HPE iLO IPMI ユーザーガイド

摘要
本書では、使用可能なコマンドを含め、HPE iLO の Intelligent Platform Management Interface の実装について説明
します。
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1 概要および主な概念
概要
Intelligent Platform Management（IPMI）という用語は、プラットフォーム管理ハードウェア
およびファームウェアに直接実装されている、監視とリカバリを自律的に行う機能を意味しま
す。 IPMI の主な特性は、メインプロセッサー、BIOS、およびオペレーティングシステムと独
立に利用できることです。 以下の特性があります。
•

インベントリ

•

監視

•

ログ機能

•

リカバリの制御

プラットフォーム管理機能は、システムが電源切断状態であっても使用できます。
IPMI 機能は、HA システムでエンタープライズクラスの管理を提供するうえで重要なコンポー
ネントです。 システム管理ソフトウェアと通常のインバンド管理メカニズムを利用できない状
況で、プラットフォームのステータス情報を取得し、リカバリ操作を開始します。
IPMI を介して使用できる独立した監視、ログ、およびアクセス機能によって、プラットフォー
ムハードウェアに組み込まれた一定レベルの管理を提供します。 このマネージャビリティによ
り、特定のオペレーティングシステムで利用できるシステム管理ソフトウェアがないシステム
や、システム管理ソフトウェアのロードや有効化を選択しないユーザーがサポートされます。

センサーデータモデル
IPMI センサーモデルでは、以下のような監視対象情報にアクセスできます。
•

温度

•

電源装置

•

ファンステータス

監視ハードウェアへの直接アクセスを提供する代わりに、IPMI は、管理コントローラーを介し
て実装されている抽象化されたセンサーコマンド（Get Sensor Reading コマンドなど）に
よるアクセスを提供します。 この方法により、ソフトウェアがプラットフォーム管理ハード
ウェア実装の変更から分離されます。 センサーはアナログ読み取り値または個別の読み取り値
を返します。イベントは、個別またはしきい値ベースです。 センサーは以下の項目に従って分
類されます。
•

読み取り値のタイプ

•

イベントのタイプ

イベントタイプ、センサータイプ、および監視対象エンティティは、IPMI 仕様で定義された数
値コードを使用して表されます。 IPMI では、管理情報の文字列に依存することを避け、数値
コードを使用して以下のことを容易にします。
•

内部化

•

より高いレベルのソフトウェアによる自動化処理

•

管理コントローラーコードおよびデータ領域の必要性の削減

詳細情報
「センサーデバイスのコマンド」(161 ページ)
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概要および主な概念

センサーオーナーの識別
Sensor Data Record（SDR）と Sensor Event Log（SEL）には、センサーのオーナーを識別す
る情報を含める必要があります。 管理コントローラーの場合、スレーブアドレスと LUN によっ
て、センサーオーナーが識別されます。 システムソフトウェアの場合、ソフトウェアの ID に
よって、センサーオーナーが識別されます。 これらのフィールドはイベントメッセージで使用
されます。管理コントローラーからのイベントは、8 ビットのフィールドによって識別され、
その上位 7 ビットはスレーブアドレスまたはシステムソフトウェア ID を表します。 値がス
レーブアドレスを表す場合、最下位ビットは 0 になり、システムソフトウェア ID を表す場
合、最下位ビットは 1 になります。
センサー番号は、センサーオーナー ID に含まれませんが、別のフィールドに含まれます。こ
れを使用して、センサーオーナーに関連付けられたセンサーを識別します。 センサーオーナー
ID とセンサー番号の組み合わせによって、システム内のセンサーが一意に識別されます。
表 1 センサーオーナー ID とセンサー番号フィールドの定義
IPMB のセンサーオーナー ID

システムのセンサーオーナー ID

7:1 スレーブアドレス（7 ビット）

システムソフトウェア ID（7 ビット）

0 0b（ID はスレーブアドレス）

0 1b（ID はソフトウェア ID）

LUN（2 ビット）

センサー番号（8 ビット、FFh = 予約）

センサー番号（1 ビット、FFh = 予約）

センサータイプコード
各センサーにセンサータイプコードがあります。センサータイプコードは表 2 (9 ページ) で
定義されています。 センサータイプコードは SDR とイベントメッセージで使用されます。 た
とえば、センサータイプコードがコード 0x1 の場合、そのセンサーは温度センサーを示しま
す。
表 2 HPE iLO のセンサータイプコードサンプル
センサータイプ

センサータイプコード

読み取り値タイプコード

温度

0x1

0x1

ファン

0x4

0xA

ファンの冗長性

0x4

0xB

ヘルス LED

0xC0

0x71

UID LED

0xC0

0x70

電源装置

0x8

0x6F

電源装置の冗長性

0x8

0xB

詳細情報
センサータイプコードの完全な一覧は、次のサイトで入手できる IPMI 仕様を参照してくださ
い。
http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/
ipmi-intelligent-platform-mgt-interface-spec-2nd-gen-v2-0-spec-update.html（英語）

システムイベントログとイベントメッセージ
BMC は、集中化された不揮発性 SEL を提供します。 SEL およびログ機能を BMC で管理する
ことで、システムプロセッサーを無効にする障害が発生した場合でも事後のログ情報を利用で
きます。
センサーデータモデル
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一連の IPMI コマンドを使用して、SEL を読み取ってクリアしたり、イベントを SEL に追加し
たりできます。 イベントを SEL に追加するために使用する共通の要求メッセージがイベント
メッセージです。 イベントメッセージは、システムソフトウェアによってシステムインター
フェイスを介して、またはイベントを検出して SEL にログ記録するサテライトコントローラー
によって IPMB を介して BMC に送信されます。 IPMB を介して別のコントローラーへのイベ
ントメッセージを生成するコントローラーが IPMB イベントジェネレーターです。 イベント
メッセージを受信するコントローラーは、IPMB イベントレシーバーです。
BMC は、IPMB イベントジェネレーターと IPMB イベントレシーバーの両方と見なされ、その
内部（仮想）IPMB 上のイベントが BMC 自体に送信されます。
イベントメッセージは、管理コントローラーが重要なシステム管理イベントまたはクリティカ
ルなシステム管理イベントを検出した場合に送信する特別なメッセージです。 これには、次の
ようなイベントのメッセージが含まれます。
•

温度のしきい値を超えました

•

ファン障害

•

電源障害

イベントメッセージジェネレーターは、イベント要求メッセージをイベントレシーバーデバイ
スに送信することで、システムに通知します。
イベントレシーバーは、有効なイベントメッセージを取得すると、イベントメッセージジェネ
レーターに応答メッセージを送信し、イベントを SEL に転送します。 必要に応じて、イベン
トレシーバーは、システムインターフェイスのサポートのためにイベントメッセージバッファー
にイベントのコピーを送信します。 イベントレシーバーはイベントメッセージを解釈しませ
ん。そのため、イベントレシーバーの実装に影響を与えずに新しいイベントメッセージタイプ
をシステムに追加することができます。
SEL コマンド —SEL は、システムイベントと一部のシステム構成情報用の不揮発性レポジト
リです。 SEL デバイスのコマンドは SEL にアクセスします。
表 3 SEL イベントレコード
バイト

フィールド

説明

1

レコード ID

SEL レコードへのアクセスに使用する ID。 レコード ID 値 0000h および FFFFh
は、Even Access コマンド内で特別な意味を持ちます。そのため、これらの値を、
保存される SEL イベントレコードのレコード ID 値として使用しないでください。

レコードタイプ

[7:0]— レコードタイプ

2
3

02h = システムイベントレコード
C0h～DFh = OEM のタイムスタンプ付き、バイト 8～16 は OEM が定義
E0h～FFh = OEM のタイムスタンプなし、バイト 4～16 は OEM が定義
4

タイムスタンプ

5

イベントがログに記録された時刻。 最下位バイトファースト（リトルエンディア
ン）。

6
7
8
9

ジェネレーター ID イベントが IPMB から生成された場合、RqSA および LUN。 イベントがシステム
ソフトウェアから生成された場合、ソフトウェア ID。
バイト 1
2

[7:1]—7 ビット I C。 スレーブアドレス、または 7 ビットのシステムソフトウェ
ア ID
[0] 0b = ID は IPMB スレーブアドレス
1b = システムソフトウェア ID
バイト 2
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概要および主な概念

表 3 SEL イベントレコード (続き)
バイト

フィールド

説明
[7:4]— チャネル番号。 イベントメッセージ 0h を受信したチャネル（ただし、イ
ベントメッセージがシステムインターフェイスまたはプライマリ IPMB を介して
受信されたか、MC によって内部的に生成された場合）。
[3.2]— 予約済み。 00b として書き込みます。
[1.0]— バイト 1 にスレーブアドレスが保持されている場合は IPMB デバイスの
LUN、それ以外の場合は 00b。
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EvM Rev

イベントメッセージ形式のバージョン（この仕様のイベントの場合は 04h、IPMI
1
v1.0 イベントメッセージの場合は 03h）。

11

センサータイプ

イベントを生成したセンサーのセンサータイプコード。

12

センサー番号

イベントを生成したセンサーの数。

13

イベントディレク
トリ 1

イベントディレクトリ

イベントタイプ

1b = アサート停止イベント。

[7]—0b = アサーションイベント。
イベントタイプ
クリティカルのしきい値を超えた、状態がアサートされたなど、イベントのトリ
ガーのタイプ。 このパラメーターはイベントのクラスも示します。 例：個別、し
きい値、OEM。 イベントタイプフィールドは、イベント/読み取り値のタイプコー
ドを使用してエンコードされています。

14

イベントデータ 1

イベント要求メッセージ、イベントデータフィールドの内容。

15

イベントデータ 2

イベント要求メッセージ、イベントデータフィールドの内容。
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イベントデータ 3

イベント要求メッセージ、イベントデータフィールドの内容。

1

MC は、IPMI v1.0 形式（EvM Rev=03h）のプラットフォームイベント要求メッセージを受け入れて、その要求メッ
セージを IPMI v1.5/v2.0 のレコードとしてログに記録する必要があります。このため、MC は、EVMRev フィール
ドを 04h に設定し、イベントを受信したチャネルに応じてジェネレーター ID フィールドにチャネル番号を設定しま
す。

SDR レポジトリ
IPMI の拡張性とスケーラビリティによって、プラットフォーム実装ごとに、管理コントロー
ラーとセンサーの別々の母集団および別々のイベント生成機能を持たせることができます。
IPMI を使用すると、システム管理ソフトウェアは、プラットフォームから情報を取得し、プ
ラットフォームの機能に合わせて自身を自動的に構成することで、プラグアンドプレイの、プ
ラットフォームに依存しない実装ソフトウェアの使用を有効にできます。
プラットフォームの管理機能を記述する情報は、2 つのメカニズムによって提供されます。
•

機能コマンド —IPMI コマンドセット内のコマンドであり、コントローラーが処理できる
他のコマンドおよび機能に関する情報を返します。

•

SDR— センサーデータレコードには、プラットフォーム内のセンサーのタイプと数、セ
ンサーしきい値のサポート、イベント生成機能、およびセンサータイプの読み取り値に関
する情報が含まれます。

SDRR の主な目的は、プラットフォーム管理サブシステムのセンサー構成をシステムソフト
ウェアに記述することです。 SDRR には、システムの IPMB に接続されたデバイスの数とタイ
プを記述するレコードと、FRU デバイス（フィールド交換可能ユニットの情報が含まれるデバ
イス）の場所とタイプを記述するレコードも含まれます。

SDR の形式
一般的な SDR 形式は、以下の 3 つの主要なコンポーネントで構成されます。
•

レコードヘッダー
センサーデータモデル
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•

レコードキーフィールド

•

レコード本文

領域を節約するため、イベントを生成するだけのセンサーは SDR を必要としません。また、
汎用のシステム管理ソフトウェアは、SDR によってセンサーが報告されない限り、そのセン
サーにアクセスしません。
表 4 センサーデータレコードの形式
レコードヘッダー

レコードキーフィールド

レコード本文

レコード ID— センサーデータレコー レコードキーのバイトは、レコード センサーデータレコードに固有の情報
ドへのアクセスに使用します。
ヘッダーの後に続く連続したバイト が含まれます。
です。 バイト数は、レコードタイプ
SDR バージョン —SDR 仕様のバー によって異なります。 同時に、場所
ジョン番号。
（スレーブアドレス、LUN、バス ID
など）とセンサー番号を指定するこ
レコードタイプ — レコードのタイ とで、特定のレコードの一意の
プを表す数値。 たとえば、01h = し フィールドセットが形成されます。
きい値ありの 8 ビットセンサー。
レコード長 — レコード長フィール
ドの後に続くデータのバイト数。

SDR レポジトリの読み取り
SDR レポジトリからレコードを取得するアプリケーションは、まず Get SDR コマンドを使用
して、レコードを順次読み取る必要があります。 このコマンドは、要求されたレコードと、次
の SDR のレコード ID を順に返します。
注記: レコード ID は順次的または連続的である必要はありません。SDR レコード ID が特定
の番号順序に従うことをアプリケーションで想定しないでください。
前の応答で返された次のレコード ID を使用して Get SDR コマンドを発行し、後続のレコード
を取得します。 最後のレコードの ID が検出されるまでこれを続けます。
対象のすべてのレコードを読み取ったら、アプリケーションはレコード ID に従ってレコード
にランダムにアクセスできます。 レコードをランダムにシークするアプリケーションには、レ
コード ID に従ってレコードキー情報を保持するデータ構造が必要です。
重要: レコード ID は時間とともに変化する場合があります。そのため、取得したレコードと
レコードキー情報が一致することをアプリケーションでまず確認することが重要です。
•

レコードキーに対してレコード ID が有効でなくなった場合、レコードがレコードキーと
一致するまで Get SDR を発行して、SDR レコードに再度アクセスします。

•

レコードが変わったかどうかをアプリケーションで判別するには、Get SDR repository
info コマンドを使用して、最も新しく追加されたタイムスタンプを調べます。

•

レコード情報が変わっている場合でも、アプリケーションはすべてのレコードのすべての
内容をリストに出力する必要はありません。 Get SDR コマンドを使用すると、SDR を部
分的に読み取ることができます。つまりアプリケーションは、そのレコードの一部を取得
するだけで特定のレコードキーを検索できます。

詳細情報
「Get SDR コマンド」(155 ページ)
「Get SDR repository info コマンド」(151 ページ)
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FRU
IPMI 仕様では、システム内のモジュールごとに異なる不揮発性 FRU データの複数セットを保
管し、それらにアクセスできます。 通常、エンタープライズクラスのシステムでは、主システ
ムボードごとに以下のような FRU 情報を保持しています。
•

プロセッサーボード

•

メモリボード

•

I/O ボード

FRU データには、以下のものが含まれます。
•

Serial number

•

製品番号

•

Model

•

アセットタグ

IPMI FRU 情報には、IPMB および管理コントローラー経由でアクセスできます。 この情報は、
メインプロセッサー、BIOS、システムソフトウェア、または OS に関係なく、LAN など、ア
ウトオブバンドインターフェイス経由でいつでも取得できます。 システムが電源切断状態で
あっても、FRU 情報を利用できます。
メインプロセッサーに依存するアクセスメカニズムが利用不可能になった障害条件下で、これ
らの機能によって FRU 情報を利用できます。 これにより、自動化したリモートインベントリ
やサービスアプリケーションを容易に作成できます。 IPMI は、SM BIOS で提供されるような
他の FRU またはインベントリデータメカニズム、および PCI 必須の製品データを置き換えま
せん。 IPMI FRU 情報は、このような情報を補足したり、アウトオブバンドの情報アクセスや
システムダウン条件での情報アクセスを提供したりするのに使用されます。

標準化されたタイマー
ウォッチドッグタイマー
IPMI は、BIOS、オペレーティングシステム、および OEM アプリケーションでも使用できる
システムウォッチドッグタイマーの標準化インターフェイスを提供します。 タイマーの期限が
切れたときに、電源オフ、電源再投入、リセット、割り込みを含め、選択されたアクションを
自動的に生成するようにタイマーを構成できます。 タイマー機能は、期限切れイベントをログ
に自動的に記録します。 タイムアウト間隔を 0 に設定すると、タイムアウトアクションが直
ちに開始されます。 これは、ウォッチドッグタイマーを使用して、緊急リセットなど、タイ
マー機能に依存するリカバリアクションを開始するための方法を IPMB 上のデバイス（リモー
ト管理カードなど）に提供します。

POH カウンター
オプションの電源投入時間（POH）カウンターがサポートされ、このカウンターは、システム
動作の電源投入時間に比例するカウンター値を返します。

タイムスタンプの形式
タイムスタンプは、SDRR への変更をログ記録したり追跡したりするイベントにとって重要な
コンポーネントです。
時刻は、符号なしの 32 ビット値であり、ローカル時刻を 1970 年 1 月 1 日 00 時 00
分 00 秒からの秒数として表します。
SDR および SEL で使用されるタイムスタンプは、相対的なローカル時刻で指定されます（た
とえば、タイムスタンプの差に GMT オフセットは含まれません）。 タイムスタンプを GMT
ベースの時刻に変換するには、システムに GMT オフセットを追加する必要があります。シス
テムの GMT オフセットはシステムソフトウェアレベルのインターフェイスで取得します。
FRU
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IPMI コマンドは、システムの GMT オフセットを保存したり返したりしません。 アプリケー
ションは、ANSI C 時刻の標準ライブラリルーチンを使用して、SEL のタイムスタンプを他の
時刻形式に変換できます。

特別なタイムスタンプ値
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•

0xFFFFFFFF— 無効な時刻値または未指定の時刻値を示します。

•

0x00000000～0x20000000—SEL デバイスの初期化から、システム時刻値でタイムスタ
ンプが設定されるまでに発生したイベントを示します。 このタイムスタンプ値は、1970
年 1 月 1 日ではなく SEL デバイスの初期化の完了時点を基準とする相対値です。

概要および主な概念

2 IPMI のトポロジ
図 1 HPE iLO 仮想 IPMI トポロジ

図 2 IPMI アーキテクチャー ProLiant ML/DL

表 5 (16 ページ) では、仮想管理コントローラーの各タイプで使用できる各種機能をまとめて
います。
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表 5 HPE iLO 仮想管理コントローラーの機能
機能

説明

適用可能な仮想管理コントローラー
BMC

IPM デバイス

BMC は、必須の IPM デバイスコマンドを実装す x
る必要があります。 IPMB が提供されている場合
は、特に明記されていない限り、IPMB から必須
のコマンドにアクセスできる必要があります。

システムイン
ターフェイス

実装は、指定の IPMI システムインターフェイス x
のいずれかを介する MC へのアクセスを提供する
必要があります。

SDRR

BMC は、SDRR を提供し、プラットフォーム管 x
理サブシステム内のすべてのセンサーのセンサー
レコード、デバイスロケーターレコード、および
エンティティ関連付けレコードを保持する必要が
あります。 イベントを生成するだけのセンサー
の場合、これに SDR を含める必要はありません。
SDRR は必要に応じて書き込み可能です。 ただ
し、Hewlett Packard Enterprise では現在、書き
込み可能な SDRR をサポートしていません。

シャーシ

電源装置

x

x

x

x

システムインターフェイスを介して SDRR にア
クセスできる必要があります。 IPMB が提供され
ている場合は、同じインターフェイスを介して
SDRR を読み取り可能でなければならず、必要に
応じて書き込み可能である必要もあります。
システムの電源がオンになっている場合や ACPI
のスリープ状態が S1 になっている場合の SDRR
へのアクセスは必須ですが、システムの電源がオ
フになっている場合やスリープ状態が S1 より大
きい場合の SDR へのアクセスはオプションです。
Hewlett Packard Enterprise は、電源投入モード
と電源切断モードの両方で SDRR アクセスを提
供します。
IPMB インター オプションですが、IPMB をお勧めします。 BMC x
フェイス
は IPMB へのシステムインターフェイスを提供す
る必要があります。 IPMB が実装されている場
合、指定の IPMB コネクターの少なくとも 1 つを
提供する必要があります。 コネクターの定義に
ついて詳しくは、http://www.intel.com/content/
www/us/en/servers/ipmi/ipmp-spec-v1-0.htm
を参照してください。 コネクターの定義につい
ては、IPMB プロトコルの仕様を参照してくださ
い。 また、BMC は、IPMB とシステムインター
フェイス間のメッセージ送信を可能にするメッ
セージチャネルと、その他の必須の IPMB サポー
ト機能およびコマンドを実装する必要がありま
す。
ウォッチドッグ BMC は、ウォッチドッグタイマーの標準化イン x
タイマー
ターフェイスを提供し、システムリセットアク
ションをサポートする必要があります。 ウォッ
チドッグタイマー内の一部の機能はオプションで
す。 詳しくは、「ウォッチドッグタイマー」
(13 ページ) を参照してください。
イベントレシー BMC は、イベントレシーバー機能を実装し、シ x
バー
ステムインターフェイスを介してイベントメッ
セージを受け入れる必要があります。 IPMB が提
供されている場合、イベントレシーバー機能で
IPMB からのイベントメッセージも受け入れる必
要があります。 システムの電源がオンになって
いる場合や ACPI のスリープ状態が S1 になって
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表 5 HPE iLO 仮想管理コントローラーの機能 (続き)
機能

説明

適用可能な仮想管理コントローラー
BMC

シャーシ

電源装置

いる場合のイベントレシーバーの動作は必須です
が、システムの電源がオフになっている場合やス
リープ状態が S1 より大きいの場合のイベントレ
シーバーの動作はオプションです。
SEL インター
フェイス

BMC は、システムイベントログのインターフェ x
イスを提供する必要があります。 イベントログ
は 16 以上のエントリーを保持する必要がありま
す。 システムインターフェイスを介して SEL へ
のアクセスを提供する必要があります。 システ
ムの電源がオンになっている場合や ACPI のス
リープ状態が S1 になっている場合は、BMC に
サポートされるすべてのインターフェイスを通じ
て、必須のすべての SEL コマンドから SEL に完
全にアクセスできる必要があります。 BMC への
アクセスが可能な場合は、システムの電源状態に
関係なく、動作可能なすべてのインターフェイス
を通じて、常に SEL に読み取りアクセスできる
必要があります。

FRU インベン
トリ

BMC は、Write FRU Data および Read FRU x
Data コマンドでアクセスできる、プライマリ
FRU の論理インベントリデバイスを提供する必
要があります。 FRU Inventory Device Info
コマンドもサポートする必要があります。 他の
すべての管理コントローラーでもプライマリ FRU
のインベントリデバイスを提供することをお勧め
します （これは、IPMI 1.0 ではオプションでし
た）。

x

x

初期化エージェ 初期化エージェント機能を使用して、BMC は、 x
ント
センサーの SDR に保存された初期化設定に従っ
て、内部および他の管理コントローラー上のイベ
ント生成機能とセンサーを初期化します。

x

x

センサー

BMC はセンサーを提供できます。 標準的なサー x
バーの BMC は、ベースボードの温度、電圧、お
よびシャーシへの侵入監視用のセンサーを提供し
ます。

x

x

内部イベントの BMC はウォッチドッグタイマー用の内部イベン x
生成
トを生成する必要があります。 センサーでイベ
ントを生成することで、システム管理ソフトウェ
アでのセンサーのポーリングを不要にし、SEL 内
の事後の障害情報を提供することをお勧めしま
す。 センサーの内部イベントの生成はオプショ
ンですが、特に環境センサー（温度、電圧など）
の場合はこれを強くお勧めします。

x

x

外部イベントの Set Event Receiver コマンドを受け入れるよう x
生成
に BMC を設計し、MC を IPMB イベントジェネ
レーターとして設定して、そのイベントメッセー
ジを別の管理コントローラーに送信することがで
きます。 これは、主に開発およびテストの目的
で使用されます。

x

x

LAN メッセー
ジング

LAN 経由で IPMI メッセージの送受信を行う BMC x
の機能。

LAN アラート
通知

LAN 経由でアラートを送信する機能

x
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表 5 HPE iLO 仮想管理コントローラーの機能 (続き)
機能

説明

適用可能な仮想管理コントローラー
BMC

ブリッジサポー BMC に接続された 2 つのインターフェイス間で x
ト
IPMI の要求メッセージおよび応答メッセージを
転送する機能。
該当のインターフェイスがサポートされている場
合、以下の通信がサポートされる必要がありま
す。
• LAN <–> IPMB
• LAN <–> システムインターフェイス
Platform Event
Filtering
（PEF）および
アラートポリ
シー
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イベントに対して選択可能なアクションを実行す x
る BMC の機能。 ページングまたはアラート通知
がサポートされている場合、この機能は必須で
す。 PEF 内の一部のアクションはオプションで
す。 詳しくは、PEF に関するセクションを参照
してください。 シリアル/モデムまたは LAN のア
ラート通知がサポートされている場合、アラート
アクションおよびアラートポリシーが必須です。

シャーシ

電源装置

x

x

3 IPMITool を使用した管理対象エンティティの検出
Baseboard Management Controller から SDRR を照会するには、以下の手順に従います。
•

すべての管理コントローラーレコードを表示するには、sdr list all コマンドを入力
します。

管理コントローラーレコードには、以下が含まれます。
•

シャーシコントローラー — 静的に割り当てられます。常に存在する必要があります。 ア
ドレス 0x44 が常に割り当てられていますが、レコードを解析してアドレスとチャネル番
号（IPMB = 0）を確認する必要があります。

•

電源装置コントローラー — すべてのレコードが常に揃っています。 レコード内の動的イ
ンジケーションは、コントローラーが存在するかどうかをアプリケーションに示します。
存在しない場合、コントローラーは「nack」になります。 アドレス 0x52～0x58 が常に割
り当てられていますが、レコードを解析してアドレスとチャネル番号（IPMB = 0）を確認
する必要があります。

注記: 仮想コントローラーにはデバイス SDR 機能がないため、センサーはすべて BMC SDRR
に組み込まれ、適切なセンサーオーナー ID が割り当てられます。 例：
root@MFIKE-LX:/# ipmitool -I lanplus -H 15.214.36.129 -U admin -P admin123 sdr list mcloc
ChasMgmtCtlr1 | Static MC @ 44h | ok
PsMgmtCtlr3 | Dynamic MC @ 52h | ok
PsMgmtCtlr3 | Dynamic MC @ 54h | ok
PsMgmtCtlr3 | Dynamic MC @ 56h | ok
PsMgmtCtlr4 | Dynamic MC @ 58h | ok

詳細情報
sdr list all コマンドの出力例
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4 IPMItool
IPMItool は、IPMI 1.5/2.0 仕様をサポートするシステムへの簡単なコマンドラインインターフェ
イスです。 IPMItool には以下の機能があります。
•

SDRR および印刷センサー値を読み取る

•

システムイベントログの内容を表示する

•

フィールド交換可能ユニットの情報を印刷する

•

LAN 構成パラメーターを読み取り、設定する

•

リモートでのシャーシ電源制御を実行する

IPMItool は、本来、IPMI-over-LAN インターフェイスを利用するために記述されたものですが、
オープン IPMI など、カーネルデバイスドライバーで提供されるシステムインターフェイスを
使用することもできます。 IPMItool を使用するには、BSD ライセンスが必要です。
システム管理ソフトウェアは複雑です。プラットフォームの管理は、より大きな管理の世界の
一部にすぎません。 ただし、多くのシステム管理者および開発者は、スクリプト化が可能なコ
マンドラインツールに依存します。 IPMItool は、これとは異なる方法を採用した SMS であ
り、完全なコマンドライン指向のツールを提供します。 このため、IPMItool は、オープン IPMI
ライブラリを置き換えるように設計されていません。 可能な場合は、カンマ区切り値の出力を
サポートするため、他のスクリプトまたはプログラムによる解析が容易になります。 また、
IPMItool はクイックコマンド応答機能を実行するように設計されており、システムをオンまた
はオフにするような簡単な操作や、センサーデータレコードを読み取ってレコードごとに詳細
なセンサー情報を抽出して出力するような複雑な操作を行うことができます。 たとえば、次の
ように記述します。
root@JSMITH-LX:/# ipmitool -I lanplus -H 15.214.36.129 -U admin -P admin123 sdr
list mcloc
ChasMgmtCtlr1
| Static MC @ 44h
| ok
PsMgmtCtlr1
| Dynamic MC @ 52h | ok
PsMgmtCtlr2
| Dynamic MC @ 54h | ok
PsMgmtCtlr3
| Dynamic MC @ 56h | ok
PsMgmtCtlr4
| Dynamic MC @ 58h | ok

注記: ローカルシステムのインターフェイスの IPMI 管理には、互換性のある IPMI カーネル
ドライバーをインストールして構成する必要があります。 Linux では、このドライバーは
OpenIPMI と呼ばれ、標準ディストリビューションに含まれます。

アウトオブバンドコマンド
BMC アウトオブバンドコマンド
BMC へのすべてのコマンドはあて先指定されるため、ブリッジングは必要ありません。

アウトオブバンドコマンドのシングルブリッジ
シャーシまたは電源装置の特定の管理コントローラーにアクセスし、管理コントローラーのア
ドレスを検出するには、アウトオブバンドコマンドのシングルブリッジを行う必要がありま
す。
シャーシおよび電源装置の管理コントローラーのアドレスを検出するには、BMC で sdr list
all コマンドを入力します。 これらのアドレスを取得したら、そのアドレスを使用してこれら
の追加コントローラーをブリッジできます。 例：
•

シャーシコントローラー
-b 0 -t 0x44

•

電源装置コントローラー 1
-b 0 –t 0x52
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•

電源装置コントローラー 2
-b 0 –t 0x54

ここで、
•

-b <ipmi のチャネル番号 >

•

-t < ターゲットのスレーブアドレス >

インターフェイスタイプについて
IPMItool は、IPMI システムにアクセスするための低レベルの通信方法に対応するインターフェ
イスのダイナミックロードをサポートします。 この最も一般的なインターフェイスは、OpenIPMI
Linux カーネルドライバーで提供されるシステムインターフェイスと、LAN 経由の IPMI イン
ターフェイスです。

システムインターフェイス
複数のタイプのシステムインターフェイスがありますが、それらは似ているため、OpenIPMI
などの 1 つのドライバーを有効にすることでそれらすべてがサポートされます。 システムイ
ンターフェイスには、KCS、BT、および SSIF が含まれます。 このすべては、Linux カーネル
の OpenIPMI ドライバーの最新バージョンでサポートされます。 IPMItool は、このドライバー
を使用して、/dev/ipmi0 でキャラクター型デバイスノードを経由して、システムインター
フェイスにアクセスします。 このインターフェイスを IPMItool で使用するには、コマンドラ
インで -I open パラメーターを指定します。
iLO では、KCS と専用高速インターフェイス CHIF をサポートしています。 Hewlett Packard
Enterprise は、IPMItool で使用できるように CHIF 用の OpenIPMI ベースのドライバーを提供
します。

LANPlus インターフェイス
LANPlus インターフェイスは、IPv4 および IPv6 上の UDP を使用して、イーサーネット LAN
接続経由で BMC と通信します。 LANPlus インターフェイスは、RMCP+ プロトコルを使用し
ます。 RMCP+ によって、以下のことが容易になります。
•

改善された認証

•

改善されたデータ整合性チェック

•

暗号化

•

複数タイプのペイロードを実行する機能

汎用の Serial Over LAN をサポートするには、RMCP+ が必要です。したがって、IPMItool の
sol activate コマンドを実行するには、LANPlus を使用する必要があります。
RMCP+ セッションの確立では、多くのオプションのネゴシエーションを可能にする Remote
Authenticated Key-Exchange Protocol（リモート認証済みキー交換プロトコル、RAKP）と呼
ばれる対称型のチャレンジ/レスポンスプロトコルが使用されます。
注記: IPMItool では、ユーザーがすべてのオプションの値を指定することは許可されません。
2.0 仕様で必須としてマークされている最も明らかな設定にデフォルト設定されます。 SHA1
では、認証と整合性 HMACS が作成され、AES-CBC-128 では、暗号化が実行されます。 ロー
ルレベルのログインはまだサポートされていません。

LANPlus インターフェイスでの IPMItool の使用
暗号化機能を実行し、LANPlus インターフェイスをサポートするには、IPMItool が OpenSSL
ライブラリにリンクする必要があります。 必要なパッケージが見つからない場合、そのパッ
ケージはコンパイルされず、サポートされません。

インターフェイスタイプについて
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IPMItool を OpenSSL ライブラリにリンクするには、以下の手順に従います。
1.

次のコマンドを実行します。
ipmitool -I lanplus -H < ホスト名 >[-U < ユーザー名 >][-P < パスワード
>]< コマンド >
注記: IPMItool で LAN インターフェイスを使用するには、コマンドラインでホスト名を
指定する必要があります。

2.

—C オプションを使用して、IPMI 2.0 に含まれる暗号スイート ID に基づいて、認証、整合
性、および暗号化のアルゴリズムを LANPlus セッションで使用できるようにします。 デ
フォルトの暗号スイートは 3 です。これは次のアルゴリズムを指定します。
•

RAKP-HMAC-SHA1 認証

•

HMAC-SHA1–96 整合性

•

AES-CBC-128 暗号化

例 1 LAN 経由でシャーシのサテライトコントローラーに対して Raw Get Device ID を実行す
る
# ipmitool -I lanplus -H 16.85.178.125 -U admin -P admin123 -L Administrator -b 0 -t 0x44 raw 6 1
15 01 02 01 02 29 0b 00 00 00 85 00 00 00 00

例 2 LAN 経由でシステムの電源をオンにする
# ipmitool -I lanplus -H 16.85.178.125 -U admin -P admin123 -L Administrator chassis power on
Chassis Power Control: Up/On

例 3 LAN 経由でシステムの SOL をアクティブ化する
# ipmitool -I lanplus -H 16.85.178.125 -U admin -P admin123 -L Administrator sol activate

詳細情報
「コマンドの概要」(24 ページ)

IPMItool の機能について
抽象化されたメッセージングコマンド
デバイスエントリーの監視ハードウェアに直接アクセスする代わりに、IPMI では、抽象化され
たメッセージングコマンドによるセンサーデータへのアクセスが提供されます。 システムに搭
載されている可能性がある一般的な種類のセンサーには、ベースボードとプロセッサーの温度
センサー、プロセッサーと DIMM のプレゼンスセンサー、ファンの速度と障害の監視、ベース
ボード、プロセッサー、および SCSI の終端電圧センサーなどがあります。 各センサーのデー
タ量は膨大になる可能性があります。そのため、デフォルトの IPMItool では、センサー名、読
み取り値、およびステータスのみが表示されます。 冗長出力オプションを有効にすると、さら
に大量の出力が表示される可能性があります。

センサーデータレコード（SDR）
機能の検出を容易にするため、IPMI には、SDR と呼ばれるレコードセットが含まれます。こ
のレコードセットは、1 つの集中化された不揮発性ストレージ領域に保存されています。 この
レコードには、存在するセンサーの数、タイプ、イベント、しきい値情報などのソフトウェア
情報が含まれます。 これにより、プラットフォームに関する事前知識がなくても、ソフトウェ
アでセンサーデータを解釈して表示することができます。
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例 4 sdr list all コマンドの出力
root@MFIKE-LX:/#
UID Light
Health LED
01-Inlet Ambient
02-CPU 1
03-CPU 2
04-DIMM P1 1-3
05-DIMM P1 4-6
06-DIMM P2 1-3
07-DIMM P2 4-6
08-HD Max
09-Chipset
10-VR P1
.
.
.
PsMgmtCtlr3
PsMgmtCtlr4

ipmitool -I lanplus
| 0x00
| 0x00
| 20 degrees C
| 40 degrees C
| 40 degrees C
| disabled
| 27 degrees C
| disabled
| 23 degrees C
| 35 degrees C
| 44 degrees C
| 30 degrees C

-H 15.214.36.129 -U admin -P admin123 sdr list all
| ok
| ok
| ok
| ok
| ok
| ns
| ok
| ns
| ok
| ok
| ok
| ok

| Dynamic MC @ 56h
| Dynamic MC @ 58h

| ok
| ok

イベントメッセージ
イベントは、管理コントローラーがシステム管理イベントを検出した場合に送信する特別な
メッセージです。 イベントのいくつかの例として、温度しきい値の超過、電圧しきい値の超
過、ECC メモリの訂正可能エラーなどがあります。 これらのイベントは SEL で処理された
後、通常、ログに記録されます。 これは、プラットフォームイベント用の集中化された不揮発
性ストレージ領域を提供する点で SDR と似ています。プラットフォームイベントは MC によっ
て自律的にこのストレージ領域に保存されるか、ホストから送信されたイベントメッセージと
ともに直接保存されます。
イベントログエントリーには、利用可能な大量の情報があります。 デフォルトでは、IPMItool
は、イベントとイベントをトリガーしたセンサーの基本データのみを表示します。 詳細情報を
表示するには、冗長オプションを使用します。
例 5 sel list コマンドの出力
0
1
2
3
4
5

|
|
|
|
|
|

04/16/2013
06/28/2013
07/28/2013
08/04/2013
08/09/2013
08/09/2013

|
|
|
|
|
|

20:22:01
20:36:17
00:20:52
00:23:10
14:34:48
14:34:49

|
|
|
|
|
|

Power Supply #0x04 | Failure detected | Asserted
Power Supply #0x02 | Presence detected | Deasserted
Power Supply #0x02 | Failure detected | Asserted
Power Supply #0x02 | Presence detected | Deasserted
Fan #0x07 | Transition to Off Line | Asserted
Fan #0x07 | Transition to Running | Deasserted

詳細情報
「詳細な出力例」(215 ページ)

インベントリのトラッキング
IPMI では、システム内の部品ごとに、異なる不揮発性 FRU 情報を保管できます。 これによ
り、ベースボード、シャーシ、プロセッサー、メモリ、電源装置、管理コントローラー自体を
含め、システム内の主要なモジュールのデータ（シリアル番号、部品番号、資産タグなどの情
報）にアクセスできます。 システムが電源切断状態や非稼動状態であっても、この情報を利用
できるため、自動化したリモートインベントリやサービスアプリケーションを容易に作成でき
ます。 IPMItool は、システムの完全な FRU 情報だけでなく、電源装置の詳細情報や、DIMM
SPD の完全なデータも読み取って表示できます。

IPMItool の機能について
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例 6 fru print コマンドの出力
root@MFIKE-LX:/# ipmitool -I lanplus -H 15.214.36.129 -U admin -P admin123 fru print
FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)
Board Mfg Date
: Tue Dec 31 16:00:00 2013
Board Mfg
: HP
Board Product
: ProLiant SL4540 Gen8
Board Serial
: MemErrorSerNbr
Board Part Number
:
Product Manufacturer : HP
Product Name
: ProLiant SL4540 Gen8
Product Part Number
:
Product Serial
: MemErrorSerNbr
.
.
.
Product Version
: 01
Product Serial
: 5BXRB0B4D1L0TN

シャーシ管理
この機能は、標準化された、シャーシのステータスと制御機能を提供します。これにより、オ
ペレーターの介入なしにリモートシステムをオン/オフにしたり、再起動したりできます。 ま
た、この機能が提供するいくつかのコマンドによって、シャーシはシャーシ自体を、可視光の
点灯、LCD へのメッセージの表示、スピーカーからのビープ音の出力など、実装に応じたメカ
ニズムで物理的に認識します。 IPMItool は、利用可能なシャーシ管理コマンドを完全にサポー
トしているため、データセンターやサーバールームに移動して、停止したマシンをリセットし
たり、ラック内の 1 つのシステムを特定して取り外したりする必要がなくなります。
例 7 chassis power コマンドの例
root@MFIKE-LX:/#
ZoMC
254
IPMB0 Phys Link
ChasMgmtCtlr1
PsMgmtCtlr1
PsMgmtCtlr2
PsMgmtCtlr3
PsMgmtCtlr4
CaMC
CaMC
CaMC
CaMC
CaMC
CaMC
CaMC
CaMC

ipmitool -I lanplus -H 15.214.36.119 -U admin -P admin123 sdr list all
| Static MC @ 20h
| ok
| Log FRU @FEh f0.60 | ok
| 0x00
| ok
| Static MC @ 44h
| ok
| Dynamic MC @ 52h | ok
| Dynamic MC @ 54h | ok
| Dynamic MC @ 56h | ok
| Dynamic MC @ 58h | ok
| Static MC @ A6h | ok
| Static MC @ B8h
| ok
| Static MC @ DAh | ok
| Static MC @ A8h | ok
| Static MC @ 82h | ok
| Static MC @ 84h | ok
| Static MC @ 8Eh | ok
| Static MC @ 90h | ok

root@MFIKE-LX:/# ipmitool -I lanplus -H 15.214.36.119 -U admin -P admin123 -T 0x82 -b 7 -t 0x72 power status
Chassis Power is off
root@MFIKE-LX:/#

上記のすべての例は、利用可能な出力の一部のみを示しています。完全な出力はこれらよりも
内容が多く、システムのヘルスとステータスに関する完全な履歴が提供されます。また、冗長
出力オプションを使用して、さらに多くの情報を出力することもできます。
詳細情報
「詳細な出力例」(215 ページ)

コマンドの概要
サンプル
ipmitool [-chvV] [-Iopen < コマンド >]
ipmitool [-chvV] -Ilan -H< ホスト名 >
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[-p< ポート >]
[-U< ユーザー名 >]
[-A< 認証タイプ >]
[-L< 権限レベル >]
[-aEPf< パスワード >]
[-o<OEM タイプ >]
< コマンド >
ipmitool [-chvV] -Ilanplus -H< ホスト名 >
[-p< ポート >]
[-U< ユーザー名 >]
[-L< 権限レベル >]
[-aEPf< パスワード >]
[-o<OEM タイプ >]
[-C< 暗号スイート >]
< コマンド >
表 6 IPMItool オプション
オプション

定義

-a

リモートサーバーのパスワードを要求します。

-A < 認証タイプ IPMI v1.5 の LAN セッションのアクティブ化時に使用する認証タイプを指定します。 サポー
トされるタイプは、NONE、PASSWORD、MD5、OEM です。
>
—c

CSV 形式で出力を表します。 一部のコマンドでは利用できません。

-C< 暗号スイー
ト >

IPMI v2 LANplus 接続で使用する、リモートサーバーの認証、整合性、および暗号化のアルゴ
リズム。 デフォルト = 3。これは、RAKP-HMAC-SHA1 認証アルゴリズム、HMAC-SHA1–96
整合性アルゴリズム、AES-CBC-128 暗号化アルゴリズムを指定します。

-E

リモートサーバーのパスワードは、環境変数 ipmi_password によって指定されます。

-f< パスワード
ファイル >

リモートサーバーのパスワードが含まれるファイルを指定します。 このオプションが指定さ
れていない場合、または < パスワードファイル > が空の場合、パスワードはデフォルトの
NULL に設定されます。

—h

コマンドラインから、基本的な使用方法に関するヘルプを取得します。

-H < アドレス
>

リモートサーバーのアドレスには、IP アドレスまたはホスト名を指定できます。 LAN およ
び LANPLUS インターフェイスでは、このオプションが必要です。

-I < インター
フェイス >

IPMI インターフェイスを選択します。 サポートされるインターフェイスは、使用方法に関す
るヘルプの出力に表示されます。

-L< 権限レベル
>

セッションの権限レベルを強制します。デフォルトの admin に設定されます。

-m< ローカルア
ドレス >

ローカルの IPMB アドレスを設定します。 デフォルト = 0x20。

-o<OEM タイプ
>

OEM タイプを選択します。 現在サポートされている OEM タイプのリストを表示するには、
-o list を使用します。

-p< ポート >

リモートサーバーの UDP ポート。 デフォルト = 623。

-P< パスワード
>

コマンドラインで指定するリモートサーバーのパスワード。 コマンドラインでパスワードを
指定しないことをお勧めします。
注記: パスワードの方法が指定されていない場合、IPMI ツールは、ユーザーにパスワードの
入力を求めます。ここでパスワードが入力されない場合、リモートサーバーのパスワードは
NULL に設定されます。

-t< ターゲット
アドレス >

リモートターゲットのアドレスに IPMI 要求をブリッジします。

コマンドの概要
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表 6 IPMItool オプション (続き)
オプション

定義

-U< ユーザー名
>

リモートサーバーのユーザー名。 デフォルト = NULL

-v

冗長出力レベルを上げます。 複数回指定してデバッグ出力レベルを上げることができます。
たとえば、3 回指定すると、すべての受信および送信パケットの 16 進ダンプが表示されます。

-V

バージョン情報を表示します。

コマンドライン構文
構文
コマンドを特定の仮想コントローラーに設定するには、以下のようにします。
•

-b <ipmi チャネル番号 >

•

-t < ターゲットのスレーブアドレス >

•

-m < ソースのスレーブアドレス >

•

シャーシコントローラー -b 0 -t 0x44 -m 0x20

•

電源装置 A のコントローラー -b 0 -t 0x52 -m 0x20

•

電源装置 B のコントローラー -b 0 -t 0x54 -m 0x20

•

電源装置 C のコントローラー -b 0 -t 0x56 -m 0x20

•

電源装置 D のコントローラー -b 0 -t 0x58 -m 0x20

例
LAN 経由でシャーシのサテライトコントローラーに対して Raw Get Device ID を実行する：
ipmitool -I lanplus -H 16.85.178.125 -U admin -P admin123 -L
Administrator -b 0 -t 0x44 -m 0x20 raw 6 1
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5 コマンドの仕様
IPMI は、プラットフォーム管理サブシステムを構成するための標準化されたインターフェイス
とコマンドを提供します。 この標準化により、センサーポピュレーションの構成とシステムの
動作のためのインターフェイスの 1 つである、SDR 用のクロスプラットフォームソフトウェ
アが有効になります。 また、LAN およびシリアル/モデムのリモートプロトコル、ユーザーの
パスワードと権限レベル、プラットフォームイベントのフィルター処理、アラートの送信先な
ど、各種機能を構成するためのコマンドもあります。
このセクションでは、すべての要求と応答に適用される要素の仕様について説明します。
•

特に明記されていない限り、コマンド（要求メッセージ）と応答内の予約済みのビットと
フィールドは 0 として書き込まれます。 アプリケーションが予約済みビットを読み込む
場合、その状態を無視する必要があります。

•

特に指定されていない限り、必須として記載されているコマンドには LUN 00b 経由でア
クセスする必要があります。 この仕様の他の要件と競合しない限り、実装では、すべての
コマンドをすべての LUN またはチャネルで利用できるように選択することができます。

詳細情報
「完了コード」(190 ページ)

コマンド表の表記法
以降のセクションには、各コマンドの要求または応答に含まれるデータを一覧にしたコマンド
表が含まれます。 応答の完了コードは、各コマンドの応答データフィールドの最初のバイトと
して含まれます。 各コマンドの NetFn およびコマンドバイト値は、別の表で指定されていま
す。
コマンド表では、次の表記法が使用されます。
表記法

説明

要求データ

指定のコマンドの要求メッセージのデータ部分に含まれる各フィールドを示す、表の部分です。

応答データ

指定のコマンドの応答メッセージのデータ部分に含まれる各フィールドを示す、表の部分です。
完了コードが応答データフィールドの最初のバイトとして常に含まれています。

4

シングルバイトフィールド。 コマンド表のバイト列の単一値を使用してシングルバイトフィー
ルドを識別します。 この値は、メッセージのデータ部分にあるフィールドへのオフセットを表
します。 場合によって、可変長フィールドの後にシングルバイトフィールドが続くことがあり
ます。この場合、シングルバイトオフセットは英字変数と数字で表されます。数字は、可変長
フィールドの末尾を基準とするシングルバイトフィールドの相対位置を表します。 例：N+1

5:7

マルチバイトフィールド。 バイト列は、特定のフィールドのバイトオフセットを示します。 マ
ルチバイトフィールドでは、最初の値が開始オフセットを示し、2 番目の値（コロンの後の値）
がフィールド内の最後のバイトのオフセットを示します。 たとえば、5:7 は、バイトオフセッ
ト 5、6、7 にわたる 3 バイトフィールドを示します。
場合によって、マルチバイトフィールドが可変長になっていることがあります。この場合、英
字変数を使用して終了オフセットを表します（例：5:N）。 同様に、フィールドが可変長フィー
ルドに続く場合があります。 この場合、開始値は、前のフィールドで使用された表記法を基準
とするオフセットとして示されます。たとえば、前のフィールドが 5:N の場合、次のフィール
ドは N+1 から開始されます。
可変長のフィールドが可変長のフィールドに続く場合があります。この場合、相対開始オフセッ
トが、相対終了オフセットを示す英字値で示されます（例：N+1:M）。

(3)

オプションフィールド。 コマンド表のバイト列でオプションフィールドを使用する場合、カッ
コを使用して、オプションのデータバイトフィールドであることを示します。 これは、要求ま
たは応答メッセージの生成元の判断により、含めても含めなくてもかまいません。 メッセージ
を受信するデバイスは、オプションのデータバイトフィールドのあらゆる正当な組み合わせを
受け付ける必要があります。

コマンド表の表記法
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表記法

説明
特に明記されていない限り、オプションのバイトフィールドが存在する場合は、それより前に
指定されたすべてのフィールドも存在する必要があります。 同様に、オプションのバイトフィー
ルドが存在しない場合、それ以降のすべてのバイトフィールドも存在してはなりません。 たと
えば、要求が 4 つのデータバイトを受け付けるとします。 データバイト 3 が (3) としてカッコ
内に示されている場合、バイト 3 とそれ以降がオプションであることを示します。 正当な要求
は、バイト [1 および 2]、バイト [1、2、および 3]、またはバイト [1、2、3、および 4] のみで
構成することができます。 バイト 3 を除外してバイト 4 を含める要求 （データバイト [1、2、
および 4] の要求）は不正な要求です。
オプションとして示されたマルチバイトフィールドを分割することはできません。 フィールド
のすべてのバイトが存在するか、存在しないかのどちらかです。 たとえば、4 バイトのマルチ
バイトフィールドをオプションとして含める場合、最初の 2 バイトを含めることはできません
が、次の 2 バイトを含めることはできます。

標準コマンド仕様
このセクションには、この仕様のメッセージ/コマンドインターフェイスに従うすべての IPMI
デバイスに共通のコマンドが含まれます。 これには、互換性のあるメッセージインターフェイ
ス経由でシステムに接続する管理コントローラー、および IPMB デバイスが含まれます。

グローバルコマンド
IPMI 管理コントローラーは、LUN 0 経由でこれらのコマンドを認識し、応答します。

Get device ID コマンド
説明
•

このコマンドは、BMC、ChMC、および PSMC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、インテリジェントデバイスのハードウェアリビジョン、ファー
ムウェア/ソフトウェアのリビジョン、およびセンサーとイベントのインターフェイスコマ
ンド仕様のリビジョンに関する情報を取得します。 また、コマンドは、インテリジェント
デバイス内で提供されている追加の論理デバイス機能（アプリケーションおよび IPM デバ
イスの機能を超える機能）に関する情報も返します（ある場合）。

注記:
OEM 固有の機能に大きく依存することはお勧めしませんが、応答内の 2 つのフィールドを使
用することで、ソフトウェアは、コントローラーを識別し、コントローラー固有の機能を認識
できます。 それらは、デバイス ID フィールドと製品 ID フィールドです。 標準の IPMI コマン
ドのみを実装するコントローラーでは、これらのフィールドを未指定にすることができます。
表 7 Device ID コマンドの応答データ
応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード

2

デバイス ID。 00h = 未指定

3

デバイスのリビジョン
• [7] — 1 = デバイスはデバイス SDR を提供します。0 = デバイスはデバイス SDR を提供しませ
ん。
• [6:4] — 予約済み。 0 として返します。
• [3:0] — デバイスのリビジョン。2 進コード化されています。

28

コマンドの仕様

表 7 Device ID コマンドの応答データ (続き)
応答データの
バイト番号

データフィールド

4

ファームウェアリビジョン 1
• [7] — デバイス使用可能：0 = 正常な動作、デバイスファームウェア、SDR レポジトリの更新
または自己初期化が進行中です。 ファームウェアまたは SDR レポジトリの更新は、get SDR
コマンドを発行し、完了コードを確認することで区別できます。
• [6:0] — ファームウェアのメジャーリビジョン、2 進コード化されています。

5

ファームウェアリビジョン 2：ファームウェアのマイナーリビジョン BCD エンコードされていま
す。

6

IPMI のバージョン。 IPMI コマンド仕様のバージョンを保持します。 BCD エンコードされていま
す。 00h = 予約済み。 ビット 7:4 はリビジョンの最下位桁を保持し、ビット 3:0 は最上位ビット
を保持します。 たとえば、値 51h は、リビジョン 1.5 の機能を示します。 02h は、この仕様に
従って IPMI v2.0 の機能を提供する実装です。

7

追加のデバイスサポート（旧称：IPM デバイスサポート）には、コントローラーでサポートされ
ている IPMI 論理デバイスのコマンドと機能が含まれます。これらは、必須の IPM コマンドおよ
びアプリケーションコマンドに加えて提供されているものです。
• [7] — シャーシデバイス
• [6] — ブリッジ （bridge NetFn コマンドに応答するデバイス）
• [5] — IPMB イベントジェネレーター。 デバイスは IPMB からイベントメッセージ（プラット
フォームイベントの要求メッセージ）を生成します。
• [4] — IPMB イベントレシーバー デバイスは IPMB からイベントメッセージ（プラットフォー
ムイベントの要求メッセージ）を受け入れます。
• [3] — FRU インベントリデバイス
• [2] — SEL デバイス
• [1] — SDR レポジトリデバイス
• [0] — センサーデバイス

8:10

製造者 ID、LS バイト先頭。 製造者 ID は、IANA プライベートエンタープライズ ID（下記参照）
から派生した 20 ビットの値です。 最上位 4 ビット = 予約済み（0000b）。
000000h = 未指定。 0FFFFFh = 予約済み。 この値は、2 進コード化されています。 たとえば、
IPMI フォーラムの ID が十進法の 7154 とすると、それは 1BF2h であり、このレコードのバイト
8～10 の各バイトにそれぞれ F2h、1Bh、00h として保存されます。

11:12

製品 ID、LS バイト先頭。 このフィールドを使用して、特定のシステム、モジュール、アドイン
カード、またはボードセットを識別する番号を提供できます。 この番号は、製造者 ID（下記参
照）で指定されている製造者に従って指定されます。
0000h = 未指定。 FFFFh = 予約済み。

(13:16)

補助のファームウェアリビジョン情報。 このフィールドは、オプションです。 存在する場合、こ
のフィールドは、ブートブロック、内部データ構造のバージョン番号など、ファームウェアリビ
ジョンに関する追加情報を保持します。 番号の意味は、製造者 ID で識別されるベンダーによっ
て異なります（下記参照）。 ベンダー固有の定義がわからない場合は、汎用ユーティリティで各
バイトを 2 桁の 16 進数として表示します。バイト 13 が最上位バイトとして先頭に表示されま
す。

デバイス ID 応答フィールドの追加の仕様および説明
表 8 追加のデバイス ID 仕様
デバイス ID の仕様

説明

デバイス ID/デバイスインスタンス

製造者 ID フィールドで識別される製造者が指定されます。これを使用し
て、コントローラーから提供される固有のアプリケーションコマンド、
OEM フィールド、および機能をコントローラー固有のソフトウェアで識
別することができます

標準コマンド仕様
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表 8 追加のデバイス ID 仕様 (続き)
デバイス ID の仕様

説明
アプリケーションコマンドまたは OEM フィールドの定義が異なる各コン
トローラーのデバイス ID の値は異なることが予想されます。 特定のシス
テム内で同一セットのアプリケーションコマンドを実装するコントローラー
は、同じデバイス ID を持つことができます。 つまり、標準化されたコン
トローラーを作成できます。このコントローラーの複数のインスタンスを
システム内で使用すると、すべてのインスタンスに同じデバイス ID の値
が設定されます （コントローラーは、そのアドレス、位置、および SDR
内のコントローラーの関連情報によって区別することもできます）。
通常、デバイス ID は製品 ID フィールドと組み合わせて使用されます。こ
れにより、特定の製品 ID の下で各コントローラーのデバイス ID が一意に
なります。 システム内で複数のコントローラーがインスタンスのように使
用される場合、コントローラーは、デバイス ID をインスタンス識別子と
して使用することもできます。
2 進コード化されています。

デバイスのリビジョン

1 つのハードウェアリリースではカバーできない管理コントローラーの実
装にハードウェアの重大な変更が加えられたことを最下位ニブルを使用し
て識別します。 このフィールドを使用して、同じコードのファームウェア
ベースから作成された、ボードファブリックレベルが異なる 2 つのビルド
を識別します。 たとえば、ファブリック X 以前のボードでデバイスリビ
ジョン「1」が必要とされ、ファブリック Y 以降のボードでデバイスリビ
ジョン「2」が必要とされる場合があります。
2 進コード化されており、符号なしです。

ファームウェアリビジョン 1

ファームウェアのメジャーリビジョン。 7 ビット。 これは、コマンドセッ
トの追加、削除、変更など、ファームウェア機能の重大な変更時または拡
張時にインクリメントされます。
デバイスで通常のコマンドセットを動作できるかどうか、または通常のコ
マンドのサブセットのみを利用できる状態でデバイスが稼働しているかど
うかを、デバイス使用可能ビットを使用して示します。 通常、デバイスは
ファームウェアアップデートの状態にあるためです。 また、デバイスがそ
の初期化フェーズにあるか SDR の更新が進行中のためにすべてのコマン
ド機能を利用できないことを示す場合もあります。
デバイス使用可能ビットが 1 の場合に取得されるリビジョン情報は、有効
なコードバージョンを示します。 バージョン情報は、デバイス使用可能
ビットの状態により異なる場合があります。
2 進コード化されており、符号なしです。

ファームウェアリビジョン 2

ファームウェアのマイナーリビジョン。バグ修正など、軽微な変更が発生
した場合にインクリメントされます。
BCD エンコードされています。

IPMI のバージョン

コントローラーの互換性の維持に使用されている IPMI 仕様のバージョン。
イベントメッセージの形式、必須コマンドのサポートを含め、本書への準
拠を示します。
この仕様に従って IPMI v2.0 機能を提供する実装の場合、値は 02h です。
ビット 7:4 がリビジョンの最下位桁を保持し、ビット 3:0 が最上位ビット
を保持した状態で、BCD エンコーディングが行われます。

追加のデバイスサポート

IPM およびアプリケーションの論理デバイスに加えてデバイスが提供する
論理デバイスサポートを示します。

製造者 ID

IANA（http://www.iana.org/ ）を使用します。 SMI ネットワーク管理のプ
ライベートエンタープライズコード（エンタープライズ番号）。これによ
り、コントローラーで使用するベンダー（OEM）固有のコマンド、コー
ド、およびインターフェイスの機能仕様に責任を負う製造者を識別します。
たとえば、SEL 内のイベントのイベントレコードに OEM 値が含まれてい
る可能性があります。 SEL を解析するアプリケーションは、イベントレ
コードの内容からコントローラーのアドレスを抽出し、それを使用して
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表 8 追加のデバイス ID 仕様 (続き)
デバイス ID の仕様

説明
get device ID コマンドを送信し、製造者 ID を取得することができま
す。 その後、OEM フィールドに関する事前知識に基づいて、製造者固有
のアプリケーションで詳細な解釈を行うことができます。一方、汎用のク
ロスプラットフォームアプリケーションでは、通常、ID を使用して、未解
釈の OEM イベント値とともに製造者の名前が示されるのみです。
製造者 ID は、コントローラーの機能を定義する製造者の ID です。必ずし
も物理的なマイクロコントローラーを製造した製造者とは限りません。 た
とえば、ベンダー A が作成したコントローラーにベンダー B のファーム
ウェアがロードされている場合があります。 この場合、製造者 ID はベン
ダー B の ID になります。ベンダー B がコントローラーの機能を定義した
ためです。
get device ID コマンドから取得された製造者 ID の値は、コマンドま
たはレコード形式の一部として明示的に定義されている製造者フィールド
または OEM ID フィールドを上書きしません。
ベンダー固有の機能が定義されていない場合は、コントローラーのファー
ムウェアに責任を負う製造者の製造者 ID でフィールドをロードするか、
未指定を示す値 FFFFh でフィールドをロードすることをお勧めします。
2 進コード化されており、符号なしです。

製品 ID

製造者 ID およびデバイス ID の値と組み合わせて使用し、コントローラー
固有の機能の製品固有の要素を識別します。 この番号は、製造者 ID フィー
ルドで識別される製造者が指定します。
通常、コントローラー固有のアプリケーションは、コントローラーに関連
付けられている FRU 情報のデータを使用する代わりに、製品 ID を使用し
て、コントローラーで使用されているボード、モジュール、またはシステ
ムのタイプを識別します。

補助のファームウェアリビジョン情報 このフィールドは、オプションです。 存在する場合、このフィールドは、
ブートブロック、内部データ構造のバージョン番号など、ファームウェア
リビジョンに関する追加情報を保持します。 番号の意味は、製造者 ID で
識別されるベンダーによって異なります。 ベンダー固有の定義がわからな
い場合は、汎用ユーティリティで各バイトを 2 桁の 16 進数として表示し
ます。バイト 13 が最上位バイトとして先頭に表示されます。

Cold reset コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。 すべての実装で、このコマンドが応答を返す必要
はありません。

•

このコマンドは、レスポンダーのデバイスにそのイベント、通信、およびセンサー機能を
再初期化するように指示します。 これにより、割り込み有効、イベントメッセージの生
成、センサーのスキャン、およびしきい値の各デフォルト設定や、電源オン時のその他の
デフォルト状態が復元されます。 デバイスにセルフテストが組み込まれている場合は、こ
の時点でセルフテストも実行されます。

表 9 Cold reset コマンドの応答データ
応答データのバイト
番号

データフィールド

1

完了コード

標準コマンド仕様
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注記: cold reset コマンドは、プラットフォームの開発、テスト、およびプラットフォー
ム固有の初期化とリカバリアクションのために用意されています。 cold reset コマンドの
システムアクションはプラットフォームによって異なります。 cold reset コマンドを発行
すると、特に実行中に発行した場合に、システムの動作に悪影響が及ぶ可能性があります。 こ
のため、特定のプラットフォームへのすべての副次的影響を認識していない限り、cold reset
コマンドを使用しないください。
特定のコントローラーが cold reset の要求メッセージに応答を返すことができない条件がある
ことが認識されています。 このため、推奨事項ではありますが、実装は cold reset コマン
ドに応答を返す必要はありません。 アプリケーションは、応答を受け取ることを、cold reset
コマンドの完了確認として使用しないでください。

Warm reset コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、レスポンダーのデバイスに通信インターフェイスをリセットするように
指示しますが、割り込み有効、しきい値などの現在の構成はそのままにしておきます。
ウォームリセットでは、セルフテストは開始されません。 warm reset コマンドの目的
は、デバイスとその通信インターフェイスの内部状態をクリーンアップするためのメカニ
ズムを提供することです。

使用法の詳細
•

warm reset は、シーケンス番号、再試行トラッキングなど、通信状態の情報をリセット
しますが、アドレス、有効など、インターフェイス構成の情報をリセットしません。 応答
していない通信インターフェイスが確認された場合、アプリケーションは通信インター
フェイスのウォームリセットを試みることができますが、副次的影響も処理できる必要が
あります。

表 10 Warm reset コマンドの応答データ
応答データのバイト
番号

データフィールド

1

完了コード

Get self test results コマンド
説明
•

このコマンドは、MC、ChMC、および PSMC で使用できます。

•

このコマンドは、デバイスにそのセルフテストの結果（ある場合）を返すように指示しま
す。

使用法の詳細
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•

通常、セルフテストを実装するデバイスは、デバイスの電源投入時だけでなく、cold
reset コマンドの後にもセルフテストを実行します。 デバイスの動作中に実行されたテ
ストがある場合、デバイスは動作中にこのフィールドを更新することができます。 セルフ
テストを実装していないデバイスは、このコマンドに対して常に 56h を返します。

•

セルフテストは、特定の時点でのみ実行されますが、デバイスがコマンドを受け付ける状
態であれば get self test results コマンドをいつでも発行できます。

コマンドの仕様

表 11 Get self test results コマンドの応答データ
応答データのバイト
番号

データフィールド

1

完了コード。

2

• 55h — エラーはありません。 すべてのセルフテストに合格しました。
• 56h — セルフテスト機能がこのコントローラーに実装されていません。
• 57h — データまたはデバイスが壊れているか、それらにアクセスできません。
• 58h — 致命的なハードウェアエラー（システムは、MC が動作不能になったとみなしま
す）。 これは、コントローラーのハードウェア（センサーのハードウェアや RAM な
ど、関連するデバイスを含む）の修理または交換が必要になる場合があることを示して
います。
• FFh — 予約済み。
• その他：デバイス固有の内部障害。 特定のデバイスの仕様を参照して定義を確認してく
ださい。
バイト 2 が以下の場合：

3

• 55h、56h、FFh：00h
• 58h、その他：デバイス固有。
• 57h：セルフテストエラーのビットフィールド。 57h の戻り値は、すべてのテストが実
行されたことを意味するものではなく、特定のテストが失敗したことを意味します。 た
とえば、1b は失敗を意味し、0b は不明を意味します。
• [7] — 1b = SEL デバイスにアクセスできません。
• [6] — 1b = SDR レポジトリにアクセスできません。
• [5] — 1b = MC FRU デバイスにアクセスできません。
• [4] — 1b = IPMB 信号線が応答しません。
• [3] — 1b = SDR レポジトリが空です。
• [2] — 1b = MC FRU の内部使用領域が壊れています。
• [1] — 1b = コントローラー更新ブートブロックのファームウェアが壊れています。
• [0] — 1b = コントローラー動作のファームウェアが壊れています。

Get ACPI power state コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、コントローラーに設定されている現在の電源状態情報を取得し
ます。 これは、システムの電源状態から独立した設定であり、システムの実際の電源状態
とは必ずしも一致しない場合があります。 未指定のビットとコードが予約されており、そ
れらは 0 として返されます。

表 12 Get ACPI power state コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号

データフィールド

1

完了コード

2

ACPI システムの電源状態
[7] — 予約済み
[6:0] — システムの電源状態の一覧
00h

S0 / G0

動作中

標準コマンド仕様
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表 12 Get ACPI power state コマンドの応答データ (続き)
応答データのバ
イト番号

データフィールド
01h

S1

ハードウェアコンテキストが維持されました。通常、プロ
セッサー/チップセットのクロックが停止したことに相当し
ます

02h

S2

通常、クロックが停止し、プロセッサー/キャッシュのコン
テキストが失われたことに相当します

03h

S3

通常、STR（Suspend-to-RAM）に相当します

04h

S4

通常、STD（Suspend-to-Disk）に相当します

05h

S5 / G2

ソフトオフ

06h

S4/S5

ソフトオフ。S4 と S5 は区別できません

07h

G3

機械的オフ

08h

スリープ中

スリープ中。S1～S3 は区別できません

09h

G1 スリープ中

スリープ中。S1～S4 は区別できません

0Ah

オーバーライド オーバーライドによって入力された S5

20h

レガシオン

レガシオン（ACPI をサポートしていないか、ACPI 機能が
無効になっているシステムのオンを示します）

21h

レガシオフ

レガシソフトオフ

2Ah

不明

電源状態が初期化されていないか、デバイスが電源状態の
記録を失いました

ACPI デバイスの電源状態

3

[7] — 予約済み
[6:0] — デバイスの電源状態の一覧
00h

D0

01h

D1

02h

D2

03h

D3

02h

不明

電源状態が初期化されていないか、デバイスが電源状態の
記録を失いました

Broadcast get device ID コマンド
説明
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•

このコマンドは、MC、ChMC、および PSMC で使用できます。 これは、サテライトコン
トローラーにのみ関連します。

•

このコマンドは、get device ID コマンドのブロードキャストバージョンであり、IPMB
上でのみインテリジェントデバイスの検出を行います。 要求は、RsSA フィールドから 2
番目のチェックサムまでは完全な IPMB アプリケーション要求メッセージとしてフォー
マットされており、メッセージのプレフィックスにはブロードキャストスレーブアドレス
の 00h が設定されます。 応答の形式は、通常の get device ID の応答と同じです。

コマンドの仕様

使用法の詳細
•

broadcast get device ID コマンドはブリッジされませんが、master write-read コマ
ンドを使用して IPMB に配信することができます。

•

検出を実行するために、このコマンドは、コマンドに指定された異なる rsSA スレーブア
ドレスパラメーターフィールドを使用してブロードキャストを繰り返します。 一致する物
理スレーブアドレス情報を持っているデバイスは、通常の（非ブロードキャストの）get
device ID コマンドで返すデータと同じデータを使用して応答します。 IPMB 応答メッ
セージにはレスポンダーのスレーブアドレスが含まれます。そのため、要求の rsSA フィー
ルドで指定されたスレーブアドレスにインテリジェントデバイスが存在することへの肯定
確認がブロードキャストへの応答によって提供されます。

•

検出を実行しているアプリケーションは、その後、IPMB デバイスの可能なスレーブアド
レス範囲内で検出を繰り返し、IPMB 上のインテリジェントデバイスの母集団を見つけま
す。

•

アドレス 00h～0Fh および F0h～FFh は、I C 機能のために予約されており、IPMB 上の
IPM デバイスでは使用されません。 したがって、broadcast get device ID コマン
ドを使用して IPM デバイスをスキャンする場合は、これらのアドレスをスキップできま
す。 残りのフィールドは、通常の IPMB 定義に従います。

•

IPMB での検出プロセスを高速化するには、コントローラーは、コマンド内の rsSA がそ
の rsSA と一致しないことを認識した直後に自身をバスからドロップする必要があります。

•

broadcast get device ID 要求の IPMB メッセージ形式は、IPMB メッセージのプレ
フィックスに 00h ブロードキャストアドレスが設定されることを除いて、get device
ID コマンドの IPMB メッセージ形式と正確に一致します。 次の図に、IPMB broadcast get
device ID 要求メッセージの形式を示します。

2

図 3 Broadcast get device ID 要求メッセージ

詳細情報
「Get device ID コマンド」 (28 ページ)

IPMI メッセージングサポートに関するコマンド
このセクションでは、システムのメッセージングインターフェイスをサポートするためのコマ
ンドを定義します。 これには、MC をイベントレシーバーおよび SEL デバイスとして使用す
るための制御ビットが含まれます。 SMM メッセージングとイベントメッセージバッファーの
サポートはオプションです。 SMI および SMM メッセージングでは、IPMI サポートを使用で
きなくなりました。 SMM メッセージングおよび対応する SMI を有効または無効にするための
構成インターフェイスサポートは仕様から削除されました。 IPMI インフラストラクチャを使
用して SMM メッセージングを実装している場合、現在、その機能は OEM 独自の機能として
実行できます。
特定のプラットフォームで SMI メッセージングが使用されていることを明示的に認識していな
いシステムソフトウェアは、すべての SMI オプションがコントローラー、システム BIOS、ま
たはその他のソフトウェアによってあらかじめ構成されていることを想定する必要がありま
す。 このため、イベントメッセージバッファーの割り込みが SMI にマッピングされているこ
とが確認された場合、ランタイムシステムソフトウェアで SMI オプションを再構成したり、イ
ベントメッセージバッファーにアクセスしたりしないでください。 イベントメッセージバッ
ファーが SMI で構成されている場合に、SMS がイベントメッセージバッファーにアクセスし
たときの影響は指定されていません。

標準コマンド仕様
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Set BMC global enables コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、メッセージバッファーへのメッセージの受信を有効にするほ
か、フルになったそのバッファーに関連付けられているすべての割り込みを有効にしま
す。 OEM 0、OEM 1、および OEM 2 の各フラグは、OEM/システムインテグレーターが
定義できます。 汎用のシステム管理ソフトウェアでこれらのビットを変更しないでくださ
い。

表 13 Set BMC global enables コマンドの要求データおよび応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

このフィールドは、電源投入時とシステムリセット時に xxxx_100xb に設定されます。 実装で受
信メッセージキューの割り込みを有効/無効にすることが許可されている場合、ビット 0 のデフォ
ルトを 0b にする必要があります。
[7]

OEM 2 有効

[6]

OEM 1 有効

[5]

OEM 0 有効

[4]

予約済み

[3]

1b =

システムイベントのログ記録を有効にします（SEL へのイベント
のログ記録を有効/無効にします。ただし、システムインターフェ
イス経由で受信されたイベントを除きます。システムインターフェ
イス経由のイベントの受信とログ記録は常に有効になっていま
す）。SEL のログ記録は、MC の電源が最初に投入されたときに
デフォルトで有効になります。 システムのリセット時および電源
投入時にこのデフォルト状態も復元することをお勧めします。

[2]

1b =

イベントメッセージバッファーを有効にします。 1 が書き込まれ
た場合は、エラー完了コードが返されています。イベントメッセー
ジバッファーはサポートされていません。

[1]

1b =

イベントメッセージバッファーフルの割り込みを有効にします。

[0]

1b =

受信メッセージキューの割り込みを有効にします（このビットで
KCS 通信の割り込みを有効または無効のどちらにするかも制御し
ます。実装は、この割り込みを常に有効にしておくことができま
す）。

汎用のシステム管理ソフトウェアは、get BMC global enables
および set BMC global enables コマンドを使用して、
「read-modifywrite」を実行し、このビットが変更されないように
する必要があります。

注記: イベントメッセージバッファーフルまたは受信メッセージキューの割り込みがサポートさ
れていない場合、実装は、その割り込みを有効にする試みが行われたときに set BMC global
enables コマンドに対して CCh エラー完了コードを返すことができます（この実装をお勧めし
ます）。 また、実装はコマンドを受け入れることができますが、get BMC global enables
内の対応するビットに対して 0b を返す必要があります。
応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード

Get BMC global enables コマンド
説明
•
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このコマンドは、MC で使用できます。

コマンドの仕様

•

このコマンドを使用して、グローバル有効の現在の設定を取得します。 OEM 0、OEM 1、
および OEM 2 の各フラグは、OEM/システムインテグレーターが定義できます。 汎用の
システム管理ソフトウェアはこれらのビットを無視する必要があります。

表 14 Get BMC global enables コマンドの応答データ
応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

[7]

1b =

OEM 2 が有効です

[6]

1b =

OEM 1 が有効です

[5]

1b =

OEM 0 が有効です

[4]

予約済み

[3]

1b =

システムイベントのログ記録が有効です

[2]

1b =

イベントメッセージバッファーが有効です

[1]

1b =

イベントメッセージバッファーフルの割り込みが有効です

[0]

1b =

受信メッセージキューの割り込みが有効です（このビットは、KCS 通信
の割り込みが有効または無効のどちらになっているかも示します）。

受信メッセージキューまたはイベントメッセージフルの割り込みが実装されていない場合、対応
する割り込み有効のステータスビットは 0b として返される必要があります。

Clear message flags コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、未読のデータを受信メッセージキューまたはイベントメッセー
ジバッファーからフラッシュします。 また、関連付けられているバッファーフル/メッセー
ジ使用可能の各フラグがクリアされます。 詳しくは、「Get message flags コマンド 」
(38 ページ) を参照してください。

表 15 Clear message flags コマンドの要求データおよび応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

[7]

1b =

OEM 2 をクリアします

[6]

1b =

OEM 1 をクリアします

[5]

1b =

OEM 0 をクリアします

[4]

予約済み

[3]

1b =

[2]

予約済み

[1]

1b =

イベントメッセージバッファーをクリアします

[0]

1b =

受信メッセージキューをクリアします

ウォッチドッグタイムアウト前の割り込みフラグをクリアします

受信メッセージキューまたはイベントメッセージフルの割り込みが実装されていない場合、対応
する割り込み有効のステータスビットは 0b として返される必要があります。

標準コマンド仕様
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表 15 Clear message flags コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード。 イベントメッセージバッファーフラグのクリアが試みられたときに、イベントメッ
セージバッファーがサポートされていない場合、実装はエラー完了コードを返す必要はありませ
ん。

Get message flags コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、現在のメッセージ使用可能状態を取得します。 OEM 0、OEM
1、および OEM 2 の各フラグは、OEM/システムインテグレーターが定義できます。 汎用
のシステム管理ソフトウェアはこれらのビットを無視する必要があります。

表 16 Get message flags コマンドの応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード

2

フラグ
[7]

1b =

OEM 2 データが使用可能です。

[6]

1b =

OEM 1 データが使用可能です。

[5]

1b =

OEM 0 データが使用可能です。

[4]

予約済み。

[3]

1b =

[2]

予約済み。

[1]

1b =

イベントメッセージバッファーがフルです。 イベントメッセージバッファー
がサポートされていない場合や、イベントメッセージバッファーが無効の
場合は、0 として返されます。

[0]

1b =

受信メッセージが使用可能です。 受信メッセージキューから 1 つまたは複
数のメッセージを読み取る準備ができています。

ウォッチドッグタイムアウト前の割り込みが発生しました。

Enable message channel receive コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、特定のメッセージチャネルから受信メッセージキューへのメッ
セージの受信を有効および無効にします。 このコマンドは、SMS が意図するチャネルか
らのみメッセージを受信できるメカニズムを提供します。また、特定のチャネルで、要求
により受信メッセージキューが誤って満杯になったか、故意に満杯にされた場合の無効メ
カニズムを提供します。 これは、該当のチャネルでの SMS のデータ送信能力に影響を及
ぼしません。

使用法の詳細
•
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デフォルトでは、SMS メッセージチャネルのみが有効になっています。 他のすべてのチャ
ネルは、必要に応じて、BIOS またはシステムソフトウェアを使用して明示的に有効にす
る必要があります。 受信が無効になっているために SMS への要求メッセージが拒否され
た場合は、あて先使用不能の完了コードを返すことをお勧めします。

コマンドの仕様

表 17 Enable message channel receive コマンドの要求データおよび応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

チャネル番号
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号
チャネル状態

2

• [7:2] — 予約済み
• [1:0]

◦

00b = チャネルを無効にします

◦

01b = チャネルを有効にします

◦

10b = Gen チャネルの有効/無効の状態

◦

11b = 予約済み

応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード

2

チャネル番号
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号
チャネル状態

3

• [7:1] — 予約済み
• [0]

◦

1b = チャネルが有効です

◦

0b = チャネルが無効です

Get message コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、受信メッセージキューからデータを取得します。

使用法の詳細
•

ソフトウェアは、メッセージキューからすべてのメッセージを読み取ります。メッセージ
が、以前送信したメッセージへの期待される応答ではない場合でも読み取られます。 シス
テム管理ソフトウェアが応答と要求を一致させます。

•

get message コマンドには、メッセージとともに返される推定権限レベルが含まれます。
これにより、ソフトウェアごとに権限レベルと認証メカニズムを実装する必要がなくなる
可能性があります。 例：マルチセッションチャネルでユーザーが最大の「管理者」権限レ
ベルを使用してセッションをアクティブ化します。MD5 認証タイプがネゴシエートされ
ています。 そのユーザーレベルの認証は無効になります。 ユーザー権限以上の権限を持
つユーザーは、メッセージを LUN 10b に送信するか、send message コマンドを使用し
て、受信メッセージキューにメッセージを配置できます。 パケットの認証タイプが MD5
の場合、現在動作している、ユーザーの権限レベル（set session privilege level
標準コマンド仕様
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コマンドを使用して設定）に基づいて、パケットに推定権限レベルが割り当てられます。
パケットを送信する前にユーザーが権限レベルを「オペレーター」に設定している場合
は、パケットに「オペレーター」の推定権限レベルが割り当てられます。 つまり、set
session privilege level コマンドで設定された現在動作している権限に基づいて、
認証（署名）されたパケットに別の推定権限レベルを割り当てることができます。認証タ
イプ = なしのパケットでメッセージが受信された場合、パケットには「ユーザー」の推定
権限レベルが割り当てられます。これが、この種類の認証で受け入れられる最も低い権限
レベルであるためです。
•

ここで、オペレーティングシステムのソフトシャットダウンを要求するシステム管理ソフ
トウェアにメッセージを送信するための方法として、リモートユーザーが受信メッセージ
キューを使用したと仮定します。 メッセージの推定権限レベルは、認証されたメッセージ
として送信されたかどうかに基づいて、「オペレーター」または「ユーザー」になりま
す。 その後、SMS は、メッセージを受け入れて処理するかどうかを判断する処理の一環
として推定権限レベルを使用します。 シングルセッションチャネルの場合、推定権限レベ
ルは現在動作している権限レベルに常に設定されます。 セッションを使用しないチャネル
の場合、推定権限レベルは「なし」に設定されます。これは、IPMI で指定された認証が
メッセージの送信元のチャネルで動作していなかったことを示します。

表 18 Get message コマンドの応答データ
応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード。
汎用およびコマンド固有の完了コード：80h = データを使用できません（キュー/バッファーが
空）。 この完了コードの実装は必須です。 このコードを使用すると、システムソフトウェアで
メッセージバッファーフラグを常にチェックして受信メッセージキューにデータが残っていない
かどうかを確認する必要がなくなります。 OK または 80 以外の完了コードが返された場合、ソフ
トウェアはメッセージフラグを確認して、受信メッセージキューの空/空以外のステータスを取得
する必要があります。

2

チャネル番号
• [7:4] メッセージの推定権限レベル。
MC は、受信メッセージキューのメッセージを受信すると、次のように推定権限レベルをメッ
セージに割り当てます。
セッションベースのチャネルからメッセージを受信した場合、メッセージに最初に割り当てら
れる権限レベルは、activate session コマンド経由でネゴシエートされた、要求された最
大の権限レベルと一致する権限レベルです。
メッセージごとの認証が有効になっており、ユーザーレベルの認証が無効になっている場合、
MC は、受信した、認証タイプ = なしのメッセージに「ユーザー」レベルを割り当てます （メッ
セージごとのユーザーレベルの認証オプションはマルチセッションチャネルにのみ適用されま
す）。
その後、MC は、set session privilege level コマンドで設定された、現在のセッショ
ンの権限制限に基づいて、割り当てられた権限制限を必要に応じて下げます。
チャネルでセッションが使用されない場合（IPMB など）、MC は権限レベルに対して「なし」
を返します。
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◦

0h = なし（未指定）

◦

1h = コールバックレベル

◦

2h = ユーザーレベル

◦

3h = オペレーターレベル

◦

4h = 管理者レベル

◦

5h = OEM 独自のレベル

表 18 Get message コマンドの応答データ (続き)
応答データの
バイト番号

データフィールド
• [3:0] チャネル番号

3:N

メッセージデータ。 最大の長さと形式は、チャネルに関連付けられているプロトコルに依存しま
す。

次の表に、受信メッセージキューへのメッセージの配置に使用されたチャネルタイプとチャネ
ルプロトコルに従って、Get message 応答からのメッセージデータフィールドの内容を示しま
す。
表 19 Get message のデータフィールド
送信元のチャネルタ
イプ
1

2

IPMB（I C）

チャネルプロトコル
1

IPMB

受信した要求（RQ）および応答（RS）のメッ
セージデータ
RQ：netFn/rsLUN、chk1、rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：netFn/rqLUN、chk1、rsSA、rqSeq/rsLUN、
cmd、完了コード、< データ >、chk2

4

802.3 LAN

IPMB

RQ：セッションハンドル、rsSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rqSWID または rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：セッションハンドル、rqSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rsSWID または rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2

5

非同期。シリアル/モ IPMB（基本モード、ターミナ RQ：セッションハンドル、rsSWID、
デム（RS-232）
ルモード、および PPP モー
netFn/rsLUN、chk1、rqSWID または rqSA、
ド）
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：セッションハンドル、rqSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rsSWID または rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2
注記: LUN 10b を使用してターミナルモード
のリモートコンソールから SMS にメッセージを
配信する場合、MC は、SWID および LUN の固
定値をメッセージに挿入します。 リモートコン
ソールからのメッセージは、常に、送信元とし
て SWID 40h（81h）LUN 00b が設定され、送信
先として SMS SWID 20h（41h）LUN 00b が設
定されて返されます。

6

他の LAN

IPMB

RQ：セッションハンドル、rsSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rqSWID または rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：セッションハンドル、rqSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rsSWID または rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2

7

PCI SMBus

8

SMBus v1.0/1.1

9

SMBus v2.0

10

USB 1.x 用に予約済
み

IPMI SMBus

RQ：rsSA、Netfn(even)/rsLUN、00h、rqSA、
rqSeq/rqLUN、CMD、< データ >、PEC
RS：rqSA または rqSWID、NetFn(odd)/rqLUN、
00h、rsSA または rsSWID、rqSeq/rsLUN、
CMD、完了コード、< データ >、PEC

n/a

n/a
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表 19 Get message のデータフィールド (続き)
送信元のチャネルタ
イプ

チャネルプロトコル

受信した要求（RQ）および応答（RS）のメッ
セージデータ

11

USB 2.x 用に予約済
み

n/a

n/a

12

システムインター
フェイス

BT、KCS、SMIC

RQ：セッションハンドル、rsSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rqSWID または rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：セッションハンドル、rqSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rsSWID または rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2

1

このメッセージデータは、先頭のスレーブアドレスを除外した IPMB メッセージ形式と一致します。 形式にはチェッ
クサムが含まれます。 このチェックサムを確認するには、[IPMB] によってチェックサムが計算されたときにスレー
ブアドレスとして値 20h（MC スレーブアドレス）が使用されたかのように、チェックサムを計算する必要がありま
す。 IPMB が送信元のバスとして含まれており、IPMB がチャネルプロトコルとして使用されている場合、受信メッ
セージキューデータのチェックサム計算では、20h が常に使用されます。

Send message コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

send message コマンドを使用して、チャネル間、および SMS と特定のチャネル間で
IPMI メッセージをブリッジします。

注記: IPMI v2.0 には、send message コマンドが更新され、メッセージを認証または暗号
化して送信する必要があるかどうかを示す機能が含まれました（認証および暗号化またはその
どちらかがサポートされ構成されているチャネルをターゲットとします）。
表 20 Send message コマンドの要求データおよび応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

チャネル番号
[7:6]
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00b =

追跡なし。 MC は、選択されたチャネルに合わせてメッセージを再フォー
マットしますが、送信元のチャネル、シーケンス番号、またはアドレス情
報を追跡しません。 通常、このオプションを使用するのは、ソフトウェア
がシステムインターフェイスから別のメディアにメッセージを送信する場
合です。 通常、ソフトウェアは、システムインターフェイスから別のチャ
ネル（IPMB など）にメッセージを送信する場合、追跡なしを使用します。
この場合、ソフトウェアは、カプセル化されたメッセージが別のチャネル
で表示された場合にそのメッセージが MC LUN 10b から直接送信されたよ
うに表示されるようにフォーマットします。 詳しくは、「MC LUN 10b」
(197 ページ) を参照してください。

01b =

要求を追跡します。 MC は、送信元のチャネル、シーケンス番号、および
リクエスターのアドレス情報を記録し、送信先のチャネルのプロトコルに
合わせてメッセージを再フォーマットします。 応答が返されると、MC
は、リクエスターの情報を調べ、フレーム化と送信先のアドレス情報を使
用して応答メッセージをフォーマットし、応答を再フォーマットしてリク
エスターに返します。 このオプションは、SMS 以外（システムインター
フェイス以外）のチャネルから IPMI 要求メッセージを配信する場合に使
用します。 詳しくは、「応答追跡のある Send Message コマンド」 (197 ペー
ジ) を参照してください。

10b =

raw を送信します（オプション）。 このオプションは、主にテスト目的で
提供されています。 また、独自のメッセージング用に使用される場合があ
ります。 MC は、単に、IPMI メッセージデータの代わりにカプセル化した

表 20 Send message コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
データを、選択されたチャネルに配信するだけです。 チャネルでセッショ
ンが使用されている場合、メッセージデータフィールドの最初のバイトは
セッションハンドルである必要があります。 特定のチャネルに対してこの
オプションの使用が試みられたときに、このオプションがサポートされて
いない場合、MC は必ずゼロ以外の完了コードを返します。 この条件で
は、完了コード CCh を返すことをお勧めします。

[5]

[4]

11b =

予約済み

1b =

暗号化したメッセージを送信します。 この暗号化を使用できない場合、
MC はエラー完了コードを返します。

0b =

暗号化の必要なし。 特定のセッションでこのオプションを使用できる場
合、メッセージが暗号化されずに送信されます。 このオプションを使用で
きない場合、メッセージは暗号化されて送信されます。

1b =

メッセージを認証して送信します。 この認証を使用できない場合、MC は
エラー完了コードを返します。

0b =

認証の必要なし。 認証を使用するかどうか、およびターゲットのチャネル
が次のように IPMI v1.5 または IPMI v2.0/RMCP+ のどちらのセッションを
実行しているかによって、動作は異なります。
• IPMI v1.5 セッションのデフォルトでは、セッションでこのオプション
を使用できる場合に、メッセージが認証されて送信されます。
• IPMI v2.0/RMCP+ セッションでは、セッションでこのオプションを使
用できる場合にメッセージが認証されずに送信されます。 このオプショ
ンを使用できない場合、メッセージは認証されて送信されます。

[3:0]

メッセージを送信するためのチャネル番号

2:N

メッセージデータ。 形式はターゲットのチャネルタイプによって異なります。

要求データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード
汎用および追加のコマンド固有の完了コード：80h = 無効なセッションハンドル。 セッションハ
ンドルが、このチャネルで現在アクティブなセッションと一致しません。
2

チャネルのメディアが IPMB、SMBus、または PCI 管理バスの場合（低レベルの I C または SMBus
デバイスへのアクセスが必要なアプリケーションではこのステータスをお勧めします）、次のよ
うになります。
• 81h = アービトレーションが失われた
• 82h = バスエラー
• 83h = 書き込みでの NAK
（2:N）

応答データ
このデータが存在するのは、send message コマンドを使用して、IPMB または PCI 管理バスか
ら、LAN、シリアル/モデムなど、他のチャネルに要求を送信した場合です。 システムインター
フェイス経由で配信された send message コマンドの応答にはこのデータは存在しません。

注記: MC は、send message 内でカプセル化されたメッセージを解析せず、カプセル化さ
れたメッセージにどの権限レベルを関連付ける必要があるかを認識していません。 したがっ
て、send message コマンドを使用してセッションに送信されたメッセージが、セッション
のアクティブ化時にネゴシエートされた認証タイプを使用して常に出力されます。
以下の表に、send message コマンドを使用して IPMI メッセージを別のチャネルタイプに配
信する場合のメッセージデータフィールドの内容を示します。 ほとんどの場合、メッセージ

標準コマンド仕様
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データフィールドが従うメッセージ情報形式は IPMB のメッセージ情報形式と同じですが、通
常、次の 2 つの例外があります。
•

メッセージを物理スレーブデバイスなしのチャネルに配信する場合、SWID フィールドが
スレーブアドレスフィールドに取って代わります。

•

セッションをサポートしているチャネルにメッセージを配信する場合、メッセージデータ
の最初のバイトにセッションハンドルが保持されます。

表 21 Send message のデータフィールド
ターゲットのチャネ
ルタイプ
1

2

IPMB（I C）

ターゲットのチャネルプロト
コル

送信する要求（RQ）および応答（RS）のメッ
セージデータ

IPMB

RQ：rsSA、netFn/rsLUN、chk1、rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：rqSA、netFn/rqLUN、chk1、rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2

4

802.3 LAN

IPMB+ セッションヘッダー

1

RQ：セッションハンドル 、rsSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rqSWID または rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
1

RS：セッションハンドル 、rqSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rsSWID または rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2
5

1

非同期。シリアル/モ IPMB（基本モード、ターミナ RQ：セッションハンドル 、rsSWID、
デム（RS-232）
ルモード、および PPP モー
netFn/rsLUN、chk1、rqSWID または rqSA、
ド）
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
1

RS：セッションハンドル 、rqSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rsSWID または rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2
注記: ターミナルモードでは、リモートコン
ソール用の 1 つの固定の SWID が含まれます。
send message を使用してターミナルモードの
リモートコンソールにメッセージを配信するソ
フトウェアは、自身の SWID またはスレーブア
ドレスを要求または応答の送信元として使用し、
ターミナルモードの SWID（40h）を送信先とし
て使用する必要があります。
6

他の LAN

IPMB

1

RQ：セッションハンドル 、rsSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rqSWID または rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
1

RS：セッションハンドル 、rqSWID、
netFn/rsLUN、chk1、rsSWID または rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2
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7

PCI SMBus

8

SMBus v1.0/1.1

9

SMBus v2.0

10

USB 1.x 用に予約済
み

コマンドの仕様

IPMI SMBus

RQ：rsSA、netFn/rsLUN、chk1、rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：rqSA、netFn/rqLUN、chk1、rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2

n/a

n/a

表 21 Send message のデータフィールド (続き)
ターゲットのチャネ
ルタイプ

ターゲットのチャネルプロト
コル

送信する要求（RQ）および応答（RS）のメッ
セージデータ

11

USB 2.x 用に予約済
み

n/a

n/a

12

システムインター
フェイス

RQ：rsSA、netFn/rsLUN、chk1、rqSA、
rqSeq/rqLUN、cmd、< データ >、chk2
RS：rqSA、netFn/rqLUN、chk1、rsSA、
rqSeq/rsLUN、cmd、完了コード、< データ >、
chk2
注記: MC は、受信メッセージキューにメッ
セージを入れるときに、セッションハンドルの
情報を追加します。

1

セッションハンドルは、特定のチャネル上の特定のアクティブセッションを識別します。 MC は、新しいセッショ
ンがアクティブ化されるたびに異なる値を割り当てます。 通常の実装は、割り当てられた最後の値を記録しており、
activate session コマンドが受け入れられたときに、値をインクリメントして、その値を新しいアクティブセッ
ションに割り当てます。 チャネルでセッションがサポートされていることを get channel info コマンドで示す
場合、ソフトウェアはチャネル用にこのフィールドを含める必要があります。

Get system GUID コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

強く推奨されるこのオプションのコマンドを使用して、管理対象システムの GUID（UUID
とも呼ばれる）を返し、リモート検出プロセスおよび他の操作をサポートできます。

使用法の詳細
•

ID の形式は、[RFC 4122] で指定されているオクテット形式に従います。 [RFC4122] で
は、4 つの異なるバージョンの UUID 形式と、IPMI 内の GUID に適した生成アルゴリズム
が規定されています。

◦

時間ベース：バージョン 1（0001b）

◦

名前ベース：
–

バージョン 3（0011b）、MD5 ハッシュ

–

バージョン 4（0100b）、疑似ランダム

–

バージョン 5、SHA1 ハッシュ

[SMBIOS] では、UUID の生成に関する特定の仕様またはバージョンが規定されていませ
ん。 一般には、これが未指定の場合、新しいシステム実装については、IPMI 仕様により
バージョン 1 の形式が推奨されます。 ただし、バージョン 3、4、または 5 の形式も使用
できます。 システムの GUID をシステムの有効期間を通して変更しないでください。
•

別のシステムに移動できるリムーバブルカードに MC を搭載する場合、カードのベンダー
またはシステムベンダーは、新しいシステム GUID を生成するメカニズムまたは特定のシ
ステムから SMBIOS UUID を取得するメカニズムを提供する必要があります。

•

通常、GUID はシステムに永続的に割り当てられるため、GUID の構成または変更ができ
るインターフェイスは指定されていません。 [SMBIOS] をサポートするシステムの場合、
MC から返されるシステム GUID は、SMBIOS のシステム情報（タイプ 1）レコード内の
UUID フィールドの値と一致する必要があります。

•

次の表で示されているセッションヘッダー（セッション要求データおよびセッション応答
データ）の値は、アクティブセッションの外側で get system GUID コマンドを実行す
標準コマンド仕様
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るために使用する値を示しています。 アクティブセッションの外側では、get system GUID
は常に受け入れられます。 アクティブセッションのコンテキスト内で get system GUID
コマンドを実行することもできます（コールバックよりも高い権限でユーザーが操作して
いる場合）。 アクティブセッションのコンテキストで get system GUID コマンドを実
行する場合、そのセッションに対してネゴシエートされた認証、セッション ID、および
セッションシーケンス番号の情報に従って、セッションヘッダーフィールドに正しい値を
含める必要があります。
セッションヘッダーフィールドの要求データおよび応答データ（セッションのアクティブ化の
前に使用する場合）
•

認証タイプ = NONE

•

セッションシーケンス番号 = null（0）

•

セッション ID = null（0）

•

AuthCode = 存在しない

表 22 Get system GUID コマンドの応答データ
応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード

2:17

GUID バイト 1～16。

Set system info parameters コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、システム名、BIOS/システムのファームウェアリビジョン情報
など、システム情報に関するパラメーターを設定します。

表 23 Set system info parameters コマンドの要求データおよび応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

パラメーターセレクター

2:n

構成パラメーターデータ（表 25 (47 ページ)を参照）

応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード。 汎用コードと以下のコマンド固有の完了コード：
• 80h = パラメーターがサポートされていません
• 81h = 「設定完了」状態にない場合に、「設定中」の値（パラメーター #0 内）を設定しよう
としました。 （この完了コードにより、別のユーザーがパラメーターをすでに要求しているこ
とを認識できます）。
• 82h = 読み取り専用パラメーターの書き込みが試みられました

Get system info parameters コマンド
説明
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•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、set system info parameters コマンドからのシステム情報パラ
メーターを取得します。
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表 24 Get system info parameters コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

[7]
• 0b = パラメーターを取得します
• 1b = パラメーターリビジョンのみを取得します
[6:0] — 予約済み

2

パラメーターセレクター

3

設定セレクター。 特定のパラメーターセレクター値に特定のパラメーターセットを選択します。
パラメーターが設定セレクターを使用しない場合は 00h。

4

ブロックセレクター（パラメーターでブロック番号が必要ない場合は 00h）

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード
汎用のコードおよびコマンド固有の完了コード：80h = パラメーターがサポートされていませ
ん。

2

[7:0] — パラメーターのリビジョン。 形式：
• MSN = 現在のリビジョン
• LSN = 下位互換性がある最も古いリビジョンパラメーター
• この仕様内のパラメーターの場合は 11h

「パラメーターリビジョンのみを取得する」ビットが 1b の場合、次のデータバイトは返されません。
3:N

構成パラメーターデータ（「システム情報パラメーター」 (47 ページ) を参照）。 ロールバック
機能が実装されている場合、「設定中」状態が「アサート済み」になると、MC は既存のパラ
メーターのコピーを作成します （設定中パラメーター #0 を参照）。 「設定中」状態がアクティ
ブになっている間に、MC は、このパラメーターのコピーからのデータに加えて、データに加え
られた未コミットの変更を返します。 それ以外の場合、MC は不揮発性ストレージからパラメー
ターデータを返します。

表 25 システム情報パラメーター
1

パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

設定中（揮発性）

0

データ 1 - このパラメーターは、次のパラメーターがアップデート中である
場合やアップデートが完了した場合に使用します。 このビットは主に、他
のソフトウェアまたはユーティリティがデータを変更中であることをソフト
ウェアに警告することを目的として提供されています。
実装で、この情報を使用するロールバック機能を提供して、以前の構成情報
にロールバックするか、構成の変更を受け入れるかを決定することもできま
す。
ロールバック機能を使用した場合、ロールバックによってすべてのパラメー
ターが以前の状態に復元されます。 それ以外の場合、書き込みが実行され
たときに変更が有効になります。
[7:2]

予約済み

[1:0]

00b =

設定完了。 「設定中」がアクティブの間に、
システムのリセットや電源切断状態への移行が
発生した場合、MC は「設定完了」状態になり
ます。 ロールバックが実装されている場合、
「書き込みコミット」を最初に行わずに直接
「設定完了」に移行すると、保留中のすべての
書き込みデータが破棄されます。

標準コマンド仕様
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表 25 システム情報パラメーター (続き)
パラメーター

#

システムファームウェアの 1
バージョン

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
01b =

設定中。何らかのユーティリティまたは他のソ
フトウェアがパラメーターデータへの書き込み
を現在実行していることを示します。 これは
単なる通知フラグであり、リソースロックでは
ありません。 これらのビット上に「設定中」
の値が存在するときに他のソフトウェアがパラ
メーターデータを書き込むことを禁止するイン
ターロックメカニズムを MC は提供しません。

10b =

書き込みコミット（オプション）。 これは、
ロールバックが実装されている場合にのみ使用
します。 MC は、「設定中」であった最後の時
点から「設定中」状態に移行した時点までに書
き込まれたデータを保存します。 このオプショ
ンがサポートされていない場合、エラー完了
コードが返されます。

11b =

予約済み

システムファームウェアのバージョンの、テキスト形式の文字列。 バージョ
ン情報を表すのに複数の文字列を必要とするシステムファームウェアでは、
デリミターを使用して各文字列を区切ることができます。デリミターとし
て、ASCII+LATIN1 および UTF-8 でエンコードされた文字列データでは 00h
を使用し、UNICODE でエンコードされた文字列データでは 0000h を使用
します。 非 EFI のシステムファームウェアを使用する IA32 および EMT64
では、ストレージの 4 つのブロック（64 バイト）を提供することをお勧め
します。 EFI ベースのシステムでは、256 バイトの使用をお勧めします。
注記: POST 中にこのパラメーターが現在のファームウェアバージョンに
おいて最新であるかどうかをチェックし、最新でない場合は自動的に更新す
るルーチンをシステムファームウェアにオプションで含めることができま
す。 また、実装は、システムファームウェアの更新が実行されたときにこ
のパラメーターを自動的に更新するように選択することもできます。
データ 1

セレクターの設定 = アクセスする 16 バイトのデータブロック番
号。0 を基準とします。 必要な文字列データ用の 2 つのデータ
ブロック（32 バイト）。3 つ以上の使用をお勧めします。 有効
な文字の数は、文字列データバイト 1 で選択されたエンコード
によって異なります。

データ
2:17

システムファームウェア名の文字列データ用の 16 バイトのブ
ロック
文字列データの最初のブロック（セレクターの設定 = 0）では、
最初の 2 バイトが文字列のエンコードおよびその全体の長さ（以
下を参照）を示します。
文字列データバイト 1：
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — エンコード

◦

0h = ASCII+Latin1

◦

1h = UTF-8

◦

2h = UNICODE

◦

その他すべて = 予約済み

文字列データバイト 2：
• [7:0] — 文字列の長さ（バイト単位、1 を基準とします）
システム名
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2

システム名。 MC に関連付けられるシステム全体の名前。 これは、システ
ムで使用される他の名前と一致しても一致しなくてもかまいません。

表 25 システム情報パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
データ 1

セレクターの設定 = アクセスする 16 バイトのデータブロック番
号。0 を基準とします。 必要な文字列データ用の 2 つのデータ
ブロック（32 バイト）。3 つ以上の使用をお勧めします。 有効
な文字の数は、文字列データバイト 1 で選択されたエンコード
によって異なります。

データ
2:17

システム名の文字列データ用の 16 バイトのブロック
文字列データの最初のブロック（セレクターの設定 = 0）では、
最初の 2 つの文字列データバイトが文字列のエンコードおよび
その全体の長さ（以下を参照）を示します。 文字列の長さを越
える任意のバイト用に設定または使用される必須の値はありま
せん。
文字列データバイト 1：
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — エンコード

◦

0h = ASCII+Latin1

◦

1h = UTF-8

◦

2h = UNICODE

◦

その他すべて = 予約済み

文字列データバイト 2：
• [7:0] — 文字列の長さ（バイト単位、1 を基準とします）
プライマリオペレーティン 3
グシステムの名前（不揮発
性）

プライマリオペレーティングシステムの名前。 システムファームウェアの
デフォルト構成に従ってシステムがこの MC 用のブートを行うときのブー
ト元の OS。 複数の物理パーティションが含まれている可能性のあるシステ
ムでは、これは、特定の MC を保持するパーティションの OS を反映しま
す。 仮想マシン機能を使用しているシステムの場合（複数の仮想システム
で 1 つの物理 MC が共有されている可能性があります）、この値を使用し
て仮想マシンモニター（VMM）ソフトウェアまたは VMM タイプを保持す
ることをお勧めします。
データ 1

セレクターの設定 = アクセスする 16 バイトのデータブロック番
号。0 を基準とします。 必要な文字列データ用の 2 つのデータ
ブロック（32 バイト）。3 つ以上の使用をお勧めします。 有効
な文字の数は、文字列データバイト 1 で選択されたエンコード
によって異なります。

データ
2:17

システム名の文字列データ用の 16 バイトのブロック
文字列データの最初のブロック（セレクターの設定 = 0）では、
最初の 2 バイトが文字列のエンコードおよびその全体の長さ（以
下を参照）を示します。 文字列の長さを越える任意のバイト用
に設定または使用される必須の値はありません。
文字列データバイト 1：
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — エンコード

◦

0h = ASCII+Latin1

◦

1h = UTF-8（ls バイト先頭）

◦

2h = UNICODE（ls バイト先頭）

◦

その他すべて = 予約済み

標準コマンド仕様
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表 25 システム情報パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
文字列データバイト 2：

• [7:0] — 文字列の長さ（バイト単位、1 を基準とします）
オペレーティングシステム 4
名（揮発性）

現在のオペレーティングシステム名。 現在動作しており、この MC のシス
テムインターフェイスにアクセスできるオペレーティングシステムの名前。
MC は、システムの電源再投入時およびリセット時にこの文字列の長さをゼ
ロにすることでこの値を自動的にクリアします。
複数の物理パーティションが含まれている可能性のあるシステムでは、これ
は、特定の MC を保持するパーティションの OS を反映します。 仮想マシ
ン機能を使用しているシステムの場合（複数の仮想システムで 1 つの物理
MC が共有されている可能性があります）、この値を使用して仮想マシンモ
ニター（VMM）ソフトウェアまたは VMM タイプを保持することをお勧め
します。
データ 1

セレクターの設定 = アクセスする 16 バイトのデータブロック番
号。0 を基準とします。 必要な文字列データ用の 2 つのデータ
ブロック（32 バイト）。3 つ以上の使用をお勧めします。 有効
な文字の数は、文字列データバイト 1 で選択されたエンコード
によって異なります。

データ
2:17

システム名の文字列データ用の 16 バイトのブロック
文字列データの最初のブロック（セレクターの設定 = 0）では、
最初の 2 バイトが文字列のエンコードおよびその全体の長さ（以
下を参照）を示します。 文字列の長さを越える任意のバイト用
に設定または使用される必須の値はありません。
文字列データバイト 1：
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — エンコード

◦

0h = ASCII+Latin1

◦

1h = UTF-8

◦

2h = UNICODE

◦

その他すべて = 予約済み

文字列データバイト 2：
• [7:0] — 文字列の長さ（バイト単位、1 を基準とします）
OEM
1

192 …
255

この範囲を、特別な OEM システム情報パラメーターで使用できます。

特に明記されていない限り、不揮発性パラメーターのシステム製造時デフォルトの選択はシステム製造者に委ねら
れます。

Master write-read コマンド
説明
•

このコマンドを使用して、IPMB、または管理コントローラーの背後にあるプライベート
2
バスに対して、I C/SMBus の低レベルの書き込みアクセス、読み取りアクセス、または書
き込み-読み取りアクセスを行うことができます。 このコマンドを使用して、SMBus ス
レーブインターフェイスを提供するデバイスへの低レベルのアクセスを提供することもで
きます。
注記:
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HPE iLO では、このコマンドを LAN 経由で使用できません。

表 26 Master write-read コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求デー データフィールド
タのバイト番
号
バス
ID：

1

[7:4]

チャネル番号（バスタイプ = 1b の場合は無視されます）

[3:1]

バス ID。0 を基準とします（パブリックバス（[bus type=0b]）では常に 000b）

[0]

バスタイ
プ：
0b =

パブリック（IPMB または PIC 管理など）バス。チャネル番号の値を使用
してターゲットのバスを選択します。

1b =

プライベートバス（バス ID の値を使用してターゲットのバスを選択しま
す）

最大要求権限レベル

2

[7:1]

スレーブアドレス

[0]

予約済み。 0 を書き込みます。

3

読み取りカウント。 読み取るバイト数。1 を基準とします。 0 は、読み取るバイト数に相当しま
せん。 最大読み取りカウントは 34 バイト以上にする必要があります。 これにより、SMBus ブ
ロックの読み取りでこのコマンドを使用できます。 これは、コマンドで SMBus または IPMB へ
のアクセスを提供する場合に必要です。 それ以外の場合で、FRU SEEPROM デバイスへのアク
セスが可能であれば、31 バイト以上をサポートする必要があります。 アクセス先のどのデバイス
も推奨最小値を処理できない場合、これより少ないバイト数をサポートする実装をサポートでき
ます。

4:N

書き込みデータ。 このコマンドは、35 バイト以上の書き込みデータをサポートする必要がありま
す。 これによりこのコマンドを、PEC を使用して SMBus ブロック書き込みを行うために使用で
きます。 それ以外の場合で、FRU SEEPROM デバイスへのアクセスが可能であれば、31 バイト
以上をサポートする必要があります。 推奨される最小量を処理できるデバイスがない場合、実装
によって少ないバイトをサポートできるようにすることができます。

IPMI 応答デー データフィールド
タのバイト番
号
完了コード

1

管理コントローラーはサポートされていないバスにアクセスしようとした場合、エラー完了コー
ドを返すものとします。これは、汎用的な応答ですが、コマンドの固有の次のコードも含まれる
場合があります。
• 81h— アービトレーションロスト
• 82h— バスエラー
• 83h— 書き込み時 NAK
• 84h— 不完全な読み取り
（2:M）

指定されたスレーブアドレスからの読み取りバイト数 読み取りカウントが 0 の場合はこのフィー
ルドに値は入りません。 コントローラーは、リクエストされたバイト数を読み取った後に STOP
2
状態で I C を終了します。

get channel authentication capabilities コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

標準コマンド仕様
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•

このコマンドは、非認証（クリア）形式で送信されます。 このコマンドは、メッセージの
送信元のチャネル、または特定のチャネルに関する情報を取得するために使用します。 コ
マンドは、特定の権限レベルの認証アルゴリズムのサポートを返します。

使用法の詳細
•

セッションをアクティブ化する場合、このコマンドで渡される権限レベルは、通常、後続
の activate session コマンド用に使用されているものと同じ最大要求権限レベルで
す。

•

チャネルの IP ベースの MC の実装は、IPMI v1.5 パケットフォーマットを使用して get
channel authentication capabilities コマンドをサポートする必要があります。
IPMI v2.0 RMCP+ をサポートする BMC は IPMI v2.0/RMCP+ フォーマットを使用してこ
のコマンドをサポートする必要があります。

•

get channel authentication capabilities のコマンドは、セッションがタイム
アウトしないようにノーオペレーションの"ping"として使用することもできます。

セッションヘッダーフィールドの要求データおよび応答データ（セッションのアクティブ化の
前に使用する場合）
•

認証タイプ = なし / ペイロードタイプ = IPMI Message

•

セッションシーケンス番号 = null（0）

•

セッション ID = null（0）

•

AuthCode = 存在しない

表 27 get channel authentication capabilities コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求デー データフィールド
タのバイト番
号
1

チャネル番号
[7]

2
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1b =

IPMI v2.0+ 拡張データを取得します。 指定のチャネルが認証をサポートし
ているが、RMCP+ をサポートしていない（シリアルチャネルなどの）場
合、応答データはバイト 4 のビット [5] = 0b を返し、バイト 5 は 01h を返
します。

0b =

IPMI v1.5 と下位互換性があります。 結果応答データはバイト 1:9 のみを
返し、バイト 3 のビット [7]（認証タイプのサポート）とバイト 4 のビッ
ト [5] は 0b、バイト 5 のビット [5] は 00h を返します。

[6:4]

予約済み

[3:0]

チャネル番号
0hBh、Fh
=

チャネル番号

Eh =

この要求の発行元のチャネルに関する情報を取得します。

最大要求権限レベル
[7:4]

予約済み

[3:0]

要求権限レベル
0h =

予約済み

1h =

コールバックレベル

2h =

ユーザーレベル

3h =

オペレーターレベル

表 27 get channel authentication capabilities コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
4h =

管理者レベル

5h =

OEM 独自のレベル

IPMI 応答デー データフィールド
タのバイト番
号
1

完了コード

2

認証機能があるチャネル番号を返します。 要求のチャネル番号が Eh に設定されている場合、こ
こでは要求を受信したチャネルのチャネル番号を返します。

3

認証タイプのサポート。 最大要求権限レベルに対応する特定のチャネルの構成パラメーターか
ら、authentication type enable フィールドの設定を返します。
[7]

1b =

IPMI v2.0+ 拡張機能が利用可能。 以下の拡張機能フィールドを参照してく
ださい。

0b =

IPMI v1.5 のみサポート。

[6]

予約済み

[5:0]

特定の最大要求権限レベルで有効な IPMI v1.5 認証タイプ。
全ビット： 1b = サポート
0b = 認証タイプが使用できません

4

[5]

OEM 独自（RMCP ping の応答の IANA OEM ID によって識別される OEM
ごと）

[4]

単純なパスワード/キー

[3]

予約済み

[2]

MD5

[1]

MD2

[0]

なし

[7:6]

予約済み

[5]

KG ステータス（2 キーのログインステータス）。 v2.0/RMCP+ RAKP 認証のみに適用
されます。 そうでない場合、予約済みとして無視されます。
0b =

KG はデフォルトに設定されます（すべて 0）。 ユーザーキー KUID は
RAKP で KG の代わりに使用されます。 （セッションのアクティブ化には
KG についての情報は不要。）

1b =

KG はゼロ以外の値に設定されます。 （セッションのアクティブ化には KG
とユーザーパスワード（匿名ログインでない場合）の両方の情報が必要。）

次のビットが IPMI v1.5 および v2.0 に適用されます。
[4]

[3]

メッセージごとの認証ステータス
0b =

メッセージごとの認証が有効。 MC へのパケットはセッションのアクティ
ブ化に使用する認証タイプとユーザーレベルの認証設定ごとに認証する必
要があります。

1b =

メッセージごとの認証が無効。 セッションがアクティブ化された後は、
MC へのパケットではどの認証タイプも受け付けません。

ユーザーレベルの認証ステータス
0b =

ユーザーレベルの認証が有効。 ユーザーレベルのコマンドは、セッション
のアクティブ化に使用する認証タイプごとに認証する必要があります。
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表 27 get channel authentication capabilities コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
1b =
[2:0]

ユーザーレベルの認証は無効。 MC へのユーザーレベルのコマンドでは、
どの認証タイプも受け付けません。

匿名ログインステータス このパラメーターは、'null'のユーザー名を持つシステムにユー
ザーがあるかどうかをリモートコンソールに伝える値を返します。 これは、リモート
コンソールでユーザーにログインオプションを提示する方法をガイドする際に使用でき
ます。
[2]

1b = null でないユーザー名が有効。 （1 人または複数のユーザーが null で
はないユーザー名を持つことができます。）

[1]

1b = null のユーザー名が有効。 （null 以外のパスワードではなく、null の
ユーザー名を持つ 1 人または複数のユーザーが現在有効。）

[0]

1b = 匿名ログインが有効。 （null のユーザー名と null のパスワードを持つ
1 人のユーザーが現在有効。）

IPMI v1.5 の場合：- 予約済み

5

IPMI v2.0+ の場合：- 拡張機能
[7:2]

予約済み

[1]

1b =

チャネルは IPMI v2.0 接続をサポートしています。

[0]

1b =

チャネルは IPMI v1.5 接続をサポートしています。

6:8

OEM ID。 RMCP 用の特定の OEM 認証タイプが指定された OEM/組織の IANA エンタープライズ
番号。 最下位バイトが先。 利用できる OEM 認証タイプがない場合は 00h, 00h, 00h を返します。

9

OEM 補助データ。 RMCP 用 OEM 認証タイプに対する追加の OEM 固有の情報。 利用できる
OEM 認証タイプがない場合は 00h を返します。

get channel cipher suites コマンド
説明
•

このコマンドは MC とのセッションを確立する前に実行できます。

•

このコマンドは、サポートされている認証アルゴリズム、整合性アルゴリズム、機密保持
アルゴリズムを確認するために使用します。 アルゴリズムは「暗号スイート」としての組
み合わせで使用します。 このコマンドは、IPMI v2.0/RMCP+ セッションをサポートする
実装にのみ適用します。

使用法の詳細
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•

データは一度にアクセスされる 16 バイトで、リストインデックスフィールドの値 0 から
始まり、応答で 16 バイトのアルゴリズムデータよりも小さいデータ（またはアルゴリズ
ムデータなし）が返ってくるか、最大のリストインデックス値に到達するまで毎回リスト
インデックスフィールドをインクリメントする要求を繰り返したものです。

•

特定の暗号スイートは、特定の最大権限レベル以下でセッションを確立する場合にのみ使
用可能とすることができます。 そのため、たとえば「管理者」の権限レベルを持つ暗号ス
イートはどの権限レベルでも使用することができますが、ユーザーの権限レベルはユー
ザーまたはコールバックの最大要求権限レベルを持つセッションを確立する場合にのみ使
用することができます。

•

認証アルゴリズムではユーザーを認証するための手順を指定するので、これはセッション
の確立に欠かせません。 このため、認証アルゴリズム番号がすべての暗号スイートに必要
です。 特定の暗号スイートが整合性アルゴリズムまたは機密保持アルゴリズムの使用を指
定しないようにすることができます。 暗号スイートに「none」の整合性または機密保持
がある場合、セッションの確立にまったく同じ手順を使用します（セッション要求/応答の
開始、RAKP メッセージ）。ただし、整合性（AuthCode）や機密保持フィールドはその
セッションで送られるパケットに含まれません。

コマンドの仕様

表 28 get channel cipher suites コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求データ データフィールド
のバイト
チャネル番号

1

[7:4]

予約済み

[3:0]

チャネル番号
0h～Bh、Fh = チャネル番号
Eh = この要求が発行されたチャネルの情報を取得します。

ペイロードのタイプ

2

[7:6] - 予約済み
[5:0] - ペイロードタイプ番号
通常は 00h（IPMI）。
ペイロードタイプ番号は、特定のペイロードタイプの別のセッションを確立するときにセキュ
リティアルゴリズムのサポートを確認するために使用します。
リストインデックス

3

[7]

1b = 暗号スイート別にアルゴリズムをリストします
1

0b = サポートされるアルゴリズムをリストします
[6]

予約済み

[5:0]

リストインデックス（00h～3Fh）。 0h は 16 の最初のセットを選択し、1h は 16 の
次のセットを選択します。以下同様。
00h = アルゴリズム番号の最初のセットを取得します。 MC は、リストデータが 0 バ
イトを返すか 16 バイト未満になってリストデータが尽きるまで、インデックス 00h
から始まる 16 バイトをインデックスごとに一度に返します。

IPMI 応答データ データフィールド
のバイト
1

完了コード

2

チャネル番号
認証アルゴリズムが返されるチャネル番号。 要求でチャネル番号が Eh に設定された場合、こ
れは要求を受信したチャネルのチャネル番号を返します。

(3:18)

表 22-18 暗号スイートレコードフォーマットごとの暗号スイートレコードデータのバイト数。
レコードデータは「詰め込まれ」ており、レコード間にパッドバイトはありません。 レコード
データは複数のリストインデックスにまたがることができます。
MC は、リストデータが 0 になるか 16 バイト未満になってリストデータが尽きるまで、イン
デックス 00h から始まる 16 バイトをインデックスごとに一度に返します。

1

サポートされるアルゴリズムの番号をリストすると、MC が特定のチャネルでサポートするアルゴリズムごとのアル
ゴリズム番号のリストを返します。 各アルゴリズムが一つずつ続けてリストされます。 MC が特定の順序でアルゴ
リズム番号を返す必要はありません。

詳細情報
「暗号スイートレコード」(55 ページ)
「暗号スイート ID 番号」(56 ページ)
暗号スイートレコード
get channel cipher suites コマンドからのデータは、暗号スイートのレコードとして発行されま
す。 タグビットは、レコード内の異なるフィールドを区切るために使用されます。 各レコー
ドは「レコード開始」バイトから始まります。 このバイトは 30h または 31h で、暗号スイー
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ト ID か、または OEM 暗号スイート ID と OEM IANA に続いてレコード開始があることを示し
ます。
ヘッダーバイトの後に、暗号スイートを形成する異なるアルゴリズムのアルゴリズム番号バイ
トが続きます。 各バイトは、その番号のアルゴリズムのタイプでタグ付けされます。 暗号ス
イートレコードには、最初が認証アルゴリズムの番号、次が整合性アルゴリズムの番号で、最
後が機密保持アルゴリズムという順番でアルゴリズムをリストする必要があります。
暗号スイートレコードに特定のタイプの 1 つ以上のアルゴリズムがリストされている場合、い
ずれかのアルゴリズムを他のタイプと組み合わせて使用できます。 たとえば、暗号スイートの
応答が認証アルゴリズムと整合性アルゴリズムとして MD5 と MD2 の両方を返し、機密保持ア
ルゴリズムとして xRC4 を返す場合、許容される組み合わせは [MD2, MD2, xRC4]、[MD2, MD5,
xRC4]、[MD5, MD2, xRC4]、および [MD5, MD5, xRC4] です。 リモートコンソールは、セッ
ションの確立時にそれらの組み合わせに対してネゴシエーションが可能です。
表 29 暗号スイートレコードのフォーマット
サイ
ズ

タグ
ビット
[7:6]

2 また
は5

タグビット
[5:0]
このフィールドは、暗号スイートが標準暗号スイート ID または OEM 暗号スイートのどちらで
あるかによって、それぞれ「レコード開始」バイトである C0h または C1h から始まります。

標準暗号スイート ID
• バイト 1：
[7:0] = 1100_0000b. レコード開始、標準暗号スイート。
• バイト 2（レコード開始バイト C0h（1100_0000b）の後にデータが続く）：
暗号スイート ID— この値はプラットフォーム上で暗号スイートを数値で識別するために使
用します。 暗号スイートを有効および無効にするコマンドと構成パラメーターで使用しま
す。

OEM 暗号スイート
• バイト 1：
[5:0] = 1100_0001b — レコード開始、OEM 暗号スイート。
• バイト 2（レコード開始バイト C1h（1100_0001）の後にデータが続く）：
OEM 暗号スイート ID
バイト 3:5 - OEM IANA
最下位バイトが先。 暗号スイートを定義する OEM または組織の 3 バイト IANA。
1

00b

[5:0] = 認証アルゴリズムの番号。
暗号スイートは 1 つの認証アルゴリズムのみ使用できます。

var

01b

[5:0] = 整合性アルゴリズムの番号。

var

10b

[5:0] = 機密保持アルゴリズムの番号。

暗号スイート ID 番号
次の表に、暗号スイート ID の番号の範囲と割り当てを記載します。 暗号スイート ID の値は、
構成パラメーターと IPMI コマンド内の別の暗号スイートを識別するための方法として使用し
ます。
OEM ID は特定の暗号スイートとは対応していませんが、MC の特定の実装の暗号スイートを
識別するために使用できるハンドルです。たとえば、"80h"に対応する OEM 暗号スイートは
MC ごとに異なることがあります。 ただし、これらのハンドルは IPMI 定義の暗号スイート ID
と同様に構成パラメーターとコマンド内で使用できます。
get channel cipher suites コマンドは、特定の暗号スイートを形成するために使用されるアルゴ
リズムを返します（セッションを確立するためにコマンドのリモートコンソールでそれらの番
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号を使用できます）。 OEM 定義暗号スイートの場合は、get channel cipher suites コマンドは
暗号スイートを定義する OEM または組織の IANA も返します。
表 30 暗号スイート ID 番号
ID

特性

暗号スイート

認証アルゴリズム

整合性アルゴリズム 機密保持アルゴリズ
ム

0

パスワードなし

00h, 00h, 00h

RAKP-none

なし

なし

1

S

01h, 00h, 00h

RAKP-HMAC-SHA1 なし

なし

2

S、A

01h, 01h, 00h

3

S、A、E

01h, 01h, 01h

AES-CBC-128

4

S、A、E

01h, 01h, 02h

xRC4-128

5

S、A、E

01h, 01h, 03h

xRC4-40

6

S

02h, 00h, 00h

7

S、A

02h, 02h, 00h

8

S、A、E

02h, 02h, 01h

AES-CBC-128

9

S、A、E

02h, 02h, 02h

xRC4-128

10

S、A、E

02h, 02h, 03h

xRC4-40

11

S、A

02h, 03h, 00h

12

S、A、E

02h, 03h, 01h

AES-CBC-128

13

S、A、E

02h, 03h, 02h

xRC4-128

14

S、A、E

02h, 03h, 03h

xRC4-40

HMAC-SHA1-96

RAKP-HMAC-MD5 なし
HMAC-MD5-128

MD5-128

なし

なし
なし

なし

80h OEM 指定
～
BFh

OEM 指定

OEM 指定

OEM 指定

OEM 指定

C0h 予約済み
～
FFh

-

-

-

-

凡例：
S = 認証済みセッションセットアップ（セッションの確立に正しいロール、ユーザー名、パスワード/キーが
必要）。
A = 認証済みペイロードデータをサポート。
E = 認証および暗号化されたペイロードデータをサポート。

set session privilege level コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、セッションの権限レベルを設定します。

使用法の詳細
•

このコマンドは、認証済みフォーマットで送信されます。 セッションがアクティブ化され
ると、そのセッションは初期権限レベルに設定されます。 コールバックの最大権限レベル
でアクティブ化されているセッションはコールバックの初期権限レベルに設定され、変更
することはできません。 その他のすべてのセッションは、activate session コマンド
で要求されている最大権限レベルに関係なく、ユーザーレベルに初期設定されます。 リ
標準コマンド仕様
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モートコンソールは、ユーザーよりも高いレベルの権限が必要なコマンドを実行するため
に、このコマンドを使用してセッションの権限レベルを上げる必要があります。
•

このコマンドを使用して、（set user access コマンドを使って）ユーザーに設定され
た最も低い権限レベルと set channel access コマンドで設定されたチャネルの権限制
限よりも高い権限レベルを設定することはできません。 仕様では、セッションを複数の
チャネルで使用することができます。 最大権限制限と認証は、ユーザーの権限の制限と
チャネルの制限に基づいています。 これらはチャネルによって変わるため、実装は特定の
セッションに 1 つの権限の制限を単純に割り当てることはできず、チャネル単位のチャネ
ルとユーザー固有の設定に従って受信メッセージを認証する必要があります。

表 31 set session privilege level コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求デー データフィールド
タのバイト番
号
要求権限レベル

1

• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — 権限レベル

◦

0h — 変更なし、現在の権限レベルを返すのみ

◦

1h — 予約済み

◦

2h — ユーザーレベルに変更

◦

3h — オペレーターレベルに変更

◦

4h — 管理者レベルに変更

◦

5h — OEM 独自のレベルに変更

◦

その他すべて = 予約済み

IPMI 応答デー データフィールド
タのバイト番
号
完了コード。 汎用、およびコマンド固有（以下で示します）：

1

• 80h = 要求されたレベルはこのユーザーでは使用できません
• 81h = 要求されたレベルがチャネル権限またはユーザー権限の制限を超えました
• 82h = ユーザーレベルの認証を無効にできません
新しい権限レベル（または、現在の権限レベルが選択された場合は現在のレベル）。

2

close session コマンド
説明
•

58

このコマンドは進行中のセッションをすぐに終了させるために使用します。 進行中の他の
セッションを終了させるために使用することもできますが（ユーザーが適切な権限レベル
で操作しているか、コマンドがシステムインターフェイスなどのローカルチャネル経由で
実行されている場合）、通常はユーザーが通信中のセッションをクローズするために使用
します。

コマンドの仕様

表 32 close session コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求デー データフィールド
タのバイト番
号
1:4

セッション ID。 IPMI v2.0/RMCP+ の場合、リモートコンソールからの ID ではなく、MC によっ
て生成された管理対象システムのセッション ID 値。 セッション ID = 0000_0000h の場合、実装
は必要に応じて、セッションをクローズするためにセッションハンドルを使用できるようにする
パラメーターデータの追加バイトを、このコマンドで利用できるようにします。

（5）

セッションハンドル。 セッション ID = 0000_0000h の場合にのみ存在。

IPMI 応答デー データフィールド
タのバイト番
号
完了コード。

1

• 87h = 要求内のセッション ID が無効
• 88h = 要求内のセッションハンドルが無効
• 82h = ユーザーレベルの認証を無効にできません

get session info コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、現在アクティブセッションにあるユーザーの情報と、セッションを確立
したユーザーのアドレス指定情報がある場合はその情報も取得するために使用します。 応
答の一部は、チャネルタイプによって変わります。

IPMI v2.0 の場合、以前に予約されているフィールドは、チャネルタイプ = 802.3 LAN で動作
しているセッションが現在、IPMI v1.5 または v2.0/RMCP+ プロトコルを使用しているかどう
かを示す値を保持するよう定義されています。
表 33 get session info コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求デー データフィールド
タのバイト番
号
1

セッションインデックス。 この値は管理コントローラーにより管理される論理セッションテーブ
ル内のエントリーを選択するために使用します。 すべてのアクティブセッションの情報は、セッ
ションインデックスを 1 から N までインクリメントすることで取得できます。N は、アクティブ
セッションテーブルのエントリーの数。
• 00h = このコマンドを受信したセッションに関連付けられているアクティブセッションの情報
を返します
• N = N 番目のアクティブセッションの情報を取得します
• FEh = この要求に渡されたセッションハンドルに従ってセッション情報を検索します
• FFh = この要求に渡されたセッション ID に従ってセッション情報を検索します

セッションインデックス = FEh の場合に存在
2

セッションハンドル。 00h = 予約済み。

セッションインデックス = FFh の場合に存在
2:5

セッション ID。 セッション情報を検索するためのセッション ID。 IPMI v2.0/RMCP+ の場合、リ
モートコンソールからの ID ではなく、MC によって生成されたセッション ID 値。

IPMI 応答デー データフィールド
タのバイト番
号
標準コマンド仕様
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表 33 get session info コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
1

完了コード

2

アクティブセッションに現在割り当てられているセッションハンドル。 FFh = 予約済み。 指定さ
れたセッションインデックスに関連付けられているアクティブセッションがない場合は 00h を返
します。

3

可能なアクティブセッションの数。 この値は、セッションテーブル内の可能なエントリー（ス
ロット）の数を反映します。
• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — セッションのスロット数。 1 が基点。

4

このコントローラー上のすべてのチャネルの現在のアクティブセッションの数。
• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — アクティブセッション数。 1 が基点。 0 = 現在アクティブセッションなし。

以下のパラメーターは指定したセッションインデックスに対応するアクティブセッションがない場合にのみ返さ
れます。
5

選択したアクティブセッションのユーザー ID。
• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — ユーザー ID。 000000b = 予約済み。

6

動作権限レベル
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — ユーザーが操作している現在の権限レベル

7

[7:4] — セッションプロトコル補助データ。 チャネルタイプ = 802.3 LAN の場合：
• 0h = IPMI v1.5
• 1h = IPMI v2.0/RMCP+
セッションがアクティブ化されたチャネル
[3:0] - チャネル番号

次のバイト 8:18 は、チャネルタイプ = 802.3 LAN の場合に必要に応じて返されます
8:11

リモートコンソールの IP アドレス（MS バイトが先）。 セッションをアクティブ化した activate
session コマンドで受信したアドレス

12:17

MAC アドレス（MS バイトが先）。 セッションをアクティブ化した activate session コマン
ドで受信したアドレス。

18:19

リモートコンソールのポート番号（LS バイトが先）。 セッションをアクティブ化した activate
session コマンド（IPMI v1.5 パケットの場合）を保持する UDP パケットを受信したポート番
号、または RAKP Message 3 のパケットで使用されたポート番号（IPMI v2.0/RMCP+ パケットの
場合）。

次のバイト 8:13 は、チャネルタイプ = 非同期シリアル/モデムの場合に返されます
8

セッション/チャネルのアクティビティタイプ：
• 0 = IPMI メッセージングセッションがアクティブ
• 1 = コールバックメッセージングセッションがアクティブ
• 2 = ダイヤルアウトアラートがアクティブ
• 3 = TAP ページがアクティブ

9

アクティブなコールアウトセッションのあて先セレクター。 0 はそれ以外の場合。
• [7:4] - 予約済み
• [3:0] - あて先セレクター。 あて先 0 は alert immediate コマンドで使用する揮発性のあて
先として常に存在します。
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表 33 get session info コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
PPP 接続の場合、リモートコンソールの IP アドレス。 （MS バイトが先） 00h, 00h, 00h, 00h は
それ以外の場合。

10:13

次の追加バイト 14:15 は、チャネルタイプ = 非同期シリアル/モデムで接続が PPP の場合に返されます
リモートコンソールのポートアドレス（LS バイトが先）。 セッションをアクティブ化した
activate session コマンドで受信したアドレス。

14:15

get AuthCode コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、MC へデータブロックを送信するために使用します。すると MC はすぐ
に、内部に保存されている指定したチャネルとユーザーのパスワードと連結したデータの
ハッシュ値を返します。

•

このコマンドは、リモートコンソールからリモートプラットフォーム上のシステムソフト
ウェアに AuthCode とデータブロックを送信できるようにします。それによってシステム
ソフトウェアはそのデータと MC によって返された AuthCode を比較して AuthCode を検
証できるようになります。 このコマンドにより、MC は MC と直接行うリモートセッショ
ン経由ではなくローカルシステムソフトウェア経由で送られるリモート要求に対する検証
エージェントとして機能できるようになります。

使用法の詳細
この機能は以下に概要を記載した用途で使用できます。 リモートコンソールソフトウェアは、
システムソフトウェアが特定の操作を実行するよう要求できます。 それに応じて、ローカルシ
ステムソフトウェアはリモートコンソールにチャレンジ文字列を提供できます。このチャレン
ジ文字列は、所定のパスワードを使用して要求のハッシュ値を求めてローカルシステムソフト
ウェアに AuthCode を返すために必要です。 次に、ローカルシステムソフトウェアは AuthCode
が MC によって返されるものと一致すると確認した場合にのみ、要求された操作を実行しま
す。 通常、ローカルソフトウェアは、特定のリモートコンソールからでもチャレンジ文字列と
AuthCode の組み合わせが要求された操作の特定のインスタンスにのみ適用されるように、チャ
レンジ文字列と要求された操作をバインドするメカニズムを実装します。
•

管理対象システムは乱数トークンである S をコンソールに提供します。 この例では、コ
ンソールは特定の要求を識別するために S を使用します。 管理対象システムは未処理の
S 値を追跡し、そのトークンを使用したコンソールから有効なメッセージを受信したか、
そのトークンが指定した時間内に使用されなかった場合はそのトークンを無効にします。

•

コンソールは X = 認証するデータに決定します。

◦

K1 = X の 16 バイトシグネチャー、シーケンス番号 = hash(X, S,
SW_Authentication_Type)。 SW_Authentication_Type は、X および S にシグネチャー
を提供するために使用する任意のシグネチャーアルゴリズム管理ソフトウェアです。

◦

K2 = K1 の 16 バイトハッシュ値、パスワード = hash(K1、PWD、
Authentication_Type)。 この場合、Authentication_Type は対象の MC のサポートされ
る認証タイプのいずれかです。

•

コンソールは管理対象システム上のソフトウェアエージェントに X、S、K2 を送信しま
す。

•

管理対象システム上のソフトウェアエージェントは受信した X と S から、K1 = hash1(X,
S, SW_Authentication_Type) をローカルで計算して K1 を求めます 。 また、このソフト
ウェアは S が有効な未処理トークンであることを確認します。

標準コマンド仕様
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•

管理対象システムは K1 を MC に渡します。 MC は get authcode コマンドで渡された
ユーザー ID に基づいて内部でパスワードを検索し、K2BMC = hash(K1, PWD,
Authentication_Type) を生成します。

•

管理対象システムはソフトウェアエージェントによって K2 = K2BMC であると確認される
とデータを受け入れます。

表 34 get AuthCode コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求デー データフィールド
タのバイト番
号
1

[7:6] - 認証タイプ/整合性アルゴリズムの番号
• 00b = IPMI v1.5 AuthCode アルゴリズム
• 01b = IPMI v2.0/RMCP+ アルゴリズム番号
[7:6] = 00b の場合、IPMI v1.5 AuthCode 番号は次のとおり
• [5:4] - 予約済み
• [3:0] - ハッシュタイプ

◦

0h = 予約済み

◦

1h = MD2

◦

2h = MD5

◦

3h = 予約済み

◦

4h = 予約済み（IPMI v1.5 からの変更）。 エラー完了コードになります。

◦

5h = OEM 独自

◦

その他すべて = 予約済み

[7:6] = 01b の場合、IPMI v2.0/RMCP+ 整合性アルゴリズム番号
• [5:0] = 整合性アルゴリズム番号。 ユーザーパスワードは、整合性アルゴリズムの開始キーとし
て、セッション整合性キーのようなセッションに依存するキーの代わりに使用します。 整合性
番号「なし」（0）は不正で、エラー完了コードになります。
2

チャネル番号
• [7:4] - 予約済み
• [3:0] - チャネル番号

3

ユーザー ID。 （ソフトウェアは通常 get user name コマンドを使用してユーザー名からユー
ザー ID を検索する必要があります。）

4:19

ハッシュ値を求めるデータ（16 バイトである必要があります）。

IPMI 応答デー データフィールド
タのバイト番
号
1

完了コード。

IPMI v1.5 の AuthCode 番号の場合
2:17

AuthCode =

IPMI v2.0 の整合性アルゴリズム番号の場合
(2:21)
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選択した整合性アルゴリズムごとに結果として得られるハッシュ値。 最大 20 バイト。 実装は指
定した整合性アルゴリズムのハッシュ値のサイズに基づいて可変長フィールドを返すよう選択で
きます。または、00h の後にハッシュデータが続き、必要に応じて 20 バイトまでデータを埋めた
固定長フィールドを返すことができます。

set channel access コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドはチャネルが有効か無効かどうか、チャネルに対するアラートが有効か無効
かを設定し、チャネルが使用可能なシステムモードを設定するために使用します。

使用法の詳細
•

この構成は MC に関連付けられている不揮発性ストレージに保存されます。 実装者また
はシステムインテグレーターは、不揮発性パラメーターの工場出荷時デフォルト設定を選
択することができます。

•

アクティブな（揮発性）設定はランタイムソフトウェアがアクセスの一時的な変更を行え
るように上書きできます。 揮発性設定は、システムがリセットされたときや、電源オフ状
態に移行したときはいつでも不揮発性設定から上書きできます。

•

実装は可能なアクセスモードオプションのサブセットを提供するように選択できます。 特
定のアクセスモードをサポートしていない場合、コマンド固有の完了コード 83h（アクセ
スモードがサポートされていない）を返す必要があります。

表 35 set channel access コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

[7:4] — 予約済み
[3:0] — チャネル番号

2

[7:6]

[5]

[4]

[3]

00b =

チャネルアクセスを設定または変更してはなりません。

01b =

ビット [5:0] に従って不揮発性チャネルアクセスを設定します。

10b =

ビット [5:0] に従ってチャネルアクセスの揮発性（アクティブ）設定を設
定します。

11b =

予約済み。

PEF = アラートが有効/無効。 このビットは特定のチャネルから PEF アラートを発行
できるかどうかをグローバルにゲートで制御します。 チャネルのアラートを有効にす
る場合は PEF アラートを有効に設定する必要がありますが、生成されるアラートにつ
いては、PEF とチャネルの構成もアラートを有効にするように設定する必要がありま
す。 このビットを有効に設定しても PEF 構成またはチャネルの構成パラメーターの
アラート設定は変更されません。 たとえば、PEF がアラートを生成するように構成さ
れていない場合、このビットで PEF アラートを有効にしてもその構成は変更されませ
ん。 このビットを無効に設定すると、PEF パラメーターとチャネル構成パラメーター
に関係なく、PEF で生成されたアラートがブロックされます。
0b =

PEF アラートを有効にします。

1b =

このチャネルでは PEF アラートを無効にします。 alert immediate
コマンドは、アラートを生成するためにも使用することができます。

メッセージごとの認証の有効/無効。 メッセージごとの認証をサポートしていないチャ
ネル（シリアル/モデムなど）のチャネルではこのビットは無視されます。
0b =

メッセージごとの認証を有効にします。

1b =

メッセージごとの認証を無効にします。 このチャネル上のいずれかのセッ
ションをアクティブ化するためには認証が必要ですが、認証はセッショ
ンの後続のパケットでは使用されません。

ユーザーレベルの認証の有効/無効。 オプション。 このビットを設定するよう試みま
したが、オプションがサポートされていない場合、CCh の無効なデータフィールドエ
ラー完了コードを返します。

標準コマンド仕様
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表 35 set channel access コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
0b =

ユーザーレベルの認証を有効にします。 すべてのユーザーレベルのコマ
ンドは、セッションがアクティブ化されたときにネゴシエートされた認
証タイプごとに認証されます。

1b =

ユーザーレベルの認証を無効にします。 ユーザーレベルのコマンドは認
証せずに実行できます。
ユーザーレベルのコマンドの認証を無効にするオプションが利用でき、
パケットにユーザーレベルのコマンドが含まれている場合に、MC は認証
タイプに none が設定されたパケットを受け付けます。
送信パケットの場合、MC は要求で使用されたものと同じ認証タイプで応
答を返します。

[2:0]

IPMI メッセージングのアクセスモード。 （PEF アラートは IPMI メッセージングとは
別に有効/無効です。ビット 5 を参照。）
000b =

無効。 チャネルの IPMI メッセージングが無効。

001b =

ブート前のみ。 システムが電源切断状態か、または BIOS のブート開始
前状態の場合にのみチャネルを使用できます。

010b =

常に使用可能。 チャネルはシステムモードとは関係なく常に通信できま
す。 BIOS は、通常、MC へのシリアル接続のみを行います。

011b =

共有。 常に使用可能の場合と同様ですが、BIOS は通常、ソフトウェアが
使用できるシリアルポートを残します。

チャネルの権限レベルの制限。 この値は、指定されたチャネルに受け入れられる最大権限レベ
ルを設定します。

3

[7:6]

00b =

チャネル権限レベルの制限を設定または変更してはなりません。

01b =

ビット [3:0] に従って不揮発性権限レベルの制限を設定します。

10b =

ビット [3:0] に従って権限レベルの制限の揮発性設定を設定します。

11b =

予約済み。

[5:4]

予約済み。

[3:0]

チャネルの権限レベルの制限。
0h =

予約済み。

1h =

コールバックレベル。

2h =

ユーザーレベル。

3h =

オペレーターレベル。

4h =

管理者レベル。

5h =

OEM 独自のレベル。

応答データのバ データフィールド
イト番号
完了コード。 汎用完了コードと以下のコマンド固有の完了コード：

1

82h =

セットは選択されたチャネルでサポートされていません（たとえば、チャネルはセッ
ションを使用しないなど）。

83h =

アクセスモードがサポートされていません。

get channel access コマンド
説明
•
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このコマンドは、MC で使用できます。

コマンドの仕様

•

このコマンドは指定したチャネルが有効か無効か、チャネル全体に対するアラートが有効
か無効かを設定し、そのチャネルにアクセス可能となるシステムモードを返すために使用
します。

表 36 get channel access コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

[7:4] — 予約済み
[3:0] — チャネル番号

2

[7:6]

[5:0]

00b =

予約済み

01b =

不揮発性チャネルアクセスを取得します

10b =

現在のチャネルアクセスの揮発性（アクティブ）設定を取得します

11b =

予約済み

予約済み

応答データのバ データ
イト番号
フィー
ルド
1

2

完了コード。 汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：
82h =

コマンドは選択されたチャネルでサポートされていません（たとえば、チャネルがセッ
ションを使用しないなど）。

[7:6]

予約済み。

[5]

0b =

アラートが有効。

1b =

アラートが無効。

[4]

[3]

[2:0]

3

メッセージごとの認証の有効/無効。 メッセージごとの認証をサポートしていないチャ
ネル（シリアル/モデムなど）のチャネルではこのビットは未指定となります。
0b =

メッセージごとの認証が有効。

1b =

メッセージごとの認証が無効。

ユーザーレベルの認証が有効。
0b =

ユーザーレベルの認証が有効。

1b =

ユーザーレベルの認証が無効。

アクセスモード
0h =

無効。 チャネル通信が無効。

1h =

ブート前のみ。 システムが電源切断状態か、または BIOS のブート開始
前状態の場合にのみチャネルを使用できます。

2h =

常に使用可能。 チャネルはシステムモードとは関係なく常に通信できま
す。 BIOS は、通常、MC へのシリアル接続のみを行います。

3h =

共有。 常に使用可能の場合と同様ですが、BIOS は通常、ソフトウェアが
使用できるシリアルポートを残します。

チャネルの権限レベルの制限。 この値は、指定されたチャネルに受け入れられる最大権限レベ
ルを返します。
[7:4]

予約済み。

[3:0]

チャネルの権限レベルの制限。

標準コマンド仕様
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表 36 get channel access コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
0h =

予約済み。

1h =

コールバックレベル。

2h =

ユーザーレベル。

3h =

オペレーターレベル。

4h =

管理者レベル。

5h =

OEM 独自のレベル。

get channel info コマンド
説明
•

このコマンドは、指定されたチャネルのメディアとプロトコル情報を返します。 チャネル
プロトコルは、チャネルに関連付けられた構成パラメーターへの変更によって変わる場合
があります。

表 37 get channel info コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求デー データフィールド
タのバイト番号
1

[7:4] — 予約済み
[3:0] — チャネル番号 Eh を使用して、コマンドの実行元のチャネルに関する情報を取得します。

IPMI 応答デー データフィールド
タのバイト番号
1

完了コード

2

[7:4]

予約済み

[3:0]

実際のチャネル番号。 この値は通常、応答によって実際のチャネル番号が返される
チャネル E に対する要求でない場合に限り、要求で渡されたチャネル番号と一致しま
す。

[7:4]

予約済み

[6:0]

7 ビットチャネルメディアタイプ

3

4

5

チャネルのプロトコルタイプ：
[7:5]

予約済み

[4:0]

5 ビットチャネル IPMI メッセージングプロトコルタイプ

セッションサポート
[7:6]

00b =

チャネルはセッションを使用しません

01b =

チャネルはシングルセッション

10b =

チャネルはマルチセッション

11b =

チャネルはセッションベース（チャネルが、接続モードの自動検出をサ
ポートするシリアル/モデムチャネルで可能なシングルセッション動作と
マルチセッション動作の交互切り替えを行うことができる場合はこの値
を返します）

指定のチャネルでアクティブ化されているセッション数。
[5:0]
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アクティブセッション数。 1 が基点。 00_0000b = このチャネル上でアクティブ化さ
れているセッションはありません。

表 37 get channel info コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
チャネルプロトコルを指定する OEM/組織のベンダー ID（IANA エンタープライズ番号）。 最下
位バイトが先。 OEM 以外の、IPMI 仕様で定義された非 OEM プロトコルタイプ番号に対する
IPMI/IANA を返します。

6

IPMI エンタープライズ番号が 7154（10 進数）。 これはバイト 6 から 8 までにそれぞれ F2h、
1Bh、00h の値を与えます。 この値はこのドキュメントで指定されている、PPP を含むすべて
のチャネルプロトコルに対して返されます。
補助チャネル情報

9:10

チャネル = Fh（システムインターフェイス）の場合：
• バイト 1：SMS 割り込みタイプ

◦

00h～0fh = それぞれ IRQ 0～15

◦

10h～13h = それぞれ PCI A～D

◦

14h = SMI

◦

15h = SCI

◦

20h～5Fh = それぞれシステム割り込み 0～63

◦

60h = ACPI によって割り当て/プラグアンドプレイ BIOS

◦

FFh = 割り込みなし/未指定

◦

その他すべて = 予約済み

• バイト 2：イベントメッセージバッファー割り込みタイプ。 バイト 1 の値を参照。
OEM チャネルタイプの場合：バイト 1:2 = ベンダー ID によって識別される OEM ごとに指定し
た OEM
他のすべてのチャネルタイプ：バイト 1:2 = 予約済み。

set user access コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは指定したユーザー ID に関連付けられた権限レベルとチャネルアクセス権
を設定するために使用します。

使用法の詳細
•

このコマンドがサポートされていない場合、チャネルあたり 1 つの null ユーザー（User
1）とみなし、権限レベルとチャネルアクセスは get channel access limits コマン
ドによって返された設定によって個別に決定されます。 実装されている場合、このコマン
ドは少なくとも null ユーザー（User 1）をサポートする必要があります。 サポートするそ
の他のユーザーの数は、実装者が決定できます。

•

set channel access コマンドを使用して設定した制限よりも set channel access
コマンドの設定のほうが優先されます。 つまり、指定したチャネルがユーザーレベルに制
限されている場合、set user access コマンドを使用して設定されたユーザーアクセス
レベルに関係なく、すべてのユーザーがユーザーレベルの操作に制限されます。 ユーザー
アクセスと権限レベルに加えられた変更は、次にユーザーがセッションを確立するまで有
効にならない場合があります。

標準コマンド仕様
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表 38 set user access コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

[7]

[6]

[5]

0b =

このバイトの以下のビットはいずれも変更しないこと。

1b =

このバイトの以下のビットは変更可能。

ユーザーをコールバックに制限
0b =

ユーザー権限の制限はコールバックおよび非コールバックの両方の接
続用の以下のユーザー権限制限パラメーターによって決定されます。

1b =

ユーザー権限の制限はコールバック接続用の以下のユーザー権限制限
パラメーターによって決定されますが、非コールバック接続はコール
バックレベルに制限されます。 したがって、ユーザーが MC をコール
インするときはコールバックの開始のみ可能ですが、コールバックが
接続されるとそのユーザーはオペレーターとしてセッションを確立で
きます。

指定したチャネルのユーザーリンク認証の有効/無効（このユーザーのユーザー名お
よびパスワード情報を PPP CHAP などのリンク認証に使用できるようにするため
に使用） リンク認証自体はチャネルのグローバル設定であり、シリアル/モデム設定
パラメーターで有効/無効にします。
• 0b = リンク認証用のユーザーを無効にします
• 1b = リンク認証用のユーザーを有効にします

[4]

ユーザー IPMI メッセージングの有効/無効（このユーザーの名前およびパスワード
情報を IPMI メッセージングに使用できるようにするために使用。この場合、IPMI
メッセージングは特定のペイロードタイプに関連付けられていない汎用の IPMI コ
マンドを実行する機能を示します。たとえば、IPMI メッセージングがユーザーに対
して無効になっていても、そのユーザーが SOL ペイロードタイプをアクティブ化で
き、SOL とセッション管理に関連付けられた get SOL configuration
parameters や close session などの IPMI コマンドは使用できますが、get
SEL time などの汎用 IPMI コマンドは使用できません）。
• 0b = IPMI メッセージング用のユーザーを無効にします
• 1b = IPMI メッセージング用のユーザーを有効にします

[3:0]
2

チャネル番号

ユーザー ID
• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — ユーザー ID。 000000b = 予約済み。

3
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ユーザーの制限
[7:4]

予約済み

[3:0]

ユーザー権限の制限。 ユーザーが切り替えできる指定されたチャネルの最大権限レ
ベルを決定します。
0h =

予約済み

1h =

コールバック

2h =

ユーザー

3h =

オペレーター

4h =

管理者

5h =

OEM 独自

Fh =

アクセスなし

表 38 set user access コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
（4）

ユーザーセッションの制限（オプション）。 このユーザーに関連付けられているユーザー名で
アクティブ化できる同時セッション数を設定します。 サポートされていない場合、ユーザー名
を使用して実装でのサポートと同じ数の同時セッションをアクティブ化できます。 このオプショ
ンがサポートされていない場合にこのフィールドにゼロ以外の値を設定しようとすると、CCh
の無効なデータフィールドエラー完了コードを返します。
[7:4]

予約済み

[3:0]

ユーザーの同時セッションの制限。 1 が基点。 0h = 同時セッションのサポート全
体を実装によって制限するのみ

応答データのバ データフィールド
イト番号
完了コード。

1

注記: ユーザーアクセスレベルが指定されたチャネルの権限の制限よりも高いレベルに設定さ
れている場合、実装はエラー完了コードを返しません。 この状態に対する注意を喚起するため、
ソフトウェアは set channel access コマンドを使用して設定されたチャネル権限の制限を
チェックし、不一致を通知する必要があります。

get user access コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドはチャネルアクセス情報と、指定したユーザー ID の有効/無効ステータスの
情報を取得するために使用します。 このコマンドもサポートされているユーザーの数に関
する情報を返します。

表 39 get user access コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

2

[7:4]

予約済み

[3:0]

チャネル番号

[7:6]

予約済み

[3:0]

ユーザー ID。 000000b = 予約済み。

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。
注記: ユーザーアクセスレベルが指定されたチャネルの権限の制限よりも高いレベルに設定さ
れている場合、実装はエラー完了コードを返しません。 この状態に対する注意を喚起するため、
ソフトウェアはチャネル権限の制限をチェックし、不一致を通知する必要があります。

2

ユーザー ID の最大数。 1 が基点。 User 1 を含んだ数。 値が 1 の場合は、User 1 のみがサポー
トされていることを示します。
• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — このチャネル上のユーザー ID の最大数

3

現在有効なユーザー ID の数（1 が基点）。 値が 0 の場合は、User 1 を含むすべてのユーザーが
無効になっていることを示します。 これは、チャネルへのアクセスの無効化するのと同等。
[7:6]

ユーザー ID 有効ステータス（IPMI v2.0 errata 3 以降の実装向け）
00b =

ユーザー ID 有効ステータスが指定されていません。 （errata 3 より前の
実装との下位互換性のため。IPMI errata 3 以降の実装は 01b および 10b
の応答を返す必要があります。）
標準コマンド仕様
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表 39 get user access コマンドの要求データおよび応答データ (続き)

[5:0]

01b =

set user password コマンドによりユーザー ID が有効になっていま
す。

10b =

set user password コマンドによりユーザー ID が無効になっていま
す。

11b =

予約済み。

現在使用中のユーザー ID スロット数を示す、このチャネル上で現在有効なユーザー
ID の数

User 1 を含む、固定の名前を持つユーザー ID の数（1 が基点）。 User 1 だけでなく固定の名前
もユーザー ID 2 から始まるシーケンシャルなユーザー ID と関連付ける必要があります。

4

• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — このチャネル上の固定の名前を持つユーザー ID の数。
チャネルアクセス

5

[7]

予約済み

[6]

0b =

コールインまたはコールバックの直接接続時に使用可能なユーザーアク
セス。

1b =

コールバック接続時にのみ使用可能なユーザーアクセス。

IPMI v2.0 errata 3 より前の実装の場合：ビット 5:4 はバイト 3 の現在有効なユーザー ID の数を
決定するために使用します。 1b に設定されているいずれかのビットは、有効なユーザー ID を表
します。
IPMI v2.0 errata 3 以降の実装の場合：有効なユーザー ID の数はバイト 3 ビット [7:6] に反映さ
れる、ユーザー ID 有効ステータスとして現在有効になっているユーザー ID に基づきます。
注記: IPMI v2.0 errata 3 より前の実装の一部ではユーザー ID が無効になっているときは自動
的にビット [5:4] をクリアし、設定されないようにする場合があります。 IPMI v2.0 errata 3 以降
の実装は、ユーザー ID の有効/無効に基づいてビット [5:4] を変更してはいけません。
[5]

[4]

[3:0]

0b =

ユーザーのリンク認証が無効

1b =

ユーザーのリンク認証が有効

0b =

ユーザーの IPMI メッセージングが無効

1b =

ユーザーの IPMI メッセージングが有効

指定したチャネルのユーザー権限の制限
0h =

予約済み

1h =

コールバック

2h =

ユーザー

3h =

オペレーター

4h =

管理者

5h =

OEM 独自

Fh =

アクセスなし。 この値は有効なユーザー ID の数から足し引きされませ
ん。

set user name コマンド
説明
•
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このコマンドは、MC で使用できます。

コマンドの仕様

•

このコマンドは、新しいユーザー ID を追加します。 名前は管理コントローラーに関連付
けられている不揮発性のストレージ内の論理アレイとして保存されます。

使用法の詳細
•

名前は論理アレイ内のインデックスとしてユーザー ID を使用して保存と取得が行われま
す。 ユーザー ID 1 の名前を設定することはできません。 ユーザー ID 1 は null ユーザー
名、User 1 用に予約済みです。 null ユーザーはサポートされていません。

•

管理コントローラーでは重複したユーザー名が同じチャネルに対して有効になることを防
止しません。 重複したユーザー名が同じチャネルに同時に有効になっていないことを保証
するのは構成ソフトウェアの責任です。

•

ユーザー名が重複していても、MC は一致した最初のユーザー名を使用するため、MC で
機能的な問題は発生しません。 ただし、重複したユーザー名が指定したチャネルで有効に
なっている場合、MC は最初に発見したユーザー名の設定のみ使用するため、ユーザーは
混乱する可能性があります。

•

このコマンドは、セッションベースのチャネルに対して使用することを強くお勧めしま
す。 また実装で、設定可能なユーザー名を持つ複数のユーザーをサポートすることをお勧
めします。

表 40 set user name コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
ユーザー ID

1

• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — ユーザー ID。 000000b = 予約済み。 （ユーザー ID 1 は恒久的に null ユーザー名であ
る User 1 に関連付けられています）
ASCII 形式で最大 16 バイトのユーザー名文字列。 文字列が 16 文字より少ない場合は、16 バイ
トまで 00h を埋め、null（00h）で終端させます。 get user name コマンドを使用して文字列
を確認する場合、それらのバイトは 0 として返されます。

2:17

応答データのバ データフィールド
イト番号
完了コード。

1

get user name コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、set user name コマンドを使用して設定されたユーザー名情報の取得
に使用します。 構成ソフトウェアから、このコマンドを使用してユーザー名を取得できま
す。

表 41 get user name コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

ユーザー ID
• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — ユーザー ID。 000000b = 予約済み。

応答データのバ データフィールド
イト番号

標準コマンド仕様
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表 41 get user name コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
1

完了コード。

2:17

ASCII 形式で最大 16 バイトのユーザー名文字列。 文字列が 16 文字より少ない場合は、残りの
バイトを null（00h）で埋めて終端させます。 MC は、文字列データが印字可能かどうかを確認
するチェックを行いません。 MC が null（00h）と解釈する文字のみ。

set user password コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドはユーザーパスワードを設定および変更し、ユーザー ID を有効/無効にする
ために使用します。

使用法の詳細
•

指定したユーザーに対するパスワード保護が必要でない場合、パスワードは ASCII null 文
字列として保存する必要があります。 管理コントローラーのファームウェアは、残りの
15 バイトを強制的に 00h にし、パスワードを 16 バイトの 00h として保存します。

•

パスワードは、16 バイトまたは 20 バイトのオクテット文字列として保存されます（IPMI
v2.0/RMCP+ の場合）。 各バイトにはすべての値（0～255）を使用できます。 管理コン
トローラーでは、フォーマットのチェックやこのコマンドで渡される値の解釈は行いませ
ん。

•

ソフトウェアは、入力できるパスワードについて制限を追加することができます。その場
合、その定義の同期を保つのは構成ソフトウェアとコンソールソフトウェアの責任です。
たとえば構成ソフトウェアで、リモートコンソールのソフトウェアが簡単に直接キーボー
ド入力できるように、パスワードを印字可能な ASCII 文字に制限することができます。
これを行う場合、付随するなんらかの構成ユーティリティによって、ユーザーが印字でき
ないパスワードで管理対象システムを構成していないことを保証する必要があります。 そ
うしないと、リモートコンソールユーティリティから入力できないパスワードで管理コン
トローラーを設定できるようになります。

表 42 set user password コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

ユーザー ID
IPMI v2.0 の場合、MC は構成可能なパスワード持つすべてのサポートされるユーザー ID で 20
バイトのパスワードをサポートします。 MC は、16 バイトまたは 20 バイトのパスワードとして
パスワードを設定したかどうかを示す内部タグを保持します。
16 バイトのパスワードは、20 バイトのパスワードを必要とするアルゴリズムで使用できます。
この場合、16 バイトのパスワードは 20 バイトまで 0 で埋められます。
パスワードテスト操作は、20 バイトのパスワードとして保存されているパスワードを 16 バイト
のパスワード（パスワードごとに 7 ビット）としてテストするか、またはその逆を行うと、テス
ト失敗エラー完了コードを返します。 パスワードテスト操作は、16 バイトまたは 20 バイトと
してパスワードが保存されているかどうかを確認するために使用できます。
20 バイトパスワードとして保存されているパスワードは、IPMI v1.5 セッションを確立するため
に使用することはできません。 IPMI v2.0 と IPMI v1.5 のアクセスの両方に同じパスワードを設
1
定する必要がある場合は、16 バイトのパスワードとして設定する必要があります。 IPMI
v2.0/RMCP+ で使用する場合はパスワードを 0 で埋める必要があります。
[7]
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パスワードサイズ
1b =

20 バイトのユーザーパスワード/キーを設定します。

0b =

16 バイトのユーザーパスワード/キー（IPMI v1.5 との下位互換）を設定
します。

表 42 set user password コマンドの要求データおよび応答データ (続き)

2

[6]

予約済み

[5:0]

ユーザー ID。 000000b = 予約済み。 （ユーザー ID 1 は恒久的に null ユーザー名であ
る User 1 に関連付けられています）

[7:2]

予約済み

[1:0]

操作
00b =

ユーザーを無効にします

01b =

ユーザーを有効にします

10b =

パスワードを設定します

11b =

パスワードをテストします。 現在保存されているパスワードと要求に含
まれるパスワードデータを比較し、一致する場合に OK 完了コードを返
します。 それ以外の場合、エラー完了コードを返します。 （応答データ
の完了コードについての説明を参照。）

パスワードのサイズ = 16 バイトの場合：
3:18

パスワードのデータ。 パスワードの設定およびテストの操作を使用する場合に必要な、固定長
のフィールド。 パスワードが ASCII 文字列として入力されており、文字列が 16 バイトより短い
場合は、00h で埋めて null（00h）で終端させる必要があります。 このフィールドは、ユーザー
を有効にする操作や 無効にする操作の場合は必要ありません。 これらの操作でこのフィールド
が存在する場合、MC はデータを無視します。

パスワードのサイズ = 20 バイトの場合：
3:22

パスワードのデータ。 パスワードの設定およびテストの操作を使用する場合に必要な、固定長
のフィールド。 パスワードが ASCII 文字列として入力されており、文字列が 20 バイトより短い
場合は、00h で埋めて null（00h）で終端させる必要があります。 このフィールドは、ユーザー
を有効にする操作や 無効にする操作の場合は必要ありません。 これらの操作でこのフィールド
が存在する場合、MC はデータを無視します。

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

1

完了コード。 汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：
80h =

必須。 CPU テスト失敗。 パスワードのサイズは正しいですが、パスワードデータが
保存されている値と一致しません。

81h =

必須。 CPU テスト失敗。 間違ったパスワードサイズが使用されました。

別のチャネルで、同じユーザー名を別のパスワードと合わせて使用できます。 MC は、特定のチャネルに対して有
効になっているユーザー名を見つけるまで、ユーザー名をスキャンします。 したがって、同じユーザー名に対して、
あるチャネルでは 20 バイトのパスワードを許可し、別のチャネルでは 16 バイトのパスワードを許可するように
MC 実装を構成できます。 これには、複数のユーザーエントリーが必要。

RMCP+ サポートコマンドおよびペイロードコマンド
このセクションでは、関連するコマンドを記載します。IPMI v2.0/RMCP+ 準拠のペイロードの
検出、有効化、アクティブ化に関連するコマンドと、IPMI v2.0/RMCP+ セッション、認証、構
成をサポートする IPMI コマンドのアップデートと追加について記載しています。

標準コマンド仕様
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注記: IPMI メッセージングペイロードタイプが無効の場合、ペイロードに対して次のコマン
ドは引き続き使用可能です。
•

deactivate payload

•

suspend/resume payload encryption（特定のペイロードに対する定義）

•

get payload activation status

•

get channel payload version コマンド

•

set session privilege level

•

close session

ペイロードタイプ番号と範囲
表 43 (74 ページ)ではペイロードタイプハンドルのペイロードタイプ番号と範囲を定義してい
ます。
表 43 ペイロードタイプ番号
番号

タイプ

メジャーフォー
マットバージョン

マイナーフォー
マットバージョン

標準ペイロードタイプ
0h

IPMI Message

1h

0h

1h

SOL（serial over LAN）

1h

0h

セッションセットアップペイロードタイプ
10h

RMCP+ セッションオープン要求

1h

0h

11h

RMCP+ セッションオープン応答

1h

0h

12h

RAKP Message 1

1h

0h

13h

RAKP Message 2

1h

0h

14h

RAKP Message 3

1h

0h

15h

RAKP Message 4

1h

0h

activate payload コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、特定の IPMI セッションの下でペイロードタイプをアクティブ化または
非アクティブ化するために使用します。 このコマンドを実行する機能は、set user
payload access コマンドを使って割り当てられた、ユーザーの権限で決定されます。

使用法の詳細
•
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activate payload コマンドは、コマンドの発行元のセッションのポート番号とは別の
ポート番号を返すことがあります。 この場合、リモートコンソールは activate session
コマンドで返されるポート番号でセッションを確立する必要があります。 リモートコン
ソールはペイロードを実際にアクティブ化するためにそのポート番号で activate payload
コマンドを発行する必要があります。 リモートコンソールはそのポート番号でセッション
を先にアクティブ化しておくことができます。 セッションに関連付けられた権限が十分で
あれば（リモートコンソールがユーザーの最大権限レベルよりも低い権限のセッションで
アクティブ化されていなければ通常は当てはまります）、リモートコンソールは既存の

コマンドの仕様

セッションを再使用でき、activate payload コマンドを使用するだけで新しいペイロー
ドタイプをアクティブ化できます。
•

BMC は、複数のセッションを処理するリソースに制限がある場合があります。 リモート
コンソールが複数のセッションを作成しないようにし、可能な場合は常に複数のペイロー
ドのセッションを共有することを強くお勧めします。

•

activate payload コマンドは、ペイロードをアクティブ化できるチャネル経由でのみ
受け付けられます。 たとえば、activate payload コマンドは IPMB からは実行できま
せん。

表 44 activate payload コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — ペイロードタイプ。 IPMI Message ペイロードを明示的にアクティブ化する必要はあ
りません。 最初の IPMI セッションを確立するために使用したものとは異なるポート経由で起
動する必要があるペイロードでは、特定のペイロードタイプで必要となる IPMI コマンドのみ
をサポートする必要があります。

2

ペイロードインスタンス
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — ペイロードインスタンス。 1 が基点。 0h = 予約済み。

3:6

補助要求データ。 ペイロードがアクティブ化されたときのペイロードの動作を設定する、追加
のペイロード固有のパラメーター。 特定のペイロードタイプに補助データが指定されていない
場合は無視されます。
ペイロードタイプ = SOL の場合：
• バイト 1

◦

[7] — 暗号化のアクティブ化操作。 このドキュメントに記載されている暗号化アルゴリズ
ムは、認証とともに使用する必要があります。 認証をアクティブ化せずに暗号化をアク
ティブ化しようとすると、MC はエラー完了コードを返します。
– 1b：暗号化してペイロードをアクティブ化します。 暗号化がセッションのアクティブ
化の時点でネゴシエートされた場合、MC からのすべての SOL ペイロードデータは暗
号化されます。
– 0b：暗号化なしでペイロードをアクティブ化します。 このオプションが許可されてい
る場合、MC は暗号化せずにすべての SOL ペイロードデータを送信します。 （SOL 構
成パラメーターで、すべての SOL 転送で暗号化を必要とするようにシステムを構成で
きます。）

◦

[6] — 認証のアクティブ化操作。
– 1b：認証してペイロードをアクティブ化します。 認証がセッションのアクティブ化の
時点でネゴシエートされた場合、MC からのすべての SOL ペイロードデータは認証さ
れます。
– 0b：認証なしでペイロードをアクティブ化します。 このオプションが許可されている
場合、MC は認証せずにすべての SOL ペイロードデータを送信します。 （SOL 構成パ
ラメーターで、すべての SOL 転送で認証を必要とするようにシステムを構成できま
す。）

◦

[5] — テストモード（オプション）。 DCD および DSR をリモートコンソールと、SOL 操
作/ステータスバイトによる RTS および DTR 状態のレポート機能から手動で制御すること
ができます。 これは、16550 UART インターフェイスのソフトウェアテストを円滑に行う
ために使用できます。
– 1b = テストモードのアクティブ化。 テストモードがサポートされていない場合、補助
応答データのビット [0] は 0b として返されます。
– 0b = テストモードの非アクティブ化。

◦

[4] — 予約済み
標準コマンド仕様
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表 44 activate payload コマンドの要求データおよび応答データ (続き)

◦

[3:2] — 共有シリアルアラートの動作。 次の設定は、シリアル経由の IPMI と SOL が同じ
ベースボードシリアルコントローラーを共有している場合のシリアルアラートの動作を決
定します。
– 11b：予約済み
– 10b：SOL がアクティブのときにシリアル/モデムアラートに成功。
– 01b：SOL がアクティブのときにシリアル/モデムアラートを延期。
– 00b：SOL がアクティブのときにシリアル/モデムアラートが失敗。

◦

[1] — SOL 起動ハンドシェイク
– 0b：MC はアクティブ化時に CTS および DSR/DCD をベースボードにアサートします。
– 1b：アクティブ化後も CTS および DCD/DSR はディアサートされたままとなります。
リモートコンソールは CTS および DSR/DCD をアサートするために制御フィールドの
設定で SOL ペイロードパケットを送信する必要があります （これにより、リモートコ
ンソールはハードウェアハンドシェイクがリリースされる前に、まず揮発性の設定を変
更することができます）。

◦

[0] — 予約済み

• バイト 2:4 — 予約済み。00h を書き込みます
応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。 汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：（要求内のペイロードタイプが IPMI
Message（0h）に設定されている場合はエラー完了コードを返します）。
• 80h: ペイロードが別のセッション上ですでにアクティブになっています（必須）。 ペイロー
ドタイプをアクティブ化しようとしたときにそのペイロードがすでに別のセッション向けに
アクティブ化されている場合や、MC が一度に 1 つのペイロードタイプしか実行できない場
合は常にこれが返されます。
• 81h: ペイロードタイプが無効（オプション）。 指定されたペイロードタイプがアクティブ化
を有効にするよう構成されていません。
• 82h: ペイロードのアクティブ化の制限に到達しました。 指定したペイロードタイプの同時イ
ンスタンスの最大数がすでに実行されているので、そのペイロードタイプをアクティブ化す
ることができません。
• 83h: 暗号化してペイロードをアクティブ化できません。
• 83h: 暗号化なしでペイロードをアクティブ化できません。 MC は指定した権限レベルのすべ
てのペイロードを暗号化する必要があります。

2:5

補助応答データ。 LS バイトが先。 ペイロード = SOL の場合：
• [31:1] — 予約済み。 0（ゼロ）として返します。
• [0]
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◦

0b = テストモードがサポートされていません/有効になっていません。

◦

1b = テストモードが有効。

6:7

インバウンドペイロードのサイズ。 リモートコンソールから MC へのペイロードデータフィー
ルドの最大サイズ。 存在する場合は、機密保持ヘッダーとトレーラーフィールドのサイズは除
外されます。 1 が基点。

8:9

アウトバウンドペイロードのサイズ。 MC からリモートコンソールへのペイロードデータフィー
ルドの最大サイズ。 存在する場合は、機密保持ヘッダーとトレーラーフィールドのサイズは除
外されます。 1 が基点。

10:11

ペイロードの UDP ポート番号。 ペイロードを転送できる UDP ポート番号。 このポート番号が
IPMI セッションの確立に使用するポートと同じ場合、SOL ペイロード転送がそのポートの IPMI
セッションで使用できるようになります。 それ以外の場合、リモートコンソールは IPMI セッ
ションの確立に使用したものと同じ IP アドレス、ユーザー名、パスワード/キー情報を使用し
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表 44 activate payload コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
て、指定したポート番号に別の IPMI セッションを確立する必要があります。 SOL ペイロード転
送は、その後にそのセッションで使用可能になります。
リモートコンソールで、そのポートで確立された別のペイロードタイプの IPMI セッションがす
でにある場合、そのセッションが SOL で必要な権限レベルおよび認証と一致する権限レベルで
確立されていれば、SOL ペイロードタイプもそのセッションで使用できます。 それ以外の場合、
リモートコンソールはそのセッションをクローズして、必要な権限レベルでそれを再確立する必
要があります。
12:13

ペイロード VLAN 番号 - VLAN アドレッシングを使用しない場合は FFFFh。

deactivate payload コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは IPMI セッション上で特定のペイロードの使用を終了するために使用しま
す。 その後、このタイプのトラフィックは別のセッションでアクティブ化できるように、
または現在のセッションで再アクティブ化できるように解放されます。

使用法の詳細
•

deactivate payload コマンドではセッションは終了しません。 セッションを終了する
には close session コマンドを使用してください。 リモートコンソールアプリケーショ
ンでは、セッションを終了させる前に明示的にペイロードを非アクティブ化する必要はあ
りません。 セッションが終了すると、そのセッションでアクティブだったすべてのペイ
ロードが MC によって自動的に非アクティブ化されます。

表 45 deactivate payload コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — ペイロードタイプ。

2

ペイロードインスタンス
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — ペイロードインスタンス。 1 が基点。 0h = 予約済み。

3:6

ペイロード補助データ。 ペイロードが非アクティブ化されたときのペイロードの動作を設定す
る、追加のパラメーター。 特定のペイロードタイプに補助データが指定されていない場合は無
視されます。
ペイロードタイプ = SOL の場合、0000_0000h（補助データなし）として書き込まれます。

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。 汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：（要求内のペイロードタイプが IPMI
Message（0h）に設定されている場合はエラー完了コードを返します）。
• 80h: ペイロードはすでに非アクティブ化されています。
• 81h: ペイロードタイプが無効（オプション）。 指定されたペイロードタイプがアクティブ化
を有効にするよう構成されていません。
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suspend/resume payload encryption コマンド
説明
•

このコマンドによって、リモートコンソールで、MC からのペイロードデータを暗号化し
て送るか暗号化せずに送るかを制御することができます。 暗号化はソフトウェアに多大な
負荷がかかるため、このコマンドは暗号化をしないことでパフォーマンスを高め、データ
の機密性が必要な場合にのみ暗号化をアクティブ化するメカニズムを提供します。

•

また、このコマンドは、暗号化初期化ベクトルの再生成と、複数のパケットに同じ初期化
ベクトルを使用する xRC4 などのアルゴリズムの暗号化ステートマシンの再初期化をトリ
ガーします。

使用法の詳細
•

このコマンドで MC からのデータの暗号化を制御できる範囲はペイロード定義に左右され
ます。 一部のペイロード定義では暗号化されているペイロードデータと暗号化されていな
いペイロードデータを混在して転送できる場合があります。 たとえば、リモートコンソー
ルからの要求が暗号化されているか暗号化されていないかに基づいて MC が暗号化されて
いる応答または暗号化されていない応答を返す「要求/応答」プロトコルを実装できます。
この場合、このコマンドは MC が自律的に生成したデータにのみ影響する可能性がありま
す。 その他のペイロード定義はセッションがアクティブ化される際に使用した任意の暗号
化を使用するだけで、暗号化/解読の「ランタイム」制御を行う場合がありますが、別のペ
イロード定義ではリモートコンソールが MC から送られるペイロードデータを暗号化する
かしないかを選択できる「ストリームベース」である場合もあります。

•

suspend/resume payload encryption コマンドは、ペイロードがアクティブ化されたチャネ
ルでのみ受け付けられます。

表 46 ペイロード固有の暗号化の動作
ペイロードタイプ = IPMI メッセージング
• リモートコンソールから暗号化された要求が送られると、MC から暗号化された応答が返されます。
• suspend/resume payload encryption コマンドは MC からの非同期（要求されていない）メッセージを暗号化す
るかどうかを制御します。
• PET トラップ（実際は IPMI メッセージングから独立している）は常に暗号化して送信されます。
ペイロードタイプ = SOL
• SOL 構成パラメーターによって、SOL データを暗号化することを要求するシステムを構成できます。
• MC は SOL 構成パラメーターによってオーバーライドされない限り、ペイロードがアクティブ化されたときに
選択された暗号化設定に従って SOL ペイロードデータを送信します。
• suspend/resume payload encryption コマンドは SOL ペイロードデータを暗号化するかしないかを制御します。

表 47 suspend/resume payload encryption コマンドの要求データおよび応答データ
IPMI 要求 データフィールド
データのバ
イト番号
1

[7:6] - 予約済み
[5:0] - ペイロードタイプ（表 13-16、ペイロードタイプ番号を参照）

2

ペイロードインスタンス
[7:4] - 予約済み
[3:0] — ペイロードインスタンス。 1 が基点。 0h = 予約済み。

3
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[7:2] - 予約済み

表 47 suspend/resume payload encryption コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[4:0] - 操作
• 2h = 初期化ベクトルを再生成します。 xRC4 暗号化の場合、これによって MC は xRC4 ステート
マシンを再初期化し、データのオフセットをリセットして、MC がリモートコンソールに送る次の
暗号化済みパケット内の新しい初期化ベクトル値を提供します。 処理の遅延と実行中の潜在的な
タスクが原因で、リモートコンソールは、新しい初期化ベクトルを使用するパケットを受信する
前に、その前の初期化ベクトルを使用して暗号化されている MC から追加のパケットを受信する
場合があります。
• 1h = MC から指定されたペイロードデータのすべての転送の暗号化を再開/開始します。
• 0h = MC から指定されたペイロードメッセージのすべての転送の暗号化をサスペンドします。
IPMI 応答 データフィールド
データのバ
イト番号
完了コード

1

汎用コードと以下のコマンド固有の完了コード：
• 80h: 指定されたペイロードタイプでは操作がサポートされていません。
• 81h: 指定されたペイロードタイプの現在の構成では操作が許可されていません。
• 82h: ペイロードタイプがアクティブとなっているセッションで暗号化が使用できません。
• 83h: ペイロードインスタンスは現在アクティブになっていません。

set channel security keys コマンド
説明
•

このコマンドは、疑似乱数ジェネレーターキー（KR）と RMCP+ 用のキー生成キー（KG）
で使用されるシステムの一意キーを初期化する標準化インターフェイスを提供します。
KR を設定する機能の実装はオプションです。 このコマンドは、主に KR 値で事前に構成
されていない BMC や、データ破壊やファームウェア更新により失われたために KR 値を
リストアする必要がある BMC に共通インターフェイスを提供するために提供されます。

•

このコマンドには、指定したキーを「ロック」できるメカニズムが含まれています。 一度
ロックされると、標準の IPMI コマンド経由でキーの値を読み出したり書き換えることが
できません。 ただし、ファームウェアの更新または再インストールの手順によってこの
キーがクリアまたはロック解除される場合があります。 MC の初期インストールやセット
アップを担当するソフトウェアユーティリティはキーがロックされているかどうかを確認
したり、キーを適切に初期化してロックする必要があります。

注記:
このコマンドがサポートされていない場合、このコマンドはそのキーが恒久的に事前構成され
ているか、OEM/MC 固有のメカニズムを介してのみ構成可能であるかを示します。
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

チャネル番号
[7:4] - 予約済み
[3:0] - チャネル番号
注記: このコマンドは、RMCP+ をサポートしているチャネルにのみ適用されます。チャネルが
RMCP+ をサポートしていない場合、このコマンドはエラー完了コードを返します。

2

操作
[7:2] - 予約済み
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[1:0] - 操作
• 00b = 読み取りキー
MC は指定したキーがまだロックされていない場合はそのキー値を返します。 一部の BMC で
はキーと期待する値が一致しない場合、キーの再書き込みができる場合があります。 その他の
BMC ではある「set」操作のみ許可される可能性があります。 キーの値がまだ初期化されてい
ない場合、MC はキー値として 0 を返します。 MC のインストールと初期セットアップを担当
するユーティリティソフトウェアは、この操作を使用してキーが初期化されロックされている
かどうかを確認することもできます。
• 01b = 設定キー
MC は指定したキー値を不揮発性ストレージに書き込みます。
• 10b = ロックキー
MC はキー値の変更または読み取りを禁止します。 キーがロックされると、IPMI が指定した
コマンドで再書き込みまたは読み取りを行うことはできません。
• 11b = 予約済み
3

キー ID
[7:0] — キー ID。
• 00h = RMCP+「KR」キー（20 バイト）。 「KR」キーは、乱数ジェネレーターの一意の値と
して使用されます。 ノート：MC の実装はすべてのチャネルで単一の KR 値を共有できます。
ユーティリティは、KR を設定し、あるチャネルに対してその KR をロックできます。その後
このコマンドを使用してキーを別のチャネルから読み取り、各チャネルの「ロックステータ
ス」フィールドが一致しておりロックされているかをチェックすることで、他のチャネルに対
してその KR が設定されていてロックされているかを確認できます。
• 01h = RMCP+「KG」キー（20 バイト）。 「KG」キーは、チャネル全体のキー交換用に使用
する値として動作します。 パスワード/キー設定ユーティリティがこのキーの値を設定できる
ようにするため、このキーはロックできません。 この値は RAKP-HMAC- SHA1 および
RAKP-HMAC-MD5 認証でユーザーキー値（パスワード）と組み合わせて使用します。つまり、
リモートコンソールはセッションを確立するために、このキー値とユーザーパスワード設定の
両方を事前に知っておく必要があります。 KG は RMCP+ をサポートしているチャネルごとに
個別に設定できる必要があります。
• その他すべて = 予約済み

（4:M）

キー値。 指定したキーの値。 「set」操作のみに使用。 それ以外の場合、このフィールドは要求
では使用されません。 MC は、「キー ID」バイト以下のバイトをすべて無視します。

応答データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード。 汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：
• 80h = 設定/確認を実行できません。 キーがロックされています（必須）
• 81h = キーのバイト数が不十分
• 82h = キーのバイト数が多すぎます
• 83h = キー値が指定したキータイプの基準を満たしていません
• 84h = KR が使用されていません。 MC は KR 値を必要としない乱数生成アプローチを使用し
ています。

2

7:2 - 予約済み。
1:0 - ロックステータス
• 00b = キーはロック可能ではありません。
• 01b = キーがロックされています。
• 10b = キーはロックされていません。
• 11b = 予約済み

(3:N)

キー値。
MC は、操作が「読み取りキー」に設定されている場合、指定したキー値を返します。 それ以外
の場合、MC は完了コードの後の追加のバイトは返しません。
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get system interface capabilities コマンド
説明
•

このコマンドを使用して、SSIF がマルチパートトランザクションをサポートしているか
どうかや、転送できる IPMI メッセージのサイズを確認することができます。

•

このコマンドは、マルチパート書き込みまたは読み取りを実装する BMC に必須です。 し
たがって、ソフトウェアが get system interface capabilities コマンドを実装していないと
思われる場合、インターフェイスはシングルパート書き込みおよび読み取りのみをサポー
トします。

要求デー
タのバイ
ト番号

データフィールド

1

システムインターフェイスタイプ
[7:4] - 予約済み
[3:0] - システムインターフェイスタイプ（BT の場合は get bt interface capabilities コマンドを使用）
• 0h = SSIF
• 1h = KCS
• 2h = SMIC
• その他すべて = 予約済み

応答デー
タのバイ
ト番号

データフィールド

1

完了コード

2

予約済み。 00h として返されます。

システムインターフェイスタイプ = SSIF の場合：
3

[7:6] - トランザクションサポート
• 00b = シングルパート読み取り/書き込みのみをサポート。
• 01b = マルチパート読み取り/書き込みをサポート。 開始および終了トランザクションのみ。
• 10b = マルチパート読み取り/書き込みをサポート。 開始、中間、および終了トランザクションをサ
ポート。
• 11b = 予約済み。
[5:4] - 予約済み。
[7:3] - PEC サポート
• 1b = PEC を実装します。 MC は有効な PEC を含んだ SSIF 書き込みトランザクションを受信する
と、読み取りトランザクションで PEC の使用を開始します。 MC が PEC を含まない SSIF 書き込
みトランザクションを受信すると、PEC の使用を中止します。
• 0b = PEC をサポートしていません。 MC の実装によって、PEC バイトが含まれている書き込みト
ランザクションが拒否される場合があります。
[2:0] - SSIF のバージョン
• 000b = バージョン 1（この仕様で定義されているバージョン）。

4

バイト単位の入力メッセージサイズ。 （1 が基点。）
MC が受け入れる IPMI メッセージデータのバイト数。 この数は IPMI メッセージデータのみで、ス
レーブアドレス、SMBus の長さ、PEC、SMBus CMD バイトは含まれません。 シングルパート書き
込みのみをサポートしている MC は、この値として 32（20h）を返します。 33 から 64 までの値を返
すマルチパート開始および終了をサポートしている MC 65 から 255 までの値を返す中間トランザク
ションによるマルチパートをサポートしている MC

5

バイト単位の出力メッセージサイズ。 （1 が基点。）
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MC から読み取りが可能な IPMI メッセージデータの最大バイト数。 この数は IPMI メッセージデータ
のみで、スレーブアドレス、SMBus の長さ、PEC、SMBus CMD バイト、特別なバイト（マルチパー
ト読み取りの中間トランザクションおよび終了トランザクション内の長さバイトに続く特別なバイト）
は含まれません。 シングルパート読み取りのみをサポートしている MC は、この値として 20h（32）
を返します。 33 から 62 までの値を返すマルチパート開始および終了をサポートしている MC（64 で
はなく 62 であるのは、長さバイトの後に特別なバイトが 2 つあるため）。63 から 255 までの値を返
す中間トランザクションによるマルチパートをサポートしている MC。
システムインターフェイスタイプ = KCS または SMIC の場合：
[7:3] - 予約済み

3

[2:0] - システムインターフェイスのバージョン
• 000b = バージョン 1（この使用で定義されている KCS または SMIC インターフェイスに準拠）。
バイト単位の最大入力メッセージサイズ。 （1 が基点。）

4

KCS FFh で転送できる最大バイト数は 255 以上となります。

get payload activation status コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは指定したペイロードタイプで現在アクティブ化されているインスタンス
数、アクティブ化可能な合計インスタンス数を返します。

表 48 get payload activation status コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

ペイロードタイプ番号 - ステータス取得元の標準ペイロードタイプまたは OEM ペイロードハン
ドルの番号。

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

インスタンス容量

3

[7:4]

予約済み。

[3:0]

MC 上で同時にアクティブ化できる特定のペイロードタイプのインスタンス数。 1
が基点。 0h = 予約済み。

[7]

1b =

インスタンス 8 がアクティブ化されています。

0b =

インスタンス 8 が非アクティブ化されています。

1b =

インスタンス 7 がアクティブ化されています。

0b =

インスタンス 7 が非アクティブ化されています。

1b =

インスタンス 1 がアクティブ化されています。

0b =

インスタンス 1 が非アクティブ化されています。

1b =

インスタンス 16 がアクティブ化されています。

0b =

インスタンス 16 が非アクティブ化されています。

1b =

インスタンス 15 がアクティブ化されています。

0b =

インスタンス 15 が非アクティブ化されています。

[6]

...
[0]

4

[7]

[6]
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表 48 get payload activation status コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
...
[0]

1b =

インスタンス 9 がアクティブ化されています。

0b =

インスタンス 9 が非アクティブ化されています。

get payload instance info コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、ペイロードタイプの特定のインスタンスに関する情報を返します。 この
コマンドは主に、指定したペイロードタイプを現在使用しているアプリケーションとネゴ
シエートしようとしているソフトウェアが使用します。
ペイロードをアクティブ化したユーザーのアドレス指定情報を検索するには、このコマン
ドが返すセッション ID と get session info コマンドを使用します。 その後、アプリ
ケーションはこの情報を使用して、現在ペイロードを所有しているアプリケーションと直
接ダイアログを確立することができます（このアプリケーション間通信は IPMI 仕様では
定義されていません）。

表 49 get payload instance info コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
1

ペイロードタイプ番号 - ステータス取得元の標準ペイロードタイプまたは OEM ペイロードハ
ンドルの番号。

2

ペイロードインスタンス。 1 が基点。 0h = 予約済み。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。 要求内のペイロードタイプが IPMI Message（0h）に設定されている場合はエ
ラー完了コードを返します。

2:5

セッション ID - インスタンスが現在アクティブ化されているセッションの ID。 （セッション
がアクティブ化されたときに MC が生成した管理対象システムセッション ID）。 指定したイ
ンスタンスがアクティブ化されていない場合は 00_00_00_00h。 リモートソフトウェアはこ
の情報と get session info コマンドを使用して、指定したペイロードタイプを現在使用し
ているリモートコンソールを識別できます。

6:13

ペイロード固有の情報（8 バイト）
ペイロードタイプ = SOL の場合：
• バイト 1：ポート番号（リダイレクトされているシステムのシリアルポートを表す番号）。
1 が基点。 0h = 未指定。 システムで複数のポートをリダイレクトできるときに使用。
• バイト 2:8 - 予約済み。

set user payload access コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、指定したユーザーが特定のチャネル上で指定したペイロードタイプをア
クティブ化する権限を持つかどうかを制御します。 このコマンドは、構成ユーティリティ
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が単一のコマンドを使用して複数のペイロードの有効/無効を一度に設定できるようにする
ため、ビットフィールドを使用します。
標準ペイロードは OEM ペイロードとは別に設定します。 このコマンドは、標準ペイロー
ド用の構成を設定するよう選択した標準ペイロードで 1 回以上発行されます。次に、OEM
ペイロード用の構成を設定するよう選択した OEM ペイロードで 1 回以上発行されます。
表 50 set user payload access コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
チャネル番号

1

• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号
[7:6] - 操作

2

• 00b = 有効。 有効/無効ビットに「1b」を書き込むと対応するペイロードを有効にします。
ビットに「0b」を書き込んでも有効/無効ステータスは変更されません。
• 01b = 無効。 ビットに「1b」を書き込むと対応するペイロードを無効にします。 ビットに
「0b」を書き込んでも有効/無効ステータスは変更されません。
• 10b、11b = 予約済み
[5:0] — ユーザー ID。 000000b = 予約済み。
標準ペイロード有効 1

3

• [7:2] — 標準ペイロード 2～7 の有効/無効ビット用に予約済み。
• [1] — 標準ペイロード 1（SOL）の有効/無効
• [0] — 予約済み。 set user access コマンドによって IPMI メッセージングがユーザーに
対して有効/無効になっています。
4

標準ペイロード有効 2 - 予約済み

5

OEM ペイロード有効 1
• [7] - OEM ペイロード 7 の有効/無効
• [6] - OEM ペイロード 6 の有効/無効
• [5] - OEM ペイロード 5 の有効/無効
• [4] - OEM ペイロード 4 の有効/無効
• [3] - OEM ペイロード 3 の有効/無効
• [2] - OEM ペイロード 2 の有効/無効
• [1] - OEM ペイロード 1 の有効/無効
• [0] - OEM ペイロード 0 の有効/無効
OEM ペイロード有効 2 - 予約済み

6

応答データのバイ データフィールド
ト番号
完了コード。 ユーザーアクセスレベルが指定されたチャネルの権限の制限よりも高いレベル
に設定されている場合、実装はエラー完了コードを返しません。 この状態に対する注意を喚
起したい場合、ソフトウェアで set channel access コマンドを使用してチャネル権限の
制限をチェックし、不一致を通知する必要があります。

1

get user payload access コマンド
説明
•

84

このコマンドは、MC で使用できます。
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•

get user payload access コマンドは、set user payload access コマンドを使
用して設定されたユーザーペイロード有効化設定を返します。

表 51 get user payload access コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
チャネル番号

1

• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号
ユーザー ID

2

• [7:6] — 予約済み
• [5:0] — ユーザー ID。 000000b = 予約済み
応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード

2

標準ペイロード有効 1
• [7:2] — 標準ペイロード 2～7 の有効/無効ステータス用に予約済み。
• [1]

◦

1b = 標準ペイロード 1 が有効（SOL）

◦

0b = 標準ペイロード 1 が無効

• [0] — 予約済み。
3

標準ペイロード有効 2 - 予約済み

4

OEM ペイロード有効 1。 各ビットに対して：1b = ペイロードが有効、0b = ペイロードが無
効。
• [7] - OEM ペイロード 7 が有効/無効
• [6] - OEM ペイロード 6 が有効/無効
• [5] - OEM ペイロード 5 が有効/無効
• [4] - OEM ペイロード 4 が有効/無効
• [3] - OEM ペイロード 3 が有効/無効
• [2] - OEM ペイロード 2 が有効/無効
• [1] - OEM ペイロード 1 が有効/無効
• [0] - OEM ペイロード 0 が有効/無効
OEM ペイロード有効 2 - 予約済み

5

get channel payload support コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドはローカルコンソールソフトウェアおよびリモートコンソールソフトウェア
を有効にして、指定した MC 上で有効になっているペイロードを確認します。 このコマ
ンドは指定したチャネルでアクティブ化できるペイロードタイプ番号を示すビットフィー
ルドを返します。
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表 52 get channel payload support コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
チャネル番号

1

• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号
応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード

2

• [7] = 標準ペイロードタイプ #7 をサポート
• ...
• [0] = 標準ペイロードタイプ #0 をサポート

3

• [7] = 標準ペイロードタイプ #15（0Fh）をサポート
• ...
• [0] = 標準ペイロードタイプ #8 をサポート

4

• [7] = セッションセットアップペイロードタイプ #7 をサポート
• ...
• [0] = セッションセットアップペイロードタイプ #0 をサポート

5

• [7] = セッションセットアップペイロードタイプ #15（0Fh）をサポート
• ...
• [0] = セッションセットアップペイロードタイプ #8 をサポート

6

• [7] = ペイロードタイプ 27h（OEM7）を使用
• ...
• [0] = ペイロードタイプ 20h（OEM0）を使用

7

• [7] = ペイロードタイプ 2Fh（OEM15）を使用
• ...
• [0] = ペイロードタイプ 28h（OEM8）を使用
予約済み。 0000h として返されます。

8:9

get channel payload version コマンド
説明
•
•

このコマンドは、MC で使用できます。
このコマンドは、指定したペイロードタイプのバージョン情報を返します。 バージョン番
号にはメジャー番号とマイナー番号があります。

◦

◦
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バージョンのメジャー番号は、以前のバージョンとの下位互換性がなくなるペイロー
ドフォーマット、コマンド、またはないペイロード固有のプロトコルに重要な変更が
ある場合にのみインクリメントします。 メジャーな変更の例としては、以前のアプリ
ケーションで特定のペイロードタイプをアクティブ化できなくなるようなペイロード
アクティブ化プロセスの変更などがあります。
バージョンのマイナー番号は、ペイロードフォーマットが大幅に拡張されている場合
でも、同じメジャーバージョン番号の以前のバージョンと下位互換性がある場合にイ
ンクリメントします。 マイナーフォーマットのバージョン変更の例としては、以前の

フォーマットには存在しない新しい機能のコマンド定義があり、それを使用しない場
合でも以前のアプリケーションの操作に影響を与えない場合などがあります。
表 53 get channel payload version コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
チャネル番号

1

• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号
ペイロードタイプ番号/ペイロードタイプハンドル -ステータス取得対象の標準ペイロードタイ
プまたは OEM ペイロードハンドルの番号。 詳しくは、表 43 (74 ページ)を参照してくださ
い。

2

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。 汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：80h — 指定されたチャネルでペ
イロードタイプが使用できません。

2

フォーマットバージョン
• [7:4] - メジャーフォーマットバージョン BCD エンコード済み（0～9）。
• [3:0] - マイナーフォーマットバージョン BCD エンコード済み（0～9）。 ソフトウェアは、
「メジャー.マイナー」の形式でユーザーにバージョンデータを提供します。 たとえば、
10h —>1.0。
この仕様により実装された SOL ペイロードのフォーマットバージョンは 1.0（10h）。

IPMI LAN デバイスコマンド
このセクションでは、LAN チャネルに固有の構成および制御コマンドを定義します。 LAN チャ
ネルが実装されていなければ、次の表のコマンドは必要ありません。
詳細情報
表 155 (210 ページ)

set lan configuration parameters コマンド
説明
•

このコマンドは IPMI LAN 操作に必要なネットワークのアドレス指定情報などのパラメー
ターを設定するために使用します。

表 54 Set LAN configuration parameters コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
1

チャネル番号
• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号

2

パラメーターセレクター

3:N

構成パラメーターデータ（表を参照）。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。
• 80h = パラメーターがサポートされていません。
標準コマンド仕様
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表 54 Set LAN configuration parameters コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
• 81h = 「設定完了」状態にない場合に、「設定中」の値（パラメーター #0 内）を設定しよ
うとしました。 （この完了コードにより、すでに別のユーザーがパラメーターを「請求」
していることを把握できます。）
• 82h = 読み取り専用のパラメーターに書き込もうとしました。
• 83h = 書き込み専用のパラメーターを読み取ろうとしました。

get lan configuration parameters コマンド
説明
•

このコマンドは、set lan configuration parameters コマンドから構成パラメー
ターを取得するために使用します。

表 55 get lan configuration parameters コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号

データフィールド

1

[7]
• 0b = パラメーターを取得します
• 1b = パラメーターリビジョンのみを取得します
[6:4] - 予約済み
[3:0] - チャネル番号

2

パラメーターセレクター

3

設定セレクター。 特定のパラメーターセレクター値に特定のパラメーターセットを選択
します。 パラメーターが設定セレクターを使用しない場合は 00h。

4

ブロックセレクター（パラメーターでブロック番号が必要ない場合は 00h）

応答データのバ
イト番号

データフィールド

1

完了コード。
汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：
80h = パラメーターがサポートされていません。

2

[7:0] - パラメーターのリビジョン。
フォーマット：MSN = 現在のリビジョン。 LSN = パラメーターが下位互換性を持つ最も
古いリビジョン。 この仕様のパラメーターは 11h。

「パラメーターリビジョンのみを取得する」ビットが 1b の場合、次のデータバイトは返されません。
3:N

構成パラメーターデータ（表 56 (88 ページ)を参照）。 ロールバック機能が実装されて
いる場合、MC は「設定中」状態がアサート済みになるときに既存のパラメーターのコ
ピーを作成します（設定中パラメーター #0 を参照）。 「設定中」状態がアクティブで
ある間、MC はこのパラメーターのコピーからのデータと、データに加えられたコミッ
トをされていない変更を返します。 それ以外の場合、MC は不揮発性ストレージからパ
ラメーターデータを返します。

表 56 LAN 構成パラメーター
#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

設定中

0

データ 1 - このパラメーターは、次のパラメーターがアップデート中である場
合やアップデートが完了した場合に使用します。 このビットは主に、他のソフ
トウェアまたはユーティリティがデータを変更中であることをソフトウェアに
警告することを目的として提供されています。 実装では、この情報を使用して

（揮発性）
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

以前の構成情報に「ロールバック」するか、構成の変更を受け入れるかどうか
を判断する「ロールバック」機能を提供するよう選択できます。
使用する場合、ロールバックはすべてのパラメーターを以前の状態にリストア
する必要があります。 そうでない場合は、書き込み時に変更を有効にする必要
があります。
[7:2] - 予約済み
[1:0] • 00b = 設定完了。 「設定中」が有効の場合にシステムリセット、または電源
切断状態への移行が行われると、MC は「設定完了」状態になります。 ロー
ルバックが実装されている場合、「書き込みコミット」を最初に行わずに直
接「設定完了」に移行すると、保留中の書き込みデータが破棄されます。
• 01b = 設定中。 このフラグは、何らかのユーティリティまたはその他のソフ
トウェアがパラメーターデータに書き込みを行っていることを示します。
これは単なる通知フラグであり、リソースロックではありません。 BMC
は、パラメーターの書き込み中に他のソフトウェアがパラメーターを書き込
めないようにするなんらかのインターロックメカニズムを提供しません。
• 10b = 書き込みコミット（オプション）。 これは、ロールバックが実装され
ている場合にのみ使用します。 BMC は前回の「設定中」以降に書き込まれ
たデータを保存し、「設定中」状態に移行します。 このオプションがサポー
トされていない場合はエラー完了コードを返します。
• 11b = 予約済み
iLO に関するノート：
• iLO は、書き込みコミット機能またはロールバック機能をサポートしていま
せん。
• iLO は、設定完了への移行時にリセットされません。 変更によって iLO の
リセットが必要になった場合、別のコマンドシーケンスでリセットを開始す
る必要があります。 詳しくは、下記のパラメータ 224 でステータスを参照
してください。
• このパラメーターの構成セマフォまたはインターロックとしての使用は、
IPMI インターフェイスに対してのみ有効です。 IPMI インターフェイスは、
同じようにネットワーク構成を変更する可能性がある他の iLO ユーザーイン
ターフェイス（UI）とは統合されていません。 一定の期間、どの iLO UI も
ネットワーク構成を変更していないことを保証するには、下記のパラメー
ター 224 で定義される構成ステータスカウンターを使用できます。
認証タイプ
サポート（読み取り
専用）

1

この「読み取り専用」フィールドは、指定したチャネルでアクティブ化できる
認証タイプ（アルゴリズム）を返します。 次の認証タイプ有効パラメーター
で、特定の最大権限レベルのセッションをアクティブ化した場合に使用可能な
認証タイプを選択します。
[7:6] - 予約済み
[5:0] - このチャネルで有効な認証タイプ（ビットフィールド）：全ビット：
• 1b = サポート
• 0b = 認証タイプが使用できません。
[5] - OEM 独自（RMCP ping の応答の IANA OEM ID によって識別される OEM
ごと）
[4] - 単純なパスワード/キー
[3] - 予約済み
[2] - MD5
[1] - MD2
[0] - なし
iLO に関するノート：
• iLO レポートはすべてのタイプで使用できません。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
1

パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

認証タイプ

2

このフィールドは、指定した最大要求権限レベルの MC に対する IPMI メッセー
ジング接続をリモートコンソールがアクティブ化した場合に使用できる認証タ
イプを構成するために使用します。 セッションがアクティブ化されると、現在
の操作権限レベルやコマンドに関連付けられた権限レベルに関係なく、認証済
みパケットでは認められた 1 つの認証タイプのみ使用されます。

有効

メッセージごとの認証やユーザーレベルの認証を無効にする構成によっては、
認証されていないパケット（認証タイプ = なし）も受け付けられる場合があり
ます。 BMC では、さらに厳密な認証タイプが、要求の高い最大権限レベルに
関連付けられているかどうかをチェックまたは保証することはありません。 た
とえば、「ユーザー」の最大権限レベルでは MD5 を要求し、「管理者」では
「なし」を要求するセッションをアクティブ化するように BMC を構成するこ
とができます。
注記: 権限や認証タイプの割り当てを固定している実装では、このパラメー
ターは読み取り専用として実装することができます。 サポートされていない認
証タイプを選択しようとした場合、可能な認証タイプのサブセットで CCh エ
ラー完了コードを返すように実装することを推奨します。
• バイト 1：最大要求権限 = コールバックレベルで返される認証タイプ。

◦

[7:6] - 予約済み

◦

[5:0] - このチャネルで有効な認証タイプ（ビットフィールド）：

◦

全ビット：
– 1b = 指定された権限レベルで使用できる認証タイプ
– 0b = 指定された権限レベルで使用できない認証タイプ。

◦

[5] - OEM 独自（RMCP ping の応答の IANA OEM ID によって識別される
OEM ごと）

◦

[4] - 単純なパスワード/キー

◦

[3] - 予約済み

◦

[2] - MD5

◦

[1] - MD2

◦

[0] - なし

• バイト 2：最大要求権限 = ユーザーレベルで返される認証タイプ。
（フォーマットはバイト 1 と同様）
• バイト 3：最大要求権限 = オペレーターレベルで返される認証タイプ。
（フォーマットはバイト 1 と同様）
• バイト 4：最大要求権限 = 管理者レベルで返される認証タイプ。
（フォーマットはバイト 1 と同様）
• バイト 5：最大要求権限 = OEM レベルで返される認証タイプ。
（フォーマットはバイト 1 と同様）
iLO に関するノート：
• iLO は、読み取りにはすべて 0 で応答します。
• iLO はこのパラメーターを読み取り専用として処理します。
IP アドレス

3

データ 1:4 - IP アドレス
MS バイトが先。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
iLO に関するノート：

• iLO が DHCPv4 アドレス割り当てに対応するように構成されている場合、
このパラメーターが読み取られると、DHCPv4 サーバーによって割り当て
られている現在のアドレスが報告されます。
• iLO が DHCPv4 アドレス割り当てに対応するように構成されている場合、
このパラメーターが書き込まれると、iLO は自動的に静的アドレス割り当て
に移行します。 このケースでは、iLO を設定する前に、必要に応じて iLO
のサブネットマスク（パラメーター 6）および iLO のデフォルトゲートウェ
イアドレス（パラメーター 12）も構成する必要があります。
• 書き込みを有効にするには、書き込み後に iLO をリセットする必要がありま
す。
IP アドレスソース

4

データ 1
[7:4] - 予約済み
[3:0] - アドレスソース
• 0h = 未指定
• 1h = 静的アドレス（手動で構成）
• 2h = DHCP が動作する MC が取得するアドレス
• 3h = BIOS またはシステムソフトウェアがロードするアドレス
• 4h = 他のアドレス割り当てプロトコルが動作する、MC が取得するアドレス
iLO に関するノート：
• iLO は、ソース 1h および 2h のみをサポートします。
• iLO を DHCP 構成から静的構成に移行した場合、現在割り当てられている
DHCPv4 アドレスがあると、そのアドレスが静的アドレスとして設定され
ます。 その後、iLO をリセットする前に、必要に応じてパラメーター 3 の
IP アドレスを設定してこのアドレスを変更できます。
• 注意：iLO を DHCP 構成から静的構成に移行するときに DHCPv4 アドレス
が割り当てられていない場合、iLO の静的アドレスは 0.0.0.0 になります。
その後、iLO リセットの前にパラメータ 3 を使用して静的アドレスが割り当
てられない場合、リセット後は IPv4 経由で iLO にアクセスできなくなりま
す。
• 書き込みを有効にするには、書き込み後に iLO をリセットする必要がありま
す。

MAC アドレス

5

（読み取り専用とす
ることができる）

データ 1:6 - MC から送信されるメッセージの MAC アドレス。
MS バイトが先。 実装では、このパラメーターを設定可能とするか、または読
み取り専用として実装できます。
iLO に関するノート：
• iLO では、このパラメーターは読み取り専用です。

サブネットマスク

6

データ 1:4 - サブネットマスク。 MS バイトが先。
iLO に関するノート：
• iLO は、CIDR サブネットマスクのみをサポートしています。 たとえば、連
続するプレフィックスビットのみがサポートされます。
• iLO が DHCPv4 アドレス割り当てに対応するように構成されている場合、
このパラメーターが読み取られると、DHCPv4 サーバーによって割り当て
られている現在のサブネットマスクが報告されます。
• iLO が DHCPv4 アドレス割り当てに対応するように構成されている場合、
このパラメーターが書き込まれると、iLO は自動的に静的アドレス割り当て
に移行します。 このケースでは、iLO をリセットする前に、必要に応じて
iLO の静的 IP アドレス（パラメーター 3）および iLO のデフォルトゲート
ウェイアドレス（パラメーター 12）も構成する必要があります。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

• 書き込みを有効にするには、書き込み後に iLO をリセットする必要がありま
す。
BMC 生成 ARP 制御 10
（オプション）

データ 1 — BMC 生成 ARP 制御。
ノート：BMC 生成 ARP 応答と BMC 生成 Gratuitous ARP の各機能はそれぞれ
オプション。 サポートされていない機能を有効にしようとする場合、BMC は
エラー完了コードを返す必要があります。
• [7:2] — 予約済み

◦

[1]
– 1b = BMC 生成 ARP 応答を有効にします
– 0b = BMC 生成 ARP 応答を無効にします

◦

[0]
– 1b = BMC 生成 Gratuitous ARP を有効にします
– 0b = BMC 生成 Gratuitous ARP を無効にします

iLO に関するノート：
• 読み取り専用としてのみサポートされます。 常に BMC 生成 ARP は有効、
Gratuitous ARP は無効として応答します。
デフォルトゲート
ウェイ

12

データ 1:4 - IP アドレス
MS バイトが先。 BMC とは異なるサブネットにあるユーザーに BMC がメッ
セージまたはアラートを送信する場合に使用するゲートウェイ（ルーター）の
アドレス。

アドレス

iLO に関するノート：
• iLO が DHCPv4 ゲートウェイアドレス割り当てに対応するように構成され
ている場合、このパラメーターが読み取られると、DHCPv4 サーバーによっ
て割り当てられている現在のアドレスが報告されます。
• iLO が DHCPv4 ゲートウェイアドレス割り当てに対応するように構成され
ている場合、このパラメーターが書き込まれると、iLO は静的ゲートウェイ
アドレス割り当てに移行します。
• IP アドレスとサブネットマスクが DHCPv4 経由で構成されている間に、iLO
上で静的デフォルトゲートウェイアドレスを構成することができます。
• 書き込みを有効にするには、書き込み後に iLO をリセットする必要がありま
す。
コミュニティ文字列

16

データ 1:18 - コミュニティ文字列
デフォルト = ‘public’。 PET トラップ内の「コミュニティ文字列」フィールド
に入力するために使用します。 この文字列は、イベントを生成したシステムの
ネットワーク名の固有情報を提供するベンダー固有の文字列を保持するために
オプションで使用できます。 出力可能な ASCII 文字列。 null 以外の 18 文字す
べてが提供されている場合、最後の文字を null にする必要はありません。 この
パラメーターを設定するときに 18 文字を書き込む必要があり、このパラメー
ターが読み込まれたときに 18 文字が返されます。
コミュニティ文字列のパラメーターが PET に設定されている場合、null 文字と
それに続く文字は無視されます。 BMC は書き込まれた文字はどのようなもの
でも返します。 たとえば、null に続くバイトは特定の値に設定しません。

あて先の数
（読み取り専用）
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17

データ 1 - このチャネルでサポートする LAN アラートのあて先の数 （読み取
り専用）。 LAN アラートがサポートされている場合、少なくとも 1 つの不揮
発性のあて先情報セットが必要。 追加の不揮発性のあて先パラメーターは、ア
ラート「コールダウン」リストポリシーをサポートするために必要に応じて提
供できます。 この仕様では最大 15 個（1h～Fh）の不揮発性の送信先をサポー
トします。 あて先 0 は alert immediate コマンドで使用する揮発性のあて先と
して常に存在します。

表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
[7:4] - 予約済み。

[3:0] - LAN のあて先数。 0h の数は、LAN アラートがサポートされていないこ
とを示します。
iLO に関するノート：
• iLO は、15 個の不揮発性のあて先をサポートしています。
あて先タイプ
（揮発性/不揮発性 説明を参照）

18

特定のあて先に関連付けられる LAN アラートタイプを設定します。 あて先数
パラメーターが 0 の場合、このパラメーターは存在しません。
• データ 1 - セレクター設定 = あて先セレクター。0 が基点。

◦

[7:4] - 予約済み

◦

[3:0] - あて先セレクター。 あて先 0 は alert immediate コマンドで使用す
る揮発性のあて先として常に存在します。

• データ 2 - あて先タイプ

◦

[7] - アラート確認
– 0b = 未確認。 送信がエラーなく発生した場合、アラートは成功とみ
なされます。 この値は、コールバック番号とも合わせて使用されま
す。
– 1b = 確認済み。 確認が返された場合にのみ、アラートは成功と見な
されます。 なお、ダイヤルページなどの一部のアラートタイプでは、
確認をサポートしていません。

◦

[6:3] - 予約済み

◦

[2:0] - あて先タイプ
– 000b = PET トラップのあて先
– 001b - 101b = 予約済み
– 110b = OEM 1
– 111b = OEM 2

• データ 3 - アラート確認タイムアウト/再試行間隔。秒単位、0 が基点（例：
最小タイムアウト = 1 秒）。
この値は、確認のタイムアウト待ち時間、またはアラートが確認を返したか
どうかに応じて自動再試行する間隔を設定します。 推奨する工場出荷時デ
フォルト = 3 秒。 アラートタイプが確認をサポートしていない場合、また
はアラート確認のビット（前述）が 0b の場合、値は無視されます。
• データ 4 - 再試行

◦

[7:4] - 予約済み

◦

[3] - 予約済み

◦

[2:0] - 特定のあて先へのアラートを再試行する時間数。 0 = 再試行しませ
ん（アラートは 1 回のみ送信）。 アラートを確認する場合（アラート確
認のビット = 1b）、確認待ちでタイムアウトが発生した場合にのみアラー
トを再試行します。 それ以外の場合、この値は未確認のアラートを送信
する回数を選択します。 タイムアウト間隔または再試行の間隔は、アラー
ト確認のタイムアウト/再試行間隔の値（このパラメーターのバイト 3）
で設定します。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
1

パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

あて先アドレス

19

LAN アラートを送信できる IP アドレスのリストを設定/取得します。 あて先数
パラメーターが 0 の場合、このパラメーターは存在しません。
• データ 1 - セレクター設定 = あて先セレクター。

◦

[7:4] - 予約済み

◦

[3:0] - あて先セレクター。 あて先 0 は alert immediate コマンドで使用す
る揮発性のあて先として常に存在します。

• データ 2 - アドレスフォーマット

◦

[7:4] - アドレスフォーマット
0h = IPv4 の IP アドレスの後ろに DIX Ethernet/802.3 MAC アドレス
1h = IPv6 IP アドレス

◦

[3:0] - 予約済み

アドレスフォーマット = 0h の場合：
• データ 3 - ゲートウェイセレクター

◦

[7:1] - 予約済み

◦

[0] – 0b = デフォルトゲートウェイを使用します（ノート：古い実装（errata
4 またはそれ以前）は、デフォルトゲートウェイにのみ送信する可能
性があります。）
– 1b = バックアップゲートウェイを使用します

• データ 4:7 - IP アドレスのアラート通知（MS バイトが先）
• データ 8:13 - MAC アドレスのアラート通知（MS バイトが先）
アドレスフォーマット = 1h の場合：
データ 3:18 — IPv6 アドレスのアラート通知（MS バイトが先）
（ルーターの MAC アドレスは、近隣探索、または LAN の構成パラメーターの
静的ルーター構成を使用して指定したアドレッシングを使用して取得されま
す）
iLO に関するノート：
• IPv4 のあて先のみがサポートされています（アドレスフォーマット = 0h）
• IPv4 デフォルトゲートウェイの使用のみがサポートされています（ゲート
ウェイセレクター = 0b）
次のパラメーターは IPMI v2.0/RMCP+ で導入
VLAN 構成は IPMI v1.5 および IPMI v2.0 のセッションで使用できます。 「RMCP+」と記載されたパラメー
ターは IPMI v2.0/RMCP+ セッションを実装している IPMI v2.0 実装に固有。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

802.1q VLAN ID（12 20
ビット）

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
• データ 1

[7:0] - VLAN ID の下位 8 ビット。 VLAN ID を使用しない場合は 00h。
• データ 2

◦

[7] - VLAN ID が有効
– 0b = 無効
– 1b = 有効。
有効な場合、このチャネルのパケットに 802.1q フィールドがあり、
その VLAN ID がこのパラメーターで指定された VLAN ID の値と一致
する場合、BMC はこのチャネルのパケットだけを受け入れます。

◦

[6:4] - 予約済み

◦

[3:0] - VLAN ID の上位 4 ビット。

iLO に関するノート：
• iLO 共有ネットワークポート（LOM または ALOM）でのみサポートされま
す
• 「VLAN ID が有効」が無効になっている場合（0b）、VLAN ID は 0 でなけ
ればなりません
• 有効になっている場合は、VLAN ID には、1～4094 の間の値を設定する必
要があります。
• 設定を有効にするには、iLO をリセットする必要があります。
802.1q VLAN 優先順 21
位

データ 1
[7:3] - 予約済み
[2:0] - 802.1q フィールドの優先順位フィールドの値。 VLAN ID 有効が 0b（無
効）になっている場合は無視されます - 上記の 802.1q VLAN ID パラメーター
を参照。 設定は、ネットワークに依存します。 デフォルトでは、000b に設定
されます。
iLO に関するノート：
• iLO では読み取り専用です。
• 値 000b のみがサポートされています。

RMCP+ メッセージ
ング暗号スイートエ
ントリーのサポート

22

このパラメーターは、指定したチャネル上の IPMI メッセージングで使用でき
る暗号スイートの数（最大 16）を提供します。
ソフトウェアは、get channel cipher suites コマンドを使用して、特定の暗号ス
イート ID に関連付けられているセキュリティアルゴリズムを調べることがで
きます。 標準暗号スイート（表 22-19、暗号スイート ID を参照）に割り当て
られている暗号スイート ID もあります。

（読み取り専用）

データ 1
[7:5] - 予約済み
[4:0] - 暗号スイートエントリーの件数 暗号スイートエントリーの件数。1 が基
点。最大 10h。
あて先アドレス
VLAN TAG
（読み取り専用とす
ることができます。
説明を参照）

25

LAN アラートを送信できる VLAN ID（ある場合）のアドレスを設定/取得しま
す。 あて先数パラメーターが 0 の場合、または実装でアラートに対して VLAN
ID の使用をサポートしていない場合、このパラメーターは存在しません。 そ
れ以外の場合、VLAN TAG エントリーの数はアラートあて先の数と一致しま
す。
実装ではパラメーター 20 および 21 で指定したものと同じ VLAN TAG 構成を
使用してアラートの送信のみを行うことができます。この場合、このパラメー
ターは読み取り専用とすることができます。データ 3～4 はパラメーター 20 お
よび 21 の設定を反映し、データ 2 [7:4] はアラートで使用されている VLAN
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

TAG を示します。 実装でアラートのあて先として構成可能な VLAN TAG をサ
ポートしていない場合、指定したチャネル上のすべてのあて先に固有のタグ情
報を設定する必要があります。
• データ 1 - セレクター設定 = あて先セレクター。

◦

[7:4] - 予約済み

◦

[3:0] - あて先セレクター。 あて先 0 は alert immediate コマンドで使用す
る揮発性のあて先として常に存在します。

• データ 2 - アドレスフォーマット

◦

[7:4] - アドレスフォーマット
– 0h = VLAN ID はこのあて先で使用されていません。
– 1h = 802.1q VLAN TAG

◦

[3:0] - 予約済み

アドレスフォーマット = 1h の場合：
• データ 3:4 - VLAN TAG

◦

[7:0] - VLAN ID。最下位バイト

◦

[11:8] - VLAN ID。最上位ニブル

◦

[12] - CFI（Canonical Format Indicator。0b に設定）

◦

[15:13] - ユーザー優先順位（000b、標準）

iLO に関するノート：
• iLO では、このパラメーターは読み取り専用です。
• iLO は、iLO 共有ネットワークポートでのみ VLAN をサポートします。
• VLAN が有効な場合、パラメーター 20 からの VLAN ID を報告します。
• iLO 専用ネットワークポートが選択されている場合は、VLAN ID が使用され
ていないことを報告します。
IPv6/IPv4 アドレッシ 51
ング有効化

IPv6 アドレッシングがサポートされている場合、このパラメーターは必須で
す。
データ 1 —
以下のそれぞれの値は、パラメーター 50 で指定されている機能に合わせて設
定できます。
• 00h = IPv6 アドレッシングは無効です。
• 01h = IPv6 アドレッシングのみを有効にします。 IPv4 アドレッシングは無
効です。
• 02h = IPv6 と IPv4 のアドレッシングが同時に有効です。
iLO に関するノート：
• iLO は、IPv6 および IPv4 アドレッシングの同時有効化（02h）のみをサポー
トします。

IPv6 ステータス（読 55
み取り専用）

BMC で IPMI 用にサポートされており、構成して使用できる IPv6 アドレスの
数を示します。
IPv6 アドレッシングがサポートされている場合、このパラメーターは必須で
す。
データ 1 — 静的アドレスの最大数
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

BMC への接続を確立するための静的 IPv6 アドレスの最大数。 ノート：一部の
実装では、この数がチャネルでサポートされている同時セッションの数を超え
る場合があります。 0 は静的アドレス構成を使用できないことを示します。
データ 2 — 動的アドレスの最大数
BMC への接続を確立するために取得できる、動的（SLAAC/DHCPv6）IPv6 ア
ドレスの最大数。 ノート：一部の実装では、この数がチャネルでサポートされ
ている同時セッションの数を超える場合があります。 0 = BMC は動的アドレッ
シングをサポートしていません。
データ 3 —
• [7:2] — 予約済み
• [1]

◦

1b = BMC は SLAAC アドレッシングをサポートしています

• [0]

◦
IPv6 静的アドレス

56

1b = BMC は DHCPv6 アドレッシングをサポートしています（オプショ
ン）

IPv6 アドレッシングがサポートされている場合、このパラメーターは必須で
す。
データ 1 — 設定セレクター = アドレスセレクター。0 が基点。
静的アドレス構成がサポートされている場合、BMC は、少なくとも 1 つの IPv6
の静的アドレスエントリーを提供します。 静的アドレスが 0 個の場合、セレク
ター 0 だけが許可されます。データ [2:19] は予約され、データ 20 は「無効」
です。
データ 2 — アドレスソース/タイプ
• [7] — 有効 = 1/無効 = 0
• [6:4] — 予約済み
• [3:0] — ソース/タイプ

◦

0h = 静的

◦

その他すべて = 予約済み

データ 3-18 — IPv6 アドレス、MS バイトが先。
データ 19 — アドレスのプレフィックス長
データ 20 — アドレスのステータス（読み取り専用パラメーター）。 この位置
への書き込みは無視されます。
• 00h = アクティブ（使用中）
• 01h = 無効化
• 02h = 保留中（現在 DAD（重複アドレス検出）を実行中、オプション
• 03h = 失敗（重複アドレスが見つかりました。オプション
• 04h = 非推奨（推奨タイマーの期限切れ、オプション）
• 05h = 無効（有効性タイマーの期限切れ、オプション）
• その他すべて — 予約済み
iLO に関するノート：
• データ 2 の [7] = 0（無効）が設定されると、iLO は、設定セレクターが示す
静的 IPv6 アドレスを削除します（iLO は、静的アドレスの有効化/無効化を
サポートしていません）。これは iLO で静的 IPv6 アドレスを削除する唯一
の方法です。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

IPv6 動的
59
（SLAAC/DHCPv6）
アドレス（読み取り
専用）

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

IPv6 アドレッシングがサポートされている場合、このパラメーターは必須で
す。
データ 1 - 設定セレクター = アドレスセレクター。0 が基点。
BMC は、配列内で 1 つ以上のエントリーを提供します。 SLAAC および DHCPv6
アドレスが 0 個の場合、セレクター 0 だけが許可されます。データ [2:20] は予
約され、データ 21 は「無効」です。
IPv6 アドレッシングがサポートされている場合は必須です。
データ 2：アドレスソース/タイプ
[7:4] — 予約済み
[3:0] — ソース/タイプ
• 0 — 予約済み
• 1 — SLAAC（ステートレスアドレス自動構成）
• 2 — DHCPv6（オプション）
• その他 — 予約済み
データ 3-18 - IPv6 アドレス、MS バイトが先。
データ 19 - アドレスのプレフィックス長。
データ 20 - アドレスのステータス
• 0 — アクティブ（使用中）
• 1 — 無効化
• 2 — 保留中（DAD の実行中、オプション）
• 3 — 失敗（重複アドレスが見つかりました。オプション）
• 4 — 非推奨（推奨タイマーの期限切れ、オプション）
• 5 — 無効（有効性タイマーの期限切れ、オプション）
• その他 — 予約済み
iLO に関するノート：
• iLO は、動的アドレスのステータスについては、アクティブおよび非推奨の
みをサポートしています
• 動的アドレスのステータスとして、無効化、保留中、失敗、または無効はサ
ポートしていません
• 失敗したアドレスが、iLO のネットワークスタックに追加されることはあり
ません
• 無効なアドレスは、iLO のネットワークスタックから削除され、報告されま
せん

IPv6 DHCPv6 タイミ 62
ング構成のサポート

IPv6 アドレッシングがサポートされている場合、このパラメーターは必須で
す。

（読み取り専用）

データ 1：
[7:2] — 予約済み
[1:0]00b = IPMI に準拠した DHCPv6 タイミング構成はサポートされていませ
ん。
• 01b =「グローバル」 — タイミング構成は、動的アドレッシングを使用し、
DHCPv6 が有効になっているすべてのインターフェイス（IA）に適用されま
す。
• 10b = 「インターフェイス単位」 - タイミングはインターフェイスごとに構
成でき、特定のインターフェイス（IA）で DHCPv6 が有効になっている場
合に使用されます。
• 11b = 予約済み
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
iLO に関するノート：

• iLO では、DHCPv6 タイミングの変更はサポートされていません。 00b は
常に報告されます。
IPv6 ルーターアドレ 64
ス構成の制御

IPv6 アドレッシングがサポートされている場合、このパラメーターは必須で
す。
ルーターの検出は、SLAAC および DHCPv6 アドレッシング（動的アドレッシ
ング）に対するサポートの一部です。 このパラメーターは、BMC 用に静的ア
ドレスが使用されている場合に、自動ルーター検出を実行するかどうかを制御
します。 また、ルーターの静的アドレスの使用を可能にすることもできます。
データ 1：
[7:2] — 予約済み
[1]
• 1b = ルーター広告メッセージを介してルーターの動的アドレス構成を有効
にします。 ルーター要請メッセージは、[RFC4861] で指定されているタイ
ミングと動作で送信されます。 IPv6 近隣探索/SLAAC タイミング構成パラ
メーター（下記）が実装されている場合、そのパラメータからのルーター要
請タイミングの値が使用されます。
[0]
• 1b = ルーターの静的アドレスを有効にします。 ルーターの静的および動的
アドレッシングが有効になっている場合、BMC は、最初に静的ルーターア
ドレスとプレフィックスの使用を試みます。
iLO に関するノート：
• iLO では、静的と動的のルーターアドレスソース両方の有効化のみがサポー
トされます。 どちらかのソースを無効にすることはできません。
• iLO では、静的ルーターアドレスを最初に試行するというルールに沿ってい
ません。使用中のルーターアドレスは、RFC4861 に記載されているルール
を使用して iLO のネットワークスタックによって決定されています。

IPv6 静的経路

65–72

iLO では、パラメータ 65-72 をサポートしていません。
IPv6 静的経路テーブルのエントリーを指定するには、iLO OEM のパラメーター
228 および229 を参照してください。

IPv6 近隣探
索/SLAAC タイミン
グ構成サポート

79

（読み取り専用）

IPv6 静的ルーターアドレス構成がサポートされている場合、このパラメーター
は必須です。
データ 1：
[7:2] — 予約済み
[1:0]
• 00b = IPMI に準拠する IPv6 近隣探索/SLAAC タイミング構成はサポートさ
れません。
• 01b =「グローバル」 - タイミング構成は、IPv6 動的アドレッシングが有効
になっているすべてのインターフェイス（IA）に適用されます。
• 10b = 「インターフェイス単位」 - タイミングはインターフェイスごとに構
成でき、特定のインターフェイス（IA）で IPv6 動的アドレッシングが有効
になっている場合に使用されます。
• 11b = 予約済み
iLO に関するノート：
• iLO では、これらのタイミングパラメーターの変更はサポートされません。
常に 00b が返されます。

iLO IPv4 オプション 192

iLO IPv4 オプションの制御
データ 1：
[7:3] — 予約済み
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
[2] — 1b = WINS 登録を有効にします。
[1] — 1b = IPv4 アドレス用の DDS 登録を有効にします。
[0] — 1b = 起動時のゲートウェイ Ping を有効にします。
データ 2：
[7:0] — 予約済み
iLO に関するノート：

• 変更を有効にするには、iLO をリセットする必要があります。
iLO DHCPv4 オプ
ション

193

iLO DHCPv4 クライアントオプションの制御
データ 1：
[7:1] — 予約済み
[0] — 1b = DHCPv4 アドレスおよびサブネットマスクの割り当てを有効にしま
す
データ 2：
[7:6] — 予約済み
[5] — 1b = WINS サーバーの DHCPv4 構成を有効にします
[4] — 1b = NTP サーバーの DHCPv4 構成を有効にします
[3] — 1b = DNS サーバーの DHCPv4 構成を有効にします
[2] — 1b = iLO ドメイン名の DHCPv4 構成を有効にします
[1] — 1b = IPv4 静的経路の DHCPv4 構成を有効にします
[0] — 1b = IPv4 デフォルトゲートウェイアドレスの DHCPv4 構成を有効にし
ます
iLO に関するノート：
• データ 2 のいずれかのオプションを設定にするには、データ 1 の DHCPv4
の有効化も設定する必要があります
• データ 1 の DHCPv4 有効ビットをクリアすると、データ 2 のすべてのオプ
ションがクリアされます
• 変更を有効にするには、iLO をリセットする必要があります

iLO IPv4 DNS サー
バーアドレス

194

iLO 静的 IPv4 DNS サーバーアドレス
データ 1：設定セレクター（0-プライマリ、1-セカンダリ、2-ターシャリ）
データ 2：設定/読み取り可能な IPv4 DNS アドレスの最大数（書き込みは無視
されます。現時点の iLO では 3）
データ 3:6：DNS アドレス、MSB が先
iLO に関するノート：
• iLO IPv4 DNS サーバーアドレスが DHCPv4 を介して構成されている場合、
このパラメーターは読み取り専用であり、DHCPv4 サーバーが提供するア
ドレスを報告します。
• 変更を有効にするには、iLO をリセットする必要があります。

iLO IPv4 WINS サー
バーアドレス

195

iLO 静的 WINS サーバーアドレス
データ 1：設定セレクター（0– プライマリ、1– セカンダリ）
データ 2：設定/読み取り可能な WINS サーバーアドレスの最大数（このバイト
への書き込みは無視されます。現時点の iLO では 2）
データ 3:6：WINS サーバーアドレス、MSB が先
iLO に関するノート：
• iLO WINS サーバーアドレスが DHCPv4 によって構成されている場合、こ
のパラメーターは読み取り専用であり、DHCPv4 サーバーが提供するアド
レスを報告します。
• 変更を有効にするには、iLO をリセットする必要があります。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
1

パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

iLO IPv4 静的経路

196

iLO 静的 IPv4 経路のテーブルエントリー
データ 1：設定セレクター（現時点の iLO では 0～2）
データ 2：設定/読み取り可能な IPv4 静的経路の最大数（このバイトへの書き
込みは無視されます。現時点の iLO では 3）
データ 3:6：この経路テーブルエントリーのあて先アドレス、MSB が先
データ 7:10：この経路テーブルエントリーのあて先アドレスのサブネットマス
ク、MSB が先
データ 11:14：この経路テーブルエントリーのゲートウェイアドレス、MSB が
先
iLO に関するノート：
• iLO IPv4 静的経路が DHCPv4 によって構成されるように設定されている場
合、このパラメーターは読み取り専用であり、DHCPv4 サーバーが提供す
るアドレスを報告します。
• 変更を有効にするには、iLO をリセットする必要があります。

iLO 共有 NIC 選択お 197
よび共有 NIC ポート
番号

iLO 共有 NIC およびポート番号の選択
データ 1：
• 共有 NIC 選択
• 01h = LOM
• 02h = ALOM
• その他すべて = 予約済み
データ 2：
• 共有 NIC ポート番号
• 01h = NIC ポート 1 を使用
• 02h = NIC ポート 2 を使用
• その他すべて = 予約済み
データ 3：LOM/ALOM のサポートステータス（このバイトへの書き込みは無視
されます）
• [7:2] — 予約済み
• [1] — 1b = プラットフォームは ALOM 共有 NIC をサポートしています
• [0] — 1b = プラットフォームは LOM 共有 NIC をサポートしています
iLO に関するノート：
• 詳しくは、iLO OEM パラメーター 225 で専用/共有 NIC の選択を参照して
ください。
• 共有 NIC ポート番号の選択は、すべての iLO 共有 NIC でサポートされてい
るわけではありません。サポートされていない場合は、iLO のリセット後に
ポート番号 1 に戻ります。
• 変更を有効にするには、iLO をリセットする必要があります。

iLO イーサーネット
リンクの速度とデュ
プレックス

198

iLO 専用 NIC のイーサネットリンク速度とデュプレックス（設定セレクターは
無視されます）
データ 1：
• [7:6] — 予約済み
• [5] — オートネゴシエーションモード読み取り専用ステータス。

◦

0b — オートネゴシエーションモードを構成できます。

◦

1b — オートネゴシエーションモードは読み取り専用です（ブレードおよ
び共有 NIC）
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
• [4] — オートネゴシエーションモードの有効性。

◦

0b — オートネゴシエーションモードのステータスが不明です（共有 NIC）

◦

1b — 報告によるとオートネゴシエーションモードは有効です。

• [3] — リンクステータスの有効性（リンク状態、リンクデュプレックス、リ
ンク速度）

◦

0b = 報告されているリンクステータスデータは有効ではありません（非
アクティブ NIC）

◦

1b = リンクステータスデータは有効です。

• [2] — リンク状態。

◦

0b = リンクが非アクティブか、またはリンク状態が不明です（[3] を参
照）

◦

1b = リンクはアクティブです。

• [1] — リンクデュプレックス。

◦

0b = 半二重またはデュプレックス状態が不明です（[3] を参照）

• [0] — オートネゴシエーションモード

◦

0b = 手動設定を使用するかオートネゴシエーションモードかが不明です
（[4] を参照）

◦

1b = オートネゴシエーションモードを使用。

データ 2：— リンク速度。
• 00h = 10 Mb/秒
• 01h = 100 Mb/秒
• 02h = 1000 Mb/秒
• FFh = リンク速度は不明です
• その他すべて = 予約済み
iLO に関するノート：
• 構成する場合も、可能なのはデータ 2 およびデータ 1 のビット [0] と [1] だ
けです。
• データ 1 の [0] のオートネゴシエーションモードは、データ 1 の [5] が 0b
として報告された場合のみ構成可能です。
• オートネゴシエーションモードに設定されている場合、書き込みの速度と
デュプレックスは無視されます。
• リンク状態インジケーター（データ 1 の [2]）でリンクが非アクティブまた
は不明であることを示す場合、オートネゴシエーションモードについて速度
とデュプレックスは不明と報告されます。
• オートネゴシエーションモードにある場合は、リンク速度、デュプレック
ス、および状態は、データ 1 の [3] が 1b の場合のみ有効です。
• 手動設定モードにある場合は、データ 1 の [3] の状態とは関係なく、リンク
速度とデュプレックスが構成を示します。
• ブレードでは、オートネゴシエーションモードが強制的にオンになり、構成
によってオフにすることはできません。
• 共有 NIC では、オートネゴシエーションモードは不明です（モードはホス
トの NIC 構成によって制御され、iLO から表示することはできません。）
• このパラメーターの変更を有効にするには、iLO をリセットする必要があり
ます。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
1

パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

iLO ネットワーク構
成ステータスおよび
NIC の選択

224

iLO ネットワーク構成のアップデートカウンター。
iLO 専用/共有 NIC の選択。
iLO ネットワーク構成のステータス。
データ 1：
• IPv6 構成カウンター。 符号なし 8 ビットカウンター。IPv6 構成を変更する
たびに更新されます。
データ 2：
• IPv4 構成カウンター。 符号なし 8 ビットカウンター。IPv4 構成を変更する
たびに更新されます。
データ 3：
• 選択されている iLO NIC。

◦

0h = iLO 専用 NIC が選択されています。

◦

1h = iLO 共有 NIC が選択されています。

◦

その他すべて = 予約済み

データ 4：iLO ネットワーク構成ステータス。
[7:1] — 予約済み
[0]
• 0b = すべての設定を現在使用中です。
• 1b = 行われた設定変更の一部について、iLO のリセットが必要です。
iLO に関するノート：
• IPMI 経由での iLO のフル IP 構成の読み取りには、多くの個別トランザク
ションが必要です。 読み取りの進行中に他の iLO UI によるネットワーク構
成の変更を防止するため、iLO 構成読み取りの最初と最後に IPv4 および
IPv6 の構成カウンターを読み取ることができます。 開始カウンターの値と
終了カウンターの値が一致すれば、構成が読み取り中に変更されなかったこ
とになります。
• IPv6 構成カウンターは、IPv6 アドレスステータスの変更を記録しません。
• 別の iLO NIC に切り替えるには、以下の手順に従ってください。
1. このパラメーター（および他にパラメーター 197）を切り替え先の NIC
に書き込みます
2. 切り替え先の NIC に合わせて、他のすべての関連ネットワークパラメー
ターを構成します
3. iLO をリセットします。 iLO がリセットされると、切り替え先の NIC
が使用されるようになります。
• データ 3 に対する変更を書き込む場合は、選択した NIC は次のように設定
します。

iLO IPv6 オプション 225

◦

データ 1 は、AAh に設定する必要があります

◦

データ 2 は、55h に設定する必要があります

◦

データ 4 は、FFh に設定する必要があります

iLO IPv6 オプションの有効化
データ 1：
[7:3] — 予約済み
[2] — 1b = ルーター広告からの SLAAC アドレスの作成を有効にします。
[1] — 1b = IPv6 アドレスの DDNS 登録を有効にします。
[0] — 1b = iLO クライアントアプリケーションで IPv4 プロトコルよりも IPv6
プロトコルが優先されます。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
データ 2：— 予約済み
iLO に関するノート：

• データ 1 のビット [2] は、SLAAC アドレスの作成のみを無効にします。 こ
のビットが 0b に設定されていても、他の情報についてルーター広告メッ
セージが引き続き処理されます。
• SLAAC および DDNS 有効化に対する変更を有効にするには、iLO をリセッ
トする必要があります。
iLO DHCPv6 オプ
ション

226

iLO DHCPv6 構成制御の有効化
データ 1：
[7:3] — 予約済み
[2] — 1b = DHCPv6 急速コミットモードを有効にします
[1] — 1b = ステートレス DHCPv6 モードを有効にします
[0] — 1b = ステートフル DHCPv6 モードを有効にします
データ 2
[7:3] — 予約済み
[2] — 1b = iLO ドメイン名の DHCPv6 構成を有効にします。
[1] — 1b = IPv6 DNS サーバーアドレスの DHCPv6 構成を有効にします。
[0] — 1b = IPv6 NTP サーバーアドレスの DHCPv6 構成を有効にします。
iLO に関するノート：
• iLO ドメイン名の構成のために DHCPv4 と DHCPv6 の両方を有効にしてお
り、2 つのサーバーが別々の名前を提供する場合は、通常、DHCPv6 が提供
する名前が優先されます。
• DHCPv6 ステートフルモードが有効な場合、ステートレスモードはデフォ
ルトで常に有効です（ステートフルモードが有効な場合、ステートレスモー
ドを無効にすることはできません。）
• アドレスおよび構成データを提供するため複数の DHCPv6 サーバーが有効
になっている可能性があるネットワーク環境では、DHCPv6 急速コミット
モードを有効にしないでください。
• DHCPv6 の有効/無効ステータスの変更を有効にするには、iLO をリセット
する必要があります。

iLO IPv6 DNS サー
バーアドレス

227

iLO 用の IPv6 ベースの DNS サーバーアドレス
データ 1：設定セレクター（0 — プライマリ、1 — セカンダリ、2 — ターシャ
リ）
データ 2：サポートされている IPv6 DNS アドレスの最大数（書き込みは無視
されます。現時点の iLO では 3）
データ [3:18]：DNS アドレス、MSB が先
iLO に関するノート：
• DHCPv6 が IPv6 DNS アドレスリストを構成している場合、このパラメー
ターは読み取り専用であり、DHCPv6 サーバーが提供する値を返します。

iLO IPv6 静的経路の 228
あて先

IPv6 静的経路テーブルエントリーのあて先アドレス
データ 1：設定セレクター（現時点の iLO では 0～2）
データ 2
[7] — 1b = 経路テーブルエントリーは有効です
[6]
• 1b = 経路テーブルエントリーは失敗です
• 0b = エントリーはアクティブです
[5:0] — 予約済み
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

データ 3：サポートされている経路の最大数（書き込みは無視されます。現時
点の iLO では 3）
データ [4:19]：この経路テーブルエントリーの IPv6 あて先アドレス（ネット
ワークプレフィックス）、MSB が先。
データ 20：このあて先アドレスのネットワークプレフィックス長。
iLO に関するノート：
• このパラメーターは、完全な iLO IPv6 静的経路テーブルエントリーを指定/
説明するために、下記のパラメーター 229 と連携して機能します。
• 静的経路テーブルエントリーを設定するには、まず、対応する IPv6 ゲート
ウェイアドレスを使用してパラメーター 229 を書き込みます。次に、エン
トリーのあて先およびネットワークプレフィックス長を使用してこのパラ
メーターを書き込みます。
• 静的経路テーブルエントリーを読み取るには、まず、このパラメーターを読
み取り、次にパラメーター 229 を使用して対応するゲートウェイアドレス
を読み取ります。
• IPv6 静的経路テーブルエントリーを削除するには、データ 2 でその有効ビッ
トを無効に設定します（このケースでは、パラメーター 229 を先に指定す
る必要はありません。）
• IPv6 静的経路の読み取り/書き込みの際には、同時に進行する IPMI セッショ
ン間で相互の操作を防止するため、「設定中」インジケーターの使用をお勧
めします。
iLO IPv6 静的経路の 229
ゲートウェイ

IPv6 静的経路テーブルエントリーのゲートウェイアドレス
データ 1：設定セレクター（現時点の iLO では 0～2。）
データ [2:17]：IPv6 ゲートウェイアドレス。 MSB が先。
iLO に関するノート：
• このパラメーターは、上記のパラメーター 228 と連携して機能します。 パ
ラメーター 228 の使用法に関するノートを参照してください。
• IPv6 静的経路テーブルエントリーをクリア/無効化する場合は、このパラメー
ターを指定する必要はありません。
• IPv6 ゲートウェイアドレスは、通常、リンクローカルです。 ゲートウェイ
アドレスとして非リンクローカルアドレスを使用すると、指定されたゲート
ウェイアドレス条件への経路が見つからない場合、経路テーブルエントリー
が失敗する可能性があります（この問題は、リンクローカルゲートウェイア
ドレスが使用されている場合は発生しません。）

iLO IPv4 静的 IPv6
デフォルトゲート
ウェイ

230

静的デフォルトゲートウェイ IPv6 アドレス
データ 1：設定セレクター（現時点の iLO では 0 のみ。）
データ 2：サポートされている静的デフォルトゲートウェイアドレスの最大数
（書き込みは無視されます。現時点の iLO では 1。）
データ [3:18]：IPv6 ゲートウェイアドレス、MSB が先。
iLO に関するノート：
• IPv6 ゲートウェイアドレスは、通常、リンクローカルです。 ゲートウェイ
アドレスとして非リンクローカルアドレスを使用すると、指定されたゲート
ウェイアドレス条件への経路が見つからない場合、経路テーブルエントリー
が失敗する可能性があります（この問題は、リンクローカルゲートウェイア
ドレスが使用されている場合は発生しません。）
• このエントリーは、可能性のあるゲートウェイとして、iLO のネットワーク
スタックが維持するゲートウェイアドレステーブルに単純に追加されます。
ゲートウェイアドレステーブルのアドレス間に優先順位はありません。ネッ
トワークスタックは、RFC4861 で指定されているルールを使用して、アド
レス間での切り替えを行います。
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表 56 LAN 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

• このパラメーターは、ルーター広告メッセージを使用できないネットワーク
環境で、デフォルト IPv6 ゲートウェイアドレスを指定するために使用でき
ます。
iLO の現在の IPv6 デ 231
フォルトゲートウェ
イ（読み取り専用）

読み取り専用ステータスが、iLO が IPv6 デフォルトゲートウェイを現在使用中
であることを示します。
データ [1:16]：現在使用中のデフォルト IPv6 ゲートウェイアドレス。
iLO に関するノート：
• 現在選択されている iLO NIC についてのみ有効です。
• オフリンクのあて先へのメッセージ転送に現在使用されているデフォルト
ゲートウェイアドレスを示します。 このアドレスは、静的デフォルトゲー
トウェイアドレス（指定されている場合）、または iLO が受信したルーター
広告メッセージを介して確認したゲートウェイアドレスの可能性がありま
す。

1

他に規定のない限り、システム製造者はシステム製造時のデフォルトを選択できます。

SOL コマンド
set sol configuration parameters コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは SOL ペイロード操作に必要なネットワークのアドレス指定情報などのパ
ラメーターを設定するために使用します。 パラメーターは揮発性にも不揮発性にもするこ
とができます。

表 57 set sol configuration parameters コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
1

• [7:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号

2

パラメーターセレクター

3:N

構成パラメーターデータ。 詳しくは、表 59 (107 ページ) を参照してください。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
完了コード。

1

• 80h = パラメーターがサポートされていません。
• 81h = 「設定完了」状態にない場合に、「設定中」の値（パラメーター #0 内）を設定しよ
うとしました。 （この完了コードにより、すでに別のユーザーがパラメーターを「請求」
していることを把握できます。）
• 82h = 読み取り専用のパラメーターに書き込もうとしました。
• 83h = 書き込み専用のパラメーターを読み取ろうとしました。

get sol configuration parameters コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。
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•

このコマンドは、set sol configuration parameters コマンドから構成パラメー
ターを取得するために使用します。

表 58 get sol configuration parameters コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
1

• [7]

◦

0b = パラメーターを取得します

◦

1b = パラメーターリビジョンのみを取得します

• [6:4] — 予約済み
• [3:0] — チャネル番号
2

パラメーターセレクター

3

設定セレクター。 特定のパラメーターセレクター値に特定のパラメーターセットを選択しま
す。 パラメーターが設定セレクターを使用しない場合は 00h。

4

ブロックセレクター（パラメーターでブロック番号が必要ない場合は 00h）。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。 汎用完了コードとコマンド固有の完了コード：80h = パラメーターがサポートさ
れていません。
[7:0] - パラメーターのリビジョン。 フォーマット：MSN = 現在のリビジョン。 LSN = パラ
メーターが下位互換性を持つ最も古いリビジョン。 この仕様のパラメーターは 11h。

「パラメーターリビジョンのみを取得する」ビットが 1b の場合、次のデータバイトは返されません。
3:N

構成パラメーターデータ（表 59 「SOL 構成パラメーター」 (107 ページ) を参照）。ロールバッ
ク機能が実装されている場合、MC は「設定中」状態がアサート済みになる時に既存のパラ
メーターのコピーを作成します （設定中パラメーター #0 を参照）。 「設定中」状態がアク
ティブになっている間に、MC は、このパラメーターのコピーからのデータに加えて、データ
に加えられた未コミットの変更を返します。 それ以外の場合、MC は不揮発性ストレージから
パラメーターデータを返します。

表 59 SOL 構成パラメーター
1

パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

設定中（揮発性）

0

データ 1 - このパラメーターは、次のパラメーターがアップデート中である場
合やアップデートが完了した場合に使用します。 このビットは主に、他のソ
フトウェアまたはユーティリティがデータを変更中であることをソフトウェア
に警告することを目的として提供されています。
実装で、この情報を使用するロールバック機能を提供して、以前の構成情報に
ロールバックするか、構成の変更を受け入れるかを決定することもできます。
ロールバック機能を使用した場合、ロールバックによってすべてのパラメー
ターが以前の状態に復元されます。 それ以外の場合、書き込みが実行された
ときに変更が有効になります。
[7:2]

予約済み

[1:0]

00b =

設定完了。 「設定中」がアクティブの間に、システム
のリセットや電源切断状態への移行が発生した場合、
MC は「設定完了」状態になります。 ロールバックが
実装されている場合、「書き込みコミット」を最初に
行わずに直接「設定完了」に移行すると、保留中のす
べての書き込みデータが破棄されます。

01b =

設定中。 このフラグは、何らかのユーティリティまた
はその他のソフトウェアがパラメーターデータに書き
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表 59 SOL 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

込みを行っていることを示します。 これは単なる通知
フラグであり、リソースロックではありません。 MC
は、他のソフトウェアによるパラメーターデータの書
き込みを防止するインターロックメカニズムは提供し
ません。

SOL 有効

1

2

書き込みコミット（オプション）。 これは、ロール
バックが実装されている場合にのみ使用します。 MC
は前回の「設定中」以降に書き込まれたデータを保存
し、「設定中」状態に移行します。 このオプションが
サポートされていない場合はエラー完了コードを返し
ます。

11b =

予約済み

バイト 1：
[7:1]

SOL 認証

10b =

予約済み
[0]

SOL が有効。 SOL ペイロードタイプをアクティブ化
するかどうかを制御します。 SOL ストリームを確立
できるかどうかは、対応する LAN チャネルのアクセ
スモードおよび認証設定によって変わります。 シリア
ル/モデムチャネルの有効/無効ステータスおよびアク
セスモード設定は SOL に影響を与えません。

1b =

SOL ペイロードを有効にします

0b =

SOL ペイロードを無効にします

バイト 1：SOL 認証有効
[7]

[6]

強制的に SOL ペイロードを暗号化します
1b：

強制的に暗号化します。 セッションの暗号スイートが
暗号化をサポートする場合、この設定によってすべて
の SOL ペイロードデータで強制的に暗号化が使用さ
れます。

0b：

暗号化はリモートコンソールで制御されます。 SOL
パケットを 暗号化するかどうかは、ペイロードをアク
ティブ化するとき（activate payload コマンドを
使用）にリモートコンソールで選択できます。また、
suspend/resume payload encryption コマンド
によって、操作中に変更できます。

強制的に SOL ペイロードを認証します
1b：

強制的に認証します。 セッションの暗号スイートが認
証をサポートする場合、この設定によってすべての
SOL ペイロードデータで強制的に認証が使用されま
す。

0b：

認証はリモートソフトウェアで制御されます。 標準暗
号スイートの場合、暗号化を使用する場合は認証も使
用する必要があります。 したがって、暗号化を使用し
ている間、ソフトウェアは認証していないペイロード
の使用を選択することはできません。

[5:4]

予約済み

[3:0]

SOL 権限レベル activate payload コマンドを使用して SOL を
アクティブ化できるようにするためには、最小操作権限レベルを設
定する必要があります。
0h：
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表 59 SOL 構成パラメーター (続き)
パラメーター

文字蓄積間隔および文字
送信しきい値

#

3

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
1h：

予約済み

2h：

ユーザーレベル

3h：

オペレーターレベル

4h：

管理者レベル

5h：

OEM 独自のレベル

その他すべ
て：

予約済み

• バイト 1：5 ミリ秒単位での文字蓄積間隔 1 が基点。 MC が部分的な SOL
文字データパケットを送信する前に待機する標準の時間を設定します。
（部分的なパケットとは、送信しきい値パラメーター（下記参照）で指定
された文字数よりも少ない文字数を転送するパケットとして定義されま
す。） パケットは送信されません。
00h = 予約済み
• バイト 2：文字送信しきい値 1 が基点。 MC は、この文字数（またはそれ
以上の文字数）がベースボードシリアルコントローラーから MC に受け入
れられた時点でこの文字数を含む SOL 文字データパケットを自動的に送信
します。 これにより、アイドル間隔の経過後、最初の文字を受信するとき
に発生する遅延を防止するためのバッファーチューニングメカニズムが提
供されます。 性能などの低下が進行している状況では、この値を 1 に設定
すると、MC は最初の文字が受信された時点でただちにパケットを送信し
ます。
この機能は、文字の集積間隔が長い場合に、役立てることができます。 MC
は、前のパケットからの確認応答を待っている場合、このしきい値を無視
し、フルパケットに相当する量のデータを収集するまで、データの収集を
続けます。

SOL 再試行

4

• バイト 1：再試行カウント

◦

[7:3] - 予約済み

◦

[2:0] - 再試行カウント。 1 が基点。 0 = パケットの送信後、再試行を行
いません。 再試行が時間切れになるまでに ACK/NACK を受信しない場
合、パケットは破棄されます。

• バイト 2：再試行の間隔。 1 が基点。 再試行間隔（10 ミリ秒単位）。 リ
モートコンソールに SOL パケットを送信する際に、MC が最初に再試行を
行うまでの待機時間と、再試行の間隔を設定します。

◦
SOL 不揮発性ビットレー
ト（不揮発性）

5

00h：再試行を連続的に送信します

この構成パラメーターは、構成が可能な MC シリアルコントローラーを実装
が備えていない場合はサポートされません。
SOL がアクティブ化されている場合、MC とのシリアル通信は、常に、8 ビッ
ト/文字、パリティなし、1 ストップビット、RTS/CTS（ハードウェア）フロー
制御を使用して行われます。
注記: SOL が複数の LAN チャネルに対して有効な場合、MC は、最初に
activate sol コマンドを受信した際に使用されたチャネルのシリアル通信
設定を使用します。 他のチャネルの設定は無視されます。
データ 1
[7:4]

予約済み

[3:0]

ビットレート。 1～5h = 予約済み。 19.2 kbps 以外のビットレート
のサポートはオプションです。 要求されたビットレートがサポート
されていない場合、MC がエラー終了を返す必要があります。 この
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表 59 SOL 構成パラメーター (続き)
パラメーター

#

1

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

ような状況に対しては、「パラメーターが正常な範囲から外れてい
ます」（C9h）コードを使用することをお勧めします。
0h =

シリアルチャネル経由での IPMI について、現在構成
されている設定を使用します。 シリアルチャネルのア
クセスモードが無効に設定されていても、その設定が
使用されます。 IPMI 仕様では、複数のシリアルチャ
ネルを許可できます。 シリアルポートの共有が実装さ
れていない場合、この値は留保されます。 6h：9600
bps。

7h =

19.2 kbps

8h =

38.4 kbps

9h =

57.6 kbps

Ah =

115.2 kbps

その他すべ
て=

予約済み

SOL 揮発性ビットレート
（揮発性）

6

SOL シリアル設定の揮発性バージョンを設定します。 データは、SOL 不揮発
性ビットレートパラメータのデータに従います。

SOL ペイロードチャネル
（オプション、読み取り
専用）

7

このパラメーターは、SOL ペイロードの通信パラメーター（IP アドレス、
MAC アドレスなど）用に使用されている IPMI チャネルを示します。 通常、
これらのパラメーターは、SOL の activate payload コマンドを受け取っ
たチャネルから取得されます。

SOL ペイロードポート番
号（読み取り専用または
読み取り/書き込み）

8

このパラメーターは、SOL ペイロードのアクティブ化に使用できるポートの
番号の構成が実装で許可されている場合は、読み取りと書き込みが可能です。
そうでない場合、これは読み取り専用パラメーターです。
データ 1:2 - プライマリ RMCP ポート番号、最下位バイトファースト（リト
ルエンディアン）。

OEM のパラメーター

1

192:255 この範囲は、特別な OEM 構成パラメーター用に使用できます。 OEM は、
get device id コマンドによって返されるメーカー ID フィールドの値に基
づいて識別されます。

他に規定のない限り、システム製造者はシステム製造時のデフォルトを選択できます。

MC ウォッチドッグタイマーのコマンド
MC は標準化されたウォッチドッグタイマーを実装しており、システム管理ソフトウェアや
BIOS は、このタイマーを利用して数多くのシステムタイムアウト機能を使用できます。 タイ
ムアウト値を 0（ゼロ）に設定すると、選択したタイムアウト動作をただちに発生させること
ができます。 これにより、リモートマネジメントカードなど、IPMB 上のデバイスが緊急時の
復旧操作を行うための標準化された方法が提供されます。

ウォッチドッグタイマーの動作
使用可能な動作
•

システムリセット

•

システム電源オフ

•

システムの電源再投入

•

タイムアウト前の割り込み（オプション）

タイムアウト時のシステムリセット、タイムアウト時のシステムの電源オフ、およびタイムア
ウト時の電源再投入動作のうちの 1 つを選択すると、他を選ぶことはできません。 システム
110
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の電源がオフになると、ウォッチドッグタイマーは必ず停止します。 システムの電源が投入さ
れた後でタイマーを起動するには、コマンドを送信する必要があります。

ウォッチドッグタイマー利用フィールドと時間切れフラグ
説明
•

ウォッチドッグタイマーは、ウォッチドッグタイマーにその時点で割り当てられている用
途を示すタイマー利用フィールドを提供します。

•

ウォッチドッグタイマーは、発生したタイムアウトのタイプの追跡に使用される、対応す
る一連のタイマー利用時間切れフラグを提供します。

使用法の詳細
•

タイムアウト利用時間切れフラグは、MC に電源が入っていれば、システムのリセットや
電源の再投入の間もその状態を維持します。 フラグがクリアされるのは、通常、set
watchdog timer コマンドが発行される場合だけです。ただし、don’t log フラグは、
システムのハードリセットまたはタイマータイムアウトが発生するたびに必ずクリアされ
ます。

•

タイマー利用フィールドは、次を示します。

タイマー利用フィールド

説明

BIOS FRB2 タイムアウト

FRB-2（障害回復起動、レベル 2）タイムアウトが発生しました。これは、
最終のシステムリセットまたは電源の再投入の原因が、POST 時のシステム
タイムアウトであったことを示します。このシステムタイムアウトの理由は、
ブートストラッププロセッサーに関する障害またはハングであると考えられ
1
ます。

BIOS POST タイムアウト

このモードでは、FRB-2 または OS ロードのウォッチドッグ以外の何らかの
目的で、BIOS によりウォッチドッグタイマーが使用されている間に、タイ
ムアウトが発生しています。

OS ロードタイムアウト

最終のリセットまたは電源再投入は、起動から OS の立ち上げまでの間隔の
監視に使用されているタイマーが原因で発生しました。 このモードには、シ
ステム管理ソフトウェアまたは OS のサポートが必要です。 BIOS は、POST
実行中にこのタイマーを起動する場合、このフラグをクリアする必要があり
ます。

SMS OS ウォッチドッグタイムア
ウト

タイマーが SMS によって使用されていたことを示します。 SMS は、実行時
にタイマーを起動し、時間切れを防ぐために定期的にリセットします。 この
定期的な動作は、OS（または少なくとも、SMS タスク）が機能を続けてい
ることを示す、ハートビートの役割を果たします。 SMS がハングアップす
ると、タイマーが時間切れになり、MC はシステムリセットを生成します。
SMS は、タイマーを有効にする際に、OS を監視する役割でタイマーが使用
されていることを示すように、SMS ビットが設定されていることを確認する
必要があります。

OEM

タイマーが、OEM 固有の機能のために、使用されていたことを示します。

1

マルチプロセッサーシステムでは、ブートストラッププロセッサーは、システムの電源投入時またはハードリセッ
ト時に、他のプロセッサーがアイドル状態を保ちマルチプロセッシング OS による起動を待っている間に、起動と
システムの初期化（BIOS POST）の実行を許可されるプロセッサーと定義されます。

タイマー利用フィールドおよび時間切れフラグの使用
•

タイマー利用フィールドを設定するソフトウェアは、関連付けられたタイマー利用時間切
れフラグの管理を担当します。 たとえば、タイマー利用を SMS/OS ウォッチドッグに設
定する SMS は、関連付けられたタイマー利用時間切れフラグに対する操作とフラグのク
リアも担当する必要があります。

•

また、ソフトウェアの解釈や管理の対象になるのは、そのソフトウェアが設定したウォッ
チドッグタイマー利用の時間切れフラグだけです。 たとえば、BIOS は、BIOS 以外によ
標準コマンド仕様
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るタイマー利用については、ウォッチドッグタイマーの時間切れのレポートや時間切れフ
ラグのクリアは行いません。 このような構成は、タイマーの利用について設定を行ったソ
フトウェアが、対応する時間切れが発生したことを確認できるようにすることを目的にし
ています。

ウォッチドッグタイマーのイベントログ
デフォルトでは、タイマーが時間切れになると、MC が対応するセンサー固有のウォッチドッ
グセンサーイベントを自動的に記録します。 この自動ログ記録を一時的に無効にするために、
ログ記録禁止ビットが提供されています。 don’t log ビットは、タイマーが時間切れになる
と、必ず、自動的にクリアされます（ログへの記録が再び有効になります）。

タイムアウト前の割り込み
ウォッチドッグタイマーは、タイムアウト前の割り込みオプションを提供します。 このオプ
ションは、タイムアウト時の割り込みオプションが、他のいずれかのウォッチドッグタイマー
動作とともに選択されている場合に、必ず有効になります。 このオプションが有効の場合、タ
イマーが時間切れになる前に、MC が固定された間隔で選択されている割り込みを生成します。
この機能を使用すると、タイムアウトイベントが実際に発生する前に、割り込みハンドラーが
イベントを途中で止めることができます。 デフォルトでは、タイムアウト前の割り込み間隔は
1 秒です。
ウォッチドッグタイムアウト動作とタイムアウト前の割り込み機能は、別々に有効にすること
ができます。 このため、ウォッチドッグタイマーを構成して、タイマーがタイムアウトしたと
きに行う操作を、割り込みのみ、選択した動作のみ、割り込みと選択した動作、なしのうちの
いずれかに設定することができます。
タイムアウト前の間隔を 0（ゼロ）に設定すると、タイムアウト前の動作がタイムアウト時の
動作と同時に発生します。 タイムアウト前の間隔を 0（ゼロ）に設定し、電源またはリセット
動作を選択すると、タイムアウト前の割り込みハンドラーの実行に必要な時間や完了までの稼
動に必要な時間が保証されなくなります。
タイムアウト前の割り込みサポートの検出
特定のタイムアウト前割り込みの使用を望むアプリケーションは、使用したいタイムアウト前
割り込み選択と組み合わせて set watchdog timer コマンドを発行することで、そのサポー
トの有無を確認できます。 コントローラーがエラー完了コードを返さなければ、get watchdog
timer コマンドを発行して、割り込みの選択が承諾されたことを確認してください。
特定の割り込み選択を承諾するコントローラーが、関連付けられた割り込みをサポートするこ
とを想定できる間に、可能であれば、アプリケーションでも、テストの割り込みを生成して割
り込みの発生とハンドラーの正常な動作を確認することをお勧めします。
ウォッチドッグタイマーに対する BIOS サポート
システムの ウォームリセットが発生する場合、BIOS が POST を実行している間に、ウォッチ
ドッグタイマーが動作を続けている可能性があります。 このため、BIOS は、POST の初期の
段階で、ウォッチドッグタイマーをいったん停止するかまたは再起動するための手順を実行す
る必要があります。 そうしないと、POST の後の段階かまたは OS の起動後に、タイマーが時
間切れになる可能性があります。

Reset watchdog timer コマンド
説明
•
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このコマンドは、set watchdog timer コマンドで指定されたカウントダウンの初期値
に基づいてウォッチドッグタイマーを起動および再起動するために使用されます。

コマンドの仕様

使用法の詳細
•

タイムアウト前の割り込みを設定している場合、reset watchdog timer コマンドは、
タイムアウト前の割り込み間隔に達すると、タイマーを再起動しません。 このポイントに
達した後でタイマーを停止するには、set watchdog timer コマンドを使用する以外に
手段はありません。

表 60 Reset watchdog timer コマンドの応答データ
応答データのバイ データフィールド
ト番号
完了コード。 汎用およびコマンド固有の完了コード：80h - 初期化されていないウォッチドッ
グの起動を試みてください。 最終のシステム電源投入、リセット、または MC のリセット以
降にタイマーを初期化する目的で set watchdog timer コマンドが発行されていないこと
をソフトウェアに示すために、MC の実装がこのエラー完了コードを返すようにすることをお
勧めします。 多くのシステムが、BIOS の動作中にウォッチドッグタイマーを初期化する可能
性があるため、システムの動作中に MC が再初期化される場合（たとえば、ファームウェアの
更新が発生した場合が、このケースに当たる可能性があります）以外は、ソフトウェアがこの
状態を認識できない可能性があります。

1

Set watchdog timer コマンド
説明
•

このコマンドは、ウォッチドッグタイマーの初期化と構成に使用されます。 また、タイ
マーを停止する目的でも使用されます。

使用法の詳細
タイマーがすでに実行されている場合、set watchdog timer コマンドはタイマーを停止
（don’t stop ビットが設定されていない場合）して、ウォッチドッグタイムアウト前割り込
みフラグをクリアします。 MC のハードリセット、システムのハードリセット、および cold
reset コマンドも、タイマーを停止しフラグをクリアします。
•

バイト 1 は、タイマー利用の選択および時間切れの際にイベントをログに記録するかどう
かの設定に使用されます。

•

バイト 2 は、タイムアウト時の動作およびタイムアウト前の割り込みタイプの選択に使用
されます。

•

バイト 3 は、タイムアウト前割り込みの間隔を設定します。 間隔を 0（ゼロ）に設定する
と、タイムアウト前の動作がタイムアウト時の動作と同時に発生します。

•

バイト 4 は、タイマー利用時間切れフラグのクリアに使用されます。 このコマンドのバ
イト 4 で設定される 1 つのビットは、get watchdog timer コマンドのバイト 5 の対
応ビットをクリアします。

•

バイト 5 および 6 は、それぞれ、カウントダウン値の最下位および最上位バイトを保持し
ます。 ウォッチドッグのタイマーのカウントは、100 ミリ秒ごとに 1 カウントずつ減って
いきます。カウントが 0（ゼロ）に達すると、カウンターは時間切れになります。 カウン
ターが 0（ゼロ）でロードされ、タイマーを開始するために reset watchdog コマンド
が発行されると、関連付けられたタイマーイベントがただちに発生します。

表 61 Set watchdog timer コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

タイマー利用
[7]

1b =

ログ記録禁止

[6]

1b =

set watchdog timer コマンド発行時に、タイマーを停止しません。 新
しいパラメーターはただちに有効になります。 タイマーがすでに実行され
標準コマンド仕様
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表 61 Set watchdog timer コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
ている場合、カウントダウンの値が指定した値に設定され、カウントダウ
ンがそのポイントから続行されます。 すでに停止しているタイマーは、そ
のまま停止します。 タイムアウト前割り込みビットが設定されている場合
1
は、クリアされます。
0b =

2
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set watchdog timer コマンドを受信すると、タイマーが自動的に停止
します。

[5:3]

予約済み

[2:0]

タイマー利用（ログ記録禁止ビット = 0b の場合、時間切れ時にログに記録）
000b =

予約済み

001b =

BIOS FRB2

010b =

BIOS/POST

011b =

OS ロード

100b =

SMS/OS

101b =

OEM

110b～
111b =

予約済み

タイマーの動作
[7]

予約済み

[6:4]

タイムアウト前割り込み（ログ記録禁止ビット = 0b の場合、時間切れ時にログに記
録）
000b =

なし

001b =

SMI（オプション）

010b =

NMI/診断割り込み（オプション）

011b =

メッセージング割り込み（システムインターフェイスで通信割り込みがサ
ポートされている場合、これは、メッセージングインターフェイスに割り
当てられているものと同じ割り込みになります）。

100b、
111b =

予約済み

[3]

予約済み

[2:0]

タイムアウト動作
000b =

動作はありません

001b =

ハードリセット

010b =

電源オフ

011b =

電源再投入

100b、
111b =

予約済み

3

タイムアウト前間隔（秒単位）。 1 が基点。

4

タイマー利用時間切れフラグのクリア。 （0b = 現状を維持、1b = タイマー利用時間切れビット
をクリア）。

コマンドの仕様

[7]

予約済み

[6]

予約済み

表 61 Set watchdog timer コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[5]

OEM

[4]

SMS/OS

[3]

OS ロード

[2]

BIOS/POST

[1]

BIOS FRB2

[0]

予約済み

5

初期カウントダウン値、LS バイト（100 ms/カウント）

6

初期カウントダウン値、MS バイト

応答データのバ データフィールド
イト番号
完了コード

1
1

このオプションを実装すると、競合状態が発生する可能性があります。 タイムアウト前の割り込みまたはタイムア
ウトが発生するように設定されている時間の直前に set watchdog timer コマンドを送信すると、コマンドが実
行される前にタイムアウトが発生する可能性があります。 この状態を防止するために、ソフトウェアでは、この値
をタイムアウト前割り込みまたはタイムアウトの値に達する時点から数えて 3 カウントより前に設定することをお
勧めします。

Get watchdog timer コマンド
説明
•

このコマンドは、ウォッチドッグタイマーの既存の設定と現在のカウントダウンを取得し
ます。

使用法の詳細
•

バイト 5 のタイマー利用時間切れフラグは、システムリセットやシステムの電源再投入の
間もその状態を維持します。 タイマー利用時間切れフラグは、タイマー利用バイトのビッ
ト 6 の場合を例外として、set watchdog timer コマンドを使用してクリアされます。
これらのフラグは、MC の電源消失、ファームウェアの更新など、MC のハードリセット
の原因になるいくつかの理由によっても、クリアされる可能性があります。 タイマー利用
バイトのビット 6 は、タイマーがタイムアウトになるか、あるいはシステムの電源がオフ
になるか、スリープ状態に入るか、またはリセットされてタイマーが停止すると、自動的
にクリアされ「0b」に設定されます。

表 62 Get watchdog timer コマンドの応答データ
応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

タイマー利用
[7]

1b =

ログ記録禁止

[6]

1b =

タイマーは起動しています（実行中）

0b =

タイマーは停止しています

[5:3]

予約済み

[2:0]

タイマー利用（ログ記録禁止ビット = 0b の場合、時間切れ時にログに記録）
000b =

予約済み
標準コマンド仕様
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表 62 Get watchdog timer コマンドの応答データ (続き)

3
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001b =

BIOS FRB2

010b =

BIOS/POST

011b =

OS ロード

100b =

SMS/OS

101b =

OEM

110b～
111b =

予約済み

タイマーの動作
[7]

予約済み

[6:4]

タイムアウト前割り込み（ログ記録禁止ビット = 0b の場合、時間切れ時にログに記
録）
000b =

なし

001b =

SMI（実装されている場合）

010b =

NMI/診断割り込み（実装されている場合）

011b =

メッセージング割り込み（これは、メッセージングインターフェイスに割
り当てられているものと同じ割り込みになります）。

100b、
111b =

予約済み

[3]

予約済み

[2:0]

タイムアウト動作
000b =

動作はありません

001b =

ハードリセット

010b =

電源オフ

011b =

電源再投入

100b、
111b =

予約済み

4

タイムアウト前間隔（秒単位）。 1 が基点。

5

タイマー利用時間切れフラグのクリア。 （1b = タイマーは、関連付けられている用途が選択さ
れている状態で、時間切れになりました。）
[7]

予約済み

[6]

予約済み

[5]

OEM

[4]

SMS/OS

[3]

OS ロード

[2]

BIOS/POST

[1]

BIOS FRB2

[0]

予約済み

6

初期カウントダウン値、LS バイト（100 ms/カウント）

7

初期カウントダウン値、MS バイト

コマンドの仕様

表 62 Get watchdog timer コマンドの応答データ (続き)
8

現在のカウントダウン値。LS バイト。 初期のカウントダウン値と現在のカウントダウン値は、
set watchdog timer コマンドでカウントダウンが初期化された後や、reset watchdog
timer コマンドが実行された後に、ただちに一致する必要があります。 MC の内部遅延により、
カウントダウン値の変更と get watchdog timer コマンドへの反映を確認する前に、最大 100
ms の遅延がソフトウェアに要求される場合があります。

9

現在のカウントダウン値、MS バイト

シャーシのコマンド
IPMI v1.5 では、シャーシ関連の以下のコマンドが指定されています。 これらのコマンドの主
な目的は、MC にアクセスするリモートマネジメントカードおよびリモートコンソールに、標
準化されたシャーシステータスおよび制御機能を提供することです。 また、これらのコマンド
を、システム管理ソフトウェアによる緊急時の管理制御機能で使用することもできます。

Get chassis capabilities コマンド
説明
•

このコマンドは、IPMB（または仮想 IPMB）上に存在する主なシャーシ管理機能と、これ
らの機能へのアクセスに使用されているアドレスに関する情報を返します。

•

このコマンドは、SEL、SDR、ICMB ブリッジングなどの機能を提供するデバイスの検出
に使用されます。これにより、物理または論理 IPMB を介して配信されるコマンド経由で
これらのデバイスにアクセスできます。 コマンドは個々の機能のチャネル番号を含まない
ため、報告されるすべての機能がプライマリ IPMB 上になければなりません。

使用法の詳細
•

シャーシ機能の情報は、不揮発性です。 この情報を設定可能にすることは、必須ではあり
ません。 周辺装置のシャーシのシャーシデバイス機能を、この情報でハードコード化する
ことができます。 たとえば、MC へのアドオンブリッジとして ICMB を実装するシステム
は、通常、シャーシ SDR、SEL、および SM デバイスのアドレスとして、ハードコード化
された MC のウェルノウンアドレス（20h）を備えることができます。一方、シャーシ
FRU 情報デバイスのアドレスは、シャーシデバイス自身のアドレスで設定される可能性が
あります。

•

さまざまなベンダーのシステムで使用される可能性があるブリッジデバイスとしての役割
を果たすアドインデバイスは、この情報を構成可能にする方法の提供を望む場合がありま
す。 set chassis capabilities コマンドは、これを提供するための 1 つのオプショ
ンです。

表 63 Get chassis capabilities コマンドの応答データ
応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

機能フラグ
[7:4]

予約済み

[3]

1b =

電源インターロック（IPMI 1.5）を提供します

[2]

1b =

診断割り込み、FP NMI を提供します。 （IPMI 1.5）

[1]

1b =

シャーシが外部電源制御およびリセットボタンまたはフロントパネルイン
ターフェイスのロックアウト機能やこれらのインターフェイスを利用した
改ざんを検出する機能を持つことを意味する、フロントパネルロックアウ
トを提供します。

標準コマンド仕様
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表 63 Get chassis capabilities コマンドの応答データ (続き)
[0]

1b =

シャーシは侵入（物理セキュリティ）センサーを提供します

3

シャーシの FRU 情報デバイスアドレス。 このコマンドで使用されるすべての IPMB アドレス
2
は、最上位 7 ビットで示される、7 ビットの I C スレーブアドレスを持ち、最下位ビットは「0b」
に設定されます。 00h = 未指定。

4

シャーシ SDR デバイスアドレス

5

シャーシ SEL デバイスアドレス

6

シャーシシステム管理デバイスアドレス

（7）

シャーシブリッジデバイスアドレス。 ICMB ブリッジ機能の位置を報告します。 このフィール
ドが提供されていない場合、アドレスは、MC のアドレス（20h）とみなされます。 get chassis
capabilities コマンドが MC によって実装されている場合、このフィールドの実装は必須で
す。また、シャーシのブリッジ機能が 20h 以外のアドレスで実装されているときは、必ず、この
フィールドを実装する必要があります。

Get chassis status コマンド
説明
•

このコマンドは、ChMC および MC に対してのみ使用できます。

•

このコマンドは、システムシャーシと主電源サブシステムの高レベルのステータスに関す
る情報を返します。

表 64 Get chassis status コマンドの応答データ
応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

現在の電源状態
[7]

予約済み

[6:5]

電源の復旧ポリシー

[4]

1

00b =

シャーシは、AC/主電源の復旧後も、電源オフのままです

01b =

AC 電源の復旧後、電源は AC/主電源が失われた時点で有効であった状態
に復旧されます

10b =

AC/主電源が復旧すると、シャーシには必ず電源が投入されます

11b =

不明

電源制御の失敗
1b =

[3]

電源障害
1b =

主電源サブシステムで、障害が検出されました。

[2]

1b =

インターロック（シャーシは、現在、シャーシパネルのインターロックス
イッチがアクティブなためシャットダウンされています）。 （IPMI 1.5）。

[1]

電源過負荷
1b =

[0]

コマンドの仕様

電源の過負荷状態のため、システムがシャットダウンしています

電源オン
1b =
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コントローラーがシステムの電源をオンまたはオフに切り替えようとしよ
うとしましたが、システムが目的の状態に移行しませんでした。

システムに電源が供給されています

表 64 Get chassis status コマンドの応答データ (続き)
0b =
3

4

（5）

システムに電源が供給されていません（ソフトオフ S4/S5 または機械的オ
フ）

最後の電源イベント
[7:5]

予約済み

[4]

1b =

最後の電源オン状態には、IPMI コマンドを使用して入りました

[3]

1b =

最後の電源切断の原因は電源障害です

[2]

1b =

最後の電源切断の原因は、電源のインターロックがアクティブ化されたこ
とです

[1]

1b =

最後の電源切断の原因は、電源の過負荷です

[0]

1b =

AC 障害

その他のシャーシ状態
[7]

予約済み

[6]

1b =

Chassis identify コマンドおよび状態情報がサポートされています（オプ
ション）

0b =

このコマンドによって、Chassis identify コマンドのサポートの指定が解除
されました （get command support コマンドは、実装されている場合、
chassis identify コマンドのサポート解除後もサポートを示します）。

[5:4]

シャーシ識別状態。 ビット [6] = 1b の場合は必須。それ以外は、予約済み（「00b」
が返されます）。 シャーシの現在の識別状態が返されます。 詳しくは、「Chassis
identify コマンド 」 (121 ページ) を参照してください。

[3]

1b =

冷却機能/ファン障害が検出されました

[2]

1b =

ドライブ障害

[1]

1b =

フロントパネルのロックアウトがアクティブです（シャーシのプッシュボ
タンを使用した電源オフとリセットが無効になっています。）

[0]

1b =

シャーシ侵入アクティブ

フロントパネルのボタン機能と無効/有効ステータス（オプション）。 ボタンは、実際には、ロー
カルユーザーがシステムシャーシに組み込まれている、プッシュボタン、スイッチ、またはその
他のフロントパネルのコントロールを介して指定された機能を実行できるかどうかを意味しま
す。
[7]

1b =

スタンバイ（スリープ）ボタンの無効化が許可されています

[6]

1b =

診断割り込みボタンの無効化が許可されています

[5]

1b =

リセットボタンの無効化が許可されています

[4]

1b =

電源オフボタンの無効化が許可されています（電源とスタンバイ（スリー
プ）の機能を組み合わせた単一のボタンがある場合、電源オフを無効にす
ると、そのボタンを使用したスリープ要求も無効になります）

[3]

1b =

スタンバイ（スリープ）ボタンが無効になっています

[2]

1b =

診断割り込みボタンが無効になっています

[1]

1b =

リセットボタンが無効になっています

[0]

1b =

電源オフボタンが無効になっています（電源とスタンバイ（スリープ）の
機能を組み合わせた単一のボタンがある場合、電源オフボタンを無効にす
ると、そのボタンを使用したスリープ要求も無効になります）
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1

一部のインストレーションでは、シャーシの主電源供給が DC ベースの場合があります。 たとえば、-48 V の場合
があります。 この場合は、AC/主電源の電源復旧ポリシーが、DC 主電源供給の消失と復旧に適用されます。

Chassis control コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドにより、電源投入、電源切断、およびリセット制御を提供するためのメカニ
ズムが用意されます。

表 65 Chassis control コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

[7:4]

予約済み

[3:0]

シャーシの制御

1

0h =

電源切断。 システムを強制的に、ソフトオフ（S4/S45）の状態に移行さ
せます。 これは、緊急時の管理電源切断操作を目的にしています。 コマ
ンドは、システムの電源切断の前に、オペレーティングシステムのクリー
ンシャットダウンを開始しません。

1h =

電源投入。

2h =

電源の再投入（オプション）。 このコマンドは、主電源サブシステムがシ
ステムの電源正常ステータスの表明を解除した後に、1 秒以上の電源オフ
間隔を提供します。 この動作が選択されている状態でシステムの電源が切
断される（S4/S5）場合に、いっさいの動作が発生しないようにすること
をお勧めします。また、D5h（現在の状態では、要求パラメーターはサポー
トされていません）エラー完了コードが返されるようにすることをお勧め
します。 電源再投入操作が選択されていると、一部の実装が原因で、シス
テムの電源が切断されているときに、システムの電源が投入されることが
あります。 操作の整合性を確保するために、電源再投入コマンドを発行す
る前に、SMS がシステムの電源状態をチェックして、システムの電源がオ
ンまたは S4/S5 より低いレベルのスリープ状態にある場合のみ、コマンド
を発行するようにすることをお勧めします。

3h =

ハードリセット。 実装によっては、MC がリセットにより特定の影響が発
生するかどうかを把握しないで、電源の状態に関係なくシステムリセット
信号を送り込むことがあります。 実装により、特定の電源状態でリセット
が配信される場合にいっさいの動作が発生しないことがわかっているので
あれば、D5h（現在の状態では、要求パラメーターはサポートされていま
せん）エラー完了コードが返されるようにすることをお勧めします（ただ
し、選択は可能です）。

4h =

診断割り込みの伝達（オプション）。 診断割り込みの 1 つのバージョンを
送り込みます。このバージョンは、プロセッサーに直接到達します。 通
常、これは、オペレーティングシステムに診断ダンプを実行させる目的で
使用されます（OS によって異なります）。 割り込みは、一般には、IA-32
システムでは NMI、Intel® Itanium™ プロセッサーベースのシステムでは
INIT です。

5h =

致命的な温度超過をエミュレートすることで、ACPI 経由での OS のソフ
トシャットダウンを開始します（オプション）。

その他す
べて =

予約済み

応答データのバ データフィールド
イト番号
2

完了コード

1
1

このコマンドは、ブレードまたはパーティションのエンティティが IPMI を実装する独立したコンピューターシステ
ムをエミュレートしているコンピュートブレードまたはコンピュートパーティションアプリケーションで使用する
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こともできます。 これらのアプリケーションでは、コマンドのさまざまな側面の一部に当たるシャーシ電源の制御
のサポートは必須ではありません。 各ブレードまたはコンピューターパーティションは、電源オン/オフ機能につい
て、サポートしないことを選択するか、これらの機能を使用して、ブレードやパーティションを内蔵するシャーシ
とは別にブレードおよびパーティションの電源を制御するか、またはこれらの機能をシャーシ全体の電源制御方式
にマッピングすることができます。 たとえば、シャーシ内部のすべてのブレードに電源オフ状態に入る命令が出さ
れた後でのみシャーシの電源を切断する制御方式を設定できます。
選択された制御動作の実行前の段階での、必要に応じた、実装による完了コードの返却が許可されています。

2

Chassis identify コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドによって、シャーシは、ユーザーが視認できる点滅ライトの点灯、スピー
カーからのビープ音の発生、LCD パネルなど、システム実装によって選択されたメカニズ
ムで自身を物理的に示します。 機能でオプションの強制識別がサポートされ使用されてい
る場合を除いて、ユーザーが設定できるタイムアウト時間の経過後、chassis identify
コマンドは自動的にタイムアウトし、点滅ライトなどの表示を無効にします。 表明されて
いる識別状態を維持するには、ソフトウェアで定期的にコマンドを再送信する必要があり
ます。 コマンドを再送信すると、タイムアウトのカウントが再開されます。

表 66 Chassis identify コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

1

[7:0]

秒単位の識別間隔（オプション）。 1 が基点。 タイミング精度 = -0/+20%。 このバイ
トが提供されない場合、デフォルトのタイムアウト値は、15 秒-0/+20% です。 この
バイトは、オプションのバイト 2 でオーバーライドされることがあります。
00h = 識別をオフにします

2

識別の強制オン（オプション） このフィールドにより、ソフトウェアは、識別を永久的にオン
にするように指示できます。 このバイトがサポートされていない場合、MC 実装はエラー完了
コードを返す必要があります。

2

[7:1]

予約済み

[0]

1b =

識別を永久的にオンにします。 この設定は、バイト 1 の値をオーバーライ
ドします。

0b =

識別状態は、バイト 1 に従って操作されます。

応答データのバ データフィールド
イト番号
完了コード

1
1

2

このパラメーターバイトは、オプションです。 提供されない場合、デフォルトのタイムアウト間隔で識別表示をオ
ンにするには、dhassis identify コマンドを使用します。ただし、表示をオフにする場合は、dhassis identify コマン
ドは使用できません。
このパラメーターバイトは、オプションです。 提供されている場合、ユーザーまたはサービス担当者が識別をオフ
にできるようにするためのローカル手動メカニズムをシャーシで用意することを強くお勧めします。 ローカルの手
動メカニズムが提供されない場合、AC 電源の供給停止（MC リセット）で表示を取り消す必要があります。

Set power restore policy コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドを使用して、電源の復旧ポリシーを構成できます。 この構成パラメーター
は、不揮発性ストレージに保存されます。 電源復旧ポリシーは、AC 電源の供給停止後に
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AC 電源が復旧したときの、システムまたはシャーシの動作の方法を決定します。 電源復
旧ポリシーの設定は、get chassis status コマンドにより返されます。
表 67 Set power restore policy コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

[7:3]

予約済み

[2:0]

電源の復旧ポリシー

1

011b =

変更なし（現在のポリシーサポートを取得するのみ）

010b =

AC/主電源が付加されるかまたは復旧すると、シャーシには必ず電源が投
入されます

001b =

AC/主電源の付加または復旧後、AC/主電源が切断されたかまたは失われた
時点で有効であった状態に復旧されます

000b =

AC/主電源が付加された後も、シャーシは、常に電源オフの状態を維持し
ます。システムの電源を投入するには、電源プッシュボタンまたはコマン
ドを用いる必要があります

その他す
べて =

予約済み

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。 サポートされていないポリシーオプションの設定が試みられた場合に、0（ゼロ）
以外の完了コードを返す必要があります。

2

電源復旧ポリシーのサポート（ビットフィールド）

1

[7:3]

予約済み

[2]

1b =

AC/主電源の復旧後、シャーシは必ず電源投入をサポートします

[1]

1b =

シャーシは、AC/主電源が失われた時点で有効であった状態への電源の復
旧をサポートします

[0]

1b =

シャーシは、AC/主電源の復旧後、電源オフの状態の維持をサポートしま
す

一部のインストレーションでは、シャーシの主電源供給が DC ベースの場合があります。 たとえば、-48 V の場合
があります。 この場合は、AC/主電源の電源復旧ポリシーが、DC 主電源供給の消失と復旧に適用されます。

Get system restart cause コマンド
説明
•

このコマンドは、前回のシステム再起動の原因になったアクションの内容に関する情報を
返します。 BIOS は、要求されているブート操作を実行するかどうかの判断に、このコマ
ンドを追加情報としてシステムブートオプションと組み合わせて使用できます。

表 68 get system restart cause コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
-

-

-

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。

2

再起動の原因（ビットフィールド）
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表 68 get system restart cause コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[7:4]

予約済み

[3:0]

0h

不明（システムの起動/再起動は検出されましたが、原因は不明です）

1h

Chassis control コマンド

2h

プッシュボタンによるリセット

3h

電源プッシュボタンによる電源投入

4h

ウォッチドッグ有効期限（ウォッチドッグフラグを参照してください）

5h

OEM

6h

always restore（常にリストア）電源リストアポリシーにより、AC に対する
自動電源投入が適用されています

7h

restore previous power state（前回の電源状態をリストア）電源リストアポリ
シーにより、AC に対する自動電源投入が適用されています

8h

PEF 経由でのリセット

9h

PEF 経由での電源再投入

Ah

ソフトリセット（例：CTRL-ALT-DEL）

Bh

RTC（システムリアルタイムクロック）ウェイクアップによる電源投入

3

Set system boot options コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、システムの電源投入またはリセット後にシステムの起動を指示するパラ
メーターの設定に使用されます。 ブートフラグは、1 つのシステム再起動に対してのみ適
用されます。 MC からこれらの設定を読み取って、ブートフラグをクリアする作業は、シ
ステム BIOS が担当します。

使用法の詳細
•

リモートコンソールアプリケーションがブートオプションフラグを設定した後で、偶然ま
たは故意に終了することがあります。 このような状況では、ユーザーが開始するシステム
再起動が数時間、さらには数日後に遅れて発生する可能性があります。 ブートオプション
がリセットの原因を検証せずに使用されると、それが予測外のブートシーケンス発生の原
因になる可能性があります。 このため、設定されている有効なフラグの値の 60 秒（+/10%）以内に、chassis control コマンドがシステムの再起動を開始しない場合、MC
はブートフラグ有効ビットを自動的にクリアします。 MC は、system control コマン
ドがトリガーしていないシステムリセットまたはシステムの電源再投入時にも、ビットを
クリアします。 このデフォルト動作は、MC ブートフラグ有効ビットクリアパラメーター
を使用して、一時的にオーバーライドできます。

表 69 Set system boot options コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

パラメーター有効
[7]

1b =

パラメーターを無効/ロック済みとしてマークします

0b =

パラメーターを有効/ロック解除済みとしてマークします
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表 69 Set system boot options コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[6:0]
（2:N）

ブートオプションパラメーターセレクター

ブートオプションパラメーターデータ。 パラメーターデータの 0（ゼロ）バイトを渡すと、現在
のパラメーター設定に影響を及ぼすことなく、パラメーター有効ビットを変更できます。

応答データのバ データフィールド
イト番号
完了コード。 汎用およびコマンド固有の完了コード：

1

80h =

パラメーターはサポートされていません。

81h =

設定完了状態でないときに、（パラメーター #0 で）設定中の値の設定を試みてくだ
さい。 この完了コードは、パラメーターの操作を行う別の要素がすでにパラメーター
を請求していることを認識する手段を提供します。

82h =

読み取り専用パラメーターに書き込みを行おうとしています。

Get system boot options コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、set system boot options コマンドで設定したブートオプションの
取得に使用されます。

表 70 get system boot options コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

パラメーターセレクター
[7]

予約済み

[6:0]

ブートオプションパラメーターセレクター

2

[7:0] - 設定セレクター。 指定されたパラメーターセレクターの下で、特定のブロックまたはパラ
メーターセットを選択します。 パラメーターが設定セレクターを使用しない場合は、00h を書き
込みます。

3

[7:0] - ブロックセレクター。 一連のパラメーター内で特定のブロックを選択します。 パラメー
ターがブロックセレクターを使用しない場合は、00h を書き込みます。
注記: ブロックセレクターを使用する、IPMI 仕様のブートオプションパラメーターはありませ
ん。 ただし、このフィールドは他の構成コマンドとの整合性を保つために提供されているフィー
ルドであり、IPMI 仕様の将来の拡張に備えたプレースホルダーとして用意されています。

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。 汎用およびコマンド固有の完了コード：80h = パラメーターがサポートされていま
せん。

2

[7:4]

予約済み

[3:0]

パラメーターバージョン。 別に指定がない限り、この仕様では 1h です。

3

パラメーター有効
[7]
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1b =

パラメーターは無効/ロック済みとしてマークされました

0b =

パラメーターは有効/ロック解除済みとしてマークされました

表 70 get system boot options コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
ブートオプションパラメーターセレクター

[6:0]
4:N

構成パラメーターデータ（表 71 (125 ページ) を参照）。 ロールバック機能が実装されている場
合、「設定中」状態が表明されると、MC は既存のパラメーターのコピーを作成します（設定中
パラメーター #0 を参照してください）。 「設定中」状態がアクティブになっている間に、MC
は、このパラメーターのコピーからのデータに加えて、データに加えられた未コミットの変更を
返します。 それ以外の場合、MC は不揮発性ストレージからパラメーターデータを返します。

表 71 ブートオプションパラメーター
パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

設定中（揮発性）

0

データ 1 - このパラメーターは、次のパラメーターがアップデート中である
場合やアップデートが完了した場合に使用します。 このビットは主に、他
のソフトウェアまたはユーティリティがデータを変更中であることをソフト
ウェアに警告することを目的として提供されています。
実装で、この情報を使用するロールバック機能を提供して、以前の構成情報
にロールバックするか、構成の変更を受け入れるかを決定することもできま
す。
ロールバック機能を使用した場合、ロールバックによってすべてのパラメー
ターが以前の状態に復元されます。 それ以外の場合、書き込みが実行され
たときに変更が有効になります。

MC ブートフラグ有効
ビットクリア（半揮発
1
性）

3

[7:2]

予約済み

[1:0]

00b =

設定完了。 「設定中」がアクティブの間に、シ
ステムのリセットや電源切断状態への移行が発生
した場合、MC は「設定完了」状態になります。
ロールバックが実装されている場合、「書き込み
コミット」を最初に行わずに直接「設定完了」に
移行すると、保留中のすべての書き込みデータが
破棄されます。

01b =

設定中。 このフラグは、何らかのユーティリティ
またはその他のソフトウェアがパラメーターデー
タに書き込みを行っていることを示します。 こ
れは単なる通知フラグであり、リソースロックで
はありません。 MC は、他のソフトウェアによる
パラメーターデータの書き込みを防止するイン
ターロックメカニズムは提供しません。

11b =

予約済み

データ 1 - MC ブートフラグ有効ビットクリア。 デフォルト = 00000b。
[7:5]

予約済み

[4]

1b =

PEF が原因のリセット/電源再投入では、有効ビッ
トをクリアしません。

[3]

1b =

60 秒のタイムアウト間隔の間に chassis
control コマンドを受信しない場合、ブートフ
ラグ有効ビットの自動クリアを行いません
（chassis control コマンドを受信した時点
でカウントダウンが再開されます）。

[2]

1b =

ウォッチドッグタイムアウトが原因のリセット/
電源再投入では、有効ビットをクリアしません。

[1]

1b =

プッシュボタンによるリセット/ソフトリセット
（Ctrl-Alt-Del キーなど）時には、有効ビットをク
リアしません。

[0]

1b =

電源プッシュボタンやウェイクイベントによる電
源投入では、有効ビットをクリアしません。

標準コマンド仕様 125

表 71 ブートオプションパラメーター (続き)
パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）

ブート情報確認応答
1
（半揮発性）

4

これらのフラグを使用すると、アプリケーションなどブート情報を処理する
各要素が、ブート情報をすでに確認して処理しているかどうかを追跡できま
す。 ブート情報を処理するアプリケーションは、ブート情報をチェックし
て、ブートオプションデータの使用後に対応ビットをクリアする必要があり
ます。
データ 1：書き込みマスク（書き込み専用）。 このフィールドを読み取る
場合は、フィールドは「00h」として返されます。 この結果、MC が書き込
みマスクフィールド用のストレージを提供する必要がなくなります。
[7]

1b =

データフィールドのビット 7 への書き込みを有効
にします

[6]

1b =

データフィールドのビット 6 への書き込みを有効
にします

[5]

1b =

データフィールドのビット 5 への書き込みを有効
にします

[4]

1b =

データフィールドのビット 4 への書き込みを有効
にします

[3]

1b =

データフィールドのビット 3 への書き込みを有効
にします

[2]

1b =

データフィールドのビット 2 への書き込みを有効
にします

[1]

1b =

データフィールドのビット 1 への書き込みを有効
にします

[0]

1b =

データフィールドのビット 0 への書き込みを有効
にします

データ 2：ブートイニシエーター確認応答データ。 ブートイニシエーター
は、通常、起動を開始する前にこのパラメーターに「FFh」を書き込む必要
があります。 アプリケーションなどの特定の要素にブート情報の無視を意
図的に指示する場合、ブートイニシエーターは 0（ゼロ）を書き込むことが
できます。 このフィールドは、管理コントローラーが最初に電源投入また
はリセットされた時点で、初期化され「00h」に設定されます。

ブートフラグ（半揮発
1
性）

5

[7]

予約済み。 1b を書き込みます。 読み取り時に、無視されま
す。

[6]

予約済み。 1b を書き込みます。 読み取り時に、無視されま
す。

[5]

予約済み。 1b を書き込みます。 読み取り時に、無視されま
す。

[4]

0b =

OEM がブート情報を処理しました。

[3]

0b =

SMS がブート情報を処理しました。

[2]

0b =

OS/サービスパーティションがブート情報を処理
しました。

[1]

0b =

OS ローダーがブート情報を処理しました。

[0]

0b =

BIOS/POST がブート情報を処理しました。

1b =

ブートフラグは有効です。 有効なフラグデータ
があることを示すには、このビットを設定する必
要があります。 このビットは、ブートフラグ有

データ 1
[7]
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表 71 ブートオプションパラメーター (続き)
パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
効ビットクリアパラメーターに基づいて、自動的
にクリアできます。
[6]

0b =

オプションは、次回のブートのみに適用されま
す。

1b =

以降のすべてのブートに対して持続することが要
求されるオプション（BIOS がそのブート設定を
変更する要求など）。
注記: （セッション経由で）このビットをリモー
トで設定するには、ユーザーが Admin 権限レベ
ルで set system boot options コマンドを
実行する必要があります。 このビットは、ブー
トフラグ有効ビットがクリアされる（0b）と、下
位互換性を維持するために、MC によって自動的
にクリアされます。 この操作は、古いアプリケー
ションが他のオプションを変更するときに、この
ビットがすでに設定されている可能性をなくすた
めに行われます。 このため、このビットとブー
トフラグ有効ビットを同時に設定する必要があり
ます。

[5]

[4:0]

BIOS ブートタイプ（レガシブートと EFI ブートの両方をサポー
トする BIOS に対応）。
0b =

PC 互換ブート（レガシ）。

1b =

Extensible firmware interface（EFI）ブート。

予約済み

以下のフラグの BIOS サポートは、オプションです。 特定のフラグがサポー
トされている場合、実装がこの仕様に準拠しているとみなされるには、サ
ポートされているフラグが指定された機能の発生を促すものでなければなり
ません。
以下のパラメーターは、データ 1 の [6] の値が「0b」（1 回限りのブート）
の場合は、BIOS のデフォルト設定の一時的オーバーライドを意味し、デー
タ 1 の [6] の値が「1b」（持続的）の場合は、BIOS のブート動作の永続的
な変更の要求を意味します。 ブートフラグ有効ビット（データ 1 の [7]）が
設定されている（1b）場合、BIOS は、以下のフラグのみを使用する必要が
あります。
データ [6] が「0b」（1 回限りのブート）に設定されている場合、特定の
データ 2 パラメーターの値 0（ゼロ）は、BIOS が該当するオプションにつ
いてそのデフォルト構成を使用する必要がある（オーバーライドなし）こと
を示します。0 以外の値は、BIOS が求められた状態に入ることを要求しま
す。
データ [6] が「1b」（持続的）に設定されている場合、BIOS はフラグに基
づいてその設定を変更することを要求されます。 これは、
のラベルが
付けられたパラメーターにのみ適用されます。 その他のパラメーターの設
定は無視されます。
データ 2
[7]

1b =

CMOS のクリア。

[6]

1b =

キーボードのロック。

[5:2]
ブートデバイスセレクター
0000b =

オーバーライドなし
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表 71 ブートオプションパラメーター (続き)
パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
0001b =

強制 PXE

0010b =

デフォルトのハードディスクドライブからのブー
2
トを強制的に実行します

1100～
1110b

予約済み

[1]

1b =

画面ブランク。

[0]

1b =
リセットボタンのロックアウト。

データ 3
[7]

1b =
電源ボタンによる機能のロックアウト（電源
オフ/スリープ要求）

[6:5]

ファームウェア（BIOS）の詳細度（POST 表示に表示される内
容を指示します）。

[4]
0b（1b = [IPMI 2.0] 対応の強制進行状況イベントトラッ
プ）。
[3]

1b =
ユーザーパスワードのバイパス。

[2]

1b =
スリープボタンのロックアウト。

[1:0]
コンソールリダイレクション制御。
OEM パラメーター（オ 96:127
プション）。 OEM の仕
様に基づいて、不揮発
性または揮発性。
1

2

この範囲は、特別な OEM 構成パラメーター用に使用できます。 OEM は、
get device id コマンドによって返されるメーカー ID フィールドの値に
基づいて識別されます。

「半揮発性」とは、パラメーターが、システムの電源再投入、リセット、システムの電源オン/オフ、スリープ状態
の変化の際には維持されるが、管理コントローラーがスタンバイ電源を失うかまたはまたはコールドリセットされ
る場合には維持されないという意味です。 半揮発性と指定されているパラメーターは、別に指定がない限り、コン
トローラーの電源投入またはハードリセットの際に、0（ゼロ）に初期化されます。
IPMI では、ソフトウェアはブートイニシエーターのメールボックスを、リモートアプリケーションがブートプロセ
スの追加選択やブート後のソフトウェアの起動指示に関する OEM パラメーターを渡すための手段として使用できま
す。 追加パラメーターが含まれていない場合、システムは、指定されたタイプのプライマリ（最初にスキャンされ
るデバイス）デバイスを起動します。

Get POH counter コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

IPMI は、オプションの POH カウンターについての仕様を提供しています。 管理コント
ローラーは、システムの電源が投入されるたびに、指定された割合で自動的に不揮発性ス
トレージを増やします。 このコマンドを MC に実装して、この機能の標準化された位置
を用意することをお勧めします。
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使用法の詳細
•

このユーザーガイドで使用される電源投入の定義は、システムが稼動（S0）状態に移行す
るたびに、電源投入時間が累積されることを示唆します。 実装で、S1 および S2 状態で
も電源投入時間の加算を選択することもできます。

•

このカウンターの最も一般的な使用目的は保証のための追跡や交換であるため、このカウ
ンターについてはクリアコマンドや設定コマンドは指定されていません。

表 72 Get POH counter コマンドの応答データ
応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード

2

カウントあたりの時間（分単位）

3:6

カウンター読み取り値。 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

カウントとカウントの間で、システムの電源が切断されると、カウンターは、電源の切断が発
生した時点でのオフセットからの増加を選択するか、または最終のカウンター読み取り値か
ら、0 分の位置でカウントを開始します。どちらになるかはインプリメンターの選択によって
決まります。 どの場合でも、カウント間の電源切断の結果、時間が次のカウントに切り上げさ
れることはありません。

イベントのコマンド
センサー/イベントネットワーク機能は、イベントメッセージおよびプラットフォームセンサー
の送信、受信、および処理に関連するデバイス機能で使用されます。 イベントメッセージは、
実際には、「02h」のコマンドバイトを備えるセンサー/イベントメッセージです。 要求は「イ
ベント要求メッセージ」とも呼ばれ、対応する応答は「イベント応答メッセージ」と呼ばれま
す。

Set event receiver コマンド
説明
•

このコマンドは、コントローラーに、イベントメッセージの送信先を伝達します。

使用法の詳細
•

イベントレシーバーのスレーブアドレスと LUN を指定する必要があります。 イベントレ
シーバーのスレーブアドレスの値を「FFh」に設定すると、イベントメッセージの生成が
完全に無効になります。 このコマンドは、IPMB イベントの生成を担う管理コントロー
ラーにのみ適用されます。

•

set event receiver コマンドを受信するデバイスは、その内部にあるすべてのセン
サーにイベント生成を再装備します。 これは、イベントの状態を内部で再スキャンし、そ
の結果に基づいてイベントのステータスを更新することを意味します。 これにより、既存
のイベント状態を備えるデバイスがそれらのイベントについて新しいイベントメッセージ
を送信するようになります。

•

get sensor reading および get sensor event status コマンドでは、再装備が
原因でソフトウェアが誤ったイベントステータスを取得しないように、読み取り値/状態利
用不可（以前の、初期更新進行中）ビットが提供されます。 たとえば、コントローラー
が、4 秒ごとにイベント状態のスキャンだけを行うとします。 get sensor reading コ
マンドを使用して、イベントステータスにアクセスしたソフトウェアは、イベントステー
タスが正しく更新される前の、最大 4 秒間、誤ったステータスを見る可能性があります。
更新に時間がかかるコントローラーは、読み取り値/状態利用不可ビットを実装する必要が
あり、更新が完了するまではイベントメッセージを生成しないようにする必要がありま
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す。 ソフトウェアは、読み取り値/状態利用不可ビットが設定されている間は、イベント
ステータスビットを無視する必要があります。
表 73 Set event receiver コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ データフィールド
ト番号
イベントレシーバーのスレーブアドレス。 「0FFh」を設定すると、イベントメッセージの生
成が無効になります。 それ以外の場合：

1

2

• [7:1] - IPMB（I C）スレーブアドレス
2

• [0] - [7:1] で、I C スレーブアドレスが保持されている場合は、常に「0b」
2

• [7:2] - 予約済み
• [1:0] - イベントレシーバーの LUN

応答データのバイ データフィールド
ト番号
完了コード

1

Get event receiver コマンド
説明
•

このコマンドは、イベントレシーバーのスレーブアドレスと LUN の現在の設定の取得に
使用されます。

•

このコマンドは、IPMB イベントの生成を担う管理コントローラーにのみ適用されます。

表 74 Get event receiver コマンドの応答データ
応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード

2

イベントレシーバーのスレーブアドレス。 「0FFh」は、イベントメッセージの生成が無効に
なっていることを示します。 それ以外の場合：
2

• [7:1] - IPMB（I C）スレーブアドレス
2

• [0] - [7:1] で、I C スレーブアドレスが保持されている場合は、常に「0b」
3

• [7:2] - 予約済み
• [1:0] - イベントレシーバーの LUN

Platform event message コマンド
説明
•

このコマンドは、MC に対する、コマンドが含むイベントデータの処理要求です。 通常、
データは SEL に記録されます。 実装によっては、データがイベントメッセージバッファー
にも送信され、PEF によって処理される場合があります。

表 75 Platform event message コマンドの要求データおよび応答データ
IPMB メッセージング（IPMB、LAN、シリアル/モデム、 システムインターフェイス
PCI マネジメントバス）
要求データの データフィールド
バイト番号
—
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ジェネレーター ID（RqSA、RqLUN）

要求データの
バイト番号

データフィールド

1

ジェネレーター ID

表 75 Platform event message コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
IPMB メッセージング（IPMB、LAN、シリアル/モデム、 システムインターフェイス
PCI マネジメントバス）
1

EvMRev

2

EvMRev

2

センサータイプ

3

センサータイプ

3

センサー番号

4

センサー番号

4

イベント Dir | イベントタイプ

5

イベント Dir | イベントタイプ

5

イベントデータ 1

6

イベントデータ 1

6

イベントデータ 2

7

イベントデータ 2

7

イベントデータ 3

8

イベントデータ 3

応答データの
バイト番号

応答データの
バイト番号
完了コード

1

1

完了コード

ジェネレーター ID フィールドは、イベントリクエストメッセージの必須要素です。 IPMB メッ
セージでは、このフィールドは、リクエスターのスレーブアドレスフィールドおよび LUN
フィールドと同じとみなされます。 このため、ジェネレーター ID 情報は、IPMB 要求メッセー
ジのデータフィールドには挿入されません。
システム側のインターフェイスで、ジェネレーター ID フィールドをメッセージソースのアド
レス情報でオーバーレイしないでください。 このフィールドは、要求のデータフィールドに挿
入される際に、指定する必要があります。

PEF およびアラート通知コマンド
この項で説明するコマンドは、Platform Event Filtering（PEF）およびアラート通知に関係して
います。

Get PEF Capabilities コマンド
説明
•

このコマンドは、BMC での PEF の実装に関する情報を返します。

表 76 Get PEF Capabilities コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード

2

PEF のバージョン（BCD エンコード、LSN が先、この仕様では 51h。）

3

[7]

1b = サポートされている OEM イベントレコードフィルタリング

[6]

1b = 予約済み

アクションサポート

4

[5]

1b = 診断割り込み

[4]

1b = OEM アクション

[3]

1b = 電源の再投入

[2]

1b = リセット

[1]

1b = 電源オフ

[0]

1b = アラート

イベントフィルターテーブルのエントリー数（1 が基点）
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Arm PEF Postpone Timer コマンド
説明
•

このコマンドは、PEF 延期タイマーを有効にして装備するために、ソフトウェアで使用さ
れます。

•

また、実行時に PEF を無期限に無効にするために使用されることもあります。 有効にす
ると、最後のソフトウェア処理イベントのレコード ID が、最新（最後）の SEL レコード
と一致しないレコードのものである場合に、必ずタイマーが自動でカウントダウンを開始
します。 タイマーが装備された時点で、レコード ID がすでに一致していない場合は、カ
ウントダウンが即座に開始されます。

使用法の詳細
•

PEF 延期タイマーの期限切れを防止するために、ソフトウェアでは Set Last Processed
Event ID コマンドによって最後のソフトウェア処理のレコード ID が更新され、最後の SEL
レコードの値と一致します。 これにより、BMC がタイマーを停止して再装備を行い、Arm
PEF Postpone Timer コマンドで渡された値からのカウントダウンが開始されます。

•

最後の SEL レコードのレコード ID、最後の BMC 処理レコード ID、および最後のソフト
ウェア処理レコード ID を取得するには、Get Last Processed Event ID コマンドを使用で
きます。

•
表 77 Arm PEF Postpone Timer コマンドの要求データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

[7:0]

PEF 延期タイムアウト（秒単位）。 01h は 1 秒です。
00h
延期タイマーの無効化（有効にすると、PEF がただちにイベント
を処理します）。 システムのスリープ状態への移行、電源切断、
またはリセットが発生すると、BMC によってタイマーが自動的
に無効になります。
01h—FDh

タイマーを装備します。 最後に処理されたイベントのレコード
ID が最後に受信されたイベントのレコード ID と一致しない場
合、タイマーは規定の値から自動的にカウントダウンを開始しま
す。

FEh

PEF を一時的に無効にします。 PEF 延期タイマーは、値からの
カウントダウンを行いません。 システムのスリープ状態への移
行、電源切断、またはリセットが発生すると、BMC によって
PEF が自動的に有効に戻され（PEF の構成パラメーターで有効
になっている場合）PEF 延期タイムアウトが 00h に設定されま
す。 ソフトウェアでは、このパラメーターを 00h または 01h～
FDh に設定すると、この無効化を取り消すことができます。

FFh

現在のカウントダウン値を取得します。

表 78 Arm PEF Postpone Timer コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード

2

タイマーの現在のカウントダウンの値
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Set PEF Configuration Parameters コマンド
説明
•

このコマンドは、PEF 有効化/無効化などのパラメーターの設定、およびイベントフィル
ターテーブルとアラート文字列の構成の入力に使用されます。

表 79 Set PEF Configuration コマンドの要求データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
パラメーターセレクター
[7]
予約済み

1

[6:0]

パラメーターセレクター

構成パラメーターデータ（表 83 (134 ページ)を参照）。

2:N

表 80 Set PEF Configuration コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
完了コード。 汎用コードと以下のコマンド固有の完了コード：
80h
パラメーターはサポートされていません。

1

81h

設定完了状態でないときに、（パラメーター #0 で）設定中の値の設定を試みてくださ
い。 （この完了コードにより、すでに別のユーザーがパラメーターを「請求」してい
ることを把握できます）

82h

読み取り専用パラメーターに書き込みを行おうとしています

83h

書き込み専用のパラメーターを読み取ろうとしました

Get PEF Configuration Parameters コマンド
説明
•

このコマンドは、Set PEF Configuration コマンドで設定した構成パラメーターを取得する
ために使用します。

表 81 Get PEF Configuration Parameters コマンドの要求データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

パラメーターセレクター
[7]
• 1b = パラメーターリビジョンのみを取得します。
• 0b = パラメーターを取得します
[6:0]

パラメーターセレクター

2

設定セレクター（パラメーターで設定セレクターが必要ない場合は 00h）

3

ブロックセレクター（パラメーターでブロック番号が必要ない場合は 00h）

表 82 Get PEF Configuration Parameters コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード。 汎用コードと以下のコマンド固有の完了コード：

標準コマンド仕様 133

表 82 Get PEF Configuration Parameters コマンドの応答データ (続き)
応答データのバ
イト番号
データフィールド
パラメーターはサポートされていません。

80h

パラメーターリビジョン。 フォーマット：MSN = 現在のリビジョン。 LSN = パラ
メーターが下位互換性を持つ最も古いリビジョン。

2

[7:0]

3:N

構成パラメーターデータ（表 83 (134 ページ)を参照）。 ロールバック機能が実装されている場
合、BMC は「設定中」状態がアサート済みになるときに既存のパラメーターのコピーを作成し
ます（設定中パラメーター #0 を参照）。 「設定中」状態がアクティブである間、BMC はこの
パラメーターのコピーからのデータと、データに加えられたコミットをされていない変更を返し
ます。 それ以外の場合、BMC は不揮発性ストレージからパラメーターデータを返します。
注記: 「パラメーターリビジョンのみを取得する」ビットが 1b の場合、データバイト 3:N は
返されません。

表 83 PEF 構成パラメーター
パラメーター

#

パラメーターデータ

設定中（揮発性）

0

データ 1
このパラメーターは、次のパラメーターがアップデート中である場合やアップデー
トが完了した場合に使用します。 主に、その他のソフトウェアまたはユーティリ
ティがデータを変更中であることをソフトウェアに警告するために提供されてい
ます。
実装では、この情報を使用して以前の構成情報に「ロールバック」するか、構成
の変更を受け入れるかどうかを判断する「ロールバック」機能を提供するよう選
択できます。
使用する場合、ロールバックはすべてのパラメーターを以前の状態にリストアす
る必要があります。 そうでない場合は、書き込み時に変更を有効にする必要があ
ります。
[7:2]
予約済み
[1:0]

PEF 制御（不揮発
性）

1

00b

設定完了。 「設定中」が有効の場合にシステムリセット、
または電源切断状態への移行が行われると、BMC は「設定
完了」状態になります。 ロールバックが実装されている場
合、「書き込みコミット」を最初に行わずに直接「設定完
了」に移行すると、保留中の書き込みデータが破棄されま
す。

01b

設定中。 このフラグは、何らかのユーティリティまたはそ
の他のソフトウェアがパラメーターデータに書き込みを行っ
ていることを示します。 これは単なる通知フラグであり、
リソースロックではありません。 BMC は、パラメーター
の書き込み中に他のソフトウェアがパラメーターを書き込
めないようにするなんらかのインターロックメカニズムを
提供しません。

10b

書き込みコミット（オプション）。 これは、ロールバック
が実装されている場合にのみ使用します。 BMC は前回の
「設定中」以降に書き込まれたデータを保存し、「設定中」
状態に移行します。 このオプションがサポートされていな
い場合はエラー完了コードを返します。

11b

予約済み

データ 1
[7:4]

予約済み

[3]

PEF アラート起動遅延無効。 （オプション）
• 1b = PEF アラート起動遅延を有効にします
• 0b = PEF 起動遅延を無効にします。

[2]
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PEF 起動遅延無効。 （オプション）

表 83 PEF 構成パラメーター (続き)
このビットをサポートする実装では、PEF 起動遅延が無効になって
いるときに、PEF アクション（システムリセット、電源の再投入な
ど）の「無限ループ」を発生させるフィルターエントリーがプログ
ミングされている場合、ユーザーが PEF を無効にできるメカニズム
も提供する必要があります。 このビットが実装されていない場合
は、PEF 起動遅延を常に有効にする必要があります。
• 1b = （S4/S5）からの手動での（プッシュボタン）システム電源
投入およびシステムリセット（PEF が開始したシステムリセット
を含む）に対する PEF 起動遅延を有効にします。
• 0b = PEF 起動遅延を無効にします。
[1]

[0]

PEF アクションのグ 2
ローバル制御（不揮
発性）

PEF 起動遅延（オプ 3
ション、不揮発性）

1b

PEF アクションに対するイベントメッセージを有効にしま
す。 このビットが設定されている場合、フィルターによって
トリガーされる各アクションがアクションのイベントメッセー
ジを生成します。 このような手順により、PEF によってトリ
ガーされたアクションの発生をログに記録できます（イベン
トのログへの記録が有効な場合）。 イベントは、システムイ
ベントセンサー 12h、オフセット 04h として記録されます。
表 2「センサータイプコード」を参照してください。）これ
らのイベントメッセージも PEF の対象になります。

0b

PEF アクションに対するイベントメッセージを無効にしま
す。

1b

PEF を有効にします。

0b

PEF を無効にします。

データ 1
[7:6]

予約済み

[5]

1b = 診断割り込みの有効化

[4]

1b = OEM アクションの有効化

[3]

1b = 電源再投入アクションの有効化（電源がすでにオフの場合は、
影響なし）

[2]

1b = リセットアクションの有効化

[1]

1b = 電源切断アクションの有効化

[0]

1b = アラートアクションの有効化

データ 1
（S4/S5 からの）システムの電源投入およびリセット後に PEF を遅延させる時
間。 デフォルト = 60 秒。 このパラメーターが指定されていない場合は、デフォ
ルトの PEF 起動遅延を実装する必要があります。 遅延の有効化/無効化は、上記
の PEF 制御パラメーターを使用して構成されます。 このパラメーターがサポー
トされている場合は、必要に応じて、値 00h を遅延の無効化に使用することもで
きます。
注記: このパラメーターをサポートする実装では、このパラメーターの設定間
隔が短すぎるためにユーザーがローカルで PEF を無効にする余裕がない状況で、
PEF アクションの「無限ループ」を発生させるようにフィルターエントリーがプ
ログミングされている場合に、ユーザーが PEF を無効にできるメカニズムを提供
する必要もあります。 実装では、このパラメーターを 0 以外のできるだけ小さい
値に強制的に設定することができます。
PEF 起動遅延
[7:0] - PEF 起動遅延（秒単位）、±10%。 1 が基点。 00h = 遅延なし。

PEF アラート起動遅 4
延（オプション、不
揮発性）

データ 1
（S4/S5 からの）システムの電源投入およびリセット後にアラートを延期する時
間。 デフォルト = プラットフォーム固有。 通常は 60 秒です。ただし、ユーザー
が PEF を無効にする処置をとるまで起動に時間がかかるシステムでは、長くなる
可能性があります。 このパラメーターが指定されていない場合は、プラットフォー
ムに適したデフォルトの PEF 起動遅延を実装する必要があります。 遅延の有効
化/無効化は、オプションで、上記の PEF 制御パラメーターを使用して構成する
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表 83 PEF 構成パラメーター (続き)
こともできます。 実装によっては、このパラメーターや有効化/無効化ビットを
個々に実装することもできます。
PEF アラート遅延
[7:0] - PEF アラート起動遅延（秒単位）、± 10%。 1 が基点。 00h = 遅延なし。
イベントフィルター 5
の数

サポートされているイベントフィルターの数。 1 が基点。 アラート通知がサポー
トされていない場合、このパラメーターのサポートも必要ありません。

（読み取り専用）

[7:0] - イベントフィルターエントリーの数。 0 = アラート通知がサポートされて
いません。

イベントフィルター 6
テーブル（不揮発
性）

データ 1 設定セレクター = フィルター番号。
[7] - フィルター番号。 1 が基点。 00h = 予約済み。
データ 2:21 フィルターデータ

イベントフィルター 7
テーブルデータ 1
（不揮発性）

このパラメーターは、イベントフィルターデータの最初のバイトへのエイリアス
アクセスを提供します。 このパラメーターにより、フィルターデータ全体の読み
取り、変更、書き込みが不要になるため、個々のフィルターの有効化および無効
化操作が簡単になります。
データ 1 設定セレクター = フィルター番号
[7:0] - フィルター番号。 1 が基点。 00h = 予約済み。
データ 2 イベントフィルターデータのデータバイト 1

アラートポリシーエ 8
ントリーの数

サポートされているアラートポリシーエントリーの数。 1 が基点。 アラート通知
がサポートされていない場合、このパラメーターのサポートも必要ありません。

（読み取り専用）

[7] - 予約済み
[6:0] - アラートポリシーエントリーの数。 0 = アラート通知がサポートされてい
ません。

アラートポリシー
テーブル

9

（不揮発性）

データ 1 設定セレクター = エントリー番号
[7] - 予約済み
[6:0] - アラートポリシーのエントリー番号。 1 が基点。 データ 2:4 エントリーデータ

システム GUID（不 10
揮発性）

データ 1
PET トラップ内の GUID フィールドに入力するために使用します。
[7:1]
予約済み
[0]

1b

BMC は PET トラップで次の値を使用します。

0b

BMC では次の値を無視し、代わりに Get System GUID コマ
ンドから返される値を使用します。

2:17 システム GUID
アラート通知文字列 11
の数
（読み取り専用）

アラート文字列 0 の他にサポートされているアラート通知文字列の数。 1 が基
点。 アラート通知がサポートされていない場合、このパラメーターのサポートも
必要ありません。
[7] - 予約済み
[6:0] - アラート文字列の数。
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表 83 PEF 構成パラメーター (続き)
アラート文字列の
キー

12

（揮発性）および
（不揮発性） - 説明
を参照

PEF 内のアラート文字列のデータの検索に使用するキーを設定します。 アラート
通知がサポートされていない場合、このパラメーターのサポートも必要ありませ
ん。
データ 1 設定セレクター = アラート文字列のセレクター。
[7] - 予約済み。
[6:0] - 文字列セレクター。
• 0 = 揮発性の文字列パラメーターを選択します
• 01h-7Fh = 不揮発文字列セレクター
PEF では次のイベントフィルター番号フィールドおよびアラート文字列キーフィー
ルドを使用して、特定のイベントに関連付けられた文字列を検索します。 文字列
0 は、Alert Immediate コマンドで使用するために予約された、特別な揮発性文字
列です。
次の 2 つのフィールドは PEF で使用され、アラートポリシーエントリーから取
得した情報に基づいて特定のアラート文字列を検索します。 これらのフィールド
は通常、文字列セレクター 0 用に 0（未指定）に設定する必要があります。 PEF
では、検索の際に値をスキャンして文字列 0 を検出します。この文字列の 0 の値
は、PEF のテストやデバッグの目的には 0 以外の値に設定でき、これによって不
揮発性ストレージへの書き込みを回避できます。
データ 2 - イベントフィルター番号
[7] - 予約済み。
[6:0] - フィルター番号。 1 が基点。 00h = 未指定。
データ 3 - 設定済みアラート文字列
[7] - 予約済み
[6:0] - 文字列の設定済み番号。 1 が基点。 00h = 未指定。

アラート文字列（揮 13
発性）および（不揮
発性） - 説明を参
照。

アラート文字列データを設定します。 使用する文字列データはチャネルとアラー
トタイプに依存します。 アラート通知がサポートされていない場合、このパラ
メーターのサポートも必要ありません。
ダイヤルページングでは、文字列をモデムに送信する際に、BMC によって自動的
に文字列の末尾に <CR>（キャリッジリターン）文字が付加されます。
TAP ページングでは、文字列は「フィールド 2」（ポケベルメッセージ）に対応
しています。 なお、文字列は 8 ビットの ASCII データを受け入れますが、TAP
実装でサポートされるのは 7 ビット ASCII だけです。
BMC では、TAP ページングの実行中の文字列送信の際に、8 番目のビットが自動
的に 0（ゼロ）に設定されます。
文字列 0 は、Alert Immediate コマンドで使用するために予約された、特別な揮発
性文字列です。
データ 1 - 設定セレクター = 文字列セレクター。
[7] - 予約済み。
[6:0] - 文字列セレクター。
0 = 揮発性の文字列を選択します
01h-7Fh = 不揮発文字列セレクター
データ 2 ブロックセレクター = 設定される文字列ブロック番号。1 が基点。 ブロックは
16 バイトです。
データ 3:N 文字列データ。 null 終端の 8 ビット ASCII 文字列。 ブロックあたり最大 16 バイ
ト。

グループ制御テーブ 14
ルエントリーの数
（読み取り専用）

データ 1 グループ制御テーブルエントリーの数。 1 が基点（最小 4、最大 8）
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表 83 PEF 構成パラメーター (続き)
（オプション。BMC
が自動 ICMB グルー
プ電源制御をサポー
トしている場合に存
在。）
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表 83 PEF 構成パラメーター (続き)
グループ制御テーブ 15
ル

データ 1 -

標準コマンド仕様 139

表 83 PEF 構成パラメーター (続き)
（オプション。不揮
発性。BMC が自動
ICMB グループ電源
制御をサポートして
いる場合に存在。）

設定セレクター = グループ制御テーブルエントリーのセレクター。
[7] - 予約済み。
[6:0] - グループ制御テーブルエントリーのセレクター。
データ 2 [7:6]
[5]

予約済み
Request/Force
0b
制御操作を要求します。 要求された操作は、特定のシャーシ
のすべての制御グループおよび有効になっているすべての制
御メンバーに対して、同じ操作が要求された場合の完了しま
す。
1b

制御操作を強制します。 強制された操作は、特定のシャーシ
のすべての制御グループおよび有効になっているすべての制
御メンバーシップに対して同じ操作が要求されたかどうかと
は関係なく発生します。

即時/遅延。 即時の制御操作と一定時間が経過した後の制御操作のう
ち、BMC がどちらを要求するかを選択します。 ノート：コマンド
受信時にこの操作を開始するかどうかは、要求/強制ビットによって
決まります。上記を参照してください。
0b
即時の制御。 BMC は、即時制御の操作を要求するコマンド
を送信します。

[4]

1b

遅延制御。 BMC は、一定時間が経過した後に行う制御操作
を要求する制御コマンドを送信します。 これは要求/強制ビッ
トに左右されます。

チャネル番号（グループ制御操作の配信対象にする ICMB のチャネ
ル番号）

[3:0]
データ 3：

グループ ID 0（1 が基点）
00h
未指定
FFh

すべてのグループ

データ 4：
メンバー ID 0（0 が基点）
[7:5]
予約済み
[4]

0b

メンバー ID チェックを有効にします。

1b

メンバー ID チェックを無効にします

1

メンバー ID。 指定したグループ内のこのシャーシの ID。 （グルー
プ ID 0 が FFh の場合、値は無視されます）

[3:0]
データ 5：

グループ ID 1（1 が基点）
00h
未指定
FFh

すべてのグループ

データ 6：
メンバー ID 1（0 が基点）
[7:5]
予約済み
[4]

0b

メンバー ID チェックを有効にします。

1b

メンバー ID チェックを無効にします

メンバー ID。 指定したグループ内のこのシャーシの ID。 （グルー
プ ID 0 が FFh の場合、値は無視されます）

[3:0]
データ 7：

グループ ID 2（1 が基点）
00h
未指定
FFh
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1

すべてのグループ

表 83 PEF 構成パラメーター (続き)
データ 8：
メンバー ID 2（0 が基点）
[7:5]
予約済み
[4]

0b

メンバー ID チェックを有効にします。

1b

メンバー ID チェックを無効にします

1

メンバー ID。 指定したグループ内のこのシャーシの ID。 （グルー
プ ID 0 が FFh の場合、値は無視されます）

[3:0]
データ 9：

グループ ID 3（1 が基点）
00h
未指定
FFh

すべてのグループ

データ 10：
メンバー ID 3（0 が基点）
[7:5]
予約済み
[4]

[3:0]

0b

メンバー ID チェックを有効にします。

1b

メンバー ID チェックを無効にします

1

メンバー ID。 指定したグループ内のこのシャーシの ID。 （グルー
プ ID 0 が FFh の場合、値は無視されます）

データ 11： 再試行および操作
[7]
予約済み
[6:4]

グループ操作のためにコマンド送信を再試行する回数（ICMB では、
BMC が Group Chassis Control コマンドをブロードキャストしま
す）（1 が基点）

[3:0]

操作
0h

電源切断。 システムを強制的に、ソフトオフ（S4/S45）の状
態に移行させます。
これは「緊急時の」管理電源切断操作を目的にしています。
コマンドは、システムの電源切断の前にオペレーティングシ
ステムのクリーンシャットダウンを開始しません。

OEM パラメーター 96:127
（オプション。OEM
の仕様に基づき、不
揮発性または揮発
性）
1

1h

電源投入。

2h

電源の再投入（オプション）。 このコマンドでは、電源切断
間隔が 1 秒以上になります。

3h

ハードリセット。 一部のシステムでは、システムをリセット
できない状態（例：電源切断）にある場合でも、このオプショ
ンを受け入れることがあります。

4h

診断割り込みの伝達。 （オプション）診断割り込みの 1 つの
バージョンを送り込みます。このバージョンは、プロセッサー
に直接到達します。 通常、これは、オペレーティングシステ
ムに診断ダンプを実行させる目的で使用されます（OS によっ
て異なります）。 割り込みは、一般には IA-32 システムでは
NMI、Intel Itanium プロセッサーベースのシステムでは INIT
です。

5h

致命的な温度超過をエミュレートすることで、ACPI 経由で
の OS のソフトシャットダウンを開始します。 （オプショ
ン）

この範囲は、特別な OEM 構成パラメーター用に使用できます。 OEM は、get
device id コマンドによって返されるメーカー ID フィールドの値に基づいて識別
されます。

メンバー ID チェック有効/無効ビットは、グループへの制御要求が有効なメンバーと照合されるかどうかを制御しま
す。 メンバー ID チェックが無効な場合、グループへの制御要求はそのグループに対して自動的に「記録され」ま
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す。 ただし、要求された制御状態を有効にするには、すべての有効なグループでその制御状態が一致しなければな
りません。

Set Last Processed Event ID コマンド
説明
•

このコマンドは、システムソフトウェアによって処理された最後のイベントのレコード ID
を設定するために使用されます。 また、テストとデバッグの目的で、BMC によって処理
された最後のイベントのレコード ID の設定に使用することもできます。

使用法の詳細
•

最後に処理されたイベント ID の値は、Clear SEL コマンドで SEL がクリアされると、自
動的に FFFFh に設定されます。 Delete SEL Entry コマンドが SEL のクリアまたは最後の
イベントの削除に使用される場合、ソフトウェアでは、Set Last Processed Event ID コマ
ンドを使用して、最後に処理されたイベントを操作して設定する必要があります。

•

PEF は、2 つのレコード ID（ソフトウェア処理または BMC 処理）のうち、まだ処理され
ていないイベントのインジケーターとして SEL に追加された最新イベントには、レコー
ド ID を使用します。 最後の BMC 処理 ID および最後のソフトウェア処理 ID は、どちら
も NV ストレージに保持されます。

表 84 Set Last Processed Event ID コマンドの要求データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

[7:1]

予約済み

[0]

0b

ソフトウェアによって処理された最後のレコードのレコード ID を設定しま
す。

1b

BMC によって処理された最後のレコードのレコード ID を設定します。

レコード ID。 LS バイトが先。

2:3

表 85 Set Last Processed Event ID コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
完了コード。
81h = コマンドを実行できません。SEL の消去が進行中です。

1

Get Last Processed Event ID コマンド
説明
•

このコマンドは、システムソフトウェアおよび BMC によって処理された最後のイベント
のレコード ID を取得するために使用されます。

表 86 Get Last Processed Event ID コマンド
応答データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード。 81h = コマンドを実行できません。SEL の消去が進行中です。

2:5

最新の追加時のタイムスタンプ。 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

6:7

SEL 内の最後のレコードのレコード ID。 SEL が空の場合は、FFFFh を返します。
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表 86 Get Last Processed Event ID コマンド (続き)
応答データのバ
イト番号
データフィールド
8:9

最後の SW 処理イベントのレコード ID。

10:11

最後の BMC 処理イベントのレコード ID。 イベントは処理されたが、SEL がいっぱいになって
いるかロギングが無効になったためにログに記録できなかった場合は、0000h を返します。

Alert Immediate コマンド
説明
•

このコマンドは、あて先セレクターによって指定されたあて先にアラートを送信するため
に使用します。 送信されるアラートの種類は、あて先に関連付けられるあて先タイプに
よって決定されます。 このコマンドを介して開始されるアラートがイベントとしてログに
記録されることはありません。

•

このコマンドの目的は、ユーザーが特定のあて先に対して構成したアラート通知をテスト
できるように、ユーティリティまたは BIOS セットアップオプションをサポートすること
です。 このコマンドは、アラート配信をトリガーするための実行時メカニズムとしてシス
テムソフトウェアで使用することもできます。

使用法の詳細
•

アラートは次の Alert Immediate コマンドの受信前に完了する必要がありますが、これら
のアラートは Page Blackout 間隔の対象にはなりません。 Alert Immediate コマンドは、
IPMI メッセージングセッションまたは自動ページがすでに進行中の場合も拒否され、エ
ラー完了コードが生成されます。

表 87 Alert Immediate コマンドの要求データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

チャネル番号。 （この値は、アラートの送信に使用する構成パラメーターの選択に必要です。）
[7:4] - 予約済み
[3:0] - チャネル番号。
ノート：BMC は、アラートを送信できる各チャネルの「Alert immediate ステータス」を保存し
ます。

2

あて先セレクター/操作
[7:6] - 操作
00b = アラートを開始します
01b = Alert immediate ステータスを取得します
10b = Alert Immediat ステータスをクリアします（ステータスを 00h に設定）
11b = 予約済み
[5:4] - 予約済み
[3:0] - あて先セレクター。 適切なアラートあて先を選択します。
0h = 揮発性あて先の情報を使用します。 1h-Fh = 不揮発性のあて先。 ノート：操作が「Alert
Immediate ステータスを取得します」または「Alert Immediate ステータスをクリアします」の場
合、ビット [3:0] は予約されます。

3

アラート文字列セレクター
存在する場合、アラートで使用するアラート文字列を選択します。 [7] - 0b = アラート文字列は
送信しません
1b = 次の文字列セレクターで識別されるアラート文字列を送信します。 [6:0] - 文字列セレク
ター。
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表 87 Alert Immediate コマンドの要求データ (続き)
要求データのバ
イト番号
データフィールド
000_0000b = 揮発性のアラート文字列を使用します。
01h-7Fh = 不揮発性文字列セレクター。
次の「プラットフォームイベントパラメーター」（バイト 4:11）は、プラットフォームイベントトラップの対応
するイベントデータフィールドへの情報入力に使用できます。 サポートされている場合、すべてのバイト（4:11）
を指定する必要があります。 この機能の実装はオプションですが、IPMI v2.0 実装では強くお勧めします。
4

ジェネレーター ID

5

EvMRev

6

センサータイプ

7

センサー番号

8

イベント Dir | イベントタイプ

9

イベントデータ 1

10

イベントデータ 2

11

イベントデータ 3

表 88 Alert Immediate コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
完了コード。 汎用コードと以下のコマンド固有の完了コード：

1

• 81h = アラートがすでに進行中のため、Alert Immediate コマンドは拒否されました。
• 82h = このチャネルで IPMI メッセージングセッションがアクティブなため、Alert Immediate
コマンドは拒否されました。
• 83h = プラットフォームイベントパラメーター（4:11）がサポートされていません。
以下のバイトは、要求中の操作が「Alert Immediat ステータスを取得します」に設定されている場合にのみ返され
ます。
Alert Immediate ステータス

2

SMS は、このステータスをポーリングして、即時アラートの現在の状態を判断できます。
00h = ステータスなし。
ノート：BMC 実装が Alert Immediate コマンドの処理中に発生するチャネルパラメーター構成、
電源、リセット状態の変更を理由に Alert Immediate コマンドを中止することは許可されていま
すが、必須ではありません。 そのような場合、BMC は「ステータスなし」状態を返します。
01h = アラートは正常に終了しました。 これは、何回か試行に失敗し、最終的には成功した場合
にも返されます。
02h =「呼び出し再試行」（ダイヤル接続）の再試行に失敗しました。
03h = すべての再試行で応答を待ちましたが、タイムアウトが発生し、アラートは失敗しまし
た。 FFh = このコマンドによるアラートが進行中です。 ステータスは保留中です。

PET Acknowledge コマンド
説明
•

このメッセージは、Platform Event Trap（PET）アラートの確認に使用されます。 PET ア
ラートは LAN または PPP アラート通知で配信される SNMP トラップです。 PET 確認
メッセージは、トラップを受信したリモートコンソールが送信する IPMI 要求メッセージ
です。

144 コマンドの仕様

使用法の詳細
•

PET Acknowledge コマンドは、BMC との IPMI メッセージングセッションの確立を必要
としません。 このコマンドは、Get Channel Authentication Capabilities コマンドと同じク
ラスに属します。

•

アラート通知が有効で、アラートあて先の構成パラメーターで PET アラートの確認が要
求されている場合、チャネルの現在のアクセスモードのために IPMI メッセージングを使
用できない場合でも、BMC は、選択された再試行間隔が経過するまで PET Acknowledge
コマンドを待機し、受け入れます。 シリアルポートの共有を使用するシステムでは、PET
Acknowledge を待機する間、BMC はシリアルコネクターに切り替えられたままになりま
す。

表 89 PET Acknowledge コマンドの要求データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

1:2

シーケンス番号。 PET のシーケンス番号フィールドからの値。 LS バイトが先 .

3:6

ローカルタイムスタンプ。 PET のローカルタイムスタンプフィールドからの値。 LS バイトが
1
先。

7

イベントソースタイプ。 PET の対応するフィールドから。

8

センサーデバイス。 PET の対応するフィールドから。

9

センサー番号。 PET の対応するフィールドから。

10:12

イベントデータ 1:3。 PET の対応するフィールドから。

1

完了コード。

1

ネットワーク上の実際の PET のシーケンス番号フィールドおよびローカルタイムスタンプフィールドは、ネット
ワークバイトオーダーになっています。このため、これらの値の入力では、トラップから値を取得した時点で、ソ
フトウェアでバイトの順序を並べ替える必要がある場合があります。

表 90 PET Acknowledge コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード。

SEL コマンド
SEL は、システムイベントおよび特定のシステム構成情報の不揮発性レポジトリです。 これ
らのコマンドを処理するデバイスを「SEL デバイス」と呼びます。 イベントメッセージ情報
は、通常、イベントレシーバーデバイス内のイベントレシーバー機能により受信された後に、
SEL に書き込まれます。
SEL デバイスコマンドは、イベントレシーバーデバイスから SEL デバイスを分離できるよう
な方法で構成されます。 このケースでは、イベントレシーバーデバイスは、該当する Add sel
entry メッセージを SEL デバイスに直接送信するか、または媒介手段を経由して同等の要求
を渡す必要があります。
SEL エントリーは一意のレコード ID フィールドを持ちます。このフィールドは、SEL からの
ログエントリーの取得に使用されます。 SEL の読み取りは、ランダムアクセスの方法で実施
されます。すなわち、レコード ID がわかっていれば、SEL エントリーは任意の順序で読み取
られます。
注記: SEL レコード ID の 0000h と FFFFh は、機能的な用途のために予約されており、正当
な ID 値ではありません。 レコード ID はハンドルであり、シーケンシャル、すなわち連続的で
ある必要はありません。 アプリケーションは、SEL レコード ID が特定の番号順に従うことを
想定しません。
標準コマンド仕様 145

SEL レコードは、順番が指定されたリストとして保存されます。 個々のエントリーの追加や
削除により、アクセスの順序が変更されることはありません。

SEL デバイスのコマンド
SEL デバイスは、イベントレシーバーデバイスやイベントジェネレーターデバイスとは別のデ
バイスとして実装できます。 これを実行する場合、同等のメッセージが同等のレシーバーデバ
イスから SEL デバイスに渡される方法の策定は、インプリメンターの任務です。
Get SEL info コマンド
説明

•

このコマンドは、SEL のエントリー数、SEL コマンドのバージョン、および最新のエント
リーや最新の削除/クリアのタイムスタンプを返します。

使用法の詳細

•

これらのタイムスタンプは、Get sdr repository info コマンドが返すタイムスタン
プなど、他のコマンドが返すタイムスタンプとは無関係です。 タイムスタンプが反映する
のは、最新の SEL の追加または消去が発生した時間であり、物理ストレージデバイス上
で最新の追加または消去が発生した時間ではありません。 最新の追加タイムスタンプフィー
ルドは、最新の追加またはログ操作のタイムスタンプを返し、最新の消去フィールドは最
新の削除またはクリア操作のタイムスタンプを返します。
たとえば、SEL の 最新の情報追加タイムスタンプは、SEL への新規イベントの追加が最
後に発生した時間を反映します。 SEL と SDR レポジトリを同じストレージデバイスに組
み込むことが実装で選択された場合でも、この時間は、SDR の 最新の情報追加の時間と
は無関係です。

表 91 Get SEL info コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード
• 81h = コマンドを実行できません
• SEL の消去が進行中です

2

SEL のバージョン - この SEL デバイスの SEL コマンドセットのバージョン番号。
• 51h
• ビット 7:4 がリビジョンの最下位桁を保持し、ビット 3:0 が最上位ビットを保持した状態で、
BCD エンコーディングが行われます。

3

エントリー LS バイト - SEL 内のログエントリー数、LS バイト

4

エントリー MS バイト - SEL 内のログエントリー数、MS バイト

5:6

空き容量（バイト単位）、最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。 FFFFh は、空き
スペースの 65535 以上のバイトを使用できることを示します。

7:10

最新の追加時のタイムスタンプ。
• 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。
• それまでに SEL エントリーが行われていない場合やコンポーネントのアップデートやエラー
によって保持されていた値が失われた場合は、FFFF_FFFFh が返されます。

11:14

最新の消去タイムスタンプ。 1 つまたは複数のエントリーが、最後にログから削除された時間。
最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

15

操作のサポート
• [7] — オーバーフローフラグ。 1 = SEL 内にスペースがないため、イベントが削除されまし
た。
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表 91 Get SEL info コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
要求データのバ
イト番号
データフィールド
• [6:4] — 予約済み。 000 を書き込みます
• [3] — 1b = Delete SEL コマンドがサポートされています
• [2] — 1b = 部分的な読み取りの場合の Add SEL Entry コマンドがサポートされています
• [1] — 1b = Reserve SEL コマンドがサポートされています
• [0] — 1b = Get SEL Allocation 情報コマンドがサポートされています。

Reserve SEL コマンド
説明

•

このコマンドは、ソフトウェア ID またはコマンドから取得されるリクエスターのスレー
ブアドレスによる識別に基づいて、SEL の現在のオーナーを設定します。 レコードが削
除されるかまたは順番に読み込まれる際に、予約プロセスにより、IPMB からのレポジト
リアクセスに対する、限定的な保護が提供されます。

使用法の詳細

•

reserve sel コマンドは、削除すべきではないレコードが削除されないようにします。
このコマンドは、順番での読み取りの実行中に読み取るべきではないデータの受信を防止
するメカニズムのほかに、新しいイベントを受信する際に SEL のクリアを防止するメカ
ニズムを含みます。

•

reserve sel は、SEL へのアクセスを保証しません。 基本的には、このコマンドは、リ
クエスターがデッドロックの原因になることを防止します。

•

このコマンドの応答では、予約 ID の値が返されます。 この値は、clear sel コマンド
など、他の要求で必要になります。 これらコマンドは、正しい予約 ID 値が提供されてい
ない場合、実行されません。

•

予約 ID は、次のように使用されます。 アプリケーションが SEL をクリアしたいと仮定し
ます。 アプリケーションは、最初に、reserve SEL コマンドを発行してレポジトリを予
約します。 アプリケーションは、次に、すべての SEL エントリーが処理されていること
を確認し、その後で、clear sel コマンドを発行します。

•

レコードのチェック後、clear sel コマンドが発行される前に、SEL に新しいイベント
が配置されると、そのイベントが失われる可能性があります。 ただし、SEL に新しいイ
ベントが追加されると、現在の予約 ID が取り消されます。 これにより、clear SEL コ
マンドを実行できなくなります。 この状態が発生すると、アプリケーションは予約、チェッ
ク、クリアのプロセスを成功するまで繰り返します。

表 92 Reserve SEL コマンドの要求データおよび応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード。 81h = コマンドを実行できません。SEL の消去が進行中です

2

予約 ID、LS バイト、0000h 予約済み

3

予約 ID、MS バイト

Get SEL entry コマンド
説明

•

SEL からエントリーを取得するには、このコマンドを使用します。 応答のレコードデー
タフィールドは、SEL イベントレコードから 16 バイトのデータを返します。
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表 93 Get SEL entry の要求データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1:2

予約 ID、最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。 部分読み取りの 取得に対してのみ
1
必要です。 該当しない場合は、0000h を使用してください。

3:4

SEL レコード ID、最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。
0000h = 最初のエントリーを取得します
FFFFh - 最後のエントリーを取得します

5

レコードへのオフセット

6

読み取りバイト数。 FFh は、レコード全体の読み取りを意味します。

1

reserve sel コマンドを導入しない実装では、予約 ID を 0000h に設定してください。

表 94 Get SEL entry の応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード。 SEL が空の場合、エラー完了コードを返します。 81h = コマンドを実行できませ
ん。SEL の消去が進行中です。

2:3

次の SEL レコード ID。最下位バイトファースト（リトルエンディアン）（返されるレコードが
最後のレコードの場合は、FFFFh が返されます。）FFFFh は、有効なレコード ID ではありませ
ん。

4:N

レコードデータ。レコード全体で 16 バイト。

Add SEL entry コマンド
説明

•

このコマンドにより、BIOS はシステムイベントログにレコードを追加できます。 通常、
SEL デバイスとイベントレシーバーデバイスは、同じ管理コントローラーに組み込まれま
す。 その場合、BIOS またはシステム SMI ハンドラーが、イベントメッセージをフォー
マットして SEL デバイスに転送する方法で、自身のイベントを SEL に追加します。この
ため、Add SEL entry コマンドは使用されません。

使用法の詳細

•

レコードは、SEL の最後のレコードの後に追加されます。 SEL デバイスは、レコードの
作成時に、SEL レコードの種類に合わせてタイムスタンプを追加します。 場合によって
は、レコードデータ内のタイムスタンプバイトは無視されますが、その場合もデータ内に
はダミータイムスタンプバイトが確保されます。

•

要求に渡されるレコードデータフィールドは、SEL イベントレコードのすべてのバイトで
構成されます。 要求に渡されるレコード ID フィールドは、単なるプレースホルダーです。
要求に渡されるレコード ID フィールドは、レコードが保存される前に SEL デバイスが生
成するレコード ID 値で上書きされます。 レコードの種類によっては、エントリーには自
動的にタイムスタンプが付けられることもあります。 エントリーに自動的にタイムスタン
プが付けられる場合、SEL デバイスは、4 バイトのレコードタイムスタンプフィールドも
上書きします。

注記: SEL へのエントリーの追加には、通常は、イベントレシーバーデバイスにイベント要
求メッセージを送信するメカニズムが用いられます。
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表 95 Add SEL entry の要求データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1:16

レコードデータ、16 バイト

表 96 Add SEL entry の応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード。 汎用、およびコマンド固有（以下で示します）：
80h = このレコードタイプでは、操作はサポートされていません
81h = コマンドを実行できません。SEL の消去が進行中です
追加されたレコードのレコード ID、最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

2:3

Clear SEL
説明
•

このコマンドは、システムイベントログのすべての内容を消去します。 このプロセスに
は、ストレージデバイスの種類によっては、数秒かかる場合があるため、コマンドは消去
操作のステータスを取得するための手段も提供します。

表 97 Clear SEL entry の要求データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1:2

予約 ID、最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

3

‘C’（43h）

4

‘L’（4Ch）

5

‘R’（52h）

6

AAh = 消去を開始します。

1

00h = 消去操作のステータスを取得します。
1

Reserve SEL コマンドを導入しない実装では、予約 ID を 0000h に設定してください。

表 98 Clear SEL entry の応答データ
要求データの
バイト番号

データフィールド

1

完了コード

2

消去の進行状況。
[7:4] - 予約済み
[3:0] - 消去操作の進行状況
• 0h = 消去を行っています。
• 1h = 消去が完了しました。
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SEL レコードタイプの範囲
表 99 SEL レコードタイプの範囲
レコードの範囲

説明

00h～BFh

この範囲は、標準の SEL レコードタイプ用に予約されています。 別に指定がない限
り、レコードには自動的にタイムスタンプが付けられます。

C0h～DFh

この範囲は、タイムスタンプ付きの OEM SEL レコード用に予約されています。 これ
らのレコードには、SEL デバイスが自動的にタイムスタンプを付けます。

E0h～FFh

この範囲は、タイムスタンプなしの OEM SEL レコード用に予約されています。 これ
らのレコードについては、SEL デバイスによる自動的なタイムスタンプ割り当ては行
われません。 タイムスタンプ用のバイト位置に渡される 4 バイトは、SEL に直接入力
されます。

Get SEL time コマンド
説明
•

このコマンドにより、SEL デバイスから時間が返されます。 この時間は、イベントへの
タイムスタンプ割り当てのために、SEL デバイスが使用します。

表 100 Get SEL time コマンドの要求データおよび応答データ
応答データのバイ
ト番号

データフィールド

1

完了コード

2:5

タイムスタンプクロックの現在の測定値。 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

要求データのバイ
ト番号

データフィールド

1:4

4 バイト形式の時刻。 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

Set SEL time コマンド
説明
•

このコマンドは、SEL デバイスの時間を初期化します。 この時間は、イベントへのタイ
ムスタンプ割り当てのために、SEL デバイスが使用します。

表 101 Set SEL time コマンドの応答データ
応答データのバイ
ト番号
データフィールド
1

完了コード。

SDR レポジトリデバイスのコマンド
以下の各項では、SDR レポジトリデバイスが SDR レポジトリへのアクセスのために提供する
各コマンドについて説明します。 これらのコマンドは、可能な場合に、インテリジェンスをよ
り高いレベルのソフトウェアに押し戻して、SDR レポジトリデバイスの実装を簡素化するよ
うに設計されています。 SDR レポジトリデバイスは、データベースエンジンとしての使用は
意図されていません。 このため、SDR アクセスコマンドには自動検索機能は含まれません。
アプリケーションが SDR レポジトリを RAM バッファーに読み込み、そのコピーをもとに操
作を行う（SDR レポジトリが変更される可能性があるため、これらの変更をチェックする目
的で、SDR タイムスタンプを追跡する）ことをお勧めします。 SDR レポジトリから SDR を
読み取るための一般的な手順は、get sdr コマンドの項で説明します。
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イベントメッセージの場合と同様に、これらのコマンドは、SDR レポジトリデバイスが分離
され、SDR レコード自体の内容とフォーマットを認識する必要がないように設計されていま
す。

SDR レコード ID
SDR アクセスを一般化するために、センサーデータレコードには、レコードの ID 番号を使用
してアクセスします。 SDR レポジトリの各実装に対して、割り当てが可能な決まった数のレ
コード ID が用意されています。 レコード ID は、値として実装される場合が最も多く、この値
が、直接、SDR レポジトリへのインデックスまたはオフセットに変換されます。 ただし、実
装で一定レベルの間接性を提供してレコード ID を SDR に対するハンドルとして導入すること
も可能です。
レコード ID の値をリサイクルして、以前削除された SDR のレコード ID を新しい SDR のレ
コード ID として使用できる場合もあります。 リサイクルの要件は、レコード ID が、ある時点
で、レポジトリ内のすべての SDR に対して一意でなければならないということです。
SDR レポジトリデバイスは、レコードの追加または削除の際に、必要に応じて、レコード ID
を再割り当てできます。 レコードへの直接アクセスにレコード ID を使用するアプリケーショ
ンは、常に、取得したレコード情報が目的のセンサーの ID 情報（スレーブアドレス、LUN、
センサー ID など）に適合していることを確認する必要があります。 アプリケーションは、特
定のレコード ID の SDR が移動したこと検出した場合、一連の get sdr コマンドを使用し
て、すべての SDR をリストすることで、SDR を並べなおす必要があります。 特定のレコード
のレコード ID が変更されたかどうかを確認するために、レコードデータ全体を読み取る必要
はありません。 ソフトウェアは、SDR のヘッダーとレコードキーバイトだけを調査すれば、
あるレコードに別のレコード ID が割り当てられたかどうかを判断できます。

Get SDR repository info コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、SDR レポジトリの SDR コマンドバージョンを返します。 また、追加、
削除、またはクリアが最後に行われた時間を示すタイムスタンプも返します。 最新の追加
タイムスタンプフィールドは、最新の追加操作のタイムスタンプを返し、最新の消去フィー
ルドは最新の削除またはクリア操作のタイムスタンプを返します。

使用法の詳細
•

ゾーンレベルでは、必ず、コマンドの SDR レポジトリバージョンを発行してください。
他のゾーンでは、コマンドの デバイス SDR バージョンを使用してください。

•

これらのタイムスタンプは、get SEL info コマンドが返すタイムスタンプなど、他の
コマンドが返すタイムスタンプとは無関係です。 タイムスタンプが反映するのは、最新の
SDR レポジトリの追加または消去が発生した時間であり、物理ストレージデバイス上で
最新の追加または消去が発生した時間ではありません。
たとえば、SDR レポジトリ最新の情報追加タイムスタンプは、SDR レポジトリへの新規
レコードの追加が最後に発生した時間を反映します。 SDR レポジトリの最新の追加タイ
ムスタンプは、SEL の最新の追加タイムとは常に無関係です。このことは、SEL と SDR
レポジトリが、同じ物理ストレージデバイスに実装されている場合にも該当します。
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表 102 Get SDR repository info コマンドの応答データ
応答データのバイト
番号

データフィールド

1

完了コード

2

SDR バージョン - SDR デバイスの SDR コマンドセットのバージョン番号。 この仕様で
は、51h です。 （ビット 7:4 がリビジョンの最下位桁を保持し、ビット 3:0 が最上位ビッ
トを保持した状態で、BCD エンコーディングが行われます。）

3

レコードカウントの LS バイト - SDR レポジトリ内のレコードの数。

4

レコードカウントの MS バイト - SDR レポジトリ内のレコードの数。

5:6

空き容量（バイト単位）、最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。 0000h は、
空き容量なしを示します。FFFEh は、64KB-2 以上を使用可能なことを示します。 FFFFh
は指定されていないことを示します。

7:10

最新の追加時のタイムスタンプ。 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

11:14

最新の消去（削除またはクリア）タイムスタンプ。 最下位バイトファースト（リトルエン
ディアン）。

15

操作のサポート
[7]

オーバーフローフラグ。 1 = SDR レポジトリ内にスペースがないため、SDR
に書き込みできませんでした。

[6:5]

00b =

モーダル/ノンモーダル SDR レポジトリ更新操作の指定が解
除されています。

01b =

ノンモーダル SDR レポジトリ更新操作がサポートされてい
ます。

10b =

モーダル SDR レポジトリ更新操作がサポートされています。

11b =

モーダルとノンモーダルの SDR レポジトリ更新がサポート
されています。

[4]

予約済み。 0b を書き込みます。

[3]

1b =

Delete SDR コマンドがサポートされています。

[2]

1b =

部分的な読み取りの場合の Add SDR コマンドがサポートさ
れています。

[1]

1b =

Reserve SDR repository コマンドがサポートされてい
ます。

[0]

1b =

Get SDR repository allocation information コマ
ンドがサポートされています。

Get SDR repository allocation info コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、設定が可能なアロケーションユニットの数、使用可能な空きスペースの
容量（アロケーションユニット単位）、アロケーションユニットサイズ（バイト単位）、
および連続する最大空き領域のサイズ（アロケーションユニット単位）を返します。

使用法の詳細
•

「アロケーションユニットサイズ」は、ストレージが割り当てられるバイト数を意味しま
す。 たとえば、20 バイトのレコードを追加する場合、SDR レポジトリのアロケーション
ユニットサイズが 16 バイトであれば、レコードはストレージの 32 バイトを占有します。
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•

SDR レポジトリの実装では、少なくとも、16 バイト以上のアロケーションユニットサイ
ズ、および 64 バイト以上のレコードをサポートする最大レコードサイズが提供されます。
このコマンドが実装されていない場合、ソフトウェアは、16 バイトのアロケーションユ
ニットサイズを想定します。

表 103 Get SDR repository allocation info コマンドの応答データ
応答データのバイト番 データフィールド
号
1

完了コード

2

可能なアロケーションユニットの数、LS バイト。

3

可能なアロケーションユニットの数、MS バイト。 この数は、可能なアロケーションユ
ニットの総数が、ログサイズをアロケーションユニットサイズで除算して求めた値以下か
どうかを示します。 0000h は、指定されていないことを示します。

4

アロケーションユニットサイズ（バイト単位）。 0000h は、指定されていないことを示
します。

5
6

空いているアロケーションユニットの数、LS バイト。

7

空いているアロケーションユニットの数、MS バイト。

8

最大空きブロック（アロケーションユニット単位）、LS バイト。

9

最大空きブロック（アロケーションユニット単位）、MS バイト。

10

最大レコードサイズ（アロケーションユニット単位）。

Reserve SDR repository コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、ソフトウェア ID またはコマンドから取得されるリクエスターのスレー
ブアドレスによる識別に基づいて、レポジトリの現在のオーナーを設定するために使用さ
れます。 レコードが削除されているかまたは順番に読み込まれている間、予約プロセスに
より、IPMB からのレポジトリアクセスに対する、限定的な保護が提供されます。

使用法の詳細
•

reserve SDR repository コマンドは、削除操作の際に、削除すべきではないレコー
ドの削除の防止に役立てるために提供されています。また、このコマンドには、漸進的な
読み取りの実行中に読み取るべきではないデータの受信を防止するという目的もありま
す。 このコマンドは、SDR レポジトリへのアクセスを保証しないため、2 つのリクエス
ターが SDR へのアクセスを競う可能性があります。その結果、一方のリクエスターによ
る他方のリクエスターが保持する予約の取り消しが交互に行われ、実質的に、互いがデッ
ドロックされることになります。

•

このコマンドに対する応答では、予約 ID 値が返されます。この ID 値は、delete SDR コ
マンドなど、他の要求で必要です。 これらコマンドは、正しい予約 ID 値が提供されてい
ない場合、実行されません。

•

予約 ID は、次のように使用されます。 アプリケーションが特定のレコードを削除したい
と仮定します。 アプリケーションは、最初に、reserve SDR repository コマンドを
発行して、レポジトリを予約します。 アプリケーションは、レコードのヘッダーとキー情
報を読み取り、レコードの正しいレコード ID を保持していることを確認します。 アプリ
ケーションは、この情報が正しいと想定した上で、予約 ID とレコード ID をパラメーター
として使用して、delete SDR コマンドを発行します。
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•

ヘッダーとキー情報の読み取り後、delete SDR コマンドが発行される前に、レコード
ID を変更するイベントが発生すると、delete SDR コマンドが削除対象ではないレコー
ドのレコード ID で発行される可能性があります。 ただし、既存のレコードのレコード ID
を変更するイベントが発生すると、現在の予約 ID は取り消されます。 これにより、ソフ
トウェアがレコードへのアクセスに使われなくなったレコード ID を使うことがなくなり
ます。 たとえば、あるレコード ID が別のレコードに再割り当てされた場合に、この機能
により delete SDR コマンドの実行と削除すべきでないレコードの削除が防止されます。

表 104 Reserve SDR repository コマンドの応答データ
応答データのバイト番 データフィールド
号
1

完了コード

2

予約 ID、LS バイト。

3

予約 ID、MS バイト。

予約により制限される各コマンド
説明

•

リクエスターは、以下のいずれかの SDR レポジトリコマンドを発行する前に、reserve
SDR repository コマンドを発行する必要があります。 このコマンドは、予約が取り消
された場合にのみ、再発行する必要があります。 リクエスターの予約が取り消された場
合、以下のコマンドは拒否されます。

◦

Delete SDR コマンド

◦

Clear SDR Repository コマンド

◦

Get SDR コマンド（部分的読み取りの場合）

•

指定されている予約が取り消されると、上記のコマンドに対する応答で、reservation
canceled（予約は取り消されました）完了コードが返されます。 詳しくは、以下のリスト
を参照してください。

•

レコード ID が特定のレコード ID のオフセット 0「get」間で変化する可能性があるため、
レポジトリにアクセスするデバイスは、取得したレコード情報が目的のセンサーの ID 情
報（スレーブアドレス、LUN、センサー ID など）に適合していることを確認する必要が
あります。

予約の取り消し

SDR レポジトリデバイスは、以下のいずれかのイベントの発生後、現在の SDR レポジトリ予
約を自動的に取り消します。
•

SDR レコードが add SDR コマンドを使用して追加され、その結果、他のレコード ID が
変更されました。 簡単に言えば、SDR レコードの追加があれば、その時点で、実装は予
約の取り消しを許可されます。

•

SDR レコードが削除され、他のレコード ID が変更されました。 簡単に言えば、SDR レ
コードの削除があれば、その時点で、実装は予約の取り消しを許可されます。

•

SDR レポジトリがクリアされました。

•

SDR レポジトリがリセットされました（ハードウェア経由または cold reset コマンド
による）。

•

新しい reserve SDR repository コマンドを受信しました。
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Get SDR コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、レコード ID で指定されたセンサーレコードを返します。 また、このコ
マンドは、レコードの選択された部分だけを取得すること（漸進的な読み取り）を可能に
する、バイト範囲の指定を受け入れます。

使用法の詳細
•

0000h 以外のオフセットへの漸進的な読み取りを受け入れるために、リクエスターは、最
初に、reserve SDR repository コマンドを使用して SDR レポジトリを予約する必要
があります。 （アプリケーションが、他の SDR レポジトリコマンドを送信する前に、get
SDR repository info コマンドを使用して SDR レポジトリのバージョンを確認するこ
ともお勧めします。 SDR レポジトリコマンドのフォーマットと動作はバージョン間で切
り替わる可能性があるため、これは重要です）。

•

レコード ID が「0000h」に指定されている場合、このコマンドはレポジトリ内の最初の
SDR のレコードヘッダーを返します。 FFFFh は、レポジトリ内の最後の SDR をリスト
することを指定します。 レコード ID が 0（ゼロ）以外の場合、コマンドは一致するレコー
ドの情報とレポジトリ内の次の SDR のレコード ID を返します。

•

SDR レコードのフルセットを取得したいアプリケーションは、最初に、get SDR コマン
ドを発行する必要があります。その際、最初のレコードを取得するためのレコード ID と
して、0000h を指定します。 次のレコード ID は応答から抽出され、次のレコードを取得
するための get SDR リクエストで、レコード ID として使用されます。 この操作は、応
答の次のレコード ID フィールドに、最後のレコード ID 値（FFFFh）が返されるまで、繰
り返されます。

•

オフセット 0000h からのレコードに対する部分的な読み取りを、SDR レポジトリ内の指
定したセンサーデータレコードのヘッダーおよび関連キーフィールドの抽出に使用できま
す。 アプリケーションは、SDR 内のレコード内容のリストの取得や各タイプのインスタ
ンスの識別のために、コマンドをこの方法で使用できます。 コマンドは、特定のセンサー
レコードの検索にも使用できます。

注記: 将来の拡張をサポートするために、アプリケーションは、後に続くデータのいずれか
の解釈を開始する前に、SDR バージョンバイトをチェックする必要があります。
get SDR コマンドをレコードへのオフセットフィールドにゼロ（0）以外の値を指定して発行
するアプリケーションは、最初に、reserve SDR repository コマンドを発行して、SDR
レポジトリを予約する必要があります。
get SDR コマンド（ストレージ 23h）を読み取りバイト数サイズの FFh を使用して発行する
（レコード全体の読み取り）と、ほとんどのケースでエラーが発生します。これは、SDR の
サイズが標準的なシステムインターフェイス実装のバッファーサイズより大きいからです。 こ
のため、レコードのバイト数がインターフェイスの最大転送長を超えると、コントローラーは
エラー完了コードを返します。 完了コード CAh は、要求されたバイト数を返せないことを示
します。 コントローラーが FFh 完了コードを返す可能性もありますが、このコードを返すこ
とをお勧めします。 どちらの場合でも、この状況に対応するアルゴリズムは、レコード全体の
読み取り操作が失敗したら（つまり、0（ゼロ）以外の完了コードが返されたら）デフォルト
の部分的読み取りの使用に戻ることです。
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表 105 Get SDR コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

予約 ID、LS バイト。 レコードへのオフセットフィールドで 0（ゼロ）以外の値を指定する部分
的読み取りの場合にのみ必要です。 部分的読み取り以外の場合は、予約 ID として 0000h を使用
します。

2

予約 ID、MS バイト。

3

要求されているレコードのレコード ID、LS バイト。

4

要求されているレコードのレコード ID、MS バイト。

5

レコードへのオフセット。

6

読み取りバイト数。 FFh は、レコード全体の読み取りを意味します。

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。

2

次のレコードのレコード ID、LS バイト。

3

次のレコードのレコード ID、MS バイト。

4:3+N

レコードデータ。

Add SDR コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、指定されたセンサーレコードを SDR レポジトリに追加し、そのレコー
ド ID を返します。 要求に渡されるデータは、SDR データを完全な形で含む必要がありま
す。

表 106 Add SDR コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
SDR データ

1:N

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

追加されたレコードのレコード ID、LS バイト

3

追加されたレコードのレコード ID、MS バイト

Delete SDR コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、レコード ID で指定されたセンサーレコードを削除します。 リクエスター
の ID と予約 ID も、SDR レポジトリの現在の所有者に対応する必要があります。
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表 107 Delete SDR コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

予約 ID、LS バイト

2

予約 ID、MS バイト

3

削除するレコードのレコード ID、LS バイト

4

削除するレコードのレコード ID、MS バイト

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

削除されたレコードのレコード ID、LS バイト

3

削除されたレコードのレコード ID、MS バイト

Clear SDR repository コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、SDR レポジトリにあるすべてのレコードをクリアし、SDR レポジトリ
サブシステムを再初期化します。 ほとんどのケースで、ユーティリティやシステム管理ソ
フトウェアでの、開発や生産補助のためのこのコマンドの使用は避けてください。 リクエ
スターの ID と予約 ID 情報が、SDR レポジトリの現在の所有者に適合する必要がありま
す。

表 108 Clear SDR repository コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

予約 ID、LS バイト

2

予約 ID、MS バイト

3

C（43h）

4

L（4Ch）

5

R（52h）

6

• AAH = 消去を開始します
• 00h = 消去操作のステータスを取得します

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

消去の進行状況
• [7:4] - 予約済み
• [3:0] - 消去操作の進行状況

◦

0h = 消去を行っています

◦

1h = 消去が完了しました
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Get SDR repository time コマンド
説明
•

このコマンドにより、SDR レポジトリデバイスから時間が返されます。 この時間は、SDR
レポジトリデバイスで、SDR レポジトリがいつ変更されたかを追跡するときに使用しま
す。

表 109 Get SDR repository コマンドの応答データ
応答データのバイ
ト番号

データフィールド

1

完了コード

2:5

時刻は 4 バイト形式です。 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

詳細情報
「タイムスタンプの形式」(13 ページ)

Run initialization agent コマンド
説明
•

このコマンドは、MC で使用できます。

•

このコマンドは、初期化エージェントを動作させるために使用できます。 また、初期化
エージェントのステータスのチェックにも使用できます。

表 110 Run initialization agent コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ データフィールド
イト番号
1

• [7:1] - 予約済み
• [0]

◦

1b = 初期化エージェントを動作させます

◦

0b = 初期化エージェントプロセスのステータスを取得します

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

• [7:1] - 予約済み
• [0]

◦

1b = 初期化が完了しました

◦

0b = 初期化を行っています

FRU インベントリデバイスのコマンド
FRU のインベントリデータは、FRU のシリアル番号、部品番号、資産タグ、簡単な説明文な
どの情報を含んでいます。 FRU インベントリレコードの内容は、プラットフォーム管理 FRU
情報ストレージ定義で指定します。
FRU インベントリデバイスは論理デバイスであり、必ず独立した物理デバイスとして実装され
るわけではありません。 SDR レポジトリデバイスを含むデバイスも、通常は、メインシステ
ムボードとシャーシの FRU インベントリ情報を保持します。また、メモリモジュールなどの、
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交換可能モジュールの FRU 情報へのアクセスを提供する別の FRU インベントリデバイスが存
在する可能性もあります。

Get FRU inventory area info コマンド
説明
•

このコマンドは、デバイスの FRU インベントリ領域の総サイズを、バイト単位で表示し
て返します。

表 111 Get FRU inventory area info コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
FRU デバイス ID。 FFh = 予約済み

1

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード。

2

FRU インベントリ領域のサイズ（バイト単位）、LS バイト。

3

FRU インベントリ領域のサイズ（バイト単位）、MS バイト。

4

[7:1] — 予約済み
[0] — 0b = デバイスへのアクセスはバイト単位で行われます。1b = デバイスのアクセスはワード
単位で行われます

Read FRU data コマンド
説明

•

このコマンドは、FRU インベントリの情報領域から指定されたデータを返します。 これ
は、実際は、不揮発性ストレージ領域への低レベルの直接インターフェイスです。 つま
り、このインターフェイスは、アクセス中のデータのセマンティックスやフォーマットの
解釈やチェックは行いません。

使用法の詳細

•

このコマンドで使用されるオフセットは、不揮発性ストレージを提供するデバイスで使用
される物理アドレスに対応させることができる論理オフセットです。 たとえば、FRU 情
報がフラッシュメモリの物理アドレス 1234h に保存されていても、このコマンドで FRU
情報の開始点にアクセスするには、物理アドレスではなくオフセット 0000h を使用しま
す。 IPMI FRU デバイスデータ（FRU ごとにフォーマットされたデバイス）ならびにプロ
セスおよび DIMM FRU のデータは、別に指定がない限り、必ずオフセット 0000h から開
始されます。

注記: オフセット値は 16 ビットであり、64K ワードまでの FRU デバイスが許可されます
が、読み取り対象カウント、返されたカウント、および書き込まれたカウントフィールドは 8
ビットです。 これは、メッセージサイズに対する制限を認めたことによるものです。 現時点
では、IPMB メッセージは、合計 32 バイトに制限されています。
表 112 Read FRU data コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

FRU デバイス ID。 FFh = 予約済み。

2

読み取り対象の FRU インベントリオフセット、LS バイト。
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表 112 Read FRU data コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
読み取り対象の FRU インベントリオフセット、MS バイト。

3

オフセットは、get fru inventory area info コマンドで返されるデバイスアクセスタイ
プごとに、バイトまたはワード単位で表示されます。
読み取り対象カウント - カウントは、1 ベースです。

4

応答データのバ データフィールド
イト番号
完了コード。 汎用、およびコマンド固有（以下で示します）：

1

• 81h = FRU デバイスはビジー状態です。
論理 FRU デバイスの実装が、FRU 情報を一時的に利用できない状態にあるため、要求され
た内容を完了できません。 FRU が共有バス上のデバイスとして実装されている場合、この原
因として、アービトレーションの消失などの状態が考えられます。
• このコードが返される場合、ソフトウェアは、最も短い場合で 30 ミリ秒後に操作を再試行す
ることを選択できます。
注記: 管理コントローラーに内蔵の再試行メカニズムを組み込むことを強くお勧めします。 こ
の完了コードを活かすのであれば、汎用の IPMI ソフトウェアに依存することはできません。
2

返されたカウント – カウントは、1 ベースです

3:2+N

要求されたデータ。

Write FRU data コマンド
説明

•

このコマンドは、FRU インベントリの情報領域に指定されたバイトまたはワードを書き込
みます。 これは、不揮発性ストレージ領域への低レベルの直接インターフェイスです。
つまり、このインターフェイスは、書き込み中のデータのセマンティックスやフォーマッ
トの解釈やチェックは行いません。

使用法の詳細

•

このコマンドで使用されるオフセットは、不揮発性ストレージを提供するデバイスで使用
される物理アドレスに対応させることができる論理オフセットです。
たとえば、FRU 情報をフラッシュメモリの物理アドレス 1234h に保存できる場合でも、
このコマンドで FRU 情報の開始点にアクセスするには、物理アドレスではなくオフセッ
ト 0000h を使用します。 IPMI FRU デバイスデータ（FRU ごとにフォーマットされたデ
バイス）ならびにプロセッサーおよび DIMM FRU のデータは、別に指定がない限り、必
ずオフセット 0000h から開始されます。 FRU インベントリデータの更新は、システムレ
ベルの権限付き操作であると想定されます。 書き込みが不完全な場合や誤っている場合
に、このコマンドを実装するデバイスが、FRU インベントリ領域をロールバックするため
のメカニズムを提供する必要はありません。

表 113 Write FRU data コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号

データフィールド

1

FRU デバイス ID。 FFH = 予約済み

2

書き込み対象の FRU インベントリオフセット、LS バイト

3

書き込み対象の FRU インベントリオフセット、MS バイト

4:3+N

書き込まれるデータ

応答データのバ
イト番号

データフィールド
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表 113 Write FRU data コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
完了コード。 汎用、およびコマンド固有（以下で示します）：

1

• 80h = 書き込み禁止のオフセットです。 FRU データの 1 つまたは複数のバイトが FRU デバ
イスの書き込み禁止オフセットに対応するため、書き込みを完了できません。 実装で、デー
タの部分書き込みの発生が許可されている可能性があります。
• 81h = FRU デバイスはビジー状態です。 この完了コードの説明については、表 112 (159 ペー
ジ) を参照してください。
書き込まれたカウント - カウントは、1 ベースです

2

センサーデバイスのコマンド
Get device SDR info コマンド
説明
•

このコマンドは、動的センサーデバイス内のセンサーの収集に関する一般的な情報を返し
ます。

使用法の詳細
•

デバイスは、LUN ベースのデバイスセンサー情報に関係して、1 つの LUN の下に 4 つ、
別の LUN の下に 12 のセンサーを実装する可能性があります。 SDR info がセンサー情報
を集約した内容を返すことはありません。代わりに、各 LUN に対して、Get Device
SDR Info コマンドを発行する必要があります。

•

このコマンドをパラメーターを指定せずに発行すると、LUN ベースのデバイスセンサー情
報が返されます。

表 114 Get device SDR info コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

操作（オプション）
[7:1] — 予約済み
[0] — 1b = SDR カウントの取得、デバイス内の SDR の合計数を返します。
0b = センサーカウントの取得、アドレス指定された LUN 上に実装されているセンサーの数を
返します。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード

2

センサーカウントの取得操作の場合（または、要求内にバイト 1 が存在しない場合）：このコ
マンドでアドレスを指定した LUN の、デバイス内のセンサーの数。
SDR カウントの取得操作の場合、デバイス内の SDR の総数。

3

フラグ：
センサーの動的配置
[7]
0b = 静的センサー配置。 このデバイスで処理されるセンサーの数は固定されており、クエリ
が、すべてのセンサーについてのレコードを返します。
1b = 動的センサー配置。 このデバイスでは、デバイスのセンサーの数が実行時（設置時を除
く任意の時間）に変化する場合があります。
予約済み
[6:4] — 予約済み
デバイス LUN
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表 114 Get device SDR info コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[3] — 1b = LUN3 はセンサーを備えています
[2] — 1b = LUN2 はセンサーを備えています
[1] — 1b = LUN1 はセンサーを備えています
[0] — 1b = LUN0 はセンサーを備えています
センサー数変更インジケーター。 最下位バイトファースト（リトルエンディアン）。

4:7

4 バイトのタイムスタンプ、またはカウンター。 センサーの数が変化するたびに、更新または
インクリメントされます。 フラグで静的センサー配置が示されている場合、このフィールド
は提供されません。

Get device SDR コマンド
説明
•

このコマンドは、センサーに関する SDR 情報を許可するコマンドで、通常は、サテライ
ト管理コントローラーに実装されます。 また、01h および 02h のほかに、SDR タイプも
返します。 Get Device SDR は、静的センサーデバイスではオプションのコマンドで、動
的センサーデバイスでは必須コマンドです。 フォーマット操作は、レポジトリデバイスの
sdr get コマンドとよく似ています。
注記:

•

センサーデバイスは、センサーごとに一貫したセンサー番号を使用します。

このコマンドは、予約 ID を含みます。この ID は、マルチパート読み取りの実施中にレ
コードが変化する可能性があることをリクエスタに通知します。

表 115 Get device SDR コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号

データフィールド

1

予約 ID。 LS バイト。 レコードへのオフセットフィールドで 0（ゼロ）以外の値を指定する部
分的読み取りの場合にのみ必要です。 予約 ID として 0000h を使用します。

2

予約 ID。 MS バイト。

3

取得するレコードのレコード ID、LS バイト。 0000h は、最初のレコードを返します。

4

取得するレコードのレコード ID、MS バイト。

5

レコードへのオフセット。

6

読み取りバイト数。 FFh は、レコード全体の読み取りを意味します。

応答データのバ
イト番号

データフィールド

1

完了コード。 汎用、およびコマンド固有：
80h = レコードが変更されました。 リクエスターが SDR へのオフセットフィールドに対して
00h を指定して要求を最後に発行した後で、レコード内容のいずれかが変更された場合、この
ステータスが返されます。

2

次のレコードのレコード ID、LS バイト。

3

次のレコードのレコード ID、MS バイト。

4:3+N

レコードに対して要求されたバイト数。
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Reserve device SDR repository コマンド
説明
•

このコマンドは、予約 ID の取得に使用されます。予約 ID は、マルチパート読み取りの
実施中にリクエスターにレコードの変化を通知するために使用されるメカニズムの一部で
す。

表 116 Reserve device SDR repository コマンドの要求データおよび応答データ
応答データのバ
イト番号
データフィールド
1

完了コード

2

予約 ID、LS バイト、0000h 予約済み。

3

予約 ID、MS バイト

要求データのバ データフィールド
イト番号
センサー番号（FFh = 予約済み）

1

Get sensor thresholds コマンド
説明
•

このコマンドは、特定のセンサーのしきい値を取得します。

表 117 Get sensor thresholds コマンドの応答データ
応答データのバ
イト番号

データフィールド

1

完了コード

2

[7:6] — 予約済み。 00b を返します。
読み取り可能なしきい値：このビットマスクは、どのしきい値が読み取り可能なのかを示しま
す。
[5] — 1b = 上限回復不能しきい値
[4] — 1b = 上限クリティカルしきい値
[3] — 1b = 上限非クリティカルしきい値
[2] — 1b = 下限回復不能しきい値
[1] — 1b = 下限クリティカルしきい値
[0] — 1b = 下限非クリティカルしきい値

3

下限非クリティカルしきい値（存在する場合）、存在しない場合は、読み取り時に無視

4

下限クリティカルしきい値（存在する場合）、存在しない場合は、読み取り時に無視

5

下限回復不能しきい値（存在する場合）、存在しない場合は、読み取り時に無視

6

上限非クリティカルしきい値（存在する場合）、存在しない場合は、読み取り時に無視

7

上限クリティカル（存在する場合）、存在しない場合は、読み取り時に無視

8

上限回復不能（存在する場合）、存在しない場合は、読み取り時に無視

Set sensor event enable コマンド
説明
•

このコマンドは、個々のセンサーイベントのイベントメッセージ生成を有効または無効に
する機能を提供します。
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•

このコマンドは、スキャン無効ビットを使用してセンサー全体を有効または無効にする場
合にも使用されます。

使用法の詳細
•

標準的なセンサーは、すべてのしきい値/状態に対してイベントメッセージ（EvM）を有効
にした状態で起動します。 このため、各センサーで個々のイベントメッセージやイベント
ごとのイベントメッセージを有効にする必要はありません。 センサーが対応する有効化/
無効化サポートの種類は、センサーのセンサーデータレコードから確認できます。

•

なお、イベントメッセージの生成を無効にしても、センサースキャンが無効でなければ、
内部イベントフラグとスキャンは停止されません。

表 118 Set sensor event enable コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

センサー番号（FFh = 予約済み）

2

[7]

0b

このセンサーからのすべてのイベントメッセージを無効にします（個々の有
効/無効ステータスには影響しません）

[6]

0b

このセンサー上でのスキャンを無効にします

[5:4]

00b

個々の有効化を変更しません

01b

選択されているイベントメッセージを有効にします

10b

選択されているイベントメッセージを無効にします

11b

予約済み

[3:0]
3

予約済み

しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合
[7]

1b

非クリティカル上限を超えたアサーションイベント

[6]

1b

非クリティカル上限を下回ったアサーションイベント

[5]

1b

回復不能の下限を超えたアサーションイベント

[4]

1b

回復不能の下限を下回ったアサーションイベント

[3]

1b

クリティカル下限を超えたアサーションイベント

[2]

1b

クリティカル下限を下回ったアサーションイベント

[1]

1b

非クリティカル下限を超えたアサーションイベント

[0]

1b

非クリティカル下限を下回ったアサーションイベント

個別イベントを含むセンサーの場合
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[7]

1b

状態 7 のアサーションイベント

[6]

1b

状態 6 のアサーションイベント

[5]

1b

状態 5 のアサーションイベント

[4]

1b

状態 4 のアサーションイベント

[3]

1b

状態 3 のアサーションイベント

[2]

1b

状態 2 のアサーションイベント

[1]

1b

状態 1 のアサーションイベント

[0]

1b

状態 0 のアサーションイベント

表 118 Set sensor event enable コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
4

しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合
[7:4]

予約済み。 0000b として書き込まれます。

[3]

1b

回復不能の上限を超えたアサーションイベント

[2]

1b

回復不能の上限を下回ったアサーションイベント

[1]

1b

クリティカル上限を超えたアサーションイベント

[0]

1b

クリティカル上限を下回ったアサーションイベント

個別イベントを含むセンサーの場合（他の場合は 00h）

5

[7]

1b

予約済み。 0b として書き込まれます。

[6]

1b

状態ビット 14 のアサーションイベント

[5]

1b

状態ビット 13 のアサーションイベント

[4]

1b

状態ビット 12 のアサーションイベント

[3]

1b

状態ビット 11 のアサーションイベント

[2]

1b

状態ビット 10 のアサーションイベント

[1]

1b

状態ビット 9 のアサーションイベント

[0]

1b

状態ビット 8 のアサーションイベント

しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合
[7]

1b

非クリティカル上限を超えたアサート停止イベント

[6]

1b

非クリティカル上限を下回ったアサート停止イベント

[5]

1b

回復不能の下限を超えたアサート停止イベント

[4]

1b

回復不能の下限を下回ったアサート停止イベント

[3]

1b

クリティカル下限を超えたアサート停止イベント

[2]

1b

クリティカル下限を下回ったアサート停止イベント

[1]

1b

非クリティカル下限を超えたアサート停止イベント

[0]

1b

非クリティカル下限を下回ったアサート停止イベント

個別イベントを含むセンサーの場合（他の場合は 00h）

6

[7]

1b

状態ビット 7 のアサート停止イベント

[6]

1b

状態ビット 6 のアサート停止イベント

[5]

1b

状態ビット 5 のアサート停止イベント

[4]

1b

状態ビット 4 のアサート停止イベント

[3]

1b

状態ビット 3 のアサート停止イベント

[2]

1b

状態ビット 2 のアサート停止イベント

[1]

1b

状態ビット 1 のアサート停止イベント

[0]

1b

状態ビット 0 のアサート停止イベント

しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合
[7:4]

予約済み。 0000b として書き込まれます。

[3]

1b

回復不能の上限を超えたアサート停止イベント
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表 118 Set sensor event enable コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[2]

1b

回復不能の上限を下回ったアサート停止イベント

[1]

1b

クリティカル上限を超えたアサート停止イベント

[0]

1b

クリティカル上限を下回ったアサート停止イベント

個別イベントを含むセンサーの場合（他の場合は 00h）
[7]

1b

予約済み。 0b として書き込まれます。

[6]

1b

状態ビット 14 のアサート停止イベント

[5]

1b

状態ビット 13 のアサート停止イベント

[4]

1b

状態ビット 12 のアサート停止イベント

[3]

1b

状態ビット 11 のアサート停止イベント

[2]

1b

状態ビット 10 のアサート停止イベント

[1]

1b

状態ビット 9 のアサート停止イベント

[0]

1b

状態ビット 8 のアサート停止イベント

応答データのバ
イト番号

データフィールド

1

完了コード

Get sensor event enable コマンド
説明
•

このコマンドは、選択したセンサーからのイベントメッセージ生成の有効/無効状態を返し
ます。 このコマンドは、センサーに対するスキャンの有効/無効状態も返します。

•

標準的なセンサーは、すべてのしきい値に対してイベントメッセージ（EvM）を有効にし
た状態で起動します。 このため、各センサーで個々のイベントメッセージやイベントごと
のイベントメッセージを有効にする必要はありません。 センサーが対応する有効化/無効
化サポートの種類は、センサーのセンサーデータレコードから確認できます。

表 119 Get sensor event enable コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバ
イト番号
データフィールド
1

センサー番号（FFh = 予約済み）

応答データのバ データフィールド
イト番号
1

完了コード

2

[7]

0b

このセンサーからのすべてのイベントメッセージを無効にします（個々の有
効/無効ステータスには影響しません）

[6]

0b

このセンサー上でのスキャンを無効にします

[5:0]

予約済み。 読み取り時に、無視されます。

3
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しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合
[7]

1b

非クリティカル上限を超えたアサーションイベント

[6]

1b

非クリティカル上限を下回ったアサーションイベント

[5]

1b

回復不能の下限を超えたアサーションイベント

表 119 Get sensor event enable コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[4]

1b

回復不能の下限を下回ったアサーションイベント

[3]

1b

クリティカル下限を超えたアサーションイベント

[2]

1b

クリティカル下限を下回ったアサーションイベント

[1]

1b

非クリティカル下限を超えたアサーションイベント

[0]

1b

非クリティカル下限を下回ったアサーションイベント

個別イベントを含むセンサーの場合

4

[7]

1b

状態 7 のアサーションイベント

[6]

1b

状態 6 のアサーションイベント

[5]

1b

状態 5 のアサーションイベント

[4]

1b

状態 4 のアサーションイベント

[3]

1b

状態 3 のアサーションイベント

[2]

1b

状態 2 のアサーションイベント

[1]

1b

状態 1 のアサーションイベント

[0]

1b

状態 0 のアサーションイベント

しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合
[7:4]

予約済み。 0000b として書き込まれます。

[3]

1b

回復不能の上限を超えたアサーションイベント

[2]

1b

回復不能の上限を下回ったアサーションイベント

[1]

1b

クリティカル上限を超えたアサーションイベント

[0]

1b

クリティカル上限を下回ったアサーションイベント

個別イベントを含むセンサーの場合（他の場合は 00h）

5

[7]

1b

予約済み。

[6]

1b

状態ビット 14 のアサーションイベント

[5]

1b

状態ビット 13 のアサーションイベント

[4]

1b

状態ビット 12 のアサーションイベント

[3]

1b

状態ビット 11 のアサーションイベント

[2]

1b

状態ビット 10 のアサーションイベント

[1]

1b

状態ビット 9 のアサーションイベント

[0]

1b

状態ビット 8 のアサーションイベント

しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合
[7]

1b

非クリティカル上限を超えたアサート停止イベント

[6]

1b

非クリティカル上限を下回ったアサート停止イベント

[5]

1b

回復不能の下限を超えたアサート停止イベント

[4]

1b

回復不能の下限を下回ったアサート停止イベント

[3]

1b

クリティカル下限を超えたアサート停止イベント

[2]

1b

クリティカル下限を下回ったアサート停止イベント

標準コマンド仕様 167

表 119 Get sensor event enable コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
[1]

1b

非クリティカル下限を超えたアサート停止イベント

[0]

1b

非クリティカル下限を下回ったアサート停止イベント

個別イベントを含むセンサーの場合（他の場合は 00h）
[7]

1b

状態ビット 7 のアサート停止イベント

[6]

1b

状態ビット 6 のアサート停止イベント

[5]

1b

状態ビット 5 のアサート停止イベント

[4]

1b

状態ビット 4 のアサート停止イベント

[3]

1b

状態ビット 3 のアサート停止イベント

[2]

1b

状態ビット 2 のアサート停止イベント

[1]

1b

状態ビット 1 のアサート停止イベント

[0]

1b

状態ビット 0 のアサート停止イベント

しきい値ベースのイベントを含むセンサーの場合

6

[7:4]

予約済み。 0000b として書き込まれます。

[3]

1b

回復不能の上限を超えたアサート停止イベント

[2]

1b

回復不能の上限を下回ったアサート停止イベント

[1]

1b

クリティカル上限を超えたアサート停止イベント

[0]

1b

クリティカル上限を下回ったアサート停止イベント

個別イベントを含むセンサーの場合（他の場合は 00h）
[7]

1b

予約済み。 0b として書き込まれます。

[6]

1b

状態ビット 14 のアサート停止イベント

[5]

1b

状態ビット 13 のアサート停止イベント

[4]

1b

状態ビット 12 のアサート停止イベント

[3]

1b

状態ビット 11 のアサート停止イベント

[2]

1b

状態ビット 10 のアサート停止イベント

[1]

1b

状態ビット 9 のアサート停止イベント

[0]

1b

状態ビット 8 のアサート停止イベント

Get sensor reading コマンド
説明
•

このコマンドは、センサーの現在の測定値を返します。 センサーデバイスは、定期的に更
新される測定値を保存してその値を返すか、またはリクエスト受信後にスキャンを実施し
て測定値を獲得します。

•

個々のセンサーが返す状態ビットは、SDR が提供するイベント/読み取りタイプコードで
決定されます。

表 120 Get sensor reading コマンドの要求データ
要求データのバイ
ト番号

データフィールド

1

センサー番号（FFh = 予約済み）
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表 120 Get sensor reading コマンドの要求データ (続き)
応答データのバイ
ト番号

データフィールド

1

完了コード。

2

センサーの測定値
バイト 1：測定値バイト。 センサーが数（アナログ）値を返さない場合は、読み取り時に無
視。

3

[7] — 0b = このセンサーからのすべてのイベントメッセージは無効です。
[6] — 0b = センサーのスキャンが無効になっています。
[5] — 1b = 測定値/状態を取得できません（以前の「初期更新進行中」）。 このビットは、セ
ンサーステータスの更新を要求するために、再装備または set event receiver コマンド
が使用され、その更新がまだ行われていないことを示すために設定されます。 ソフトウェア
は、センサーの最初の更新の進行中に不正なステータスが取得されないようにするために、
このビットを使用する必要があります。 このビットは、更新が完了する前に、コントロー
ラーが、センサーを対象にする get sensor reading または get sensor event status
コマンドを受信して処理できる場合にのみ必要です。 これは、ファン RPM センサーなど、
再装備後の最初の測定値の蓄積に数秒を要するセンサーで、最もよく見られることです。 こ
のビットは、監視対象エンティティが存在しないなどの理由で、管理コントローラーがその
エンティティの有効な測定値または状態を取得できないために、読み取り値/状態が使用不可
能になっている状態も示します。
[4:0] — 予約済み。 読み取り時に、無視されます。

（4）

しきい値ベースのセンサーの場合：
しきい値の現在の比較ステータス
[7:6] — 予約済み。 1b が返されます。 読み取り時に、無視されます。
[5] — 1b = 上限回復不能しきい値以上
[4] — 1b = 上限クリティカルしきい値以上
[3] — 1b = 上限非クリティカルしきい値以上
[2] — 1b = 下限回復不能しきい値以下
[1] — 1b = 下限クリティカルしきい値以下
[0] — 1b = 下限非クリティカルしきい値以下
個別読み取りセンサーの場合：
[7] = 1b = 状態 7 がアサートされました。
[6] = 1b = 状態 6 がアサートされました。
[5] = 1b = 状態 5 がアサートされました。
[4] = 1b = 状態 4 がアサートされました。
[3] = 1b = 状態 3 がアサートされました。
[2] = 1b = 状態 2 がアサートされました。
[1] = 1b = 状態 1 がアサートされました。
[0] = 1b = 状態 0 がアサートされました。

（5）

個別読み取りセンサーの場合のみ。 （オプション）
（それ以外の場合、00h）
[7] = 予約済み。 1b が返されます。 読み取り時に、無視されます。
[6] = 1b = 状態 14 がアサートされました。
[5] = 1b = 状態 13 がアサートされました。
[4] = 1b = 状態 12 がアサートされました。
[3] = 1b = 状態 11 がアサートされました。
[2] = 1b = 状態 10 がアサートされました。
[1] = 1b = 状態 9 がアサートされました。
[0] = 1b = 状態 8 がアサートされました。
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DCMI 固有のコマンド
この項では、iLO の Data Center Manageability Interface 実装に固有のコマンドについて説明
します。 表 121 (170 ページ)に、DCMI 固有コマンドの応答のデータバイト 1 で確認される、
完了コードと定義を示します。
表 121 DCMI 完了コード
コード

定義

00h

コマンドが正常に完了しました。

C0h

ノードがビジーです。 コマンド処理リソースを一時的に使用できないため、コマンドを処理でき
ませんでした。

C1h

無効なコマンドです。 認識されていないコマンドやサポートされていないコマンドを示すために
使用されます。

C2h

特定の LUN に無効なコマンドです。

C3h

コマンド処理中にタイムアウトとなりました。 応答は使用不能です。

C4h

容量不足です。 指定されたコマンド操作の実行に必要なストレージ領域が不足しているため、コ
マンドを完了できませんでした。

C5h

予約が取り消されたか、または予約 ID が無効です。

C6h

要求データが切り詰められました。

C7h

要求データの長さが無効です。

C8h

要求データフィールドの長さが制限を超えています。

C9h

パラメーターの範囲が不正です。 要求のデータフィールドの 1 つ以上のパラメーターの範囲が不
正です。 このコードは、エラーが発生しているフィールドが設定可能な値の連続的な範囲を備え
ていることを示しており、この点で「無効なデータフィールド」（CCh）コードとは異なります。

CAh

要求されたデータバイト数を返すことができません。

CBh

要求されたセンサー、データ、またはレコードが存在しません。

CCh

要求に無効なデータフィールドです。

CDh

指定されたセンサーまたはレコードタイプのコマンドは不正です。

CEh

コマンド応答を提供できませんでした。

CFh

複製された要求を実行できません。 この完了コードは、要求の元のインスタンスに対して返され
た応答を返すことができないデバイス用です。 このようなデバイスは、元の要求の終了ステータ
スを判別できる別のコマンドを提供します。 イベントレシーバーはこの完了コードは使用しませ
んが、重複する（有効な）要求に対する応答で、00h 完了コードを返します。

D0h

コマンド応答を提供できませんでした。 SDR レポジトリが更新モードです。

D1h

コマンド応答を提供できませんでした。 デバイスはファームウェア更新モードです。

D2h

コマンド応答を提供できませんでした。 MC 初期化または初期化エージェントが進行中です。

D3h

配信先が使用不能です。 選択された配信先に要求を配信できません。 たとえば、要求メッセージ
の配信先が SMS でも、その特定チャネルで受信メッセージキューの受信が無効になっている場合
に、このコードが返される可能性があります。

D4h

権限レベルが不十分かまたはセキュリティベースのそれ以外の制限が理由で、コマンドを実行で
きません。

D5h

コマンドを実行できません。 現在の状態では、コマンドまたは要求パラメーターはサポートされ
ていません。
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表 121 DCMI 完了コード (続き)
コード

定義

D6h

コマンドを実行できません。 コマンドのサブ機能が無効になっているかまたは使用できないた
め、パラメーターが不正です。

FFh

不明なエラーです。

Get DCMI capability info コマンド
説明
•

このコマンドは、DCMI のバージョン情報と、特定のプラットフォームで利用可能な必須
およびオプションの DCMI 機能に関する情報を提供します。

•

コマンドは、セッションレスであり、ベアメタルプロビジョニング用のコマンドです。 機
能を使用できるということが、その機能が構成されていることを意味するわけではありま
せん。

表 122 Get DCMI capability info コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

グループ拡張識別 = DCh

2

パラメーターセレクター

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。 表 121 (170 ページ)を参照してください。

2

グループ拡張識別 = DCh

3:4

DCMI 仕様準拠：
• バイト 1 - メジャーバージョン（01h）
• バイト 2 - マイナーバージョン（01h）

5

パラメーターリビジョン = 02h

6:N

パラメーターデータ。 詳しくは、表 123 (171 ページ)を参照してください。

表 123 DCMI 機能のパラメーター
パラメーター

# パラメーターデータ（明記されていない場合は、不揮発性）

サポートされる DCMI 機能

1 このフィールドは、プラットフォームおよび管理アクセスの両方について、
DCMI 仕様に準拠するサーバーで使用できる、サポートされる機能を返します。
予約されたビットは、すべて 0b に設定されます。
• バイト 1 - 予約済み
• バイト 2 - プラットフォーム機能。
全ビット：

◦

0b = 提供されていません

◦

1b = 使用可能

◦

[7:1] — 予約済み

◦

[0] — 電源管理/監視サポート（電源監視または電源の監視と電力の制限
のサポートとして定義されます。）

• バイト 3 - 管理アクセス機能。
全ビット：
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表 123 DCMI 機能のパラメーター (続き)
パラメーター

# パラメーターデータ（明記されていない場合は、不揮発性）

◦

0b = 提供されていません

◦

1b = 使用可能

◦

[7:3] — 予約済み

◦

[2] — アウトオブバンドのセカンダリ（2 番目の）LAN チャネルを使用可
能（オプション）。

◦

[1] — シリアル TMODE を使用可能（管理コントローラーへのシリアル
ポート上の TMODE）（オプション）

◦

[0] — 電源管理/監視サポート（電源監視または電源の監視と電力の制限
のサポートとして定義されます。）

プラットフォームの必須属性 2 このフィールドは、プラットフォーム機能のプラットフォーム属性を返します。
予約されたビットは、すべて 0b に設定されます。
• バイト 1:2 - SEL 属性

◦

[15] - SEL 自動ロールオーバー有効化（SEL 上書き）（0b = 提供されて
いません、1b = 使用可能）

◦

[14] ロールオーバー時の SEL 全体のフラッシュ（ロールオーバーが有効
な場合に有効）（0b = 提供されていません、1b = 使用可能）

◦

[13] ロールオーバー時のレコードレベルの SEL フラッシュ（ロールオー
バーが有効な場合に有効）（0b = 提供されていません、1b = 使用可能）

◦

[12] = 予約済み

◦

[11:0] SEL エントリー数（最大 4096）（仕様に準拠するには、サポート
されるエントリー数は 64 以上でなければなりません）

• バイト 3、4 - 予約済み
• バイト 5 - 温度監視のサンプル頻度（1 秒単位）
オプションのプラットフォー 3 このフィールドは、推奨されているプラットフォーム機能で必要な属性を返し
ム属性
ます。
• バイト 1 - 電源管理デバイスのスレーブアドレス

◦

[1:7] IPMB 上の 7 ビット I C スレーブアドレス。

◦

[0] 予約済み。 0b を書き込みます。

◦

[20h = MC、XXh = サテライト/外部コントローラー]

2

• バイト 2 - 電源管理コントローラーのチャネル番号

管理アクセス属性

◦

[7:4] 管理コントローラーが配置されているチャネルのチャネル番号。 プ
ライマリ MC の場合、0h を使用します。

◦

[3:0] デバイスリビジョン（電源管理機能用のリビジョンコントロールを
提供するために使用）

4 このフィールドは、管理アクセスの属性を返します。
• バイト 1 - 必須プライマリ LAN OOB サポート（RMCP+ サポートのみ）
[7:0] チャネル番号（0xFFh== サポートされていません）
• バイト 2 - オプションのセカンダリ LAN OOB サポート（RMCP+ サポート
のみ）
[7:0] チャネル番号（0xFFh== サポートされていません）
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表 123 DCMI 機能のパラメーター (続き)
パラメーター

# パラメーターデータ（明記されていない場合は、不揮発性）
• バイト 3 - オプションのシリアルアウトオブバンド TMODE 機能
[7:0] チャネル番号（0xFFh== サポートされていません）

Get power reading コマンド
説明
•

Get power reading コマンドは、システム電源の統計情報を返します。

表 124 Get power reading コマンドの要求データおよび応答データ

要求データ

バイ
ト

データフィールド

1

グループ拡張識別 = DCh

2

モード
• 01h – システム電源統計情報
• 02h – 拡張システム電源統計情報

3

モードベースの属性
• モード 01h のシステム電源統計情報属性の場合：
00h は将来使用するために予約されています
• モード 02h の拡張システム電源統計情報属性の場合：
移動平均の期限。Get DCMI Capabilities Info コマンドのパラメー
ター 5 で指定された期限のみがサポートされています。

応答データ

4

予約済み

1

完了コード。 表 121 (170 ページ)を参照してください。

2

グループ拡張識別 = DCh

3:4

現在の電力（ワット単位）

5:6

サンプリング期間全体での最小電力値（ワット単位）ノート：サン
プリング期間は、モード選択によって異なります。

7:8

サンプリング期間全体での最大電力値（ワット単位）ノート：サン
プリング期間は、モード選択によって異なります。

9:10

サンプリング期間全体での平均電力値（ワット単位）ノート：サン
プリング期間は、モード選択によって異なります。

11:14 IPMI 仕様ベースのタイムスタンプ
モード 02h では、タイムスタンプは平均期間の最終時刻を指定しま
す。
15:18 統計情報レポートの期限
• モード 01h の場合：
コントローラーが統計情報を収集する時間枠（ミリ秒単位）
• モード 02h の場合：
時間枠は、単位あたりの平均期間を反映しています。
19

電力測定値の状態
• [0:5] 予約済み
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表 124 Get power reading コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
• [6] 1b - 電力測定値はアクティブです
• 0b - 使用できる電力測定値はありません。
• [7] 予約済み

Get power limit コマンド
説明
•

このコマンドは、Set power limit コマンドを使用して設定されている電力制限の現在の設
定を返します。

表 125 Get power limit コマンドの要求データおよび応答データ
バイト データフィールド
要求データ

応答データ

1

グループ拡張識別 = DCh

2:3

将来使用するために予約されています。0000h を使用

1

完了コード。 表 121 (170 ページ) を参照してください
00h = 電力制限がアクティブです
80h = アクティブな電力制限は設定されていません
OEM は完了コードを提供することもできます。

2

グループ拡張識別 = DCh

3:4

将来使用するために予約されています

5

電力制限を超え、調整時間制限内で制御できない場合にとられる例
外処置
• 01h システムのハード電源オフおよび SEL 02h – 10h OEM 定義
の処置へのイベントの記録
• 02h — 10h OEM 定義の処置
• 11h SEL へのイベント記録のみ
• 12h-FFh 予約済み

6:7

要求される電力制限（ワット単位）

8:11

調整時間制限（ミリ秒単位）
対応するパラメーターの説明については、表 126 (175 ページ)を参照
してください。

12:13

将来使用するために予約されています

14:15

管理アプリケーションの統計サンプリング間隔（秒単位）

Set power limit コマンド
説明
•

Set Power Limit コマンドは、システムの電力制限パラメーターを設定します。 電力制限
によってしきい値が定義され、このしきい値を超える状態が、ユーザーが設定した時間を
超えると、システムの電源切断やイベントのログ記録アクションがトリガーされます。 こ
れにより、電力制限を「回路ブレーカー」の形で使用し、データセンターのシステム電力
がその通常の動作範囲を長時間に渡って逸脱しないように、電力供給を保護することがで
きます。
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使用法の詳細
•

Get Power Limit コマンドを実行するか、Get Power Reading コマンドをチェックしてか
ら、電力制限を設定し、これをアクティブまたは再アクティブ化することをお勧めしま
す。 電力制限がすでにアクティブな場合、Set Power Limit コマンドを使用すると、有効
な制限をすぐに変更できます。 ただし、ソフトウェアでは、Activate/Deactivate power
limit コマンドで常に制限を明示的にアクティブ化し、設定が有効になっていることを保証
する必要があります。

•

現在、これに関連して、このコマンドはシステムの電力使用料の上限を静的に設定するた
めに使用され、動的または変更の頻度の高い電力制限のコマンドインターフェイスとして
は使用されないことにご注意ください。 電力制限の設定は、直流/交流の両方で一貫性の
あるものにする必要があります。

表 126 Set power limit コマンドの要求データおよび応答データ

要求データ

バイ
ト

データフィールド

1

グループ拡張識別 = DCh

2:4

将来使用するために予約されています

5

電力制限を超え、調整時間制限内で制御できない場
合にとられる例外処置
00h = アクションなし
01h – システムのハード電源オフおよび SEL へのイ
ベントの記録。
02h – 10h OEM 定義の処置
11h – SEL へのイベント記録のみ
12h-FFh 予約済み

6:7

要求される電力制限（ワット単位）

8:11

調整時間制限（ミリ秒単位）
プラットフォームの消費電力が電力制限に達した
後、例外処置を取るまでに電力が制限される時間。
システムの電力使用量が、調整時間制限を超えて一
定して電力制限値を上回っていると例外処置が取ら
れます。 システムの消費電力が電力制限と等しくな
る、または下回った場合、調整時間制限タイムアウ
トが自動的に再起動します。

12:13 将来使用するために予約されています
14:15 管理アプリケーションの統計サンプリング間隔（秒
単位）
応答データ

1

完了コード。 表 121 (170 ページ)を参照してくださ
い。
= 00h – 成功
= 84h – 電力制限を超えています
= 85h – 調整時間を超えています
= 89h – 統計情報レポート期間を超えています。OEM
が完了コードを提供することもできます。

2

グループ拡張識別 = DCh
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Activate/Deactivate power limit コマンド
説明
•

このコマンドを使用して、設定されている電力制限をアクティブまたは非アクティブにし
ます。

•

このコマンドは、Set Power limit コマンドが正常に終了した後に使用してください。

表 127 Activate/Deactivate power limit コマンドの要求データおよび応答データ

要求データ

バイ
ト

データフィールド

1

グループ拡張識別 = DCh

2

電力制限のアクティブ化
00h – 電力制限のアクティブ化を解除します
01h – 電力制限をアクティブ化します

応答データ

3:4

予約済み

1

完了コード。 表 121 (170 ページ)を参照してくださ
い

2

グループ拡張識別 = DCh

Get asset tag コマンド
説明
•

このコマンドにより、管理コンソールやローカルソフトウェアが資産タグデータを取得で
きます。 返される資産タグデータの最初の 3 バイト（オフセット 0、1、および 2）がそ
れぞれ UTF8 バイトオーダーマーク（BOM）パターンの、EFh、BBh、BFh に設定されて
いる場合、UTF-8 エンコーディングが特定されます。

表 128 Get asset tag コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

グループ拡張識別 = DCh

2

読み取り対象オフセット

3

読み取りバイト数（最大 16 バイト）
注記: 指定された読み取り対象オフセットから開始された読み取りバイト数が、残りの資産
タグデータバイト数を超えると、コマンドは正常に終了します（完了コード = 00h）が、返さ
れるのは残りのバイトだけです（ここでは、読み取り対象オフセットと読み取りバイト数がそ
れぞれの正しい範囲内にあるとします）。たとえば、資産タグの現在の長さが 20 バイトの場
合、読み取り対象オフセット 16 と読み取りバイト数 16 を送信すると、この送信は受け入れ
られますが、返されるのはオフセット 16～19 の資産タグデータバイトのみです。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。 オフセットが 62 を超える場合や、読み取り対象オフセットと読み取りバイト数
の合計が 63 を超える場合、読み取りバイト数が 16 を超える場合、C9h が返されます。
以下の説明は、DCMI 資産タグと IPMI FRU 資産タグ情報の同期化を維持する実装に適用され
ます。
IPMI FRU のタイプ/長さバイトで示されるエンコーディングが ASCII+Latin1 に設定されてい
ない場合や、IPMI FRU 製品情報領域の言語コードが English（0 または 25）に設定されてい
ない場合、コマンドは要求されるデータバイトを返しますが、以下で示すように、検出したエ
ンコーディングタイプに合わせて、コマンド固有の完了コードも返します。
• 80h = FRU のエンコーディングタイプはバイナリ/未指定です
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表 128 Get asset tag コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
• 81h = FRU のエンコーディングタイプは BCD Plus です
• 82h = FRU のエンコーディングタイプは 6 ビット ASCII Packed です
• 83h = エンコーディングタイプは ASCII+Latin1 に設定されていますが、言語コードが English
に設定されていません（データが 2 バイト Unicode であることを意味します）。
管理コントローラーは、資産タグデータ内の BOM のチェックは行いませんし、BOM を必要
ともしません。資産タグデータは、エラー完了コードを受信することなく、ASCII+Latin1 で保
存および取得できます。
2

グループ拡張識別 = DCh

3

資産タグの合計長（64 バイト未満または 64 バイトでなければなりません）

4:N

資産タグデータ（読み取り対象オフセットから開始）

Get DCMI sensor info コマンド
説明
•

この DCMI コマンドは、DCMI 仕様のセンサーに関する情報を返します。 特定のセンサー
が、そのエンティティ ID とエンティティのインスタンス番号の組み合わせによって識別
されます。

表 129 DCMI エンティティ ID の拡張
エンティティ ID の名称

エンティティ ID

エンティティインスタンス センサータイプ

入口温度

40h

0x01...n

Temp (01h)

CPU 温度（プロセッサーま 41h
たはコアの数に基づく）

0x01...n

Temp (01h)

ベースボード温度

0x01...n

Temp (01h)

42h

表 130 Get DCMI sensor info コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

グループ拡張識別 = DCh

2

センサータイプ

3

エンティティ ID

4

エンティティインスタンス
• 00h = エンティティ ID に関連付けられたすべてのインスタンスに関する情報を取得
• 01h～FFh = 特定のインスタンスに関する情報のみを取得

5

エンティティインスタンスの開始値。1 つの IPMI 応答を超えるインスタンス番号については、
エンティティインスタンス 00h と組み合わせて使用します。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。 表 121 (170 ページ)を参照してください。

2

グループ拡張識別 = DCh

3

このエンティティ ID で使用可能なインスタンスの総数。
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表 130 Get DCMI sensor info コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
4

この応答内のレコード ID の数（応答当たり最大 8）
00h 以外のエンティティインスタンスの場合、01h。

5:6 + N

エンティティ ID に対応する SDR レコード ID。
• バイト 1：レコード ID の LS バイト、SDR レコードの取得に使用します。
• バイト 2：レコード ID の MS バイト、SDR レコードの取得に使用します。
注記: 管理コントローラーは、次に示すように、エンティティ ID 互換の IPMI 2.0 仕様エン
ティティ ID に対応する SDR レコード ID を含むことができます。
• 入口温度（40h）の要求は、吸気口温度情報（37h）も含むことができます。
• CPU 温度（41h）の要求は、CPU 温度（03h）も含むことができます。
• ベースボード温度（42h）の要求は、システムボード（07h）も含むことができます。

Set asset tag コマンド
説明
•

このコマンドにより、リモートコンソールやローカルソフトウェアは、資産タグデータを
設定できます。 返される資産タグデータの最初の 3 バイト（オフセット 0、1、および 2）
がそれぞれ UTF8 バイトオーダーマーク（BOM）パターンの、EFh、BBh、BFh に設定さ
れている場合、UTF-8 エンコーディングが特定されます。 そうでない場合は、データエ
ンコーディングは ASCII+Latin1 サブセットであると想定されます。
注記: 管理コントローラーは、指定された各資産タグデータバイトのすべての 8 ビット
の保存だけを行います。 コントローラーは、資産タグデータバイトのエンコーディングを
チェックしません。また、データの BOM のチェックも行いません。

•

IPMI FRU データと資産タグの同期を維持する実装では、IPMI FRU デバイスの製品情報領
域の資産タグフィールドに、指定された文字を書き込んで、対応するタイプ/長さバイト
フィールドのエンコーディングを ASCII+Latin1 に設定する必要があります。

表 131 Set asset tag コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

グループ拡張識別 = DCh

2

書き込み対象オフセット（0～62）。 オフセットは、資産タグデータの最初の文字を基準にし
た値です。

3

書き込みバイト数（最大 16 バイト）
注記: コマンドは、資産タグの合計長（バイト単位）をこの値（書き込み対象オフセット +
書き込みバイト数）に設定する必要があります。 その長さを超えるオフセットにある既存の
資産タグバイトは、自動的に削除されます。

4～N

資産タグデータ

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1
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完了コード。 オフセットが 62 を超える場合や、オフセットと書き込みバイト数の合計が 63
を超える場合、書き込みバイト数が 16 を超える場合、C9h が返されます。
現在保存されている資産タグデータの長さを 2 つ以上超えるオフセットへの書き込みを試みた
場合も、C9h 完了コードが返されます。 資産タグの設定操作は、連続的でなければなりませ
ん。 たとえば、資産タグの現在の長さが 7 バイトの場合、オフセット 10 で始まる書き込み試
行は拒否され、C9h 完了コードが返されます。

表 131 Set asset tag コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
2

グループ拡張識別 = DCh

3

資産タグの合計長。 これは、設定操作が完了した後で、保存されている資産タグの長さ（バ
イト単位）です。 資産タグの長さは、書き込み対象オフセットと書き込みバイト数の合計の
値に設定する必要があります。 たとえば、書き込み対象オフセットが 32 で、書き込みバイト
数が 4 の場合、返される資産タグの合計長は 36 に短縮されます。

管理コントローラー ID 文字列
説明
•

管理コントローラーは検出段階で自身を識別する必要があり、この要件を満たすために、
管理コントローラー ID 文字列が提供されます。 コントローラーに固有の ID を用意するた
めに、Set/get management controller identifier string コマンドが提供さ
れています。 管理コントローラーは、この管理コントローラー識別文字列を不揮発性デー
タとして維持する必要があります。

•

管理コントローラー ID 文字列は、OEM が DHCP 検出のために提供するデフォルト ID の
オーバーライドに使用されます。 管理コントローラー ID 文字列が割り当てられない場合、
デフォルトのコントローラー ID は、「DCMI<MAC アドレス >」です。 識別文字列の最
大長は、NULL 終止符を入れて 64 ビットです。

Get controller ID string コマンド
表 132 Get controller ID string コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

グループ拡張識別 = DCh

2

読み取り対象オフセット

3

読み取りバイト数（最大 16 バイト）

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。 表 121 (170 ページ)を参照してください。

2

グループ拡張識別 = DCh

3

合計長。
注記:

4～N

識別文字列の最大長が 64 バイトを超えないようにしてください。

データ

Set controller ID string コマンド
表 133 Set controller ID string コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

グループ拡張識別 = DCh

2

書き込み対象オフセット

3

書き込みバイト数（最大 16 バイト）

4～N

データ

応答データのバイ データフィールド
ト番号
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表 133 Set controller ID string コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
1

完了コード。 表 121 (170 ページ)を参照してください。

2

グループ拡張識別 = DCh

3

書き込みの合計長。
注記:

識別文字列の最大長が 64 バイトを超えないようにしてください。

PICMG 固有のコマンド
Get PICMG properties コマンド
表 134 Get PICMG properties コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

PICMG 識別子。 PICMG 定義グループ拡張のコマンドであることを示します。 値、00h が使
用されます。

応答データのバイ データフィールド
ト番号
1

完了コード。

2

PICMG 識別子。 PICMG 定義グループ拡張のコマンドであることを示します。 値、00h が使
用されます。

3

PICMG 拡張バージョン。 IPM コントローラーによって実装される PICMG 拡張のバージョン
を示します。
[7:4]
BCD エンコードのマイナーバージョン
[3:0]

BCD エンコードのメジャーバージョン

この仕様は、PICMG 拡張のバージョン 2.3 を定義します。 この仕様での定義に従って拡張を
実装する IPM コントローラーは、23h の値を報告します。 値 00h は、予約されています。
4

最大 FRU デバイス ID。 この IPM コントローラーが実装する管理対象 FRU で使用できる FRU
デバイス ID の中で最も数が大きい ID。ただし、特殊な目的のために範囲の一番上で予約され
る以下の FRU デバイス ID は除かれます。
• 254 - この FRU デバイス ID は、管理対象 FRU を意味しません。また、論理シェルフ FRU
情報にアクセスするために、Shelf Manager に向けて発行される特定のコマンドでのみ使用
されます。
• 255 - IPMI 仕様が予約しています。

5

IPM コントローラーの FRU デバイス ID。 IPM コントローラーを含む FRU の FRU デバイス
ID を示しています。 IPM コントローラーは、0（ゼロ）を報告します。

Get address info コマンド
表 135 Get address info コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

PICMG 識別子。 PICMG 定義グループ拡張のコマンドであることを示します。 値、00h が使
用されます。

2

FRU デバイス ID。 個々の FRU サイトを示します。このサイトは、IPM コントローラーが管
理している FRU を識別する必要があります。 このフィールドは、オプションです。 このフィー
ルドがない場合、このコマンドを実装する IPM コントローラーを含む FRU のアドレッシング
情報が返されます。 アドレスキータイプが物理アドレスに設定されている場合、このフィー
ルドは無視されます。 アドレスキータイプが存在する場合、このフィールドは必須です。

3

アドレスキータイプ。 このフィールドは、アドレスキーフィールドで指定されているアドレ
スのタイプを定義します。このコマンドの対象が IPM コントローラーの場合、物理アドレス
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表 135 Get address info コマンドの要求データおよび応答データ (続き)
だけが定義されます。 このフィールドは、オプションです。 このフィールドがない場合、FRU
デバイス ID で指定された FRU のアドレッシング情報が返されます。 03h = 物理アドレス
その他のすべての値は予約されています。
4

アドレスキー。 アドレスキータイプが存在し、この拡張の IPM コントローラーが管理する
FRU のサイト番号を保持している場合、このフィールドは必須です。

5

サイトタイプ。 アドレスキータイプが物理アドレスの場合、このフィールドは必須です。

応答データのバイ
ト番号
1

完了コード。

2

PICMG 識別子。 PICMG 定義グループ拡張のコマンドであることを示します。 値、00h が使
用されます。

3

ハードウェアアドレス。 IPM コントローラーのハードウェアアドレスを示します。

4

IPMB-0 アドレス。 IPM コントローラーの IPMB-0 の IPMB アドレスを示します。

5

予約済み。 値 FFh を持ちます。 その他の値は、PICMG 2.9 で予約されます。

6

FRU デバイス ID。 サイト番号で指定される FRU に関連付けられている FRU デバイス ID で
す。

7

サイト番号。 FRU デバイス ID で指定されている FRU に関連付けられているサイト番号。 こ
のサイト番号は、IPM コントローラーボードを基準にして割り当てられます。ただし、
AdvancedTCA Board や Rear Transition Module は除かれます。 IPM コントローラーは、この
情報を提供しない場合、0（ゼロ）を返す必要があります。

8

サイトタイプ。 詳しくは、表 136 (181 ページ)を参照してください。

9

予約済み。 値 FFh を持ちます。 その他の値は、PICMG MTCA.0 で予約されます。

10

IPMI チャネル 7 上のアドレス。 IPMI チャネル番号 7 上で FRU を代理する管理コントロー
ラーが存在し、メッセージブリッジングを介してアクセスできる場合、そのコントローラーの
アドレスを指定します。 このようなコントローラーがない場合や IPMI との互換性がない場合
は、このバイトは返されないかまたは値、FFh を含みます。

表 136 サイトタイプの値
サイトタイプの名称

サイトタイプ

フロントボード

00h

電源入力

01h

シェルフ FRU 情報

02h

専用 ShMC

03h

ファントレイ

04h

ファンフィルタートレイ

05h

アラーム

06h

高度な MC モジュール

07h

PMC

08h
1

リア移行モジュール

09h

予約済み

0Ah～BFh

OEM

C0h～CFh

標準コマンド仕様 181

表 136 サイトタイプの値 (続き)
サイトタイプの名称

サイトタイプ

予約済み

D0h～FEh

不明

FFh

1

ATCA300 シェルフでは、フロント移行モジュールにも適用されます。

FRU inventory device lock control コマンド
表 137 FRU inventory device lock control コマンドの要求データおよび応答データ
要求データのバイ
ト番号
データフィールド
1

PICMG 識別子。 PICMG 定義グループ拡張のコマンドであることを示します。 値、00h が使
用されます。

2

FRU デバイス ID。 ロック対象の FRU インベントリデバイスを示します。 この値は、254 に
設定する必要があります。

3

操作。 FRU ロックの際に実行される操作です。
0 最後のコミットタイムスタンプを取得します。 FRU インベントリデバイスの最後のコミッ
トタイムスタンプの取得に使用されます。
1

ロック。 FRU インベントリデバイスのロックをロックし、ロック 10 を返します。

2

ロックを解除して破棄。 FRU インベントリデバイスのロックを解除し、最後のロック以
降のすべての書き込みを破棄します。

3

ロックを解除してコミット。 FRU インベントリデバイスのロックを解除し、最後のロッ
ク以降のすべての書き込みをコミットします。

FRU インベントリデバイスロック ID。 上記の操作 2 および 3 では、ロックを解除するロック
ID を意味します。 その他の操作については、値 0（ゼロ）を指定する必要があります。

4～5

応答データのバイ データフィールド
ト番号
完了コード：
80h
無効な FRU 情報。 「ロックを解除してコミット」操作が要求されましたが、FRU
情報が無効でした。

1

81h

ロック失敗。 ロック操作が要求されましたが、FRU インベントリデバイスがすでに
ロックされていました。あるいは、ロック解除操作が要求されましたが、FRU イン
ベントリデバイスロック ID が無効でした。

2

PICMG 識別子。 PICMG 定義グループ拡張のコマンドであることを示します。 値、00h が使
用されます。

3-4

FRU インベントリデバイスロック ID。 ロック動作については、ロック動作に成功した場合、
そのロックの FRU インベントリデバイスロック ID を返します。 この値は、MC によって任
意に選択されますが、最近使用された番号を再使用しないように選択されます。 他のすべて
の操作について、この値はゼロに設定されます。

5-8

FRU インベントリデバイスの前回のコミットタイムスタンプ。 この値は、FRU インベントリ
デバイスで最後に成功したコミット操作のタイムスタンプです。

OEM コマンド
IPMI ホストロック機能
これらの機能は、RIBCL のグローバル設定や IPMI 設定システムインターフェイス構成パラメー
ターを介して設定可能です。
•

LOCK_CONFIGuRATION value = “N”/UDC LOCK Enable = 0

◦
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システムインターフェイス経由で IPMI が正常に動作しています

•

LOCK_CONFIGURATION value = “Y”/UDC LOCK Enable = 1

◦

システムインターフェイスロック解除シーケンスが完了していない場合、IPMI はエ
ラー完了コード 0xD4（権限レベルが不十分）で応答します。

◦

システムインターフェイスロック解除シーケンスが完了すると、システムインター
フェイスを許可されている IPMI 権限レベルに設定できます。

◦

ロック解除シーケンスでは、IPMI LAN セッションと同じユーザーデータベース/権限
レベルを使用します。

◦

Unlock sequence コマンドは、Raw コマンドをサポートする任意のオープンソース
IPMITool を使用して実行できます。 ツールやドライバーの変更は必要ありません。

◦

セキュリティ上の理由から、ロック解除シーケンスはシステムインターフェイス上で
のみ実行できます。

◦

ロック解除は、CHIF インターフェイスと KCS インターフェイスの両方で同時に動作
します。

◦

セッションの確立後は、非アクティビティタイマーを使用するか、タイムアウトを使
用しないように構成することができます。

Activate system interface session コマンド
説明
•

ユーザー名とパスワードを使用してセッションを開きます。

使用法の詳細
•

要求には、セッションで要求される最大権限レベルが含まれます。

•

応答には、最大許容権限が含まれます。

•

セッションは、ユーザーレベルの権限で開始されます。

表 138 Activate System Interface Session
要求データのバ データフィールド
イト
1:16

ユーザー名：システムインターフェイス上でユーザーがこのセッションで使用する、ASCII 文字
の名前です。 名前には NULL 文字（00h）を使用できません。 文字列が 16 文字より少ない場合
は、16 バイトまで 00h を埋め、NULL（00h）で終端させます。

17:36

20 バイトのパスワードデータ。 パスワードが ASCII 文字列として入力されており、文字列が 20
バイトより短い場合は、00h で埋めて NULL（00h）で終端させる必要があります。
最大要求権限レベル

37

[7:4]

この仕様では、将来の定義のために予約されています。0h に設定

[3:0]

最大要求権限レベル（役割）

0h

ユーザー名設定と一致する最高レベル

1h

コールバックレベル

2h

ユーザーレベル

3h

オペレーターレベル

4h

管理者レベル

5h

OEM 独自のレベル
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表 138 Activate System Interface Session (続き)
応答データのバ データエントリー
イト
完了コード
コマンド固有のコード：
1
80h

無効なユーザー名またはパスワード

81h

要求されている最大権限レベルがユーザーの制限を超えています

セッションで許可される最大権限レベル

2

Set System Interface Privilege Level
説明
•

システムインターフェイスで、許可されている最高レベルまで権限レベルを変更できるよ
うにします。

表 139 Set System Interface Privilege Level
要求データのバ データフィールド
イト
要求権限レベル

1

[7:4]

この仕様では、将来の定義のために予約されています。0h に設定

[3:0]

最大要求権限レベル（役割）

0h

変更なし

1h

コールバックレベル

2h

ユーザーレベル

3h

オペレーターレベル

4h

管理者レベル

5h

OEM 独自のレベル

応答データのバ データフィールド
イト
完了コード
コマンド固有のコード：

1

81h

要求されている最大権限レベルがユーザーの制限を超えています

現在の権限レベル

2

Close System Interface Session
説明
•

現在のシステムインターフェイスセッションを閉じ、システムインターフェイスをロック
します。

表 140 Close System Interface Session
応答データのバ データフィールド
イト
1
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完了コード

Get System Interface Session Info
説明
•

現在のシステムインターフェイスセッションのユーザー ID および権限レベルを返します。

表 141 Get System Interface Session Info
netfn = 0x30、cmd — 0xb7、ユーザー権限
応答データのバ データフィールド
イト
完了コード

1

アクティブセッションのユーザー ID
2

[7:5]

予約済み

[3:0]

ユーザー ID。 000000b = 予約済み

アクティブセッションのユーザー ID
2

[7:4]

予約済み

[3:0]

ユーザーが操作で使用している現在の権限レベルを示します

Set/Get System Interface Configuration
説明
•

現在のシステムインターフェイスセッションのユーザー ID および権限レベルを返します。

表 142 Set System Interface Configuration
netfn = 0x30、cmd = 0xb8、管理者権限
要求データのバ データフィールド
イト

1

[7]

予約済み

[6:5] —
00b

予約済み

01b

不揮発性のシステムインターフェイス構成を設定します

10b

システムインターフェイスの現在の揮発性（アクティブ）設定を設定します

11b

予約済み

[4]

予約済み

[3:0]

チャネル番号（0x0f または 0x0E）

2

パラメーターセレクター

3:n

構成パラメーターデータ

応答データのバ データフィールド
イト
完了コード。 汎用コードと以下のコマンド固有の完了コード：
80h

パラメーターはサポートされていません

81h

設定完了状態でないときに、（パラメーター #0 で）設定中の値の設定を試みてく
ださい。 （この完了コードにより、すでに別のユーザーがパラメーターを「請求」
していることを把握できます）

1
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表 142 Set System Interface Configuration (続き)
82h

読み取り専用パラメーターに書き込みを行おうとしています

83h

書き込み専用のパラメーターを読み取ろうとしました

表 143 Get System Interface Configuration
netfn = 0x30、cmd = 0xb9、オペレーター権限
要求データのバ データフィールド
イト

1

[7] — 0b

パラメーターを取得します

1b

パラメーターリビジョンのみを取得します

[6:5] —
00b

予約済み

01b

不揮発性のシステムインターフェイス構成を取得します

10b

システムインターフェイスの現在の揮発性（アクティブ）設定を取得します

11b

予約済み

[4]

予約済み

[3:0]

チャネル番号（0x0F または 0x0E）

2

パラメーターセレクター

3

設定セレクター。 指定されたパラメーターセレクターの下で、特定のセットまたはブロックデー
タを選択します。 パラメーターが設定セレクターを使用しない場合は 00h。

4

ブロックセレクター（パラメーターでブロック番号が必要ない場合は 00h）

応答データのバ データフィールド
イト
完了コード。 汎用コードと以下のコマンド固有の完了コード：

1

2

80h

パラメーターはサポートされていません

[7:0]

パラメーターリビジョン。
フォーマット：MSN = 現在のリビジョン。 LSN = パラメーターが下位互換性を持
つ最も古いリビジョン。 この仕様のパラメーターは 11h。

「パラメーターリビジョンのみを取得する」ビットが 1b の場合、次のデータバイトは返されません。
3:N

構成パラメーターデータ。 ロールバック機能が実装されている場合、BMC は「設
定中」状態がアサート済みになるときに既存のパラメーターのコピーを作成します
（設定中パラメーター #0 を参照）。 「設定中」状態がアクティブである間、BMC
はこのパラメーターのコピーからのデータと、データに加えられたコミットをされ
ていない変更を返します。 それ以外の場合、BMC は不揮発性ストレージからパラ
メーターデータを返します。

表 144 System Interface Configuration のパラメーター
パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
データ 1

設定中（揮発
性）
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0

次のパラメーターがアップデート中である場合やアップデートが完了
した場合に使用します。 主に、その他のソフトウェアまたはユーティ
リティがデータを変更中であることをソフトウェアに警告するために
提供されています。 実装で、この情報を使用するロールバック機能を
提供して、以前の構成情報にロールバックするか、構成の変更を受け
入れるかを決定することもできます。 使用する場合、ロールバックは

表 144 System Interface Configuration のパラメーター (続き)
パラメーター

#

パラメーターデータ（特に明記されない限り、不揮発性）
すべてのパラメーターを以前の状態にリストアします。 そうでない場
合は、書き込み時に変更を有効にする必要があります。
[7:2]

予約済み

[1:0] — 00b 設定完了。 「設定中」が有効の場合にシステムリセット、または電源
切断状態への移行が行われると、BMC は「設定完了」状態になりま
す。 ロールバックが実装されている場合、「書き込みコミット」を最
初に行わずに直接「設定完了」に移行すると、保留中の書き込みデー
タが破棄されます。

ホストロック有
1
効

01b

設定中。 このフラグは、何らかのユーティリティまたはその他のソフ
トウェアがパラメーターデータに書き込みを行っていることを示しま
す。 これは単なる通知フラグであり、リソースロックではありません。
BMC は、他のソフトウェアによるパラメーターデータの書き込みを防
止するインターロックメカニズムは提供しません。

10b

書き込みコミット（オプション）。 これは、ロールバックが実装され
ている場合にのみ使用します。 BMC は前回の「設定中」以降に書き込
まれたデータを保存し、「設定中」状態に移行します。 このオプショ
ンがサポートされていない場合はエラー完了コードを返します。

11b

予約済み

0

ロック解除 — 通常のシステムインターフェイスアクセス

1

ロック済み — システムインターフェイスは、セッションログインを要
求します（不揮発性設定のみ）

この値は、UDC ロックが有効な場合に、システムインターフェイスチャネルで受け
入れられる最大権限レベルを設定します。
[7:6] — 00b チャネル権限レベルの制限を設定または変更してはなりません。

チャネルの権限
2
レベルの制限

セッションの非
アクティブタイ 3
ムアウト

01b

ビット [3:0] に従って不揮発性権限レベルの制限を設定します。

10b

ビット [3:0] に従って権限レベルの制限の揮発性設定を設定します。

11b

予約済み

[5:4]

予約済み

[3:0]

チャネルの権限レベルの制限

0h

予約済み

1h

コールバックレベル

2h

ユーザーレベル

3h

オペレーターレベル

4h

管理者レベル

5h

OEM 独自のレベル

[7:4]

予約済み

[3:0]

セッションが 30 秒間非アクティブな場合のタイムアウト。 1 が基点。
0h = 非アクティブによってセッションがタイムアウトやクローズする
ことはありません。
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6 IPMI メッセージングとインターフェイス
IPMI では、IPMB や LAN などのプラットフォーム管理サブシステムへの各種インターフェイ
ス、および MC へのシステムインターフェイスについては、メッセージベースのインターフェ
イスを使用します。
IPMI メッセージはすべて、その転送に使われるインターフェイス（トランスポート）に関係な
く、メッセージペイロード内の同じフィールドを共有します。 特定のトランスポートのニーズ
に応じてそれぞれにラップされた、各 IPMI 指定のインターフェイスを介して、IPMI メッセー
ジの同じコアを使用することができます。 これにより、あるインターフェイスで動作する管理
ソフトウェアを、その特定のトランスポートに対する基幹ドライバーを変更することで別のイ
ンターフェイスを使用するように変換できます。 また、これによって、知識の再利用も可能に
なります。つまり、1 つのインターフェイスを介して IPMI コマンドを操作する方法がわかる
開発者は、その知識を別の IPMI インターフェイスに簡単に適用できます。
IPMI メッセージングでは、要求/応答のプロトコルを使用します。 IPMI 要求メッセージは、一
般にコマンドと呼ばれます。 要求/応答のプロトコルを使用すると、別のトランスポートを経
由して IPMI メッセージをより簡単に転送できます。 また、IPMB などのバス上でのマルチマ
スターの操作性も向上し、メッセージのインターリーブが可能となり、複数の管理コントロー
ラーがバス上で直接相互通信できます。
IPMI コマンドは、ネットワーク機能コード（NetFn）と呼ばれるフィールドを使用して、コマ
ンドの機能セットにグループ分けされます。 センサーおよびイベント関連のコマンドや、シャー
シコマンドなどのコマンドセットがあります。 この機能のグループ化によって、コマンド値の
代入や割り当ての編成および管理がさらに容易になっています。
すべての IPMI 要求メッセージには、ネットワーク機能コマンドとオプションのデータフィー
ルドがあります。 すべての IPMI 応答メッセージには、ネットワーク機能のコマンドオプショ
ンデータと完了コードフィールドがあります。 前述のとおり、各種インターフェイスの違い
は、このペイロードの転送に使用されるフレーミングとプロトコルに関係があります。 たとえ
2
ば、IPMB プロトコルは、I C とコントローラーのフィールドと、データ整合性チェックと処
理を追加しますが、LAN インターフェイスは IPMI メッセージを LAN パケットとして送信する
ためのフォーマットを追加します。

システムインターフェイス
IPMI は、IPMI メッセージを MC に転送するためにシステムソフトウェアが使用する 3 つの標
準システムインターフェイスを定義します。 各種マイクロコントローラーをサポートするため
に、IPMI ではシステムインターフェイスを選択できますが、これはクロスプラットフォームソ
フトウェアを有効にするためにも重要です。 システムインターフェイスには、すべての IPMI
システムインターフェイスをサポートする単一のドライバーを作成できるだけの十分な同質性
があります。
システムインターフェイスは、メインプロセッサーによって駆動できるシステムバスに接続し
ます。 現在の IPMI システムインターフェイスは、I/O またはマッピングされたメモリが可能
です。 メインプロセッサーが指定の I/O またはメモリの位置にアクセスでき、タイミングの仕
様を満たすことができるシステムバスであればすべて使用できます。 したがって、IPMI シス
テムインターフェイスは、X バス、PCI、LPC、またはベースボードチップセットの独自のバ
スにフックできます。
IPMI システムインターフェイス：
•

Keyboard controller style（KCS） - Intel 8742 Universal Peripheral Interface マイクロコン
トローラーで採用されている、レジスタが従うレジスタのビット定義および操作。 これに
は、PC アーキテクチャーコンピューターシステムにおいて従来のキーボードコントロー
ラーインターフェイスとして 8742 インターフェイスが採用されたことが背景にあります。
このインターフェイスは、市販のいくつかのマイクロコントローラーに組み込まれていま
す。 データは、バイト単位のハンドシェイクを使用して KCS インターフェイス間で転送
されます。
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メッセージインターフェイスの説明
本仕様の核心となるのが、プラットフォーム管理アーキテクチャーにおけるセンサー、イベン
トメッセージ、イベントジェネレーターとイベントレシーバー、SDR レポジトリ、および SEL
に使用されるメッセージとデータのフォーマットの定義です。 これらのメッセージは、特定の
特性セットを持つメッセージングインターフェイスを使用したデリバリ向けに設計されていま
す。 この項では、そのインターフェイスの一般的な仕様、およびメッセージについて説明しま
す。
メッセージのインターフェイスは、要求/応答のインターフェイスとして定義されます。 つま
り、要求メッセージはアクションの開始やデータの設定に使用され、応答メッセージはリクエ
スターに戻されます。 本書では、多くの場、要求メッセージをコマンドと呼び、応答メッセー
ジを応答と呼びます。
この仕様ではすべてのメッセージが、メッセージを受信する論理デバイスのコマンドインター
プリターへのペイロードと同じ共通要素を共有します。 メッセージングインターフェイスは、
フレーミング、物理アドレッシング、およびペイロードの配信に使用される整合性メカニズム
に違いがあります。
表 145 メッセージの共通コンポーネント
コンポーネント

説明

ネットワーク機能（NetFn）

メッセージの機能クラスを識別するフィールド。 ネットワーク機能は、IPMI コ
マンドを異なるセットにクラスター化します。

要求/応答の識別子

要求メッセージを応答メッセージから一義的に区別するフィールド。 IPMB プロ
トコルでは、この識別子は、NetFn コードにマージされます。NetFn コードで
は、偶数のネットワーク機能コードが要求メッセージを識別し、基数のネット
ワーク機能コードが応答メッセージを識別します。

リクエスターの ID

要求のソースを識別する情報。 正しいリクエスターに応答が返信されるように、
この情報が十分でなければなりません。 たとえば、IPMB リクエスター ID は、
スレーブアドレスとリクエスターデバイスの LUN から成ります。 複数のスト
リームシステムインターフェイスについては、リクエスター ID は要求の発行で
経由されたストリームのストリーム ID です。

レスポンダーの ID

要求に対するレスポンダーを識別するフィールド。 このフィールドは、要求メッ
セージでは、希望のレスポンダーに要求をアドレス指定するために使用され、応
答メッセージでは、応答と特定の要求とのマッチングにおいてリクエスターを支
援するために使用されます。

コマンド

本書で指定するメッセージは、1 バイトのコマンドフィールドを含みます。 コ
マンドは、特定のネットワーク機能内で一意です。 コマンド値の範囲は 00h か
ら FDh まで有効です。 FEh コードは仕様の将来の拡張用に予約されており、
FFh コードは潜在的な将来のインターフェイスにおけるメッセージインターフェ
イスレベルのエラーレポート用に予約されています。

データ（Data）

データフィールドは、要求または応答の追加パラメーターを（あれば）送信しま
す。

IPMI メッセージングインターフェイス
iLO には、MC に指定された 2 つのシステムインターフェイス（KCS と専用高速インターフェ
イス）が実装されています。 また、MC には IPMB インターフェイスおよび LAN インターフェ
イスなどの追加インターフェイスを通じても到達できます。

ネットワーク機能コード
概要
•

接続ヘッダー内のネットワーク層には、アクセスする機能を特定する 6 ビットフィールド
が含まれています。 残りの 2 ビットは、LUN フィールドです。 LUN フィールドは、さら
に、ノード内のサブアドレッシングを提供します。
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•

ネットワーク機能は、コマンドを機能コマンドセットにクラスター化します。 階層の解析
中には、LUN フィールドをノード内の特定のネットワーク機能ハンドラーのセレクターと
見なし、ネットワーク機能を、ノード内の特定コマンドセットハンドラーのセレクターと
見なすことができます。

•

「iLO のネットワーク機能コード」 (190 ページ) は、サポートされているネットワーク機
能を定義します。 アプリケーションとファームウェアの転送ネットワーク機能を除き、特
定のネットワーク機能に対するコマンドと応答はノード固有ではありません。 標準コマン
ドセットのフォーマットと機能は、後で指定します。

表 146 iLO のネットワーク機能コード
値

名前

意味

説明

00、01

シャーシ

シャーシのデバイス
要求および応答

共通のシャーシコントロールおよびステータス機能に関連
し、00h は、コマンド/応答としてメッセージを識別し、
01h は応答としてメッセージを識別します。

04、05

センサー/イ
ベント

センサーとイベント
の要求と応答

この機能は、どのノードにでも存在可能です。 イベント
メッセージとシステムセンターの構成と転送に関連して、
04h はコマンド/要求としてメッセージを識別し、05h は応
答としてメッセージを識別します。

06、07

アプリケー
ション

アプリケーションの
要求と応答

06h は、アプリケーションのコマンド/要求としてメッセー
ジを識別し、07h は応答としてメッセージを識別します。
アプリケーションメッセージの正確なフォーマットは、
IPMI 仕様によって定義されるアプリケーションメッセージ
を除いて、特定デバイスの実装に固有です。

0A、0B

ストレージ

非不揮発ストレージ
の要求および応答

この機能は、不揮発性のストレージと取得サービスを提供
する任意のノードに存在することができます。

0C、0D

トランスポー メディアに固有の構
ト
成および制御

シリアルインターフェイスや LAN インターフェイスの構
成など、メディア固有の構成と操作である IPMI 固有のメッ
セージに関する要求（0Ch）および応答（0Dh）。

2Ch～2Dh

グループの拡 非 IPMI グループの要 このネットワーク機能の下にある要求と応答の最初のデー
張
求および応答
タバイトの位置は、コマンドの機能を指定する定義本文を
識別します。 ソフトウェアでは、コマンドと完了コード
フィールドの位置に、コマンドと完了コードの値が保持さ
れることを想定しています。
以下の値は、定義本文を識別するために使用されます。
• DCh DCMI 仕様：http://www.intel.com/go/dcmi
• 他のすべての予約済み
このネットワーク機能を使用すると、定義本文の ID は、
要求の最初のデータバイト、および応答の 2 番目のデータ
バイト（完了コード以下）を占有します。

完了コード
概要
•

本書で指定されているすべての応答メッセージは、応答のデータフィールドの最初のバイ
トとして完了コードを含みます。 無効な（実装されていない）LUN に対する要求を取得
する管理コントローラーは、応答でレスポンダーの LUN（RsLUN）としてその LUN を使
用するエラー完了コードを返す必要があります。 完了コードは、関連要求メッセージが通
常どおり正常に完了したかどうかを示し、そうでない場合は完了状態を示す値を提供しま
す。

•

完了コードは、コマンドレベルで動作します。 完了コードは、メッセージングインター
フェイスを介して受信され、検証された後の、コマンドの解釈に対する応答です。 ネット
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ワーク（メッセージングインターフェイス）レベルでのエラーは、別のエラーレポートメ
カニズムで処理されます。
•

完了コードの値は、汎用、デバイス固有（これは、OEM をカバーする）、およびコマン
ド固有の範囲に分割されます。 すべてのコマンドが汎用の完了コードを戻すことができま
す。 正常に終了するコマンドは、コマンドが正常に完了した完了コードである 00h を返
します。 エラー状態を生成するコマンドや、コマンドに対する要求パラメーターで指定さ
れた内容によって異なる応答を返すコマンドは、「完了コード」 (191 ページ) に指定され
たとおりゼロ以外の完了コードを返します。

表 147 完了コード
コード

定義

汎用の完了コード 00h、C0h～FFh
00h

コマンドが正常に完了しました。

C0h

ノードがビジーです。 コマンドを処理できませんでした － コマンドの処理リソースが
一時的に使用できません。

C1h

無効なコマンドです。 認識されていない、またはサポートされていないコマンドを示
します。

C2h

特定の LUN に無効なコマンドです。

C3h

コマンド処理中にタイムアウトとなりました。 応答は使用不能です。

C4h

容量不足です。 ストレージ容量の不足によりコマンドを完了できませんでした。

C5h

予約がキャンセルされたか、予約 ID が無効です。

C6h

要求データが切り詰められました。

C7h

不正な要求データの長さです。

C8h

要求データフィールドの長さが制限を超えています。

C9h

パラメーターの範囲が不正です。 要求のデータフィールドの 1 つ以上のパラメーター
の範囲が不正です。 これは、誤ったフィールドに可能な値の連続する範囲があること
を示すという点が、無効なデータフィールド（CCh）コードとは異なります。

CAh

要求されたデータバイト数を返すことができません。

CBh

要求されたセンサー、データ、またはレコードが存在しません。

CCh

要求に無効なデータフィールドです。

CDh

指定されたセンサーまたはレコードタイプのコマンドは不正です。

CEh

コマンド応答を提供できませんでした。

CFh

複製された要求を実行できません。 この完了コードは、要求の元のインスタンスに対
して返された応答を返すことができないデバイス用です。 このようなデバイスは、元
の要求の終了ステータスを判別できる別のコマンドを提供します。

D0h

コマンド応答を提供できませんでした。 SDR レポジトリが更新モードです。

D1h

コマンド応答を提供できませんでした。 デバイスはファームウェア更新モードです。

D2h

コマンド応答を提供できませんでした。 MC 初期化または初期化エージェントが進行中
です。

D3h

配信先が使用不能です。 選択された配信先に要求を配信できません。 たとえば、要求
メッセージが SMS を対象としている場合にはこのコードが返されますが、特定のチャ
ネルに対して受信メッセージのキューの受信は無効になります。

D4h

不十分な特権レベルまたはその他のセキュリティベースの制限（例：ファームウェア
ファイアウォールに無効になっている）によってコマンドを実行できません。
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表 147 完了コード (続き)
コード

定義

D5h

コマンドを実行できません。 コマンドや要求パラメーターは現在の状態ではサポート
されません。

D6h

コマンドを実行できません。 コマンドサブ機能が無効になっている、または使用不能
である（例：ファームウェアファイアウォールに対して無効になっている）ために、パ
ラメーターが不正です。

FFh

不明なエラーです。

デバイス固有の（OEM）コード 01h～7Eh
01h～7Eh

デバイス固有の（OEM）の完了コード。 この範囲は、特定のデバイスやバージョンに
も固有であるコマンド固有のコードに使用されます。 これらのコードの解釈には、デ
バイスコマンドセットに関する先験的知識が求められます。

コマンド固有のコード 80h～BEh
80h～BEh

標準的なコマンド固有のコードです。 この範囲は、本書規定のコマンドの、コマンド
固有の完了コード用に予約されています。

その他すべて

予約済み。

追加のコマンド固有の完了コードは（あれば）、コマンドの完了コードフィールドの説明に一
覧されています。 場合によっては、特定のコマンド固有の完了コードの使用が必須となりま
す。 これは、コマンド表内に、完了コードの説明とともに表示されます。 コマンド固有の完
了コードが表示されない場合、その説明はそのフィールドが完了コードフィールドであること
のみ示します。
注記: 汎用の完了コードの値は、追加のコマンド固有の完了コードが定義されているかどう
かにかかわらず、任意のコマンドで使用できます。

チャネルモデル、認証、セッション、およびユーザー
IPMI v2.0 では、チャネルモデルと呼ばれる共通の通信インフラストラクチャが組みこまれて
います。
チャネルは、MC への各種メディア接続間で、IPMI メッセージのルーティングを指示するため
のメカニズムを提供します。 チャネル番号は、特定の接続を識別します。 たとえば、0 はプ
ライマリ IPMB のチャネル番号です。 合わせて最大で 9 個のチャネルがサポートされています
（システムインターフェイスとプライマリ IPMB に加えて、実装者によってそのメディアタイ
プが割り当てられる 7 つの追加チャネル）。したがって、チャネルを使用して MC への複数の
接続を（IPMB、LAN、シリアルなど）をサポートすることができます。
チャネルはセッションベースとセッション不使用のいずれも可能です。 セッションは次の 2
つの目的で使用されます。
•

ユーザー認証のためのフレームワークとして。

•

1 つのチャネル上で複数の IPMI メッセージングストリームをサポートするため。

したがって、セッションベースのチャネルは少なくとも 1 つのユーザーログインを持ち、ユー
ザーとメッセージの認証をサポートします。 セッション不使用のチャネルにはユーザーも認証
もありません。 LAN チャネルはセッションベースですあり、セッションなしのチャネルには
システムインターフェイスや IPMB などがあります。
セッションを使用して IPMI メッセージングを実行するには、最初にセッションをアクティブ
化する必要があります。 セッションをアクティブ化すると、特定のユーザーが認証されます。
セッションにはセッション ID があり、これを使用してセッションの状態が追跡されます。
セッション ID のメカニズムにより、1 つのチャネルで複数のセッションを同時にサポートで
きます。

192 IPMI メッセージングとインターフェイス

ユーザーという概念は、本質的には、特権と認証情報の集合を識別する方法です。 ユーザーの
構成は、チャネルベースで実行されます。 これは、シリアルチャネル経由ではなく、LAN チャ
ネル経由で MC にアクセスするための異なるパスワードと特権セットを、特定のユーザーが持
つことができることを意味します。
特権レベルによって、特定のユーザーが特定のチャネル経由で実行できるコマンドが決まりま
す。
特権の制限によって、ユーザーが操作できる最大特権レベルが設定されます。 ユーザーは、
チャネルごとに付与された特定の最大特権の制限で構成されます。 さらに、所定のチャネルの
すべてのユーザーに最大制限を設定する Channel Privilege Limit があります。 Channel
Privilege Limit は、ユーザーに構成されている特権よりも優先されます。 したがって、
ユーザーは、Channel Privilege Limit と Channel Privilege Limit の制限値の下
限以下の特権レベルで動作可能です。

チャネル番号
概要
•

各インターフェイスには、チャネルの構成時や、チャネル間のメッセージのルーティング
に使用されるチャネル番号があります。 プライマリ IPMB とシステムインターフェイスに
対するチャネル番号の割り当てのみ固定であり、他のチャネル番号の割り当てはプラット
フォームによって異なります。

•

ソフトウェアは、Get Channel Info コマンドを使用して、どの種類のチャネルが使用
可能であるか、特定プラットフォームで使用されるチャネル番号割り当ては何かを判断し
ます。 次の表では、チャネル番号の割り当てと使用について説明します。

表 148 iLO のチャネル番号の割り当て
チャネル番号

Type/Protocol

説明

0h

プライマリ IPMB

プライマリ IPMB と通信するために割り当てられます。 IPMB プロトコ
ルは、IPMI メッセージ用に使用されます。

2h

LAN

ゾーン MC と LAN との間の通信のために割り当てられます。 RMCP+
はプロトコルとして使用されます。

Eh

存在するチャネル

Eh 値は、コマンドの送信元である現在のチャネルを識別する方法とし
て使用されます。たとえば、ソフトウェアが現在どのチャネル番号で通
信しているかを知りたい場合、ソフトウェアはチャネル E に Get
Channel Info コマンドを発行することでそれを検索できます。

Fh

システムインターフェ
イス

システムインターフェイスにメッセージをルーティングするために割り
当てられます。

論理チャネル
IPMI メッセージングの観点から、1 つのチャネルから別のチャネルにメッセージをブリッジす
る当事者は、主に MC から正しい応答を取得することを懸念します。 多くの場合、リモート
コンソールやシステムソフトウェアにとって、ターゲットのチャネルおよびデバイスが物理的
に実装されているかいないかは重要ではありません。 たとえば、iLO では、IPMB は論理チャ
ネルです。

チャネルの特権レベル
概要
•

チャネル特権の制限によって、特定のチャネルに対してユーザーが持つことができる最大
特権が決定されます。 ユーザーが最大で Administrator レベルの特権を持つことができる
ように 1 つのチャネルを構成し、別のチャネルは User レベルよりも高い特権を許可しな
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いように制限することができます。 特権レベルの制限は、ユーザーごとに割り当てられて
いる特権レベル機能よりも優先されます。
•

特定の最大特権レベルで動作するようにチャネルを構成できます。 特権レベルによって、
MC はそのチャネル経由で実行できるコマンドを区別できます。 Set Channel Access
コマンドは、チャネルに対する最大特権レベルの制限を設定します。 Set Session
Privilege Level コマンドは、特定の特権レベルで操作を実行する機能を要求します。
Set Session Privilege Level コマンドは、ユーザーの権限レベルに関係なく、チャ
ネル全体の特権レベルの制限以下である特権レベルを設定するためだけに使用できます。

表 149 チャネルの特権レベル
チャネルの特権レベル

説明

Callback

最下位の特権レベルです。 コールバックの開始をサポートするために必要なコマンド
のみが許可されます。

User

主にデータ構造を読み取りステータスを取得するコマンドです。 MC 設定の変更、マ
ネージメントコントローラーへのデータの書込み、またはリセットや電源オン/オフな
どのシステム操作を実行するために使用できるコマンドです。ウォッチドッグのアク
ティブ化は非許可です。

Operator

アウトオブバンドインターフェイスの動作を変更できる構成コマンドを除く、すべて
の MC コマンドが許可されます。 たとえば、Operator の特権では、個々のチャネルを
無効にする以上の機能は許可されません。

Administrator

構成コマンドを含む、すべての MC コマンドが許可されます。 管理者は、管理者が通
信に利用するチャネルを無効にする構成コマンドでも実行できます。

ユーザーおよびパスワードのサポート
この仕様では、ユーザーは、認証されたセッションを確立するためのパスワードおよびそのパ
スワードに関連付けられている特権を識別するデータの集合を指します。 構成を目的に、数値
であるユーザー ID に従ってユーザー情報のセットが編成され、アクセスされます。 セッショ
ンをアクティブ化すると、ユーザー情報がユーザー名テキストを使用して検索されます。
注記:

iLO では、セキュリティ上の問題により匿名ユーザーはサポートされません。

ユーザーアクセスは、チャネル単位で有効にできます。 したがって、チャネルそれぞれで別々
のユーザーセットを有効にすることができます。
必要な場合には、1 つのチャネルのユーザー名に、異なるチャネルの同一ユーザー名のパスワー
ドとは別のパスワードを関連付けることができます。 セッションがアクティブ化されると、
MC は User ID 1 からユーザー名を逐次的にスキャンし、特定のチャネルに付与されたユーザー
名とアクセス権が一致する最初のユーザーを検索します。 したがって、特定のユーザー名に別
のパスワードを持たせるには、特定のチャネルセットに使用されている別々のパスワードごと
に 1 つ、複数のユーザーエンティティを構成する必要があります。
仕様では、チャネル上でユーザーをサポートするための各種さまざまな実装が可能です。 主な
最小要件は次のとおりです。
•

匿名ユーザーはアクセスできません。

•

ユーザー名は、実装の選択時に修正または構成する、またはその両方が可能です。

•

すべてのユーザー ID に対してユーザーパスワードを構成するためのサポートが必要です。

•

ユーザー特権の制限に従った設定のサポートは、オプションです。 Set User Access
コマンドがサポートされていない場合、チャネルの特権制限はすべてのユーザーに使用さ
れます。
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IPMI セッション
MC に対する認証された IPMI 通信は、セッションを確立することで実現されます。 セッショ
ンは確立されると、セッション ID によって識別されます。 セッション ID は、所定のリモート
ユーザーと MC との間の接続を、LAN またはシリアル/モデム接続を使用して特定する、1 つ
のハンドルと考えることができます。
仕様では、MC での複数のアクティブセッションの確立をサポートしています。 iLO は、最大
32 の同時セッションをサポートします。
また、仕様では、LAN 上の特定のエンドポイント（IP アドレスで識別される）で MC への複
数のセッションを開くことも許可できます。 この機能により、単一のシステムは、他のセッ
ションに対して MC LAN セッションを提供するプロキシとして機能することができます。 こ
れは、1 つのシステムがこのプロビジョニングを使用して MC への複数のセッションを開き、
そのシステム単独で使用することを意図するものではありません。
MC への IPMI メッセージング接続は、3 つの分類、つまりセッションなし、単一のセッショ
ン、またはマルチセッションのいずれかに適合します。

セッションなし接続
セッションなし接続は認証されていません。 IPMI メッセージングの実行にユーザーログイン
は不要です。 セッションなし接続の例として、システムインターフェイスと IPMB がありま
す。
セッションなし接続の特別なケースは、セッションベースのメッセージングをサポートするイ
ンターフェイスを介して発生する可能性があります。 セッションベースの接続には、セッショ
ンの外側で受信され応答する特定のコマンドがあります。 それが発生している場合、これらの
コマンドに対してチャネルはセッションなしの方法で効率的に動作しています。 セッションの
外側で処理されているコマンドは、メッセージのセッション固有のフィールドに対して固定値
を持ちます。 たとえば、Get Channel Authentication Capabilities が、セッション
の外部の LAN チャネル経由で送信される場合、IPMI セッションヘッダーでは、セッション ID
が NULL に設定され、認証タイプが NONE に設定されます。 なお、セッションの外部で受信
されたコマンドは、セッションのコンテキスト内でも受信することができます。この場合、こ
れらのコマンドの受信されるセッションヘッダーに有効なセッション ID などがなければなり
ません。

セッションの非アクティブタイムアウト
最後のメッセージ以降、指定された期間内に、セッションに対して新しく有効なメッセージが
受信されていない場合、そのセッションは自動的にクローズされます。 セッションを復元する
には、これを再認証する必要があります。 リモートコンソールでは、Activate Session コ
マンドをオプションで使用して非アクティブな期間中にセッションを開いたままにすることが
できます。
アクティブなセッションのみが Session Inactivity Timeout が期限切れとならないよう
に保持することに注意してください。 アクティブなセッションの外部で発生する IPMI メッ
セージ動作は影響しません。 これは、誰かがさまざまなパスワードを推測してセッションをア
クティブ化しようとして無制限に電話に接続し続けないようにするためです。
接続が MC に切り替えられる間は、MC は非アクティブのみ監視します。 セッションを終了す
ることが必ずしもモデム接続の中断と同じとは限らないことに注意してください。 また、接続
がシステムに切り替えられる際にシリアル/モデムセッションも自動的に閉じますが、電話の接
続はアクティブなままです。 シリアル接続が MC にルーティングされている間に、非アクティ
ブのタイムアウトによりセッションが閉じられた場合、MC は電話の接続のみ終了します。
タイムアウト値とトレランス値は、セッションをタイムアウトにして閉じる MC に対して指定
されます。 システムソフトウェアでは、このトレランスに加えて、メディア送信時間などを原
因とする追加遅延を考慮する必要があります。
実装では、特定のチャネルタイプに対する構成パラメーターのパラメーターを介したタイムア
ウト設定を可能にするオプションを提供できます。
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システムインターフェイスメッセージング
システムソフトウェアとその他の管理 BUS（IPMB など）との間のメッセージングは、チャネ
ルおよび Receive Message Queue を使用して達成されます。 チャネルは、システムイン
ターフェイスと特定のバスまたはメッセージトランスポートとの間でメッセージを送信できる
ようにする、MC 経由のパスです。 Receive Message Queue は、システムソフトウェアが
そのメッセージデータを収集できるまで、システムソフトウェアに代わってメッセージデータ
を保持するために使用されます。 すべてのチャネルは、メッセージをシステム管理ソフトウェ
アに転送するために Receive Message Queue を共有します。 Receive Message Queue
のデータには、チャネル、セッション、および IPMI アドレッシング情報が含まれます。この
情報によってシステムソフトウェアはメッセージのソースを識別でき、メッセージを必要に応
じてそのソースに戻すようにフォーマットできます。
システム管理ソフトウェアは、Receive Message Queue にデータがあれば常にこれらを空
にします。 Receive Message Queue がいっぱいになると、メッセージは拒否されます。
Receive Message Queue には、チャネルごとに少なくとも 2 つのスロットを設定すること
をお勧めします。 Receive Message Queue は、論理コンセプトです。 実装では、これを
実際の 1 つのキューとして実装することを選択できます。またはチャネルごとに別々の内部
バッファーを実装することもできます。 現在キュー内にメッセージを持たない各チャネルに
は、スロットをオープンのままにする実装をお勧めします。 これによって、1 つのインター
フェイスからのメッセージだけでキューをいっぱいにすることによって、ロックアウトを防止
できます。
必要に応じて、MC それ自体が Receive Message Queue と Messaging Channels を使用
してシステム管理ソフトウェアに非同期メッセージを送信することができます。 この実現に推
奨されるメカニズムは、システムのプロトコルタイプで一意のチャネルを定義することです。
非同期メッセージをシステムソフトウェアに送信するために、MC はそのチャネルから Receive
Message Queue にメッセージをシステム形式で直接配置します。 システムソフトウェアは、
そのチャネルに対して Send Message コマンドを使用して MC に応答を戻すことができます。

ブリッジング
MC Messaging Bridging は、異なるメディア間で IPMI メッセージをルーティングするための
メカニズムを提供します。 ブリッジングは、チャネル間でメッセージを配信するためにのみ指
定されます。同じチャネル上の 2 つのセッション間でメッセージを配信するためには指定され
ません。
IPMI 2.0 では、ブリッジングは同じチャネル上のアクティブな接続とセッションとの間での
IPMI メッセージの配信をサポートするように拡張されています。
MC に接続されている各種メディア間でメッセージをブリッジングするメカニズムは、メッセー
ジ対象に応じて以下のように 3 つあります。
•

MC LUN 10b — システムインターフェイスにメッセージを配信するために使用します。
MC は LUN 10b 経由で受信するメッセージを自動的に Receive Message Queue にルー
ティングします。

•

システムインターフェイスからの Send Message — IPMB などの他のチャネルにメッセー
ジを配信するために使用します。 メッセージは MC LUN 10b から送信されているかのよ
うにチャネル上に表示されます。 したがって、メッセージが要求メッセージであれば、応
答は MC LUN 10b に送信され、MC はその応答を検索のために Receive Message Queue
に自動的に配置します。 応答と元の要求との突き合わせはシステムソフトウェアが実行す
るため、Send Message コマンドには No Tracking を設定します。

•

応答追跡のある Send Message コマンド — システムインターフェイスがメッセージの送
信元または送信先である場合を除き、要求メッセージを他のすべてのチャネルにブリッジ
する応答追跡で使用します。
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MC LUN 10b
SMS へのメッセージは、常に Receive Message Queue にルーティングされ、通常、Send
Message コマンドは使用されません。 SMS へのメッセージは MC SMS LUN 10b 経由で配信
されます。 Get Message コマンドを使用して検索するために、MC は LUN 10b にアドレス
指定されているメッセージを自動的に再フォーマットし、SMS の Receive Message Queue に
配置します。
SMS に要求を送信するには、MC LUN 10b へのアドレスとなるようにコマンドをフォーマッ
トする必要があります。 SMS は、Receive Message Queue から要求を検索して、発信元のア
ドレスとチャネル情報を抽出でき、Send Message コマンドを使用して応答を配信できます。
MC はシステムソフトウェアへのメッセージの要求と応答は追跡しません。これは Send
Message コマンドをフォーマットして応答を配信するのに必要なチャネルとセッション情報
が Receive Message Queue によって提供されるためです。 システムソフトウェアは、要求の
生成時に使用したチャネルとセッション情報を追跡できます。 システムソフトウェアからの
Send Message コマンドに対して No Tracking オプションが使用されます。
その後、レスポンダーはその応答メッセージを MC LUN 10b に配信し、応答は Receive Message
Queue にルーティングされます。 逆に、チャネルが SMS にメッセージを配信したい場合は、
チャネルはその要求メッセージを MC LUN 10b に送信します。その後、SMS が Send Message
コマンドを使用してその応答を MC LUN 10b から返します。

応答追跡のある Send Message コマンド
説明
•

Send Message コマンドは、1 つの IPMI メッセージングプロトコルから別の IPMI メッ
セージングプロトコルにメッセージを変換するプロキシとして動作するよう、MC に指示
するために主に使用されます。 MC は、ターゲットのチャネルタイプとプロトコルに合わ
せてデータをフォーマットし、それを選択されているメディアに配信します。

使用法の詳細
•

IPMB などのメディアは、チャネル番号やセッション番号をそれらのアドレッシング情報
の一部としては含みません。 そのため、別のチャネルからの要求メッセージは、これらが
MC それ自体から発生した場合と同様に配信する必要があります。

•

ブリッジされたメッセージが要求であれば、MC は発信元チャネルやセッション情報など
の特定データを保持する必要があります。それによって MC は応答メッセージが戻ったと
きにその応答を再フォーマットして要求の発信元に戻すことができます。 MC ではこれを
主に自らが生成する各要求に一意のシーケンス番号を割り当てて、一連の情報を Pending
Bridged Response テーブルに保存することによって実現します。このテーブルはその後、
応答を再フォーマットして要求の発信者にルーティングするために使用されます。

•

応答で返されたシーケンス番号を使って元の応答の生成者、保存されたフォーマット、お
よびアドレス情報が検索されます。 次に MC は、応答を再フォーマットし、元のリクエ
スターに配信し、その要求を保留中応答リストから削除します。 Send Message コマン
ドには、応答を Send Message コマンドの発信者にルーティングするために、変換情報
を保存して未処理の要求メッセージを追跡するよう MC に指示するパラメーターが含まれ
ています。

注記: SMS へのメッセージを除き、Send Message コマンドを使用して特定のメディアに
メッセージを配信すると、メッセージは MC から発信されているように表示されます。 これ
は、IPMB 上のコントローラーが、SMS からブリッジされた要求を、LAN からブリッジされた
要求と一般に識別できないことを意味します。
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表 150 発信元と発信先によるメッセージブリッジングメカニズム
メッセージのタイプと方向

デリバリメカニズ MC が保留中の応答
ム
を追跡する

システムインターフェイスから他のチャネルへの要求または応答

Send Message

いいえ

他のチャネルからシステムインターフェイスへの要求または応答

MC LUN 10b

いいえ

IPMB へのシステムインターフェイスを除く、すべてのチャネルからの要 Send Message
求

はい

システムインターフェイスを除く、すべてのチャネルへの、IPMB からの MC LUN 00b
応答

はい

ブリッジされた要求の例
LAN から Send Message コマンドを使用して要求を IPMB に配信する例を次に示します。

例の詳細
•

MC は、ブリッジされた要求に配置するシーケンス番号を使用して、要求の発信元である
チャネルと、応答の送信先であるチャネルを識別します。 MC にとって、各チャネルから
の保留の要求に対して一意のシーケンス番号が使用されるようにすることが重要です。 ま
た、シーケンス番号が特定のレスポンダーに対する連続する要求に対して一意であること
も重要です。 IPMB に対するシーケンス番号を管理する 1 つの方法とは、レスポンダーご
とに番号を追跡するというものです。 これは、Pending Bridged Response 情報のテーブ
ルに保持できます。

•

LAN に応答を戻すには、要求に渡された同じシーケンス番号を IPMB 応答が戻す必要があ
ります。 管理コントローラーは、シーケンス番号を使用して、要求の転送時に格納した
チャネルタイプ固有のアドレッシング、シーケンス番号、およびセキュリティ情報を検索
します。 たとえば、チャネルタイプが LAN であれば、応答メッセージは、リクエスター
の IP アドレス、元の要求に渡されたシーケンス番号、適切なセキュリティキー情報など
とともに RMCP/UDP パケットにフォーマットされる必要があります。

•

要求メッセージが（システムインターフェイス以外の発信元チャネルから）Send Message
コマンドにカプセル化されることで別のチャネルにブリッジされる場合、MC は速やかに
応答を Send Message コマンド自体に返します。 一方、要求は Send Message コマン
ドから抽出され、指定されたターゲットチャネルに転送されます。

•

Send Message コマンドは、要求内のデータの追跡を続けるように、MC に対して指示す
るよう構成されている必要があります。これによって、応答がターゲットデバイスから
戻ったときに、MC はその応答を元の Send Message コマンドの発信元チャネルへ転送
することができます。 応答がターゲットから戻ると、MC はその追跡情報を使用して特定
のチャネルに合わせて応答時にフォーマットします。 Send Message コマンドを開始し
た当事者に対する応答では、MC がそのカプセル化された要求を直接実行したかのように
表示されます。
たとえば、Get Device ID コマンドが、LAN チャネルからの IPMB にあて先指定されて
いる Send Message コマンドにカプセル化されているとします。 MC は、LAN 上に Send
Message コマンドに対する応答をただちに戻します。 MC はカプセル化された Get
Device ID メッセージの内容を抽出し、これを IPMB に対する Get Device ID 要求と
してフォーマットします。 IPMB 上のターゲットデバイスは、IPMB 形式の Get Device ID
応答メッセージで応答します。 MC は、Send Message コマンドの発行時に格納された
追跡情報を取得して、これを使って LAN 形式の Get Device ID 応答を作成します。 その
応答内のレスポンダーのアドレス情報は、MC のアドレス情報か、MC 実装の選択時に要
求のターゲットとなった IPMB 上のデバイスのアドレス情報のいずれも可能です。 このタ
イプのブリッジされた要求を Send Message コマンドを使用して開始した当事者は、い
ずれかのアドレスを使用している MC から応答を受け取るはずです。
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ブリッジされた要求を処理する高度な設計例を以下の図と手順に示します。 この例は、生成さ
れ格納される情報を示していますが、その操作を実行する特定のコードモジュールは示してい
ないので注意してください。 つまり、どの機能を一元化するか、どれを LAN モジュールに入
れ、どれを IPMB モジュールに入れるかは、実装者が選択します。
図 4 LAN から IPMB へのブリッジされた要求の例

1.

2.

3.

4.

MC は Bridged Request パラメータービットが設定された Send Message コマンドを受
信すると、Pending Bridged Response テーブルから使用可能なエントリーを確認し、ブ
リッジする要求からパラメーターをコピーします。 応答が戻ると、これらのパラメーター
を使用して応答が以前の要求と一致することが検証され、送信元チャネル用に応答が再
フォーマットされます。 太線で囲まれたボックスは、最終的にターゲットチャネル上で結
果の要求にコピーされる Send Message コマンドのパラメーターとデータを表します。
元のリクエスターに応答を戻すために必要なチャネルセッション情報もすべて記録される
必要があります。 この例では、MC は LAN チャネル用にセッション情報の別個のテーブ
ルを維持しています。 そのテーブルへのオフセットは、要求に関連付けられたセッション
情報を識別するためのハンドルとして使用されます。 Pending Bridged Response テーブ
ルでは、このハンドルがすべてのセッション情報をコピーする代わりに使用されます。 な
お、このような実装では、応答の保留中にセッションが閉じられる場合の、セッションに
関連付けられたあらゆるブリッジテーブルエントリーの無効化や開放といった詳細を覚え
ておくことが重要です。
この例では、MC には別個の Sequence Number Allocator ルーチンがあり、ブリッジされ
た要求で使用されているシーケンス番号が特定のチャネルに対して一意のままであること
が確保されます。 これは、応答が戻り、シーケンス番号を使用して Pending Bridged
Response テーブルから対応する要求情報エントリーを検索できるように実行されます。
応答の Sequence Number Expiration 間隔は 5 秒です。 この有効期限の間隔で応答がない
場合、Pending Bridged Response エントリーの対応するエントリーが削除され、その要
求に関連付けられたシーケンス番号が再び使用できるようになります。 この例の Sequence
Number Expiration 列は可能な実装を表したもので、この場合、名目上 10 ミリ秒ごとに値
が減らされます。この数が 0 に達すると、エントリーは自由であると見なされます。 こ
の例では、Sequence Number Expiration フィールドをシーケンス番号の有効期限の追跡、
およびテーブルエントリー可用性をマーキングするためのメカニズムの両方に使用できま
す。
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5.

MC は、示された値を取得し、これらの値を使って、ブリッジされた要求を作成します。
要求は、元の Send Message コマンドからコピーされたフィールド値と MC によって生成
された値との組み合わせです。 MC によって生成された値は、アスタリスク付きの太字の
下線付きの書体で示されています。

Master Write-Read コマンドを介した IPMB アクセス
説明
•

IPMB がシステムに実装されている場合、MC はシステムソフトウェアに対して IPMB へ
のアクセス権を付与するコントローラーとして機能します。 IPMB は、バス上の管理コン
トローラーのほか、非インテリジェントデバイスを許可します。

•

この操作をサポートするため、MC はシステムソフトウェアを使用して自身のインターフェ
イスを介して Master Write-Read コマンドを提供します。 Master Writer-Read コマンド
は、FRU SEEPROM などの、IPMB 上の非インテリジェントなデバイスへの低レベルアク
セスを提供します。

使用法の詳細
2

•

Master Write-Read コマンドは、ほとんどの I C/SM バス互換デバイスを対象とする、可
2
能 I C および SM BUS 操作のサブセットを提供しています。

•

IPMB 上の非インテリジェントデバイスのサポートに加えて、Master Write-Read コマンド
は、管理コントローラーの背後にあるプライベートバス上の非インテリジェントデバイス
へのアクセスも提供します。 この主な目的は、プライベートバス上の FRU SEEPROM を
サポートすることです。

MC IPMB LUN
MC は、IPMB インターフェイス経由で送信されるメッセージの送信先として複数の LUN をサ
ポートしています。 これらの LUN は MC 内の各種サブアドレスを識別するために使用されま
す。
表 151 MC IPMB LUN
LUN

簡単な説明

詳細な説明

00b

MC コマンドとイベント要求
メッセージ

この LUN 上で受信されたイベント要求メッセージは、MC のイベン
トレシーバー関数にルーティングされ、SEL ロギングが有効な場合
は自動的にログに記録されます。

01b

OEM LUN 1

OEM — MC のインプリメンター/システムインテグレーター定義に予
約されています。

10b

SMS メッセージ LUN（システ この LUN 上で受信されたメッセージは、Receiver Message Queue
ム管理ソフトウェアへのメッ にルーティングされ、Read Message コマンドを使用して取得され
セージが対象）
ます。 Receive Message Queue に有効な内容がある場合は常に
SMS_Avail フラグが設定されます。

11b

OEM LUN 2

OEM — MC のインプリメンター/システムインテグレーター定義に予
約されています。

システムソフトウェアから IPMB へのメッセージの送信
SMS では MC を使用して IPMB メッセージを送受信できます。 このメカニズムを使用して
IPMB 要求と応答メッセージの両方を送受信できます。 このため、システムソフトウェアは
IPMB に要求を送信して IPMB から応答を受信できるだけではなく、IPMB から要求を受信し
て IPMB 応答を返すこともできます。
システムソフトウェアは、MC を IPMB コントローラーとして使用することで、システムイン
ターフェイスを通じてメッセージを IPMB に送信します。 これは Send Message コマンドを
使用してメッセージを IPMB（チャネル 0）に書き込むことで実現されます。 MC は送信され
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る IPMB メッセージのタイプや内容に一切の制限を設けません。 システム管理ソフトウェア
は、必要なあらゆる IPMB 要求または応答メッセージを送信できます。ただし、そのメッセー
ジが Send Message コマンドの最大長の要件を満たす場合に限ります。
システム管理ソフトウェアは、リクエスターやレスポンダーのスレーブアドレスおよびチェッ
クサムを含む、IPMB メッセージのすべてのフィールドを提供します。 たとえば、以下の図で
は、Send Message コマンドを使用してスレーブアドレス 52h、LUN 00b の IPMB デバイスに
システムインターフェイス経由で Set Event Receiver コマンドを送信しています。 この
例のコマンドではイベントレシーバーのアドレスを 20h — MC に設定しています。
太線で囲まれたフィールドは、Send Message コマンドで送信される IPMB メッセージのバ
イトを示します。 リクエスターの LUN フィールド（rqLUN）は 10b（MC SMS LUN）に設定
されます。 これによってレスポンダーは、Set Event Receiver コマンドに対する応答をシ
ステムノードの Receive Message Queue に送信するように指示されます。
図 5 Send Message コマンドを使用して送信される IPMB 要求

図 6 Send Message コマンドの応答

応答は、Send Message コマンドに対するもので、Set Event Receiver コマンドに対す
るものではありません。 Set Event Receiver コマンドに対する応答は、後で Receive
Message Queue に返されます。 システムソフトウェアは、Get Message コマンドを使用し
て Receive Message Queue からのメッセージを読み取ります。 システムソフトウェアは未処
理の応答の追跡を継続し、応答が返されるとそれを対応する要求と一致させます。 また、シス
テムソフトウェアは、Get Message コマンドへの応答を解釈するために、特定のチャネルに
割り当てられているプロトコルも追跡し続ける必要があります。

Keyboard Controller Style のインターフェイス
Keyboard Controller Style（KCS）は、サポートされている MC と SMS 間のインターフェイス
の 1 つです。 KCS インターフェイスは、SMS メッセージに対して単独で指定されます。
KCS インターフェイスは、ポーリングされた操作をサポートします。 実装では、OBF フラグ
によって駆動される割り込みをオプションで提供できますが、ドライバーソフトウェアがポー
リング方法でインターフェイスを使用することの妨げとならないようにしなければなりませ
ん。 これによってソフトウェアはポーリングされた動作をデフォルトとすることができます。
また、ソフトウェアは、割り込みサポートのタイプを決定するまで、KCS インターフェイスを
ポーリングされたモードで使用することもできます。 このような割り込みを割り当てて、有効
化する方法は、この仕様では取り上げません。

KCS インターフェイス/MC LUN
LUN 00b は、通常、KCS インターフェイスを介した MC に対するすべてのメッセージに使用
されます。 LUN 10b は、Receive Message Queue の使用に予約されており、MC にコマンド
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を送信するために使用することができません。 なお、Send Message コマンドにカプセル化
されたメッセージはカプセル化された部分のあらゆる LUN を使用できます。

KCS インターフェイス ―MC 要求メッセージフォーマット
要求メッセージは、KCS インターフェイスを通じた書き込み転送を使用してシステムソフト
ウェアから MC に送信されます。 メッセージのバイトは以下のフォーマットの仕様に合わせ
て分類されます。
図 7 KCS インターフェイス/MC 要求メッセージフォーマット

ここで、
LUN

これは、同一の物理インターフェイスの背後にある異なる LUN にメッセージをルーティング可能に
するサブアドレスです。 LUN フィールドは、メッセージの最初のバイトの最下位 2 ビットを占有し
ます。

NetFN

KCS インターフェイスを介して MC が受信するメッセージの機能ルーティングの最初のレベルを提
供します。 NetFn フィールドは、メッセージの最初のバイトの最上位 6 ビットを占有します。 偶数
の NetFn 値は MC への要求に使用され、奇数の NetFn 値は MC からの応答で戻されます。

Cmd

このメッセージバイトは、指定されたネットワーク機能の下で実行される操作を指定します。

データ
（Data）

特定のコマンドで必要とされるデータのゼロ以上のバイト。 一般的規則としてはまず、LS-byte デー
タを渡すことになりますが、個々のコマンドの仕様を確認してください。

MC-KCS インターフェイス応答メッセージのフォーマット
応答メッセージは、KCS インターフェイスを介した MC からシステムソフトウェアへの読み
取り転送です。 データを返す必要がある場合は、MC は KCS インターフェイスを介してのみ
応答を返します。 メッセージのバイトは以下のフォーマットの仕様に合わせて分類されます。

ここで、
LUN

要求メッセージに渡された LUN を返します。

NetFn

要求メッセージに渡された NetFn コードの戻り値。 ただし、奇数の NetFn 値が返されます。

Cmd

要求メッセージに渡された Cmd コードの戻り値。

完了コード

要求が正常に完了したかどうかを示します。

データ
（Data）

0 バイト以上のデータ データが返されるかどうかに関係になく、MC は常に要求を受信したこと
を知らせるために応答を返します。

LAN インターフェイス
LAN インターフェイスの仕様では、RMCP（Remote Management Control Protocol）パケット
データグラムにカプセル化された MC との間で IPMI メッセージを送受信する方法を定義しま
す。 この機能は、LAN-over-IPMI とも呼ばれます。 IPMI では、IP アドレスや他のオプション
の設定を目的に関連付けられた LAN 固有の構成インターフェイスや、IPMI ベースのシステム
を発見するためのコマンドも定義します。
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DMTF（Distributed Management Task Force）は、RMCP フォーマットを指定します。 この
パケットフォーマットが DMTF の ASF（Alert Standard Forum）仕様を介した非 IPMI メッセー
ジングにも使用されます。 RMCP パケットフォーマットを使用することで、IPMI ベースのシ
ステムと ASF ベースのシステムの両方を含む環境で動作する管理アプリケーション間の共通
性をさらに向上させることができます。
IPMI v2.0 では、集合的に RMCP+ と呼ばれ RMCP パケットの IPMI 固有の部分で定義される
拡張パケットフォーマットと機能を定義します。 RMCP+ では、ASF 2.0 仕様に使用されたメ
カニズムと密接に整合している認証アルゴリズムを使用しています。 さらに、RMCP+ はデー
タの機密性（暗号化）とペイロード機能を追加します。 iLO では、LAN インターフェイス用に
IPMI v2.0/RMCP+ が実装されています。

RMCP（Remote Management and Control Protocol）
DMTF（Distributed Management Task Force）は、OS が起動する前および後の管理をサポー
トするための RMCP を定義しています。 RCMP は、UDP データグラムを使用して配信できる
単純な要求応答プロトコルです。 IPMI-over-LAN では、RMCP プロトコルとパケットフォー
マットのバージョン 1 を使用します。
RMCP には、IPMI メッセージクラスなど、RMCP メッセージパケットに組み込むことができ
るメッセージクラスを示すフィールドが含まれます。 他のメッセージクラスは ASF と OEM
です。
IPMI LAN 実装では、ネットワーク上の IPMI 管理対象システムの検出をサポートする、ASF ク
ラスの Ping と Pong メッセージも使用することができます。

RMCP ポート番号
RMCP では、UDP の下にある 2 つの有名なポートを使用します。 「RMCP ポート番号」
(203 ページ) では、これらのポートについて説明し、その使用をまとめます。
表 152 RMCP ポート番号
ポート番号

名前

説明

623
（26Fh）

Aux バスの分岐（プ プライマリ RMCP ポート — RMCP 仕様に準拠するためにこのポートと必要
ライマリ RMCP ポー な RMCP メッセージを提供する必要があります。
ト）
このポートでサポートする必要のある一連の必須メッセージがあります。 こ
れらのメッセージは、システムソフトウェアが RMCP サポートを持つシステ
ムを検出できるように常に暗号化されずに送信されます。

664
（298h）

安全な Aux バス（セ セカンダリ RMCP ポートまたセキュアポートと呼ばれ、送信する暗号化され
カンダリ RMCP ポー ていないパケットが同じポートから転送されないようにするために、アルゴ
ト）
リズムまたは仕様を使用してパケットを暗号化する必要がある場合にのみ使
用します。 検出するには、暗号化されていない RMCP Ping/Pong パケット
で送信する必要があるため、暗号化された転送にはセカンダリポートが使用
され、プライマリポートは引き続き暗号化されていないパケットをサポート
します。
RMCP 仕様に準拠するために、このポートを使用する実装では、引き続きプ
ライマリ RMCP ポート、およびそのポート上の必須メッセージをサポートす
る必要があります。
この仕様の共通の IPMI メッセージングプロトコルと認証メカニズムでは、
RMCP レベルでは暗号化パケットを使用しません（IPMI の暗号化パケット
は IPMI メッセージクラスの下に定義されます）。そのため、IPMI メッセー
ジングではセカンダリポートを使用する必要はありません。

RMCP メッセージフォーマット
RMCP メッセージには、Data/Normal RMCP メッセージと RMCP 肯定応答メッセージの 2 種
類があります。 Data メッセージと ACK メッセージは、メッセージフィールドのクラスの ACK/
ノーマルビットで区別されます。
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表 153 RMCP メッセージフォーマット
バイト単位の
サイズ

説明

バージョン

1

06h = RMCP バージョン 1.0

予約済み

1

00h

Sequence Number

1

それぞれ異なります。テキストを参照

メッセージのクラス

1

このフィールドは、このヘッダー以下のメッセージのフォームを識別し
ます。 クラス ASF（6）のメッセージはすべてこの仕様で定義された
フォーマットに準拠し、OEM IANA 経由で拡張できます。

フィールド
RMCP ヘッダー

7 ビット RMCP ラック
0 — 通常の RMCP メッセージ
1 — RMCP ACK メッセージ
ビット 6:5 予約済み
ビット 4:0 メッセージクラス
0–5 = 予約済み
6 = ASF
7 = IPMI
8 = 定義済み OEM
その他すべて = 予約済み
RMCP データ
データ（Data）

変数

メッセージのデータに基づくクラス

次の表は、ACK/Normal ビットとメッセージクラスを組み合わせて RMCP の下のメッセージの
タイプを識別する方法、および関連付けられたメッセージデータのフォーマットを定義する仕
様を示しています。
表 154 RMCP 下のメッセージタイプの決定
メッセージの
ACK/Normal ビット クラス

メッセージの
タイプ

ACK

ASF

RMCP ACK

データなし。 メッセージには、RMCP の見出しと、最後に
受信したメッセージからのシーケンス番号が含まれます。

ACK

その他すべて

未定義

許可されていません

normal

ASF

ASF メッセー ASF 仕様に準拠
ジ

normal

OEM

RMCP 下の
バイト:3 = OEM IANA
OEM メッセー
バイト 4:N = OEM メッセージデータ（OEM IANA フィール
ジ
ド値によって特定された製造者または組織が定義）

normal

IPMI

IPMI メッセー この仕様に準拠
ジ

メッセージのデータ

SOL（Serial Over LAN）
SOL は、IPMI セッションを介したベースボードシリアルコントローラートラフィックのリダ
イレクションの名前です。 これによって、MC への接続を介した非同期のシリアルベースの
OS とプレ OS の通信が可能になります。 SOL を使用すると、リモートコンソールのユーザー
に、IPMI LAN セッションを介してシリアルテキストベースのアプリケーションと対話する手
段を提供できます。 単一のリモートコンソールアプリケーションでは、SOL を使用して IPMI
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プラットフォーム管理への LAN アクセス、および統一されたユーザーインターフェイスの下
でのシリアルテキストリダイレクションを同時に提供できます。 SOL は、IPMI v2.0 RMCP+
プロトコルの下のペイロードタイプとして実装されます。 SOL に対するアクセス特権は、IPMI
管理に使用される同じユーザー構成インターフェイスの下で管理されます。 これによって、構
成ソフトウェア、リモート管理アプリケーション、およびプラットフォームのコンフィグレー
ションユーティリティの作成が簡素化されます。

SOL（Serial Over LAN） 205

7 サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス
•

ライブアシスタンスを受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide」に移動します。
www.hpe.com/assistance（英語）

•

ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポー
トセンターの Web サイトに移動します。
www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報
•

テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

•

製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

•

オペレーティングシステム名およびバージョン

•

ファームウェアバージョン

•

エラーメッセージ

•

製品固有のレポートおよびログ

•

アドオン製品またはコンポーネント

•

他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス
•

一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップ
デートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。 製品のドキュメントを確認し、
推奨されるソフトウェアアップデートの方法を特定します。

•

製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

◦

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

Software Depot の Web サイト：
www.hpe.com/support/softwaredepot（英語）

•

お客様の権利付与情報を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファ
イルにリンクしたりするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More
Information on Access to Support Materials] ページに移動します。
www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials（英語）
重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンターからアクセスするときに製品の権利付与情報が必要になる場合があります。 関連す
る権利付与情報を使って HP パスポートをセットアップしておく必要があります。
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Hewlett Packard Enterprise 製品販売店
最寄りの Hewlett Packard Enterprise 製品販売店は、次の方法で調べることができます。
•

米国内の場合は、「Hewlett Packard Enterprise U.S. Service Locator」の Web サイトを参
照してください。
http://www.hpe.com/support/service_locator

•

他の地域では、「Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide」の Web サイトを参照し
てください。
http://www.hpe.com/contact

関連情報
ドキュメント
•

『HPE Moonshot ドキュメンテーションの概要』

•

『HPE Moonshot 構成および互換性ガイド』

•

『HPE Moonshot 1500 シャーシセットアップ/インストレーションガイド』

•

『HPE Moonshot 1500 Chassis Maintenance and Service Guide』

•

『重要なセットアップ情報のご紹介』

•

『HPE Moonshot トラブルシューティングガイド』

•

『Safety, Compliance, and Warranty Information』

•

『HPE Moonshot iLO Chassis Management Firmware ユーザーガイド』

•

『HPE Moonshot Component Pack リリースノート』

これらのマニュアルは、次の Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに掲載されています。
http://www.hpe.com/jp/servers/ilo

Web サイト
•

HPE iLO の Web サイト：
http://www.hpe.com/jp/servers/ilo

•

Intel IPMI 仕様の Web サイト：
http://www.intel.com/design/servers/ipmi/tools.htm

Web サイト
Web サイト

リンク

Hewlett Packard Enterprise Information Library

www.hpe.com/info/enterprise/docs（英語）

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

www.hpe.com/support/hpesc

Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

www.hpe.com/assistance（英語）

サブスクリプションサービス/サポートのアラート

www.hpe.com/support/e-updates-ja

Software Depot

www.hpe.com/support/softwaredepot（英語）

カスタマーセルフリペア

www.hpe.com/support/selfrepair

Insight Remote Support

www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs（英
語）
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Web サイト

リンク

HP-UX 用の Serviceguard ソリューション

www.hpe.com/info/hpux-serviceguard-docs（英語）

Single Point of Connectivity Knowledge（SPOCK）のス www.hpe.com/storage/spock（英語）
トレージ互換性マトリックス
ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート

www.hpe.com/storage/whitepapers（英語）

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品
をお客様ご自身で修理することができます。 CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様の
ご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。 一部の部品は CSR の対象になりませ
ん。 Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かど
うかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただ
けます。 リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベ
ントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製
品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。 ご使用のデバイスをリ
モートサポートに登録することを強くおすすめします。
デバイスサポートについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs（英語）
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A コマンドの割り当て
コマンド割り当てのリファレンス
この仕様で定義されているコマンド、および特定のコマンドを実行するために必要な最小権限
レベルを以下に一覧します。 さらに、以下が適用されます。
•

特に断りがなければ、システムインターフェイスや IPMB などの未承認の、セッションな
しのインターフェイスはあらゆる IPMI コマンドをサポートできます。

•

OEM コマンド（NetFn = OEM、OEM/Group）の特権レベルの要件は、対応する製造者 ID
によって識別される OEM によって指定されます。

•

なお、Send Message コマンドと Master Write-Read コマンドは、User 特権レベル
では使用できません。ただし、Send Message コマンドを使用してシステムインターフェ
イスにメッセージを配信することは可能です。 これは、これらのコマンドによって、
IPMB、ICMB、プライベート管理バス、および PCI 管理バスへのフィルター処理されない
アクセスが可能になるためです。これによって、別のユーザーがこれらのコマンドを使用
して他のコントローラーにコマンドを送信したり、これらのバス上の非インテリジェント
デバイスに書き込んだりできる可能性があります。 そのため、User は MC が直接管理す
る FRU とセンサーのみを読み取ることができます。 さらに FRU には Master
Write-Read コマンドからではなく、Read FRU コマンドからのみアクセスしなければな
りません。

•

Send Message コマンドを使用すると、メッセージをユーザー特権レベルでシステムイ
ンターフェイスに配信できます。 特権レベルを決定し、Receive Message Queue を介し
て受信されたメッセージに追加の制限を設けるかどうかはシステムソフトウェアに依存し
ます。 これは、メッセージに関連付けられたセッションハンドル、および Get Session
Info コマンドを使用してユーザーが操作している特権レベルを検索することで達成でき
ます。 また、ソフトウェアでは、Get Channel Access コマンドと Get User Access
コマンドからの情報を使用してチャネルとユーザーに対する制限をチェックし、特定のコ
マンドをシステムソフトウェアに配信するために十分な特権を特定のユーザーが持つかど
うかを決定することもできます。
特に断りがなければ、サポートされている場合、一覧された IPMI コマンドには LUN 00b 経由
でアクセスできるはずです。

表 155 (210 ページ)のキー
•

b = MC のみが生成するコマンドで、セッションが確立される前に送信できます。

•

b1 = MC のみが生成するコマンドで、セッションのないチャネルに、またはアクティブな
セッションを持つチャネルにのみ配信できます。

•

b2 = MC のみが生成するコマンドで、シリアルポートの共有が使用されている場合にシリ
アルチャネルに送信でき、SOL ペイロードをアクティブ化することでシリアルセッション
が終了されます。

•

b3 = MC のみが生成するコマンドで、セッションのないチャネルにのみ配信できます。

•

p = あらゆる権限レベルで動作し、確立されているセッションの前に送信できます。

•

s = システムインターフェイスのみを介して実行できるコマンド

•

X = 特定の権限レベル以上でサポートされています

•

I = ローカルインターフェイスのみから実行できるコマンド（例： IPMB、SMBus、PCI 管
理バス、またはシステムインターフェイス）

•

C = コールバック権限

•

U = ユーザー権限のレベル

•

O = オペレーター権限のレベル

•

A = 管理者権限のレベル
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•

App = アプリケーションネットワークファンクションコード

•

S/E = センサー/イベントネットワークファンクションコード

•

- = 予約済み/割り当て解除、または OEM 指定

表 155 iLO のコマンド番号割り当ておよび権限レベル
NetFn

CMD C U O A

IPM デバイスの「グローバル」なコマンド
Get Device ID

App

01h

Broadcast ‘Get Device ID’

App

01h

Cold Reset

App

02h

X

Warm Reset

App

03h

X

Get Self Test Results

App

04h

X

Get ACPI Power State

App

07h

X

1

X
I

I

I

I

MC ウォッチドッグタイマーのコマンド
Reset Watchdog Timer

App

22h

X

Set Watchdog Timer

App

24h

X

Get Watchdog Timer

App

25h

X

MC デバイスとメッセージングのコマンド
Set BMC Global Enables

App

2Eh

s

Get BMC Global Enables

App

2Fh

Clear Message Flags

App

30h

s

Get Message Flags

App

31h

Enable Message Channel Receive

App

Get Message

App

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

32h

s

s

s

s

33h

s

s

s

s

X

2

Send Message

App

34h

X X

Get System GUID

App

37h

p p p

Set System Info Parameters

App

58h

Get System Info Parameters

App

59h

X

Set Session Privilege Level

App

3Bh

X

Close Session

App

3Ch

Get Session Info

App

3Dh

Get AuthCode

App

3Fh

Set Channel Access

App

40h

Get Channel Access

App

41h

X

Get Channel Info

App

42h

X

Set User Access

App

43h

Get User Access

App

44h

Set User Name

App

45h
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3

3

3

3

p

X

4

5

X

X
X
X

X
X
X

表 155 iLO のコマンド番号割り当ておよび権限レベル
(続き)
NetFn

CMD C U O A

Get User Name

App

46h

Set User Password

App

47h

X

Activate Payload

App

48h

X 1[0] 1
[0] 1
[0]

Deactivate Payload

App

49h

X 1[0] 1
[0] 1
[0]

Get Payload Activation Status

App

4Ah

X

ペイロードインスタンス情報を取得 App
します。

4Bh

X

ペイロードのユーザーアクセスを設 App
定します。

4Ch

ペイロードのユーザーアクセスを取 App
得します。

4Dh

チャネルペイロードサポートを取得 App
します。

4Eh

X

チャネルペイロードバージョンを取 App
得します。

4 fh

X

マスターの書き込みと読み取り

App

52h

X

Get Channel Cipher Suites

App

54h

p p p

X

5
5

X
X

p

9

Suspend/Resume Payload
Encryption

App

55h

X

Set Channel Security Keys

App

56h

Get System Interface Capabilities

App

57h

X

Get Chassis Capabilities

Chassis 00h

X

Get Chassis Status

Chassis 01h

X

Chassis Control

Chassis 02h

X

Chassis Identify

Chassis 04h

X

Set Power Restore Policy

Chassis 06h

X

Set System Boot Options

Chassis 08h

X

Get System Boot Options

Chassis 09h

X

unassigned

Chassis 0Ch
～
0Eh

Get POH Counter

Chassis 0Fh

X

シャーシデバイスのコマンド

6

-

-

-

-

X

イベントのコマンド
Set Event Receiver

S/E

00h

Get Event Receiver

S/E

01h

Platform Event（つまり「イベント
メッセージ」）

S/E

02h

X
X
X

コマンド割り当てのリファレンス

211

表 155 iLO のコマンド番号割り当ておよび権限レベル
(続き)

unassigned

NetFn

CMD C U O A

S/E

03h- -

-

-

-

0Fh
センサーデバイスのコマンド
Get Device SDR Info

S/E

20h

I

I

I

I

Get Device SDR

S/E

21h

I

I

I

I

S/E

2Dh

X

Get FRU Inventory Area Info

スト
レージ

10h

X

Read FRU Data

スト
レージ

11h

X

Write FRU Data

スト
レージ

12h

Get SDR Repository Info

スト
レージ

20h

X

Get SDR Repository Allocation Info

スト
レージ

21h

X

Reserve SDR Repository

スト
レージ

22h

X

Get SDR

スト
レージ

23h

X

Add SDR

スト
レージ

24h

X

Delete SDR

スト
レージ

26h

X

Clear SDR Repository

スト
レージ

27h

X

Run Initialization Agent

スト
レージ

2Ch

X

Get SEL Info

スト
レージ

40h

X

Reserve SEL

スト
レージ

42h

X

Get SEL Entry

スト
レージ

43h

X

Add SEL Entry

スト
レージ

44h

X

Clear SEL

スト
レージ

47h

X

Reserve Device SDR Repository
Get Sensor Reading
FRU デバイスのコマンド

X

SDR デバイスのコマンド

SEL デバイスのコマンド
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表 155 iLO のコマンド番号割り当ておよび権限レベル
(続き)
NetFn

CMD C U O A

Get SEL Time

スト
レージ

48h

Set SEL Time

スト
レージ

49h

Set LAN Configuration Parameters

トラン
スポー
ト

01h

Get LAN Configuration Parameters

トラン
スポー
ト

02h

Set SOL Configuration Parameters

トラン
スポー
ト

21h

Get SOL Configuration Parameters

トラン
スポー
ト

22h

X

Get DCMI Capability Info

DCGRP 01h
（2ch）

X

Get Asset Tag

DCGRP 06h
（2ch）

X

Get DCMI Sensor Info

DCGRP 07h
（2ch）

X

Set Asset Tag

DCGRP 08h
（2ch）

X

Get Controller ID String

DCGRP 09h
（2ch）

Set Controller ID String

DCGRP 0Ah
（2ch）

X
X

LAN デバイスのコマンド
X

X

シリアル/モデムデバイスのコマンド
X

DCMI 固有

X
X

PICMG 固有
Get PICMG Properties

PICMG 00h
（00h）

X

Get Address Info

PICMG 01h
（00h）

X

FRU Inventory Device Lock Control

PICMG 1Fh
（00h）

X

1

このコマンドは、IPMB 上のブロードキャスト形式を使用して送信されます。 詳細について
は、コマンドの説明を参照してください。
2
User は Send Message コマンドを使用してメッセージをシステムソフトウェアに配信でき
ますが、そのコマンドを使用して他のチャネルにアクセスするには、Operator の権限が必要で
す。
3
コマンドは、認証済みのチャネルに対してのみ適用されます。
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4

ユーザーが User の最大権限制限を持っていても、これは事実上何も実行しません。コマンド
を使用して操作権限レベルをより高い値に変更することはできないためです。
5
Callback、User、または Operator で動作するセッションでは、このコマンドを使用してそれ
ぞれのセッションのみを終了できます。 管理者やシステムソフトウェアは、このコマンドを使
用してすべてのセッションを終了できます。
6
このコマンドには、Administrator の権限レベルでのみ設定できるビットがあります。
7

コマンドは、User レベルを除くすべてのレベルで利用できます。

8

コマンドの仕様については、[ICMB] 仕様を参照してください。

9

Suspend/Resume Payload Encryption コマンドは、暗号化の使用を強制する特定のペイロー
ドタイプの構成オプションで上書きされる場合があります。 この場合、通常は構成を変更する
ために Admin レベルのコマンドが必要となります。
10
特定のペイロードタイプに対する構成パラメーターによって、ペイロードをアクティブ化ま
たは非アクティブ化するために必要な権限レベルが決まります。
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例 8 fru print -v コマンドの使用例
root@MFIKE-LX:~# ipmitool -I lanplus -H 15.214.36.129 -U admin -P admin123 fru print -v
FRU Device Description : Builtin FRU Device (ID 0)
Board Mfg Date
: Tue Dec 31 16:00:00 2013
Board Mfg
: HP
Board Product
: ProLiant SL4540 Gen8
Board Serial
: MemErrorSerNbr
Board Part Number
:
Product Manufacturer : HP
Product Name
: ProLiant SL4540 Gen8
Product Part Number
:
Product Serial
: MemErrorSerNbr
FRU Device Description
Product Manufacturer
Product Name
Product Part Number

:
:
:
:

BMC CONTROLLER (ID 238)
HP
BMC CONTROLLER
iLO 4

FRU Device Description
Product Manufacturer
Product Name
Product Part Number
Product Version

:
:
:
:
:

MB BIOS (ID 239)
HP
SYSTEM BIOS
P74
11/01/2014

FRU Device Description : CPU 1 (ID 16)
Product Manufacturer : Intel
Product Name
: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GHz
FRU Device Description : CPU 2 (ID 17)
Product Manufacturer : Intel
Product Name
: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 0 @ 2.10GHz
FRU Device Description
Memory Type
SDRAM Capacity
Memory Banks
Primary Bus Width
SDRAM Device Width
Number of Ranks
Memory size
1.5 V Nominal Op
1.35 V Nominal Op
1.2X V Nominal Op
Error Detect/Cor
Manufacturer
Manufacture Date
Serial Number
Part Number
SPD
92
69
80
00
00
00
00
00
48
20
49
48
11
01
f2
01

DATA (256 bytes)
10 0b 01 03 1a 02
78 69 30 69 11 20
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
04 b3 21 00 00 50
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 54
4d 54 33 35 31 52
20 54 33 00 54 00
30 32 00 01 03 02
50 54 00 e4 73 82
03 4d 65 6d 45 72
00 04 01 00 00 00
ff ff ff ff ff 00
00 00 00 ff ff ff

00
89
00
00
55
00
00
01
37
54
04
10
72
12
e1
ff

FRU Device Description
Memory Type
SDRAM Capacity
Memory Banks
Primary Bus Width
SDRAM Device Width
Number of Ranks
Memory size
1.5 V Nominal Op
1.35 V Nominal Op
1.2X V Nominal Op
Error Detect/Cor
Manufacturer
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CPU 1 DIMM 4 (ID 110)
DDR3 SDRAM
2048 MB
3 (8 Banks)
64 bits
4 bits
1
4096 MB
Yes
No
Yes
8 bits
Hewlett-Packard
year 11 week 39
0d43e3b4
HMT351R7BFR4A-H9 T
0b
00
00
00
00
00
00
11
42
4e
02
00
6f
00
1b
ff

52
05
00
00
00
00
00
39
46
31
02
00
72
ff
ff
ff

01
3c
00
00
00
00
00
0d
52
41
00
00
53
00
ff
ff

08
3c
00
00
00
00
00
43
34
51
04
00
65
00
ff
ff

0c
00
00
0f
00
00
00
e3
41
34
00
00
0e
00
ff
ff

00
f0
00
11
00
00
00
b4
2d
31
00
00
11
00
ff
ff

3c
83
00
02
00
00
00
ed
48
35
00
24
07
ec
ff
00

00
05
00
05
00
00
00
51
39
30
00
0e
c7
18
f2
00

CPU 1 DIMM 6 (ID 111)
DDR3 SDRAM
2048 MB
3 (8 Banks)
64 bits
4 bits
1
4096 MB
Yes
No
Yes
8 bits
Hewlett-Packard

Manufacture Date
Serial Number
Part Number
SPD
92
69
80
00
00
00
00
00
48
20
49
48
11
ff
ff
00

DATA (256 bytes)
10 0b 01 03 1a 02
78 69 30 69 11 20
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
04 b3 21 00 00 50
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 54
4d 54 33 35 31 52
20 54 33 00 54 00
30 32 00 01 03 02
50 54 00 29 87 4e
03 ff ff ff ff ff
ff ff 00 00 00 00
ff ff ff ff ff ff
00 00 00 ff ff ff

: year 11 week 39
: 0d53e3a6
: HMT351R7BFR4A-H9
00
89
00
00
55
00
00
01
37
54
04
22
ff
ff
ff
ff

FRU Device Description
Memory Type
SDRAM Capacity
Memory Banks
Primary Bus Width
SDRAM Device Width
Number of Ranks
Memory size
1.5 V Nominal Op
1.35 V Nominal Op
1.2X V Nominal Op
Error Detect/Cor
Manufacturer
Manufacture Date
Serial Number
Part Number
SPD
92
69
80
00
00
00
00
00
48
20
49
48
11
ff
ff
00

DATA (256 bytes)
10 0b 01 03 1a 02
78 69 30 69 11 20
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
04 b3 21 00 00 50
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 54
4d 54 33 35 31 52
20 54 33 00 54 00
30 32 00 01 03 02
50 54 00 b5 8f a2
03 ff ff ff ff ff
ff ff 00 00 00 00
ff ff ff ff ff ff
00 00 00 ff ff ff

00
89
00
00
55
00
00
01
37
54
04
23
ff
ff
ff
ff

FRU Device Description
Memory Type
SDRAM Capacity
Memory Banks
Primary Bus Width
SDRAM Device Width
Number of Ranks
Memory size
1.5 V Nominal Op
1.35 V Nominal Op
1.2X V Nominal Op
Error Detect/Cor
Manufacturer
Manufacture Date
Serial Number
Part Number
SPD
92
69
80
00
00
00

DATA (256 bytes)
10 0b 01 03 1a 02
78 69 30 69 11 20
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
04 b3 21 00 00 50
00 00 00 00 00 00

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

00
89
00
00
55
00

0b
00
00
00
00
00
00
11
42
4e
02
00
ff
ff
ff
ff

52
05
00
00
00
00
00
39
46
31
02
00
ff
ff
ff
ff

01
3c
00
00
00
00
00
0d
52
41
00
00
ff
00
ff
ff

08
3c
00
00
00
00
00
53
34
51
04
00
ff
00
ff
ff

0c
00
00
0f
00
00
00
e3
41
34
00
00
ff
00
ff
ff

00
f0
00
11
00
00
00
a6
2d
31
00
00
ff
00
ff
ff

T
3c
83
00
02
00
00
00
ed
48
35
00
24
ff
ff
ff
00

00
05
00
05
00
00
00
51
39
30
00
0e
ff
ff
ff
00

CPU 2 DIMM 4 (ID 112)
DDR3 SDRAM
2048 MB
3 (8 Banks)
64 bits
4 bits
1
4096 MB
Yes
No
Yes
8 bits
Hewlett-Packard
year 11 week 39
0d43e3cf
HMT351R7BFR4A-H9 T
0b
00
00
00
00
00
00
11
42
4e
02
00
ff
ff
ff
ff

52
05
00
00
00
00
00
39
46
31
02
00
ff
ff
ff
ff

01
3c
00
00
00
00
00
0d
52
41
00
00
ff
00
ff
ff

08
3c
00
00
00
00
00
43
34
51
04
00
ff
00
ff
ff

0c
00
00
0f
00
00
00
e3
41
34
00
00
ff
00
ff
ff

00
f0
00
11
00
00
00
cf
2d
31
00
00
ff
00
ff
ff

3c
83
00
02
00
00
00
ed
48
35
00
24
ff
ff
ff
00

00
05
00
05
00
00
00
51
39
30
00
0e
ff
ff
ff
00

CPU 2 DIMM 6 (ID 113)
DDR3 SDRAM
2048 MB
3 (8 Banks)
64 bits
4 bits
1
4096 MB
Yes
No
Yes
8 bits
Hewlett-Packard
year 11 week 39
0d83e3d0
HMT351R7BFR4A-H9 T
0b
00
00
00
00
00

52
05
00
00
00
00

01
3c
00
00
00
00

08
3c
00
00
00
00

0c
00
00
0f
00
00

00
f0
00
11
00
00

3c
83
00
02
00
00

00
05
00
05
00
00
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00
00
48
20
49
48
11
ff
ff
00

00
00
4d
20
30
50
03
ff
ff
00

00
00
54
54
32
54
ff
ff
ff
00

00
00
33
33
00
00
ff
00
ff
00

00
00
35
00
01
4e
ff
00
ff
ff

00
00
31
54
03
c8
ff
00
ff
ff

00
54
52
00
02
61
ff
00
ff
ff

00
01
37
54
04
fe
ff
ff
ff
ff

00
11
42
4e
02
00
ff
ff
ff
ff

00
39
46
31
02
00
ff
ff
ff
ff

00
0d
52
41
00
00
ff
00
ff
ff

00
83
34
51
04
00
ff
00
ff
ff

00
e3
41
34
00
00
ff
00
ff
ff

00
d0
2d
31
00
00
ff
00
ff
ff

00
ed
48
35
00
24
ff
ff
ff
00

00
51
39
30
00
0e
ff
ff
ff
00

FRU Device Description : ChasMgmtCtlr1
Unknown FRU header version 0x00
FRU Device Description :
Board Mfg Date
:
Board Part Number
:
Board FRU ID
:
Product Manufacturer :
Product Name
:
Product Part Number
:
Product Version
:
Product Serial
:
Power Supply Record
Capacity
Peak VA
Inrush Current
Inrush Interval
Input Voltage Range 1
Input Voltage Range 2
Input Frequency Range
A/C Dropout Tolerance
Flags
Peak capacity
Peak capacity holdup
Combined capacity
DC Output Record
Output Number
Standby power
Nominal voltage
Max negative deviation
Max positive deviation
Ripple and noise pk-pk
Minimum current draw
Maximum current draw
DC Output Record
Output Number
Standby power
Nominal voltage
Max negative deviation
Max positive deviation
Ripple and noise pk-pk
Minimum current draw
Maximum current draw

PsMgmtCtlr1
Sat Oct 29 06:39:00 2011
660183-001
04/21/11
HP 0
HP POWER SUPPLY
656363-B21
01
5BXRB0B4D1L0TJ

FRU Device Description :
Board Mfg Date
:
Board Part Number
:
Board FRU ID
:
Product Manufacturer :
Product Name
:
Product Part Number
:
Product Version
:
Product Serial
:
Power Supply Record
Capacity
Peak VA
Inrush Current
Inrush Interval
Input Voltage Range 1
Input Voltage Range 2
Input Frequency Range
A/C Dropout Tolerance
Flags
Peak capacity
Peak capacity holdup
Combined capacity
DC Output Record
Output Number
Standby power
Nominal voltage

PsMgmtCtlr2
Tue Oct 30 11:53:00 2012
660183-001
04/21/11
HP 2
HP POWER SUPPLY
656363-B21
03
5BXRF0BLL3X4KU
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

750 W
900 VA
30 A
5 ms
90-132 V
180-264 V
47-63 Hz
10 ms
'Power factor correction' 'Hot swap'
900 W
1 s
not specified

:
:
:
:
:
:
:
:

1
No
12.30 V
11.60 V
12.60 V
120 mV
0.100 A
6.250 A

:
:
:
:
:
:
:
:

2
Yes
12.00 V
10.80 V
13.20 V
120 mV
0.000 A
0.250 A

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

750 W
900 VA
30 A
5 ms
90-132 V
180-264 V
47-63 Hz
10 ms
'Power factor correction' 'Hot swap'
900 W
1 s
not specified

: 1
: No
: 12.30 V

Max negative deviation
Max positive deviation
Ripple and noise pk-pk
Minimum current draw
Maximum current draw
DC Output Record
Output Number
Standby power
Nominal voltage
Max negative deviation
Max positive deviation
Ripple and noise pk-pk
Minimum current draw
Maximum current draw

:
:
:
:
:

11.60 V
12.60 V
120 mV
0.100 A
6.250 A

:
:
:
:
:
:
:
:

2
Yes
12.00 V
10.80 V
13.20 V
120 mV
0.000 A
0.250 A

FRU Device Description : PsMgmtCtlr3
Device not present (Destination unavailable)
FRU Device Description :
Board Mfg Date
:
Board Part Number
:
Board FRU ID
:
Product Manufacturer :
Product Name
:
Product Part Number
:
Product Version
:
Product Serial
:
Power Supply Record
Capacity
Peak VA
Inrush Current
Inrush Interval
Input Voltage Range 1
Input Voltage Range 2
Input Frequency Range
A/C Dropout Tolerance
Flags
Peak capacity
Peak capacity holdup
Combined capacity
DC Output Record
Output Number
Standby power
Nominal voltage
Max negative deviation
Max positive deviation
Ripple and noise pk-pk
Minimum current draw
Maximum current draw
DC Output Record
Output Number
Standby power
Nominal voltage
Max negative deviation
Max positive deviation
Ripple and noise pk-pk
Minimum current draw
Maximum current draw

PsMgmtCtlr4
Sat Oct 29 06:40:00 2011
660183-001
04/21/11
HP 0
HP POWER SUPPLY
656363-B21
01
5BXRB0B4D1L0TN
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

750 W
900 VA
30 A
5 ms
90-132 V
180-264 V
47-63 Hz
10 ms
'Power factor correction' 'Hot swap'
900 W
1 s
not specified

:
:
:
:
:
:
:
:

1
No
12.30 V
11.60 V
12.60 V
120 mV
0.100 A
6.250 A

:
:
:
:
:
:
:
:

2
Yes
12.00 V
10.80 V
13.20 V
120 mV
0.000 A
0.250 A

root@MFIKE-LX:~#
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例 9 sdr list all -v コマンドの使用例
root@MFIKE-LX:~# ipmitool -I lanplus -H 15.214.36.129 -U admin -P admin123 sdr list all -v
Sensor ID
: UID Light (0x1)
Entity ID
: 7.1 (System Board)
Sensor Type (Discrete): Unknown (0xC0) (0xc0)
Sensor Reading
: 0h
Event Message Control : Global Disable Only
OEM
: 1
Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
OEM
:

Health LED (0x2)
7.1 (System Board)
Unknown (0xC0) (0xc0)
0h
Global Disable Only
1

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

01-Inlet Ambient (0x3)
64.1 (Air Inlet)
: Temperature (0x01)
21 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

02-CPU 1 (0x4)
65.1 (Processor)
: Temperature (0x01)
40 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
70.000
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

03-CPU 2 (0x5)
65.2 (Processor)
: Temperature (0x01)
40 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
70.000
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

04-DIMM P1 1-3 (0x6)
32.1 (Memory Device)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr

ucr unr
ucr+ unr+

ucr
ucr+

ucr
ucr+

ucr
ucr+

Sensor ID
: 05-DIMM P1 4-6 (0x7)
Entity ID
: 32.2 (Memory Device)
Sensor Type (Threshold) : Temperature (0x01)
Sensor Reading
: 26 (+/- 0) degrees C
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Status
Positive Hysteresis
Negative Hysteresis
Minimum sensor range
Maximum sensor range
Event Message Control
Readable Thresholds
Settable Thresholds
Threshold Read Mask
Assertions Enabled

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr
ucr
ucr+

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

06-DIMM P2 1-3 (0x8)
32.3 (Memory Device)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

07-DIMM P2 4-6 (0x9)
32.4 (Memory Device)
: Temperature (0x01)
22 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

08-HD Max (0xa)
4.1 (Disk or Disk Bay)
: Temperature (0x01)
35 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
35.000
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

09-Chipset (0xb)
66.1 (Baseboard/Main System Board)
: Temperature (0x01)
44 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:

10-VR P1 (0xc)
19.2 (Power Unit)
: Temperature (0x01)
28 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

ucr
ucr+

ucr
ucr+

ucr

ucr
ucr+
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Settable Thresholds
Threshold Read Mask
Assertions Enabled

:
: ucr unr
: ucr+ unr+

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

11-VR P2 (0xd)
19.3 (Power Unit)
: Temperature (0x01)
29 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

12-VR P1 Zone (0xe)
66.2 (Baseboard/Main System Board)
: Temperature (0x01)
27 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

13-VR P2 Zone (0xf)
66.3 (Baseboard/Main System Board)
: Temperature (0x01)
29 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

14-VR P1 Mem (0x10)
19.4 (Power Unit)
: Temperature (0x01)
30 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

15-VR P2 Mem (0x11)
19.5 (Power Unit)
: Temperature (0x01)
26 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
Entity ID
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ucr unr
ucr+ unr+

ucr unr
ucr+ unr+

ucr unr
ucr+ unr+

ucr unr
ucr+ unr+

ucr unr
ucr+ unr+

: 16-VR P1Mem Zone (0x12)
: 66.4 (Baseboard/Main System Board)

Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

: Temperature (0x01)
29 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr
ucr unr
ucr+ unr+

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

17-VR P2Mem Zone (0x13)
66.5 (Baseboard/Main System Board)
: Temperature (0x01)
25 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

18-HD Controller (0x14)
11.1 (Add-in Card)
: Temperature (0x01)
52 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
40.000
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

19-Supercap (0x15)
40.1 (Battery)
: Temperature (0x01)
26 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

20-PCI (0x16)
11.2 (Add-in Card)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
40.000
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :

21-PCI Zone (0x17)
66.6 (Baseboard/Main System Board)
: Temperature (0x01)
31 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified

ucr unr
ucr+ unr+

ucr
ucr+

ucr
ucr+

ucr
ucr+
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Maximum sensor range
Event Message Control
Readable Thresholds
Settable Thresholds
Threshold Read Mask
Assertions Enabled

:
:
:
:
:
:

Unspecified
Global Disable Only
ucr unr
ucr unr
ucr+ unr+

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

22-LOM (0x18)
11.3 (Add-in Card)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
40.000
Unspecified
Global Disable Only
ucr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

23-I/O 1 Zone (0x19)
24.1 (Sub-Chassis)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

24-I/O 2 Zone (0x1a)
24.2 (Sub-Chassis)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

25-I/O 3 Zone (0x1b)
24.3 (Sub-Chassis)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

26-I/O LOM (0x1c)
24.4 (Sub-Chassis)
: Temperature (0x01)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
40.000
Unspecified
Global Disable Only
ucr
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ucr
ucr+

ucr unr
ucr+ unr+

ucr unr
ucr+ unr+

ucr unr
ucr+ unr+

ucr
ucr+

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
Assertions Enabled
:

27-Sys Exhaust (0x1d)
66.7 (Baseboard/Main System Board)
: Temperature (0x01)
31 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Global Disable Only
ucr unr
ucr unr
ucr+ unr+

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 1 (0x1e)
29.1 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 1

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 2 (0x1f)
29.2 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 2

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 3 (0x20)
29.3 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 3

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 4 (0x21)
29.4 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 4

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 5 (0x22)
29.5 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 5

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 6 (0x23)
29.6 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 6

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM
Sensor ID
Entity ID

Fan 7 (0x24)
29.7 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 7
: Fan 8 (0x25)
: 29.8 (Fan Device)
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Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 8

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 9 (0x26)
29.9 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: 9

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fan 10 (0x27)
29.10 (Fan Device)
Fan (0x04)
36.85 percent
Global Disable Only
Availability State
[Transition to Running]
: A

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Power Supply 1 (0x28)
10.1 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
750 Watts
Global Disable Only
Power Supply
[Presence detected]
: 1

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Power Supply 2 (0x29)
10.2 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
750 Watts
Global Disable Only
Power Supply
[Presence detected]
: 2

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
OEM
:

Power Supply 3 (0x2a)
10.3 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
Disabled
Global Disable Only
3

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Power Supply 4 (0x2b)
10.4 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
750 Watts
Global Disable Only
Power Supply
[Presence detected]
: 4

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

Fans (0x2c)
30.1 (Cooling Unit)
Fan (0x04)
0h
Global Disable Only
Redundancy State
[Fully Redundant]
: 0

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
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PS1 Fan Speed (0x2d)
10.1 (Power Supply)
: Fan (0x04)
1792 (+/- 0) RPM
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS2 Fan Speed (0x2e)
10.2 (Power Supply)
: Fan (0x04)
1280 (+/- 0) RPM
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS3 Fan Speed (0x2f)
10.3 (Power Supply)
: Fan (0x04)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS4 Fan Speed (0x30)
10.4 (Power Supply)
: Fan (0x04)
1280 (+/- 0) RPM
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS1 Fan Fail (0x31)
10.1 (Power Supply)
Fan (0x04)
0h
No Events From Sensor
Digital State
[Performance Met]
: 1

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS2 Fan Fail (0x32)
10.2 (Power Supply)
Fan (0x04)
0h
No Events From Sensor
Digital State
[Performance Met]
: 2

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
OEM
:

PS3 Fan Fail (0x33)
10.3 (Power Supply)
Fan (0x04)
No Reading
No Events From Sensor
3

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS4 Fan Fail (0x34)
10.4 (Power Supply)
Fan (0x04)
0h
No Events From Sensor
Digital State
[Performance Met]
: 4

Sensor ID
: PS1 Intern Temp (0x35)
Entity ID
: 10.1 (Power Supply)
Sensor Type (Threshold) : Temperature (0x01)
Sensor Reading
: 28 (+/- 0) degrees C
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Status
Positive Hysteresis
Negative Hysteresis
Minimum sensor range
Maximum sensor range
Event Message Control
Readable Thresholds
Settable Thresholds
Threshold Read Mask

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS2 Intern Temp (0x36)
10.2 (Power Supply)
: Temperature (0x01)
28 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS3 Intern Temp (0x37)
10.3 (Power Supply)
: Temperature (0x01)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS4 Intern Temp (0x38)
10.4 (Power Supply)
: Temperature (0x01)
32 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS1 Inlet Temp (0x39)
10.1 (Power Supply)
: Temperature (0x01)
28 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS2 Inlet Temp (0x3a)
10.2 (Power Supply)
: Temperature (0x01)
32 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
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: PS3 Inlet Temp (0x3b)

Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

10.3 (Power Supply)
: Temperature (0x01)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS4 Inlet Temp (0x3c)
10.4 (Power Supply)
: Temperature (0x01)
28 (+/- 0) degrees C
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS1 Output Pwr (0x3d)
10.1 (Power Supply)
: Current (0x03)
75 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS2 Output Pwr (0x3e)
10.2 (Power Supply)
: Current (0x03)
45 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS3 Output Pwr (0x3f)
10.3 (Power Supply)
: Current (0x03)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:

PS4 Output Pwr (0x40)
10.4 (Power Supply)
: Current (0x03)
65 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
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Threshold Read Mask

: unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS1 Input Pwr (0x41)
10.1 (Power Supply)
: Current (0x03)
90 (+/- 0) VA
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS2 Input Pwr (0x42)
10.2 (Power Supply)
: Current (0x03)
55 (+/- 0) VA
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS3 Input Pwr (0x43)
10.3 (Power Supply)
: Current (0x03)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS4 Input Pwr (0x44)
10.4 (Power Supply)
: Current (0x03)
80 (+/- 0) VA
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS1 Input V (0x45)
10.1 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
116 (+/- 0) Volts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :

PS2 Input V (0x46)
10.2 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
116 (+/- 0) Volts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
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Event Message Control
Readable Thresholds
Settable Thresholds
Threshold Read Mask

:
:
:
:

No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS3 Input V (0x47)
10.3 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS4 Input V (0x48)
10.4 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
114 (+/- 0) Volts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS1 Aux Power (0x49)
10.1 (Power Supply)
: Current (0x03)
0 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS2 Aux Power (0x4a)
10.2 (Power Supply)
: Current (0x03)
0 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS3 Aux Power (0x4b)
10.3 (Power Supply)
: Current (0x03)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:

PS4 Aux Power (0x4c)
10.4 (Power Supply)
: Current (0x03)
0 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
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Negative Hysteresis
Minimum sensor range
Maximum sensor range
Event Message Control
Readable Thresholds
Settable Thresholds
Threshold Read Mask

:
:
:
:
:
:
:

Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS1 Aux V (0x4d)
10.1 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
0 (+/- 0) Volts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS2 Aux V (0x4e)
10.2 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
0 (+/- 0) Volts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS3 Aux V (0x4f)
10.3 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
No Reading
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

PS4 Aux V (0x50)
10.4 (Power Supply)
: Voltage (0x02)
0 (+/- 0) Volts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS1 In OutDc Ok (0x51)
10.1 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
3h
No Events From Sensor
Power Supply
[Presence detected]
: 1

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM
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PS2 In OutDc Ok (0x52)
10.2 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
3h
No Events From Sensor
Power Supply
[Presence detected]
: 2

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
OEM
:

PS3 In OutDc Ok (0x53)
10.3 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
No Reading
No Events From Sensor
3

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS4 In OutDc Ok (0x54)
10.4 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
3h
No Events From Sensor
Power Supply
[Presence detected]
: 4

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS1 On State (0x55)
10.1 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
4h
No Events From Sensor
Digital State
[State Asserted]
: 1

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS2 On State (0x56)
10.2 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
4h
No Events From Sensor
Digital State
[State Asserted]
: 2

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
OEM
:

PS3 On State (0x57)
10.3 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
No Reading
No Events From Sensor
3

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS4 On State (0x58)
10.4 (Power Supply)
Power Supply (0x08)
4h
No Events From Sensor
Digital State
[State Asserted]
: 4

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Total Sys Pwr In (0x59)
19.1 (Power Unit)
: Power Supply (0x08)
230 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Max Sys Pwr (AC) (0x5a)
19.1 (Power Unit)
: Power Supply (0x08)
440 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
Entity ID

: Max Sys Pwr (DC) (0x5b)
: 19.1 (Power Unit)
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Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

: Power Supply (0x08)
405 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Max Pwr Support (0x5c)
19.1 (Power Unit)
: Power Supply (0x08)
1275 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Min Pwr Cap (0x5d)
19.1 (Power Unit)
: Power Supply (0x08)
200 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
OEM

PS Mismatch (0x5e)
19.1 (Power Unit)
Power Supply (0x08)
0h
No Events From Sensor
Digital State
[State Deasserted]
: 1

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

12V Rail (0x5f)
19.1 (Power Unit)
: Power Supply (0x08)
12.160 (+/- 0) Volts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fans Power (DC) (0x60)
30.1 (Cooling Unit)
: Cooling Device (0x0a)
65 (+/- 0) Watts
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
: Fan 1 DutyCycle (0x61)
Entity ID
: 29.1 (Fan Device)
Sensor Type (Threshold) : Fan (0x04)
Sensor Reading
: 36.848 (+/- 0) percent
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Status
Positive Hysteresis
Negative Hysteresis
Minimum sensor range
Maximum sensor range
Event Message Control
Readable Thresholds
Settable Thresholds
Threshold Read Mask

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 2 DutyCycle (0x62)
29.2 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 3 DutyCycle (0x63)
29.3 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 4 DutyCycle (0x64)
29.4 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 5 DutyCycle (0x65)
29.5 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 6 DutyCycle (0x66)
29.6 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID

: Fan 7 DutyCycle (0x67)
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Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

29.7 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 8 DutyCycle (0x68)
29.8 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 9 DutyCycle (0x69)
29.9 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:

Fan 10 DutyCycle (0x6a)
29.10 (Fan Device)
: Fan (0x04)
36.848 (+/- 0) percent
ok
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Discrete):
Sensor Reading
:
Event Message Control :
States Asserted
:
Assertions Enabled
OEM

Memory (0x6b)
7.1 (System Board)
Memory (0x0c)
0h
No Events From Sensor
Memory
[Presence Detected]
: Memory
[Uncorrectable ECC]
[Correctable ECC logging limit reached]
: 0

Sensor ID
:
Entity ID
:
Sensor Type (Threshold)
Sensor Reading
:
Status
:
Positive Hysteresis
:
Negative Hysteresis
:
Minimum sensor range :
Maximum sensor range :
Event Message Control :
Readable Thresholds
:
Settable Thresholds
:
Threshold Read Mask
:
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Enclosure Type (0x6c)
23.1 (System Chassis)
: Chassis (0x18)
Disabled
Not Available
Unspecified
Unspecified
Unspecified
Unspecified
No Events From Sensor
No Thresholds
No Thresholds
unr

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

BMC CONTROLLER
23.1 (System Chassis)
20h
EEh
0h
0h.0h
10h.0h (IPMI FRU Inventory)
00h

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

MB BIOS
34.1 (BIOS)
20h
EFh
0h
0h.0h
10h.0h (IPMI FRU Inventory)
00h

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

CPU 1
65.1 (Processor)
20h
10h
0h
0h.0h
10h.0h (IPMI FRU Inventory)
00h

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

CPU 2
65.2 (Processor)
20h
11h
0h
0h.0h
10h.0h (IPMI FRU Inventory)
00h

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

CPU 1 DIMM 4
32.4 (Memory Device)
20h
6Eh
0h
0h.0h
10h.1h (DIMM Memory ID)
00h

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

CPU 1 DIMM 6
32.6 (Memory Device)
20h
6Fh
0h
0h.0h
10h.1h (DIMM Memory ID)
00h

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

CPU 2 DIMM 4
32.10 (Memory Device)
20h
70h
0h
0h.0h
10h.1h (DIMM Memory ID)
00h

Device ID
Entity ID
Device Access Address
Logical FRU Device
Channel Number
LUN.Bus
Device Type.Modifier
OEM

:
:
:
:
:
:
:
:

CPU 2 DIMM 6
32.12 (Memory Device)
20h
71h
0h
0h.0h
10h.1h (DIMM Memory ID)
00h

Device ID
Entity ID
Device Slave Address
Channel Number
ACPI System P/S Notif
ACPI Device P/S Notif
Controller Presence
Logs Init Agent Errors
Event Message Gen

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ChasMgmtCtlr1
23.1 (System Chassis)
44h
0h
Not Required
Not Required
Static
No
Enable
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Device Capabilities
Chassis Device
Bridge
IPMB Event Generator
IPMB Event Receiver
FRU Inventory Device
SEL Device
SDR Repository
Sensor Device

:
:
:
:
:
:
:
:

Yes
No
Yes
No
Yes
No
No
No

Device ID
Entity ID
Device Slave Address
Channel Number
ACPI System P/S Notif
ACPI Device P/S Notif
Controller Presence
Logs Init Agent Errors
Event Message Gen
Device Capabilities
Chassis Device
Bridge
IPMB Event Generator
IPMB Event Receiver
FRU Inventory Device
SEL Device
SDR Repository
Sensor Device

:
:
:
:
:
:
:
:
:

PsMgmtCtlr1
10.1 (Power Supply)
52h
0h
Not Required
Not Required
Dynamic
No
Enable

:
:
:
:
:
:
:
:

No
No
Yes
No
Yes
No
No
No

Device ID
Entity ID
Device Slave Address
Channel Number
ACPI System P/S Notif
ACPI Device P/S Notif
Controller Presence
Logs Init Agent Errors
Event Message Gen
Device Capabilities
Chassis Device
Bridge
IPMB Event Generator
IPMB Event Receiver
FRU Inventory Device
SEL Device
SDR Repository
Sensor Device

:
:
:
:
:
:
:
:
:

PsMgmtCtlr2
10.2 (Power Supply)
54h
0h
Not Required
Not Required
Dynamic
No
Enable

:
:
:
:
:
:
:
:

No
No
Yes
No
Yes
No
No
No

Device ID
Entity ID
Device Slave Address
Channel Number
ACPI System P/S Notif
ACPI Device P/S Notif
Controller Presence
Logs Init Agent Errors
Event Message Gen
Device Capabilities
Chassis Device
Bridge
IPMB Event Generator
IPMB Event Receiver
FRU Inventory Device
SEL Device
SDR Repository
Sensor Device

:
:
:
:
:
:
:
:
:

PsMgmtCtlr3
10.3 (Power Supply)
56h
0h
Not Required
Not Required
Dynamic
No
Enable

:
:
:
:
:
:
:
:

No
No
Yes
No
Yes
No
No
No

Device ID
Entity ID
Device Slave Address
Channel Number
ACPI System P/S Notif
ACPI Device P/S Notif
Controller Presence
Logs Init Agent Errors
Event Message Gen
Device Capabilities
Chassis Device
Bridge
IPMB Event Generator
IPMB Event Receiver

:
:
:
:
:
:
:
:
:

PsMgmtCtlr4
10.4 (Power Supply)
58h
0h
Not Required
Not Required
Dynamic
No
Enable

:
:
:
:

No
No
Yes
No
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FRU Inventory Device
SEL Device
SDR Repository
Sensor Device

:
:
:
:

Yes
No
No
No

root@MFIKE-LX:~#
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C DCTS（DCMI Conformance Test Suite）
概要
DCMI Conformance Test Suite（DCTS）では、Data Center Management Interface（DCMI）
仕様への（バージョン 1.1 と 1.5 の両方における）準拠を検証するベースラインのテストセッ
トを提供しています。 DCTS は、メニュー方式の簡単なユーザーインターフェイスを提供しま
す。 各テストシナリオは、機能の論理ユニットを検証し、合格、不合格、またはスキップを報
告します。
ターゲットシステムとの通信用に選択した方法に基づき、次の 2 つのテストモードがサポート
されています。
•

•

インバンドテスト

◦

KCS インターフェイスを使用

◦

テストツールはサーバープラットフォーム（UUT）にあります

アウトオブバンドテスト

◦

IPMI/RMCP+ プロトコルを介した、イーサーネット LAN 接続を使用

◦

テストツールは、Windows ベースの任意のリモート PC に配置できます

LAN インターフェイス経由での DCTS の実行
1.

Intel の Web サイトから、対応する DCTS 実行可能ファイルをダウンロードします。
http://www.intel.com/content/www/us/en/data-center/dcmi/binary-download.html（英
語）

2.

テスト環境のネットワークおよびセッションの基本構成を、実行可能ファイルと同じフォ
ルダーで入手できる UserConf.cfg ファイルから抽出します。

3.

•

正しい暗号スイート番号を入力します

•

log-file-name のファイル名を入力します

•

適切なターゲット IP（iLO の IP アドレス）を入力します

•

ユーザー名を入力します（認証のための iLO ユーザー名）

WIN32 アプリケーション（DCMIConformance.exe）を抽出して実行します。 このファイ
ルには次のような機能があります。
•

ユーザー入力/出力のプレゼンテーション層

•

コマンドの送信、受信、および処理

•

結果報告
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既知の問題または制限
レスポンダーアドレス「0」での要求
問題
DCTS ツールのリビジョン v1.5（DCMI 1.1 および DCMI 1.5 への準拠の検証用）が、レスポ
ンダーのアドレスを「0x00」に設定した状態で、DCMI Get 機能を要求しています。 BMC は、
レスポンダーのアドレスが「0x20」に設定されていると想定しています。 そのため、自分宛
てでないパケットが削除されています。

修正
0x20 宛てのパケットのみを受け入れる BMC コードでの厳密なチェックに注釈を入れる。
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表 156 OCMI Conformance テストの概要（DCMI v1.1 rev 2）
テスト 1、基本検出
テストケース 1.1

サポートされる DCMI プラット
フォーム機能

合格

テストケース 1.2

管理アクセス属性

合格

テストケース 1.3

セッションを使用しない機能

合格

テストケース 1.4

最小プラットフォーム属性

合格

テストケース 1.5

オプションのプラットフォーム属性 合格

テストケース 1.6

拡張システム電力統計情報属性

合格
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表 156 OCMI Conformance テストの概要（DCMI v1.1 rev 2） (続き)
テスト 2、基本テスト
テストケース 2.1

管理コントローラーからのデバイス 合格
IP

テストケース 2.2

管理コントローラーからのシステム 合格
GUID

テストケース 2.3

UUT からの資産タグ

合格

サポートされる暗号スイートの
チェック

合格

テストケース 4.1

SEL 情報の取得

合格

テストケース 4.2

SEL の予約

合格

テストケース 4.3

予約 ID を含む SEL エントリーの取 合格
得

テストケース 4.4

予約後の最初の SEL エントリーの取 合格
得

テストケース 4.5

最新の SEL エントリーの取得と確認 合格

テストケース 4.6

SEL クリア

合格

テストケース 4.7

SEL クリア操作の確認

合格

テストケース 5.1

センサーエンティティ：入口
（0x40）

合格

テストケース 5.2

センサーエンティティ：CPU
（0x41）

合格

テストケース 5.3

センサーエンティティ：ベースボー 合格
ド（0x42）

テストケース 5.4

センサーエンティティ ID：0x40、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：1

テストケース 5.5

センサーエンティティ ID：0x41、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：1

テストケース 5.6

センサーエンティティ ID：0x41、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：2

テストケース 5.7

センサーエンティティ ID：0x42、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：1

テストケース 5.8

センサーエンティティ ID：0x42、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：2

テストケース 5.9

センサーエンティティ ID：0x42、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：3

テストケース 5.10

センサーエンティティ ID：0x42、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：4

テストケース 5.11

センサーエンティティ ID：0x42、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：5

テストケース 5.12

センサーエンティティ ID：0x42、タ 合格
イプ：0x1、インスタンス：6

テスト 3、暗号テスト
テストケース 3.1
テスト 4、SEL のテスト

テスト 5、DCMI センサーテスト
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表 156 OCMI Conformance テストの概要（DCMI v1.1 rev 2） (続き)
テスト 6、DCMI SDR のテスト
テストケース 6.1

SDR レポジトリ情報のチェック

合格

テスト 7、シャーシコマンド
テストケース 7.1

Get Chassis Capabilities コマンドの 合格
発行

テストケース 7.2

初期の電源状態を確認する、シャー 合格
システータスのチェック

テストケース 7.3

サポートされている Chassis Identify 合格
コマンドのチェック

テストケース 7.4

ACPI 電源状態のチェック

合格

テストケース 7.5

システム電源オフのチェック

合格

テストケース 7.6

システム電源オンのチェック

合格

テストケース 7.7

システム再起動のチェック

合格

テスト 8、LAN 構成コマンドのサポート確認
テストケース 8.1

VLAN サポートテスト

合格

テストケース 8.2

VLAN 優先順位テスト

合格

テストケース 8.3

VLAN RMCPP+ エントリーのサポー 合格
ト

テストケース 8.4

VLAN RMCPP+ エントリー

合格

テストケース 8.5

VLAN RMCPP+ 権限レベル

合格

テストケース 9.1

Serial over LAN 構成のチェック

合格

テストケース 9.2

SOL チャネル認証機能のチェック

合格

テストケース 9.3

SOL ペイロードアクティブ化の
チェック - タイプ SOL

合格

テストケース 9.4

SOL ペイロードインスタンス情報の 合格
チェック - タイプ SOL

テスト 9、DCMI SOL テスト

テスト 10、DCMI TMode テスト
テストケース 10.1

TMODE サポートテスト

スキップ

テスト 11、Power Management Controller 情報の DCMI 検出
テストケース 11.1

DCMI 電力測定値の取得

合格

テストケース 11.2

DCMI 電力制限の取得

合格

テスト 12、LAN 構成のチェックテスト
テストケース 12.1

LAN 構成 Gratutious ARP チェック

合格

テストケース 12.2

LAN 構成 ARP 制御チェック

合格

テストケース 12.3

LAN 構成 IP ソースチェック

合格

テストケース 12.4

LAN 構成アクセスモードチェック

合格

テストケース 12.5

ユーザーアクセスチェック

合格
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表 156 OCMI Conformance テストの概要（DCMI v1.1 rev 2） (続き)
テストケース 12.6

ユーザーペイロードアクセスチェッ 合格
ク

テストケース 12.7

マルチセッションテスト

合格

テストケース 12.8

MC ID 文字列取得テスト

合格

注記: DCMI v1.5 準拠は、現時点ではサポートされていません。 下記の追加テストケースに合格することが求め
られます。
テスト 13、構成パラメーターテスト
テストケース 13.1

アクティブ DHCP の取得

不合格

テストケース 13.2

検出構成の取得

不合格

テストケース 13.3

DHCP タイミング 1 の取得

不合格

テストケース 13.4

DHCP タイミング 2 の取得

不合格

テストケース 13.5

DHCP タイミング 3 の取得

不合格

テストケース 14.1

センサーの温度読み取り：入口
（0x40）

不合格

テストケース 14.2

センサーの温度読み取り：CPU
（0x41）

不合格

テストケース 14.3

センサーの温度読み取り：ベース
ボード（0x42）

不合格

テスト 14、温度管理テスト
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用語集
ACPI

Advanced Configuration and Power Interface Specification

BCD

Binary-coded Decimal。二進化十進数

BMC

Baseboard Management Controller。ベースボードマネジメントコントローラー

BT

Block Transfer。ブロック転送

ChMC

Chassis Management Controller。シャーシマネジメントコントローラー

CMOS

通常はベースボードに常駐する、バッテリーバックアップ方式の 128 バイトメモリの PC-AT
互換領域

CTS

Clear to send。送信可

DCD

Data Carrier Detect。データキャリア検出

DCMI

Data Center Manageability Interface

DSR

Data Set Ready。データセットレディ

DTR

Data Transfer Request。データ転送要求

EvMRev

Event Message Revision。イベントメッセージリビジョン

FPGA

Field-Programmable Gate Array。フィールドプログラマブルゲートアレイ

FRB

Fault-resilient booting

FRU

Field replaceable unit。フィールド交換可能ユニット

GUID

Glabally Unique ID。グローバル一意識別子

HA

High Availability。高可用性

2

I C

Inter-Integrated Circuit

IANA

Internet Assigned Numbers Authority。IP アドレス管理委員会

ICMB

Intelligent Chassis Management Bus

IERR

Internal error。内部エラー

IPMB

Intelligent Platform Management Bus

IPMI

Intelligent Platform Management Interface

KCS

Keyboard Controller Style

LPC

Low Pin Count

LS

Least significant byte。最下位バイト

MC

Management Controller。マネジメントコントローラ

MS

Least significant byte。最上位バイト

mux

multiplexing。多重化

NAK

Negative-acknowledge character。否定応答文字

NetFn

Network Function。ネットワークファンクション

NMI

Non-Maskable Interrupt。マスク不可能割り込み

PCI

Peripheral Component Interconnect

PEF

Platform Event Filtering

PICMG

PCI Industrial Computer Manufacturers Group

POH

Power-On Hours。積算通電時間

PSMC

Power Supply Management Controller

RAKP

Remote Authenticated Key-Exchange Protocol

RMCP

Remote Management Control Protocol

RQ

Received Request。受信した要求

RS

Received Response。受信した応答

rsSA

Random Single Switch Algorithm
245

RTS

Request to send。送信要求

SCI

Software Configuration Identification

SDR

Sensor Data Record。センサーデータレコード

SEL

System Event Log。システムイベントログ

SMB

System Management Bus。システム管理バス

SMI

System Management Interrupt。システム管理割り込み

SMIC

System Management Interface Chip。システム管理インターフェイスチップ

SMM

System Management Mode。システム管理モード

SMS

System Management Software。システム管理ソフトウェア

SOL

Serial Over LAN。シリアルオーバー LAN

SSI

Server System Infrastructure

SSIF

SMBus System Interface

SWID

Software ID。ソフトウェア ID

TAP

Telocator Access Protocol

UUID

Universally Unique IDentifier。ユニバーサル一意識別子

VSO

VITA Standards Organization。VITA 標準化機構
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ACK メッセージ, 203
authcode, 61

SDR
形式, 11
プラットフォーム管理, 11
目的, 11
レコードキー, 11
レコードヘッダー, 11
レコード本文, 11
レポジトリ, 11
SEL, 145
SEL コマンド, 145
SEL デバイス, 145
SEL コマンド, 10
SMCI, 189
SOL, 204
Solaris
BMC, 20
SSIF, 188
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BMC, 189
インターフェイス, 189
BT, 21

F
FRU, 13
データ, 13

H
Hewlett Packard Enterprise への問い合わせ, 206

I
ICMB, 189
IPMI
機能, 8
定義, 8
IPMI LAN セッション, 204
IPMItool, 20
LANplus インターフェイス, 21
暗号化, 21
機能の検出, 22
定義, 20
リモートでのシャーシ電源制御, 20
IPMV, 189
IPv4, 21

K
KCS, 188–189

L
LAN, 189
LANPlus インターフェイス
RMCP+, 21
Linux
OpenIPMI, 20
カーネルドライバー, 21

N
NetFn, 188

O
OpenIPMI, 21
OpenSSL, 21

P
POH カウンター, 13

W
Web サイト, 207
カスタマーセルフリペア, 208

あ
アクセス
アップデート, 206
アクティブセッション, 59
アップデート
アクセス, 206

い
イベント, 23
イベントレシーバー, 145
インベントリ
リモート, 23

お
応答メッセージ, 190

か
階層の解析, 189
カスタマーセルフリペア, 208
仮想シャーシマネージャー, 19
完了コード, 190
完了状態, 190

き
機能コード, 189
機能コマンド, 188

け
権限レベル, 67

R
RCMP+, 73
RMCP, 203
RMCP+ プロトコル, 204

こ
コマンド
activate session, 57
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add sel entry, 145
CMD, 189
get channel access limits, 67
Get Channel Info, 193
Get Device ID, 19
Get SDR, 12
Get SDR Repository Info, 12
Get Sensor Reading, 8
set channel access, 57
set user access, 57
冗長, 23
セッションのアクティブ化, 192
セッションの取得, 192
コマンドセット, 189
コマンド値, 189
コマンドラインツール, 20

ね

さ

め

サポート
Hewlett Packard Enterprise, 206
サポートと他のリソース, 206

メッセージのインターフェイス, 189
メッセージのペイロード, 188

し
システムインターフェイス, 21
シャーシのステータス, 24
シリアル/モデム, 189

せ
製品販売店, 207
セッション, 192
セッション不使用, 192
センサーオーナー
センサーオーナー ID, 9
センサータイプコード, 9
センサーデータモデル, 8
センサーデータレポジトリ, 20

た
ダイナミックコントローラー, 19
タイマー
POH カウンター, 13
ウォッチドッグ, 13
タイムスタンプ
値, 13
形式, 13

ち
チャネルアクセス, 69
チャネルアクセス権, 67
チャネルの設定, 63
チャネル番号, 192

て
データブロック, 61
デバイスの検出, 19

に
認証, 192
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ネットワーク機能コード, 188

は
ハンドシェイク
バイトあたり, 188
ブロックあたり, 188

ふ
フィールド交換可能ユニットの印刷, 20

へ
ペイロードコマンド, 73

ま
マイクロコントローラー, 188

ゆ
ユーザー ID, 72
ユーザーパスワード, 72

り
リモートサポート, 208
リモートシステム, 24

