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摘要

このガイドでは、HPE スケーラブル不揮発性メモリのインストール、メンテナンス、および構成
に関する情報について説明します。このガイドは、サーバーおよびストレージシステムのインス
トール、管理、トラブルシューティングの担当者を対象としています。コンピューター機器の保
守の資格があり、高電圧製品の危険性について理解していることを前提としています。
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はじめに

HPE スケーラブル不揮発性メモリ
不揮発性メモリは、従来のストレージの不揮発性とメモリのパフォーマンスを併せ持っています。

HPE スケーラブル不揮発性メモリは、パフォーマンスと容量のバランスのとれた不揮発性メモリソリュー
ションを提供します。このソリューションは、HPE Smart メモリ DIMM と NVMe ドライブ、およびバッテリ
バックアップユニットを内蔵した Flex スロット電源装置を組み合わせて論理 NVDIMM を提供します。論理
NVDIMM により、アプリケーションは DRAM の完全なパフォーマンス性能が得られます。

HPE スケーラブル不揮発性メモリは、システムメモリから割り当てられる、論理 NVDIMM 領域のサイズと数
を指定することができる機能です。論理 NVDIMM データは、適切なシャットダウン、強制シャットダウン、
または電源喪失時に、指定された NVMe SSD にバックアップされます。予期しない AC 電源障害時のバック
アップ電源は、バッテリバックアップユニットを内蔵した Flex スロット電源装置から提供されます。データ
は、電源投入シーケンス時に論理 NVDIMM に復元されます。ウォームリセットまたは再起動中、論理
NVDIMM 内のデータは保持されます。
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コンポーネントの識別

バッテリバックアップユニット内蔵 HPE Flex スロット電源装置
のコンポーネントと LED

2

1

1

1. バッテリチェックボタン

2. 電源 LED

バッテリバックアップユニット内蔵 HPE Flex スロット電源装置の詳細については、コンポーネントに付属し
ているドキュメントを参照してください。

コンポーネントのラベルには、Flex スロット電源装置にバッテリバックアップモジュールが内蔵されている
ことが示されています。

図 1: バッテリバックアップユニット内蔵 HPE Flex スロット電源装置のラベル

バッテリバックアップの充電レベルのチェック

手順

1. ボールペンを使用して、バッテリチェックボタンを押してから離します。

ボタンを離してから LED が点滅し始めるまで、 大 7 秒待つ必要があります。
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2. LED の点滅回数をメモし、次の表を参照します。

点滅回数 バッテリの状態 RSOC1

0 バッテリが不良または故障し
ている

1 RSOC <= 29%

2 30% <= RSOC <= 62%

3 63%<= RSOC<= 94%

4 95% <= RSOC

1 相対的な充電状態（Relative State of Charge）

バッテリは、サーバーに取り付けられていれば 1 時間以内で完全に充電されます。

NVMe SSD LED の定義
NVMe SSD は PCIe バスデバイスです。PCIe バスに接続されたデバイスは、デバイスとバスの信号またはト
ラフィックフローが完全に終了するまで取り外すことはできません。

注意: 取り外し禁止 LED が点滅している場合は、ドライブベイから NVMe SSD を取り外さないでくだ
さい。取り外し禁止 LED の点滅は、デバイスがまだ使用されていることを示します。デバイスの信号ま
たはトラフィックフローが完全に終了する前に NVMe SSD を取り外すと、データが消失する可能性が
あります。

2 3 4 51
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番号 LED ステータス 定義

1 位置確
認

青色で点灯 ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。

  青色で点滅 ドライブキャリアのファームウェアが更新中かまたは更新を必要とし
ています。

2 アクテ
ィビテ
ィリン
グ

緑色で回転 ドライブが動作中です。

  消灯 ドライブが動作していません。

3 ドライ
ブステ
ータス

緑色で点灯 ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。

  緑色で点滅 ドライブの動作として以下のいずれかを示します。

• 再構築

• RAID の移行の実行

• ストリップサイズの移行の実行

• 容量拡張の実行

• 論理ドライブの拡張の実行

• 消去

  オレンジ色/緑
色で点滅

ドライブは 1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの障
害が予測されています。

  オレンジ色で点
滅

ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。

  オレンジ色で点
灯

ドライブに障害が発生しました。

  消灯 ドライブでは、RAID コントローラーによる構成は行われていません。

4 取り外
し禁止

白色で点灯 ドライブを取り外さないでください。取り外す前に、PCIe バスからド
ライブを取り出す必要があります。

  白色で点滅 ドライブの取り出し要求が保留中です。

消灯 ドライブが取り出されました。

5 電源 緑色で点灯 ドライブを取り外さないでください。取り外す前に、PCIe バスからド
ライブを取り出す必要があります。

緑色で点滅 ドライブの取り出し要求が保留中です。

消灯 ドライブが取り出されました。
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インストール

HPE スケーラブル不揮発性メモリサポートのためのシステム要
件

• 次のハードウェアコンポーネントが必要です。

◦ HPE Smart メモリ DIMM

◦ 400W バッテリバックアップユニット（2）を内蔵した HPE スケーラブル不揮発性メモリ 800W Flex ス
ロット電源装置

◦ HPE 1.6 TB NVMe x4 MU SFF SCN DS SSD

• システム RAM が 8 GB 以上ある。

• すべてのプロセッサソケットが装着されている。

• HPE Smart メモリ DIMM が各プロセッサーに均等にインストールされている。

• ボックス 1 に NVMe ドライブが取り付けられていない。

• ターシャリライザーにオプションがインストールされていない。

• サーバーが UEFI ブートモードかレガシブートモードのいずれかに構成されている。

HPE Smart メモリ DIMM
サーバーで HPE スケーラブル不揮発性メモリを構成するには、HPE Smart メモリ DIMM が必要です。

サーバー固有 DIMM スロットの取り付け情報、DIMM スロットの位置、および サーバー固有の手順について
は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にある サー
バーユーザーガイドを参照してください。

DIMM の取り扱いのガイドライン

注意: DIMM を正しく取り扱わないと、DIMM コンポーネントとシステムボードコネクターが損傷する可
能性があります。

DIMM を取り扱うときは、次のガイドラインに従ってください。

• 静電気対策を行ってください。

• DIMM は必ず側面の端部のみでつかみます。

• DIMM の下部にあるコネクターに触れないようにしてください。

• DIMM を握るようにして持たないでください。

• DIMM の両側のコンポーネントに触れないようにしてください。

• DIMM を決して曲げたり、収縮させないでください。

DIMM を取り付けるときは、次のガイドラインに従ってください。
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• DIMM を固定する前に、DIMM スロットを開いて、DIMM の位置をスロットに合わせてください。

• DIMM の位置合わせをして取り付けるには、側面の端部にそって 2 本の指で DIMM を押したままにします。

• DIMM を取り付けるには、DIMM の上部にそって 2 本の指で軽く押しつけます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/support/DIMM-20070214-CN）
を参照してください。

静電気対策
静電気による損傷の防止

システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項を必
ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気に弱いデ
バイスが損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。

手順

• 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。

• 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままに
しておきます。

• 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。

• ピン、リード線、または回路には触れないようにします。

• 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。

静電気による損傷を防ぐためのアースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち 1 つ以上の方法で
アースを行ってください。

• すでにアースされているコンピューター本体にアースバンドをつなぎます。アースバンドは柔軟な帯状の
もので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ±10%です。アースを正しく行うために、アースバンドを肌に密
着させてください。

• 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の場合、
両足にアースバンドを付けます。

• 作業用具は導電性のものを使用します。

• 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。

上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。

静電気の詳細および製品のインストールの支援については、製品販売店にお問い合わせください。

DIMM および NVDIMM の取り付け情報

特定の DIMM および NVDIMM の取り付け情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある
DIMM の取り付けガイドラインを参照してください（http://www.hpe.com/docs/memory-population-
rules）。

DIMM を取り付ける

HPE スケーラブル不揮発性メモリに対して サーバーを構成する場合にサポートされているのは、HPE Smart
メモリ DIMM のみです。 サーバー固有の手順について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト

（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にある サーバーユーザーガイドを参照してください。
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重要: Hewlett Packard Enterprise では、高可用性（HA）のためにクラスター構成などのベストプラク
ティス構成を実装することをお勧めします。

手順

1. サーバーの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードを サーバーから抜き取ります。

3. 以下のいずれかを実行します。

• サーバーをラックから引き出します。

• サーバーをラックから取り外します。

4. アクセスパネルを取り外します。

5. DIMM スロットにアクセスするために取り外す必要があるコンポーネントをすべて取り外します。

6. DIMM スロットのラッチを開きます。

7. DIMM を取り付けます。

8. DIMM スロットにアクセスするために取り外したコンポーネントをすべて取り付けます。

9. アクセスパネルを取り付けます。

10. 以下のいずれかを実行します。

• サーバーをスライドさせてラックに押し込みます。

• サーバーをラックに取り付けます。

11. 各電源コードを サーバーに接続します。
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12. 各電源コードを電源に接続します。

13. サーバーの電源を入れます。

メモリモードを次のいずれかの方法で構成します。

• UEFI システムユーティリティの BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）メニュー

• iLO RESTful API

HPE Flex スロット電源装置と統合バッテリバックアップユニッ
ト

バッテリバックアップユニット内蔵 HPE Flex スロット電源装置は、バッテリバックアップモジュールを内蔵
した電源装置です。HPE スケーラブル不揮発性メモリは、バッテリバックアップユニットが取り付けられて
いる HPE Flex スロット電源装置を搭載した サーバーでのみサポートされます。詳細については、「スケーラ
ブル不揮発性メモリサポートのためのシステム要件」を参照してください。

冗長ホットプラグ対応電源装置の取り付け

前提条件
以下の手順を実行する前に、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）にある サーバーユーザーガイドの サーバー固有の手順を確認します。

手順

1. 製品のリアパネルにアクセスします。

2. ブランクを取り外します。

3. バッテリバックアップユニット内蔵の電源装置を電源装置ベイに挿入して、カチっと音がしてはまるまで
押し込みます。
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4. 電源コードを電源装置に接続します。

5. 電源コードを配線します。電源コードとその他のケーブルを配線するときは、ベストプラクティスに従い
ます。配線にはケーブルマネジメントアームが役立ちます。ケーブルマネジメントアームを入手するに
は、Hewlett Packard Enterprise 製品販売店にお問い合わせください。

6. 電源コードを AC 電源に接続します。

7. 電源装置 LED が緑色に点灯していることを確認します。

電源装置の交換サイクル

バッテリ製品は、 終使用システムの実行時要件を満たすうえで必要な容量を確保するために、3 年間使用し
たら交換が必要になる場合があります。さらに 終使用システムは、バッテリ容量の残りが少なくなるとバッ
テリ製品の交換を促す警告アラート IML メッセージを出します。

警告レベル - ベイ%2の%1は、間もなく、スケーラブル不揮発性メモリバックアップをサポートできなくな

ります。

注意レベル - ベイ%2の%1は、スケーラブル不揮発性メモリバックアップをサポートできません。論理

NVDIMMの不揮発性が失われました。

NVMe ドライブ
サーバー上で HPE スケーラブル不揮発性メモリを構成する際は、NVMe ドライブが必要です。

サーバー固有の手順とドライブの場所については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にある サーバーユーザーガイドを参照してください。

NVMe ドライブの取り付け

注意: 不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するために、すべてのベイに必ず、コンポーネ
ントかブランクのどちらかを実装してから サーバーを動作させてください。

前提条件
NVMe ドライブは、特定のサーバーでサポートされています。一部のサーバーでは、追加オプションがインス
トールされている場合にのみ、NVMe ドライブがサポートされます。 サーバーでの NVMe ドライブサポート
および取り付けについて詳しくは、 サーバーの Web サイト（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-
docs）にある Hewlett Packard Enterprise のユーザーガイドを参照してください。

手順

1. ドライブブランクが取り付けられている場合は取り外します。

電源装置の交換サイクル 13
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2. 取り外し禁止ボタンを押してリリースハンドルを開きます。

3. ドライブを取り付けます。

4. 未使用のドライブベイに SFF（2.5 型）ドライブブランクを取り付けます。
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構成

HPE スケーラブル不揮発性メモリオプション
以下を行うには、HPE スケーラブル不揮発性メモリオプションを使用します。

• サーバー上での HPE スケーラブル不揮発性メモリの有効化と構成

• バックアップストレージデバイスの追加または取り外し

• リカバリオプションの実行

• 論理 NVDIMM の構成

重要: UEFI システムユーティリティに表示される、不揮発性メモリに関連するすべてのポップアップ
メッセージを確認してください。これらのメッセージの指示に従わないと、不揮発性メモリのデータが
消失する可能性があります。

重要: 大限のアップタイムとデータ保護を確保するには、高可用性のベストプラクティスに関するソ
フトウェアアプリケーションプロバイダの推奨事項に常に従ってください。

HPE スケーラブル不揮発性メモリの構成設定
HPE スケーラブル不揮発性メモリを サーバーで有効にしたら、次の設定を更新してください。

• メモリオプション

◦ アドバンストメモリプロテクション—アドバンスト ECC を選択します。

◦ ノードインタリービング—無効を選択します。

• システムオプション > ブート時間 適化

◦ メモリファーストトレーニング—有効（デフォルト）を選択します。

◦ 拡張メモリテスト—無効（デフォルト）を選択します。

◦ ウォームリセット時のメモリ消去—無効（デフォルト）を選択します。

UEFI システムユーティリティの設定について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/info/UEFI/docs）で提供される『UEFI システムユーティリティユーザーガイド』を参照して
ください。

構成 15

http://www.hpe.com/info/UEFI/docs
http://www.hpe.com/info/UEFI/docs


HPE スケーラブル不揮発性メモリの構成

注記: HPE スケーラブル不揮発性メモリを有効にすると、以下の状況になります。

• 高度な EEC サポートが有効になります

• ノードインタリービングは無効になります

• 拡張メモリテストは無効になります

• ウォームリセット時のメモリ消去が無効になります

• 自動電源投入が「常に電源をオンにする」に設定されます

注意: HPE スケーラブル不揮発性メモリのメニューオプションを変更すると、すべてのバックアップス
トレージデバイスが完全に再初期化され、以前のすべてのユーザーデータが失われます。

前提条件

すべての要件が満たされていることを確認してください。

• サーバーでは、HPE スケーラブル不揮発性メモリをサポートしています。

• サーバー上でのその他の不揮発性メモリオプションはありません。

• 400W バッテリバックアップユニットを内蔵した 2 つの HPE スケーラブル不揮発性メモリ 800W Flex ス
ロット電源装置が、サーバーに設置されています。

• サーバーには、正しい HPE Smart メモリ DIMM が取り付けられています。

• サーバーには、8 GB 以上のシステム RAM が取り付けられています。

• サーバーには、サポートされているバックアップストレージデバイスが取り付けられています。

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリオプショ
ン > 不揮発性メモリオプション > スケーラブル不揮発性メモリオプションを選択します。

2. 以下の項目を表示または構成します。

• 機能を有効または無効にします。

• バックアップストレージオプションを選択して、これらのオプションを変更します。

• リカバリオプションを選択して、これらのオプションを変更します。

• プロセッサー 1, 2: スパン不揮発性メモリ: 使用可能なスパンメモリの量を表示します。

• プロセッサー 1, 2: スパン論理 NVDIMM: 使用するスパンメモリ量を指定します。

• プロセッサー 1: 使用可能な不揮発性メモリ（GB）: 不揮発性メモリとして割り当てることができるこ
のプロセッサーで使用可能なメモリの量を表示します。

• プロセッサー 1: 論理 NVDIMM 1（GB）: 使用するスパンメモリ量を指定します。

• プロセッサー 1: 論理 NVDIMM 2（GB）: 使用するスパンメモリ量を指定します。

16  HPE スケーラブル不揮発性メモリの構成



• プロセッサー 2: 使用可能な不揮発性メモリ（GB）: 不揮発性メモリとして割り当てることができるこ
のプロセッサーで使用可能なメモリの量を表示します。

• プロセッサー 2: 論理 NVDIMM 1（GB）: 使用するスパンメモリ量を指定します。

• プロセッサー 2: 論理 NVDIMM 2（GB）: 使用するスパンメモリ量を指定します。

3. 変更を保存します。

詳しくは

スケーラブル不揮発性メモリのバックアップストレージデバイスの構成(17 ページ)
不揮発性メモリのリカバリオプションの構成(17 ページ)

スケーラブル不揮発性メモリのバックアップストレージデバイスの構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリオプショ
ン > 不揮発性メモリオプション > スケーラブル不揮発性メモリオプション > バックアップストレージデ
バイスを選択します。

2. NVM Express デバイスの使用率を構成するオプションを選択します。

• NVMe：NVMe は、ストレージデバイスとして使用されます。

• スケーラブル PMEM：NVMe デバイスは、論理 NVDIMM バックアップ/復元デバイスとして使用されま
す。

3. 変更を保存します。

不揮発性メモリのリカバリオプションの構成

手順

1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > メモリオプショ
ン > 不揮発性メモリオプション > HPE スケーラブル不揮発性メモリオプション > リカバリオプションを
選択します。

2. 以下を有効または無効にします。

• バックアップストレージデバイスの初期化 有効にした場合、不揮発性メモリデバイスが次の起動時に再
初期化されます。

• 構成の復元 有効にした場合、デバイスの不揮発性メモリ構成が復元されます。

3. 変更を保存します。
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RESTful インターフェイスツールを使用した
HPE スケーラブル不揮発性メモリの構成

RESTful インターフェイスツールの使用
RESTful インターフェイスツールは、 HPE iLO を通じて RESTful API を使用してシステムを構成する CLI
ツールです。このツールは、 サーバーでローカルに実行することも、 サーバーを通じて HPE iLO でリモー
ト接続することもできます。RESTful インターフェイスツールは、対話型モードでもコマンドラインからでも
実行できます。後者はスクリプト実行に便利です。

RESTful インターフェイスツールの使用については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://
www.hpe.com/support/ilo-docs）にある RESTful インターフェイスツールユーザーガイドを参照してくださ
い。iLO RESTful インターフェイスツールのコマンドの詳細については、https://hewlettpackard.github.io/
ilo-rest-api-docs/にある HPE iLO 5 向け iLO RESTful API ドキュメントを参照してください。

HPE スケーラブル不揮発性メモリ用 RESTful インターフェイス
ツールコマンド

showscalablepmemconfig

• HPE スケーラブル不揮発性メモリ構成の概要を表示します。

• 作成された論理 NVDIMM を表示します。

• 再起動時に実行が必要な保留中の操作があるかどうかを示します。

enablescalablepmem
HPE スケーラブル不揮発性メモリ機能の有効/無効を切り替えます。構成するには、HPE スケーラブル不揮発
性メモリを有効にする必要があります。

showbackupdevices

• HPE スケーラブル不揮発性メモリのバックアップストレージとしての使用が認められているすべてのド
ライブを表示します。

• ドライブが、HPE スケーラブル不揮発性メモリに使用されるのか、追加されるのか、削除されるのかを示
します。

• 構成でサポートされている HPE スケーラブル不揮発性メモリの量が報告されます。

• ボックスとベイでドライブを識別します。

• このコマンドは、setbackupdevicesコマンドと併用するドライブを識別するために使用します。

setbackupdevices

• 指定したドライブを、スケーラブル不揮発性メモリのバックアップストレージデバイスとして使用するよ
うに構成します。

• 論理 NVDIMM が存在する間は、バックアップドライブを取り外すことはできません。

• showbackupdevicesから取得した ID を使用します。

createlogicalnvdimm
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• 論理 NVDIMM を作成します。

• -sizeのみが指定されている場合は、コマンドによって、シングルプロセッサ論理 NVDIMM とスパン論

理 NVDIMM のどちらを作成するかが、要求されたサイズに基づいて決定されます。

• プロセッサーあたり 大 2 つのシングルプロセッサー論理 NVDIMM を作成します。

• プロセッサー 1 および 2 に対して 大 1 つのスパン論理 NVDIMM を作成します。

removelogicalnvdimm

• 既存の論理 NVDIMM を削除します。

• NVDIMM に保存されているデータは失われるため、 初に必ずバックアップを作成してください。

HPE スケーラブル不揮発性メモリ用の高度な RESTful インター
フェイスツールコマンド

autoselectbackupdevices

• 目的の HPE スケーラブル不揮発性メモリ量に必要なバックアップストレージデバイスの正しい数を自動
的に選択します。

• 論理 NVDIMM が作成されておらず、バックアップドライブが構成されていない場合にのみ機能します。

• -confirmオプションを使用している場合は、ドライブの動作モードが自動的に変更されます。RESTful
インターフェイスツールは、ドライブに既存のデータが存在するかどうかを検出できません。

replacebackupdevice.Description

• スケーラブル不揮発性メモリ用のバックアップストレージデバイスを置き換えます。

• showbackupdevicesコマンドから取得した ID を使用します。

注意: この操作は、すべてのバックアップストレージデバイスを初期化します。バックアップストレー
ジデバイスを交換する前に、必ずすべてのデータをバックアップしてください。既存の論理 NVDIMM 上
のデータは失われます。
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メンテナンスと管理

DIMM の取り外しと交換

前提条件

開始する前に、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）
に掲載されている サーバーメンテナンス&サービスガイドの サーバー固有の手順を確認します。

手順

1. サーバーの電源を切ります。

2. サーバーからすべての周辺ケーブルを抜き取ります。

3. サーバーを取り外します。

4. サーバーを平らで水平な面に置きます。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. DIMM にアクセスするために取り外す必要があるコンポーネントをすべて取り外します。

7. DIMM を取り外します。

コンポーネントを元に戻すには、取り外し手順を逆に実行します。

NVMe SSD の取り外しと交換

手順

1. NVMe SSD を取り外す前に、すべての論理 NVDIMM 上のあらゆるデータを別のストレージにバックアッ
プします。

注意: NVMe SSD の取り外しや交換を行う前に、必ず論理 NVDIMM 上のデータをバックアップして
ください。データをバックアップしないと、データが失われます。

2. NVMe SSD LED の状態を確認し、 サーバーの電源を切ることが可能かどうかを判断します。
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3. サーバーの電源を切ります。

4. ドライブを取り外します。

a. 電源ボタンを押します。

取り外し禁止ボタンが点灯して点滅します。

b. 取り外し禁止ボタンの点滅が停止し、点灯しなくなるまで待ちます。

c. 取り外し禁止ボタンを押して、ドライブを取り外します。

5. スケーラブル不揮発性メモリのオプション設定を再構成します。

詳しくは、HPE スケーラブル不揮発性メモリの構成(16 ページ)を参照してください。

6. データのバックアップを別のストレージから論理 NVDIMM に復元します。

バッテリバックアップユニット内蔵 HPE Flex スロット電源装置
の取り外しと交換

注意: 不適切な冷却および高温による装置の損傷を防止するために、すべてのベイに必ず、コンポーネ
ントかブランクのどちらかを実装してから サーバーを動作させてください。

手順

1. サーバーの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードを サーバーから抜き取ります。

3. 製品のリアパネルにアクセスします。

4. BBU 搭載電源装置からケーブルを抜き取ります。

5. BBU 搭載電源装置を取り外します。

警告: 表面が熱くなっているため、やけどをしないように、電源装置または電源装置ブランクが十分
に冷めてから手を触れてください。
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1

2

コンポーネントを元に戻すには、取り外し手順を逆に実行します。

システムボードの取り外しと交換

前提条件

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）に掲載されてい
る サーバーメンテナンス&サービスガイドの サーバー固有の手順を確認します。

手順

システムボードを取り外します。

1. サーバーの電源を切ります。

2. すべての電源の取り外し：

a. 各電源コードを電源から抜き取ります。

b. 各電源コードをサーバーから抜き取ります。

3. ラックからサーバーを取り外します。

4. すべての電源装置を取り外します。

5. アクセスパネルを取り外します。

6. 以下のいずれかを実行します。

• エアバッフルを取り外します。

• 4 LFF ミッドプレーンケージを取り外します。

7. プライマリまたはセカンダリ PCIe ライザーケージを取り外します。

8. ターシャリ PCIe ライザーケージが取り付けられている場合は、取り外します。

9. FlexibleLOM を取り外します。

10. すべての DIMM を取り外します。

11. ファンケージを取り外します。
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12. システムボードに接続されているケーブルをすべて抜き取ります。

13. 次の注意事項に従ってください。

注意: 各ヒートシンクナットは必ず指定された順序で緩めてください。そうしないと、ヒートシン
クやプロセッサーが損傷する可能性があります。

注意: プロセッサーソケットを取り外した後、すぐにプロセッサーヒートシンクアセンブリを取り
付けてください。プロセッサーソケットを長期間未装着のままにしないでください。

14. 以下のように、プロセッサーヒートシンクアセンブリを取り外します。

15. システムボードのつまみネジを緩めます。

16. ハンドルを使用してシステムボード持ち上げてシャーシから取り出します。

1
2

システムボードを交換する方法は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/
proliantgen10-docs）に掲載されている サーバーメンテナンス&サービスガイドの サーバー固有の手順を参
照してください。

システムボードを交換した後は、 サーバーのシリアル番号と製品 ID を再入力する必要があります。

サーバーのシリアル番号と製品 ID の再入力

システムボードを交換した場合は、 サーバーのシリアル番号と製品 ID を構成する必要があります。

手順

1. システムユーティリティにアクセスします。POST 中に F9 キーを押します。

2. システムユーティリティのホーム画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成（RBSU） > アド
バンストオプション > アドバンストサービスオプションの順に選択します。

3. シリアル番号フィールドを選択して、Enter を押します。

次の警告が表示されます。

The serial number is modified by qualified service personnel and must match
the serial number located on the chassis.（シリアル番号は、資格を持つサービス担当者が変

更します。これは、シャーシに付けられているシリアル番号と一致する必要があります。）

4. OK をクリックします。

5. シリアル番号を入力し、Enter キーを押します。

6. 製品 ID フィールドを選択して、Enter キーを押します。

次の警告が表示されます。
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Product ID is modified only by qualified personnel. This value must match the
product ID located on the chassis.（製品 ID は、資格を持つ担当者が変更します。この値は、

シャーシに付けられている製品 ID と一致する必要があります。）

7. 製品 ID を入力して、Enter キーを押します。

8. F10 キーを押して、設定を保存します。

これで手順は完了です。

スケーラブル不揮発性メモリデータ再配置のガイドライン
ある サーバーから別の サーバーにスケーラブル不揮発性メモリデータ（NVMe SSD）を再配置する場合は、
データを保持するために、次のガイドラインに従ってください。

• 再配置先の サーバーハードウェアは、再配置元の サーバーハードウェアと一致する必要があります。

• システムユーティリティのすべての設定は、再配置元のシステムユーティリティ設定と一致する必要があ
ります。

• すべてのスケーラブル不揮発性メモリコンポーネントは、元の サーバーと同じものです。複数のスケーラ
ブル不揮発性メモリ構成のコンポーネントを組み合わせることはできません。

• すべてのスケーラブル不揮発性メモリコンポーネントを元の サーバーと同じ場所にインストールします。

このガイドラインは、システム障害のためのシステムボードを再配置する場合に適用されます。

スケーラブル不揮発性メモリコンポーネントの取り外しと交換について詳しくは、本書の内容を参照するか、
Hewlett Packard Enterprise の Web サイト（http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs）にある サーバー
メンテナンス&サービスガイドを参照してください。
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トラブルシューティング

トラブルシューティングの資料
トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントの HPE Gen10 サーバー製品で使用できます。

• HPE ProLiant Gen10 サーバー用のトラブルシューティングガイドは、一般的な問題を解決するための手順
を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、ソフトウェアのメンテナ
ンスについて説明しています。

• Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy では、エラーメッセージのリスト
を提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。

• Integrated Management Log Messages and Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 and HPE
Synergy は、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML メッセージおよび関連するトラ
ブルシューティング情報を提供します。

トラブルシューティングリソースにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise Information Library（http://
www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting）を参照してください。
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Web サイト

全般的な Web サイト

Hewlett Packard Enterprise Information Library
www.hpe.com/info/EIL

上記以外の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。

不揮発性メモリに関する Web サイト

不揮発性メモリに関する Hewlett Packard Enterprise Information Library
www.hpe.com/info/nvdimm-docs

不揮発性メモリ

www.hpe.com/info/persistentmemory
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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については、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアクセス
します。

http://www.hpe.com/assistance

• 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 サイトにアクセスします。

http://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。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨されるソ
フトウェアアップデート方法を確認してください。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/support/hpesc
Hewlett Packard Enterprise サポートセンター：ソフトウェアのダウンロード

http://www.hpe.com/support/downloads
Software Depot

http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。
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http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

• お客様の資格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 ページにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

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資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセッ
トアップしておく必要があります。

カスタマーセルフリペア（CSR）
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。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけてくだ
さい。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert
HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja
HPE プロアクティブケアサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts
HPE プロアクティブケアアドバンストサービス：サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

保証情報
ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関
する情報に関するドキュメントを確認するには、下記の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション

http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties
HPE エンタープライズサーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties
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HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties
HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

規定に関する情報
安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからサー
バー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してください。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要
求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り
組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについて
は、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報
については、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/environment

ドキュメントに関するご意見、ご指摘
Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキュメ
ントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがございました
ら、ドキュメントフィードバック担当（docsfeedback@hpe.com）へお寄せください。この電子メールに
は、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊行日をご記載
ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバージョン、ヘルプの
版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。
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