/SP/services/kvms

Properties:

custom_lock_key = backspace
custom_lock_modifiers = l_shift, l_ctrl

lockmode = custom

mousemode = absolute

servicestate = enabled

Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起動および使用
Web ベースの Oracle ILOM リモートシステムコンソールを起動して使用する手順について
は、次のトピックを参照してください。

■ 156 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起動および使用」
■ 157 ページの「リモートシステムコンソールのメニューオプション、使用時の考慮事項、お

よび切り替えキー 」
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Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起動および
使用
始める前に

■ 表55「Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用するための要件 」 の初回使用時
の要件が満たされていることを確認してください。

■ Oracle ILOM リモートシステムコンソールおよび Oracle ILOM リモートシステムコンソー
ルプラスを使用するには、Console (c) のユーザー役割権限が必要です。

■ 「Remote Control」>「Redirection」ページを開くと、Oracle SPARC サーバー SP の場
合にのみ、シリアルリダイレクションおよびビデオリダイレクションオプションが表示されま
す。Oracle x86 サーバー SP の場合は、ビデオリダイレクションオプションがデフォルトで
使用されます。

■ Solaris ユーザーが Oracle ILOM リモートシステムコンソールで Solaris Host Console
にアクセスしたり、Solaris Host Console メッセージを表示したり、ブートコマンドなどの
Solaris Host Console コマンドを発行したりするには、シリアルリダイレクションモードを使
用する必要があります。Oracle ILOM リモートシステムコンソールのビデオモードリダイレ
クションオプションは、Solaris Host Console にアクセスしたり、Solaris Host Console
メッセージを表示したり、ブートコマンドなどの Solaris Host Console コマンドを発行したり
するために使用してはいけません。

■ Oracle ILOM リモートシステムコンソールとホストデスクトップの間でのキーボードとマウス
の使用を制御するには、160 ページの「キーボードとマウスの制御の切り替えキーシーケン
ス 」を参照してください。

■ ホストサーバーへのリダイレクションセッションを確立したとき、ホストオペレーティングシステ
ムのデスクトップにログインするにはユーザー資格が必要です。

1. Oracle ILOM リモートシステムコンソールを起動するには、次を実行します。

a.   Oracle ILOM Web インタフェースで、「Remote Console」>「Redirection」の順にク
リックします。

注記 - または、SP および CMM のユーザーは「Summary」ページにある「Actions」パネルから
Oracle ILOM リモートシステムコンソールを起動することもできます。

b.   「Launch Redirection」ページで、リダイレクションオプションをクリックし (オプションが
表示された場合)、「Launch Remote Console」ボタンをクリックします。
リダイレクトされたホストサーバーデスクトップが、その現在の状態で表示されます。たとえ
ば、ホストサーバーが電源投入中である場合は、一連のブートメッセージが表示されます。
ホストサーバーオペレーティングシステムが電源投入されている場合は、デスクトップログ
インダイアログが表示されます。ホストサーバーが電源投入されていない場合は、空白の
画面が表示されます。
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2. リダイレクションセッションを停止、再起動、または新しく起動するには、「Redirection」メ
ニューをクリックし、適切なメニューオプションを選択します。
メニューオプションについては、158 ページの「リダイレクションのメニューオプション」を参照
してください。

特別な考慮事項:

■ 1 つのホストサーバー SP から KVMS セッションが起動されると、1 つのリダイレクション
ビューが自動的に表示されます。

■ 複数のリダイレクションビューを表示できるのは、(1) 新しい KVMS セッションが手動で追
加されたときか、または (2) シャーシモニタリングモジュール (CMM) Web インタフェース
から初期の KVMS セッションが起動されたときです。CMM の KVMS セッションでは、
シャーシによって管理される CPU ブレードサーバー SP ごとに 1 つのリダイレクションビュー
が表示されます。

3. デバイスをリダイレクトするには、「Devices」メニューをクリックし、適切なメニューオプションを
選択します。
ストレージメディアをリダイレクトするためのメニューオプションおよび特別な考慮事項について
は、158 ページの「「Devices」メニューのオプション 」を参照してください。

4. キーボードモードおよび送信オプションを設定するには、「Keyboard」メニューをクリックし、適
切なメニューオプションを選択します。
メニューオプションについては、159 ページの「キーボードのメニューオプション」を参照してく
ださい。

5. リモートシステムコンソールを終了するには、「Redirection」メニューで「Quit」をクリックしま
す。

関連情報

■ 149 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用するための要件」
■ 157 ページの「リモートシステムコンソールのメニューオプション、使用時の考慮事項、お

よび切り替えキー 」
■ 153 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの

オプションでの設定 」
■ 161 ページの「Storage Redirection CLI の初回設定」

リモートシステムコンソールのメニューオプション、使用時の考慮事
項、および切り替えキー

Oracle ILOM リモートシステムコンソールのメニューオプション、デバイスリダイレクションに関
する考慮事項、および切り替えキーの使用方法については、次のトピックを参照してください。
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■ 158 ページの「リダイレクションのメニューオプション」
■ 158 ページの「「Devices」メニューのオプション 」
■ 159 ページの「デバイスリダイレクションの使用に関する考慮事項」
■ 159 ページの「キーボードのメニューオプション」
■ 160 ページの「キーボードとマウスの制御の切り替えキーシーケンス 」
■ 160 ページの「国際キーボードのサポート」

リダイレクションのメニューオプション

メニューオプション 説明

Start Redirection (デフォルトで有効) リダイレクションサービスを有効にするには、「Start Redirection」をク
リックします。

このオプションはデフォルトで有効になっているため、Oracle ILOM リ
モートシステムコンソールのダイアログを起動すると、リダイレクションサー
ビスが自動的に起動されます。

Restart Redirection 「Restart Redirection」オプションは、アクティブなキーボード、ビデオ、マ
ウス、およびストレージのリダイレクションを停止してから開始します。

Stop Redirection 「Stop Redirection」オプションは、アクティブなキーボード、ビデオ、マウ
ス、およびストレージのリダイレクションを停止します。

New Session 新しいリダイレクションセッションが現在のタブセットに追加されます。
Delete Session リダイレクションセッションが現在のタブセットから削除されます。

「Devices」メニューのオプション

「Devices」メニューのオプション 説明

Keyboard (デフォルトで有効) ローカルクライアントのキーボードのリダイレクションサービスをオンまた
はオフにするには、「Keyboard」をクリックします。

このオプションはデフォルトで有効になっているため、ローカルクライア
ントのキーボードのリダイレクションサービスは自動的に起動されます。

Mouse (デフォルトで有効) ローカルクライアントのマウスのリダイレクションサービスをオンまたは
オフにするには、「Mouse」をクリックします。

このオプションはデフォルトで有効になっているため、ローカルクライア
ントのマウスのリダイレクションサービスは自動的に起動されます。

CD-ROM ローカル CD デバイスをリモートホストサーバーに直接接続されている
かのように動作させるには、「CD-ROM」をクリックします。

Floppy ローカルフロッピーデバイスをリモートホストサーバーに直接接続されて
いるかのように動作させるには、「Floppy」を選択します。

このオプションは、Oracle SPARC ホストサーバーではサポートされて
いません。
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「Devices」メニューのオプション 説明

CD-ROM Image ローカルクライアントまたはネットワーク共有に格納されている CD-
ROM イメージファイルの場所を指定するには、「CD-ROM Image」を
選択します。

Floppy Image ローカルクライアントまたはネットワーク共有に格納されているフロッ
ピーイメージファイルの場所を指定するには、「Floppy Image」を選択
します。

このオプションは、Oracle SPARC ホストサーバーではサポートされて
いません。

Save as host defaults 選択されている「Devices」メニューオプションをデフォルト設定として
設定するには、「Save as host defaults」をクリックします。

デバイスリダイレクションの使用に関する考慮事項
■ 配布メディア (CD や DVD など) からソフトウェアをインストールする場合は、ローカルクラ

イアントのリダイレクトされたドライブにメディアが挿入されていることを確認します。
■ ISO イメージからソフトウェアをインストールする場合は、ISO イメージがローカルクライアン

トまたはネットワーク共有ファイルシステムに保存されていることを確認します。
■ Oracle Solaris クライアントユーザーは、ストレージデバイスをリダイレクトする前に、次のア

クションを実行する必要があります。
■ ボリュームマネージャーが有効な場合は、この機能を無効にする必要があります。
■ ストレージリダイレクションを開始するには、root としてログインします。

または、ストレージリダイレクションを開始するために、これらのコマンドを入力して、
Oracle ILOM リモートシステムコンソールを実行しているプロセッサに root 権限を割
り当てることもできます。
su to root

ppriv -s +file_dac_read pid_javarconsole

キーボードのメニューオプション

注記 - サポートされているキーボード言語の一覧については、160 ページの「国際キーボード
のサポート」を参照してください。

キーボードのメニューオプション 説明

Auto-Keybreak Mode (デフォルトで有効) キー入力のたびに自動的にキーブレークを送信するには、
「Auto-Keybreak Mode」を選択します。

このオプションは、低速ネットワーク接続でキーボードに関す
る問題を解決する場合に役立ちます。

Stateful Key Locking このオプションは、Xsun を実行する Oracle Solaris また
は OSX に適用されます。
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キーボードのメニューオプション 説明
ローカルクライアントでステートフルキーロックが使用される
場合は、「Stateful Key Locking」を選択します。ステート
フルキーロックは、Caps Lock、Num Lock、および Scroll
Lock の 3 つのロックキーに適用されます。

Left Alt Key このオプションは、Windows クライアントでは使用できませ
ん。

左側の Alt キーをオンまたはオフにするには、「Left Alt
Key」を選択します。

Right Alt Key / Alt Graph Key このオプションは、英語以外のキーボードに適用されます。

右側の Alt キーのオンとオフを切り替えるには、「Right Alt
Key」 (「Alt Graph Key」) をクリックします。

このオプションが選択されている場合は、キーの 3 番目の
キー文字を入力できます。

F10 F10 ファンクションキーを適用するには、「F10」をクリックし
ます。

このオプションは通常、Oracle x86 ホストサーバーの
BIOS 機能に適用されます。

Control Alt Delete Ctrl + Alt + Del シーケンスを送信するには、「Control Alt
Delete」をクリックします。

Control Space キーボード入力を有効にする Ctrl + スペースシーケンスをホ
ストサーバーに送信するには、「Control Space」をクリックし
ます。

Caps Lock ロシア語およびギリシャ語キーボードからの入力を有効にす
る Caps Lock キーをホストサーバーに送信するには、「Caps
Lock」をクリックします。

キーボードとマウスの制御の切り替えキーシーケンス
Oracle ILOM リモートシステムコンソールアプリケーションとローカルクライアントデスクトップ
の間でキーボードとマウスの制御を切り替えるには、次のいずれかの切り替えキーシーケンスを
使用します。

ローカルクライアントデバイス 切り替えキーシーケンス

マウス Alt + M
キーボード Alt + K

国際キーボードのサポート
Oracle ILOM リモートシステムコンソールでは、次の国際キーボード言語レイアウトの使用がサ
ポートされます。
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■ ポルトガル語 (ブラジル)
■ 中国語
■ 繁体字中国語 (台湾)
■ 英語 (アメリカ)
■ エストニア語

■ フランス語
■ ドイツ語
■ イタリア語 (イタリア)
■ 日本語
■ 韓国語

■ スペイン語
■ 日本 (JP) 注: 英語モードのみ。
■ ロシア語
■ トルコ語

Oracle ILOM Storage Redirection CLI
Oracle ILOM Storage Redirection CLI 機能は、Oracle ILOM 3.0.x から 3.1.x に、また
は Oracle ILOM 3.1.x から 3.2.1 以降にアップグレードされたすべての Oracle システムで
使用できます。

Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用すると、システム管理者は、ホストサーバー
システム上のストレージデバイスをリモートでリダイレクトできます。Oracle ILOM Storage
Redirection CLI 機能の設定および使用の詳細は、次のトピックを参照してください。

■ 161 ページの「Storage Redirection CLI の初回設定」
■ 167 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動および使用」

Storage Redirection CLI の初回設定
Oracle ILOM Storage Redirection をはじめて使用するために設定するには、次のトピック
を参照してください。

■ 161 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用するための要件」
■ 162 ページの「Windows IE ブラウザ用の Java Plug-In の登録およびサービスの最

初の起動」
■ 164 ページの「サービスの最初の起動と Mozilla Firefox ブラウザ用の Java Plug-In

の登録」
■ 165 ページの「ストレージリダイレクションクライアントのインストール」
■ 166 ページの「ストレージリダイレクション用のデフォルトのネットワークポート 2121 のオ

プションでの変更」

Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用するため
の要件
Oracle ILOM Storage Redirection CLI をはじめて使用する前に、次の要件が満たされて
いる必要があります。
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表 57 Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用するための要件

設定要件 説明

JRE 1.5 環境 ストレージリダイレクションのサービスおよびクライアントは、ローカルクライアントシステムに Java Runtime
Environment (1.5 以降) をインストールする必要がある Java Web Start アプリケーションです。

最新の Java Runtime Environment (JRE) をダウンロードするには、 http://java.com を参照してくださ
い。

32 ビット JDK Plug-
in の登録と Storage
Redirection サービスの
起動

ストレージリダイレクションサービスは、ローカルにインストールするか、または Oracle ILOM Web インタフェー
スから実行されるように設定する必要があります。

ローカルクライアントの Web ブラウザに 32 ビット JDK Java Plug-In も登録する必要があります。

関連情報:

■ 162 ページの「Windows IE ブラウザ用の Java Plug-In の登録およびサービスの最初の起動」
■ 164 ページの「サービスの最初の起動と Mozilla Firefox ブラウザ用の Java Plug-In の登録」

ストレージリダイレクショ
ンクライアントのインス
トール

ローカルクライアントの Web ブラウザに 32 ビット JDK Plug-In を登録し、ストレージリダイレクションサービス
をはじめて起動したあと、ローカルクライアントシステムにストレージリダイレクションクライアントをインストール
する必要があります。

関連情報:

■ 165 ページの「ストレージリダイレクションクライアントのインストール」
ユーザー役割 Oracle ILOM で Oracle ILOM Storage Redirection CLI を起動して使用するには、Console (c) の役

割が必要です。
必要な TCP/IP 通信
ポート

Oracle ILOM Storage Redirection CLI は、デフォルトでは TCP/IP ポート 2121 を使用してホストサー
バーと通信します。

関連情報:

■ 166 ページの「ストレージリダイレクション用のデフォルトのネットワークポート 2121 のオプションでの変
更」

Windows IE ブラウザ用の Java Plug-In の登録および
サービスの最初の起動
この手順は、(1) Microsoft Windows IE ブラウザに 32 ビット JDK Java Plug-In を登録
し、(2) ストレージリダイレクションサービスをはじめて起動するために実行します。

1. ローカル Windows クライアントで、Windows エクスプローラ (Internet Explorer ではあり
ません) を開きます。

2. Windows エクスプローラのダイアログボックスで、「ツール」 > 「フォルダオプション」の順にク
リックし、「ファイルの種類」タブをクリックします。

3. 「ファイルの種類」タブで、次を実行します。

http://java.com
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a.   「登録されているファイルの種類」リストで「JNLP」ファイルの種類を選択し、「変更」をク
リックします。

b.   「ファイルを開くプログラムの選択」ダイアログボックスで、「参照」をクリックしてローカル
クライアントシステムに格納されている 32 ビット JDK ファイルを選択します。

c.   「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」チェックボックスをオ
ンにします。

d.   「OK」をクリックします。

4. ストレージリダイレクションサービスをはじめて起動するには、Oracle ILOM Web インタフェー
スを開き、「Remote Control」 > 「Redirection」 > 「Launch Service」の順にクリックしま
す。
「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスが表示されます。

5. 「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスで、次のいずれかのオプションを選択して、
ファイルをインストールするか、またはそれを Web インタフェースから実行します。

■ インストール – 「Save to disk」をクリックし、ファイルの格納場所を指定して「OK」をク
リックします。

■ 実行 – 「Open it with」をクリックし、ローカルシステム上の javaws (デフォルト) 32 ビッ
ト JDK ファイルを選択して「OK」をクリックします。ストレージリダイレクションサービスが
実行される前に、「Security Warning」ダイアログボックスが表示されます。

特別な考慮事項:

■ Jnlpgenerator-cli ファイルのインストールではなく実行を選択した場合、後続のユーザー
は Oracle ILOM Storage Redirection CLI コンソールを使用する前に、Oracle ILOM
Web インタフェースからストレージリダイレクションサービスを起動する必要があります。

■ Jnlpgenerator-cli ファイルの実行を選択して、「Always perform this action when
handling this file type」を選択した場合は、以後 Jnlpgenerator-cli ダイアログボック
スは使用できなくなり、デフォルトのストレージネットワークポートは変更できなくなります。し
たがって、今後デフォルトのネットワークポート (2121) を変更する必要がある場合は、この
チェックボックスを有効にするべきではありません。

6. 次のいずれかを実行してストレージリダイレクションサービスを起動します。

■ Jnlpgenerator-cli ファイルがローカルにインストールされている場合:
インストールされている Jnlpgenerator-cli ファイルの場所に続けて javaws rconsole.
jnlp コマンドを入力し、サービスを起動します。

構文例:
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cd jnlp_file_location javaws rconsole.jnlp

■ Jnlpgenerator-cli ファイルを実行するように構成している場合:
「Security Warning」ダイアログボックスで、「Run」 (または「Yes」) をクリックしてサービ
スを起動します。

ストレージリダイレクションサービスの起動に失敗すると、エラー状況を示すエラーメッセージが
表示されます。エラーメッセージが表示されなかった場合は、サービスが起動しており、ユーザー
入力を待機しています。

サービスの最初の起動と Mozilla Firefox ブラウザ用の
Java Plug-In の登録
(1) ストレージリダイレクションサービスをはじめて起動し、(2) Mozilla Firefox Web ブラウザ
に 32 ビット JDK Java plug-in を登録するには、この手順を実行します。

1. Oracle ILOM Web インタフェースからストレージリダイレクションサービスを起動します。
「Remote Control」 > 「Redirection」 > 「Launch Service」の順にクリックします。
Jnlpgenerator-cli ファイルを開くためのダイアログボックスが表示されます。

2. 「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスで、次のいずれかのオプションを選択して、
サービスをローカルにインストールするか、またはサービスを Web インタフェースから実行し
ます。

■ インストール – 「Save to disk」をクリックし、ファイルの格納場所を指定して「OK」をク
リックします。

■ 実行 – 「Open it with」をクリックし、ローカルシステム上の javaws (デフォルト) 32 ビッ
ト JDK ファイルを選択して「OK」をクリックします。ストレージリダイレクションサービスが
実行される前に、「Security Warning」ダイアログボックスが表示されます。

特別な考慮事項:
■ Jnlpgenerator-cli ファイルのインストールではなく実行を選択した場合、後続のユーザー

は Oracle ILOM Storage Redirection CLI コンソールを使用する前に、Oracle ILOM
Web インタフェースからストレージリダイレクションサービスを起動する必要があります。

■ Jnlpgenerator-cli ファイルの実行を選択して、「Always perform this action when
handling this file type」のチェックボックスを選択した場合は、以後 Jnlpgenerator-cli
ダイアログボックスは使用できなくなり、デフォルトのストレージネットワークポートは変更で
きなくなります。したがって、今後デフォルトのネットワークポート (2121) を変更する必要が
ある場合は、このチェックボックスを有効にするべきではありません。

3. 次のいずれかを実行して Storage Redirection サービスを起動します。
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■ Jnlpgenerator-cli ファイルがローカルにインストールされている場合:
インストールされている Jnlpgenerator-cli ファイルの場所に続けて javaws rconsole.
jnlp コマンドを入力し、サービスを起動します。

構文例:
cd jnlp_file_location javaws rconsole.jnlp

■ Jnlpgenerator-cli ファイルを実行するように構成している場合:
「Security Warning」ダイアログボックスで、「Run」 (または「Yes」) をクリックしてサービ
スを起動します。

ストレージリダイレクションサービスの起動に失敗すると、エラー状況を示すエラーメッセージが
表示されます。エラーメッセージが表示されなかった場合は、サービスが起動され、ユーザー入力
を待機しています。

関連情報:

■ 165 ページの「ストレージリダイレクションクライアントのインストール」
■ 166 ページの「ストレージリダイレクション用のデフォルトのネットワークポート 2121 のオ

プションでの変更」

ストレージリダイレクションクライアントのインストール
ローカルクライアントシステムにストレージリダイレクションクライアントをインストールするには、
次の手順を実行します。

注記 - これは、Oracle ILOM Storage Redirection CLI をはじめて使用する前に完了する
必要のある 1 回限りのクライアントインストールです。

始める前に

■ Java Plug-In を登録し、ストレージリダイレクションサービスをはじめて起動するようにして
ください。
手順については、次のいずれかを参照してください。
■ 162 ページの「Windows IE ブラウザ用の Java Plug-In の登録およびサービスの

最初の起動」
■ 164 ページの「サービスの最初の起動と Mozilla Firefox ブラウザ用の Java

Plug-In の登録」。

ストレージリダイレクションクライアントをインストールするには、次の手順を実行します。
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1. Oracle ILOM Web インタフェースで、「Remote Console」>「Redirection」>「Download
Client」の順にクリックします。
「Opening StorageRedir.jar file」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「Opening StorageRedir.jar」ダイアログボックスで、次を実行します。

■ 「Save it to disk」をクリックし、「OK」をクリックします。

■ 「Save As」ダイアログボックスで、StorageRedir.jar ファイルをローカルクライアントシス
テム上の場所に保存します。

関連情報:

■ 166 ページの「ストレージリダイレクション用のデフォルトのネットワークポート 2121 のオ
プションでの変更」

■ 167 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動および使用」

ストレージリダイレクション用のデフォルトのネットワーク
ポート 2121 のオプションでの変更
ストレージリダイレクション用に Oracle ILOM によって使用されるデフォルトのネットワーク
ポート 2121 をオプションで変更するには、次の手順を実行します。

始める前に

■ 次の手順には、Jnlpgenerator-cli ファイルへのアクセスが必要です。

注記 - 以前にストレージリダイレクションサービス用の Jnlpgenerator-cli ファイルを Web
インタフェースから実行するように構成し、以前に「Opening Jnlpgenerator-cli file」ダイ
アログボックスを表示しないように構成した場合は、次の手順を使用してデフォルトのスト
レージリダイレクションネットワークポートを変更できません。

■ Oracle ILOM Web インタフェースからストレージリダイレクションサービスを実行するに
は、Console (c) の役割が必要です。

■ デフォルトのストレージリダイレクションポート番号を変更すると、Oracle ILOM ストレージ
リダイレクションのユーザーは、コマンドウィンドウまたは端末からストレージリダイレクション
の開始、停止、または表示を行うときに必ずデフォルト以外のポート番号を指定する必要が
あります。

デフォルトのストレージリダイレクションネットワークポート 2121 を変更するには、これらの手順
に従います。
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1. Jnlpgenerator-cli ファイルにアクセスするため、次のいずれかを実行します。

■ ストレージリダイレクションサービスの Jnlpgenerator-cli ファイルがインストールされて
いる場合:
テキストエディタを使用して、ローカルに格納されている Jnlpgenerator-cli ファイルを開
きます。

■ ストレージリダイレクションサービスの Jnlpgenerator-cli ファイルを Web インタフェー
スから実行するように設定している場合:

a.   Oracle ILOM Web インタフェースで、「Remote Control」 > 「Redirection」 >
「Launch Service」の順にクリックします。
「Opening Jnlpgenerator-cli file」ダイアログボックスが表示されます。

b.   「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログで、「Save to disk」をクリックし、「OK」
をクリックします。

c.   「Save As」ダイアログで、ファイルを格納する場所を指定して「OK」をクリックします。

d.   テキストエディタを使用して、ローカルクライアントシステム上に格納されている
Jnlpgenerator-cli ファイルを開きます。

2. Jnlpgenerator-cli ファイル内で参照されるポート番号引数を変更し、変更をファイルに保存
します。
ファイルの例:

<application-desc>

<argument>cli</argument>

<argument>2121</argument>

</application-desc>

デフォルトのネットワークポート 2121 を変更し、その変更をローカルに格納されている
Jnlpgenerator-cli ファイルに保存したあと、コマンドウィンドウまたは端末からストレージリダ
イレクションを起動、停止、または表示する場合は、常にデフォルト以外のポート番号を指定す
る必要があります。

Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動および使用
Oracle ILOM Storage Redirection CLI を起動して使用するには、次のトピックを参照して
ください。
■ 168 ページの「Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動およびストレージデバ

イスのリダイレクション」
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■ 172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」
■ 172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション」

Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動およびス
トレージデバイスのリダイレクション
Oracle ILOM Storage Redirection CLI コンソールを起動して使用するには、次の手順を
使用します。

始める前に

■ 表57「Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用するための要件」 の初回使用
時の要件が満たされていることを確認してください。

■ Oracle ILOM リモートシステムコンソールを起動して使用するには、Console (c) の役割
が必要です。

■ シェルモードとストレージリダイレクションコマンドの構文を確認してください。
172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」
172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション」

Storage Redirection CLI を起動し、ストレージデバイスをリダイレクトするには、次の手順を
実行します。

1. ストレージリダイレクションサービスを起動するには、次のいずれかを実行します。

■ Oracle ILOM Web インタフェースからストレージリダイレクションサービスを次のように
実行します。

a.   Oracle ILOM Web インタフェースで、「Remote Control」 > 「Redirection」 >
「Launch Service」の順にクリックします。
「Opening Jnlpgenerator-cli file」ダイアログボックスが表示されます。

b.   「Opening Jnlpgenerator-cli」ダイアログボックスで、「Open it with」をクリックし、
javaws (デフォルト) 32 ビット JDK ファイルを選択して、「OK」をクリックします。

c.   「Security Warning」ダイアログボックスで、「Run」をクリックしてストレージリダイレ
クションサービスを起動します。

d.   ローカルクライアントシステム上でコマンドウィンドウまたは端末を開き、Oracle
ILOM Storage Redirection CLI を起動します。
Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動手順については、手順 2 を参照
してください。
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■ 次のように、コマンドウィンドウから (インストールされている) ストレージリダイレクション
サービスを起動します。

a.   ローカルクライアントシステム上でコマンドウィンドウまたは端末を開きます。
例:

Windows システム:「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」をクリック
し、cmd と入力して「OK」をクリックします。

Oracle Solaris または Linux システム: デスクトップで端末ウィンドウを開きます。

b.   Jnlpgenerator-cli ファイルがインストールされている場所に移動し、javaws
rconsole.jnlp コマンドを実行してサービスを起動します。
例:

cd jnlp_file_location/javaws rconsole.jnlp

2. コマンドウィンドウまたは端末から Storage Redirection CLI コンソールを起動するには、使
用しているシェルモードに応じて次のいずれかの手順を実行します。

シェルモード 説明および手順

対話型シェルモード 対話型モードは、一連の Storage Redirection コマンドを入力する必要がある場合に便利です。

対話型シェルモードを使用して Storage Redirection CLI を起動するには、これらの手順を実行しま
す。

1. コマンド行インタフェースで、cd コマンドを使用して、ストレージリダイレクションクライアント
(StorageRedir.jar) がインストールされているディレクトリに移動します。
例:
cd my_settings/storage_redirect_directory

2. 次のコマンドを入力して、Storage Redirection CLI を起動します。
java -jar StorageRedir.jar

例:
C:\Documents and Settings\redirectstorage java -jar StorageRedir.jar
<storageredir> プロンプトが表示されます。

注記 - Windows を使用している場合は、ターゲットディスクドライブに大文字を指定する必要がありま
す。たとえば、ターゲットディスクドライブに割り当てられた文字が c: であった場合は、c: の代わりに C:
を指定する必要があります。
ヒント - java の前と、-jar の前後にスペースを 1 つだけ入力します。そうしないと、java -jar
StorageRedir.jar コマンドが失敗します。

関連情報:

■ 172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」
非対話型シェルモード 非対話型モードは、バッチ手続きまたはスクリプトを実行する必要がある場合に役立ちます。
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シェルモード 説明および手順
非対話型シェルモードを使用して Storage Redirection CLI コンソールを起動するには、次の手順を
実行します。

1. コマンド行インタフェースで、シェルプロンプト ($) に Storage Redirection CLI を起動するコマ
ンド (java -jar StorageRedir.jar) を入力します。
例:
$ java -jar StorageRedir.jar
注 – JAVA_HOME 環境が構成されていない場合は、Java バイナリへのフルパスを使用しなければ
いけないことがあります。たとえば、JDK パッケージを /home/user_name/jdk の下にインストールし
た場合は、「/home/user_name/jdk/bin/java -jar ...」のように入力します。

2. Storage Redirection CLI の起動に失敗すると、エラー状況を示す詳細なエラーメッセージが表
示されます。それ以外の場合、Storage Redirection CLI はユーザー入力を受け付ける準備がで
きています。

注記 - ローカルのコマンドウィンドウまたは端末からストレージリダイレクションコマンド (-jar
StorageRedir.jar) を発行することによって、複数の Storage Redirection CLI コンソールを起動で
きます。
ヒント - -jar の前後にスペースを 1 つだけ入力します。そうしないと、java -jar StorageRedir.jar
コマンドが失敗します。

関連情報:

■ 172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」
■ 172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション」

3. ストレージリダイレクションサービスが実行されていることを確認するには、次のコマンドを入
力します。
test-service

リダイレクションサービスが成功したか失敗したかを示すメッセージが表示されます。

コマンドの説明とシェルモードの構文については、次のトピックを参照してください。

■ 172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション」
■ 172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」

4. ストレージリダイレクションを起動するには、次の start コマンドに続けて、リダイレクションデバ
イスの種類、デバイスへのパス、リモート SP のユーザー名とパスワード、およびリモート SP の
IP アドレスに関するサブコマンドとプロパティーを入力します。
例:

注記 - 次の例に示されているコマンドは、1 つの連続した文字列として入力するようにしてくだ
さい。

start -r redir_type -t redir_type_path -u remote_username [-s remote_user_password] [-p
non_default_storageredir_port] remote_SP_IP

コマンドの説明とシェルモードの構文については、次のトピックを参照してください。
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■ 172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション」
■ 172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」

5. アクティブなストレージリダイレクションを表示するには、list コマンドに続けて、デフォルト以
外のストレージリダイレクションポート (存在する場合) とリモートホストサーバー SP の IP アド
レスに関するサブコマンドとプロパティーを入力します。
例:
list [-p non_default _storageredir_port] remote_SP

コマンドの説明とシェルモードの構文については、次のトピックを参照してください。

■ 172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション」
■ 172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」

6. ストレージデバイスのリダイレクションを停止するには、stop コマンドに続けて、ストレージデバ
イスの種類、リモート SP のユーザー名とパスワード、ストレージリダイレクションポート、および
リモートホストサーバー SP の IP アドレスに関するコマンドとプロパティーを入力します。
例:
stop -r redir_type -u remote_username [-s remote_user_password] [-p
non_defult_storageredir_port] [-a yes/no] remote_SP

コマンドの説明とシェルモードの構文については、次のトピックを参照してください。

■ 172 ページの「ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション」
■ 172 ページの「対話型および非対話型シェルの構文」

7. コマンド行のヘルプを表示するには、次のコマンドを入力します。
help

コマンドの構文と使用法に関する次の情報が表示されます。

使用法:
list [-p storageredir_port] [remote_SP]

start -r redir_type -t redir_type_path -u remote_username [-s remote_user_password]

[-a yes/no][-p storageredir_port] remote_SP stop -r redir_type -u remote_username [-s

remote_user_password] [-a yes/no] [-p storageredir_port] remote_SP

stop-service [-p storageredir_port]

test-service [-p storageredir_port]

help

version

quit
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対話型および非対話型シェルの構文
これらのモードのいずれかで Storage Redirection コマンドを入力するために必要な構文は、
次のとおりです。

■ 対話型シェルモードの構文
storageredir <command> <command_options> <sub_commands>
<sub_command_options>

■ 非対話型シェルモードの構文
$ java -jar StorageRedir.jar <command> <command_options> <sub_commands>
<sub_command_options>

ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション
■ 表58「ストレージリダイレクションコマンド 」
■ 表59「ストレージリダイレクションコマンドのオプション 」
■ 表60「ストレージリダイレクションサブコマンド 」
■ 表61「ストレージリダイレクションサブコマンドのオプション 」

表 58 ストレージリダイレクションコマンド

コマンド名 説明

java -jar StorageRedir.jar java -jar コマンドは、コマンドウィンドウまたは端末からストレージリダイレクショ
ンクライアント (StorageRedir.jar) を起動するために使用されます。

storageredir storagedir コマンドは、すべてのストレージリダイレクション操作を実行します。

表 59 ストレージリダイレクションコマンドのオプション

オプション名 説明

- h -h コマンドオプションは、コマンド行のヘルプ情報を表示します。

- v -v コマンドオプションは、Java コマンドのバージョン情報を表示します。

表 60 ストレージリダイレクションサブコマンド

サブコマンド名 説明

list list サブコマンドは、1 つまたはすべてのリモート SP で現在アクティブなストレージリダ
イレクションのリストを提供します。

構文の使用例:

storageredir list [-p storageredir_port] [remote_SP]

start start サブコマンドは、ローカルホストとリモートホストサーバーの間の指定されたリダイレ
クションを呼び出します。認証パスワードを入力しないと、システムがパスワードを要求しま
す。
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サブコマンド名 説明
構文の使用例:

storageredir start -r redir_type -t redir_type_path -u remote_username [-s remote_user_password] 
[-p storageredir_port] remote_SP

注記 - リモートサーバーのストレージデバイスのリダイレクションを開始するには、有効な
Admin (a) または Console (c) の役割のアカウントを Oracle ILOM で指定する必要
があります。

stop stop サブコマンドは、ローカルホストとリモートホストサーバーの間の指定されたリダイレク
ションを停止します。認証パスワードを入力しないと、システムがパスワードを要求します。

構文の使用例:

storageredir stop -r redir_type -u remote_username
[-s remote_user_password] [-p storageredir_port] remote_SP

注記 - リモートサーバーのストレージデバイスのリダイレクションを停止するには、有効な
Admin (a) または Console (c) の役割のアカウントを Oracle ILOM で指定する必要
があります。

test-service test-service サブコマンドは、Storage Redirection サービスの接続がローカルホスト
でアクティブになっているかどうかを確認します。

構文の使用例:

storageredir test-service [-p storageredir_port]

stop-service stop-service サブコマンドは、リモートホストサーバーへのストレージリダイレクションサー
ビスの接続を停止します。

構文の使用例:

storageredir stop-service [-p storageredir_port]

表 61 ストレージリダイレクションサブコマンドのオプション
サブコマンドオプション名 説明

-r redir_type -r redir_type は、リダイレクト対象のストレージメディアの種類を識別します。

redir_type の有効なデバイス値は、次のとおりです。

■ CD-ROM デバイス 構文: -r cdrom
■ CD-ROM イメージ: 構文: -r cdrom_img
■ フロッピーデバイス: 構文: -r floppy
■ フロッピーイメージ: 構文: -r floppy_img

-t redir_type_path -t redir_type_path は、ストレージリダイレクションメディアが格納またはマウントされてい
る場所へのフルパスを識別します。

構文の使用例:

-t /home/username/JRC_Test_Images/CDROM.iso

-u remote_username -u remote_username は、Oracle ILOM SP へのログインに必要なユーザー名を識別し
ます。

構文の使用例:

-u john_smith



Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動およびストレージデバイスのリダイレクション

174 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月

サブコマンドオプション名 説明
注記 - Oracle ILOM で有効なユーザーアカウントはすべて、ローカルシステムで
Storage Redirection サービスまたはクライアントをインストールまたは起動できます。た
だし、リモートサーバー上のストレージデバイスのリダイレクションを開始または停止するに
は、有効な Admin (a) または Console (c) の役割が Oracle ILOM で必要です。

-s remote_user_password -s remote_user_password は、Oracle ILOM SP へのログインに必要なパスワードを識
別します。

構文の使用例:

-s my_password

このパスワードサブコマンドがコマンド行で指定されていない場合、システムは自動的に
その入力を要求します。

-s yes/no -s yes/no オプションは、サーバーセキュリティー証明書がストレージリダイレクションサー
ビスによって信頼されない場合、その証明書を受け入れるようストレージリダイレクション
サービスに指示します。このオプションが指定されていないときに証明書が信頼されない
場合、システムは自動的にその入力を要求します。

Oracle ファームウェア 3.2.5.3 の時点では、-s yes/no オプションは Start および Stop
サブコマンドを発行するときに適用されます。

構文の使用例:

-s yes

または

-s no

-p storageredir_port -p storageredir_port は、ローカルホスト上のストレージリダイレクション通信ポートを識別
します。提供されているデフォルトポートは 2121 です。

構文の使用例:

-p 2121



Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの使用 175

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの
使用

注記 -  Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは、Oracle ILOM ファームウェア
3.2.1 以降を標準装備した、すべての新規リリースの Oracle システムで使用できます。

説明 リンク

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの機
能および初回の設定方法については、これらのセク
ションを参照してください。

■ 175 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコン
ソールプラス」

■ 177 ページの「リモートシステムコンソールプラスの初
回設定 」

KVMS の最大セッション数を変更したり、リダイレク
ションセッションの終了時にホストサーバーオペレー
ティングシステムのデスクトップをセキュリティー保護
したりする方法については、これらのセクションを参照
してください。

■ 181 ページの「KVMS の「Maximum Client
Session Count」の変更 (オプション)」

■ 182 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリ
ティー保護するためのロックモードの設定 (オプション)」

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクラ
イアントの起動および使用については、これらのセク
ションを参照してください。

■ 185 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコン
ソールプラスの起動および使用」

■ 189 ページの「リモートシステムコンソールプラスのメ
ニューオプション、使用時の考慮事項、およびサポートさ
れているキーボード」

■ 192 ページの「切り替えボタン、仮想キー、およびス
テータスアイコン 」

関連情報
■ 『Oracle ILOM セキュリティーガイド (3.2.x)』の「リモート KVMS のセキュアな使用法」
■ 「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの使用」

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラス
Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) リモートシステムコンソールプラスは、
Oracle ILOM ファームウェア 3.2.1 以降が標準装備されている新しくリリースされたすべての
Oracle システムで使用できます。Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスには、シス
テム管理者がホストサーバーシステムのキーボード、ビデオ、マウス、およびストレージデバイスを
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リモートでリダイレクトするために使用できる、テキストベースのシリアルコンソールとグラフィック
ベースのビデオコンソールの両方が含まれています。

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは、次のシリアルおよびビデオリダイレクショ
ンオプションをサポートしています。

■ シリアル行リダイレクションセッション (Oracle SPARC サーバーのみ) – シリアル行リダイ
レクションオプションは、サーバー SP ごとにプライマリユーザー用の 1 つのフルコントロール
テキストベースコンソールセッションと、サインインしているその他のすべてのユーザー用の 1
つまたは複数の表示専用テキストベースコンソールセッションをサポートします。
シリアル行リダイレクションセッションの最大数
Oracle ILOM の「Redirection」Web ページから最大で 1 つのフルコントロールシリアル
行リダイレクションセッションを起動できます。Oracle ILOM CLI (start /HOST/Console)
から追加のテキストベースコンソールセッションを起動できます。

注記 - Solaris ユーザーが Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスで Solaris
Host Console にアクセスしたり、Solaris Host Console メッセージを表示したり、ブート
コマンドなどの Solaris Host Console コマンドを発行したりするには、シリアルリダイレ
クションモードを使用する必要があります。Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラ
スのビデオモードリダイレクションオプションは、Solaris Host Console にアクセスした
り、Solaris Host Console メッセージを表示したり、ブートコマンドなどの Solaris Host
Console コマンドを発行したりするために使用してはいけません。

■ ビデオリダイレクションセッション (Oracle x86 および SPARC サーバー) – ビデオリダイレ
クションオプションは、サーバー SP ごとにプライマリユーザー用の 1 つのフルコントロールグ
ラフィックコンソールセッションと、サインインしているその他のすべてのユーザー用の 1 つま
たは複数の表示専用グラフィックコンソールセッションをサポートします。
ビデオリダイレクションセッションの最大数
デフォルトでは、Oracle ILOM の「Remote System Control」>「Redirection」Web
ページから最大 4 つのビデオリダイレクションセッションを起動できます。さらに、ファーム
ウェアリリース 3.2.4 の時点では、KVMS の「Maximum Client Session Count」プロパ
ティーを構成できます。そのプロパティーは、ビデオリダイレクションセッションを表示できる
ユーザーの数を制限するために使用します。「Maximum Client Session Count」プロパ
ティーを変更するには、181 ページの「KVMS の「Maximum Client Session Count」
の変更 (オプション)」を参照してください。

リモートシステムコンソールセッションに付与されるリダイレクション権限

フルコントロールリダイレクション権限は、ビデオまたはシリアル行プライマリユーザーに対して
自動的に有効になります。プライマリユーザーとは、ホストサーバーへのリダイレクションセッショ
ンを最初に起動したユーザーのことです。

表示専用のリダイレクション権限は、プライマリユーザーがリダイレクションセッションを開始した
あとにホストサーバーへのリダイレクションセッションを確立したユーザーに対して自動的に有効
になります。
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プライマリユーザーは、ビデオまたはシリアルセッションウィンドウを終了するか、またはビデオ
セッションウィンドウの「KVMS」メニューで「Relinquish Full-Control」を選択することによっ
て、リダイレクションセッションのフルコントロールを放棄できます。表示専用ユーザーは、セッショ
ンウィンドウを終了して再起動するか、またはビデオセッションウィンドウの「KVMS」メニューか
ら「Take Full-Control」を選択することによって、放棄されたフルコントロールリダイレクション
セッションのフルコントロールを取得できます。

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントを使用するための詳細は、次のト
ピックを参照してください。

■ 177 ページの「リモートシステムコンソールプラスの初回設定 」
■ 182 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの

設定 (オプション)」
■ 185 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動および使用」
■ 189 ページの「リモートシステムコンソールプラスのメニューオプション、使用時の考慮事

項、およびサポートされているキーボード」

注記 - Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは、CLI ストレージリダイレクションクラ
イアントをサポートしていません。

注記 - システムに 3.2.1 より前のファームウェアバージョンが標準装備されていた場合、また
はシステムを Oracle ILOM 3.0.x から 3.1.x 以降にアップグレードした場合は、「Oracle
ILOM リモートシステムコンソールまたは Storage Redirection CLI の使用」を参照してくだ
さい。

リモートシステムコンソールプラスの初回設定
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスをはじめて使用するために設定するには、次
のトピックを参照してください。

■ 177 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するための要件」
■ 180 ページの「ローカルクライアントの KVMS 設定の構成」
■ 181 ページの「KVMS の「Maximum Client Session Count」の変更 (オプション)」
■ 182 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの

設定 (オプション)」

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用す
るための要件
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスをはじめて使用する前に、次の要件が満たさ
れている必要があります。
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■ 表62「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するための要件」

表 62 Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するための要件

設定要件 説明

ファームウェア Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは、Oracle ILOM 3.2.1 以降を標準装備した Oracle サー
バーで使用できます。
キーボード、マウス、およびビデオリダイレクション動作に関する SP ローカルクライアントのプロパティーを構成
します。

KVMS のデフォルト:

KVMS State: Enabled、Mouse Mode: Absolute、Lock Mode: Disabled

関連情報:

■ 180 ページの「ローカルクライアントの KVMS 設定の構成」
■ 182 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの設定 (オプショ

ン)」

KVMS の設定

注記 - 「Absolute」マウスモードは、「Absolute」モードに対するマウスドライバのサポートが含まれていない
Linux ベースのオペレーティングシステムを除く、すべてのホストサーバーオペレーティングシステムに推奨され
ます。この場合、ドライバのサポートがない Linux ベースのシステムでは、「Relative」マウスモードを構成する
ようにしてください。Oracle ILOM ファームウェアバージョン 3.2.2 の時点では、Oracle ILOM の「Mouse
Mode」プロパティーを構成できます。

「Relative」マウスモー
ドを使用した Oracle
Solaris 11 および
Linux オペレーティング
システム用のハードウェ
アマウスポインタ設定

「Relative」マウスモードが使用されているときのマウスポインタの制御を向上させるには、次の手順に従って、
「Acceleration」、「Sensitivity」、および「Threshold」に関するデフォルトのハードウェアマウス設定を変更す
るようにしてください。

手順 1: マウスの制御を向上させる: (Oracle Solaris および Linux OS)

1. ホストサーバーへのリダイレクションセッションを起動します。
詳細は、185 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動および使用」を参照して
ください。

2. ホストサーバーデスクトップにログインし、端末ウィンドウを起動します。
3. 端末ウィンドウで、「xset m 1 1」と入力し、Enter キーを押します。
4. Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスのリダイレクションウィンドウで「Mouse Sync」をクリック

します。

手順 2: マウス設定を永続的にする: (Oracle Solaris および Linux OS)

1. ホスト OS システム上で、「System」>「Preferences」>「Mouse」の順にクリックします。
2. 「Mouse」ダイアログボックスの「General」タブで、「Acceleration」にもっとも遅いパラメータを、

「Sensitivity」にもっとも低いパラメータを、「Threshold」にもっとも小さいパラメータを設定します。

関連情報:

■ 191 ページの「「Preference」メニューのオプション」にある「Bandwidth」と「Low Bandwidth」の使
用時の考慮事項

「Relative」マウスモード
を使用した Windows
オペレーティングシステ
ム用のハードウェアマウ
スポインタ設定

Windows ベースのオペレーティングシステムで「Relative」マウスモードが使用されているときのマウスポイン
タの制御を向上させるには、次の手順に従って、「ポインターの精度を高める」のマウスハードウェアオプション
を無効にします。

1. 「スタート」>「コントロールパネル」>「マウス」の順にクリックします。
2. 「マウスのプロパティ」ダイアログで、「ポインター オプション」タブをクリックします。
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設定要件 説明
3. 「ポインターオプション」タブで、「ポインターの精度を高める」のオプションを無効にして、「OK」をクリックし

ます。
Java Runtime
Environment

ローカルクライアントシステムに Java Runtime Environment (1.6 以降) がインストールされている必要が
あります。最新の Java Runtime Environment をダウンロードするには、http://java.com にアクセスしてく
ださい。
注記 - サーバー上で Java 7 以前が実行されている場合、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスで
は TLSv1.1 または TLSv1.2 がサポートされません。SP 上で TLSv1.1 または 1.2 が必要な場合は、Java 8
をインストールしてください。そうでない場合、Java 7 以前を実行しているときは TLSv1.0 のみを有効にしてく
ださい。

必要な JDK ■ IPv4 ネットワークでは、32 ビットまたは 64 ビット JDK が必要です。
■ IPv6 ネットワークでは、32 ビットまたは 64 ビット JDK170b36 以降が必要です。

ユーザーロールとホスト
サーバーのユーザー資格

■ Oracle ILOM で KVMS サービスの「State」を変更するには、Admin (a) ロールが必要です。
■ Oracle ILOM で KVMS のプロパティー (サービスの「State」プロパティーを除く) を変更したり、Oracle

ILOM リモートシステムコンソールプラスを起動したりするには、Console (c) の役割が必要です。
■ リダイレクトされたホストサーバーオペレーティングシステムデスクトップにアクセスするには、ホストサーバー

ユーザー資格が必要です。
Web ブラウザのサポート サポートされている Web ブラウザの一覧については、35 ページの「Oracle ILOM でサポートされている

Web ブラウザ」を参照してください。
ビデオリダイレクションと
シリアルリダイレクション
の使用

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを起動するとき、ユーザーは、次のいずれかのリダイレクション
方法を使用してリモート KVMS セッションを起動できます。

■ シリアルリダイレクション (Oracle SPARC サーバーのみ) – このオプションは、Oracle SPARC サーバー
SP でのみ使用できます。これが有効になっていると、シリアル行リダイレクションオプションは、プライマリ
ユーザー用のフルコントロールテキストベースコンソールセッションと、現在サーバー SP にサインインしている
その他のすべてのシリアル行ユーザー用の表示専用テキストベースコンソールセッションをサポートします。

■ ビデオリダイレクション – このオプションは、Oracle x86 サーバー SP および SPARC サーバー SP で使
用できます。これが有効になっていると、ビデオリダイレクションオプションは、サーバー SP ごとにプライマリ
ユーザー用のフルコントロール GUI コンソールセッションと、サインインしているその他のユーザー用の表示
専用 GUI コンソールセッションをサポートします。

リダイレクションセッショ
ンの最大数

■ シリアル行リダイレクションセッションの最大数 – Oracle ILOM の「Redirection」ページから SP ごとに
最大で 1 つのシリアル行リダイレクションセッションを起動できます。

■ ビデオリダイレクション – デフォルトでは、Oracle ILOM の「Redirection」ページから SP ごとに最大
4 つのビデオリダイレクションセッションを起動できます。ただし、ビデオセッション中に SP 上のサインイ
ンしているほかのビデオセッションユーザーに機密データが表示されないようにするために、「Maximum
Client Session Count」プロパティーを 1 に設定できます。SP から起動されるビデオセッションの最大
数を変更する方法については、181 ページの「KVMS の「Maximum Client Session Count」の変更
(オプション)」を参照してください。

必要な TCP/IP 通信
ポート

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスは、デフォルトでは次の TCP/IP 通信ポートを使用します。

■ ポート: 5120 (SSL で暗号化されていないストレージメディアリダイレクション用)
■ ポート: 5555 (SSL で暗号化されたストレージメディア、ビデオ、およびユーザー認証リダイレクション用)

デフォルトのネットワークポートの完全なリストについては、90 ページの「Oracle ILOM で使用するデフォルト
のネットワークポート」を参照してください。

キーボードのサポート 192 ページの「国際キーボードのサポート」を参照してください。

http://java.com
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ローカルクライアントの KVMS 設定の構成
始める前に
■ Oracle ILOM で KVM の「State」プロパティーを変更するには、Administrator (a) の役

割権限が有効になっている必要があります。
■ Oracle ILOM で「Host Lock Settings」を変更するには、Console (c) の役割権限が有

効になっている必要があります。
■ 「Mouse Mode」のプロパティーは、ファームウェアリリース 3.2.2 以降の Oracle ILOM で

構成できます。

注記 - Oracle ILOM ファームウェアバージョン 3.2.1 を実行しているサーバーの場合、Oracle
ILOM はホストサーバーのハードウェア構成に基づいて、適用可能なマウスモードを自動的に設
定します。

1. Oracle ILOM でサーバー SP の KVMS 設定にアクセスするには、次を実行します。

■ Web - 「Remote Console」 > 「KVMS」 > 「KVMS Settings」の順にクリックします。

■ CLI - 次を入力します。
show /SP/services/kvms

2. 必要に応じて次の KVMS プロパティーを変更します。

プロパティー デフォルト
値

説明

State

(servicestate=)

Enabled リダイレクション用の KVMS サービスの「State」はデフォルトで有効になっています。

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するには、この「State」プロパティー
が有効になっている必要があります。「State」プロパティーを無効にすると、Oracle ILOM
リモートシステムコンソールプラスを使用できなくなります。

「KVMS Service State」の CLI 構文:

set /SP/services/kvms servicestate=enabled|disabled

Maximum Session Count

(max_session_count=)

4 4 (default) |3|2|1

「Maximum Session Count」プロパティーを使用すると、サーバー SP から起動され
るビデオリダイレクションセッションの表示が許可されたユーザーの数を制御できます。
「Maximum Session Count」プロパティーは、ファームウェアリリース 3.2.4 時点の
Oracle ILOM で使用できます。

構成の詳細は、181 ページの「KVMS の「Maximum Client Session Count」の変更
(オプション)」を参照してください。

Mouse Mode (mousemode=) Absolute Absolute |Relative

Oracle ILOM ファームウェアバージョン 3.2.2 の時点では、Oracle ILOM の「Mouse
Mode」プロパティーはデフォルトで「Absolute」に設定されます。
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プロパティー デフォルト
値

説明

Windows、Oracle Solaris、または「Absolute」マウスモードをサポートするドライバを含む
バージョンの Linux を実行しているすべてのホストサーバーでは、「Absolute」モードが推奨
されます。「Absolute」マウスモードをサポートするマウスドライバを含まない Linux バージョ
ンをリモートホストが実行している場合は、「Relative」マウスモードを使用してください。
注記 - プライマリユーザーが SP でリモートシステムコンソールセッションを開いているとき
にマウスモードが変更された場合、プライマリセッションユーザーが、1) セッションウィンドウ
の「KVMS」メニューを使用してセッションのフルコントロールを放棄 (「Relinquish Full-
Control」) し、セッションのフルコントロールを取得 (「Take Full-Control」) するか、2) セッ
ションウィンドウを終了して再起動するかのいずれかを行うまで、変更は有効になりません。
クライアント上のマウスモードを変更するこれらのアクションを行うと、SP 上のアクティブなス
トレージリダイレクションセッションが停止します。

マウスモード用の CLI 構文

set /SP/services/kvms mousemode=absolute|relative

Host Lock Mode

(lockmode=)

Disabled ホストロックプロパティーを設定する方法の詳細は、182 ページの「ホストサーバーデスク
トップをセキュリティー保護するためのロックモードの設定 (オプション)」を参照してください。

3. 変更を適用するには、「KVMS Settings」ページで「Save」をクリックします。

KVMS の「Maximum Client Session Count」の変更
(オプション)
Oracle ILOM を使用すると、デフォルトでは、「Remote Redirection」Web ページから SP
上で最大 4 つのビデオクライアントセッションを起動できます。オプションで、CLI または Web
インタフェースで KVMS の「Maximum Client Session Count」プロパティーを変更すること
によって、SP 上のビデオクライアントセッションの数を制限できます。詳細は、次の情報を参照
してください。

始める前に

■ Oracle ILOM で KVMS の「Maximum Client Session Count」プロパティーを変更す
るには、Console (c) の役割権限が有効になっている必要があります。

■ プライマリビデオセッションユーザーによって入力された機密情報が SP 上のサインイン
しているほかのビデオセッションユーザーに表示されないようにするには、「Maximum
Client Session Count」プロパティー値を 1 に設定する必要があります。

■ Oracle ILOM で「Maximum Client Session Count」プロパティーをリセットすると、SP
上のアクティブな Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスビデオセッションがすべ
て終了します。

1. 「Maximum Client Session Count」プロパティーを変更するには、望ましい Oracle ILOM
インタフェースの次の手順に従います。
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Oracle ILOM インタ
フェース

手順

Web 1. 「Remote Console」>「KVMS」ページに移動します。
2. 「KVMS」ページで、「Maximum Client Session Count」プロパティー値を変更しま

す。
注記 - クライアントビデオセッションの最小値は 1 です。クライアントビデオセッション
のデフォルトの最大値は 4 です。

3. 「Save」をクリックします。
「Maximum Client Session Count」プロパティーを変更すると SP 上のアクティブな
リモートコンソールビデオセッションがすべて終了することを知らせる警告メッセージが
表示されます。

4. 「Yes」をクリックして続行するか、または「No」をクリックして操作を取り消します。
CLI 1. 次を入力します:

set /SP/services/kvms max_session_count=[1|2|3|4(default)]
「Maximum Client Session Count」プロパティーを変更すると SP 上のアクティブな
リモートコンソールビデオセッションがすべて終了することを知らせる警告メッセージが
表示されます。

2. 「y」と入力して続行するか、または「n」と入力して操作を取り消します。

2. 「Maximum Client Session Count」を変更したあと、「Remote Control」>「Redirection」
Web ページから Oracle ILOM リモートコンソールプラスを再起動します。
詳細は、185 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動および使
用」を参照してください。

ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するため
のロックモードの設定 (オプション)
Oracle ILOM には、リモート KVMS セッションが切断されるたびにホストサーバーデスクトッ
プをロックするオプションが用意されています。この機能により、KVMS セッションユーザーがホ
ストサーバーデスクトップからログアウトする前にセッションを閉じると、以降の KVMS セッショ
ンユーザーは確実に、システムへのアクセスを取得するために自分のユーザー資格を入力するよ
う求められます。

ロックモードオプションや、Oracle ILOM でロックモードを構成するための手順については、次
のトピックを参照してください。
■ 表63「構成可能なホストサーバーロックオプション 」
■ 183 ページの「リモート KVMS セッション切断時のホストのデスクトップのロック」

表 63 構成可能なホストサーバーロックオプション
ロックモードプロパティー設定 説明

Windows 「Windows Lock Mode」設定は、Microsoft Windows オペレーティングシステムを実行してい
るホストサーバーで構成できます。
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ロックモードプロパティー設定 説明
(lockmode=windows) ホストロックモードプロパティーを「Windows」に設定すると、Oracle ILOM は Windows オペレー

ティングシステムのデスクトップをロックする標準の Windows キーボードショートカット (Ctrl + Alt
+ Del) キーと連係して機能します。

Custom

(lockmode=custom)

「Custom」ロックモード設定は、Ctrl+Alt+Del キーシーケンスを使用しない Oracle Solaris オペ
レーティングシステム、Linux ベースのオペレーティングシステム、または Microsoft Windows オ
ペレーティングシステムを実行しているホストサーバーで構成できます。

Oracle ILOM でホストロックモードプロパティーを「Custom」に設定すると、Oracle ILOM は次
のキーシーケンスを使用したデスクトップのロックをサポートします。

■ Oracle Solaris または Linux ベースのオペレーティングシステムでサポートされているカスタ
ムキーシーケンス。Oracle ILOM で「Custom」ロックモード設定を有効にする前に、ホストオペ
レーティングシステム上でカスタムキーシーケンスを定義する必要があります。カスタムキーシー
ケンスを作成する手順については、オペレーティングシステムベンダーのドキュメントを参照して
ください。

■ Windows でサポートされているカスタムキーシーケンス (Windows ロゴキー + L キーボード
ショートカットなど)。Oracle ILOM の「Custom」ロックモード設定では、デスクトップをロックす
る標準の Windows キーボードショートカット (Ctrl + Alt + Del) キーはサポートされません。

Disabled

(lockmode=disabled)

ホストロックモードプロパティーを「Disabled」 (デフォルト) に設定すると、Oracle ILOM はリモート
KVMS セッションの終了時にホストサーバーのデスクトップを自動的にロックしません。

リモート KVMS セッション切断時のホストのデスクトップのロック

始める前に

■ 「Custom」ロックモード構成の場合は、Oracle ILOM で「Custom」ロックモードオプション
を設定する前に、ホストサーバーのオペレーティングシステム上でカスタムキーシーケンスを
定義する必要があります。

■ Oracle ILOM でホストロックプロパティーを変更するには、Console (c) の役割が必要で
す。

1. 次を実行して、Oracle ILOM でホストロックモードプロパティーの値を設定します。

■ Web -「Remote Control」 > 「KVMS」の順にクリックします。「KVMS Settings」ページ
で、「Lock Mode」リストボックスをクリックして、「Windows」、「Custom」、「Disable」の
いずれかの値を選択します。

■ CLI - 次を入力します。
set /SP/services/kvms lockmode=windows|custom|disabled

ロックモードプロパティーを「Custom」に設定した場合は、手順 2 に進みます。ロックモード
プロパティーを「Custom」に設定せず、かつ Web インタフェースを使用している場合は、
手順 3 に進みます。それ以外の場合、手順はここで終了です。

2. 手順 1 でロックモードプロパティーを「Custom」に設定した場合は、次を実行して、カスタム
ロック修飾子とカスタムロックキーを指定します。
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■ Web – 「KVMS Settings」ページで、次を実行します。

a.   「Custom Lock Modifiers」リストボックスをクリックし、ホストサーバー OS に定義
されたカスタムキーシーケンスを選択します。

b.   「Custom Lock Key」リストボックスをクリックし、カスタムロックキーを選択します。

■ CLI - 次を入力します。

a.   set /SP/services/kvms lockmodifiers=value

b.   set /SP/services/kvms custom_lock_key=value

カスタムロック修飾子に指定できる値: l_alt、r_alt、l_shift、r_shift、l_ctrl、r_ctrl、l_gui、
r_gui

最大 4 個のロック修飾子値を指定できます。それぞれの修飾子をコンマで区切ることができま
す。

カスタムロックキーに指定できる値: esc、end、tab、ins、del、home、enter、space、break、
backspace、pg_up、pg_down、scrl_lck、sys_rq、 num_plus、num_minus、f1、f2、f3、
f4、f5、f6、f7、f8、f9、f10、f11、f12、a-z、0-9、!、@、#、$、%、^、 &、*、(、)、-、_、=、+、?、|、~、[、
{、]、}、;、:、<、.、>、/

この手順のあとに示す「ホストロック構成の例」を参照してください。

3. 「KVMS Settings」ページで行なったプロパティー変更を適用するには、「Save」をクリックしま
す。

ホストロック構成の例:

ホストサーバーオペレーティングシステムで Shift + Ctrl + Backspace がカスタムロックキー
シーケンスとして定義された場合、次の KVMS ロックプロパティーが Oracle ILOM SP 内で
設定されます。

/SP/services/kvms

Properties:

custom_lock_key = backspace
custom_lock_modifiers = l_shift, l_ctrl

lockmode = custom

servicestate = enabled
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Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動および使用
Web ベースの Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを起動して使用する手順につ
いては、次のトピックを参照してください。

■ 185 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動および使用」
■ 189 ページの「リモートシステムコンソールプラスのメニューオプション、使用時の考慮事

項、およびサポートされているキーボード」
■ 192 ページの「切り替えボタン、仮想キー、およびステータスアイコン 」

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動お
よび使用
始める前に

■ 表62「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するための要件」 の初回使
用時の要件が満たされていることを確認してください。

■ ストレージドライブデバイス (CD、DVD、フロッピー、USB デバイスなど) は自動的に検出
され、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの「Storage Device」ダイアログ
ボックスに一覧表示されます。ブート可能メディアがドライブ内に検出されない場合は、
「Storage Device」ダイアログボックスに一覧表示されているドライブにロックアイコンが
表示されます。

■ KVMS セッションを起動したあと、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの
「Storage Device」ダイアログボックスにストレージイメージを追加する必要があります。

■ Solaris ユーザーが Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスで Solaris Host
Console にアクセスしたり、Solaris Host Console メッセージを表示したり、ブートコマン
ドなどの Solaris Host Console コマンドを発行したりするには、シリアルリダイレクション
モードを使用する必要があります。Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスのビデ
オモードリダイレクションオプションは、Solaris Host Console にアクセスしたり、Solaris
Host Console メッセージを表示したり、ブートコマンドなどの Solaris Host Console コマ
ンドを発行したりするために使用してはいけません。

■ 次のユーザー資格が必要です。
■ Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するには、Console (c) のユー

ザー役割権限が必要です。
■ Oracle ILOM システムリモートコンソールプラスアプリケーションからストレージメディア

を排他的に制御するには、次のいずれかが必要です。
- Linux クライアントの root 権限。
- Windows クライアントの管理者権限。
- Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを起動する Java
Web Start プログラムの開始時の「Run as Administrator」権限。
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■ リダイレクトされたホストデスクトップにログインするには、ホストサーバーのユーザーアカ
ウントが必要です。

1. Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを起動するには、次を行います。

a.   Oracle ILOM Web インタフェースで、「Remote Control」 > 「Redirection」の順にク
リックします。

注記 - または、「Summary」ページにある「Actions」パネルから Oracle ILOM リモートシステ
ムコンソールプラスを起動することもできます。

b.   「Launch Redirection」ページでリダイレクションオプション (ビデオまたはシリアル) を
選択して、「Launch Redirection Console」をクリックします。

注記 - プライマリユーザーの場合、フルコントロールモードが自動的に有効になります。以降にサ
インインするすべてのセッションユーザーには、表示専用モードが自動的に有効になります。

「Launch Redirection Console」ボタンのクリック後に、Oracle ILOM リモートシステ
ムコンソールプラスのビデオリダイレクション用ウィンドウに、リダイレクトされたホストサー
バーデスクトップの現在の状態が表示されます。例:

■ ホストサーバーの電源が投入されている場合、ブートメッセージのセットが表示されま
す。

■ ホストサーバーオペレーティングシステムの電源を投入すると、ホストデスクトップの
GUI (グラフィカルユーザーインタフェース) 画面が表示されます。

■ ホストサーバーの電源が投入されていない場合、電源切断前の前回のホストコンソー
ル状態のスナップショットが表示されます。たとえば、サーバーの電源切断前にホストロ
グイン画面が表示された場合、KVMS セッションウィンドウにホストログイン画面が表
示されます。この場合、サーバーは実際には電源が切断されており、サーバーの電源が
投入されるまでホストリダイレクションは無効です。

2. 現在のリダイレクションセッションのフルコントロールを取得するか、またはフルコントロールを
放棄するには、「KVMS」メニューの「Take Full-Control」または「Relinquish Full-Control」
をクリックします。

■ Take Full-Control – 表示専用ユーザーは、リダイレクションセッションのフルコントロール
を取得し、既存のプライマリユーザーを強制的に表示専用モードにすることを選択できます。

■ Relinquish Full-Control – プライマリユーザーは、現在のリダイレクションセッションのフ
ルコントロール権限を放棄し、表示専用モードに切り替えることができます。
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注記 - SPARC SP シリアル行ユーザー。KVMS ウィンドウでシリアル行リダイレクションセッ
ションにフルコントロールが適用されると、並列ユーザー CLI ホストコンソールセッション
(/HOST/console) がすべて強制的に表示専用モードになります。CLI ホストコンソールでフ
ルコントロール (読み取り/書き込みモード) を取得するには、次が実行される必要がありま
す。1) プライマリ KVMS ユーザーが KVMS セッションウィンドウでシリアル行リダイレク
ションのフルコントロールを放棄し、かつ 2) ホストコンソールユーザーが CLI コンソールセッ
ションを再起動する必要があります (start -f /HOST/console)。

注記 - SPARC または X86 SP ビデオセッションユーザー。デフォルトでは、Oracle
ILOM の「Redirection」Web ページから最大 4 つのビデオクライアントセッショ
ンを起動できます。SP 上で許可されるビデオセッションの最大数を制限するに
は、181 ページの「KVMS の「Maximum Client Session Count」の変更 (オプショ
ン)」を参照してください。

3. ストレージメディアをリダイレクトするには、次のアクションを実行します。

a.   リダイレクションセッションのフルコントロール権限があることを確認します。ない場合は、
「KVMS」メニューの「Take Full-Control」をクリックします。

注記 - フルコントロール権限を持つプライマリユーザーである場合は、「KVMS」メニューの
「Take Full-Control」のオプションが無効になっています。

b.   「KVMS」メニューの「Storage」をクリックします。
「Storage Device」ダイアログボックスが表示されます。

注記 -  「Storage Device」ダイアログボックスには、Oracle ILOM リモートシステムコンソール
プラスクライアントで検出されたストレージドライブデバイス (CD、DVD、フロッピー、USB デバ
イスなど) が自動的に表示されます。ブート可能メディアがドライブ内に検出されない場合、ドラ
イブ上にロックアイコンが表示されて、1) ドライブが存在すること、および 2) ドライブ内にブー
ト可能メディアが見つからなかったことを示します。

c.   ストレージイメージ (DVD イメージなど) を「Storage Device」ダイアログボックスに追加
するには、「Add」をクリックします。

d.   「Storage Device」ダイアログボックスからストレージメディアをリダイレクトするには、スト
レージメディアを選択して「Connect」をクリックします。
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注記 - ストレージデバイスへのリダイレクション接続を確立するには、Oracle ILOM リモートシ
ステムコンソールプラスアプリケーションはストレージデバイスを排他的に制御できる必要があり
ます。Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスにストレージデバイスへの排他的アクセ
スがない場合、「Unable to open drive exclusively.」というエラーメッセージが表示されま
す。このエラーを解決するには、ストレージデバイスがクライアント上のほかのプロセスまたはア
プリケーションによってアクセス、使用、またはプローブされていないことを確認する必要があり
ます。

注記 - デバイスへの接続が確立されると、「Storage Device」ダイアログボックス内の
「Connect」ボタンのラベルが「Disconnect」に変わります。

e.   「Storage Device」ダイアログボックスからストレージメディアのリダイレクションを停止す
るには、そのメディアを選択し、「Disconnect」をクリックしてから「OK」をクリックしてダイ
アログボックスを閉じます。

f.   「Storage Device」ダイアログボックスからストレージメディアを削除するには、そのスト
レージメディアをクリックしてから「Remove」をクリックします。

g.   「Storage Device」ダイアログボックスから、ストレージメディアをリダイレクトするときの
特別な考慮事項の一覧を表示するには、189 ページの「KVMS のメニューオプショ
ン」にあるストレージメディアの考慮事項または USB メディアの考慮事項を参照してくだ
さい。

4. 仮想キーボードを使用するには、「KVMS」メニューの「Keyboard」をクリックします。
仮想キーボードのメニューオプションの詳細は、189 ページの「KVMS のメニューオプショ
ン」を参照してください。

注記 - 仮想キーボードを使用するには、フルコントロール権限が必要です。

5. 管理対象サーバーのローカルモニターの電源状態を変更するには、「KVMS」メニューの
「Turn Local Monitor On」をクリックするか、または「Turn Local Monitor Off」をクリックし
ます。
ローカルモニターのメニューオプションの詳細は、189 ページの「KVMS のメニューオプショ
ン」を参照してください。

注記 - ローカルモニターの電源を投入または切断するには、フルコントロール権限が必要です。

6. Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを終了するには、「KVMS」メニューの「Exit」
をクリックします。
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関連情報
■ 177 ページの「Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するための要件」
■ 189 ページの「リモートシステムコンソールプラスのメニューオプション、使用時の考慮事

項、およびサポートされているキーボード」
■ 182 ページの「ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの

設定 (オプション)」

リモートシステムコンソールプラスのメニューオプション、使用時の考
慮事項、およびサポートされているキーボード

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスのメニューオプションおよび切り替えキーの使
用方法については、これらのトピックを参照してください。

■ 189 ページの「KVMS のメニューオプション」
■ 191 ページの「「Preference」メニューのオプション」
■ 192 ページの「「Help」メニューのオプション」
■ 192 ページの「国際キーボードのサポート」

KVMS のメニューオプション

メニューオプション 説明

Storage 「Storage」オプションが選択されていると、「Storage Device」ダイアログボックスが表示されます。
 ストレージメディア使用時の考慮事項

■ Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションが、メディアデバイスを排他的に制御
できる必要があります。クライアント上のほかのプロセスまたはアプリケーションは、メディアデバイスを
アクセス、使用、またはプローブできません。メディアデバイスをリダイレクトしようとしているときに、その
メディアデバイスをほかのプロセスまたはアプリケーションが使用している場合、「Unable to open the
drive exclusively」というメッセージが表示されます。その場合、ほかのプロセスが終了するまで待っ
てから、ストレージデバイスのリダイレクトを試みる必要があります。

■ サポートされるストレージメディアには、物理光学式ドライブ (CD/DVD)、物理フロッピードライブ、および
ISO イメージ (シングルセッション DVD ISO を含む) が含まれます。また、USB フロッピードライブおよ
び USB メモリースティックはサポートされます。

■ 物理 (または ISO) CD または DVD の容量はメディアが許可する大きさまでです (CD は最大 600
MB、DVD は 4.7 GB)。フロッピーディスクの容量は 1.44 MB までです。

■ 自動検出されたストレージデバイスのリダイレクションを成功させるには、1) デバイス内にブート可能メ
ディアが存在すること、および 2) リダイレクトされたストレージデバイスを排他的に制御するためのホ
ストクライアント上の管理者 (Windows) または root (Linux) 権限が有効になっていることが必要で
す。

■ リダイレクション中にストレージメディアを物理的に取り出すことはできません。リダイレクトされたメディ
アを変更するには、リダイレクトされたデバイスを切断してから、「Storage Device」ダイアログで別のス
トレージリダイレクションを確立する必要があります。
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メニューオプション 説明
■ Linux クライアントでは、複数の ISO イメージはホストオペレーティングシステム上に自動マウントされ

ません。こうした場合には、リダイレクションの開始時に ISO イメージを手動でマウントし、リダイレクトの
停止時に手動でマウント解除する必要があります。

■ フロッピーディスクを変更する場合、フロッピーを取り出したあと 5 秒以上待ってから新しいフロッピーを
挿入してください。そうしないと、新たに挿入したフロッピーの内容ではなく、取り出したフロッピーの内容
が表示されます。

■ 配布メディア (CD や DVD など) からソフトウェアをインストールする場合は、ローカルクライアントのリ
ダイレクトされたドライブにメディアが挿入されていることを確認してください。

■ ISO DVD イメージからソフトウェアをインストールする場合は、ISO DVD イメージがローカルクライアン
トまたはネットワーク共有ファイルシステムに保存されていることを確認してください。

 USB メディア使用時の考慮事項

■ RHEL 4.8 32 ビットクライアントで 8 GB NTFS メモリースティックをリダイレクトする場合、クライアン
トシステムが 8 GB NTFS メモリースティックの検出とロードにいくらか時間がかかることがあります。

■ Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションが、USB デバイスに対するフルコント
ロールを持っている必要があります。デバイスをリダイレクトしようとしているときに、クライアント上のほか
のプロセスまたはアプリケーションがそのデバイスをアクセス、使用、またはプローブすることはできませ
ん。
たとえば、Windows 7 クライアントで実行されている McAfee Endpoint プロセスや、Oracle
Solaris クライアントで実行されている Hardware Access Layer Daemon (HALD) プロセスなどの
アクティブなプロセスが、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスがストレージデバイスへの排
他的アクセスを取得することを妨げる場合があります。これが発生した場合、Oracle ILOM リモートシ
ステムコンソールプラスがデバイスに排他的にアクセスできるように、ほかのプロセスを無効に (停止) す
ることが必要になる可能性があります。

■ Windows クライアントユーザーは、ローカル USB デバイスのフルコントロールを取得するために管理者
としてログインする必要があります。

■ SLES11SP1 クライアント上で「Storage Device」ダイアログを使用する前に、コマンド行を使用して
USB メモリースティックをマウントするか、または USB メモリースティックのマウントポイントを削除する
ようにしてください。

■ Linux クライアントから USB メモリースティックをリダイレクトする場合、USB メモリースティックはサ
ポートされているブート可能デバイスではありません。

仮想キーボード 「Virtual Keyboard」オプションにより、「Virtual Keyboard」ダイアログボックスが開きます。デ
フォルトでは、仮想キーボードの言語は英語です。言語は「Preference」メニューで変更できます
(191 ページの「「Preference」メニューのオプション」を参照)。

仮想キーボード使用時の考慮事項

■ Lock キーが有効になっていると、Shift、Alt、Ctrl、Context、および Windows の特殊キーが有効にな
ります。特殊キーを解放するには、Lock キーを無効にしてください。

Turn Local Monitor On

- または -

Turn Local Monitor Off

「Turn Local Monitor On」および「Turn Local Monitor Off」オプションは、サーバーに接続されたロー
カルモニターの表示を制御します。デフォルトでは、ローカルモニターオプションは有効 (オン) です。

Take Full-Control

- または -

Relinquish Full-Control

次のオプションは、複数のユーザーによるフルコントロールモードと表示専用モードの切り替えを可能にしま
す。

■ Take Full-Control – 有効な場合、このオプションにより表示専用ユーザーはリモートキーボード、マウ
ス、およびリモートストレージメディア (該当する場合) に対するフルコントロールを取得できます。接続中
の別のプライマリユーザーがいる場合、もう一方のプライマリユーザーは強制的に表示専用モードになり
ます。

■ Relinquish Full-Control – 有効な場合、このオプションによりプライマリユーザーはフルコントロール
モードから表示専用モードに切り替えることができます。
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メニューオプション 説明
注記 - ストレージメディアのリダイレクト中にフルコントロールが放棄されるか、取り上げられると、アクティブ
なストレージメディアリダイレクションセッションおよびキーボードとマウスのセッション制御は自動的に切断さ
れます。

Exit 「Exit」オプションは、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスセッションを閉じます。

「Preference」メニューのオプション

「Preference」メニューのオプション 説明

Mouse Sync on Mode
Change (デフォルトで有効)

「Mouse Sync on Mode Change」は、デフォルトで有効になっています。

有効な (つまりチェックボックスが選択されている) 場合、フルコントロールモードと表示専用モードの切
り替え時に、リモートマウスとローカルマウスが自動的に同期します。

Language 仮想キーボードのデフォルト言語は英語です。

仮想キーボードの言語を変更するには、1) 「Language」リストボックスから別の言語を選択して、2)
「OK」をクリックします。
注記 - 「Language」オプションは、ホストサーバーオペレーティングシステムと Oracle ILOM リモート
システムコンソールプラス (「Preference」メニュー) の両方で一致している必要があります。

Bandwidth デフォルトの「Bandwidth」設定は「Unlimited」です。

「Bandwidth」設定を変更するには、1) 「Bandwidth」リストボックスから別のオプションを選択して
から、2) 「OK」をクリックします。
注記 - 「Bandwidth」オプションは、ローカルサーバーと Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラ
スクライアント間のデータ転送レートに影響を及ぼします。

「Bandwidth」と「Low Bandwidth」の使用に関する考慮事項

■ 「Bandwidth」および「Low Bandwidth」のレートを低くすると、ビデオリダイレクションの品質とマ
ウスの動きの両方が影響を受けます。

■ ホストサーバー上で Matrox ドライバが検出された場合、および「Bandwidth」のデフォルト値が
変更された場合は、「Low Bandwidth」のデフォルト値を変更する必要はありません。

■ ホストサーバー上で Matrox グラフィックドライバが検出されない場合、および「Bandwidth」の
レートが「Unlimited」以外の値に変更された場合は、マウスの動きに関する問題を解決するため
に、「Low Bandwidth」のデフォルト値を 3 bpp (bits per pixel) または 8 bpp のいずれかに
変更する必要があります。

Low Bandwidth 注: 「Low Bandwidth」の「Preference」メニューオプションは、グラフィックモードでのみ使用可能で
す。

デフォルトの「Low Bandwidth」設定は「16 bpp」です。

「Low Bandwidth」設定を変更するには、1) 「Low Bandwidth」リストボックスから別のオプション
を選択してから、2) 「OK」をクリックします。

Global Logging 「Console」および「Log File」が、デフォルトの「Global Logging」設定です。このデフォルトオプショ
ンが有効な場合、イベントメッセージは直接 Java Console および Console Log File に出力されま
す。

「Global Logging」ターゲットを変更するには、1) 「Global Logging」リストボックスから別のオプショ
ンを選択して、2) 「OK」をクリックします。
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「Preference」メニューのオプション 説明
注記 - 「None」を選択すると、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスのイベントロギングが
無効になります。

Logging Level 「Error」が、デフォルトの「Logging Level」設定です。

「Error」の「Logging Level」では最高レベルの報告されたエラーだけが表示され、ログファイル内に
生成されるイベントメッセージの数は最小になります。「Debug」の「Logging Level」ではすべてのイ
ベントが収集され、ログファイル内に生成されるイベントメッセージの数は最大になります。

「Logging Level」オプションを変更するには、1) 「Logging Level」リストボックスから別のオプショ
ンを選択して、2) 「OK」をクリックします。

Console Log File Console Log File は、デフォルトでホームディレクトリに保存されます。

「Browse」ボタンをクリックしてログファイルの保存場所を変更して、「Preference」ダイアログボック
スの「OK」をクリックします。

「Help」メニューのオプション

「Help」メニューのオプション 説明

Performance 「Help」メニューの「Performance」オプションは、直前の 10 ビデオリダイレクションフレーム (毎秒)
を表示します。

About 「Help」メニューの「About」オプションでは、現在の Java バージョンおよび Oracle ILOM リモートシ
ステムコンソールプラスクライアントの著作権日付が表示されます。

国際キーボードのサポート
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスでは、次の国際キーボード言語レイアウトの使
用がサポートされます。

■ デンマーク語 (デン
マーク語)

■ オランダ語 (NL)
■ ベルギーオランダ語

(NL)
■ 英語 (アメリカ)
■ フィンランド語 (FI)

■ フランス語 (FR)
■ ベルギーフランス語

(FR)
■ ドイツ語 (DE)
■ ドイツ語 (スイス)
■ イタリア語 (イタリア)

■ 日本 (JP) 注: 英語モー
ドのみ。

■ ノルウェー語 (NO)
■ ポルトガル語 (PT)
■ スペイン語 (ES)
■ スウェーデン語 (SV)

■ トルコ語 - F (TR)
■ トルコ語 - Q (TR)
■ イギリス (EN)

切り替えボタン、仮想キー、およびステータスアイコン
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの切り替えボタン、仮想キー、およびステータス
アイコンについては、次の表を参照してください。
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項目 説明

「Mouse Sync」ボタン Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントウィンドウに表示される「Mouse Sync」ボタン
で、ローカルおよびリモートのマウスポインタを手動で同期できます。
注記 -  KVMS の完全な制御を取得した場合は、マウスポインタを同期する必要はありません。

仮想キー Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントウィンドウに、次の仮想キーが表示されます。
KVMS セッション中、これらの仮想キーはキーボード上のキーと同じ動作を提供します。

■ 「L Ctl」 – スペースバーの左側の Ctrl キー
■ 「L Win」 – スペースバーの左側の Windows キー
■ 「L Alt」 – スペースバーの左側の Alt キー
■ 「R Alt」 – スペースバーの右側の Alt キー
■ 「R Win」 – スペースバーの右側の Windows キー
■ 「R Ctl」 – スペースバーの右側の Ctrl キー
■ 「Context」 – キーボードの Menu キー
■ 「Lock」 – キーボードの Caps Lock キー
■ 「Ctrl+Alt+Del」 – キーボードの Ctrll キー、Alt キー、および Delete キーの押下

ステータスアイコン 次のリダイレクションステータスアイコンが、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントウィン
ドウに表示されます。

■ キーボードとマウスの組み合わせアイコン – キーボードリダイレクションのステータスを表示します。強調表示
されたアイコン – ON、グレー表示のアイコン – OFF、赤いアイコン – Error

■ ストレージアイコン – ストレージリダイレクションのステータスを表示します。強調表示されたアイコン – ON、
グレー表示のアイコン – OFF、赤いアイコン – Error

■ モニターアイコン – モニターリダイレクションのステータスを表示します。強調表示されたアイコン – ON、グ
レー表示のアイコン – OFF

ストレージドライブデバイ
ス上のロックアイコン

Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスクライアントのストレージドライブは、自動的に検出されて
「Storage Device」ダイアログボックスにリスト表示されます。ブート可能メディアがドライブ内に検出されない
場合、「Storage Device」ダイアログボックスにリスト表示されるドライブにロックアイコンが表示されます。
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ホストサーバー管理操作の構成

説明 リンク

CMM および SP のホスト電源制御に関する構成可能な
プロパティーについては、このセクションを参照してくださ
い。

■ 196 ページの「サーバーまたはブレードシステム
シャーシへのホスト電源の制御 」

SP の構成可能な診断プロパティーについては、このセク
ションを参照してください。

■ 197 ページの「実行する診断テストの設定」

x86 SP の次回のブートデバイスに関する構成可能なプ
ロパティーについては、このセクションを参照してください。

■ 204 ページの「x86 ホストサーバーの次回のブー
トデバイスの設定」

SPARC SP のホスト制御に関するプロパティーについて
は、このセクションを参照してください。

■ 207 ページの「SPARC ホストサーバーでのブー
ト動作の設定」

SPARC SP の OpenBoot および LDom に関する構成
可能なブートモードプロパティーについては、このセクション
を参照してください。

■ 210 ページの「SPARC ホストブートモードのオー
バーライド」

検証済みブートプロパティーを設定する方法については、
このセクションを参照してください。

■ 212 ページの「SPARC 検証済みブートプロパ
ティーの構成」

SPARC SP のホストドメインに関する構成可能なブートプ
ロパティー、および現在設定されている LDom 構成の一
覧については、このセクションを参照してください。

■ 214 ページの「SPARC ホストドメインの管理」

SPARC SP のホストキースイッチ状態に関する構成可能
なプロパティー値については、このセクションを参照してく
ださい。

■ 216 ページの「SPARC ホストキースイッチ状態
の設定 」

SPARC SP のホスト TPM 状態に関する構成可能なプ
ロパティー値については、このセクションを参照してくださ
い。

■ 217 ページの「SPARC ホスト TPM 状態の設
定 」

SPARC SP のエラー時のホスト状態収集に関する構成
可能なプロパティー値については、このセクションを参照し
てください。

■ 219 ページの「SPARC ホスト状態収集の設定」

SPARC ホスト入出力再構成プロパティー値については、
このセクションを参照してください。

■ 221 ページの「SPARC ホスト入出力再構成ポ
リシーの管理」

PDomain および DCU へのホスト割り当てを表示した
り、SPM および SPP のフェイルオーバー動作を管理した
りする手順については、このセクションを参照してくださ
い。

■ 222 ページの「SPARC PDomain および DCU
割り当ての管理」

ホスト出力を背面 VGA ポートにリダイレクトする方法に
ついては、このセクションを参照してください。

■ 229 ページの「ホスト出力の背面 VGA ポートへ
のリダイレクト 」
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関連情報
■ 「x86 BIOS 構成パラメータの保守」

サーバーまたはブレードシステムシャーシへのホスト電源の制御
Oracle ILOM には、システム管理者がホストサーバーまたはブレードシャーシシステムの電源
状態を制御するために使用できる一連のパラメータが用意されています。

システム管理者は、Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースから電源制御コマンド
を発行できます。各電源制御コマンドの詳細は、次の表を参照してください。

注記 - Oracle マルチドメインサーバーシステムの場合は、個々のサーバードメインの電源状態を
制御できます。

表 64 ホスト管理対象デバイス用のリモート電源制御コマンド

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: [command] /System (またはマルチドメインサーバーの場合: [command] /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST)
■ Web: 「Host Management」>「Power Control」
■ ユーザー役割: Admin (a) の役割

要件:

■ Web インタフェースで選択した電源オプションを適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

Web CLI 該当する対象: 説明

Reset ■ x86 SP: reset /System
■ SPARC: reset -

force /System

■ 任意の管理対象
サーバー

「Reset」は、システムコンポーネント (ディスクドライブ
など) に適用される電源を維持しながら管理対象サー
バーの電源を再投入することを表明するために使用し
ます。

Graceful Reset ■ reset /System ■ SPARC 管理対象
サーバーのみ

「Graceful Reset」は、ホストオペレーティングシステ
ムを正常にシャットダウンしてから管理対象サーバーの
電源を再投入するために使用します。

Immediate
Power Off

■ stop -force /System ■ 任意の管理対象
サーバーまたはブレー
ドシステムシャーシ

「Immediate Power Off」は、管理対象デバイスへの
電源を直接停止するために使用します。

Graceful
Shutdown and
Power Off

■ stop /System ■ 任意の管理対象
サーバーまたはブレー
ドシステムシャーシ

「Graceful Shutdown and Power Off」は、管理対
象デバイスへの電源を停止する前にホストオペレー
ティングシステムを正常にシャットダウンするために使
用します。

Power On ■ start /System ■ 任意の管理対象
サーバーまたはブレー
ドシステムシャーシ

「Power On」は、管理対象デバイスの電源を完全に
投入するために使用します。

Power Cycle ■ stop /System

■ start /System

■ 任意の管理対象
サーバー

「Power Cycle」は、すべてのシステムコンポーネント
へのシステム電源を切断してから、すべてのシステム
コンポーネントの電源を完全に投入するために使用し
ます。
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関連情報
■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in

『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

実行する診断テストの設定
Oracle ILOM には、システム管理者が起動時にシステム診断テストを実行するかどうかを制
御するために使用できる一連のサーバー固有の診断プロパティーが用意されています。これら
の診断プロパティーは、Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースから構成できます。
これらのプロパティーの詳細は、次の表を参照してください。

■ 表65「x86 サーバー SP の診断プロパティー 」 x86 サーバー SP の診断プロパティー
■ 表66「 レガシー SPARC システム (M6、M5、T5、およびそれ以前) のホスト診断プロパ

ティー」 レガシー SPARC システム (M6、M5、T5、およびそれ以前) のホスト診断プロパ
ティー

■ 表67「 新しい SPARC システム (M7、T7、およびそれ以降) のホスト診断プロパティー」
新しい SPARC システム (M7、T7、およびそれ以降) のホスト診断プロパティー

■ 表68「新しい SPARC システム (M7、T7、およびそれ以降) の SP 診断プロパティー」 新
しい SPARC システム (M7、T7、およびそれ以降) の SP 診断プロパティー

表 65 x86 サーバー SP の診断プロパティー
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

Run Diagnostics on Boot

(diag state=disabled |enabled |
extended|manual)

Disabled Disabled| Enabled |Extended |Manual

■ Disabled – x86 サーバーの電源投入時に PC-Check 診断テストが実
行されません。

■ Enabled - x86 サーバーの電源投入時に基本的な PC-Check 診断テ
ストが実行され、完了するまでに約 3 分かかります。

■ Extended - x86 サーバーの電源投入時に拡張 PC-Check 診断テスト
が実行され、完了するまでに約 20 分かかります。

■ Manual - サーバーの電源リセット時に PC-Check 診断テストがマニュ
アルモードで実行されます。サーバーの電源投入時に PC-Check 診断テ
ストのメニューが表示され、テストを手動で有効にすることができます。

「Diagnostics on Boot State」の CLI 構文:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
set /HOST/diag state=disabled|enabled|extended|manual

Generate NMI button

(generate_host_nmi=true)

値なし このオプションを有効にすると、ホストオペレーティングシステムにマスク不可
能割り込みが送信されます。
注記 - ホストオペレーティングシステムの構成によっては、このアクションに
よってオペレーティングシステムがクラッシュしたり、応答を停止したり、外部
デバッガ入力を待機したりすることがあります。

「Generate NMI」の CLI 構文:

set /HOST/generate_host_nmi=true

表 66 レガシー SPARC システム (M6、M5、T5、およびそれ以前) のホスト診断プロパティー
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/diag (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/Host/diag)
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

Trigger

(trigger=error-reset| hw-change|
power-on-resets)

HW-Change Power-On| HW-Change|Error-Reset

電源投入時自己診断 (POST) が実行されるようにするには、次のトリガー
のうちの 1 つまたは複数を指定します。

■ Power On –有効になっていると、SPARC サーバーの電源投入時に電
源投入時自己診断 (POST) が実行されます。

■ HW-Change – 有効になっていると、FRU の交換、カバーの取り外し、
または AC 電源の再投入のハードウェア変更が発生した場合、起動時
に電源投入時自己診断 (POST) が実行されます。

■ Error-reset – 有効になっていると、エラーによる何らかの電源リセット
が発生したあと、電源投入時自己診断 (POST) が実行されます。

「Trigger」の CLI 構文:

SPARC シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/diag trigger=error-reset|hw-change|power-on-resets

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag trigger=error-reset|hw-
change|power-on-resets

Trigger Levels Max Max |Min
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/diag (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/Host/diag)
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
(power_on_level=|
hw_change_level=|

error_reset_level=)

有効になっている各トリガーのテストレベルを個別に設定します。

■ Max - 有効にすると、最大レベルの診断テストを実行します。
■ Min - 有効にすると、最小レベルの診断テストを実行します。

「Trigger Levels」の CLI 構文:

SPARC シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/diag error_reset_level=min|max hw_change_level=min|max
power_on_level=min|max

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、「set Servers/
PDomains/PDomain_n/HOST/diag error_reset_level=min|max
hw_change_level=min|max power_on_level=min|max」と入力します。

Trigger Verbosity

(power_on_verbosity=|
hw_change_verbosity=|

error_reset_verbosity=)

Min Normal |Min |Max| Debug |None

有効にした各トリガーのレポートレベルを別個に設定します:

■ Normal - 有効にすると、Oracle ILOM は中程度の量のデバッグ情報
をシステムコンソールに出力します。出力には、各テスト実行の名前と結
果が含まれています。

■ Min - 有効にすると、Oracle ILOM は限られた量の出力をシステムコ
ンソールに出力します (デフォルト)。

■ Max - 有効にすると、Oracle ILOM は各 POST 手順のデバッグ情報
をシステムコンソールに出力します。

■ Debug - 有効にすると、Oracle ILOM は広範囲のデバッグ情報をシ
ステムコンソールに出力します。出力には、各テスト実行のテストされた
コンポーネントの名前とテスト結果が含まれています。

■ None - 有効にすると、Oracle ILOM はシステムコンソールへのデバッ
グ情報の出力を無効にします。

「Trigger Verbosity」の CLI 構文:

set /HOST/diag/error_reset_verbosity=normal|min|max|
debug|none hw_change_verbosity=normal|min|max|debug|none
power_on_verbosity=normal|min|max|debug|none

Mode

(mode=)

Normal Off |Normal

有効になっているすべてのトリガーで電源投入時自己診断を有効または無
効にするモードを設定します。

■ Off – 有効になっているすべてのトリガーで電源投入時自己診断
(POST) が実行されないようにします。

■ Normal – 有効になっているすべてのトリガーで電源投入時自己診断
(POST) を実行します (デフォルト)。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/diag (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/Host/diag)
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
「Mode」の CLI 構文:

set /HOST/diag/mode=normal|off

表 67 新しい SPARC システム (M7、T7、およびそれ以降) のホスト診断プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/diag (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag )
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。
■ Oracle ILOM ファームウェア 3.2.5.5 以降。

プロパティー デフォルト値 説明

Default Level and
Verbosity

(default_level=)

(default_verbosity=)

Level = Off

Verbosity =
Normal

Level: Off | Min | Max

Verbosity: Normal | None | Min | Max |Debug

デフォルト設定を使用すると、定期的なシステムの電源投入時に次のいずれかの電源
投入時自己診断 (POST) 動作が発生するように指定できます。

■ Level Off (デフォルト) – 有効になっていると、定期的なシステムの電源投入時に
POST が実行されません。
Level Min – 有効になっていると、定期的なシステムの電源投入時に、POST は
基本的な診断テストを実行します。
Level Max – 有効になっていると、定期的なシステムの電源投入時に、POST は
基本的な診断テストと広範囲にわたるプロセッサおよびメモリーテストを実行しま
す。

■ Verbosity Normal – 有効になっていると、適度な量のデバッグ出力がシステムコ
ンソールに出力されます。出力にはテスト名と結果が含まれます。
Verbosity None – 有効になっていると、デバッグ出力がシステムコンソールに出
力されません。
Verbosity Min – 有効になっていると、制限された量のデバッグ出力がシステム
コンソールに出力されます。
Verbosity Max – 有効になっていると、POST 手順のすべてのデバッグ出力がシ
ステムコンソールに出力されます。
Verbosity Debug – 有効になっていると、大量のデバッグ出力がシステムコンソー
ルに出力されます。出力には、テストされているデバイスの名前や各テストの結果
が含まれます。

「Default Level and Verbosity」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/diag (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag )
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。
■ Oracle ILOM ファームウェア 3.2.5.5 以降。

プロパティー デフォルト値 説明
SPARC シングルホストサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/diag default_level=off|min|max default_verbosity=normal|none|min|
max

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag default_level=off|min|max
default_verbosity=normal|none|min|max

Error Reset Level and
Verbosity

(error_level=)

(error_verbosity=)

Level = Max

Verbosity =
Normal

Level: Off | Max |Min

Verbosity: Normal | None | Min | Max

有効になっている各トリガーのテストレベルを個別に設定します。

■ Level Max – 有効になっていると、エラーによるリセット時に、最大レベルの診断テ
ストを実行します。
Level Min – 有効になっていると、エラーによるリセット時に、制限されたレベルの
診断テストを実行します。
Level Off – 有効になっていると、エラーによるリセット時に POST が実行されませ
ん。

■ Verbosity Normal – 有効になっていると、適度な量のデバッグ出力がシステムコ
ンソールに出力されます。出力にはテスト名と結果が含まれます。
Verbosity None – 有効になっていると、デバッグ出力がシステムコンソールに出
力されません。
Verbosity Min – 有効になっていると、制限された量のデバッグ出力がシステム
コンソールに出力されます。
Verbosity Max – 有効になっていると、POST 手順のすべてのデバッグ出力がシ
ステムコンソールに出力されます。
Verbosity Debug – 有効になっていると、大量のデバッグ出力がシステムコンソー
ルに出力されます。出力には、テストされているデバイスの名前や各テストの結果
が含まれます。

「Error Reset Level and Verbosity」の CLI 構文:

SPARC シングルホストサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/diag error_reset_level=off|min|max verbosity_level=normal\none|
min|max

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、「set Servers/PDomains/
PDomain_n/HOST/diag error_reset_level=off|min|max verbosity_level=normal|
none|min|max|debug」と入力します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/diag (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag )
■ Web:「Host Management」 > 「Diagnostics」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。
■ Oracle ILOM ファームウェア 3.2.5.5 以降。

プロパティー デフォルト値 説明

HW_Change Level and
Verbosity

(hw_change_level=)

(hw_change_verbosity=)

Level = Max

Verbosity =
Normal

Level: Off |Min |Max

Verbosity: None | Min | Max | Debug

■ Level Max – 有効になっていると、電源の再投入、シャーシカバーの取り外し、
FRU の交換などのハードウェア変更が発生した場合に、POST は最大レベルの診
断テストを実行します。
Level Min – 有効になっていると、電源の再投入、シャーシカバーの取り外し、FRU
の交換などのハードウェア変更が発生した場合に、POST は制限されたレベルの
診断テストを実行します。
Level Off – 有効になっていると、電源の再投入、シャーシカバーの取り外し、FRU
の交換などのハードウェア変更が発生した場合に、POST は一連のテキストを実行
しません。

■ Verbosity Normal – 有効になっていると、適度な量のデバッグ出力がシステムコ
ンソールに出力されます。出力にはテスト名と結果が含まれます。
Verbosity None – 有効になっていると、デバッグ出力がシステムコンソールに出
力されません。
Verbosity Min – 有効になっていると、制限された量のデバッグ出力がシステム
コンソールに出力されます。
Verbosity Max – 有効になっていると、POST 手順のすべてのデバッグ出力がシ
ステムコンソールに出力されます。
Verbosity Debug – 有効になっていると、大量のデバッグ出力がシステムコンソー
ルに出力されます。出力には、テストされているデバイスの名前や各テストの結果
が含まれます。

「Trigger Verbosity」の CLI 構文:

SPARC シングルホストサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/diag/ hw_change_verbosity=normal|min|max|debug|none
hw_change_level=off|min|max

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/diag hw_change_level=off|min|max
hw_change_verbosity=normal|none|min|max|debug
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表 68 新しい SPARC システム (M7、T7、およびそれ以降) の SP 診断プロパティー
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /SP/diag
■ Web: 「System Management」>「Diagnostics」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (診断プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの診断プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。
■ Oracle ILOM ファームウェア 3.2.5.5 以降。

プロパティー デフォルト値 説明

Default Level

(default_level=)

Level = Off Level: Off | Min | Max

定期的なサーバーの電源再投入 (電源の切断/投入) またはサーバーリ
セットが発生した場合の適切な診断動作を指定します。デフォルトでは、
POST の「Default Level」は「Off」に設定されています。
注記 - POST Default Level プロパティーは、エラーによるリセットまたは
ハードウェア変更時に適用されません。

■ Off (デフォルト) – POST が実行されないようにするには「Off」を選
択します。

■ Min – 基本的な一連の診断テストを実行するには「Min」を選択し
ます。

■ Max – 基本的な一連の診断テストに加え、広範囲にわたるプロセッ
サおよびメモリーテストを実行するには「Max」を選択します。

CLI 構文:

set /SP/diag default_level=off|min|max

HW Change

(hw_change_level=)

Level =
Max

Level: Max | Min|Off

サーバーの電源コードサイクル、サーバーの上部カバーの取り外し、または
FRU (現場交換可能ユニット) の交換が発生した場合の適切な診断
動作を指定します。デフォルトでは、POST の「HW Change Level」は
「Max」に設定されています。
注記 - サーバーの電源コードサイクルとは、電源コードが取り外されるか、
交換されるか、またはサーバーに電源が最初に適用されたときを表しま
す。

■ Max (デフォルト) – 基本的な一連の診断テストに加え、広範囲にわ
たるプロセッサおよびメモリーテストを実行するには「Max」を選択し
ます。

■ Min – 基本的な一連の診断テストを実行するには「Min」を選択し
ます。

■ Off – POST が実行されないようにするには「Off」を選択します。

CLI 構文:

set /SP/diag hw_change_level=off|min|max

関連情報
■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
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■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in
『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

x86 ホストサーバーの次回のブートデバイスの設定
Oracle ILOM には、システム管理者がホストサーバーの次回のブートデバイスを設定するため
に使用できる一連の x86 サーバープロパティーが用意されています。ただし、Oracle ILOM で
のこれらの構成可能なブートデバイスプロパティーは、x86 サーバーの次回の電源投入時にの
み適用されます。

注記 - システムの電源が投入され、Oracle ILOM のユーザー指定のブートデバイスをブートし
たあと、システムはシステム BIOS ユーティリティーで設定されたブートデバイスプロパティーに
戻ります。

システム管理者は、Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースから x86 サーバーの次
回のブートデバイスに関するプロパティーを設定できます。x86 システムの次回のブートデバイ
スプロパティーを Oracle ILOM で使用することに関する詳細は、次の表を参照してください。

注記 - BIOS ユーティリティーを使用してブート順序内のデバイスを移動する方法や、ブート順
序を永続的に変更する方法に関する詳細は、x86 サーバー管理ガイドの BIOS セクションで、
ブートデバイスの選択を参照してください。Oracle Hardware Management Pack (HMP)
ソフトウェアを使用してブート順序内のデバイスを移動する方法や、ブート順序を永続的に変更
する方法に関する詳細は、『Oracle Server CLI ツールユーザーズガイド』の biosconfig  セクショ
ンを参照してください。

表 69 x86 管理対象サーバーの次回のブートデバイスプロパティーの設定

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/boot_device=
■ SP Web:「Host Management」 > 「Host Control」 > 「Next Boot Device」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割

要件:

■ Web インタフェースの次回のブートデバイスオプションを適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー値 説明

Default (Use BIOS Settings)

(boot_device=default)

x86 システムが、システム BIOS のブート順序で現在設定されている最初の
デバイスからブートされるようにするには、「Default」の BIOS プロパティーを
設定します。

CLI 構文:

シングルサーバー:

set /HOST/boot_device=default

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/boot_device=
■ SP Web:「Host Management」 > 「Host Control」 > 「Next Boot Device」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割

要件:

■ Web インタフェースの次回のブートデバイスオプションを適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー値 説明
マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/boot_device=default

PXE

(boot_device=pxe)

次回のホストブート時にシステム BIOS のブート順序を一時的に省略し、
PXE ブート仕様を使用してネットワーク経由で x86 システムをブートするに
は、「PXE」プロパティーを設定します。

CLI 構文:

シングルサーバー:

set /HOST/boot_device=pxe

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/boot_device=pxe

Disk

(boot_device=disk)

次回のホストブート時にシステム BIOS のブート順序を一時的に省略し、
BIOS ユーティリティーのブート順序によって決定される最初のディスクデバイ
スをブートするには、「Disk」プロパティーを設定します。
注記 - 「Disk」プロパティーは、固定ハードディスクドライブ (HDD) またはリ
ムーバブル HDD (USB フラッシュデバイスなど) からブートするために使用し
ます。

CLI 構文:

シングルサーバー:

set /HOST/boot_device=disk

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/boot_device=disk

Diagnostic

(boot_device=diagnostic)

次回のホストブート時にシステム BIOS のブート順序を一時的に省略し、
診断パーティション (構成されている場合) からシステムをブートするには、
「Diagnostic」プロパティーを設定します。

CLI 構文:

シングルサーバー:

set /HOST/boot_device=diagnostic

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/boot_device=diagnostic

CDROM

(boot_device=cdrom)

次回のホストブート時にシステム BIOS のブート順序を一時的に省略し、接続
されている CD-ROM または DVD デバイスからシステムをブートするには、
「CDROM」プロパティーを設定します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/boot_device=
■ SP Web:「Host Management」 > 「Host Control」 > 「Next Boot Device」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割

要件:

■ Web インタフェースの次回のブートデバイスオプションを適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー値 説明
CLI 構文:

シングルサーバー:

set /HOST/boot_device=cdrom

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/boot_device=cdrom

Floppy

(boot_device=floppy)

次回のホストブート時にシステム BIOS のブート順序の設定を一時的に省略
し、接続されているフロッピーデバイスからブートするには、「Floppy」プロパ
ティーを設定します。

CLI 構文:

シングルサーバー:

set /HOST/boot_device=floppy

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/boot_device=floppy

BIOS

(boot_device=bios)

次回のホストブート時に BIOS のブート順序を一時的に省略し、システムを
BIOS ユーティリティーの設定メニューにブートするには、「BIOS」プロパティー
を設定します。

CLI 構文:

シングルサーバー:

set /HOST/boot_device=bios

マルチドメインサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/boot_device=bios

関連情報

■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System
Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in
『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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SPARC ホストサーバーでのブート動作の設定
Oracle ILOM には、システム管理者がホスト制御情報を表示したり、オプションでシステムの
ブート動作を制御するプロパティーを設定したりするために使用できる一連の SPARC サーバー
プロパティーが用意されています。

システム管理者は、Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースからホスト制御情報を
表示したり、構成可能な SPARC サーバーブートプロパティーを設定したりできます。これらのプ
ロパティーの詳細は、次の表を参照してください。

注記 - 次の表には、マルチドメイン SPARC サーバーの CLI パスは提供されていません。こ
れらの種類のサーバーでは、次の表に示されている CLI パスの先頭に /Servers/PDomains/
PDomain_n を追加してください。マルチドメイン SPARC サーバーでのこれらアクションの実行
に関する詳細は、サーバーの管理ガイドを参照してください。

表 70 SPARC 管理対象サーバーのホスト制御情報およびブートのプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST property_name
■ Web:「Host Management」 > 「Host Control」
■ ユーザーの役割: 構成可能なホストプロパティーを変更するには、Reset and Host Control (r) の役割が必要です。

要件:

■ Web の「Host Control」ページで行われたプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

Host Control Information

/HOST

読み取り専用プロパティー SPARC サーバーの次のホスト制御情報を表示します:

■ MAC Address - 管理対象デバイスに割り当てられた
Ethernet MAC アドレスを表示します。

■ Hypervisor Version - Hypervisor ファームウェアのバー
ジョンを表示します。

■ OBP - OpenBoot PROM (OBP) ファームウェアのバー
ジョンを表示します。

■ POST Version - 現在の POST のバージョンを表示しま
す。

■ SysFW Version - 現在インストールされている Oracle
ILOM ファームウェアのバージョンを表示します。

■ Host Status - ホストオペレーティングシステムの現在の電
源状態を表示します。

「Host Control Information」の CLI 構文:

show /HOST

Auto Restart Policy

(autorestart=)

Reset Reset |Dump Core|None

Oracle ILOM に、ホストオペレーティングシステムがハング
アップした場合にどのアクションを実行するかを指示するため
に設定します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST property_name
■ Web:「Host Management」 > 「Host Control」
■ ユーザーの役割: 構成可能なホストプロパティーを変更するには、Reset and Host Control (r) の役割が必要です。

要件:

■ Web の「Host Control」ページで行われたプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
■ Reset (デフォルト) – ウォッチドッグタイマーが期限切れに

なると、Oracle ILOM は Oracle Solaris ゲストをリセット
しようとします。

■ None – Oracle ILOM は警告を発行する以外、どのアク
ションも実行しません。

■ Dump Core – Oracle Solaris ウォッチドッグタイマーが
期限切れになると、Oracle ILOM はオペレーティングシス
テムのコアダンプを強制的に実行しようとします。

「Auto Restart Policy」の CLI 構文:

set /HOST autorestart=reset|dumpcore|none

Auto Run on Error

(autorunonerror=)

Poweroff None| Powercycle| Poweroff
注記 -  SPARC M5 シリーズサーバーおよび一部の M7 シリー
ズサーバーでは、「Powercycle」がデフォルト設定です。

ホストで再起動が必要なエラーが発生した場合に実行される
アクション。

■ None - 致命的なエラーが検出された場合は、どのアクショ
ンも実行しません。

■ Powercycle - 致命的なエラーが検出された場合は、ホスト
の電源が再投入されます。

■ Poweroff (デフォルト) - 致命的なエラーが発生した場合に
ホストの電源は切断されます。

「Auto Run on Error」の CLI 構文:

set /HOST autorunonerror=none|powercycle|poweroff
注記 - T-3 シリーズサーバーなどの以前の Oracle
SPARC サーバーの場合、このプロパティーは
autorunonerror=true|false です。true に設定すると、致命的な
エラーが発生した場合にホストの電源は切断後ただちに投入
されます。false (デフォルト) に設定すると、致命的なエラーが
発生した場合にホストの電源は切断されます。

Boot Timeout

(boottimeout=)

0 (タイマーが無効) 0 から 36000 までの整数 (秒)

SPARC サーバーのブートタイマーのタイムアウト値を設定しま
す。

「Boot Timeout」の CLI 構文:

set /HOST boottimeout=0 to 360000

Boot Restart Policy

(bootrestart=)

None (ポリシーが無効) None|Reset

システムがタイムアウトしたときに Oracle ILOM が SPARC
サーバーを再起動するかどうかを設定します。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST property_name
■ Web:「Host Management」 > 「Host Control」
■ ユーザーの役割: 構成可能なホストプロパティーを変更するには、Reset and Host Control (r) の役割が必要です。

要件:

■ Web の「Host Control」ページで行われたプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
「Boot Restart Policy」の CLI 構文:

set /HOST bootrestart=reset|none

Max Boot Fails Allowed

(maxbootfails=)

3 (試行回数) 0 から 10000 までの整数 (試行回数)

Oracle Solaris のブートプロセスが失敗したときに許可される
最大試行回数を設定します。

max boot fail が示す試行回数内でホストが正常にブートし
ない場合、ホストは電源が切断または再投入されます (boot
fail recovery の設定によって異なる)。いずれの場合も、boot
timeout は 0 (ゼロ秒) に設定され、その後のホスト再起動の
試行は無効になります。

「Max Boot Fails Allowed」の CLI 構文:

set /HOST maxbootfails=0 to 10000

Boot Fail Recovery

(bootfailrecovery=)

Poweroff Powercycle |Poweroff | None

このプロパティーを設定すると、最大ブート試行回数に達したあ
とでブートプロセスが失敗したときに Oracle ILOM が実行す
る処理が設定されます。

■ Poweroff (デフォルト) - 許容される最大ブート試行回数に
達すると、Oracle ILOM は SPARC サーバーの電源を切
断します。

■ Powercycle - 許容される最大ブート試行回数に達すると、
Oracle ILOM は SPARC サーバーの電源を再投入しま
す。

■ None -「Boot Fail Recovery」プロパティーが無効になり
ます。

「Boot Fail Recovery」の CLI 構文:

set /HOST bootfailrecovery=off|none|powercycle

関連情報

■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System
Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in
『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881


SPARC ホストブートモードのオーバーライド

210 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月

SPARC ホストブートモードのオーバーライド
Oracle ILOM には、システム管理者が SPARC サーバー上のホストオペレーティングシステ
ムをブートするデフォルトの方法をオーバーライドするために使用できる一連のホストブートモー
ドプロパティーが用意されています。

Oracle ILOM のホストブートモードプロパティーは、OpenBoot または LDom での破損した
ブートモード設定の解決に役立つことを目的にしています。Oracle ILOM で設定されたブート
モードプロパティーは、1 回のブートにのみ適用され、ホスト SPARC サーバーの電源がリセット
されない場合は 10 分以内に期限切れになります。

システム管理者は、Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースを使用してホストブート
モードプロパティーを設定できます。これらのプロパティーの詳細は、次の表を参照してください。

表 71 ホスト SPARC サーバーのホストブートモードプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/bootmode (またはマルチドメインホストサーバーの場合: /Servers/PDomains/PDomain_n/Host/bootmode)
■ SP Web: 「Host Management」>「Host Boot Mode」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (構成可能なホストブートモードプロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ 「Host Boot Mode Settings」ページでのブートモードプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

State

(state=)

Normal Normal | Reset NVRAM

Oracle ILOM に、SPARC サーバーの電源がリセットされた場
合にどのアクションを実行するかを指示するために設定します。

■ Normal – Oracle ILOM は、現在の NVRAM 変数プロ
パティーを保持します。

■ Reset NVRAM – SPARC サーバーの次回の電源リセッ
ト時に、Oracle ILOM は、すべての OpenBoot 変数をデ
フォルトのプロパティー値に戻します。

ホストブートモードの「State」を設定するための CLI 構文:

■ シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。
set /HOST/bootmode state=normal|reset_nvram

■ マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力しま
す。
set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode
state=normal|reset_nvram

Expiration Date

(expires=)

値なし、読み取り専用プロパ
ティー

ブートモードプロパティーは 10 分以内か、または SPARC サー
バーの電源がリセットされたとき (のどちらか早い方) に期限切
れになります。

「LDOM Config」および「Script」プロパティーは期限切れに
ならず、次回のサーバーリセット時か、またはこれらの値が手動
でクリアされたときにクリアされます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/bootmode (またはマルチドメインホストサーバーの場合: /Servers/PDomains/PDomain_n/Host/bootmode)
■ SP Web: 「Host Management」>「Host Boot Mode」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (構成可能なホストブートモードプロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ 「Host Boot Mode Settings」ページでのブートモードプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
ホストブートモードの「Expiration Date」を表示するための
CLI 構文:

■ シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。
show /HOST/bootmode expires

■ マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力しま
す。
show /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/bootmode
expires

Script

(script=)

 最大長は 64 バイトです。

このスクリプトは、ホスト SPARC サーバーの OpenBoot
PROM ファームウェアのブート方法を制御します。

このスクリプトは、(1)「State」が「Reset NVRAM」に設定され
たとき、(2) SPARC サーバーの電源がリセットされたとき、およ
び (3) OpenBoot 変数がデフォルトにリセットされたときに読
み取られます。
注記 - 保守担当者から、問題の解決のためにスクリプトを指定
するよう指示されることがあります。スクリプト機能の完全な内
容はドキュメント化されておらず、主にデバッグのために存在し
ます。

ホストブートモードの「Script」を設定するための CLI 構文:

set /HOST/bootmode script=value

ここでは:

script は、現在の /HOST/bootmode 設定には影響を与え
ません。value には、最大 64 バイトの長さを指定できます。/
HOST/bootmode 設定を指定し、その同じコマンド内でスクリ
プトを指定できます。例:

set /HOST/bootmode state=reset_nvram script=”setenv

diag-switch? true”

LDOM Config

(config=)

Factory-default Factory-default | Valid LDOM Config

ホスト SPARC サーバーの電源リセット時に Oracle ILOM が
使用する LDOM 構成を設定します:

■ Factory-default - 出荷時のデフォルト構成は、プラット
フォームが 1 つのオペレーティングシステムのみをホストす
る単一のシステムとして表示される初期構成です。
Oracle ILOM で出荷時のデフォルト構成を使用すると、
ほかのドメインに割り当てられている可能性があるすべての
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/bootmode (またはマルチドメインホストサーバーの場合: /Servers/PDomains/PDomain_n/Host/bootmode)
■ SP Web: 「Host Management」>「Host Boot Mode」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割 (構成可能なホストブートモードプロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ 「Host Boot Mode Settings」ページでのブートモードプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
システムリソース (CPU、メモリー、I/O) に再度アクセスでき
るようになります。「Factory-default」のプロパティー値は、
論理ドメインの OS ソフトウェアを使用して出荷時のデフォ
ルトを復元する前に論理ドメインマネージャーを削除した場
合に必要になることがあります。

■ Valid LDOM Config - 有効でアクティブな論理ドメイン
構成の名前を入力します。

ホストブートモードの「LDOM Config」の CLI 構文:

set /HOST/bootmode config=factory-default|
valid_LDOM_configuration

関連情報
■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in

『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

SPARC 検証済みブートプロパティーの構成
Oracle の一部の SPARC システムでは、検証済みブートを使用して、システムブートブロック
や Oracle Solaris カーネルモジュールを、それらがシステムにロードされる前に検証できます。
検証済みブートを有効にしたり、検証チェックが失敗したときのシステムの応答方法を指定し
たりするには、Oracle ILOM を使用します。検証済みブートを有効にすると、システムブートブ
ロックへの有害な変更を防止したり、Oracle Solaris カーネルモジュールが影響を受けないよ
うにしたりできます。Oracle ILOM でのこのポリシーの設定の詳細は、表72「検証済みブート
プロパティー」 のプロパティーの説明を参照してください。

検証済みブート機能を使用するには、システムに Oracle Solaris 11.2 以降がインストールさ
れている必要があります。

Oracle Solaris カーネルモジュールを検証するための証明書をアップロードする前に、次の要
件が満たされていることを確認してください。

■ それらの証明書にネットワークまたはローカルファイルシステム経由でアクセスできること。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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■ それらの証明書が X.509 標準に従った PEM 形式になっていること。
■ それらの証明書がパスフレーズで暗号化されていないこと。

表 72 検証済みブートプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /Host/verified_boot (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/Host/verified boot)
■ Web:「Host Management」>「Verified Boot」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割

プロパティー デフォルト値 説明

Boot Policy

(boot_policy )

none none |warning|enforce

■ none – システムはブートブロック、unix、または geunix の検証
チェックを実行しません。

■ warning – 検証チェックが失敗すると、ホストコンソールに警告メッ
セージが記録され、ブートプロセスは続行されます。

■ 検証チェックが失敗すると、ホストコンソールにエラーメッセージが記
録され、ブートプロセスは中止されます。

「Boot Policy」の CLI 構文:

シングルホストサーバー:

set /Host/verified_boot boot_policy=none|warning|enforce

マルチドメインホストサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/verified_boot
boot_policy=none|warning|enforce
注記 - 検証済みブートの「Boot Policy」が「Enforce」に設定され、か
つ「use-nvramrc?」の非揮発性 RAM 構成変数が true に設定され
ている場合は、一部の SPARC プラットフォーム (SPARC T7 および
M7 シリーズサーバーなど) で Solaris ブート操作が失敗することがあり
ます。詳細は、『Oracle ILOM 機能更新およびリリースノート』の「3.2.5 既
知の問題」のセクションを参照してください。

System Certificates

(/system_certs/1)

あらかじめインストールされている証明書ファイルの詳細 (ファイルの発
行者やサブジェクトなど) は、system_certs/1 ターゲットを参照してくだ
さい。

User Certificates

(/user_certs/n)

unix および geunix 以外の Solaris カーネルモジュールを検証するに
は、最大 5 つのカスタム証明書ファイルをロードします。ユーザーがロー
ドした証明書ファイルの詳細 (ファイルの発行者やサブジェクトなど)
は、user_certs/n ターゲットを参照してください。

ブート時にカスタム証明書をロードするための CLI 構文:

シングルホストサーバー:

set /Host/verified_boot/user_certs/n
load_uri=protocol://certificate_URI

マルチドメインホストサーバー:

set /Servers/PDomains/PDomain_n/Host/verified_boot/
user_certs/n load_uri=protocol://certificate_URI
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /Host/verified_boot (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/Host/verified boot)
■ Web:「Host Management」>「Verified Boot」
■ ユーザー役割: Reset and Host Control (r) の役割

プロパティー デフォルト値 説明
ここで、n は証明書ファイルに関連付ける ID であり、protocol は
Oracle ILOM でサポートされている転送プロトコルのいずれかです。
サポートされているプロトコルの一覧については、46 ページの「サポート
されるファイル転送方式」を参照してください。

検証済みブートのカスタム証明書を削除するための CLI 構文:

シングルホストサーバー:

reset /Host/Verified_boot/user_certs/n

マルチドメインホストサーバー:

reset /Servers/PDomains/PDomain_n/Host/verified_boot/
user_certs/n

ここで、n は削除する証明書ファイルの ID です。

SPARC ホストドメインの管理
Oracle ILOM には、システム管理者がホスト SPARC サーバーに現在設定されている論理ド
メイン構成を表示したり、自動ブートおよびブートゲストのホストドメインプロパティーを設定した
りするために使用できる一連のホストドメインプロパティーが用意されています。

Oracle ILOM のホストドメインプロパティーは、Oracle ILOM の CLI および Web インタ
フェースから表示および構成できます。これらのプロパティーの詳細は、次の表を参照してくだ
さい。

■ 表73「ホスト SPARC サーバーで検出された論理ドメイン構成の表示」 ホスト SPARC
サーバーで検出された論理ドメイン構成の表示

■ 表74「ホスト SPARC サーバーの構成可能なホストドメインプロパティー 」 ホスト SPARC
サーバーの構成可能なホストドメインプロパティー
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表 73 ホスト SPARC サーバーで検出された論理ドメイン構成の表示

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ SP CLI: /HOST/domain/configs
■ Web:「Host Management」 > 「Host Domain」

要件:

■ ホスト SPARC サーバーのオペレーティングシステム上に論理ドメイン構成を作成する必要があります。論理ドメイン構成を作成する方法については、
Oracle VM Server for SPARC のドキュメントを参照してください。

■ 論理ドメイン構成を表示するには、show コマンド (show /HOST/domain/configs) を実行します。

プロパティー 説明

Domain Configurations (読み取り専用) Oracle ILOM には、ホストオペレーティングシステム上で検出された論理ドメイ
ン構成の一覧が表示されます。

Oracle は、検出された論理ドメイン構成を非揮発性メモリーに保存し、変更が発
生したときにその一覧を更新します。

表 74 ホスト SPARC サーバーの構成可能なホストドメインプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ SP CLI: /HOST/domain/control
■ Web:「Host Management」 > 「Host Domain」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割 (構成可能なホストドメインプロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ ホスト SPARC サーバーのオペレーティングシステム上に論理ドメイン構成を作成する必要があります。論理ドメイン構成を作成する方法については、
Oracle VM Server for SPARC のドキュメントを参照してください。

■ 「Host Domain Settings」ページでのホストドメインプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

Auto-Run

(auto-boot=)

Enabled Enabled |Disabled

「Auto-Run」のプロパティーが有効になっていると、次回のドメインリセット
のあとに auto-boot の OpenBoot 設定が適用されます。

「Auto-Run」のプロパティーが無効になっていると、自動ブートが回避され、
次回のドメインリセット時に OpenBoot OK プロンプトでホストの制御ドメ
インが停止します。

ホストドメインの「Auto-Run」の CLI 構文:

シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/domain/control auto-boot=enabled|disabled

マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/domain/control auto-
boot=enabled|disabled

Boot Guests

(boot_guests=)

Enabled Enabled |Disabled

「Boot Guests」のプロパティーが有効になっていると、Oracle ILOM は、
サーバーの次回の電源投入またはリセット時にゲストドメインをブートします。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲット:

■ SP CLI: /HOST/domain/control
■ Web:「Host Management」 > 「Host Domain」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割 (構成可能なホストドメインプロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ ホスト SPARC サーバーのオペレーティングシステム上に論理ドメイン構成を作成する必要があります。論理ドメイン構成を作成する方法については、
Oracle VM Server for SPARC のドキュメントを参照してください。

■ 「Host Domain Settings」ページでのホストドメインプロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
「Boot Guests」のプロパティーが無効になっていると、構成されたゲストドメ
インは、サーバーの次回の電源投入またはリセット時にブートしなくなります。
注記 - boot_guests プロパティーは、サーバーリセットのあとに自動的に
「Enabled」(デフォルトのプロパティー) に戻ります。

ホストドメインの「Boot Guests」の CLI 構文:

シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/domain/control boot_guests=enabled|disabled

マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/domain/control
boot_guests=enabled|disabled

SPARC ホストキースイッチ状態の設定
Oracle ILOM には、システム管理者がホスト SPARC サーバーのキースイッチ状態を設定す
るために使用できるキースイッチプロパティーが用意されています。キースイッチプロパティーは、
Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースから構成できます。構成可能なキースイッチ
プロパティー値の詳細は、次の表を参照してください。

表 75 ホスト SPARC サーバーのキースイッチ状態プロパティー値

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST
■ Web:「Host Management」 > 「KeySwitch」 > 「KeySwitch」
■ ユーザーの役割: Admin (a) の役割 (「KeySwitch」プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの「KeySwitch」プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

Keyswitch

(keyswitch_state=)

Normal Normal |Standby |Diag|Locked

■ Normal - SPARC サーバー自体の電源を入れて、ブートプロセスを開始
できます。

■ Standby - SPARC サーバーの電源を入れることができません。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST
■ Web:「Host Management」 > 「KeySwitch」 > 「KeySwitch」
■ ユーザーの役割: Admin (a) の役割 (「KeySwitch」プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ Web インタフェースでの「KeySwitch」プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明
■ Diag - SPARC サーバーの電源を入れ、Oracle ILOM のデフォルトの

ホスト診断プロパティー値を使用して障害カバレージを表示できます。こ
のオプションを有効にすると、ユーザーが指定した Oracle ILOM の診
断プロパティー値がオーバーライドされます。

■ Locked – SPARC サーバーは自身の電源を投入できますが、ユーザー
がフラッシュデバイスを更新したり、/HOST send_break_action=break に
対して設定されている CLI プロパティー値を変更したりすることは禁止
されます。

キースイッチの CLI 構文:

シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST keyswitch_state=normal|standby|diag|locked

マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST keyswitch_state=normal|
standby|diag|locked

関連情報
■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in

『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

SPARC ホスト TPM 状態の設定
Oracle ILOM には、システム管理者がホスト SPARC サーバー上の Trusted Platform
Module (TPM) 機能の状態を管理するために使用できる一連の Oracle Solaris TPM プロ
パティーが用意されています。TPM プロパティーは、Oracle ILOM の CLI または Web イン
タフェースから構成できます。構成可能な TPM プロパティー値の詳細は、次の表を参照してく
ださい。

注記 - x86 サーバーの TPM プロパティーは、BIOS ユーティリティーで管理されます。x86 オペ
レーティングシステムの TPM プロパティーおよび要件の詳細は、Oracle x86 サーバーの管理
ガイドを参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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■ 表76「ホスト SPARC サーバーの TPM プロパティー値 」 ホスト SPARC サーバーの TPM
プロパティー値

■ 表77「レガシーホスト SPARC サーバーの TPM プロパティー値」 レガシーホスト SPARC
サーバーの TPM プロパティー値

表 76 ホスト SPARC サーバーの TPM プロパティー値

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/tpm (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/host/tpm)
■ Web: 「Host Management」>「TPM」>「TPM Settings」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割 (「TPM」プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ ホスト SPARC サーバーで、TPM をサポートする Oracle Solaris オペレーティングシステムのバージョンが実行されている必要があります。
■ Web インタフェースでの「TPM」プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

TPM

(mode=)

(forceclear=)

Disabled (「off」) Mode = activated | deactivated | off (default); Forceclear= false (default) | true

■ Mode – 次のいずれかを設定します。
■ Activated – 次回のホスト電源投入イベントで SPARC サーバー上の TPM

状態を有効にします。
■ Deactivated – 次回のホスト電源投入イベントで SPARC サーバー上の

TPM 状態を無効にします。
■ Off – SPARC サーバー上の TPM チップを無視します。

■ Forceclear – 次回のホスト電源投入イベントで SPARC サーバー上の TPM
デバイスデータをクリアするには、「Forceclear」のプロパティーを「true」に設定
し、「Mode」のプロパティーを「Activated」に設定します。

注記 -  「Forceclear」プロパティーは、次回のホスト電源投入イベントのあとに自動
的に「false」に設定されます。

TPM プロパティーを設定するための CLI 構文:

シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST/tpm mode=[off|deactivated|activated] forceclear=false|true

マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/HOST/tpm mode=[off|deactivated|activated]
forceclear=false|true
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表 77 レガシーホスト SPARC サーバーの TPM プロパティー値

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /HOST/tpm
■ Web: 「Host Management」>「TPM」>「TPM Settings」
■ ユーザーの役割: Reset and Host Control (r) の役割 (「TPM」プロパティーを変更するために必要)。

要件:

■ ホスト SPARC サーバーで、TPM をサポートする Oracle Solaris オペレーティングシステムのバージョンが実行されている必要があります。
■ Web インタフェースでの「TPM」プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

TPM

(enable=)

(activate=)

(forceclear=)

Disabled
(「false」)

Enable=false | true; Forceclear=false | true; Activate=false | true

次回のホスト電源投入イベントで SPARC サーバーの TPM デバイスを有効にする
には、「Enable」と「Activate」のプロパティーを「true」に設定します。

SPARC サーバー上のすべての TPM デバイスデータを消去するには、「Enable」の
プロパティーを「false」に設定し、「Forceclear」のプロパティーを「true」に設定しま
す。
注記 -  「Forceclear」プロパティーは、次回のホスト電源投入イベントのあとに自動
的に「false」に設定されます。

TPM プロパティーを設定するための CLI 構文:

シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set HOST/tpm enable=[true|false] activate=[true|false] forceclear=false|true

関連情報

■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System
Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in
『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

SPARC ホスト状態収集の設定
Oracle ILOM には、システム管理者が、致命的なエラーが発生した場合に収集されるデータ
の種類を制御するために使用できるホスト状態収集プロパティーが用意されています。収集さ
れたデータは Oracle ILOM に格納され、サービススナップショットが Oracle ILOM から作
成されるときに取得できます。ホスト状態収集プロパティーは、Oracle ILOM の CLI または
Web インタフェースから構成できます。構成可能なホスト状態収集プロパティー値の詳細は、
次の表を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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表 78 SPARC サーバーのホスト状態収集プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /Host/ (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/Host)
■ Web:「Host Management」 > 「Host Control」
■ ユーザー役割: Admin (a) の役割 (状態収集プロパティーを変更するために必要)

プロパティー デフォルト値 説明

State Capture on Error

(state_capture_on_error=)

enabled enabled |disabled

「State Capture on Error」プロパティーは、ホスト SPARC サーバー上で致命的な
エラーが検出されたときに Oracle ILOM がホスト状態データを収集するかどうかを
制御します。

「State Capture on Error」の CLI 構文:

SPARC シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST state_capture_on_error=enabled|disabled

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomains_n/HOST state_capture_on_error=enabled|
disabled

State Capture Mode

(state_capture_mode=)

default redstate_scandump| fatal_scandump| default

「State Capture Mode」プロパティーは、エラー発生時に収集されるデータの種類を
決定します。

■ default - エラー発生時に、エラー登録データだけが収集され、Oracle ILOM に
保存されます。

■ fatal Scandump - Fatal Reset エラー発生時に、エラー登録データおよび
scandump データが収集されて Oracle ILOM に保存されます。その他すべて
のエラーでは、エラー登録データだけが記録されます。

■ redstate Scandump - Red State 例外の発生時に、エラー登録データおよび
scandump データが収集されて Oracle ILOM に保存されます。その他すべて
のエラーでは、エラー登録データだけが記録されます。

「State Capture Mode」の CLI 構文:

SPARC シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /HOST state_capture_mode=fatal_scandump|default|redstate_scandump

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomains_n/HOST
state_capture_mode=fatal_scandump|default|redstate_scandump

State Capture Status

(state_capture_status)

read-only 「State Capture Status」プロパティーは、現在のホスト収集状態を表示します。示
す可能性があるステータス状態を、次に示します。

■ Enabled = 「State Capture on Error」機能が有効です。
■ Disabled = 「State Capture on Error」機能が無効です。
■ Debug = 「State Capture on Error」デバッグ機能が有効です。

Note: デバッグ機能は、Oracle ILOM CLI 内だけで設定でき、ホストの致
命的エラーの発生時に追加診断の実行に使用できます。生成される出力は
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /Host/ (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/Host)
■ Web:「Host Management」 > 「Host Control」
■ ユーザー役割: Admin (a) の役割 (状態収集プロパティーを変更するために必要)

プロパティー デフォルト値 説明
Oracle ILOM に保存され、サービススナップショットの一部として使用できま
す。

■ fatal-in-progress = ホストで致命的エラーが発生し、現在の状態を収集中です
■ debug-fatal-in-progress = ホストで致命的なエラーが検出され、デバッグスク

リプトが実行されています。このステータスは、Oracle ILOM CLI でデバッグ機
能が有効になっている場合にのみ表示されます。

■ None = ホストの電源が切断されている場合は、使用可能なステータスがありま
せん。

関連情報

■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System
Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in
『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

SPARC ホスト入出力再構成ポリシーの管理
一部の SPARC サーバーの Oracle ILOM には、システム管理者が、次回の電源投入または
電源リセット時にホスト入出力パスが最適化され、変更が必要になるかどうかを制御するため
に使用できるポリシーが用意されています。デフォルトでは、ホスト入出力再構成ポリシーは有
効になっており、Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースから構成できます。Oracle
ILOM でのこのポリシーの設定の詳細は、次の表を参照してください。

注記 - 入出力パスを再構成すると、ブートデバイスに関連付けられている PCIe アドレスおよび
外部アドレスが変更されます。

注記 - 入出力パス内の PCIE スイッチが現在使用されておらず、ioreconfigure が true に
設定されている場合は、最大限の接続性が維持されるように入出力パスを構成してください。
それ以外の場合は、最適な入出力帯域幅が得られるように新しいパスを構成してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881


SPARC PDomain および DCU 割り当ての管理

222 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月

表 79 SPARC ホスト入出力再構成ポリシーのプロパティー
ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: /Host (または、/Servers/PDomains/PDomain_n/host)
■ SP Web: 「Host Management」>「Host Control」
■ ユーザー役割: Reset Host Control (r) の役割 (このプロパティーを変更するために必要)。

プロパティー デフォルト値 説明

IO Reconfigure
Policy

(ioreconfigure=)

true false|true|add_only

■ true – 有効になっていると、サーバー SP または PDomain が電源投入
またはリセットされるたびに、Oracle ILOM は (必要に応じて) 入出力
パスをチェックおよび再構成します。
注: PCIe スイッチは、使用可能なすべてのルートコンプレックスを接続
するために最低限必要な数の仮想スイッチを作成するように構成されま
す。これにより、入出力パスが変更されることがあります。

■ false – 有効になっていると、サーバー SP または PDomain が電源投
入またはリセットされるたびに、Oracle ILOM が入出力パスをチェック
および再構成することはありません。

■ add_only – 有効になっていると、最後のブートまたはリセット以降に新
しい CMP (ルートコンプレックス) が追加された場合、Oracle ILOM は
最適な帯域幅が得られるように入出力パスを再構成します。
注: 制御ドメインがその最初のゲストドメインを作成したとき、「IO
Reconfigure Policy」プロパティーは自動的に「add_only」に設定され
ます。

VGA 背面ポートの CLI 構文

SPARC シングルサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /SP/Host ioreconfigure=true|false|add_only

SPARC マルチドメインサーバー SP の場合は、次のように入力します。

set /Servers/PDomains/PDomain_n/Host ioreconfigure=true|false|
add_only

関連情報
■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in

『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

SPARC PDomain および DCU 割り当ての管理
一部の SPARC サーバー (M5、M6、および M7 シリーズサーバーなど) の Oracle ILOM に
は、ホスト DCU 割り当ておよび PDomain-DCU 割り当てを管理するためのプロパティーが
用意されています。詳細は、次のセクションを参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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■ 223 ページの「ホスト DCU 割り当てと DCU-SPP のフェイルオーバー動作」
■ 225 ページの「PDomain および DCU 割り当て」

ホスト DCU 割り当てと DCU-SPP のフェイルオーバー動
作
SPARC サーバー (M シリーズサーバーなど) では、Oracle ILOM を使用してホスト DCU 割り
当てを識別したり、論理 DCU 構成の全般的な健全性を確認したりできます。さらに、冗長サー
ビスプロセッサモジュール (SPM) を備えた DCU サービスプロセッサプロキシ (SPP) 構成を
サポートする SPARC サーバー (M7-16 サーバーなど) の場合は、Oracle ILOM を使用して、
DCU システムアクティビティーを管理するためにアクティブに割り当てられた SPM を特定で
きます。SPP または SPM の障害のために DCU の管理アクセスが失われた場合は、Oracle
ILOM を使用して、制御している SPM の役割を変更できます。

注記 -  SPP は、いつでも交換できるホット保守可能なコンポーネントです。SPM は、保守可能
なコンポーネントではありません。SPM 冗長性を備えたサーバーでの DCU-SPP のフェイル
オーバーを容易にするために、DCU-SPP 構成ごとに 2 つの SPM (SPM0 と SPM1) が提供
されます。

DCU 割り当ての表示または DCU-SPP のフェイルオーバーの管理の詳細は、次のセクション
223 ページの「DCU 割り当ての表示および DCU-SPP のフェイルオーバーの管理」を参照
してください。

DCU 割り当ての表示および DCU-SPP のフェイルオーバーの管理

始める前に

■ アクティブおよびスタンバイ DCU-SPM 割り当ての役割を変更するには、Admin (a) の
役割が必要です。

■ DCU の健全性状態については、224 ページの「DCU ステータスの状態」を参照してく
ださい。

■ 制御している SPM の構成を変更すると、DCU によって割り当てられたホストと Oracle
ILOM の間の通信が中断されることがあります。これが発生すると、DCU ホスト上のアク
ティブな KVMS セッションはすべて自動的に切断されます。

注記 - すべての SPARC M シリーズサーバーが DCU-SPP 構成の SPM 冗長性をサポー
トしているわけではありません。

1. すべての DCU 割り当ての全般的な健全性、または DCU 上の制御している SPM を表示す
るには、次のいずれかを実行します。
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■ Web: アクティブな SP Web インタフェースから、「System Information」>「DCUs」の
順にクリックします。
DCU テーブルで、DCU の場所、ホスト DCU 割り当て、および健全性の詳細を表示しま
す。SPM 冗長性をサポートするサーバーの場合は、DCU システムアクティビティーを管理
するためにアクティブに割り当てられた SPM を表示します。
- または --

■ CLI: アクティブな SP CLI から、「show /System/DCUs/DCU_n」と入力します。
次の DCU プロパティーを表示します。health = location = host_assigned =
サポートされている場合は、割り当てられた DCU の制御している SPM のプロパティーを
表示します。sp_name = /SYS/SPPn/SPMn
DCU ターゲットに示されているプロパティーの詳細を表示するには、「help /System/
DCUs/DCU_n」と入力します。

2. DCU の制御している SPM の役割を変更するには、次のいずれかを実行します。

■ Web: 「System Information」>「DCUs」ページで、次を実行します。

1. DCU テーブルで、DCU 割り当てを選択したあと、「Actions」リストから「Graceful
Failover」(DCU-SPM 割り当てのネゴシエーションを実行します) または「Forceful
Failover」(DCU-SPM 割り当てを強制的に変更します) を選択します。

2. 「Apply」をクリックします。
フェイルオーバー操作を続行することを確認するプロンプトが表示された場合。続行す
るには「Yes」をクリックします。それ以外の場合は「No」をクリックします。

- または --
■ CLI: 「set /Systems/DCUs/DCU_n initiate_sp_failover = true|force」と入力します。

ここで、true は DCU SPM 割り当てのネゴシエーションを正常に行い、force は DCU-
SPM 割り当てを強制的に変更します。
フェイルオーバー操作を続行することを確認するプロンプトが表示された場合。続行するに
は「y」と入力します。それ以外の場合は、「n」と入力します。

DCU ステータスの状態

論理 DCU ホスト構成の可能性のある健全性ステータスの状態の一覧については、次の表を
参照してください。

表 80 DCU 健全性ステータスの定義

健全性ステータス 定義

OK DCU 割り当ては正常に動作しています。
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健全性ステータス 定義

Unknown Oracle ILOM は、DCU 健全性ステータス、割り当て、ま
たはサブコンポーネントの詳細を表示できません。

Service Required Oracle ILOM は、シャーシコンポーネントに問題を検出し
ました。この問題を解決するには、保守アクションが必要で
す。「Open Problems」ページを参照し、解決のためのナ
レッジベース URL を表示します。

Warning Oracle ILOM は、DCU 割り当てにマイナーな問題を検
出しました。警告メッセージにもかかわらず、DCU 割り当て
は正常に機能しています。この情報メッセージは無視して
も問題ありません。

PDomain および DCU 割り当て
SPARC サーバー (M シリーズサーバーなど) では、Oracle ILOM を使用して、ホストの論理ド
メイン構成可能ユニット (DCU) 割り当てを表示および管理できます。さらに、PDomain 冗長
サービスプロセッサプロキシ (SPP) をサポートする SPARC サーバー (M7-16 サーバーなど) の
場合は、Oracle ILOM を使用して、ホストの制御している PDomain-SPP を変更できます。
PDomain-DCU 割り当ての管理の詳細は、次の情報を参照してください。

■ 225 ページの「DCU を割り当てに使用可能にする」
■ 226 ページの「PDomain ホストへの DCU の割り当てまたは割り当て解除」
■ 228 ページの「ホストの制御している PDomain-SPP の変更 (フェイルオーバー)」

DCU を割り当てに使用可能にする

始める前に

■ ホスト DCU 割り当てを変更するには、Admin (a) の役割が必要です。
■ ホストや DCU の状態には関係なく、DCU をいつでもホストに対して「割り当てに使用可

能」にできます。
■ DCU をホストに対して「割り当てに使用不可」にするには、その DCU がホストによって割

り当てられて (使用されて) いてはいけません。

DCU を割り当てに使用可能にするには、次の手順に従います。

1. 次のいずれかを実行して、各 PDomain ホストの DCU の可用性を確認します。

■ Web: 「System Management」>「Domains」の順にクリックします。
「Domains」ページの「Host Configuration」テーブルで、各ホストの「Assignable
DCU」列を表示します。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
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show /Servers/PDomains/PDomain_n/host

ホストターゲットの下の dcus_available = プロパティーを表示します。

ホストターゲットに示されている CLI プロパティーの詳細を表示するには、次のように入力
します。

help /Servers/PDomains/PDomain_n/host

2. PDomain ホストにどの DCU を割り当てることができるかを制御するには、次のいずれかを
実行します。

■ Web: 「Host Configuration」テーブルで、ホストを選択し、「Configure」をクリックしま
す。
詳細は、「System Management」>「Domains」ページにある「More Details...」リンクを
クリックしてください。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
set /Servers/PDomains/PDomain_n/host dcus_assignable= [/SYS/DCUn]

PDomain ホストへの DCU の割り当てまたは割り当て解除

始める前に

■ ホスト DCU 割り当てを構成するには、Admin (a) の役割が必要です。
■ ホストへの DCU の割り当ておよび割り当て解除を行う前に、割り当て対象の DCU 上の

ホストの電源が切断されていることを確認する必要があります。

注記 - 一部のサーバーは、無限 PDomain (「Expandable」が「True」に設定されています)
および有限 PDomain (「Expandable」が「False」に設定されています) の構成をサポート
しています。無限または有限 PDomain の詳細は、サーバーに付属の管理ガイドの情報を
参照してください。

■ ホストの電源状態を変更するには、Reset and Host Control (r) の役割が必要です。

DCU の割り当てまたは割り当て解除を行うには、次の手順に従います。

1. 次のいずれかを実行して、ホストの現在の DCU 割り当てを確認します。

■ Web: 「System Management」>「Domains」の順にクリックします。
「Host Configuration」テーブルで、「Assigned DCU」列と (サポートされている場合は)
「Expandable」列を表示します。

詳細は、「Domains」ページにある「More Details...」リンクをクリックしてください。
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■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
show Servers/PDomains/PDomain_n/host

ホストターゲットの下の dcus_assigned = プロパティーを表示します。

2. 次のいずれかを実行して、割り当てられた DCU 上の PDomain ホストの電源を切断します。

■ Web: 「System Management」>「Power Control」ページの順にクリックし、「Power
Control」ページにある「More Details...」リンクをクリックして詳しい手順を確認します。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
stop /Servers/PDomains/PDomain_n/host

3. 電源が切断されたホストへの DCU の割り当てまたは割り当て解除を行うには、次のいずれ
かを実行します。

■ Web: 「System Management」>「Domains」ページで、「More Details...」リンクをクリッ
クして手順を確認します。

■ CLI: 次のいずれかを実行します

■ DCU を割り当てるには、次のコマンド文字列を入力します。
set /Servers/PDomains/PDomain_n/host dcus_assigned= [/SYS/DCUn]

DCU 割り当てのステータスを確認するには、「show /Servers/PDomains/
PDomain_n/host」と入力します

operation_in_progress = プロパティーを表示します。

■ DCU の割り当てを解除するには、次のコマンド文字列を入力します。
set /Servers/PDomains/PDomain_n/host dcus_assigned= [/SYS/DCUn]

指定した DCU が割り当て解除されたことを確認するには、「show /Servers/
PDomains/PDomain_n/host」と入力します。

ホストターゲットの下の dcus_available = プロパティーを表示します。

4. 手順 2 で停止された PDomain ホストを起動します。たとえば、次のようにします。

■ Web: 「More Details...」リンクをクリックして手順を確認します。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
start /Servers/PDomains/PDomain_n/host
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ホストの制御している PDomain-SPP の変更 (フェイルオーバー)

始める前に

■ すべての SPARC M シリーズサーバーが PDomain-SPP フェイルオーバーをサポートし
ているわけではありません。そのため、この手順で説明されている Oracle ILOM プロパ
ティーが CLI および Web インタフェースに表示されない場合、PDomain-SPP ホストフェ
イルオーバー機能はサポートされていません。サーバーでサポートされているフェイルオーバー
操作の詳細は、そのサーバーに付属の管理ガイドを参照してください。

■ ホストの制御している PDomain-SPP を変更するには、Admin (a) の役割が必要です。
■ 制御している PDomain-SPP を変更すると、ホスト PDomain-SPP と Oracle ILOM の

間の通信が中断されることがあります。これが発生すると、PDomain-SPP 上のアクティブ
な Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスセッションはすべて自動的に切断され
ます。

現在、ホストのシステムアクティビティーの管理に責任を負っている制御している PDomain-
SPP を変更するには、次の手順に従います

1. 次のいずれかを実行して、PDomain のアクティブな SPP を識別します。

■ Web: 「System Management」>「Domains」ページの順にクリックし、「Host
Configuration」テーブル内の「SP Name」列を表示します。
または

■ CLI: 「show /Servers/PDomains/PDomain_n/host」と入力します。
アクティブな PDomain-SPP を識別するには、sp_name = プロパティーを表示します。

2. ホストの制御している PDomain SPP を変更するには、次のいずれかを実行します。

■ Web: 「System Management」>「Domains」ページの順にクリックし、「More
Details...」リンクをクリックして手順を確認します。
または

■ CLI: 「set /Servers/PDomains/PDomain_n/host initiate_sp_failover=<true|force>」
と入力します。
ここで、true は PDomain-SPP 割り当てのネゴシエーションを正常に行い、force は
PDomain-SPP 割り当てを強制的に変更します。フェイルオーバー操作を続行することを
確認するプロンプトが表示された場合。続行するには「y」と入力します。それ以外の場合
は、「n」と入力します。
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ホスト出力の背面 VGA ポートへのリダイレクト

注記 - ホスト出力を背面 VGA ポートにリダイレクトするためのポリシーは、すべての Oracle
サーバーで使用できるわけではありません。また、Oracle サーバー上のフロントおよび背面
VGA ポートを同時に使用することはできません。

一部の Oracle サーバーの Oracle ILOM には、ホスト出力をサーバーの背面パネル上の
VGA ポートにリダイレクトするために使用できるポリシーが用意されています。デフォルトでは、
このポリシーは無効になっており、Oracle ILOM CLI からのみ構成できます。Oracle ILOM
CLI でのこのポリシーの設定の詳細は、次の表を参照してください。

表 81 ホスト出力をリダイレクトするための VGA リアポートプロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ SP CLI: SP/policy
■ ユーザーロール: Admin (a) ロール (VGA リアポートポリシープロパティーを変更するために必要)。

注:

■ VGA リアポートポリシーは、すべての Oracle サーバーで使用できるわけではありません。

プロパティー デフォルト値 説明

VGA_REAR_PORT= disabled disabled |enabled

■ disabled – 無効にすると、ホスト出力はサーバーのリアパネル上の
VGA ポートにリダイレクトされません。

■ enabled – 有効にすると、ホスト出力はサーバーのリアパネル上の VGA
ポートにリダイレクトされます。

VGA 背面ポートの CLI 構文:

set /SP/policy VGA_REAR_PORT=disabled|enabled

関連情報
■ 「Navigating the Web Interface」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Navigating the Command-Line Interface (CLI) Namespace Targets」 in

『Oracle ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware
Release 3.2.x』

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40001001457703
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400000b1459881
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警告通知、保守要求、またはリモートロギングの構
成

説明 リンク

警告通知の構成、テスト、および無効化について
は、このセクションを参照してください。

■ 231 ページの「警告通知の構成」

自動保守要求を有効にするための構成情報につ
いては、このセクションを参照してください。

■ 236 ページの「自動保守要求の管理」

Oracle ILOM イベントをリモートホストに記録す
るための Syslog サーバーの構成については、この
セクションを参照してください。

■ 240 ページの「イベントロギング用の Syslog の構成」

関連情報
■ 「Managing Oracle ILOM Log Entries」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for

System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Managing SNMP Trap Alerts Using the Oracle ILOM」 in 『Oracle ILOM

Protocol Management Reference for SNMP and IPMI Firmware Release
3.2.x』

■ 表40「SNMP 構成プロパティー」

警告通知の構成
システム管理者は、Oracle ILOM で、可能性のあるシステム障害を事前に警告するための警
告通知を構成できます。Oracle ILOM は、IPMI PET 警告、SNMP トラップ警告、および電
子メール警告通知の構成をサポートしています。

Oracle ILOM では、Oracle ILOM CLI、Oracle ILOM Web インタフェース、または
SNMP クライアントを使用して、最大 15 個の警告通知を構成できます。構成された警告通知
ごとに、システム管理者はオプションでテストメッセージを生成することにより、宛先の受信者が
そのテストメッセージを正常に受信したことを確認できます。

Oracle ILOM での警告通知の構成の詳細は、次のトピックを参照してください。

■ 232 ページの「警告通知の構成プロパティー」
■ 233 ページの「警告通知 (IPMI PET、SNMP、または電子メール) の構成およびテスト」

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40029e51393782
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40029e51393782
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40029e51393782
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■ 235 ページの「警告通知 (IPMI PET、SNMP、または電子メール) の無効化」
■ 236 ページの「電子メール警告用の SMTP クライアントを構成する」

警告通知の構成プロパティー
Oracle ILOM では、警告通知ごとに、alert type、alert destination、alert level の 3 つ
のプロパティーが設定されている必要があります。どの警告の種類が構成されるかに応じて、
ほかのプロパティーをオプションで構成できます。

警告通知の構成プロパティーの詳細は、次の表を参照してください。

表 82 警告通知の構成プロパティー
プロパティー 要件 説明

Alert Type 必須 「Alert Type」プロパティーは、Oracle ILOM が警告メッセージを作成して送信する際に使用する
メッセージの形式と配信方法を指定します。

選択できる警告の種類は次のとおりです。

■ IPMI PET 警告 – 必須プロパティーは、警告の宛先 IP アドレスと警告レベルです。指定した
警告の宛先は、それぞれ 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。

■ SNMP Trap Alerts – 必須プロパティーには、警告の宛先 IP アドレス、警告の宛先ポート番
号、および警告レベルが含まれます。指定された各宛先が 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。

■ Email Alerts – 必須プロパティーには、宛先の電子メールアドレスと警告レベルが含まれま
す。電子メール警告を有効にする前に、Oracle ILOM で SMTP 電子メールサーバーのプロパ
ティーを構成する必要があります。

関連情報:

■ 「Configuring SMTP Client for Email Alert Notifications (SNMP)」 in 『Oracle
ILOM Protocol Management Reference for SNMP and IPMI Firmware Release
3.2.x』

Alert
Destination

必須 「Alert Destination」プロパティーは、警告メッセージをどこに送信するかを指定します。IPMI
PET および SNMP 警告では、IP アドレスの宛先を構成する必要があります。電子メール警告で
は、電子メールアドレスの宛先を構成する必要があります。

Alert
Destination
Port

省略可能 TCP/UDP 宛先ポートは、SNMP 警告の構成にのみ適用されます。

Oracle ILOM は、標準の TCP/UDP 宛先ポート番号を自動的に選択します。システム管理者
は、標準のポート番号 (162) を受け入れるか、手動で TCP/UDP ポート番号を指定するかを必要
に応じて選択できます。

Alert Level 必須 すべての警告通知の構成で、警告レベルを設定する必要があります。

警告レベルによって、警告通知の送信が有効になります。さらに、IPMI PET 警告および電子メー
ル警告では、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。

Oracle 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 – 情報イベントのほか、メジャーおよびクリティカルイベントに関する警告を生成します。
■ Major – すべての非クリティカル、回復不可能、およびクリティカルイベントに関する警告を生

成します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40035541028832
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40035541028832
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40035541028832
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プロパティー 要件 説明
■ Critical – すべてのクリティカルおよび回復不可能イベントに関する警告を生成します。
■ Down – このレベルは、上限および下限の回復不可能イベントに関する警告のみを生成しま

す。
■ Disable – 警告構成を無効にします。Oracle ILOM は警告メッセージを生成しません。

重要: Oracle ILOM は、すべての IPMI PET 警告構成および電子メール警告構成の警告レベ
ルフィルタリングをサポートしています。Oracle ILOM は、SNMP 警告構成の警告レベルフィル
タリングをサポートしていません。ただし、Oracle ILOM で SNMP 警告を生成できるようにするに
は、「Minor」、「Major」、「Critical」、「Down」のいずれかの警告レベルを指定する必要があります。

Email Custom
Sender

電子メール警告
で省略可能

システム管理者は、電子メール警告の構成でのみ、このプロパティーを必要に応じて構成できま
す。

email_custom_sender プロパティーを使用すると、<IPADDRESS> または <HOSTNAME> の
いずれかの文字列を使用して、SMTP カスタマ送信者アドレスをオーバーライドできます。

例: alert@<IPADDRESS>。
Email Message
Prefix

電子メール警告
で省略可能

システム管理者は、電子メール警告の構成でのみ、このプロパティーを必要に応じて構成できま
す。

「Email Message Prefix」プロパティーを使用すると、Oracle ILOM でユーザーが指定した情報
をメッセージ本文に付加できます。

Event Class
Filter

電子メール警告
で省略可能

システム管理者は、電子メール警告の構成でのみ、このプロパティーを必要に応じて構成できま
す。

「Event Class Filter」プロパティーを使用すると、Oracle ILOM で選択したイベントクラスを除く
すべての情報を除外できます。フィルタをクリアし、すべてのクラスに関する情報を送信するには、
空の二重引用符 ("") を入力します。

Event Type
Filter

電子メール警告
で省略可能

システム管理者は、電子メール警告の構成でのみ、このプロパティーを必要に応じて構成できま
す。

「Event Type Filter」プロパティーを使用すると、Oracle ILOM で選択したイベントの種類を除
くすべての情報を除外できます。フィルタをクリアし、すべてのイベントの種類に関する情報を送信
するには、空の二重引用符 ("") を入力します。

SNMP Version SNMP 警告で
省略可能

システム管理者は、「SNMP Version」プロパティーを使用して、送信される SNMP トラップの
バージョンを指定できます。サポートされている SNMP バージョンは 1、2c、および 3 です。

SNMP
Community
Name

または

User Name

SNMP 警告で
省略可能

システム管理者は、オプションで SNMPv1 または 2c コミュニティー文字列、あるいは SNMPv3
ユーザー名を指定できます。
注記 - SNMPv3 ユーザー名が構成されている場合は、Oracle ILOM で SNMPv3 ユーザー名を
構成する必要があります。SNMP ユーザー名が構成されていない場合は、警告が配信に対して認
証されません。

警告通知 (IPMI PET、SNMP、または電子メール) の構成
およびテスト
次の手順は、Oracle ILOM の CLI および Web インタフェースを使用して、警告通知を構成
およびテストするための手順を示しています。
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始める前に

■ 電子メール警告構成の場合は、SMTP サーバーが構成されている必要があります。SMTP
サーバーが構成されていない場合、Oracle ILOM は電子メール警告を生成できません。構
成の詳細は、236 ページの「電子メール警告用の SMTP クライアントを構成する」を参
照してください。

■ SNMP 警告構成の場合は、SNMP セットのプロパティーが有効になっており、かつ
SNMP に対して少なくとも 1 つのユーザーアカウントが構成されている必要があります。構
成の詳細は、表40「SNMP 構成プロパティー」 を参照してください。

■ Oracle ILOM で警告通知のプロパティーを構成するには、Admin (a) の役割が必要で
す。

1. 15 個の警告構成 ID のいずれかのプロパティーを移入するには、次を実行します。

■ Web:
「ILOM Administration」>「Notifications」>「Alerts」の順にクリックし、「Alert ID」を
クリックしてから「Edit」をクリックします。必須プロパティー (レベル、種類、および宛先) を
定義してから、「Save」をクリックします。

必須およびオプションプロパティー詳細は、表82「警告通知の構成プロパティー 」 を参照
してください。

■ CLI:
必須の警告プロパティーを設定するには、次を入力します。

set /SP|CMM/alertmgmt/rules/n type=email|snmptrap|ipmipet
destination=ip_address port=required_for_snmptrap level=minor|major|crticial|
disable

必須およびオプションプロパティー詳細は、表82「警告通知の構成プロパティー 」 を参照
してください。

2. 警告通知の構成をテストするには、次を実行します。

■ Web:
「ILOM Administration」>「Notifications」>「Alerts」の順にクリックし、構成された警
告 ID をクリックしてから「Test Rule」をクリックします。

成功または失敗のステータスメッセージが表示されます。

■ CLI:
構成された警告通知をテストするには、次を入力します:

set /SP|CMM/alertmgmt/rules/n testalert=true

成功または失敗のステータスメッセージが表示されます。
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関連情報:

■ 表82「警告通知の構成プロパティー 」
■ 236 ページの「電子メール警告用の SMTP クライアントを構成する」
■ 表40「SNMP 構成プロパティー」
■ 「Managing Oracle ILOM Log Entries」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for

System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Managing SNMP Trap Alerts Using the Oracle ILOM」 in 『Oracle ILOM

Protocol Management Reference for SNMP and IPMI Firmware Release
3.2.x』

警告通知 (IPMI PET、SNMP、または電子メール) の無効
化
次の手順は、Oracle ILOM の CLI および Web インタフェースを使用して、構成された警
告通知を無効にするための手順を示しています。SNMP アプリケーションクライアントから
警告通知を構成およびテストする手順については、「Manage Component Information
and Email Alerts (SNMP)」 in 『Oracle ILOM Protocol Management Reference for
SNMP and IPMI Firmware Release 3.2.x』を参照してください。

始める前に

■ Oracle ILOM で警告通知のプロパティーを変更するには、Admin (a) の役割が必要で
す。

警告通知の構成を無効にするには、次を実行します。

■ Web:
「ILOM Administration」 > 「Notifications」 > 「Alerts」の順にクリックし、構成された
警告 ID をクリックしてから「Edit」をクリックします。「Level」リストボックスで「Disable」
をクリックし、「Save」をクリックします。

成功または失敗のステータスメッセージが表示されます。

■ CLI:
構成された警告通知を無効にするには、次を入力します:

set /SP|CMM/alertmgmt/rules/n level=disable

成功または失敗のステータスメッセージが表示されます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40029e51393782
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40029e51393782
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPz40029e51393782
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPcjccffie
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPcjccffie
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMPcjccffie
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電子メール警告用の SMTP クライアントを構成する
次の手順は、Oracle ILOM CLI および Web インタフェースを使用して Oracle ILOM を
SMTP クライアントとして構成する方法について説明します。電子メール警告通知を正常に送
信するには、Oracle ILOM が SMTP クライアントとして動作する必要があります。

始める前に

■ Oracle ILOM を SMTP クライアントとして構成する前に、電子メール通知を処理する送
信 SMTP 電子メールサーバーの IP アドレスとポート番号を確認してください。

■ カスタム送信者の「SMTP Client」プロパティーはオプションです。このプロパティーを使用
すると、Oracle ILOM で <IPADDRESS> または <HOSTNAME> のいずれかの文字列
を使用して、SMTP 送信者アドレスをオーバーライドできます。例: alert@[IPADDRESS]

■ Oracle ILOM で「SMTP Client」プロパティーを構成するには、Admin (a) ロールが必要
です。

Oracle ILOM を SMTP クライアントとして構成するには、次を実行します。

■ Web:
「ILOM Administration」 > 「Notifications」 > 「SMTP Client」の順にクリックしま
す。
SMTP の状態を有効にし、必須プロパティー (SMTP サーバーの IP アドレスとポート番
号) を設定し、必要な場合は省略可能なプロパティー (カスタム送信者) を設定して、
「Save」をクリックします。

■ CLI:
次を入力します:
set /SP|CMM/clients/smtp state=enable address=smtp_server_ip
port=smtp_server_port custom_send=optional_string

関連情報:
■ 233 ページの「警告通知 (IPMI PET、SNMP、または電子メール) の構成およびテスト」

自動保守要求の管理

注記 - Oracle ILOM の自動保守要求プロパティーは、すべての Oracle サーバーでサポートさ
れているわけではありません。

ファームウェアリリース 3.2.5 時点の Oracle ILOM は、管理者が Oracle ILOM を ASR
Client として構成するために使用できる自動保守要求 (ASR) 構成プロパティーを提供しま
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す。これらのプロパティーを構成すると、Oracle ILOM は障害イベントテレメトリメッセージを自
動的に検出し、リアルタイムに Oracle サービスに転送します。さらに、管理対象サーバーが電
源投入されて動作していることを確認するために、Oracle ILOM は 24 時間ごとに Oracle
サービスにハートビートメッセージを転送します。

管理者は、1) 提供されているデフォルトの ASR Manager エンドポイント URL アドレスを使
用して、Oracle ILOM で ASR Client を Oracle サービスに直接接続するか、または 2) エン
ドポイント URL アドレスを ASR Manager Relay に設定することによって、Oracle ILOM で
ASR Client を Oracle サービスに間接的に接続するかのどちらかを選択できます。

Oracle ILOM を ASR Client として構成する方法の詳細は、次のセクションを参照してくだ
さい。

■ 237 ページの「Oracle ILOM の ASR Client としての構成」
■ 238 ページの「ASR テストまたはハートビートメッセージの送信」
■ 238 ページの「ASR 構成プロパティー」

Oracle ILOM の ASR Client としての構成
始める前に

■ Oracle ILOM で ASR Client のプロパティーを構成するには、Admin (a) の役割が必要
です。

■ 「ASR Client Endpoint URL」プロパティーが、登録された ASR Manager または ASR
Manager Relay に設定されている必要があります。

注記 - システムを設定して Oracle ASR Manager に登録する方法の詳細は、http://
www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html にある ASR の製品ド
キュメントを参照してください。

■ ASR は、Oracle ILOM から (このトピックの説明に従って) ASR Client として、または
(ASR トラップ警告通知を経由して) SNMP 管理ステーションとして構成できます。Oracle
ILOM で ASR を構成するための代替方法の詳細は、このトピックの「関連情報」セクショ
ンに記載されているリファレンスを参照してください。

1. Oracle ILOM で ASR 構成プロパティーにアクセスします。

■ Web: 「ILOM Administration」>「Notification」>「ASR」の順にクリックします。
■ CLI: 「/SP/clients/asr」と入力します。

2. 表83「ASR Client のプロパティー」 の説明に従って ASR プロパティーを構成します。

3. (Web インタフェースのみ)「Save」をクリックします。

http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html
http://www.oracle.com/us/support/auto-service-request/index.html
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関連情報
■ Oracle ILOM の ASR Client としての設定に代わる方法としての警告通知の構成につ

いては、231 ページの「警告通知の構成」を参照してください。
■ My Oracle Support を使用して連絡先を割り当て、ASR のアクティブ化を承認します

(http://support.oracle.com)。詳細は、My Oracle Support にある「保留中の ASR ア
セットを管理および承認する方法」(Doc ID 1329200.1) (http://support.oracle.com/
rs?type=doc&id=1329200.1) を参照してください。

ASR テストまたはハートビートメッセージの送信
ASR イベントメッセージを手動で送信するには、「Status」プロパティーが「Registered」を示し
ている必要があります。

1. 次の ASR イベントタイプアクションのいずれかを実行します。

■ ASR テストを送信します。
■ Web: 「Send Test」をクリックします。

Oracle ILOM ASR クライアント構成が Oracle サービス (エンドポイント URL) にテ
ストメッセージを転送します。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
set /SP/clients/asr send-event=test

■ ASR ハートビートを送信します。
■ Web: 「Send Heartbeat」をクリックします。

Oracle ILOM ASR クライアント構成が Oracle サービス (エンドポイント URL) に
ハートビートメッセージを転送します。

■ CLI: 次のコマンド文字列を入力します。
set /SP/clients/asr send-event=heartbeat

2. テストまたはハートビートメッセージが正常に送信されたことを確認するには、次のいずれかを
実行します。

■ ASR 通知電子メールをチェックします。
■ Oracle ILOM システムログ内のエントリをチェックして、該当する ASR テストイベントま

たは ASR ハートビートイベントを探します。

ASR 構成プロパティー
次の表は、Oracle ILOM での ASR の CLI および Web インタフェースプロパティーについて
説明しています。

http://support.oracle.com
http://support.oracle.com/rs?type=doc&id=1329200.1
http://support.oracle.com/rs?type=doc&id=1329200.1
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表 83 ASR Client のプロパティー

プロパティー デフォルト値 説明

Status

(status=)

該当なし、読み
取り専用プロパ
ティー。

「Status」は、Oracle ILOM での ASR Client の動作状態を識別します。可能性のあるステータ
ス値は次のとおりです。

■ Registered – Oracle ILOM での ASR Client は正しく構成され、Oracle サービス (エンド
ポイント URL) と通信できるようになっています。

■ Registration In Progress – Oracle ILOM での ASR Client は、指定された Oracle サー
ビスの ASR Manager (エンドポイント URL) に登録している最中です。

■ Internal File Error – Oracle ILOM がテレメトリメッセージを Oracle サービス (エンドポイ
ント URL) に転送しようとしたときに内部ファイルエラーが発生しました。このエラーの詳細は、
Oracle ILOM のログファイルを参照してください。

■ Not Running – Oracle ILOM での ASR Client の「State」プロパティーは現在、無効に設
定されています。

■ URL For Endpoint Not Configured – 「Endpoint」プロパティーには現在、URL アドレス
が構成されていません。

■ Username Not Configured – 現在、Oracle サポートアカウント契約の「Password」プロパ
ティーが構成されていません。

■ Password Not Configured – 現在、Oracle サポートアカウント契約の「Password」プロパ
ティーが構成されていません。

■ Invalid Registration Username and Password – Oracle サポートアカウント契約の
「Username」および「Password」プロパティーが誤って構成されています。

■ Error Resolving Host – Oracle ILOM が指定された Oracle サービスの ASR Manager
のエンドポイント URL を解決しようとしたときにエラーが発生しました。このエラーの詳細は、
Oracle ILOM のシステムログを参照してください。

State

(state=)

Disabled Disabled | Enabled

ハードウェアテレメトリメッセージを指定された Oracle サービス (エンドポイント URL) に送信する
には、ASR Client の状態を有効にしておく必要があります。ASR Client の状態を無効にすると、
Oracle ILOM がハードウェアテレメトリメッセージを Oracle サービスに送信できなくなります。

ASR Client の状態を有効にするには、「State」チェックボックスを選択します。

ASR の「State」を設定するための CLI 構文

set /SP/clients/asr state=enabled | disabled

Endpoint

(endpoint=)

https://
transport.
oracle.com

https://transport.oracle.com | user-specified

ASR Client を Oracle サービスに直接または間接的に接続するには、「Endpoint」プロパティー
を使用します。提供されている ASR Manager の URL アドレスは、Oracle サービスに直接接続
します。オプションで、「Endpoint」プロパティーに ASR Manager Relay の URL アドレスを指定
することによって ASR Client を Oracle サービスに間接的に接続できます。

エンドポイント URL の構文の例

■ https|http://asr_manager_host
■ https|http://asr_manager_host:port_number/asr

「Endpoint」を設定するための CLI 構文

set /SP/clients/asr endpoint=https://transport.oracle.com | ASR Manager Relay URL
address
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プロパティー デフォルト値 説明

Username と
Password

(username=)

(password=)

該当なし、ユー
ザー定義。

有効な My Oracle Support ユーザー名 (電子メールアドレス) とパスワードを入力します。ユーザー
名がない場合は、ユーザーアカウントを作成し、それを My Oracle Support (http://support.
oracle.com.) に登録できます。
注記 - 無効な My Oracle Support アカウントが指定された場合、Oracle ILOM は、管理対象
サーバーから検出されたハードウェアテレメトリメッセージを Oracle サービスに正常に転送できませ
ん。

「Username」と「Password」を設定するための CLI 構文

set /SP/clients/asr username=user_defined password=user_defined

Proxy

(proxy-host=)

(proxy-user=)

(proxy-
password=)

該当なし、ユー
ザー定義。

インターネットにアクセスするために HTTPS/HTTP プロキシサーバーを使用している場合は、次
のプロキシサーバープロパティーを構成します。
注記 - インターネットにアクセスするためにプロキシサーバーを使用していない場合は、次のプロキシ
サーバープロパティーを空白のままにできます。

■ Proxy Address – プロキシサーバーの IP アドレスまたはホスト名とポート番号を指定します。
例:
(proxy_server_ip_address|proxy_server_host_name):port_number

■ Proxy User Name – プロキシサーバーのユーザー名を指定します。
■ Proxy Password – プロキシサーバーのユーザー名に関連付けられたパスワードを指定します。

注記 - ASR Manager in relay mode is different from a proxy というメッセージが表示された
場合は、Oracle ILOM ASR Client のプロキシサーバープロパティーが正しく構成されていること
を確認してください。

「Proxy」を設定するための CLI 構文

set /SP/clients/asr proxy-host=user_defined proxy-user=user_defined proxy-
password=user_defined

イベントロギング用の Syslog の構成
Syslog は、イベントをリモートログホストに記録するために使用されるプロトコルサービスです。
システム管理者は、Syslog サーバーの IP アドレスを構成することによって、Oracle ILOM で
Syslog サービスを有効にできます。

Syslog サーバーに記録されたイベントは、ローカルの Oracle ILOM イベントログに表示さ
れるものと同じ情報 (クラス、種類、重要度、および説明を含む) をすべて提供します。Oracle
ILOM には、最大 2 つの Syslog サーバーを構成するためのプロパティーが用意されていま
す。

イベントログ用の Syslog IP アドレスの構成
始める前に
■ Oracle ILOM で Syslog のプロパティーを変更するには、Admin (a) の役割が必要で

す。

http://support.oracle.com.
http://support.oracle.com.
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2 つの Syslog プロパティーのいずれかの IP アドレスを設定するには、次を実行します:

■ Web:
「ILOM Administration」 > 「Notifications」 > 「Syslog」の順にクリックします。

Syslog サーバーの IP アドレスを「Server 1」または「Server 2」テキストボックスに入力し
てから、「Save」をクリックします。

■ CLI:
次を入力します:

set /SP | CMM/clients/syslog destination_ip=syslog_server_ip

関連情報:
■ 「Managing Oracle ILOM Log Entries」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for

System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
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システム管理電源ポリシーの設定

説明 リンク

サーバー SP から構成できるシステム管理ポリシーの説明
については、このセクションを参照してください。

■ 243 ページの「サーバー SP から構成できる電源
投入および冷却ポリシー」

CMM から構成できるシステム管理ポリシーの説明につ
いては、このセクションを参照してください。

■ 245 ページの「CMM から構成できるシステム
管理電源ポリシー」

関連情報
■ 「電源警告通知の設定とシステムの電力使用の管理」

サーバー SP から構成できる電源投入および冷却ポリシー
システム管理者はオプションで、サーバー SP からシステム管理ポリシーを設定し、ブート時の電
源投入ポリシーと電源切断ポリシー、およびシステムコンポーネントの冷却ポリシーを制御できま
す。

デフォルトでは、すべてのシステム管理ポリシーは、Oracle ILOM SP で無効にされています。
サーバー SP から構成できるシステム管理ポリシーのプロパティーの説明については、次の表を
参照してください。

注記 - このセクションで説明するポリシーはサーバー固有であるため、システムごとに異なる可
能性があります。追加ポリシーの詳細は、使用しているサーバーに付属するドキュメントを参照し
てください。

表 84 構成可能なサーバー SP の電源投入および冷却ポリシー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/policy
■ Web: 「System Management」 > 「Policy」 > 「Policy Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

システム管理ポリシー 説明

Auto-Power-On Host on Boot

(HOST_AUTO_POWER_ON=)

Disabled (デフォルト) |Enabled

ブート時にホストサーバーのオペレーティングシステムの電源を自動的に入れ
る場合は、このポリシーを有効にします。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/policy
■ Web: 「System Management」 > 「Policy」 > 「Policy Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

システム管理ポリシー 説明
注記 - このポリシーを有効にすると、「Set host power to last power state
policy」のポリシーが自動的に無効になります (有効にされていた場合)。
注記 - 一部の x86 および SPARC サーバーでは、HOST_AUTO_POWER_ON プロ
パティーを構成できません。

「Auto-Power-On-Host on Boot」の CLI 構文

set /SP/policy HOST_AUTO_POWER_ON=enabled|disabled

Set Host to Last Power State on Boot

(HOST_LAST_POWER_STATE=)

Disabled (デフォルト) |Enabled

ブート時に、ホストサーバーの電源状態を最後に認識された状態に設定するに
は、このポリシーを有効にします。
注記 - このポリシーを有効にすると、「Auto power-on host policy」のポリ
シーが自動的に無効になります (有効にされていた場合)。
注記 - 一部の x86 および SPARC サーバーでは、HOST_LAST_POWER_STATE
プロパティーを構成できません。

「Set Host to Last Power State on Boot」の CLI 構文

set /SP/policy HOST_LAST_POWER_STATE=enabled|disabled

Set to Delay Host Power On

(SPARC サーバーのみ)

(HOST_POWER_ON_DELAY=)

Disabled (デフォルト) |Enabled

ブート時に、ホストオペレーティングシステムの電源投入を遅延するには、
Oracle SPARC サーバーでこのポリシーを有効にします。

「Set to Delay Power On」の CLI 構文:

set /SP/policy HOST_POWER_ON_DELAY=enabled|disabled

Set Low Line AC Override Mode Policy (x86 サー
バーのみ)

(LOW_LINE_AC_OVERRIDE_MODE=)

Disabled (デフォルト) |Enabled

「Low Line AC Override」ポリシーによって、4 CPU システムで低電圧
(110 ボルト) 電力を特殊なテストシナリオで使用できるかどうかが決定され
ます。電源ユニット (PSU) ごとの電力容量は、低電圧で約 1000 ワットで
す。4 CPU システムの電力は 1000 ワットを超える場合があるため、この設
定を有効にすると PSU の冗長性が失われます。
注記 - 一部の x86 サーバーでは、LOW_LINE_AC_OVERRIDE_MODE プロパティー
を構成できません。

「Set Enhanced PCIe Cooling Mode」の CLI 構文:

set /SP/policy LOW_LINE_AC_OVERRIDE_MODE=enabled|disabled

Set Enhanced PCIe Cooling Mode (x86 サーバーの
み)

(ENHANCED_PCIE_COOLING_MODE=)

Disabled (デフォルト) |Enabled

低い動作温度の要件を満たすようにするには、Oracle x86 サーバーの PCEI
カードシステムで、このポリシーを有効にします。

PCIe クールダウンポリシーモードを有効にすると、要求された温度範囲内で
PCIe カードが動作するために、シャーシの出力温度センサーのしきい値を低く
するように Oracle ILOM に指示されます。
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /SP/policy
■ Web: 「System Management」 > 「Policy」 > 「Policy Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

システム管理ポリシー 説明
注記 - 一部の x86 サーバーでは、ENHANCED_PCIE_COOLING_MODE プロパティー
を構成できません。

「Set Enhanced PCIe Cooling Mode」の CLI 構文:

set /SP/policy ENHANCED_PCIE_COOLING_MODE=enabled|disabled

Enable a Cooldown Period Before Host Shuts
Down (SPARC サーバーのみ)

(HOST_COOLDOWN=)

Disabled (デフォルト) |Enabled

ホストサーバーの電源切断時にクールダウンモードに入るようにするには、
SPARC サーバーでこのプロパティーを有効にします。クールダウンモードでは、
ユーザーに危険を及ぼさないために、特定のコンポーネントが最低温度より低
い状態であることをモニタリングするように、Oracle ILOM に指示されます。
サーバーのサブコンポーネントが最低温度より低くなると、サーバーの電源が切
断されるか、処理が完了するまでに 4 分を超えた場合は、ホストの電源が切
断されます。

「Enable Cool Down Period Before Host Shuts Down」の CLI 構文:

set /SP/policy HOST_COOLDOWN=enabled|disabled

CMM から構成できるシステム管理電源ポリシー
システム管理者はオプションで、CMM からシステム管理ポリシーを設定して、シャーシの電源
の需要、電源装置のファン速度、ストレージブレード SAS-2 の機能、およびシャーシの電源を管
理できます。

CMM から構成できるシステム管理ポリシーのプロパティーの説明については、次の表を参照
してください。

表 85 構成可能な CMM 電源ポリシー

ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /CMM/policy - または - /CH/BLn/SP/policy
■ Web: 「System Management」 > 「Policy」 > 「Policy Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

システム管理ポリシー デフォルト値 説明

Light Load Efficiency Mode

(LIGHT_LOAD_EFFICIENCY_MODE=)

Disabled Disabled |Enabled

効率を向上させるために、1) シャーシシステムの電源使用をモニタ
リングして、2) 電源ユニットの各サイドを自動的にシャットダウンす
るには、このポリシーを有効にします。

「Light Load Efficiency Mode」の CLI 構文:
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /CMM/policy - または - /CH/BLn/SP/policy
■ Web: 「System Management」 > 「Policy」 > 「Policy Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

システム管理ポリシー デフォルト値 説明
set /CMM/policy LIGHT_LOAD_EFFICIENCY_MODE=enabled|
disabled

Monitor Power Supply 0 Side 0 for power

(MONITOR_PS0_SIDE0=)

Enabled Disabled |Enabled

「Light Load Efficiency Mode」で電源装置 0 サイド 0 の監視
を有効にするには、このポリシーを有効にします。

「Monitor Power Supply 0 Side 0」の CLI 構文:

set /CMM/policy MONITOR_PS0_SIDE0=enabled|disabled

Monitor Power Supply 0 Side 1 for power

(MONITOR_PS0_SIDE1=)

Enabled Disabled |Enabled

「Light Load Efficiency Mode」で電源装置 0 サイド 1 の監視
を有効にするには、このポリシーを有効にします。

「Monitor Power Supply 0 Side 1」の CLI 構文:

set /CMM/policy MONITOR_PS0_SIDE1=enabled|disabled

Monitor Power Supply 1 Side 0 for power

(MONITOR_PS1_SIDE0=)

Enabled Disabled |Enabled

「Light Load Efficiency Mode」で電源装置 1 サイド 0 の監視
を有効にするには、このポリシーを有効にします。

「Monitor Power Supply 1 Side 0」の CLI 構文:

set /CMM/policy MONITOR_PS1_SIDE0=enabled|disabled

Monitor Power Supply 1 Side 1 for power

(MONITOR_PS1_SIDE1=)

Enabled Disabled |Enabled

「Light Load Efficiency Mode」で電源装置 1 サイド 1 のモニ
タリングを有効にするには、このポリシーを有効にします。

「Monitor Power Supply 1 Side 1」の CLI 構文:

set /CMM/policy MONITOR_PS1_SIDE1=enabled|disabled

Cooling Door Installed

(COOLING_DOOR_INSTALLED=)

Disabled Disabled |Enabled

Sun Blade 6048 シャーシに取り付けられている冷却ドアをサポー
トするには、このポリシーを有効にします。

「Cooling Door Installed」の CLI 構文:

set /CMM/policy COOLING_DOOR_INSTALLED=enabled|disabled

Force Power Supply Fans to High Speed

(PS_FANS_HIGH=)

Disabled Disabled |Enabled

電源装置のファンが 100% の出力で動作するように強制するに
は、このポリシーを有効にします。

「Force Power Supply Fans to High Speed」の CLI 構文:

set /CMM/policy PS_FANS_HIGH=enabled|disabled
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ユーザーインタフェースの構成可能なターゲットとユーザーの役割:

■ CLI: /CMM/policy - または - /CH/BLn/SP/policy
■ Web: 「System Management」 > 「Policy」 > 「Policy Configuration」
■ ユーザーの役割: admin (a) (すべてのプロパティー変更に必要)

システム管理ポリシー デフォルト値 説明

Force Power Supply Fans to Low Speed

(PS_FANS_LOW=)

Disabled Disabled |Enabled

電源装置のファンが 80% の出力で動作するように強制するには、
このポリシーを有効にします。

「Force Power Supply Fans to Low Speed」の CLI 構文:

set /CMM/policy PS_FANS_LOW=enabled|disabled

Force Server Blade to be SAS2 Capable
at 3Gbps.

(FORCE_SAS2_3GBPS=)

Disabled Disabled |Enabled

このアクションが必要となる例外的な場合に、NEM が SAS リンク
を遅いレートで実行するように強制するには、このポリシーを有効に
します。

「Force Server Blade to be SAS2 Capable at 3Gbps」の CLI
構文:

set /CH/BLn/SP/policy FORCE_SAS2_3GBPS=enabled|disabled

Manage chassis power.
注意 - Disabling may lead to chassis
shutdown.

(POWER_MANAGEMENT=)

Enabled Disabled |Enabled

シャーシに取り付けられる新しいサーバーモジュールの電源を入れ
た場合に、シャーシに十分な電源があるかどうかを判別するには、こ
のポリシーを有効にします。

「Manage Chassis Power」の CLI 構文:
注意 - Disabling may lead to chassis shutdown.

set /CMM/policy POWER_MANAGEMENT=enabled|disabled

関連情報
■ 「CMM Web Interface: Blade Server Views」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for

System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Managing Blade Servers From the CMM CLI」 in 『Oracle ILOM User’s Guide

for System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40057081463683
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40057081463683
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40002bd1613437
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40002bd1613437
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電源警告通知の設定とシステムの電力使用の管理

説明 リンク

消費電力警告通知に関する CMM およ
び SP の構成可能なプロパティーの説明
は、このセクションを参照してください。

■ 249 ページの「消費電力警告通知の設定」

システムの電力使用の管理に対する
CMM および SP の構成可能なプロパ
ティーの説明は、これらのセクションを参照
してください。

■ 250 ページの「CMM 電力許可および SP 電力制限プロパ
ティーの設定」

■ 253 ページの「電力制限を実施するための SP 詳細電力上限
ポリシーの設定」

■ 255 ページの「電力ポリシーに対応した SP 電力管理設定の設
定 (SPARC)」

■ 256 ページの「CMM 電源装置冗長性ポリシーの設定」

関連情報

■ 「Real-Time Power Monitoring Through Oracle ILOM Interfaces」 in 『Oracle
ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware Release
3.2.x』

■ 「警告通知、保守要求、またはリモートロギングの構成」

消費電力警告通知の設定
Oracle ILOM には、消費電力警告通知に対する構成プロパティーがあります。構成プロパ
ティーを有効にすると、システムの電力が設定されているしきい値を超えた場合に、構成されて
いる電子メール受信者が警告通知を受信します。

消費電力のしきい値および電子メール警告通知は、Oracle ILOM の CLI または Web イン
タフェースから構成できます。

電子メール警告通知の構成の詳細は、231 ページの「警告通知の構成」を参照してください。

電力通知しきい値に対する構成プロパティーの詳細は、次の表を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz4000a0f165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz4000a0f165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz4000a0f165586
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表 86 消費電力通知しきい値の構成プロパティー

ユーザーインタフェースの構成可能ターゲットおよびユーザーの役割

■ SP CLI: /SP|CMM /powermgmt
■ Web: 「Power Management」 > 「Consumption」 > 「Notification Threshold 1 | 2」
■ Admin (a) の役割 (しきい値プロパティーの変更に必要)。

要件:

■ Web インタフェースでしきい値プロパティーの変更を適用するには、「Save」をクリックする必要があります。
■ 電子メール警告通知プロパティーは Oracle ILOM で構成する必要があります。

プロパティー デフォルト値 説明

Notification Threshold 1 および 2

(threshold1=n |threshold2=n)

Disabled Disabled| Enabled

■ Disabled – 無効の場合、「Notification Threshold」プロパティーの状態およ
びワット数プロパティー値 (0) は無効になります。

■ Enabled - 有効の場合、「Notification Threshold」プロパティーの状態およ
びユーザー指定のワット数プロパティー値を構成できます。
ワット数のしきい値は 1 - 65535 の間で指定してください。
システムの電力が設定されたしきい値を超えると Oracle ILOM が警告イベ
ントを生成します。電子メール警告の受信者が構成されている場合は、Oracle
ILOM は構成されている受信者への消費電力の電子メール警告も生成しま
す。

消費電力通知しきい値の CLI 構文

set /SP/CMM/powermgmt threshold1=<0 to 65535> threshold2=<0 to 65535>

関連情報:

■ 231 ページの「警告通知の構成」
■ 「Power Consumption Terminology and Properties」 in 『Oracle

ILOM User’s Guide for System Monitoring and Diagnostics
Firmware Release 3.2.x』

CMM 電力許可および SP 電力制限プロパティーの設定
Oracle ILOM には、管理対象システムの電力使用を制限および許可するための、SP およ
び CMM の構成可能なプロパティーがあります。これらの電力制限および電力許可のプロパ
ティーは、Oracle ILOM CLI およびファームウェアバージョン 3.1.1 以降の Web インタフェー
スから構成できます。

電力制限および電力許可に対して Oracle ILOM で構成可能なプロパティーの詳細は、次の
手順を参照してください。

■ 251 ページの「CMM の「Blade Slot Grant Limit」プロパティーを設定する」
■ 252 ページの「SP の「Power Target Limit」プロパティーを設定する」

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
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CMM の「Blade Slot Grant Limit」プロパティーを設定
する
始める前に

■ Oracle ILOM CMM ファームウェアバージョン 3.1.1 以降が必要です。
■ Oracle ILOM で「Blade Slot Grant Limit」プロパティーを変更するには Admin (a) の

役割が必要です。
■ 「Blade Slot Grant Limit」プロパティーは、CMM が CPU ブレードサーバーに許容する消

費電力の量を制御します。デフォルトでは、「Blade Slot Grant Limit」は 1200 ワットに
設定されています (最大ブレードスロット電力制限)。
システム管理者は、デフォルトのブレードスロット許可制限 (1200 ワット) を受け入れるか
変更するかを選択できます。ただし、許可制限のプロパティーは CMM によってすでに許
可されているブレードスロットの電力 (ワット数、許可電力) よりも少なく設定してはいけませ
ん。「Blade Slot Grant Limit」を 0 に設定すると、取り付けられている CPU ブレードサー
バーの電源を投入できなくなります。

注記 - 「Blade Slot Grant Limit」は取り付けられているストレージブレードサーバーからは
無視されます。ストレージブレードサーバーには自動的に送電されます。

この手順では、Web および CLI CMM の両方の手順について説明します。

CMM の「Blade Slot Grant Limit」プロパティーを設定するには、次の Oracle ILOM インタ
フェースの手順のいずれかを実行します:

Oracle ILOM
インタフェース

CMM の「Blade Slot Grant Limit」の設定手順

Web 1. 「Power Management」 > 「Allocation」の順にクリックします。
2. 「Power Grants」テーブルで、CPU ブレードサーバーの横のラジオボタンをクリックし、「Edit」をクリックします。

注。ストレージブレードサーバーは、「Ignored Auto-Powered blade」として表に表示されます。ストレージブレードサー
バーでは、「Blade Slot Grant Limit」プロパティーは無視されます。

3. 「Edit」ダイアログで、次のいずれかの「Blade Slot Grant Limit」オプションを有効にします。
Slot Maximum (デフォルトは 1200 ワット) - 有効にすると、CMM はリクエスト元の CPU ブレードサーバーに対し
て最大 1200 ワットの電力を許可できます。
または
Custom - 有効にする場合は、CMM がリクエスト元の CPU ブレードサーバーに許可できる許容電力のワット数を入
力します。電力のワット数は、CMM によってすでに許可されているブレードスロットへの電力のワット数 (許可電力)
よりも少なくてはいけません。電力のワット数を 0 に設定すると、取り付けられている CPU ブレードサーバーの電源を
投入できなくなります。

4. 「Save」をクリックして変更を適用します。
CLI ■ 次を入力します:

set /CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BLn grant_limit=watts
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Oracle ILOM
インタフェース

CMM の「Blade Slot Grant Limit」の設定手順

ここでは:
n – 取り付けられている CPU ブレードサーバーのブレードスロット番号を入力します。
watts – CMM がリクエスト元の CPU ブレードサーバーに許可できる許容電力のワット数を入力します。電力のワット
数は、CMM によってすでに許可されているブレードスロットへの電力のワット数 (許可電力) よりも少なくてはいけま
せん。電力のワット数を 0 に設定すると、取り付けられている CPU ブレードサーバーの電源を投入できなくなります。

関連情報

■ 「Power Consumption Terminology and Properties」 in 『Oracle ILOM User’s
Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 「Monitoring Power Allocations」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System
Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ シャーシ電力管理の CMM ポリシー、245 ページの「CMM から構成できるシステム管理
電源ポリシー」

■ 「Getting Started With Oracle ILOM 3.2.x」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for
System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

SP の「Power Target Limit」プロパティーを設定する
始める前に

■ 管理対象のサーバーに Oracle ILOM SP ファームウェアバージョン 3.1.2 以降がインス
トールされている必要があります。

■ Oracle ILOM で「Power Limit」プロパティーを変更するには Admin (a) の役割が必要
です。

■ SP の「Power Target Limit」はデフォルトで無効になっています。
「Power Target Limit」は、有効の場合、管理対象のサーバーに許容する消費電力の量を
制御します。

この手順では、Web および CLI SP の両方の手順について説明します。

SP の「Power Target Limit」プロパティーを有効にするには、次の Oracle ILOM インタ
フェースの手順のいずれかを実行します:

Oracle ILOM
インタフェース

「Power Target Limit」の設定手順

Web 1. 「Power Management」 > 「Power Limit」の順にクリックします。
2. 制限目標値をワット数またはパーセントで入力します。

制限目標は、取り付けられているハードウェアコンポーネントによって取り込まれる最小電力と管理対象のサーバーが許
容されている最大消費電力 (許容ピーク) の間に設定するようにしてください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
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Oracle ILOM
インタフェース

「Power Target Limit」の設定手順

3. 「Power Limiting」のアクティブ化状態を有効にします。
Oracle ILOM で電力制限目標の構成をアクティブ化するには、「Power Limiting」の状態が有効になっている必要
があります。

4. 「Save」をクリックして変更を適用します。
5. SP に電力制限設定のプロパティーを強制的に適用するには、253 ページの「詳細電力上限ポリシーを設定する」を

参照してください。
CLI 1. 次を入力します:

set /SP/powermgmt/budget pending_power_limit=value pendingactivation_state=enabled
commit_pending=true

ここで、value はワット数の制限目標値またはパーセントの制限目標値です。制限目標は、取り付けられているハード
ウェアコンポーネントによって取り込まれる最小電力と管理対象のサーバーが許容されている最大消費電力 (許容ピー
ク) の間に設定するようにしてください。

2. SP に電力制限設定のプロパティーを強制的に適用するには、253 ページの「詳細電力上限ポリシーを設定する」を
参照してください。

関連情報

■ 「Monitoring Power Allocations」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System
Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 253 ページの「電力制限を実施するための SP 詳細電力上限ポリシーの設定」
■ 「Getting Started With Oracle ILOM 3.2.x」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for

System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

電力制限を実施するための SP 詳細電力上限ポリシーの設定
Oracle ILOM には、システムの電力制限目標を実施する際に役立つ SP の詳細電力上限ポ
リシーが用意されています。システム管理者は猶予期間を伴うソフト上限を設定するのか、許
容ピーク消費電力を電力制限目標内に抑えるハード上限を設定するのかを選択できます。さら
に、システム管理者は電力上限ポリシーに違反したときの違反アクションを設定することもでき
ます。

電力上限ポリシーのプロパティーは、Oracle ILOM CLI およびファームウェアバージョン 3.1.1
以降の Web インタフェースから構成できます。Oracle ILOM の電力上限ポリシープロパ
ティーの構成方法の詳細は、次の手順を参照してください。

詳細電力上限ポリシーを設定する
始める前に

■ Oracle ILOM SP ファームウェアバージョン 3.1.1 以降が必要です。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586


詳細電力上限ポリシーを設定する

254 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月

■ 電力上限ポリシーを設定する前に、「Power Limit」(power_limit) プロパティーをサーバー
に設定する必要があります。詳細は、252 ページの「SP の「Power Target Limit」プロ
パティーを設定する」を参照してください。

■ Oracle ILOM で詳細電力上限ポリシープロパティーを変更するには Admin (a) 役割が
必要です。

注記 - 過度に厳しいソフト電力上限ポリシーを設定すると、電力割り当て量ステータス (/SYS/
PWRBS) センサーのアサーションとデアサーションに関する ILOM ログエントリが大量に生成さ
れる可能性があります。ILOM ログファイルに表示されるログエントリを減らすには、「Power
Target Limit」と「Soft Cap Policy」のどちらか (または両方) のプロパティー値を大きくする
ことを検討してください。

この手順では、Web および CLI SP の両方の手順について説明します。

SP 電力上限ポリシーを設定するには、次の Oracle ILOM インタフェースの手順のいずれか
を実行します。

Oracle ILOM
インタフェース

電力上限ポリシー (Soft Cap、Hard Cap、および Violation Actions) の設定手順

Web 1. 「Power Management」 > 「Power Limit」の順にクリックします。
2. 次のいずれかの詳細電力上限ポリシーオプションを有効にします:

Soft Cap (デフォルト) - 有効にすると、システム消費電力 (実際の電力) が電力制限目標およびユーザー構成可能
な猶予期間 (デフォルトは 10 秒) を超えた場合にのみシステムの電力が制限されます。
システム管理者は、デフォルトの 10 秒の猶予期間を受け入れるか、「Custom」をクリックして許容される猶予期間
の秒数 (1 - 99999) を入力し、デフォルトの猶予期間を変更するかを選択できます。
または
Hard Cap – 有効にすると、許容ピーク電力を電力制限目標内に抑えるようにシステムの消費電力が制限されます。

3. 次のいずれかのポリシー違反アクションを有効にします。
None (デフォルト) – 有効にすると、システムの消費電力が電力ポリシーに違反してもアクションは行われません。
または
Hard Power Off – 有効にすると、システムの消費電力が電力ポリシーに違反した場合すぐにシステムの電源が切
断されます。

4. 「Save」をクリックして変更を適用します。
CLI 1. 電力上限ポリシーに「Soft Cap」または「Hard Cap」の値を設定するには、次を入力します。

set /SP/powermgmt/budget pendingtimelimit=デフォルト|1 - 99999 の整数|0 commit_pending=true
ここでは:
デフォルトまたは 1 - 99999 の整数は Soft Cap の値です – 電力上限ポリシーは、デフォルトで Soft Cap に設定され
ます (デフォルトの制限時間は 10 秒)。「Soft Cap」の値を設定すると (デフォルトまたは 1 - 99999)、システムの消
費電力 (実際の電力) が電力制限目標およびユーザー構成可能な timelimit プロパティー (デフォルトは 10 秒) を
超えた場合にのみシステム電力が制限されます。
または
0 は「Hard Cap」の値です – 設定すると、許容ピーク電力を電力制限目標内に抑えるようにシステムの消費電力が
制限されます。

2. violation_actions の値を設定するには、次を入力します。
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Oracle ILOM
インタフェース

電力上限ポリシー (Soft Cap、Hard Cap、および Violation Actions) の設定手順

set /SP/powermgmt/budget pendingviolation_actions=none|hardpoweroff commit_pending=true
ここでは:
none|hardpoweroff – 電力ポリシーに違反してもシステムによるアクションを行わないようにするには、none と入力し
ます。システムの消費電力が電力ポリシーに違反した場合すぐにシステムの電源を切断するには、hardpoweroff と入
力します。

関連情報
■ 「Power Consumption Terminology and Properties」 in 『Oracle ILOM User’s

Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 「Monitoring Power Allocations」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System

Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』
■ 245 ページの「CMM から構成できるシステム管理電源ポリシー」
■ 「Getting Started With Oracle ILOM 3.2.x」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for

System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

電力ポリシーに対応した SP 電力管理設定の設定 (SPARC)
Oracle ILOM には、システム管理者がシステムのパフォーマンス要件を満たすように電源ポ
リシー設定を調整できる SP 電力管理設定が用意されています。

電力管理設定を設定する際に Oracle ILOM で構成可能なプロパティーの詳細は、次の手順
を参照してください。

SPARC サーバーで電力ポリシーに対応した SP 電力管
理設定を設定する
始める前に

■ Oracle ILOM で電源管理プロパティーを変更するには Admin (a) の役割が必要です。
■ 電力ポリシーに対応した SP 電力管理設定は SPARC サーバーでのみサポートされていま

す。
■ Oracle ILOM 3.2.1 現在、パフォーマンスポリシー設定では、Oracle VM Server for

SPARC (Logical Domains Manager) 3.0 以降のソフトウェアがプライマリドメインにイ
ンストールされている必要があります。以前のバージョンがインストールされている場合、パ
フォーマンスポリシー設定は、電源管理ポリシーが無効に設定されている場合と同様に動
作します。

この手順では、Web および CLI SP の両方の手順について説明します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40003d3165586
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電力管理設定を設定するには、次の Oracle ILOM インタフェースの手順のいずれかを実行
します。

Oracle ILOM
インタフェース

電力ポリシーに対応した電力管理設定の設定手順

Web 1. 「Power Management」 > 「Settings」の順にクリックします。
2. 次のいずれかの電力ポリシーオプションを有効にします。

Disabled – ポリシー設定が「Disabled」に設定されている場合、すべてのシステムコンポーネントが最高速度および
電力容量で実行します。
Performance – ポリシー設定が「Performance」に設定されている場合、システムの未使用のアイドルコンポーネン
トが低速またはスリープ状態に置かれ、パフォーマンスにほとんど影響せず大幅に電力を節約できます。
Elastic – ポリシー設定が「Elastic」に設定されている場合、システムの電力使用量がコンポーネントの現在の使用
率レベルに合わせて変化します。コンポーネントのシステム使用率に一致するように、コンポーネントが低速またはス
リープ状態に入ったり抜けたりします。

3. 「Save」をクリックして変更を適用します。
CLI 1. 電力管理ポリシーを設定するには、次を入力します。

set /SP/powermgmt policy=disabled|performance|elastic
次の場合:
policy=disabled が設定されていると、システムのすべてのコンポーネントが最高の速度と電力容量で実行します。
policy=performance が設定されていると、システムの未使用のアイドルコンポーネントが低速またはスリープ状態に
置かれ、パフォーマンスにほとんど影響せず大幅に電力を節約できます。
policy=elastic が設定されていると、システムの電力使用量がコンポーネントの現在の使用率レベルに合わせて変
化します。コンポーネントのシステム使用率に一致するように、コンポーネントが低速またはスリープ状態に入ったり抜
けたりします。

関連情報

■ 「Power Consumption Terminology and Properties」 in 『Oracle ILOM User’s
Guide for System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ 「Monitoring Power Allocations」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for System
Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

■ シャーシ電力管理の CMM ポリシー、245 ページの「CMM から構成できるシステム管理
電源ポリシー」

CMM 電源装置冗長性ポリシーの設定
Oracle ILOM には、ブレードシステムシャーシコンポーネントへの電力損失を防ぐための
CMM 電源装置冗長性ポリシーがあります。電源装置冗長性ポリシーは、Oracle ILOM の
CMM CLI および Web インタフェースから構成できます。

Oracle ILOM CMM からブレードシステムシャーシの電源装置冗長性ポリシーを構成する場
合の詳細は、次の手順を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061429414
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000071450988
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CMM 電源装置冗長性ポリシーを設定する
始める前に

■ Oracle ILOM CMM ファームウェアバージョン 3.1.1 以降が必要です。
■ 電源装置冗長性ポリシーをサポートするには、ブレードシステムシャーシ内に少なくとも 2 台

の電源ユニット (PSU) が最初に取り付けられている必要があります。

注記 - Sun Blade 6000 PSU には 2 つの電源サイドがあります。Sun Blade 6048
PSU には 3 つの電源サイドがあります。システム管理者は、システム管理ポリシーの軽負
荷効率モード (LLEM) を有効にすることで一方の PSU の電源を切断できます。LLEM
は、冗長 PSU と非冗長 PSU の両方をサポートしています。

■ Oracle ILOM で CMM 許可制限のプロパティーを変更するには Admin (a) の役割が
必要です。

■ 電源装置冗長性ポリシーは、PSU の障害に備えて CMM が各 PSU から蓄えておく電力
量を制御します。Oracle ILOM のデフォルトでは、CMM 電源装置ポリシーは各 PSU か
ら半分の電力 (N+N) を蓄えておくよう設定されています。ブレードシャーシ内で PSU に障
害が発生した場合、CMM はシャーシシステムコンポーネントへの電力損失を防ぐために残
りの PSU から蓄えられた電力を割り当てます。
システム管理者は、デフォルトの電源装置冗長性ポリシー (N+N) を受け入れるか無効に
するかを選択できます。

注記 - PSU の冗長性ポリシーが変更された場合、この変更は CMM が CPU ブレードサー
バーに割り当てることができる電力のワット数に影響します。たとえば、冗長性ポリシーが有
効の場合 (N+N)、CMM は許容ピーク電力を PSU が提供できるワット数から蓄えておく
分を引いたワット数に再調整します。冗長性ポリシーが無効の場合に PSU に障害が発生
すると、CMM は許容ピークシステム電力のワット数を削減します。許容ピークシステムワッ
ト数が削減されてすでに割り当てられている電力のワット数を下回った場合、システム管理
者はシャーシ電力の割り当てを削減するために CPU ブレードサーバーの電源を切断する手
順を実行するようにしてください。

この手順では、Web および CLI CMM の両方の手順について説明します。

CMM 電源装置冗長性ポリシーを設定するには、次のいずれかの Oracle ILOM インタフェー
スの手順を実行します:

Oracle ILOM
インタフェース

CMM PSU 冗長性ポリシーの設定手順

Web 1. 「Power Management」 > 「Redundancy」の順にクリックします。
2. 次のいずれかの電源冗長性ポリシーを有効にします。
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Oracle ILOM
インタフェース

CMM PSU 冗長性ポリシーの設定手順

N+N (デフォルト) – 有効にすると、CMM が各シャーシ PSU から電源冗長性のために電力の半分を蓄えておきま
す。
または
None – 有効にすると、冗長 PSU のポリシー構成は無効になります。

3. 「Save」をクリックして変更を適用します。

CLI ■ 次を入力します:
set /CMM/powermgmt redundancy=redundancy|none
ここでは:
redundancy (デフォルト) – 設定すると、CMM が各シャーシ PSU から電源冗長性のために電力の半分を蓄えてお
きます。
none – 設定すると、冗長 PSU のポリシー構成は無効になります。

関連情報
■ CMM 電源装置ファンの速度を強制的に適用する、245 ページの「CMM から構成できる

システム管理電源ポリシー」
■ シャーシ電力管理の CMM ポリシー、245 ページの「CMM から構成できるシステム管理

電源ポリシー」
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Oracle ILOM の保守および構成管理タスクの実行

説明 リンク

アップグレード可能なシステムデバイスのファーム
ウェア更新の実行については、このセクションを参
照してください。

■ 259 ページの「ファームウェア更新の実行」

SP、CMM、またはブレードシャーシコンポーネント
の電源のリセットについては、このセクションを参
照してください。

■ 267 ページの「サービスプロセッサまたはシャーシ監視モ
ジュールの電源のリセット 」

ASR に適格なコンポーネントのサーバープロパ
ティーの有効化または無効化、およびアクティブ
サーバー SP とスタンバイサーバー SP の冗長性の
役割については、このセクションを参照してくださ
い。

■ 268 ページの「ASR コンポーネント状態の管理」
■ 270 ページの「アクティブおよびスタンバイ SP の冗長

性の役割の管理 (SPARC)」

SP または CMM の Oracle ILOM 構成をバック
アップ、復元、またはリセットする手順については、
このセクションを参照してください。

■ 272 ページの「Oracle ILOM 構成のバックアップ、復
元、またはリセット」

関連情報
■ 「Taking a Snapshot: Oracle ILOM SP State」 in 『Oracle ILOM User’s Guide

for System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』

ファームウェア更新の実行
ユーザーが Oracle ILOM の最新機能と製品拡張にアクセスできるようにするため、アップグ
レード可能なすべてのシステムデバイスを最新の Oracle ILOM ファームウェアリリースで更新
するようにしてください。

システム管理者は、Oracle ILOM の Web インタフェースまたは CLI を使用すると、アップグ
レード可能な任意のシステムデバイスのファームウェアを更新できます。

Oracle ILOM のファームウェア更新の詳細は、これらのトピックを参照してください。

■ 260 ページの「ファームウェアをアップグレードできるデバイス」
■ 260 ページの「Oracle ILOM 構成の保持 」
■ 260 ページの「ファームウェア更新を開始する前に」
■ 261 ページの「サーバー SP または CMM のファームウェアイメージを更新する」

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400075b1423424
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz400075b1423424
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■ 264 ページの「ブレードシャーシコンポーネントのファームウェアイメージを更新する」
■ 267 ページの「ファームウェア更新時のネットワーク障害から回復する」

ファームウェアをアップグレードできるデバイス
次の Oracle ILOM 管理対象デバイスのファームウェアイメージを Oracle 製品ダウンロード
Web サイトから入手できます。

■ サービスプロセッサ (SP) を含むラックマウントまたはブレードサーバー (x86 および
SPARC)

■ ブレードシステムのシャーシモニタリングモジュール (CMM)
■ サービスプロセッサを含むブレードシステムシャーシネットワーク拡張モジュール (NEM)
■ ブレードシステムシャーシのストレージブレードサーバー

ファームウェアのダウンロード手順については、「Oracle ILOM Firmware Versions and
Download Methods」 in 『Oracle ILOM Feature Updates and Release Notes
Firmware Release 3.2.x』を参照してください。

Oracle ILOM 構成の保持
新しいファームウェアリリースに更新するときに、「Preserve Configuration」オプションが有効
になっていると、既存の Oracle ILOM 構成が保存され、ファームウェア更新の完了後にユー
ザー定義の構成設定が復元されます。ただし、「Preserve Configuration」オプションが有
効になっていない場合は、ファームウェア更新プロセスの完了時に Oracle ILOM 構成設定
(ネットワーク設定を含む) が出荷時のデフォルト値にリセットされます。

注記 - 構成という用語は、Oracle ILOM でユーザーによって構成された設定を指します。これ
らの設定には、ユーザーアカウント設定、SP ネットワーク設定、管理アクセス設定、警告構成設
定、リモート管理構成などがあります。

以前のファームウェアリリースに更新する場合、Oracle ILOM がそのリリース用に保持されて
いる構成を検出すると、「Preserve Configuration」オプションが有効であれば、更新プロセ
スの完了後に以前のリリースの構成に戻ります。

一般に、システムのファームウェアは以前のリリースに更新しないでください。ただし、システム
上で以前のバージョンのファームウェアを実行する必要があると判断される場合は、ダウンロー
ド可能な以前の任意のファームウェアリリースにファームウェアを更新できます。

ファームウェア更新を開始する前に
Oracle ILOM ファームウェアを更新する前に、次を実行してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
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1. 管理対象のサーバー SP または CMM がネットワークに接続され、ファームウェアイメージが
更新されることを確認します。
たとえば、サーバー SP または CMM がネットワークに接続されていることを確認するには、
リモート Web ブラウザクライアントまたはリモート CLI ssh クライアントを使用して、サー
バー SP または CMM にログインします。手順については、31 ページの「Oracle ILOM
SP または CMM へのログイン」を参照してください。

2. 管理対象デバイス (サーバー SP、ストレージサーバー、NEM SP、または CMM) で実行さ
れている Oracle ILOM ファームウェアのバージョンを識別します。
すべてのアップグレード可能なデバイスのファームウェアバージョンは、Web インタフェース
の「Firmware」ページまたは /System/Firmware CLI ターゲットに表示されます。

3. アップグレード可能なデバイスのファームウェアイメージを Oracle 製品ダウンロード Web
サイトからダウンロードし、そのイメージをローカルまたはネットワーク共有上、あるいは
TFTP、FTP、HTTP、または HTTPS サーバー上に配置します。
ファームウェアのダウンロード手順については、「Oracle ILOM Firmware Versions and
Download Methods」 in 『Oracle ILOM Feature Updates and Release Notes
Firmware Release 3.2.x』を参照してください。

4. Admin (a) 役割のアカウント権限を持つ Oracle ILOM ユーザー名とパスワードを取得し
ます。ファームウェアイメージを更新するには、Admin (a) 権限が必要です。

5. SP または CMM のユーザーにファームウェア更新のスケジュールを通知し、ファームウェア
更新が完了するまですべてのクライアントセッションを閉じるように求めます。
システム管理者は、バナーメッセージを使用してこのメッセージをユーザーに伝える
ことができます。ログイン時にバナーメッセージを作成して有効にする手順について
は、85 ページの「ログイン時のバナーメッセージの管理」を参照してください。

6. ホストサーバーのプラットフォームで必要な場合は、SP のファームウェアイメージを更新する
前にホストオペレーティングシステムの電源を切断します。
ホストの電源を切断する必要があるかどうかを確認する際は、サーバーに付属する管理ガ
イドでファームウェアの更新に関するセクションを参照してください。
ホストサーバーの電源が入っていて、プラットフォームサーバーの電源を切断する必要が
ある場合は、「Summary」Web ページの「Actions」パネルのボタンをクリックして、ホス
トオペレーティングシステムおよびサーバーの電源を正常に切断します。または、CLI で
stop /System コマンドを実行して、ホストオペレーティングシステムおよびサーバーの電源を
正常に切断することもできます。

サーバー SP または CMM のファームウェアイメージを更
新する
システム管理者は、アップグレード可能なデバイスのファームウェア更新プロセスを、Web イ
ンタフェースの「Actions」パネル、「Maintenance」の「Firmware Upgrade」ページ、または
CLI ターゲットから開始できます。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
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次の手順では、CLI および Web インタフェースの「Maintenance」ページを使用したファーム
ウェア更新プロセスについて説明します。

始める前に

■ SP または CMM のファームウェアイメージを更新するための初期要件が満たされているこ
とを確認してください。260 ページの「ファームウェア更新を開始する前に」を参照してく
ださい。

■ ファームウェア更新処理の完了には、数分かかります。この間、ほかの Oracle ILOM タス
クを実行しないでください。ファームウェアの更新プロセスが完了すると、システムがリブート
するか、システムの電源が切断されます。

ファームウェア更新プロセスを開始し、更新プロセスが正常に完了したことを確認するには、こ
れらの手順に従います。

1. サーバー SP または CMM イメージのファームウェア更新プロセスを開始するには、いずれか
の Oracle ILOM インタフェースを使用して次の手順を実行します。

Oracle ILOM インタフェース SP または CMM のファームウェア更新手順を開始して実行するには

Web 1. 「Maintenance」 > 「Firmware Upgrade」の順にクリックします。
2. 「Enter Firmware Upgrade Mode」ボタンをクリックし、アップグレード確認ダイアログボックスで「OK」

をクリックして処理を続行します。
「Firmware Upgrade」ページにファームウェアイメージをアップロードするためのプロパティーが表示され
ます。
注 – Oracle 製品ダウンロード Web サイトからファームウェアイメージをダウンロードしていない場合は、こ
れらの手順を参照して、更新されたイメージをダウンロードしてください。
「Oracle ILOM Firmware Versions and Download Methods」 in 『Oracle ILOM Feature
Updates and Release Notes Firmware Release 3.2.x』。

3. 「Firmware Upgrade」ページで、次のいずれかの操作を実行します:
「Browse」をクリックしてアップロードするファームウェアイメージを指定し、「Upload」ボタンをクリックしま
す。
または
ファームウェアイメージをアップロードする URL を入力し、「Upload」ボタンをクリックします。
Oracle ILOM によってファームウェアイメージが検証され、「Firmware Verification」ページにオプショ
ンが表示されます。

4. 「Firmware Verification」ページで、適用可能なオプションを有効にします。
Preserve Configuration – 既存の Oracle ILOM ファームウェア設定を保存し、ファーム
ウェア更新の完了後に復元するには、このオプションを有効にします。このオプションの詳細
は、260 ページの「Oracle ILOM 構成の保持 」を参照してください。
Preserve BIOS Configuration (x86 サーバー SP のみ) - 既存の BIOS 構成を保存し、更新プロセス
の完了後に復元するには、このオプションを有効にします。このオプションは、一部の x86 サーバーではサ
ポートされていません。そのため、このオプションが表示されない場合、Oracle ILOM はアップグレードプ
ロセスの完了後にデフォルトの BIOS 設定を復元します。
Delay BIOS Upgrade (x86 サーバー SP のみ) – システムの次回の電源再投入後まで x86 BIOS の
アップグレードを延期するには、このオプションを有効にします。

5. 「Start」をクリックして更新プロセスを開始します。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILOMRz40008062304
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Oracle ILOM インタフェース SP または CMM のファームウェア更新手順を開始して実行するには
6. 一連のプロンプトで「OK」をクリックし、「Update Status」ページが表示されるまで処理を続行します。
7. 「Update Status」が 100% を示すと、システムがリブートするか、システムの電源が切断されます。

システムの電源が切断された場合は、使用しているシステムに付属するドキュメントを参照して、システム
の電源を投入する手順を確認してください。
サーバー SP または CMM で正しいファームウェアバージョンが実行されていることを確認するには、この
手順のステップ 2 を参照してください。
注記 - (x86 サーバー SP のみ) サーバーに保留中の BIOS アップグレードがある場合は、電源のリセットが
完了するまでの時間が長くなる可能性があります。BIOS ファームウェアをアップグレードするためにはサー
バーの電源を切って再投入することが必要であり、これは予期された動作です。アップグレードに FPGA
更新が含まれている場合は、そのプロセスが完了するまでに 26 分もかかることがあります。

CLI 1. CLI を使用して Oracle ILOM ファームウェアイメージをロードするには、load -source コマンドの後ろに
インストールするファームウェアイメージの場所を示すパスを指定して実行します。
例:
load -source protocol://username:password@server_ip/<path_to_image>/<image.pkg>
ここで、protocol には、http、https、ftp、tftp、sftp、scp を指定できます。
一連のプロンプトが表示されます。

2. y を入力してイメージファイルをロードしてから、y と入力して適用可能なオプションを有効にします。
Preserve Configuration – 既存の Oracle ILOM ファームウェア設定を保存し、ファーム
ウェア更新の完了後に復元するには、このオプションを有効にします。このオプションの詳細
は、260 ページの「Oracle ILOM 構成の保持 」を参照してください。
Preserve BIOS Configuration (x86 サーバー SP のみ) - 既存の BIOS 構成を保存し、更新プロセス
の完了後に復元するには、このオプションを有効にします。このオプションは、一部の x86 サーバーではサ
ポートされていません。そのため、このオプションが表示されない場合、Oracle ILOM はアップグレードプ
ロセスの完了後にデフォルトの BIOS 設定を復元します。
Delay BIOS Upgrade (x86 サーバー SP のみ) – システムの次回の電源再投入後まで x86 BIOS の
アップグレードを延期するには、このオプションを有効にします。
注 - スクリプトを使って (-script) ファームウェア更新を実行する場合、サーバー用に提示されるすべての
ファームウェア更新オプションはデフォルトで有効になっています (y)。

3. ファームウェアプロセスが完了すると、Oracle ILOM にステータスメッセージが表示されます。システムが
リブートするか、システムの電源が切断され、新しいファームウェアイメージが適用されます。
システムの電源が切断された場合は、使用しているシステムに付属するドキュメントを参照して、システム
の電源を投入する手順を確認してください。
サーバー SP で正しいファームウェアバージョンが実行されていることを確認するには、この手順のステップ
2 を参照してください。
注記 - (x86 サーバー SP のみ) サーバーに保留中の BIOS アップグレードがある場合は、電源のリセットが
完了するまでの時間が長くなる可能性があります。BIOS ファームウェアをアップグレードするためにはサー
バーの電源を切って再投入することが必要であり、これは予期された動作です。アップグレードに FPGA
更新が含まれている場合は、そのプロセスが完了するまでに 26 分もかかることがあります。

2. 更新された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するには、次のいず
れかを実行します。

■ Web:
Oracle ILOM にログインし、「System Information」>「Firmware」の順にクリックし
て、インストールされているファームウェアバージョンを表示します。
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注記 - ファームウェア更新のあとで Oracle ILOM Web インタフェースが適切にリフレッシュ
されない場合があります。Oracle ILOM の Web ページで情報が欠落している場合やエラー
メッセージが表示される場合は、以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ーし、ブラウザをリフレッシュしてから続行
してください。

■ CLI:
次を入力します。show /System/Firmware

関連情報:
■ 267 ページの「ファームウェア更新時のネットワーク障害から回復する」
■ 表14「 ファイル転送方式 」

ブレードシャーシコンポーネントのファームウェアイメージを
更新する
Oracle ILOM CMM には、次のアップグレード可能なブレードシャーシコンポーネントのファー
ムウェア更新を管理するための一元化されたユーザーインタフェースが用意されています。

■ ストレージブレードサーバー
■ CPU ブレードサーバー
■ SP を含む NEM

システム管理者は、CMM の Web インタフェースまたは CLI を使用して、シャーシコンポーネ
ントのファームウェアバージョンを表示したり、シャーシコンポーネントのファームウェア更新を開
始したりすることを選択できます。

次の手順では、Web インタフェースの「Firmware Update」ページおよびファームウェア更新
をロードするための CLI シャーシコンポーネントターゲットを使用してシャーシコンポーネントの
ファームウェアイメージを更新するプロセスについて説明します。

始める前に

■ ファームウェア更新の初期要件が満たされていることを確認してくださ
い。260 ページの「ファームウェア更新を開始する前に」を参照してください。

■ ファームウェア更新処理の完了には、数分かかります。この間、ほかの Oracle ILOM タス
クを実行しないでください。ファームウェアの更新が完了すると、システムコンポーネントがリ
ブートするか、システムコンポーネントの電源が切断されます。

ファームウェア更新プロセスを開始し、更新プロセスが正常に完了したことを確認するには、こ
れらの手順に従います。
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1. サーバー SP または CMM イメージのファームウェア更新プロセスを開始するには、次のいず
れかの Oracle ILOM インタフェース手順を実行します。

Oracle ILOM インタフェース ブレードシャーシコンポーネント (ブレードまたは NEM) のファームウェア更新手順を開始して実行するには

Web 1. CMM の Web インタフェースで、「Firmware」をクリックします。
2. 表内で、ファームウェアをアップグレードするシャーシコンポーネントの横のラジオボタンをクリックし、

「Actions」リストボックスの「Firmware Update」オプションをクリックします。
「Firmware Upgrade」ページにファームウェアイメージをアップロードするためのプロパティーが表示され
ます。

3. 「Firmware Upgrade」ページで、次のいずれかの操作を実行します:
「Browse」をクリックしてアップロードするファームウェアイメージを指定し、「Upload」ボタンをクリックしま
す。
または
ファームウェアイメージをアップロードする URL を入力し、「Upload」ボタンをクリックします。
Oracle ILOM によってファームウェアイメージが検証され、シャーシコンポーネントに応じて Oracle
ILOM で、ファームウェア更新プロセスを開始するためのボタンが表示されるか、または CPU ブレードサー
バー SP の構成オプションの選択肢が表示されます。
CPU ブレードサーバー SP のファームウェアを更新する場合は手順 4 に進み、それ以外の場合は手順 5
に進みます。

4. (CPU ブレードの更新のみ)「Firmware Verification」ページで、CPU ブレードサーバーで使用できる適
用可能なオプションを有効にします。
Preserve Configuration – 既存の Oracle ILOM ファームウェア設定を保存し、ファーム
ウェア更新の完了後に復元するには、このオプションを有効にします。このオプションの詳細
は、260 ページの「Oracle ILOM 構成の保持 」を参照してください。
Preserve BIOS Configuration (x86 サーバー SP のみ) - 既存の BIOS 構成を保存し、更新プロセス
の完了後に復元するには、このオプションを有効にします。このオプションは、一部の x86 サーバーではサ
ポートされていません。そのため、このオプションが表示されない場合、Oracle ILOM はアップグレードプ
ロセスの完了後にデフォルトの BIOS 設定を復元します。
Delay BIOS Upgrade (x86 サーバー SP のみ) – システムの次回の電源再投入後まで x86 BIOS の
アップグレードを延期するには、このオプションを有効にします。

5. 「Start」をクリックして更新プロセスを開始します。
6. 一連のプロンプトで「OK」をクリックし、「Update Status」ページが表示されるまで処理を続行します。
7. 「Update Status」が 100% に達すると、システムがリブートするか、システムの電源が切断されます。

システムの電源が切断された場合は、使用しているシステムに付属するドキュメントを参照して、システム
コンポーネントの電源を投入する手順を確認してください。
サーバー SP または CMM で正しいファームウェアバージョンが実行されていることを確認するには、この
手順のステップ 2 を参照してください。
注記 - (x86 サーバー SP のみ) サーバーに保留中の BIOS アップグレードがある場合は、電源のリセットが
完了するまでの時間が長くなる可能性があります。BIOS ファームウェアをアップグレードするためにはサー
バーの電源を切って再投入することが必要であり、これは予期された動作です。アップグレードに FPGA
更新が含まれている場合は、そのプロセスが完了するまでに 26 分もかかることがあります。

CLI 1. 次のように、ブレードまたは NEM のファームウェアのターゲットに移動します。
cd /System/Firmware/Other_Firmware/Firmware_#
ここで、Firmware_# は特定のブレードサーバーまたは NEM に割り当てられた番号です。

2. CLI を使用して Oracle ILOM ファームウェアイメージをロードするには、load -source コマンドの後ろに
インストールするファームウェアイメージの場所を示すパスを指定して実行します。
例:
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Oracle ILOM インタフェース ブレードシャーシコンポーネント (ブレードまたは NEM) のファームウェア更新手順を開始して実行するには
load -source protocol://username:password@server_ip/<path_to_image>/<image.pkg>
ここで、protocol には、http、https、ftp、tftp、sftp、scp を指定できます。
イメージをロードするかどうかを確認するメッセージが表示されます。

3. y と入力してイメージファイルをロードします。
CPU ブレードのファームウェア更新の場合は手順 4 に進み、それ以外 (ストレージブレードまたは NEM
のファームウェア更新) の場合は手順 5 に進みます。

4. (CPU ブレードの更新のみ) y と入力して適用可能な更新オプション (SP 構成の保持、x86 BIOS 設定
の保持、x86 BIOS 更新の遅延など) を有効にします
注 – 一部の x86 サーバー SP では、BIOS 構成設定を保持するオプションはサポートされていません。
x86 BIOS オプションが表示されない場合、Oracle ILOM は自動的にデフォルトの BIOS 設定を保持
します。
SP 構成の保持の詳細は、260 ページの「Oracle ILOM 構成の保持 」を参照してください。

5. ファームウェアプロセスが完了すると、Oracle ILOM によってステータスメッセージが表示されます。シャー
シコンポーネントがリブートするか、シャーシコンポーネントの電源が切断され、新しいファームウェアイメージ
が適用されます。
システムの電源が切断された場合は、使用しているシステムに付属するドキュメントを参照して、システム
コンポーネントの電源を投入する手順を確認してください。
正しいシャーシコンポーネントの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するには、こ
の手順のステップ 2 を参照してください。
注記 - (x86 サーバー SP のみ) サーバーに保留中の BIOS アップグレードがある場合は、電源のリセットが
完了するまでの時間が長くなる可能性があります。BIOS ファームウェアをアップグレードするためにはサー
バーの電源を切って再投入することが必要であり、これは予期された動作です。アップグレードに FPGA
更新が含まれている場合は、そのプロセスが完了するまでに 26 分もかかることがあります。

2. 更新された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するには、次のいず
れかを実行します。

■ Web:
Oracle ILOM CMM にログインし、「System Information」>「Firmware」の順にク
リックして、アップグレード可能なシャーシコンポーネントのそれぞれにインストールされてい
るファームウェアバージョンを表示します。

注記 - ファームウェア更新のあとで Oracle ILOM Web インタフェースが適切にリフレッシュ
されない場合があります。Oracle ILOM の Web ページで情報が欠落している場合やエラー
メッセージが表示される場合は、以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ーし、ブラウザをリフレッシュしてから続行
してください。

■ CLI:
次を入力します。show /System/Firmware/Other_Firmware/Firmware_n

関連情報:

■ 267 ページの「ファームウェア更新時のネットワーク障害から回復する」
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■ 表14「 ファイル転送方式 」

ファームウェア更新時のネットワーク障害から回復する
ファームウェア更新の実行中にネットワーク障害が発生した場合、Oracle ILOM は自動的に
セッションをタイムアウトし、システムをリブートします。システムがリブートしたら、これらのガイド
ラインに従ってファームウェア更新プロセスを回復してください。

1. ネットワークの問題に対処し、解決します。

2. Oracle ILOM SP または CMM に再接続します。

3. ファームウェア更新プロセスを再起動します。

サービスプロセッサまたはシャーシ監視モジュールの電源のリセット
アップグレードを完了したり、エラー状態をクリアーしたりするためには、サーバーまたは
Network Express Module (NEM) のブレードシャーシ監視モジュール (CMM) またはサー
ビスプロセッサ (SP) をリセットする必要がある場合があります。SP および CMM のリセット操
作は、すべてのアクティブな処理が終了し、システムがリブートする PC のリセットと似ていま
す。

サーバー SP または CMM の電源をリセットすると、現在の Oracle ILOM セッションが自動
的に切断され、リセットプロセスが完了するまでサービスプロセッサが管理不可能な状態にな
ります。ただし、ラック搭載型サーバー SP または CPU ブレードサーバー SP がリセットされても、
サーバー上のホストオペレーティングシステムは影響を受けません。

システム管理者は、Web インタフェースまたは CLI からサーバー SP、NEM SP、および CMM
をリセットできます。SP および CMM のリセット手順については、次の手順を参照してくださ
い。

サーバー SP、NEM SP、または CMM の電源をリセットす
る
始める前に
■ SP または CMM をリセットするには、Host Control and Reset (r) の役割が必要です。
■ Web の「Reset」ボタンをクリックするか、または CLI の reset コマンドを実行すると、CLI

の -script オプション (reset [options] target) を指定しないかぎり、Oracle ILOM に
よってリセット操作を確認するプロンプトが自動的に表示されます。
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この手順では、Web と CLI の両方の手順について説明します。

SP または CMM の電源をリセットするには、次のいずれかを実行します:

Oracle ILOM インタフェース SP または CMM の電源をリセットする

Web 次のいずれかを実行します:

■ サーバー SP:
「ILOM Administration」 > 「Maintenance」 > 「Reset SP」の順にクリックして、「Reset SP」ボ
タンをクリックします。

■ CMM およびブレードシャーシコンポーネント:
「ILOM Administration」 > 「Maintenance」 > 「Reset Components」の順にクリックします。
シャーシコンポーネント (CMM、ブレード、NEM) の横のラジオボタンをクリックし、「Reset」ボタンを
クリックします。

CLI 次のいずれかを実行します:

■ サーバー SP:
サーバー SP をリセットするには、次を入力します: reset /SP

■ CMM ブレードシャーシコンポーネント:
CMM をリセットするには、次を入力します: reset /CMM
ブレード SP をリセットするには、次を入力します: reset /Servers/Blades/BLn/SP
NEM SP をリセットするには、次を入力します。reset /System/IO_Modules/NEMn/SP

ASR コンポーネント状態の管理
Oracle ILOM では、プロセッサやメモリーモジュールなどの Automatic System Recovery
(ASR) コンポーネントの要求された状態を有効または無効にできます。

利用可能なリソースリストからリソースを削除する場合に、Oracle ILOM で ASR コンポーネン
トの無効化が行われます。たとえば、サーバーのコンポーネントを交換または取り外す場合に、
ASR コンポーネントを無効化することがあります。Oracle ILOM で ASR コンポーネントを無
効にすると、コンポーネントは動作不能になり、ブートに使用できなくなります。ASR コンポーネン
トを動作可能およびブートに使用可能にする準備が整うと、Oracle ILOM で無効な ASR コン
ポーネントの有効化が実行されます。

手動による ASR コンポーネントの有効化と無効化
始める前に
■ 要求された状態用の Oracle ILOM プロパティーは、ASR 対応のコンポーネントを装備す

る Oracle サーバーのみで使用できます。
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■ 要求された状態用の Oracle ILOM プロパティーを変更するには、Admin (a) の役割権
限が有効になっている必要があります。

■ Oracle ILOM CLI と Web インタフェースの両方が、ASR コンポーネントの要求された状
態を表示または変更するためのプロパティーをサポートしています。

1. ASR コンポーネントの要求された状態を表示するには、任意の Oracle ILOM インタフェース
で次の手順を実行します。

Oracle ILOM インタフェース ASR コンポーネントの要求された状態を表示します。

Web 1. Oracle ILOM Web インタフェース内で、ASR コンポーネントに移動します。
たとえば、ASR 対応プロセッサを搭載した Oracle サーバーの場合、「System Information」 >
「Processors」の順にクリックします。

2. コンポーネントページで、そのコンポーネントの表に表示されている要求された状態列を参照します。
CLI ■ show コマンドを使用して、ASR コンポーネントの要求された状態を表示します。

たとえば、CPU の要求された状態を表示するには、次のように入力できます。
show /System/Processors/CPUs/CPU_1

CPU_1 の requested_state が表示されます。

2. ASR コンポーネントの要求された状態を無効または有効にするには、任意の Oracle ILOM
インタフェースで次の手順を実行します。

Oracle ILOM インタフェース ASR コンポーネントのコンポーネント状態を無効または有効にします。

Web 1. Oracle ILOM Web インタフェース内で、ASR コンポーネントに移動します。
たとえば、ASR 対応プロセッサを搭載した Oracle サーバーの場合、「System Information」 >
「Processors」の順にクリックします。

2. コンポーネントページで、表からコンポーネントを選択して、「Actions」リストボックス内の「Delete」
または「Enable」をクリックします。
確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックして続行するか、「Cancel」をクリックして操作を
取り消します。
ホストの電源切断中に要求された状態を変更した場合、次回の電源投入時に変更が有効になりま
す。
ホストの電源切断中に要求された状態を変更した場合、次回の電源再投入時に変更が有効にな
ります。

CLI ■ set コマンドを使用して、ASR コンポーネントの要求された状態を変更します。
たとえば、CPU_1 などの ASR プロセッサの要求された状態を変更するには、次のように入力でき
ます。
set /System/Processors/CPUs/CPU_1 requested_state=disabled|enabled
確認メッセージが表示されるので、「Y」をクリックして続行するか、「N」をクリックして操作を取り消し
ます。
ホストの電源切断中に要求された状態を変更した場合、次回の電源投入時に変更が有効になりま
す。
ホストの電源切断中に要求された状態を変更した場合、次回の電源再投入時に変更が有効にな
ります。
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関連情報:
■ 使用している Oracle サーバーに固有と思われる ASR 機能の詳細は、そのサーバーに付

属の管理ガイドを参照してください。

アクティブおよびスタンバイ SP の冗長性の役割の管理 (SPARC)
2 つのサービスプロセッサ (SP) が搭載された Oracle の SPARC サーバーでは、Oracle
ILOM は SP に関連付けられているアクティブおよびスタンバイの役割を管理するためのプロ
パティーを提供します。たとえば、Oracle ILOM Web インタフェースまたは CLI では、アクティ
ブ SP およびスタンバイ SP の役割を変更させるフェイルオーバーアクションを正常に、または
強制的に開始できます。各 SP に割り当てられた冗長性ステータスを表示することもできます。

注記 - Oracle ILOM の「Force Failover」 (true) オプションは、資格のある Oracle サービ
ス担当者によって指示された場合にのみ使用してください。システム管理者は、必要に応じて、
Oracle ILOM の「Graceful Failover」 (grace) オプションを常に使用して、アクティブおよび
スタンバイ SP の冗長性の役割の変更を正常にネゴシエートするようにしてください。

SP の冗長性ステータスを表示するか、または SP の役割を変更する方法の手順については、
次の手順を参照してください。

アクティブおよびスタンバイ SP の冗長性の役割の変更
(SPARC)
始める前に
■ アクティブおよびスタンバイ SP の Oracle ILOM 冗長性プロパティーは、2 つの SP が装

備された Oracle の SPARC サーバーでのみ使用できます。
■ アクティブまたはスタンバイ SP の Oracle ILOM 冗長性プロパティーを変更するには、

Admin (a) 役割権限が有効になっている必要があります。
■ Oracle ILOM Web インタフェースと CLI の両方で、冗長 SP システムの冗長性プロパ

ティーの表示や変更をサポートしています。

1. SP に割り当てられている冗長性ステータスを表示するには、任意の Oracle ILOM インタ
フェースで次の手順を実行します。

Oracle ILOM インタフェース 割り当てられている冗長性ステータスを表示します。

Web 1. 冗長 Oracle SPARC システム上のアクティブサーバー SP にログインします。
注 - アクティブサーバー SP が応答しない場合、スタンバイ SP にログインします。スタンバイ SP
の冗長性プロパティーは、アクティブ SP が応答不能になった場合にのみ、Oracle ILOM インタ
フェースに表示されます。
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Oracle ILOM インタフェース 割り当てられている冗長性ステータスを表示します。
2. 「ILOM Administration」>「Maintenance」>「Redundancy」をクリックします。
3. 「Redundancy Status」プロパティーを表示します。

271 ページの「SP 冗長性ステータスの説明」を参照してください。
CLI 1. 冗長 Oracle SPARC システム上のアクティブサーバー SP にログインします。

注 - アクティブサーバー SP が応答しない場合、スタンバイ SP にログインします。スタンバイ SP
の冗長性プロパティーは、アクティブ SP が応答不能になった場合にのみ、Oracle ILOM インタ
フェースに表示されます。

2. 次を入力します。show /SP/redundancy
271 ページの「SP 冗長性ステータスの説明」を参照してください。

2. アクティブ SP またはスタンバイ SP の役割を変更するには、任意の Oracle ILOM ユーザーイ
ンタフェースで次の手順を実行します。

Oracle ILOM インタフェース アクティブおよびスタンバイ SP の役割を変更します。

Web ■ (「ILOM Administration」 > 「Maintenance」 >) 「Redundancy Settings」ページで、次のい
ずれかのフェイルオーバーアクションを実行します。
Graceful Failover (Recommended Action) — 冗長 SP システムの役割の変更を正常に
ネゴシエートするには、「Failover」アクションとして、「Graceful」を設定し、「Promote」または
「Demote」ボタンをクリックします。
Force Failover (Oracle Service Action) — 冗長 SP システムの役割を強制的に変更するに
は、「Failover」アクションとして、「Force」を設定し、「Promote」または「Demote」ボタンをクリッ
クします。

注 - 「Promote」ボタンは SP が現在スタンバイ SP である場合に表示されます。「Demote」ボタンは
SP が現在アクティブ SP である場合に表示されます。

CLI 1. 冗長性ターゲットに移動するには、次を入力します。
cd /SP/redundancy

2. 管理対象 SP のフェイルオーバーアクションを設定するには、次を入力します。
set initiate_failover_action=true|force
true (Recommended Action) — 冗長 SP システムの役割の変更を正常にネゴシエートするに
は、「Failover」アクションとして、「true」を設定します。
force (Oracle Service Action)— 冗長 SP システムの役割を強制的に変更するには、
「Failover」アクションとして、「force」を設定します。

SP 冗長性ステータスの説明

Status 説明

Active 「Active」ステータスは選択された SP がアクティブ SP の場合に表示されます。
Standby 「Standby」ステータスは選択された SP がスタンバイ SP の場合に表示されます。
Standalone 「Standalone」ステータスはほかの SP からの応答がない場合に示されます。
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Oracle ILOM 構成のバックアップ、復元、またはリセット
システム管理者は、Oracle ILOM に用意されているバックアップおよび復元プロパティーを使
用して、現在の Oracle ILOM 構成をバックアップ XML ファイルにコピーし、必要に応じてそ
の構成を復元できます。システム管理者は、バックアップ XML 構成ファイルを使用して現在
の SP または CMM 上に設定を復元したり、バックアップファイルを使用してほかの CMM ま
たはサーバー SP に構成設定をインストールしたりすることを選択できます。

システム管理者は、Oracle ILOM に用意されている「Reset Default」プロパティーを使用し
て、ユーザーが設定した Oracle ILOM 構成プロパティーをクリアし、それらを出荷時デフォルト
値に復元できます。

システム管理者は、Web インタフェースまたは CLI から、Oracle ILOM 構成のバックアップ、
復元、および構成設定のデフォルトへのリセットを行うことができます。Oracle ILOM のバック
アップ、復元、またはデフォルトへのリセット機能の詳細は、次のトピックを参照してください。

■ 272 ページの「バックアップ、復元、およびデフォルトへのリセット操作の使用」
■ 273 ページの「ユーザーの役割によってバックアップまたは復元される構成設定が決ま

る 」
■ 274 ページの「Oracle ILOM 構成設定をバックアップする」
■ 275 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML 構成ファイルを編集する (オプショ

ン) 」
■ 278 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML ファイルを復元する」
■ 279 ページの「Oracle ILOM 構成を出荷時デフォルトにリセットする」

バックアップ、復元、およびデフォルトへのリセット操作の使
用
システム管理者は、次の方法でバックアップ、復元、およびデフォルトへのリセットの操作を使
用できます。

1. Oracle ILOM 構成をほかのシステム上で使用するためにレプリケートする。
システム管理者は、次の手順に従って Oracle ILOM 構成をほかの Oracle サーバー SP
または CMM で使用するためにレプリケートできます。

a. 必要に応じて Oracle ILOM 構成をカスタマイズします
たとえば、ユーザーアカウントの定義、デフォルトのネットワーク設定の変更、警告通知の
設定、システムポリシーの定義など。

b. Oracle ILOM 構成をバックアップ XML ファイルに保存します。
c. バックアップ XML ファイルを編集して、特定のシステムに固有の設定 (IP アドレスな

ど) を削除します。



Oracle ILOM 構成のバックアップ、復元、またはリセット

Oracle ILOM の保守および構成管理タスクの実行 273

d. 復元操作を実行して、構成をほかの Oracle サーバー SP または CMM にレプリケート
します。

2. 既存の Oracle ILOM 構成が機能しなくなったときに、正常に機能する Oracle ILOM
構成を回復する。
最後のバックアップ操作以降に Oracle ILOM 構成が変更され、現在の Oracle ILOM
構成が機能しなくなった場合、システム管理者はこれらの手順に従って正常に機能する
バックアップ構成を回復できます:

a. Oracle ILOM 構成をデフォルトにリセットします。
b. Oracle ILOM 構成を正常に機能する最新の既知の構成に復元します。

ユーザーの役割によってバックアップまたは復元される構
成設定が決まる
セキュリティー上の理由から、XML 構成ファイルをバックアップまたは復元するときに使用する
ユーザーアカウントに現在割り当てられているユーザーの役割権限によって、バックアップまたは
復元操作にどの程度の構成が含まれるかが決まります。

XML ファイル内のすべての構成設定がバックアップまたは復元されるようにするには、完全な
ユーザーの役割権限が必要です。したがって、バックアップおよび復元操作を実行するシステム
管理者は、Administrator (administrator) プロファイルの役割を割り当ててもらうか、または
次のユーザーの役割をすべて割り当ててもらうようにしてください:

■ Admin (a)
■ User Management (u)
■ Console (c)
■ Reset and Host Control (r)
■ Read Only (o)

十分な権限がないユーザーアカウントを使用してバックアップおよび復元操作を実行すると、構
成設定の一部がバックアップまたは復元されないことがあります。ユーザー権限不足のために
バックアップまたは復元されない構成プロパティーごとに、Oracle ILOM イベントログにログ
エントリが作成されます。

Oracle ILOM のユーザー役割について説明したリストについては、表10「 ユーザープロファ
イルによって付与される権限」を参照してください。ユーザー役割を割り当てる手順について
は、46 ページの「ローカルユーザーアカウントの構成 」を参照してください。

Oracle ILOM によって記録されたイベントの表示およびフィルタリングの詳細
は、「Managing Oracle ILOM Log Entries」 in 『Oracle ILOM User’s Guide for
System Monitoring and Diagnostics Firmware Release 3.2.x』を参照してください。

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E40703&id=ILMUGz40000061426858
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Oracle ILOM 構成設定をバックアップする
システム管理者は、サーバー SP または CMM 上でアクティブに実行されている Oracle
ILOM 構成ファイルのバックアップコピーを保存できます。バックアップ操作を開始すると、SP
または CMM に対するすべての Oracle ILOM クライアントセッションが一時的に停止しま
す。バックアップ操作が完了すると、停止したセッションは正常な状態に戻ります。通常、バック
アップ操作が完了するには 2 - 3 分かかります。

始める前に

■ Oracle ILOM で構成のバックアップ操作を実行するには、Administrator
(administrator) プロファイル役割を使用するか、または、Admin (a)、User
Management (u)、Console (c)、Reset and Host Control (r)、および Read Only (o)
ユーザー役割が割り当てられている必要があります。
詳細は、273 ページの「ユーザーの役割によってバックアップまたは復元される構成設定
が決まる 」を参照してください。

次の Oracle ILOM 構成バックアップ手順では、SP および CMM 用の Web と CLI の両方
の手順を示します。

Oracle ILOM 構成を XML ファイルにバックアップするには、次に示すいずれかの Oracle
ILOM ユーザーインタフェースの手順を実行します。

Oracle ILOM ユーザーインタ
フェース

Oracle ILOM 構成設定の XML ファイルへのバックアップ

Web 1. 「ILOM Administration」>「Configuration Management」>「Backup/Restore」の順にクリック
します。

2. 「Operations」ボックスの「Backup」をクリックします。
3. 「Transfer Method」ボックスをクリックし、Oracle ILOM 構成ファイルの転送方法を指定します。

各ファイル転送方法のプロパティーについては、表14「 ファイル転送方式 」を参照してください。
4. バックアップ構成ファイルを暗号化するには、「Passphrase」テキストボックスにパスフレーズを入力し、

「Confirm Passphrase」テキストボックスにパスフレーズを再入力します。指定したパスフレーズを使用
してバックアップファイルが暗号化されます。
注 – 機密性のあるデータ (パスワード、SSH 鍵、証明書、LDom など) をバックアップするには、パスフ
レーズを指定する必要があります。パスフレーズの長さは、16 文字以上である必要があります。

5. 「Run」をクリックしてバックアップ操作を開始します。
バックアップ操作を実行しているときは、Oracle ILOM SP または CMM に対するクライアントセッ
ションが一時的に停止します。バックアップ操作が完了すると、セッションは正常な状態に戻ります。

CLI 1. 次の例のように、config CLI ターゲットに移動します:
cd /SP/config

cd /CMM/config

2. バックアップ構成ファイルを暗号化するには、次の例のように、passphrase プロパティーの値を設定し
ます。
set passphrase=value
指定したパスフレーズを使用してバックアップファイルが暗号化されます。
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Oracle ILOM ユーザーインタ
フェース

Oracle ILOM 構成設定の XML ファイルへのバックアップ

注 – 機密性のあるデータ (パスワード、SSH 鍵、証明書、LDom など) をバックアップするには、パスフ
レーズを指定する必要があります。パスフレーズの長さは、16 文字以上である必要があります。

3. バックアップ操作を開始するには、/SP/config または /CMM/config ディレクトリ内から次のコマンドを
入力します。例:
set dump_uri=transfer_method://username:
password@ipaddress_or_hostname/directorypath/filename
ここで、transfer method には、tftp、ftp、sftp、scp、http、または https を指定できます。
各ファイル転送方法のプロパティーについては、表14「 ファイル転送方式 」を参照してください。
例:
set dump_uri=scp://adminuser:userpswd@1.2.3.4/Backup/Lab9/SP123.config

バックアップ操作を実行しているときは、Oracle ILOM SP または CMM に対するクライアントセッ
ションが一時的に停止します。バックアップ操作が完了すると、セッションは正常な状態に戻ります。

関連情報:

■ 275 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML 構成ファイルを編集する (オプショ
ン) 」

■ 278 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML ファイルを復元する」
■ 272 ページの「バックアップ、復元、およびデフォルトへのリセット操作の使用」

Oracle ILOM のバックアップ XML 構成ファイルを編集す
る (オプション)
上級ユーザーは、バックアップ XML ファイルを使用して、ネットワーク上のほかの Oracle サー
バー SP または CMM を同じ Oracle ILOM 構成でプロビジョニングできます。システム管理
者は、バックアップ XML ファイルを別のシステムで使用する前に、ファイルを編集して、特定の
システムに固有の情報 (IP アドレスなど) をすべて削除するようにしてください。

XML ファイルの例:

バックアップされた XML ファイルの例を次に示します。ファイルの内容は、この手順に合わせ
て省略されています。

<SP_config version="3.0">

<entry>

<entry>

<property>/SP/clock/datetime</property>

<value>Mon May 12 15:31:09 2010</value>

</entry>

. . .

<property>/SP/check_physical_presence</property>

<entry>
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<property>/SP/config/passphrase</property>

<value encrypted="true">89541176be7c</value>

</entry>

. . .

<value>false</value>

<entry>

<property>/SP/network/pendingipaddress</property>

<value>1.2.3.4</value>

</entry>

. . .

</entry>

<entry>

<property>/SP/network/commitpending</property>

<value>true</value>

</entry>

. . .

<entry>

<entry>

<property>/SP/services/snmp/sets</property>

<value>enabled</value>

</entry>

. . .

<property>/SP/hostname</property>

<entry>

<property>/SP/users/john/role</property>

<value>aucro</value>

</entry>

<entry>

<property>/SP/users/john/password</property>

<value encrypted="true">c21f5a3df51db69fdf</value>

</entry>

</SP_config>

<value>labysystem12</value>

</entry>

<entry>

<property>/SP/system_identifier</property>

<value>SUN BLADE X8400 SERVER MODULE, ILOM v3.0.0.0, r32722</value>

</entry>

. . .

1. この XML ファイルの例で、次を確認します:

■ パスワードとパスフレーズ以外の構成設定は平文です (暗号化されていません)。
■ ファイルの最初の構成エントリである check_physical_presence プロパティーは、false に

設定されています。デフォルト設定は true であるため、この設定はデフォルトの Oracle
ILOM 構成が変更されていることを表しています。

■ pendingipaddress および commitpending の構成設定は、サーバーごとに異なります。これ
らの設定は、バックアップ XML ファイルを別のサーバーの復元操作に使用する前に削除
するようにしてください。
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■ ユーザーアカウント john には、a、u、c、r、o の役割が構成されています。デフォルトの
Oracle ILOM 構成ではユーザーアカウントが構成されていないため、このアカウントはデ
フォルトの Oracle ILOM 構成が変更されていることを表しています。

■ SNMP の sets プロパティーは、enabled に設定されています。デフォルト設定は
disabled です。

2. 平文の構成設定を変更するには、値を変更するか、新しい構成設定を追加します。
例:

■ ユーザー john に割り当てられている役割を変更するには、テキストを次のように変更し
ます。

<entry>

<property>/SP/users/john/role</property>

<value>auo</value>

</entry>

■ 新しいユーザーアカウントを追加し、そのアカウントに a、u、c、r、o 役割を割り当てるには、
ユーザー john のエントリのすぐ下に次のテキストを追加します。

<entry>

<property>/SP/users/bill/role</property>

<value>aucro</value>

</entry>

■ パスワードを変更するには、encrypted="true" の設定と暗号化されたパスワード文字列
を削除し、新しいパスワードを入力します。たとえば、ユーザー john のパスワードを変更
するには、XML ファイルを次のように変更します。
変更前:

<entry>

<property>/SP/users/john/password</property>

<value encrypted="true">c21f5a3df51db69fdf</value>

</entry>

変更後:

<entry>

<property>/SP/users/john/password</property>

<value>newpassword</value>
</entry>

3. バックアップ XML ファイルに変更を加えたら、同じシステムや別のシステムでの復元操作に使
用できるようにファイルを保存します。
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関連トピック
■ 275 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML 構成ファイルを編集する (オプショ

ン) 」
■ 278 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML ファイルを復元する」
■ 272 ページの「バックアップ、復元、およびデフォルトへのリセット操作の使用」

Oracle ILOM のバックアップ XML ファイルを復元する
システム管理者は、復元操作を実行することで、リモートシステムから XML ファイルを取得し、
その内容を解析して、バックアップされた構成データで SP (または CMM) を更新できます。
復元操作を開始すると、復元しているサーバー SP または CMM に対するすべての Oracle
ILOM クライアントセッションが一時的に停止します。復元操作が完了すると、停止したセッ
ションは正常な状態に戻ります。通常、復元操作の完了には 2 - 3 分かかります。

始める前に
■ Oracle ILOM で構成の復元操作を実行するには、Administrator (administrator) プ

ロファイル役割を使用するか、または Admin (a)、User Management (u)、Console (c)、
Reset and Host Control (r)、および Read Only (o) ユーザー役割が割り当てられてい
る必要があります。
詳細は、273 ページの「ユーザーの役割によってバックアップまたは復元される構成設定
が決まる 」を参照してください。

■ Oracle ILOM ファームウェア 3.2.1 以降のバージョンから取得されたバックアップファ
イル内の機密性のあるデータを、Oracle ILOM 3.2.1 より前のファームウェアを実行する
Oracle システムに復元することはできません。

次の Oracle ILOM 構成復元手順では、SP および CMM 用の Web と CLI の両方の手順
を示します。

バックアップされた Oracle ILOM 構成 XML ファイルを復元するには、次に示すいずれかの
Oracle ILOM ユーザーインタフェースの手順を実行します。

Oracle ILOM ユーザーインタ
フェース

Oracle ILOM 構成設定のバックアップコピーの復元

Web 1. 「ILOM Administration」>「Configuration Management」>「Backup/Restore」の順にクリック
します。

2. 「Operations」ボックスの「Restore」をクリックします。
3. 「Transfer Method」ボックスをクリックし、Oracle ILOM 構成ファイルの転送方法を指定します。

各ファイル転送方法のプロパティーについては、表14「 ファイル転送方式 」を参照してください。
4. バックアップ構成ファイルがパスフレーズで暗号化されている場合は、「Passphrase」テキストボックス

にパスフレーズを入力し、「Confirm Passphrase」テキストボックスにパスフレーズを再入力します。
注 – 入力するパスフレーズは、バックアップ構成ファイルを暗号化するために使用したパスフレーズと
一致する必要があります。パスフレーズの長さは、16 文字以上である必要があります。
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Oracle ILOM ユーザーインタ
フェース

Oracle ILOM 構成設定のバックアップコピーの復元

5. 「Run」をクリックして復元操作を開始します。
復元操作を実行しているときは、Oracle ILOM SP または CMM に対するクライアントセッションが
一時的に停止します。復元操作が完了すると、セッションは正常な状態に戻ります。

CLI 1. 次の例のように、config CLI ターゲットに移動します:
cd /SP/config

cd /CMM/config

2. バックアップ構成ファイルがパスフレーズで暗号化されている場合は、次の例のように、passphrase プ
ロパティーの値を、ファイルを暗号化するために使用したパスフレーズに設定します。
set passphrase=value
注 – 入力するパスフレーズは、バックアップ構成ファイルを暗号化するために使用したパスフレーズと
一致する必要があります。パスフレーズの長さは、16 文字以上である必要があります。

3. 復元操作を開始するには、/SP/config または /CMM/config ディレクトリ内から次のコマンドを入力しま
す。例:
set load_uri=transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname/directorypath/
filename
ここで、transfer method には、tftp、ftp、sftp、scp、http、または https を指定できます。
各ファイル転送方法のプロパティーについては、表14「 ファイル転送方式 」を参照してください。
例:
set load_uri=scp://adminuser:userpswd@198.51.100.4/Backup/Lab9/SP123.config
復元操作を実行しているときは、Oracle ILOM SP または CMM に対するクライアントセッションが
一時的に停止します。復元操作が完了すると、セッションは正常な状態に戻ります。

関連情報:

■ 272 ページの「バックアップ、復元、およびデフォルトへのリセット操作の使用」
■ 278 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML ファイルを復元する」
■ 273 ページの「ユーザーの役割によってバックアップまたは復元される構成設定が決ま

る 」

Oracle ILOM 構成を出荷時デフォルトにリセットする
システム管理者は、SP または CMM の現在の Oracle ILOM 構成設定を元の出荷時デフォ
ルト設定に復元できます。

デフォルトへのリセット操作に設定できる値については、次の表を参照してください。

リセットプロパティー値 説明

All サービスプロセッサの次回のリセット時に Oracle ILOM 構成データのすべてをデフォ
ルト設定にリセットするには、「All」オプションを設定します。この操作では、ログファイル
のエントリは消去されません。
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リセットプロパティー値 説明

Factory サービスプロセッサの次回のリセット時に Oracle ILOM 構成データのすべてをデフォ
ルト設定にリセットし、すべてのログファイルを消去するには、「Factory」オプションを設
定します。

None (デフォルト) 現在の構成を使用しながら通常の動作を行うには、「None」オプションを設定します。
また、サービスプロセッサの次回のリセット前に保留中のデフォルトへのリセット操作
(「All」または「Factory」) を取り消す場合にも、「None」オプションを使用します。

サーバー SP または CMM に対してデフォルトへのリセット操作を実行するには、次に示すい
ずれかの Oracle ILOM ユーザーインタフェースの手順を実行します。

Oracle ILOM インタフェース SP または CMM のデフォルトへのリセット操作

Web 1. 「ILOM Administration」 > 「Configuration Management」 > 「Reset Defaults」の順にク
リックします。

2. 「Reset Defaults」リストボックスをクリックして、次のいずれかの値を指定します: 「None」、「All」、
または「Factory」。

3. 「Reset Defaults」ボタンをクリックします。
CLI 次のいずれかを実行します:

■ サーバー SP:
次を入力します: set /SP reset_to_defaults=all|none|factory

■ CMM:
次を入力します。set /CMM reset_to_defaults=all|none|factory

関連情報:
■ 267 ページの「サービスプロセッサまたはシャーシ監視モジュールの電源のリセット 」
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x86 BIOS 構成パラメータの保守

説明 リンク

x86 BIOS 構成を管理する方法を識別するには、
このトピックを参照してください。

■ 281 ページの「BIOS 構成の管理」

Oracle ILOM BIOS 構成の機能、用語、および
プロパティーについては、これらのトピックを参照し
てください。

■ 282 ページの「Oracle ILOM: BIOS 構成の機能」
■ 282 ページの「Oracle ILOM: BIOS の用語」
■ 283 ページの「Web および CLI: BIOS プロパティー」

Oracle ILOM から BIOS 構成タスクを実行する
方法については、このセクションを参照してくださ
い。

■ 286 ページの「Oracle ILOM からの BIOS 構成タスク
の実行」

関連情報

■ Oracle x86 サーバーの管理ガイド、Oracle System Assistant
■ Oracle x86 サーバーの管理ガイド、BIOS 設定ユーティリティー

BIOS 構成の管理
Oracle x86 サーバー上の BIOS 構成パラメータは、ホスト BIOS 設定、Oracle System
Assistant インタフェース、Oracle ILOM の CLI および Web インタフェースから管理できま
す。このセクションの次のトピックでは、Oracle ILOM インタフェースから BIOS 構成を管理
する方法について説明します。

■ 282 ページの「Oracle ILOM: BIOS 構成の機能」
■ 282 ページの「Oracle ILOM: BIOS に関する特別な考慮事項 」
■ 282 ページの「Oracle ILOM: BIOS の用語」
■ 283 ページの「Web および CLI: BIOS プロパティー」

注記 - ホスト BIOS 設定または Oracle System Assistant から BIOS 構成を管理する
方法については、Oracle x86 サーバーの管理ガイドを参照してください。
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Oracle ILOM: BIOS 構成の機能
Oracle ILOM には、Oracle ILOM で管理されている x86 サーバー上の BIOS 構成パラ
メータを管理するのに役立つ一連の構成可能なプロパティーが用意されています。これらの構
成可能な Oracle ILOM プロパティーを使用すると、次のことが可能になります。

■ BIOS 非揮発性データストア内の構成パラメータのコピーをバックアップする。
■ バックアップされた構成パラメータのコピーを BIOS 非揮発性データストアに復元する。
■ BIOS 非揮発性データストア内のパラメータを出荷時のデフォルトにリセットする。

さらに、Oracle ILOM は BIOS 非揮発性データストア内のパラメータを動的にモニターして、
それらが Oracle ILOM BIOS 構成ファイル内のパラメータと同期していることを確認します。
CLI および Web インタフェースに表示される構成同期ステータスは、Oracle ILOM BIOS
構成ファイルに格納されている BIOS パラメータの現在の状態を示します。

注記 - BIOS 構成を別の Oracle x86 サーバーにプロビジョニングする必要がある上級ユー
ザーの場合は、275 ページの「Oracle ILOM のバックアップ XML 構成ファイルを編集する
(オプション) 」を参照してください。

Oracle ILOM: BIOS に関する特別な考慮事項
■ Oracle ILOM BIOS 構成ファイルがホスト BIOS 非揮発性データストアと同期していな

い場合は、Oracle ILOM BIOS 構成によってホストのブート時間が増えることがあります。
■ 「Preserve existing BIOS configuration」のオプションが有効になっている場合

は、サーバー SP 上の Oracle ILOM ファームウェアを更新すると、Oracle ILOM
BIOS 構成パラメータに影響を与えることがあります。ファームウェアの更新の実行、
および Oracle ILOM によって管理されている BIOS 構成パラメータの保持の詳細
は、259 ページの「ファームウェア更新の実行」を参照してください。

Oracle ILOM: BIOS の用語

Oracle ILOM の用語 説明

BIOS Oracle x86 サーバー上の BIOS は、ホストサーバーの電源が投入されてからオペレーティン
グシステムに引き継がれるまでのシステムを制御するブートファームウェアプログラムです。
BIOS では、バッテリ駆動の非揮発性データストアにシステムの日付、時間、および構成情報
が格納されます。

BIOS バージョン Oracle x86 サーバーにインストールされている現在の BIOS ファームウェアのバージョンを示
す読み取り専用プロパティー。

BIOS 非揮発性データストア 非揮発性メモリーチップに現在格納されている Oracle x86 サーバーの BIOS 構成パラメー
タ。

Oracle ILOM BIOS 構成ファイル サーバー SP 上で動的に保守される XML ファイルで、BIOS 非揮発性データストアから最後
に取得された BIOS 構成パラメータのリストが含まれています。



BIOS 構成の管理

x86 BIOS 構成パラメータの保守 283

Oracle ILOM の用語 説明

Backup BIOS configuration Oracle ILOM 内の構成可能なプロパティーで、これによって BIOS 非揮発性データストアに
現在設定されているパラメータのコピーを取得し、それらをサーバー SP 上の Oracle ILOM
BIOS 構成ファイルに保存できます。

Restore BIOS configuration Oracle ILOM 内の構成可能なプロパティーで、これによって Oracle ILOM BIOS 構成ファ
イル内のパラメータを BIOS 非揮発性データストアにエクスポートできます。

BIOS 構成パラメータ 通常、Oracle ILOM によってコピーまたはエクスポートされる BIOS 構成パラメータには、設
定、ブートリスト、およびブートデバイスの値が含まれています。

Web および CLI: BIOS プロパティー
■ 表87「 BIOS の Web ナビゲーションと CLI ターゲット 」 BIOS の Web ナビゲーションと

CLI ターゲット
■ 表88「BIOS の Web プロパティーと CLI プロパティー」 BIOS の Web および CLI プロ

パティー
■ 表89「CLI コマンド load および dump の -force オプション」 CLI コマンド load および

dump の -force オプション

表 87 BIOS の Web ナビゲーションと CLI ターゲット

Web ナビゲーション CLI ターゲット

「System Management」 > 「BIOS」 /System/BIOS

/System/BIOS/Config

表 88 BIOS の Web プロパティーと CLI プロパティー

プロパティー名 種類 値 説明

System BIOS Version

(system_bios_version=)

読み取り専用 「System BIOS Version」プロパティーは、管理対
象 Oracle x86 サーバーに現在インストールされてい
る BIOS ファームウェアのバージョンを識別します。

ブートモード

(boot_mode=)

読み取り専用 Legacy|UEFI BIOS の「Boot Mode」プロパティーは、システムが
次のいずれかのモードでブートされることを示します。

■ Legacy – システムは従来の「PC-AT」ブート環
境でブートされます。

■ UEFI – システムは UEFI 仕様に準拠したブート
環境でブートされます。

BIOS ブートモードを調整するには、システムの管理
ガイドを参照してください。

BIOS Configuration: Sync
Status

(config_sync_status=)

読み取り専用 OK|Reboot Required|
Internal Error

注記 - ファームウェア 3.2.4 の時点では、「BIOS
Sync Status」プロパティーがすべての Oracle x86
サーバーで使用できるわけではありません。

「BIOS Configuration Sync Status」プロパティー
は、次のいずれかの状態を示します。
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プロパティー名 種類 値 説明
■ OK – Oracle ILOM によって管理されている

BIOS 構成パラメータは、BIOS 非揮発性データ
ストア内の構成パラメータと同期しています。

■ Reboot Required – Oracle ILOM によって
管理されている BIOS 構成パラメータは、BIOS
非揮発性データストア内の構成パラメータと同期
していません。BIOS パラメータを同期するには、
Oracle x86 サーバーをリブートする必要がありま
す。

■ Internal Error – Oracle ILOM は、BIOS 非
揮発性データストアを読み取ることができず、
BIOS のバックアップまたは復元操作を開始でき
ません。詳細は、Oracle サービスにお問い合わ
せください。

BIOS Configuration: Reset To
Defaults

(reset_to_defaults=)

読み取り|書き
込み

Factory |None 「Reset To Defaults」プロパティーには、次のいずれ
かの値を指定します。

■ Factory – BIOS 非揮発性データストア内の構
成パラメータを出荷時のデフォルトに設定します。

■ None – この値 (None) は、BIOS 非揮発性
データストア内のパラメータを出荷時のデフォルト
にリセットしたあとで表示されます。

BIOS Configuration: Backup

(dump_uri=)

書き込み専用 「BIOS Configuration Backup」プロパティーを使
用すると、BIOS 非揮発性データストア内のパラメー
タのコピーを作成したり、それらのパラメータを ILOM
ファイルシステム内の BIOS 構成ファイルに保存し
たりできます。

BIOS 構成をバックアップする手順について
は、290 ページの「BIOS 構成のバックアップ 」を
参照してください。

BIOS Configuration: Restore
Status

(restore_status=)

読み取り専用 OK | Restore pending |

Partial restore: invalid
configuration entry |

Partial restore: invalid
boot order entry |

Partial restore: invalid
configuration and
boot order entries

注記 - ファームウェア 3.2.4 の時点では、「Restore
Status」プロパティーがすべての Oracle x86 サー
バーで使用できるわけではありません。

「BIOS Configuration Restore Status」プロパ
ティーは、次のいずれかの状態を示します。

■ OK – Oracle ILOM BIOS 構成パラメータをホ
スト BIOS 非揮発性データストアに復元するため
の最後の復元操作が成功しました。

■ Restore pending – 復元操作がホストの電源
切断まで保留されています。注 – 復元操作は、ホ
ストサーバーの電源が切断されたときに Oracle
ILOM によって実行されます。

■ Partial restore: invalid configuration entry
– 前回の復元操作で 1 つ以上のホスト BIOS
構成パラメータを復元できませんでした。

■ Partial restore: invalid boot order entry –
前回の復元操作でホストブート順序リスト内の 1
つ以上のブートデバイスを復元できませんでした。

■ Partial restore: invalid configuration and
boot order entries - 前回の復元操作で、1 つ
以上の BIOS 構成パラメータおよびホストブート
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プロパティー名 種類 値 説明
順序リスト内の 1 つ以上のブートデバイスを復元
できませんでした。

BIOS Configuration: Restore

(load_uri= restore_options)

読み取り|書き
込み

All| Configuration
only| Bootlist only |
Cancel Restore

「BIOS Configuration Restore」プロパティーを使
用すると、以前に Oracle ILOM によって保存され
た BIOS パラメータをホスト BIOS 非揮発性データ
ストアに復元できます。BIOS パラメータの復元には
次のオプションがあります。

■ All – 以前に Oracle ILOM によって保存された
すべての BIOS 構成パラメータを復元します。

■ Configuration only – 以前に保存された設定
パラメータを復元します。

■ Bootlist only – 以前に Oracle ILOM によって
保存されたホストブートリストパラメータを復元し
ます。

■ Cancel Restore (または action=cancel) – 開
始された復元操作を取り消します。

注記 - Web インタフェースで「Cancel Restore」オ
プションを使用できるのは、(1) 復元操作を開始した
が、(2) 管理対象 Oracle x86 サーバー上のホストオ
ペレーティングシステムがまだ電源切断またはリセッ
トされていない場合だけです。
注記 - ファームウェア 3.2.4 の時点では、「Cancel
Restore」オプションがすべての Oracle x86 サー
バーでサポートされているわけではありません。

BIOS 構成を復元する手順について
は、291 ページの「BIOS 構成の復元 」を参照し
てください。

Transfer Method Options 読み取り|書き
込み

Browser | TFTP| FTP
|SFTP |SCP |HTTP |
HTTPS

Oracle ILOM BIOS 構成パラメータをインポートま
たはエクスポートするときは、次のいずれかの転送方
法を指定できます。

■ Browser – Web インタフェースオプションのみ。
このオプションを使用するときは、ファイルの場所
を指定します。

■ TFTP – このオプションを使用するときは、TFTP
ホストの IP アドレスまたは名前とファイルへの
ディレクトリパスを指定します。

■ FTP – このオプションを使用するときは、ホスト
の IP アドレスまたは名前、FTP サーバーのユー
ザー名とパスワード、およびファイルの場所への
ディレクトリパスを指定します。

■ SFTP – このオプションを使用するときは、ホスト
の IP アドレスまたは名前、SFTP サーバーのユー
ザー名とパスワード、およびファイルの場所への
ディレクトリパスを指定します。

■ SCP – このオプションを使用するときは、ホスト
のネットワークアドレス、SCP サーバーのユーザー
名とパスワード、およびファイルの場所へのディレ
クトリパスを指定します。

■ HTTP – このオプションを使用するときは、ホスト
のネットワークアドレス、HTTP サーバーのユーザー
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プロパティー名 種類 値 説明
名とパスワード、およびファイルの場所へのディレ
クトリパスを指定します。

■ HTTPS – このオプションを使用するときは、ホス
トのネットワーク IP アドレスまたは名前、HTTPS
サーバーのユーザー名とパスワード、およびファイル
の場所へのディレクトリパスを指定します。

表 89 CLI コマンド load および dump の -force オプション

load_uri=-force restore_option/transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname /directorypath/filename

dump_uri=-force transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname /directorypath/filename

使用法 – 次の場合に load または dump コマンドが失敗しないようにするには、-force オプションを指定する必要があります。
(1)「Restore Status」に「Pending Restore」状態が表示される (restore_status=pending_restore) か、または (2)「BIOS
Configuration Sync」に「Reboot Needed」状態が表示される (config_sync_status=reboot_needed) 場合。
注意 - ホスト BIOS 構成ファイルの同期していないバージョンが Oracle ILOM ファイルシステムにコピーされるのは、(1)「BIOS
Configuration Sync」として「Reboot Needed」状態が表示されており (sync_status=reboot_needed)、(2) BIOS 構成ファイルをバッ
クアップするために dump_uri=-force オプションが使用されたときです。
注意 - 既存の復元保留中の BIOS 構成ファイル内のパラメータが最後のバックアップ BIOS 構成ファイルのパラメータに置き換えられる
のは、(1)「Restore Status」として「Restore Pending」状態が表示されており (restore_status=restore_pending)、(2) ホスト BIOS
非揮発性データストア内のパラメータを復元するために load_uri=-force オプションが使用されたときです。

Oracle ILOM からの BIOS 構成タスクの実行
■ 286 ページの「BIOS 構成タスクの要件」
■ 287 ページの「BIOS 構成同期ステータスの表示および構成パラメータの同期」
■ 289 ページの「SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォルトのリセッ

ト」
■ 290 ページの「BIOS 構成のバックアップ 」
■ 291 ページの「BIOS 構成の復元 」

BIOS 構成タスクの要件
BIOS 構成パラメータをバックアップまたは復元する前に、次の要件が満たされているべきで
す。

■ Oracle ILOM で BIOS 構成パラメータを同期、復元、またはバックアップするには、次の
ユーザー役割が必要です。
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BIOS 構成タスク Oracle ILOM ユーザーの役
割

説明:

BIOS 構成の復元

(load_uri=)

Reset and Host
Control (r)

Admin (a)

ホスト BIOS 非揮発性データストア内の構成パラ
メータを読み込むには、Reset and Host Control
(r) の役割と Admin (a) の役割が必要です。
注記 - Oracle ILOM は、ホスト BIOS 非揮発性
データストア内のパラメータを Oracle ILOM BIOS
構成ファイルに最後に設定されたパラメータで置換
します。

BIOS 構成のバックアップ

(dump_uri=)

Reset and Host
Control (r)

Admin (a)

Oracle ILOM 構成ファイル内の構成パラメータを
置換するには、Reset and Host Control (r) の役
割と Admin (a) の役割の両方が必要です。
注記 - Oracle ILOM は、Oracle ILOM BIOS 構
成ファイル内のパラメータをホスト BIOS 非揮発性
データストアに最後に設定されたパラメータで置換し
ます。

BIOS 構成の同期

(reset /System または

stop /System)

Admin (a) 管理対象 Oracle x86 サーバーで電源をリセットす
る (または電源を切断する) には、Admin (a) の役
割が必要です。

■ このセクションに記載されている BIOS 構成タスクを実行する前
に、283 ページの「Web および CLI: BIOS プロパティー」を確認してください。

■ 管理対象 Oracle x86 サーバーが新規である場合は、その電源を投入することにより、ホス
ト BIOS ブートプロセスがブートデバイスを検出し、初期のブート順序を作成して、これらの
パラメータを BIOS 非揮発性データストアに保存できるようにしてください。次に、管理対象
Oracle x86 サーバーの電源を再投入して、BIOS 非揮発性データストアを Oracle ILOM
BIOS 構成ファイルと同期するようにしてください。

■ /SP または /System/BIOS に関する出荷時のデフォルトを設定すると、不注意により互
いに影響を与える場合があります。たとえば、/SP/reset_to_defaults を factory に設定
すると、Oracle ILOM で /System/BIOS/reset_to_defaults の設定が失われることが
あります。SP および BIOS 構成に関する出荷時のデフォルトを設定する方法について
は、289 ページの「SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォルトのリ
セット」で説明されている手順に従ってください。

BIOS 構成同期ステータスの表示および構成パラメータの
同期
始める前に

■ 286 ページの「BIOS 構成タスクの要件」を確認してください。
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BIOS 構成同期ステータスを表示し、必要に応じてホスト非揮発性データストア内の BIOS 構
成パラメータを Oracle ILOM BIOS 構成ファイル内のパラメータと同期するには、次の手順
に従います。

1. 現在 Oracle ILOM BIOS 構成ファイル内にあるパラメータの状態を表示するには、次のいず
れかを実行します。

■ Web インタフェースでは、「System Management」>「BIOS」の順にクリックします。
■ CLI では、show /System/BIOS/Config と入力します。

「OK」状態は、Oracle ILOM BIOS 構成ファイル内のパラメータが BIOS 非揮発性データスト
アと同期していることを示します。
「Reboot_Required」状態は、Oracle ILOM BIOS 構成ファイルが BIOS 非揮発性データスト
アと同期していないことを示します。
「Internal_Error」状態は、Oracle ILOM が BIOS 非揮発性データストアを読み取れないこ
とを示します。この内部エラーが発生すると、Oracle ILOM で BIOS 構成のバックアップおよ
び復元操作を開始できなくなります。詳細は、Oracle サービスにお問い合わせください。

2. BIOS 非揮発性データストア内のパラメータを Oracle ILOM BIOS 構成ファイルと同期する
には、次のいずれかのアクションを実行して、管理対象 Oracle x86 サーバーの電源を再投入
します。

■ Web インタフェースで、「Host Management」 > 「Power Control」 > 「Power Cycle」
の順にクリックします。

■ CLI では、「reset /System」と入力します。

Oracle ILOM は、BIOS 非揮発性データストアに設定されているパラメータを取得し、それを
Oracle ILOM BIOS 構成ファイルに保存して、「Configuration Sync Status」の状態を更
新します。

関連情報:
■ 288 ページの「BIOS 構成の出荷時のデフォルトへのリセット 」
■ 289 ページの「SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォルトのリセッ

ト」
■ 290 ページの「BIOS 構成のバックアップ 」
■ 291 ページの「BIOS 構成の復元 」

BIOS 構成の出荷時のデフォルトへのリセット
始める前に

■ 286 ページの「BIOS 構成タスクの要件」を確認してください。
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BIOS 非揮発性データストアのパラメータを出荷時のデフォルトにリセットするには、次のいず
れかのアクションを実行します。

■ Web インタフェースでは、「System Management」>「BIOS」の順にクリックし、「Reset
To Defaults」リストボックスから「Factory」を選択して「Save」をクリックします。

■ CLI で、次を入力します: set /System/BIOS reset_to_defaults=factory

Oracle ILOM は、非揮発性データストア内の BIOS 設定パラメータを出荷時のデフォルトに
リセットします。出荷時のデフォルトパラメータが適用されたあと、「Reset To Defaults」値は
「None」に戻ります。

関連情報:

■ 287 ページの「BIOS 構成同期ステータスの表示および構成パラメータの同期」
■ 289 ページの「SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォルトのリセッ

ト」
■ 290 ページの「BIOS 構成のバックアップ 」
■ 291 ページの「BIOS 構成の復元 」

SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォ
ルトのリセット
始める前に

■ 286 ページの「BIOS 構成タスクの要件」を確認してください

Oracle ILOM の CLI または Web インタフェースから Oracle ILOM 構成およびホスト
BIOS 構成を出荷時のデフォルトにリセットするには、次の手順に従います。

1. 次のいずれかを実行して、管理対象 Oracle x86 サーバー上のホストオペレーティングシステ
ムの電源を切断します。

■ Web インタフェースで、「Host Management」 > 「Power Control」 > 「Power Cycle」
の順にクリックします。

■ CLI で、次を入力します: stop -force /System

2. 次のいずれかを実行して、BIOS 非揮発性データストア内のパラメータを出荷時のデフォルト
にリセットします:

■ Web インタフェースで、「System Management」 > 「BIOS」の順にクリックし、「Reset
To Defaults To Factory」リストボックスから「Factory」を選択して「Save」をクリックしま
す。

■ CLI で、次を入力します: set /System/BIOS reset_to_defaults=factory
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注記 - /System/BIOS の reset_to_defaults が factory から none に変化するまで待ってか
ら、手順 3 に進んでください。ホスト BIOS 非揮発性データストアに出荷時のデフォルトが適
用されると、reset_to_default の値は none に戻ります。

3. 次のいずれかを実行して、Oracle ILOM の構成を出荷時のデフォルトにリセットします:

■ Web インタフェースで、「ILOM Administration」 > 「Configuration Management」 >
「Reset Defaults」の順にクリックし、「Reset Defaults」リストボックスから「Factory」を選
択して「Reset Defaults」をクリックします。

■ CLI で、次を入力します: set /SP reset_to_default=factory

4. 次のいずれかを実行して、Oracle ILOM SP の電源を再投入します:

■ Web インタフェースで、「Host Management」 > 「Power Control」 > 「Reset」の順にク
リックします。

■ CLI では、「reset /SP」と入力します。

Oracle ILOM は、BIOS 構成パラメータを出荷時のデフォルトにリセットし、同期ステータスの
状態として「None」を返します。

関連情報:
■ 287 ページの「BIOS 構成同期ステータスの表示および構成パラメータの同期」
■ 288 ページの「BIOS 構成の出荷時のデフォルトへのリセット 」
■ 290 ページの「BIOS 構成のバックアップ 」
■ 291 ページの「BIOS 構成の復元 」

BIOS 構成のバックアップ
始める前に

■ 286 ページの「BIOS 構成タスクの要件」を確認してください。
■ BIOS 構成のバックアップ操作は通常、完了するまでに 2 - 3 分かかります。

BIOS 非揮発性データストアのパラメータを Oracle ILOM BIOS 構成ファイルにバックアップ
するには、この手順に従います。

1. BIOS 構成をバックアップするには、次のいずれかを実行します。

■ Web インタフェースで、「System Management」 > 「BIOS」の順にクリックし、
「Backup」セクションの「Transfer Method」リストボックスからオプションを選択し、その
転送方法の必須パラメータを指定して「Start Backup」をクリックします。

■ CLI で、次を入力します:
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set dump_uri transfer_method://username:password@ipaddress_or_hostname/
directorypath/filename
ここでは:
■ transfer_method には、tftp、ftp、sftp、scp、http、https のいずれかを入力します。
■ username には、選択した転送方法のサーバーのユーザーアカウントの名前を入力しま

す。ユーザー名は scp、sftp、および ftp に必要です。ユーザー名は tftp には不要で、
http および https ではオプションです。

■ password には、選択した転送方法のサーバーのユーザーアカウントパスワードを入力しま
す。パスワードは scp、sftp、および ftp に必要です。パスワードは tftp には使用されず、
http と https では省略可能です。

■ ipaddress_or_hostname には、選択した転送方法のサーバーの IP アドレスまたはホス
ト名を入力します。

■ directorypath には、転送方法のサーバー上のファイルの格納場所を入力します。
■ filename には、バックアップ構成ファイルに割り当てられた名前を入力します (例: foo.

xml)。

2. Oracle ILOM が BIOS バックアップ操作を完了するまで待ちます。
Oracle ILOM は、BIOS 非揮発性データストア構成ファイルのコピーを取得し、それを
Oracle ILOM ファイルシステムに保存します。

関連情報:
■ 283 ページの「Web および CLI: BIOS プロパティー」
■ 表89「CLI コマンド load および dump の -force オプション」
■ 287 ページの「BIOS 構成同期ステータスの表示および構成パラメータの同期」
■ 288 ページの「BIOS 構成の出荷時のデフォルトへのリセット 」
■ 289 ページの「SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォルトのリセッ

ト」
■ 291 ページの「BIOS 構成の復元 」

BIOS 構成の復元
始める前に
■ 286 ページの「BIOS 構成タスクの要件」を確認してください。
■ Oracle ILOM 構成ファイルのブートデバイスセクション内のデータは読み取り専用であり、

BIOS 非揮発性データストアに復元されるパラメータには影響を与えません。
■ BIOS 構成の復元操作は通常、完了するまでに 2 - 3 分かかります。

Oracle ILOM BIOS 構成ファイル内のパラメータを BIOS 非揮発性データストアに復元する
には、この手順に従います。



BIOS 構成の復元

292 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月

1. BIOS 構成を復元するには、次のいずれかを実行します:

■ Web インタフェースで、「System Management」 > 「BIOS」の順にクリックし、復元オプ
ションを選択し、転送方法オプションを選択し、その転送方法の必須パラメータを指定して
「Start Restore」をクリックします。

■ CLI で、次を入力します:
set load_uri=restore_option/transfer_method://username:password@ipaddress_
or_hostname/directorypath/filename
ここでは:
■ restore option には、all、config-only、bootlist-only のいずれかを入力します。
■ transfer_method には、tftp、ftp、sftp、scp、http、https のいずれかを入力します。
■ username には、選択した転送方法のサーバーのユーザーアカウント名を入力します。

ユーザー名は scp、sftp、および ftp に必要です。ユーザー名は tftp には不要で、http
および https では省略可能です。

■ password には、選択した転送方法のサーバーのユーザーアカウントパスワードを入力しま
す。パスワードは scp、sftp、および ftp に必要です。パスワードは tftp には使用されず、
http と https では省略可能です。

■ ipaddress_or_hostname には、選択した転送方法のサーバーの IP アドレスまたはホス
ト名を入力します。

■ directorypath には、転送方法のサーバー上の Oracle ILOM 構成ファイルの格納場
所 (/System/BIOS/Config) を入力します。

■ filename には、Oracle ILOM 構成ファイルに割り当てられた名前を入力します (例:
foo.xml)。

注記 - 保留中の BIOS 構成復元操作を取り消すには、次を入力します: set
action=cancel

2. Oracle ILOM が復元操作を完了するまで待ちます。
Oracle ILOM は、Oracle ILOM BIOS 構成ファイルの BIOS 構成パラメータを BIOS 非揮
発性データストアにエクスポートし、「Restore Status」の状態を更新します。

3. 「Restore Status」の状態を確認して、復元操作が成功したかどうかを判定します。
「Restore Status」状態の説明の一覧については、283 ページの「Web および CLI: BIOS
プロパティー」を参照してください。

注記 - 復元操作の結果は、Oracle ILOM イベントログ (/SP/logs/event list) に記録されま
す。

関連情報
■ 283 ページの「Web および CLI: BIOS プロパティー」
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■ 表89「CLI コマンド load および dump の -force オプション」 CLI コマンド load および
dump の -force オプション

■ 287 ページの「BIOS 構成同期ステータスの表示および構成パラメータの同期」
■ 288 ページの「BIOS 構成の出荷時のデフォルトへのリセット 」
■ 289 ページの「SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォルトのリセッ

ト」
■ 290 ページの「BIOS 構成のバックアップ 」
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シャーシブレードストレージリソースの SAS ゾーン
機能

説明 リンク

シャーシレベルのストレージデバイスのゾーン作成
でサポートされる管理オプションの詳細は、このセ
クションを参照してください。

■ 295 ページの「シャーシレベルの SAS-2 対応リソースの
ゾーン管理」

Oracle ILOM Sun Blade Zone Manager の
プロパティーの詳細は、このセクションを参照して
ください。

■ 297 ページの「Sun Blade Zone Manager のプロパ
ティー 」

SAS ゾーンの構成パラメータの保存、バックアッ
プ、および回復に関する重要な情報については、
このセクションを参照してください。

■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考
慮事項 」

Sun Blade Zone Manager を有効にして SAS
ゾーンの割り当てを作成する手順については、こ
のセクションを参照してください。

■ 306 ページの「ゾーン機能の有効化および SAS-2 ゾー
ン割り当ての作成」

既存のストレージの割り当てを表示または変更す
る手順については、このセクションを参照してくだ
さい。

■ 322 ページの「既存の SAS-2 ストレージリソース割り当
ての管理」

保存されているすべてのストレージの割り当てを
出荷時デフォルトにリセットする場合は、このセク
ションを参照してください。

■ 331 ページの「Sun Blade Zone Manager 割り当てを
出荷時デフォルトにリセットする」

オプションで、帯域内管理のパスワードをリセット
する場合は、このセクションを参照してください。

■ 332 ページの「サードパーティーの帯域内管理でのゾーン
パスワードを出荷時デフォルトにリセットする 」

シャーシレベルの SAS-2 対応リソースのゾーン管理
Oracle ILOM は、Oracle ブレードシャーシシステムに取り付けられているシャーシレベル
の SAS-2 ストレージデバイスに対してゾーン管理をサポートしています。ブレードのシャーシレ
ベルのストレージリソースへのアクセスを管理するために、Oracle ILOM Sun Blade Zone
Manager またはサードパーティー製の帯域内アプリケーションを使用することを選択できます。
詳細は、次を参照してください。

■ 296 ページの「サードパーティー製の帯域内管理アプリケーションを使用したゾーン管理」
■ 296 ページの「Oracle ILOM Sun Blade Zone Manager を使用したゾーン管理」
■ 296 ページの「管理可能な SAS-2 ゾーン対応デバイス」
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サードパーティー製の帯域内管理アプリケーションを使用
したゾーン管理
サードパーティー製の帯域内管理アプリケーションを使用した、シャーシレベルのストレージデバ
イスのアクセス管理が使用している環境でサポートされている場合は、Oracle ILOM の Sun
Blade Zone Manger の状態が無効になっている (デフォルト) ことを確認するようにしてく
ださい。帯域内管理のパスワードを出荷時デフォルトにリセットする必要がある場合は、Oracle
ILOM でこのパスワードをリセットできます。手順については、332 ページの「サードパーティー
の帯域内管理でのゾーンパスワードを出荷時デフォルトにリセットする 」を参照してください。

Oracle ILOM Sun Blade Zone Manager を使用した
ゾーン管理
Sun Blade Zone Manager が Oracle ILOM CMM で有効にされている場合は、シャーシ
に取り付けられている Oracle ブレード CPU サーバーに対するシャーシレベルの SAS-2 スト
レージのアクセス権を管理できます。Oracle ILOM Sun Blade Zone Manager の使用法に
ついては、次のトピックを参照してください。

■ 296 ページの「管理可能な SAS-2 ゾーン対応デバイス」
■ 297 ページの「Sun Blade Zone Manager のプロパティー 」
■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」
■ 306 ページの「ゾーン機能の有効化および SAS-2 ゾーン割り当ての作成」
■ 322 ページの「既存の SAS-2 ストレージリソース割り当ての管理」
■ 331 ページの「Sun Blade Zone Manager 割り当てを出荷時デフォルトにリセットす

る」

管理可能な SAS-2 ゾーン対応デバイス
Oracle ILOM CMM は、Oracle ブレードシャーシシステム内の次のデバイスを管理可能な
SAS-2 ゾーン対応デバイスとして認識します。

■ SAS-2 RAID 拡張モジュール (REM) を搭載した Oracle ブレード CPU サーバー
■ Oracle ブレードシャーシシステムの Network Express Module (NEM)
■ Oracle ブレードストレージサーバー (Oracle の Sun Blade Storage Module M2 など)

注記 -  Oracle ILOM は、次に対するゾーン管理をサポートしません。(1) Oracle ブレード
CPU サーバーに取り付けられている内部ストレージモジュール、(2) Oracle ストレージブレード
上のファブリック拡張モジュール (FMOD)、または (3) NEM の外部 SAS-2 ポートを使用して
Oracle ブレードシャーシシステムに接続されている外部ネットワーク SAS-2 ストレージリソース。



Sun Blade Zone Manager のプロパティー

シャーシブレードストレージリソースの SAS ゾーン機能 297

注記 - Sun Blade Zone Manager の CLI は、サポート対象外の管理できない SAS-2 ス
トレージデバイスが存在することを認識または一覧表示しません。ただし、Sun Blade Zone
Manager の Web インタフェースは、サポート対象外の管理できない SAS-2 ストレージデバ
イスが存在することを認識および一覧表示する場合があります。この場合、Sun Blade Zone
Manager の Web インタフェース内の SAS-2 以外のストレージデバイスは、SAS-2 以外のリ
ソースとして表示されます。

Sun Blade Zone Manager のプロパティー
Oracle ILOM は、シャーシレベルの SAS-2 ストレージデバイスへのアクセス権を設定および
管理するための使いやすい一連のプロパティーを提供しています。詳細は、次を参照してくださ
い。

■ 297 ページの「Sun Blade Zone Manager Web: プロパティー」
■ 304 ページの「Sun Blade Zone Manager の CLI: ターゲットとプロパティー」

Sun Blade Zone Manager Web: プロパティー
「Sun Blade Zone Manager Settings」ページは、Oracle ILOM CMM の Web インタ
フェースから、「System Management」>「SAS Zoning」をクリックすることによりアクセスで
きます。「Sun Blade Zone Manager Settings」ページには、SAS ゾーンのアクセス権の有効
化、設定、および管理を行うための次のオプションがあります。

■ 297 ページの「Sun Blade Zone Manager: 状態」
■ 298 ページの「Whole Chassis Setup: Quick Setup」
■ 302 ページの「Full Resource Control: Detailed Setup」
■ 303 ページの「ゾーンのリセット: Reset All 」

Sun Blade Zone Manager: 状態

Oracle ILOM CMM の Web インタフェースでは、Sun Blade Zone Manager の状態は、
「Sun Blade Zone Manager Settings」ページに表示されます。

この状態を有効にすると、Sun Blade Zone Manager によって、シャーシに取り付けられてい
る SAS-2 ストレージデバイスに対するテンプレートベースの機能 (Quick Setup) またはカスタ
ムのゾーン機能 (Detailed Setup) が提供されます。

この状態を無効 (デフォルト) にすると、Oracle ILOM は、シャーシに取り付けられている
SAS-2 ストレージデバイスへのアクセス権を管理できなくなり、「Sun Blade Zone Manager
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Settings」ページのビューから「Quick Setup」および「Detailed Setup」オプションが非表示
になります。

Sun Blade Zone Manager の状態を有効にする手順については、307 ページの「Sun
Blade Zone Manager にアクセスして有効にする 」を参照してください。

Whole Chassis Setup: Quick Setup

Web インタフェースの Whole Chassis Setup 機能は通常、すべてのシャーシレベルの
SAS-2 ストレージデバイスのゾーンへのアクセスを最初に設定するときに使用します。この機能
は、次の Quick Setup のゾーン機能オプションを提供します。

■ 298 ページの「オプション 1: 個別のディスクへの割り当て (Quick Setup)」
■ 299 ページの「オプション 2: 隣接する個別のディスクへの割り当て (Quick Setup)」
■ 300 ページの「オプション 3: 個別のストレージブレードへの割り当て (Quick Setup)」
■ 301 ページの「オプション 4: 隣接するストレージブレードへの割り当て (Quick

Setup) 」

オプション 1: 個別のディスクへの割り当て (Quick Setup)

「Quick Setup」ダイアログに表示される最初のゾーンオプションは、ラウンドロビンアルゴリズ
ムを使用して、シャーシ内のすべての CPU ブレードサーバーにストレージの所有権を均等に割り
当てます。

オプション 1 は、単一のストレージブレードサーバーに障害が発生したり、取り外されたりしても
すべてのストレージアレイが停止することがない耐障害シャーシシステムの運用にもっとも適し
ています。
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注記 - 「Quick Setup」ダイアログに表示されている空のスロットは、空のシャーシブレードス
ロット (何も取り付けられていない) を表しています。

オプション 2: 隣接する個別のディスクへの割り当て (Quick Setup)

「Quick Setup」ダイアログに表示される 2 番目のゾーン割り当てオプションは、隣接する
CPU ブレードサーバー間でブレードストレージディスクの数を均等に分割します。

オプション 2 は、隣接する各 CPU ブレードサーバーにできるだけ同じ数のストレージディスク
を割り当てようとします。CPU ブレードに隣接するストレージブレードがない場合、Sun Blade
Zone Manager はできるだけ近くのストレージブレードのストレージディスクを割り当てます。

隣接するストレージディスクへの CPU ブレードの割り当ては次の場合にもっとも適しています。
1) ストレージブレードサーバーより CPU ブレードサーバーが多いブレードシャーシシステム、およ
び 2) 各 CPU ブレードサーバー間でストレージリソースを均等に配備する場合。
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オプション 3: 個別のストレージブレードへの割り当て (Quick Setup)

「Quick Setup」ダイアログに表示される 3 番目のゾーン割り当てオプションは、CPU ブレード
サーバー用にブレードシャーシシステムをスキャンして (スロット 0 から開始)、利用可能なもっと
も近いストレージブレードのストレージディスクを割り当てます。

オプション 3 は、ストレージブレードサーバーと CPU ブレードサーバーの数が同一のシャーシシス
テム、または CPU ブレードサーバーよりストレージブレードサーバーが多いシャーシシステムにもっ
とも適しています。それ以外で、シャーシ内で CPU ブレードサーバーよりストレージブレードサー
バーのほうが少ない場合、Sun Blade Zone Manager はいくつかの CPU ブレードサーバーに
ストレージを割り当てることができません。
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オプション 4: 隣接するストレージブレードへの割り当て (Quick Setup)

「Quick Setup」ダイアログに表示される 4 番目のゾーン割り当てオプションは、隣接するス
ロットにストレージブレードを持つブレードシャーシシステムを CPU ブレードサーバーのためにス
キャンします。CPU ブレードサーバーが隣接するシャーシスロット内にストレージブレードサーバー
を持たない場合、Sun Blade Zone Manager はその CPU ブレードサーバーにストレージを割
り当てません。

オプション 4 は、次のシャーシシステムにもっとも適しています: (1) ストレージブレードサーバー
と CPU ブレードサーバーの数が同じである、および (2) ストレージブレードサーバーに隣接する
シャーシスロットに各 CPU ブレードサーバーが取り付けられている。
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注記 - NEM0 および NEM1 が取り付けられていると、これらの NEM ターゲットが Zone
Manager に表示されますが、SAS-2 ネットワークストレージデバイスへの外部 NEM 接続は、
Sun Blade Zone Manager でサポートされておらず、表示されません。

シャーシ全体に SAS ゾーンの割り当てを作成する手順については、309 ページの「シャーシ
全体へのストレージの割り当て: Quick Setup (Web)」を参照してください。

Full Resource Control: Detailed Setup

Web インタフェースの Full Resource Control: Detailed Setup オプションでは、ストレージ
リソースに新しい割り当てを作成したり、既存のストレージリソース割り当てを変更したりできま
す。たとえば、Full Resource Control: Detailed Setup オプションを使用すると、次を行うこ
とを選択できます。

■ ストレージ割り当てを CPU ブレードサーバーに追加するために、色分けされたサーバーグルー
プの外側にあるコンポーネントをクリックします。

■ CPU ブレードサーバーに割り当てられているストレージリソースの割り当てを削除するため
に、色分けされたサーバーグループ内のコンポーネントをクリックします。

■ 単一のリソースの割り当てを 1 つ以上の CPU ブレードサーバー間で共有します。
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リソース割り当てを作成または変更するために「Detailed Setup」オプションを使用する手順
については、次を参照してください。

■ 311 ページの「単一のブレードサーバーへのストレージリソースの割り当て: Detailed
Setup (Web)」

■ 316 ページの「複数のブレードサーバーへの単一のストレージリソースの割り当て:
Detailed Setup (Web)」

■ 325 ページの「既存のブレードグループ割り当ての変更 (Web)」

ゾーンのリセット: Reset All
Sun Blade Zone Manager の状態を有効にすると、ゾーン構成を出荷時デフォルトにリセット
するオプションが「Sun Blade Zone Manager Settings」ページに表示されます (「System
Management」>「SAS Zoning」)。

Sun Blade Zone Manager のパラメータを出荷時デフォルトにリセットする手順について
は、331 ページの「ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (Web) 」を参照してく
ださい。
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Sun Blade Zone Manager の CLI: ターゲットとプロパ
ティー
Oracle ILOM CMM の CLI を使用すると、/STORAGE/sas_zoning ネームスペースの下にある
ゾーンのターゲットおよびプロパティーにアクセスできます。

SAS ゾーンのプロパティー 値 デフォルト値 説明

zone_management_state= disabled
|enabled

Disabled 無効に設定すると、Sun Blade Zone Manager は SAS-2 シャー
シストレージリソースを管理できません。

有効に設定すると、Sun Blade Zone Manager によって、シャーシ
に取り付けられている SAS-2 リソースに対するテンプレートベースの
機能またはカスタムのゾーン機能が提供されます。

reset_password_action= true true に設定すると、CMM の帯域内管理のゾーンのパスワードが、
出荷時のデフォルト (すべてゼロ) に設定されます。

reset_access_action= true true に設定すると、CMM に現在保存されているストレージリソース
の割り当てのパラメータが、出荷時のデフォルトに設定されます。

ゾーン機能が有効になっている場合、SAS-2 対応のブレードと NEM が CLI ターゲットとして
/STORAGE/sas_zoning の下に表示されます。例:

-> show /STORAGE/sas_zoning

 

     Targets

       BL0

       BL6

       BL7

       BL8

       BL9

       NEM0

       NEM1

 

    Properties

      zone_management_state = enabled

      reset_password_action = (Cannot show property)

      reset_access_action = (Cannot show property)

 

    Commands:

       cd

       set

       show

注記 - NEM0 および NEM1 が取り付けられていると、これらの NEM ターゲットが Zone
Manager に表示されますが、現時点では、Sun Blade Zone Manager で外部 SAS 接続は
サポートされていません。
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ブレードサーバー上の SAS-2 対応ストレージデバイスが、sas_zoning/BLn の下にターゲットとし
て表示されます。例:

-> show /STORAGE/sas_zoning/BL9

 

  Targets:

    HDD0

    HDD2

    HDD3

    HDD5

ブレードターゲット (BLn) またはストレージデバイス (HDDn) ターゲットの下にある利用可能な
SAS ゾーンのプロパティーには、次のものがあります:

ブレードとストレージのプロパティー SAS ゾーンのターゲット 説明

add_storage_access= /BLn /sas_zoning/BLn ターゲットの下にある add_storage_access= プロパ
ティーは、CPU ブレードサーバーにストレージを割り当てるために使用しま
す。

remove_storage_access= /BLn /sas_zoning/BLn ターゲットの下にある remove_storage_access= プロパ
ティーは、CPU ブレードサーバーからストレージを削除するために使用しま
す。

add_host_access= /BLn/HDDn /sas_zoning/BLn/HDDn ターゲットの下にある add_host_access= プロパ
ティーは、CPU ブレードサーバーにストレージを割り当てるために使用しま
す。

remove_host_access= /BLn/HDDn /sas_zoning/BLn/HDDn ターゲットの下にある remove_host_access=  プ
ロパティーは、CPU ブレードサーバーからストレージを削除するために使用
します。

ストレージリソース割り当てを Oracle ILOM の CLI から管理する手順については、次を参照
してください。

■ 320 ページの「SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)」
■ 329 ページの「既存のストレージ割り当ての表示と変更 (CLI)」
■ 331 ページの「ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (CLI) 」
■ 333 ページの「ゾーンのパスワードのリセット (CLI)」

SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項

■ 306 ページの「ストレージ割り当ての保存」
■ 306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」
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ストレージ割り当ての保存
ブレードに対するストレージ割り当てを保存する場合は、次を考慮してください。

■ Oracle ILOM に保存されるストレージ割り当ては、シャーシに現在取り付けられている
ハードウェア (SAS-2 NEM またはストレージブレード) に基づいています。シャーシのハード
ウェア構成を変更すると、ストレージブレードグループが失われることがあります。このため、
Oracle ILOM でシャーシ内のすべてのストレージ割り当てをバックアップするようにしてく
ださい。詳細は、306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」を参
照してください。

注記 - シャーシコンポーネントのホットプラグ (NEM、ストレージブレードなど) も、ストレージ
ブレードグループ割り当てに影響することがあります。NEM やストレージブレードをホットプ
ラグした場合の影響については、Oracle ストレージブレードまたは NEM ハードウェアのド
キュメントを参照してください。

■ 「Save」操作を実行している間は、「Sun Blade Zone Manager」ダイアログ (「Modify
Group」または「New Assignments」) を開いておく必要があります。「Save」操作が行わ
れているときに「Sun Blade Zone Manager」ダイアログを閉じると、ストレージブレードグ
ループの一部のみが保存されます。

■ 「Save」操作が行われている間は、ストレージブレードグループの一部であるシャーシハード
ウェアコンポーネントを削除したり、電源を再投入したりしないでください。これを行うと、グ
ループ割り当てが正常に保存されません。

SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復
Oracle ILOM には、次を行うことができるバックアップおよび復元の機能があります。(1)
Oracle ILOM の構成ファイルに保存されているすべてのパラメータのバックアップコピーの作
成、および (2) Oracle ILOM の構成ファイルのバックアップコピーの復元。Oracle ILOM の
構成ファイルのバックアップコピーの作成、またはバックアップコピーの復元を行う方法につい
ては、「シャーシブレードストレージリソースの SAS ゾーン機能 」を参照してください。

ゾーン機能の有効化および SAS-2 ゾーン割り当ての作成
■ 307 ページの「シャーシのハードウェア要件」
■ 307 ページの「Sun Blade Zone Manager にアクセスして有効にする 」
■ 309 ページの「シャーシ全体へのストレージの割り当て: Quick Setup (Web)」
■ 311 ページの「単一のブレードサーバーへのストレージリソースの割り当て: Detailed

Setup (Web)」
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■ 316 ページの「複数のブレードサーバーへの単一のストレージリソースの割り当て:
Detailed Setup (Web)」

■ 320 ページの「SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)」

シャーシのハードウェア要件
■ PCIe 2.0 準拠のミッドプレーンが、Sun Blade 6000 シャーシに存在する必要があります。

これを確認する方法の詳細は、『Sun Blade 6000 モジュラーシステムプロダクトノート』を参照し
てください。

■ 最低でもソフトウェアリリース 3.2.1 が CMM にインストールされている必要があります。こ
のリリースには、SAS-2 をサポートする最低のバージョン (3.0.10.15a) の Oracle ILOM
CMM ファームウェアと、Sun Blade Zone Manager が含まれています。

■ すべての SAS-2 ストレージデバイス (SAS-2 REM を装備したブレードサーバーモジュー
ル、SAS-2 NEM、および SAS-2 ストレージモジュール) が適切に取り付けられ、Oracle ブ
レードシャーシシステムで電源が投入されている必要があります。

注記 - SAS-2 ストレージデバイスの状態が障害状態である場合、Sun Blade Zone
Manager は障害が発生した SAS-2 ストレージデバイスを認識できない場合があります。

■ SAS-2 NEM は、ゾーン機能をサポートしているファームウェアバージョンレベルである必要
があります。NEM のプロダクトノートで、バージョン情報と利用可能な更新を確認してくださ
い。

■ Oracle ILOM CMM の初期設定および構成が完了している必要があります。Oracle
ILOM CMM への管理接続の確立の詳細は、「Oracle ILOM への管理接続の設定とロ
グイン」を参照してください。

Sun Blade Zone Manager にアクセスして有効にする
始める前に Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にすると、ストレージリソース (HDD、

FMOD、外部 SAS ポート) にアクセス可能な SAS ドメイン内の CPU ブレードサーバーを制限
する方法を使用できるようになります。

始める前に

■ Oracle ILOM で SAS ゾーンのプロパティーを変更するには Admin (a) 役割が必要で
す。

■ 307 ページの「シャーシのハードウェア要件」を確認してください。
■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」を確認してください。
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注記 - Oracle ILOM の Web インタフェースにシャーシのストレージブレードが存在していて
も、「CMM Manage」メニューには表示されません。ストレージブレードサーバーに取り付けら
れているストレージディスクは、「System Information」>「Storage」ページで表示できます。
Oracle ストレージブレードのリソース割り当ては、「System Management」>「SAS Zoning」>
「Sun Blade Zone Manager Settings」ページで管理できます。

1. CMM の Web インタフェースから Sun Blade Zone Manager にアクセスして有効にするに
は、次の手順を実行します。

a.   「System Management」>「SAS Zoning」をクリックします。
「Sun Blade Zone Manager Settings」ページが表示されます。

b.   「Enabled」チェックボックスにチェックマークを付けて、「Save」をクリックし、SAS ゾーン
機能を有効にします。
Sun Blade Zone Manager を有効にすると、Oracle ILOM のインタフェースを使用し
て、SAS-2 ゾーンの作成、表示、および設定の管理を行うことができます。

Oracle ILOM CMM サービスがまだ初期化中の場合は、次のメッセージが表示されるこ
とがあります。

Sun Blade Zone Manager Not Ready

The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for .

operation. Please wait several minutes and then refresh to check 

the status

上記のメッセージが表示された場合は、5 分間待ってから、再度実行してください。この
Web インタフェースのページを閉じてから再度開くか、リフレッシュする必要があります。

2. CMM CLI から SAS ゾーンのプロパティーを有効にするには、次を入力します:
set /STORAGE/SAS_zoning zone_management_state=enabled

■ 次のメッセージが表示されます。
Enabling the Sun Blade Zone Manager will result in the clearing of all

zoning configuration in the installed chassis SAS hardware, and any SAS

disk I/O in progress will be interrupted.

Are you sure you want to enable the Sun Blade Zone Manager (y/n)?

■ 続行するには、次を入力します。y
次のメッセージが表示されます。

Set 'zone_management_state' to 'enabled'
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■ Oracle ILOM CMM が Sun Blade Zone Manager を初期化できない場合は、次の
メッセージが表示されます。
set: The Sun Blade Zone Manager is initializing and not ready for

operation. Please wait several minutes and try again.

前述のメッセージが表示された場合は、5 分間待ってから、コマンドを再度実行してくださ
い。

関連情報

■ 309 ページの「シャーシ全体へのストレージの割り当て: Quick Setup (Web)」
■ 311 ページの「単一のブレードサーバーへのストレージリソースの割り当て: Detailed

Setup (Web)」
■ 320 ページの「SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)」
■ 322 ページの「既存の SAS-2 ストレージリソース割り当ての管理」
■ 331 ページの「Sun Blade Zone Manager 割り当てを出荷時デフォルトにリセットす

る」

シャーシ全体へのストレージの割り当て: Quick Setup
(Web)
始める前に:

■ Oracle ILOM で SAS ゾーンのプロパティーを変更するには Admin (a) 役割が必要で
す。

■ 307 ページの「シャーシのハードウェア要件」を確認してください。
■ ゾーンを割り当てるこの Quick Setup の手順を実行する前に、Oracle ILOM で SAS

ゾーン機能を有効にする必要があります。手順については、307 ページの「Sun Blade
Zone Manager にアクセスして有効にする 」を参照してください。

1. Web インタフェースの「Sun Blade Zone Manager Settings」ページにアクセスするには、
「System Management」>「SAS Zoning」の順にクリックします。

2. 「Sun Blade Zone Manager」セクションで、「Quick Setup」ボタンをクリックします。
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警告メッセージが表示されます。

3. 既存のゾーン割り当てを上書きするには、「OK」をクリックします。
「Quick Setup」画面が表示されます。

注記 - シャーシ内の現在 HDD が取り付けられていない HDD シャーシスロットは、「empty」
と表示されます。空の HDD シャーシスロットは、Quick Setup でのストレージ割り当てに使用
されません。
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4. シャーシにストレージリソースを割り当てる方法を指定するために、Quick Setup のいずれか
のオプションを選択します。
各 Quick Setup オプションの詳細は、298 ページの「Whole Chassis Setup: Quick
Setup」を参照してください。

Quick Setup のオプションを選択すると、Sun Blade Zone Manager は、CPU ブレードサー
バー、およびストレージブレードサーバーに取り付けられているストレージデバイス (HDD) との間
のゾーン割り当てを色分けして表示します。Sun Blade Zone Manager に NEM0 と NEM1
の外部 SAS 接続が表示されますが、これらの接続はサポートされていません。

注記 - 「Save」ボタンをクリックするまで、シャーシのストレージ割り当ては保存されません。

5. Quick Setup によるシャーシのストレージ割り当てを保存するには、「Save」をクリックします。

6. 新しく保存したブレードストレージグループの割り当てをバックアップする場合
は、306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」を参照してください。

関連情報
■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」
■ 311 ページの「単一のブレードサーバーへのストレージリソースの割り当て: Detailed

Setup (Web)」
■ 316 ページの「複数のブレードサーバーへの単一のストレージリソースの割り当て:

Detailed Setup (Web)」
■ 325 ページの「既存のブレードグループ割り当ての変更 (Web)」
■ 320 ページの「SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)」
■ Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメント

単一のブレードサーバーへのストレージリソースの割り当
て: Detailed Setup (Web)
始める前に:

■ Oracle ILOM で SAS ゾーンのプロパティーを変更するには Admin (a) 役割が必要で
す。

■ 307 ページの「シャーシのハードウェア要件」を確認してください。
■ この手順を実行する前に、Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にする

必要があります。手順については、307 ページの「Sun Blade Zone Manager にアクセ
スして有効にする 」を参照してください。

1. 「Sun Blade Zone Manager Settings」ページで、「Detailed Setup」ボタンをクリックしま
す。
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次のいずれかが表示されます。

■ 「Zoning Config」ダイアログが表示されます。手順 3 に進みます。

■ ゾーン割り当てが存在しないことを示す次のメッセージが表示されます。手順 2 に進みま
す。

2. ゾーン割り当てが存在しないことを示すメッセージ内で、次のいずれかを実行します。

■ Detailed Setup オプションを使用して SAS ゾーン割り当てを手動で作成する場合は、
「Cancel」をクリックして手順 4 に進みます。
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「Cancel」をクリックすると、「Detailed Setup Zoning Config」ページが開きます。

■ Sun Blade Zone Manager の Quick Setup オプションを使用して初期のゾーン割り当
てを設定する場合は、「OK」をクリックして、309 ページの「シャーシ全体へのストレー
ジの割り当て: Quick Setup (Web)」に進みます。

3. ストレージリソースを単一のブレードサーバーに割り当てるには、「Zoning Config」ダイアログ
で次の手順を実行します。

a.   「New Assignments」をクリックします。
「New Assignments」ダイアログが表示されます。

b.   ブレードサーバーをクリックし、その選択したブレードサーバーに割り当てるストレージリ
ソース (HDD) をクリックします。
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注記 - HDD ストレージデバイスが取り付けられていないすべての HDD シャーシスロットは
「empty」と表示されます。空の HDD シャーシスロットは、CPU ブレードサーバーに割り当てら
れません。

注意 - 代替の方法として、ストレージリソースを複数のブレードサーバーに割り当てることがで
きます。ただし、サーバーでマルチパスが有効にされている必要があります。詳細な手順につ
いては、316 ページの「複数のブレードサーバーへの単一のストレージリソースの割り当て:
Detailed Setup (Web)」を参照してください。

Sun Blade Zone Manager に NEM0 と NEM1 の外部 SAS 接続が表示されます
が、これらの接続はサポートされていません。
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c.   新しく作成したブレードストレージグループ割り当てを保存するには、「Save」をクリックし
ます。

4. 新しく保存したブレードストレージグループの割り当てをバックアップする場合
は、306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」を参照してください。

関連情報

■ 325 ページの「既存のブレードグループ割り当ての変更 (Web)」
■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」
■ 316 ページの「複数のブレードサーバーへの単一のストレージリソースの割り当て:

Detailed Setup (Web)」
■ Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメント
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複数のブレードサーバーへの単一のストレージリソースの
割り当て: Detailed Setup (Web)
始める前に

注意 - サーバーでほかの Oracle ブレードサーバーモジュールとのストレージリソースの共有が有
効になっているかどうかを判別する場合は、Oracle ブレードサーバーのドキュメントを参照してく
ださい。

注意 - 単一のストレージリソースを共有するオプションは、Oracle でサポートされるクラスタ化
ソリューションでのみ使用するようにしてください。クラスタ化ソリューションの詳細は、『Sun
Blade Storage Module 管理ガイド』を参照してください。

■ Oracle ILOM で SAS ゾーンのプロパティーを変更するには Admin (a) 役割が必要で
す。

■ 307 ページの「シャーシのハードウェア要件」を確認してください。
■ この手順を実行する前に、Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にする

必要があります。手順については、307 ページの「Sun Blade Zone Manager にアクセ
スして有効にする 」を参照してください。

1. 「Sun Blade Zone Manager Settings」ページで、「Detailed Setup」ボタンをクリックしま
す。
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「Zoning Config」ダイアログが表示されます。例:

2. 単一のストレージリソースを複数のブレードサーバーに割り当てるには、次の手順を実行しま
す。

a.   「New Assignments」をクリックします。

b.   単一のブレードサーバー (例: スロット 0 にある) に現在割り当てられている単一のスト
レージブレードリソース (例: スロット 2 の HDD6) を別のブレードサーバー (例: スロット
1 にある) と共有するには、追加のブレードサーバーターゲット (例: スロット 1 にある) を
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クリックして、このターゲット (例: スロット 1 にある) と共有するストレージブレードリソース
(例: スロット 2 の HDD6) をクリックします。

c.   ブレードストレージグループに対する割り当ての変更を保存するには、「Save」をクリック
します。
次のメッセージが表示されます。
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d.   ブレードストレージグループの割り当ての保存を続行するには、「OK」をクリックします。
Sun Blade Zone Manager で、共有されたストレージリソースがピンクで強調表示され
ます。
例:
スロット 2 の HDD6 のストレージリソースが、複数の CPU ブレードサーバーで共有されて
いることを示すためにピンクで強調表示されます。

3. 新しく割り当てたブレードストレージグループをバックアップする場合
は、306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」を参照してください。

関連情報
■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」
■ 322 ページの「既存の SAS-2 ストレージリソース割り当ての管理」
■ Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメント
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SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)
始める前に

■ シャーシの構成が、307 ページの「シャーシのハードウェア要件」の要件を満たしているこ
とを確認します。

■ Oracle ILOM で SAS ゾーン割り当てを手動で作成するには、Admin (a) 役割権限が必
要です。

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にする必要があります。

1. CLI から Sun Blade Zone Manager にアクセスします。
手順については、307 ページの「Sun Blade Zone Manager にアクセスして有効にす
る 」を参照してください。

2. 次のいずれかの方法を使用して、ストレージリソースを CPU ブレードサーバーに割り当てま
す。

■ 方法 1: ストレージディスクを CPU ブレードサーバーに割り当てるために、次のコマンドを使
用します。
-> cd /STORAGE/sas_zoning/BLn
-> set add_storage_access=path_to_storage_disk
ここでは、BLn は CPU ブレードサーバーのシャーシスロット番号、path_to_storage_disk は
その CPU ブレードサーバーに割り当てるストレージブレードディスクのパスを表しています。
たとえば、ストレージブレードのスロットの場所 0 にあるハードディスクドライブを、シャーシの
スロットの場所 1 にある CPU ブレードサーバーに割り当てるには、次を入力します:
-> set add_storage_access=/CH/BL1/HDD0.

■ 方法 2: CPU ブレードサーバーをストレージリソースに割り当てるために、次を入力します:
-> cd /STORAGE/sas_zoning/BLn/HDDn
-> set add_host_access=path_to_blade_server
ここでは、BLn はシャーシ内の CPU ブレードサーバーがあるスロットの場所、HDDn はスト
レージブレードのハードディスクドライブがあるスロットの場所、および path_to_blade_server
はストレージディスクに割り当てる CPU ブレードサーバーのターゲットを表しています。
たとえば、ストレージブレードサーバー内のハードディスクドライブをシャーシ内の CPU ブレー
ドサーバーに割り当てるには、次を入力します:
-> cd /STORAGE/sas_zoning/BL1/HDD0
-> set add_host_access=/CH/BL0

次の例では、これらのコマンドを使用して、スロット 1 にあるストレージブレードのストレージデバ
イスと、スロット 0 にあるサーバーブレードとの間にゾーンの割り当てを設定する方法について説
明します。

■ 方法 1 - ストレージリソースを CPU ブレードサーバーに割り当てるためのコマンドの例:
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CLI コマンド構文の例 手順

-> cd /STORAGE/sas_zoning/BL0

-> set add_storage_access=/CH/BL1/HDD0

-> set add_storage_access=/CH/BL1/HDD0,/CH/BL1/HDD1

-> show

/STORAGE/sas_zoning/BL0

Targets:

0 (/CH/BL1/HDD0)

1 (/CH/BL1/HDD1)

1. 最初のコマンド構文の例を使用して、スト
レージリソースを割り当てる CPU ブレード
サーバーにアクセスします。

2. 2 番目のコマンド構文の例を使用して、
ストレージブレードサーバー (BL1) のス
トレージモジュール (HDD0) をシャーシ
のスロット 0 のホスト CPU ブレードサー
バー (BL0) に割り当てます。

3. 必要に応じて、3 番目のコマンド構文を
使用して、単一のコマンド行で複数のデ
バイスを割り当てることもできます。スト
レージリソースのフルパスを指定して、各
リソースをコンマ (スペースではなく) で区
切ってください。

4. show コマンドを使用して、ストレージの割
り当てが CPU ブレードサーバー (/CH/
BL1/HD0 および CH/BL1/HDD1)
に保存されていることを確認します。

■ 方法 2 - CPU サーバーブレード (BL0) をストレージブレードのリソース (BL1/HDD0) に割
り当てるためのコマンドの例:

CLI コマンド構文の例 手順

-> cd /STORAGE/sas_zoning/BL1/HDD0

-> set add_host_access=/CH/BL0

-> show

/STORAGE/sas_zoning/BL1/HDD0

Targets:

0 (/CH/BL0)

1. 最初のコマンド構文の例を使用して、ストレージブ
レードサーバー (BL1/HDD0) に取り付けられている
ストレージリソース (HDD0) にアクセスします。

2. 2 番目のコマンド構文の例を使用して、ストレージ
リソース (HDD0) をホスト CPU ブレードサーバー
(BL0) に割り当てます。

3. show コマンドを使用して、ストレージの割り当てが適
切な CPU ブレードサーバー (/CH/BL0) に保存さ
れていることを確認します。

3. 新しく保存したサーバーストレージグループをバックアップします。

関連情報

■ 306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」
■ 320 ページの「SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)」
■ Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメント
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既存の SAS-2 ストレージリソース割り当ての管理
Oracle ILOM の Sun Blade Zone Manager では、シャーシ内のストレージリソースの既存
の割り当てを次の方法で管理できます。

■ 322 ページの「既存の CPU ブレードサーバーのストレージ割り当ての表示 (Web)」
■ 325 ページの「既存のブレードグループ割り当ての変更 (Web)」
■ 329 ページの「既存のストレージ割り当ての表示と変更 (CLI)」

既存の CPU ブレードサーバーのストレージ割り当ての表
示 (Web)
始める前に

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager 割り当てを表示するには、Admin (a) 役
割権限が必要です。

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にする必要があります。

1. Sun Blade Zone Manager にアクセスして、「Detailed Setup」をクリックします。
Sun Blade Zone Manager にアクセスする手順については、307 ページの「Sun Blade
Zone Manager にアクセスして有効にする 」を参照してください。
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「Zoning Config」ダイアログが表示され、現在のシャーシのストレージ割り当てが示されます。

2. 選択した CPU ブレードサーバーのリソースの割り当てをすべて表示するには、次の手順を実
行します。

a.   CPU ブレードサーバーのスロットを選択します。
この例では、スロット 0 が選択されています。

b.   「Current Assignments」表までスクロールダウンします。
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選択した CPU ブレードサーバーに現在割り当てられているすべてのストレージリソースが
「Current Assignments」表に表示されます。

3. 選択した CPU ブレードサーバーの「Current Assignments」表とシャーシのほかの CPU ブ
レードサーバーのリソースの割り当てを同時に表示するには、「Detach Table」をクリックしま
す。
切り離された「Current Assignments」表が別のダイアログボックスに表示されます。

関連情報

■ 325 ページの「既存のブレードグループ割り当ての変更 (Web)」
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■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」
■ 320 ページの「SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)」
■ Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメント

既存のブレードグループ割り当ての変更 (Web)
始める前に 始める前に

■ シャーシのハードウェア構成が、307 ページの「シャーシのハードウェア要件」で説明され
ている要件を満たしていることを確認します。

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager のプロパティーを変更するには、Admin
(a) 役割権限が必要です。

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にする必要があります。

1. Sun Blade Zone Manager にアクセスするには、「System Management」>「SAS Zoning」
をクリックします。
「SAS Zoning」ページが表示されます。

2. 「Sun Blade Zone Manager」セクションで、「Detailed Setup」をクリックします。
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「Zoning Config」ダイアログが表示され、既存のストレージ割り当てが色分けされたグループ
で示されます。

注記 - ストレージデバイスが取り付けられていない HDD スロットは「empty」と表示されます。
空の HDD スロットは、CPU ブレードサーバーに割り当てられません。

3. ブレードストレージグループのストレージ割り当てを変更するために、このグループの一部であ
るブレードを選択します。
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Sun Blade Zone Manager の「Zoning Config」ダイアログで、ブレードストレージグループに
割り当てられているストレージが強調表示されます。

4. 選択したブレードストレージグループに割り当てられているストレージリソースを変更するに
は、「Modify Group」をクリックします。
Sun Blade Zone Manager で、選択したブレードストレージグループが強調表示されます
(CPU ブレードサーバーに現在割り当てられているストレージリソースを含む)。

5. 選択したグループに対して、次のストレージの変更を 1 つまたは複数行います。

■ 選択したブレードストレージグループに割り当てられているストレージリソースを削除する
には、削除するリソースをクリックします。
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例: 次の図は、スロット 1 の CPU ブレードサーバーから削除するために選択されたリソー
ス HDD 4-7 を示しています。

■ 追加のストレージリソースをブレードストレージグループに割り当てるには、色分けされた
グループの外側にある追加するストレージリソースをクリックします。

6. 選択したブレードストレージグループに対する割り当ての変更を適用するには、「Save」をク
リックします。

7. 最近変更して保存したリソース割り当てをバックアップします。

関連情報

■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」
■ 306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」
■ 329 ページの「既存のストレージ割り当ての表示と変更 (CLI)」
■ Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメント
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既存のストレージ割り当ての表示と変更 (CLI)
始める前に

■ シャーシのハードウェア構成が、307 ページの「シャーシのハードウェア要件」の要件を満
たしていることを確認します。

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager のプロパティーを表示および変更するに
は、Admin (a) 役割権限が必要です。

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager を有効にする必要があります。

1. CLI から Sun Blade Zone Manager にアクセスします。
307 ページの「Sun Blade Zone Manager にアクセスして有効にする 」を参照してくださ
い。

2. CPU ブレードサーバーに割り当てられているストレージリソースを表示するには、次のいずれ
かを実行します。

■ CPU ブレードサーバーのストレージ割り当てを表示するには、show コマンドの後ろに
/STORAGE/sas_zoning/BLn ターゲットを指定して使用します。例:

-> show /STORAGE/sas_zoning/BL0 

 

   Targets: 

      0     (/CH/BL2/HDD0)

      1     (/CH/BL2/HDD1)

この例では、シャーシのスロット 2 のストレージブレードサーバーに現在取り付けられている
HDD0 と HDD1 が、シャーシのスロット 0 の CPU ブレードサーバーに割り当てられてい
ます。

■ ストレージブレードのリソースが割り当てられている場所を表示するには、show コマンドの
後ろに /STORAGE/BLn/HDDn ターゲットを指定して使用します。例:

-> show /STORAGE/BL2/HDD0

 

   Targets: 

      0     (/CH/BL0)

 

-> show /STORAGE/BL2/HDD1

 

   Targets:  

      0     (/CH/BL0) 

この例では、シャーシのスロット 2 のストレージブレードサーバーに取り付けられているリソー
ス HDD0 と HDD1 が、シャーシのスロット 0 の CPU ブレードサーバーに割り当てられて
います。
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3. ストレージの割り当てを変更するには、次のいずれかの方法を実行します:
方法 1: CPU ブレードサーバーごとにストレージリソースの追加または割り当ての解除を行いま
す。

■ ストレージリソースを CPU ブレードサーバーに割り当てるには、次を入力します:
-> cd /STORAGE/sas_zoning/BLn -> set add_storage_access=path_to_storage_device
ここでは、BLn はシャーシ内の CPU ブレードサーバーがあるスロットの場
所、path_to_storage_device はストレージブレードのリソースのパスを表しています。

■ CPU ブレードサーバーからストレージリソースの割り当てを解除するには、次を入力します:
-> cd /STORAGE/sas_zoning/BLn -> set
remove_storage_access=path_to_storage_device
ここでは、BLn はシャーシ内の CPU ブレードサーバーがあるスロットの場
所、path_to_storage_device はストレージブレードサーバー上のリソースのパスを表していま
す。たとえば、/CH/BL1/HDD0 です。

方法 2: ストレージデバイスへのサーバーブレードのアクセスの追加または割り当ての解除を行
います。

■ CPU ブレードサーバーをストレージリソースに割り当てるには、次を入力します:
-> cd /STORAGE/sas_zoning/BLn/HDDn
-> set add_host_access=path_to_blade_server

■ ストレージデバイスへのホストサーバーブレードのアクセスの割り当てを解除するには、次を
入力します:
-> cd /STORAGE/sas_zoning/BLn/HDDn
-> set remove_host_access=path_to_blade_server

ここでは、BLn はシャーシ内のストレージブレードサーバーがあるスロットの場所、HDDn はスト
レージリソースがあるスロットの場所、および path_to_blade_server はリソースの割り当てまたは
割り当ての解除を行う CPU ブレードサーバーのシャーシ内のスロットの場所を表しています。た
とえば、/CH/BL0 です。

注記 - 単一のコマンド行で複数のストレージデバイスの追加または割り当て解除を行うこともで
きます。これを行うには、リソースのフルパスを指定して、各リソースをコンマ (スペースではなく)
で区切ります。例:  -> set add_storage_access=/CH/BL1/HDD0,/CH/BL1/HDD1

4. ブレードストレージグループ割り当てをバックアップします。

関連情報

■ 305 ページの「SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項 」
■ 306 ページの「SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復」
■ 320 ページの「SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)」
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■ Sun Blade 6000 モジュラーシステムのドキュメント

Sun Blade Zone Manager 割り当てを出荷時デフォルトにリセット
する

Sun Blade Zone Manager に保存されているシャーシ内のストレージ割り当てをすべて消去
して、Sun Blade Zone Manager を出荷時のデフォルトから開始するには、次のいずれかの
手順を実行します。

■ 331 ページの「ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (Web) 」
■ 331 ページの「ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (CLI) 」

ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (Web)
始める前に
■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager のプロパティーを変更するには、Admin

(a) 役割権限が必要です。

注意 - この手順は、Oracle ILOM に現在保存されている SAS ゾーン割り当てをすべて消去
する場合にのみ使用します。

1. CMM の Web インタフェースの「Sun Blade Zone Manager」ページにアクセスするには、
「System Management」>「SAS Zoning」の順にクリックします。
Sun Blade Zone Manager の状態が有効になっている場合は、「Sun Blade Zone
Manager」ページの「Zoning Reset」セクションに「Reset All」ボタンが表示されます。

2. 保存されているすべてのリソース割り当てを消去して、Sun Blade Zone Manager を出荷時
デフォルトにリセットするには、「Reset All」をクリックします。

ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (CLI)
始める前に
■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager のプロパティーを変更するには、Admin

(a) 役割権限が必要です。

注意 - この手順は、Oracle ILOM に現在保存されている SAS ゾーン割り当てをすべて消去
する場合にのみ使用します。
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1. CMM の CLI で、次のコマンドを使用して /STORAGE/sas_zoning に移動します。
-> cd /STORAGE/sas_zoning

2. 保存されているすべてのリソースの割り当てを消去して、Sun Blade Zone Manager を出荷
時のデフォルトにリセットするには、次を入力します:
-> set reset_access_action=true

Zone Manager が無効になっている場合は、次の警告が表示されます。
set: The CMM is not the SAS Zone Manager

このメッセージが表示された場合は、Zone Manager を有効にして、リセットコマンドを再度
実行します。詳細は、307 ページの「Sun Blade Zone Manager にアクセスして有効にす
る 」を参照してください。

サードパーティーの帯域内管理でのゾーンパスワードを出荷時デフォ
ルトにリセットする

サードパーティー製の帯域内ゾーン管理アプリケーションを使用して、シャーシレベルのストレー
ジデバイスのストレージ割り当てを管理していて、ゾーン管理パスワードを出荷時デフォルトにリ
セットする必要がある場合は、次のいずれかの手順を実行します。

■ 332 ページの「ゾーンパスワードのリセット (Web)」
■ 333 ページの「ゾーンのパスワードのリセット (CLI)」

ゾーンパスワードのリセット (Web)
始める前に

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager のプロパティーを変更するには、Admin
(a) 役割権限が必要です。

注意 - この手順は、Oracle ILOM Zone Manager を使用せずに、サードパーティー製の帯域
内管理アプリケーションを使用して、シャーシのストレージの割り当てを管理する場合にのみ使
用します。

1. Sun Blade Zone Manager の状態が無効であることを CMM の Web インタフェースで確
認するには、「System Management」>「SAS Zoning」の順にクリックします。
「Sun Blade Zone Manager」ページが表示されます。
Sun Blade Zone Manager が無効になっている場合は、パスワードをリセットするオプション
が「In-band Zoning Manager」セクションに表示されます。
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2. ゾーンパスワードをデフォルト値 (すべてゼロ) にリセットするには、「Reset」をクリックします。

ゾーンのパスワードのリセット (CLI)
始める前に

■ Oracle ILOM で Sun Blade Zone Manager のプロパティーを変更するには、Admin
(a) 役割権限が必要です。

注意 - この手順は、Oracle ILOM Zone Manager を使用せずに、サードパーティー製の帯域
内管理アプリケーションを使用して、シャーシのストレージの割り当てを管理する場合にのみ使
用します。

1. 次のコマンドを使用して、/STORAGE/sas_zoning に移動します:
-> cd /STORAGE/sas_zoning

2. 現在のゾーンのパスワードをリセットするには、次を入力します:
-> set reset_password_action=true

パスワードがデフォルト (すべてゼロ) に設定されます。



334 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月



335

索引

か
警告

宛先の指定, 232
サポートされている種類, 232
レベルの種類, 232

さ
ストレージアクセス構成の保存, 305

た
電子メール通知警告, 232
動的 DNS

Debian r4.0 環境, 123
dnssec-keygen, 123
サポートされているオペレーティングシステム, 123

トピックのガイドライン, 281, 295

C
CLI

Sun Blade Zone Manager, 304
Sun Blade Zone Manager のシャーシストレージ
構成の作成に使用する, 320

D
dnssec-keygen, 123

I
ILOM にログインする

root ユーザーアカウントのパスワードを使用, 34
init.d スクリプト, 125
IPMI PET 警告, 232

N
nslookup, 125

S
SNMP トラップ警告, 232
Sun Blade Zone Manager

CLI, 304
シャーシのストレージアクセス構成の作成

CLI の使用, 320
detailed setup の使用, 311
quick setup の使用, 309

ストレージアクセス構成の保存, 305
ストレージアクセス構成表, 322
ストレージ構成の表示と変更

Web インタフェースを使用する, 325, 329,
331, 331, 332

ゾーン構成のリセット
Web インタフェースを使用する, 331

ゾーンパスワードのリセット
Web インタフェースを使用する, 332

Sun Blade Zone Manager のストレージアクセス構
成表, 322
Sun Blade Zone Manager の Detailed Setup,
311
Sun Blade Zone Manager の Quick Setup, 309

W
Web インタフェース

ストレージ構成の表示と変更に使用する, 325,
329, 331, 331, 332
ストレージのゾーン構成を回復する, 331
ゾーンパスワードのリセット, 332



336 Oracle ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x • 2015 年 10 月


	Oracle® ILOM 構成および保守用管理者ガイドファームウェア Release 3.2.x
	目次
	このドキュメントの使用法
	製品ドキュメントライブラリ
	フィードバック

	Oracle ILOM への管理接続の設定とログイン
	関連情報
	Oracle ILOM への管理接続の確立
	Oracle ILOM への管理接続の選択および構成
	専用ネットワーク管理接続 (デフォルト)
	Oracle ILOM への専用ネットワーク管理接続の構成

	サイドバンドネットワーク管理接続
	Oracle ILOM へのサイドバンド管理接続の構成
	サイドバンド管理でのネットワーク接続に関する考慮事項

	専用のローカル管理接続
	Oracle ILOM への専用のローカル管理接続の構成

	専用の相互接続 SP 管理接続
	ローカル相互接続のオプションの構成
	ローカル相互接続を手動で構成する
	手動構成でのホスト OS 相互接続のガイドライン
	Oracle ILOM SP の相互接続プロパティー

	管理サービスおよびネットワークのデフォルトのプロパティー

	Oracle ILOM サーバー SP または CMM へのログイン
	Oracle ILOM SP または CMM へのログイン
	IP ネットワーク管理アドレスを使用する際のガイドライン
	デフォルトで有効にされる事前構成されたユーザーアカウント

	Oracle ILOM でサポートされている Web ブラウザ
	セキュリティーを最大化するように Oracle ILOM を構成する

	ユーザーアカウントの設定および管理
	関連情報
	ユーザー資格の管理
	サポートされているユーザー認証の構成オプション
	割り当て可能な Oracle ILOM ユーザー役割
	シングルサインオンサービス (デフォルトで有効)
	サポートされるユーザーセッションの最大数
	管理対象デバイスごとにユーザー認証されたセッションの管理
	ローカルユーザーの SSH 鍵を使用した CLI での認証
	セキュリティーアクション: デフォルトの root アカウントパスワードの変更
	デフォルト root アカウントのパスワードの回復
	関連情報

	サポートされるファイル転送方式

	ローカルユーザーアカウントの構成
	関連情報

	ローカルユーザーに対するパスワードポリシーの制限の管理
	ローカルユーザーに対するパスワードポリシーの制限を変更する
	パスワードポリシー管理のプロパティーとデフォルト

	Active Directory の構成
	LDAP/SSL の構成
	LDAP の構成
	RADIUS の構成

	ネットワークの配備および管理のデフォルト設定の変更
	関連情報
	ネットワーク配備の原則と考慮事項
	ネットワーク管理サービス配備のオプション
	ネットワーク接続配備のオプション
	FIPS 準拠モードでの Oracle ILOM の動作
	FIPS モードを変更する
	ILOM 構成プロパティーへの FIPS 準拠モードの影響
	FIPS モードが有効なときにサポートされない機能

	SSH サーバー状態および弱い暗号化の管理
	Web サーバー証明書および SSH サーバー側鍵の使用
	CLI および Web セッションのデフォルトタイムアウト
	ログイン時のバナーメッセージの管理
	バナーメッセージを作成または更新する
	バナーメッセージを削除する
	ログインメッセージのメッセージ受け入れ動作を制御する

	IPv4 および IPv6 アドレスの入力形式
	シリアル管理ポートの所有者
	Oracle ILOM で使用するデフォルトのネットワークポート
	IPv6 をサポートしないレガシー Oracle サーバー

	デフォルトの管理アクセス構成プロパティーの変更
	デフォルトの接続構成プロパティーの変更
	動的 DNS の設定例
	例: DDNS 構成を設定する

	システム識別情報の割り当て
	SP または CMM クロックのプロパティーの設定
	ネットワーク接続の問題の推奨される解決策
	Web ブラウザのセキュリティー設定の解決
	Internet Explorer 6 をサポートするようにデフォルトの Web サーバープロパティーを変更する

	接続の問題の解決
	スパニングツリー構成についての推奨事項
	IPv4 および IPv6 の接続をテストする


	リモート KVMS コンソールを使用したホストサーバーのリダイレクション
	関連情報
	サポートされる Oracle ILOM リモート KVMS コンソール
	サーバーへのホストシリアルコンソールセッションの確立
	シリアルコンソールリダイレクションの開始とホストサーバー OS へのログイン
	ホストシリアルコンソールログのプロパティー

	ストレージデバイスからホストサーバーへのイメージファイルのリダイレクト
	ホストストレージデバイスのプロパティーの構成に関する特殊な考慮事項
	CLI および Web ホストストレージデバイスのプロパティー
	SP からホスト (SPARC M7 および T7) への新しい Solaris Miniroot パッケージのアップロード
	システム管理 Miniroot のプロパティーの説明


	Oracle ILOM リモートシステムコンソールまたは Storage Redirection CLI の使用
	関連情報
	Oracle ILOM リモートシステムコンソール
	リモートシステムコンソールの初回設定
	Oracle ILOM リモートシステムコンソールを使用するための要件
	ローカルクライアントの KVMS 設定の構成
	Windows IE Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java Plug-In の登録
	Mozilla Firefox Web ブラウザ用の 32 ビット JDK Java Plug-In の登録
	ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードのオプションでの設定
	リモート KVMS セッション切断時のホストのデスクトップのロック


	Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起動および使用
	Oracle ILOM リモートシステムコンソールの起動および使用

	リモートシステムコンソールのメニューオプション、使用時の考慮事項、および切り替えキー
	リダイレクションのメニューオプション
	「Devices」メニューのオプション
	デバイスリダイレクションの使用に関する考慮事項
	キーボードのメニューオプション
	キーボードとマウスの制御の切り替えキーシーケンス
	国際キーボードのサポート

	Oracle ILOM Storage Redirection CLI
	Storage Redirection CLI の初回設定
	Oracle ILOM Storage Redirection CLI を使用するための要件
	Windows IE ブラウザ用の Java Plug-In の登録およびサービスの最初の起動
	サービスの最初の起動と Mozilla Firefox ブラウザ用の Java Plug-In の登録
	ストレージリダイレクションクライアントのインストール
	ストレージリダイレクション用のデフォルトのネットワークポート 2121 のオプションでの変更

	Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動および使用
	Oracle ILOM Storage Redirection CLI の起動およびストレージデバイスのリダイレクション
	対話型および非対話型シェルの構文
	ストレージリダイレクションコマンドおよびオプション


	Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの使用
	関連情報
	Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラス
	リモートシステムコンソールプラスの初回設定
	Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスを使用するための要件
	ローカルクライアントの KVMS 設定の構成
	KVMS の「Maximum Client Session Count」の変更 (オプション)
	ホストサーバーデスクトップをセキュリティー保護するためのロックモードの設定 (オプション)
	リモート KVMS セッション切断時のホストのデスクトップのロック


	Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動および使用
	Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスの起動および使用

	リモートシステムコンソールプラスのメニューオプション、使用時の考慮事項、およびサポートされているキーボード
	KVMS のメニューオプション
	「Preference」メニューのオプション
	「Help」メニューのオプション
	国際キーボードのサポート

	切り替えボタン、仮想キー、およびステータスアイコン

	ホストサーバー管理操作の構成
	関連情報
	サーバーまたはブレードシステムシャーシへのホスト電源の制御
	関連情報

	実行する診断テストの設定
	関連情報

	x86 ホストサーバーの次回のブートデバイスの設定
	関連情報

	SPARC ホストサーバーでのブート動作の設定
	関連情報

	SPARC ホストブートモードのオーバーライド
	関連情報

	SPARC 検証済みブートプロパティーの構成
	SPARC ホストドメインの管理
	SPARC ホストキースイッチ状態の設定
	関連情報

	SPARC ホスト TPM 状態の設定
	関連情報

	SPARC ホスト状態収集の設定
	関連情報

	SPARC ホスト入出力再構成ポリシーの管理
	関連情報

	SPARC PDomain および DCU 割り当ての管理
	ホスト DCU 割り当てと DCU-SPP のフェイルオーバー動作
	DCU 割り当ての表示および DCU-SPP のフェイルオーバーの管理
	DCU ステータスの状態

	PDomain および DCU 割り当て
	DCU を割り当てに使用可能にする
	PDomain ホストへの DCU の割り当てまたは割り当て解除
	ホストの制御している PDomain-SPP の変更 (フェイルオーバー)


	ホスト出力の背面 VGA ポートへのリダイレクト
	関連情報


	警告通知、保守要求、またはリモートロギングの構成
	関連情報
	警告通知の構成
	警告通知の構成プロパティー
	警告通知 (IPMI PET、SNMP、または電子メール) の構成およびテスト
	警告通知 (IPMI PET、SNMP、または電子メール) の無効化
	電子メール警告用の SMTP クライアントを構成する

	自動保守要求の管理
	Oracle ILOM の ASR Client としての構成
	ASR テストまたはハートビートメッセージの送信
	ASR 構成プロパティー

	イベントロギング用の Syslog の構成
	イベントログ用の Syslog IP アドレスの構成


	システム管理電源ポリシーの設定
	関連情報
	サーバー SP から構成できる電源投入および冷却ポリシー
	CMM から構成できるシステム管理電源ポリシー
	関連情報


	電源警告通知の設定とシステムの電力使用の管理
	関連情報
	消費電力警告通知の設定
	CMM 電力許可および SP 電力制限プロパティーの設定
	CMM の「Blade Slot Grant Limit」プロパティーを設定する
	SP の「Power Target Limit」プロパティーを設定する

	電力制限を実施するための SP 詳細電力上限ポリシーの設定
	詳細電力上限ポリシーを設定する

	電力ポリシーに対応した SP 電力管理設定の設定 (SPARC)
	SPARC サーバーで電力ポリシーに対応した SP 電力管理設定を設定する

	CMM 電源装置冗長性ポリシーの設定
	CMM 電源装置冗長性ポリシーを設定する


	Oracle ILOM の保守および構成管理タスクの実行
	関連情報
	ファームウェア更新の実行
	ファームウェアをアップグレードできるデバイス
	Oracle ILOM 構成の保持
	ファームウェア更新を開始する前に
	サーバー SP または CMM のファームウェアイメージを更新する
	ブレードシャーシコンポーネントのファームウェアイメージを更新する
	ファームウェア更新時のネットワーク障害から回復する

	サービスプロセッサまたはシャーシ監視モジュールの電源のリセット
	サーバー SP、NEM SP、または CMM の電源をリセットする

	ASR コンポーネント状態の管理
	手動による ASR コンポーネントの有効化と無効化

	アクティブおよびスタンバイ SP の冗長性の役割の管理 (SPARC)
	アクティブおよびスタンバイ SP の冗長性の役割の変更 (SPARC)
	SP 冗長性ステータスの説明

	Oracle ILOM 構成のバックアップ、復元、またはリセット
	バックアップ、復元、およびデフォルトへのリセット操作の使用
	ユーザーの役割によってバックアップまたは復元される構成設定が決まる
	Oracle ILOM 構成設定をバックアップする
	Oracle ILOM のバックアップ XML 構成ファイルを編集する (オプション)
	Oracle ILOM のバックアップ XML ファイルを復元する
	Oracle ILOM 構成を出荷時デフォルトにリセットする


	x86 BIOS 構成パラメータの保守
	関連情報
	BIOS 構成の管理
	Oracle ILOM: BIOS 構成の機能
	Oracle ILOM: BIOS に関する特別な考慮事項
	Oracle ILOM: BIOS の用語
	Web および CLI: BIOS プロパティー

	Oracle ILOM からの BIOS 構成タスクの実行
	BIOS 構成タスクの要件
	BIOS 構成同期ステータスの表示および構成パラメータの同期
	BIOS 構成の出荷時のデフォルトへのリセット
	SP および Oracle ILOM BIOS に関する出荷時のデフォルトのリセット
	BIOS 構成のバックアップ
	BIOS 構成の復元


	シャーシブレードストレージリソースの SAS ゾーン機能
	シャーシレベルの SAS-2 対応リソースのゾーン管理
	サードパーティー製の帯域内管理アプリケーションを使用したゾーン管理
	Oracle ILOM Sun Blade Zone Manager を使用したゾーン管理

	管理可能な SAS-2 ゾーン対応デバイス
	Sun Blade Zone Manager のプロパティー
	Sun Blade Zone Manager Web: プロパティー
	Sun Blade Zone Manager: 状態
	Whole Chassis Setup: Quick Setup
	オプション 1: 個別のディスクへの割り当て (Quick Setup)
	オプション 2: 隣接する個別のディスクへの割り当て (Quick Setup)
	オプション 3: 個別のストレージブレードへの割り当て (Quick Setup)
	オプション 4: 隣接するストレージブレードへの割り当て (Quick Setup)

	Full Resource Control: Detailed Setup

	ゾーンのリセット: Reset All
	Sun Blade Zone Manager の CLI: ターゲットとプロパティー

	SAS ゾーンの割り当てに関する重要な考慮事項
	ストレージ割り当ての保存
	SAS-2 ゾーン割り当てのバックアップおよび回復

	ゾーン機能の有効化および SAS-2 ゾーン割り当ての作成
	シャーシのハードウェア要件
	Sun Blade Zone Manager にアクセスして有効にする
	シャーシ全体へのストレージの割り当て: Quick Setup (Web)
	単一のブレードサーバーへのストレージリソースの割り当て: Detailed Setup (Web)
	複数のブレードサーバーへの単一のストレージリソースの割り当て: Detailed Setup (Web)
	SAS-2 ゾーンの割り当ての手動での作成 (CLI)

	既存の SAS-2 ストレージリソース割り当ての管理
	既存の CPU ブレードサーバーのストレージ割り当ての表示 (Web)
	既存のブレードグループ割り当ての変更 (Web)
	既存のストレージ割り当ての表示と変更 (CLI)

	Sun Blade Zone Manager 割り当てを出荷時デフォルトにリセットする
	ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (Web)
	ゾーン割り当てを出荷時デフォルトにリセットする (CLI)

	サードパーティーの帯域内管理でのゾーンパスワードを出荷時デフォルトにリセットする
	ゾーンパスワードのリセット (Web)
	ゾーンのパスワードのリセット (CLI)


	索引

