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EP8000 V9 用 HWMC 設定控え戻し手順 

 

 

 

商標類 

・IBM、AIX、DataStage、HACMP、POWER、POWER7、POWER8、POWER9、PowerHA、SystemMirror は、世界の多くの国で登

録された International Business Machines Corporation の登録商標です。 

・Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標です。 

・UNIX は、The Open Group の米国ならびに他の国における登録商標です。 

・Microsoft および Windows Server は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  

・Windows は，米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

・HITACHI, JP1 は，（株）日立製作所の登録商標です。 

・Magick Packet は, Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。  

・その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。 
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 概要 

本手順書は、HWMC 本体交換または、HWMC の内臓 HDD を 2 台とも交換する場合における、「設定控え」および「設定戻し

手順」を示します。なお、HWMC コードの更新時にも本手順書を利用できます。その場合、実際に交換を行う手順は無視して

進めてください。障害に備え、あらかじめ情報を控える目的で本書を利用する場合、7 章までの内容を実施して下さい。8 章

以降の内容は交換時や設定復元時に実施する手順となっています。 

 

対象 HWMC Code ： V9 全バージョン 

対象モデル : 7063-CR1 

 準備書類 

HWMC Code のバージョンを確認後、必要な書類を準備してください。 

HWMC Code のバージョンは、機器添付の Recovery Disc/Update Disc のラベルにて確認してください。準備書類は機器添

付の『EP8000 マニュアルセット』CD 内にありますが、(HISYS)の S_COMET から最新版をダウンロードして頂くようお願いい

たします。 

 

共通 

⚫ EP8000 V8 用 HWMC 設定控え戻し手順 (ASC-DC-MAN-HMC-0292) (本書) 

⚫ 別紙：HMMC 設定控えデータシート 印刷用 ：(0292hmc_cf00p9.pdf) 

                               PC 入力用：(0292hmc_cf00p9.docx) 

 

バージョン別資料(以下を参照ください) 

HWMC Code 
バージョン 

手順書 
対象 HWMC Model 

CR1 

V9R1 以降 ● 7063HWMC Code(V9Rx.x.x 用) インストール手順  
(ASC-DC-MAN-HMC-0290) 

● EP8000 HWMC(V9) Critical Console Data Backup/Restore 実施手順 
(ASC-DC-MAN-HMC-0291) 

○ 

 

LPAR 電源制御機構(RPC2)用 (RPC2 使用の場合) 

⚫ LPAR 電源制御機構(RPC2)保守マニュアル(ASC-SD-0944) 

 

 

 

  

0292hmc_cf00p9.pdf
0292hmc_cf00p9.docx
ASC-DC-MAN-HMC-0290.pdf
ASC-DC-MAN-HMC-0291.pdf
../rpc2/ASC-SD-0944.pdf
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 HWMC 交換全体作業フロー 

 
 

  

START 

HWMC にログオン 
できるか？ 

Yes ：設定情報退避可 
 

No ：設定情報退避不可 
 

HWMC をサーバから切り離す。 

LANケーブルと LANポートの対応を確認

してから、HWMC とサーバを接続している

LAN ケーブルを抜く。 

交換後のユーザアカウントおよびパスワード、

サーバの Profile Data バックアップの再設定を

顧客に依頼する。 

使用しているアプリによって RMCの再設定が必

要となる旨連絡。 

次ページへ 

HWMC 本体または HDD を 

保守部品と交換する(※)。 

「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参

照元が見つかりません。」を実施。 

交換後のユーザアカウントおよびパス

ワード、サーバの Profile Data バックア

ップの再設定を顧客に依頼する。 

HRL の場合、交換後にお客様/SE の

HA 再設定が必要となる旨顧客に連絡

(ポート番号が既知なら保守員が設定

しても可)。 

使用しているアプリによって RMC の再

設定が必要となる旨連絡。 

「エラー ! 参照元が見つかりません。 

エラー! 参照元が見つかりません。」を

元にお客様/SE に設定情報の聴取を

行う。 

「エラー ! 参照元が見つかりませ

ん。 エラー! 参照元が見つかりま

せん。」 

サーバ接続の削除 

HWMC 交換手順 Ⅰ.概要編（ASC-DC-MAN-HMC-0279） 

「3.1.2 サーバ削除」に従い、サーバとの接続を削除する。 

※ HWMC 起動不可の場合はここでの削除は実施不要。 

サーバ再接続後に、「5.5 障害 HWMC 残存情報削除」を

実施する。 

「エラー ! 参照元が見つかりませ

ん。 エラー! 参照元が見つかりま

せん。」HWMCの設定情報を退避す

※：HWMC コード更新のみの場合は省略可 

「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参

照元が見つかりません。」を実施。 

ASC-DC-MAN-HMC-0279.pdf
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「エラー! 参照元が見つかりません。 

エラー! 参照元が見つかりません。」 

サーバの IPアドレスを調べる 

「エラー! 参照元が見つかりません。 

エラー! 参照元が見つかりません。」 

退避情報の再設定 

前ページから 

サーバの IPアドレス 

既知 
 

未知 
 

「エラー! 参照元が見つかりません。 エ

ラー! 参照元が見つかりません。」 

HWMC とサーバの再接続 

「エラー ! 参照元が見つかりませ

ん。 エラー! 参照元が見つかりま

せん。」 

「エラー! 参照元が見つかりません。 エ

ラー! 参照元が見つかりません。」 

HWMC インストールによりクリアされた、

ASSIST 情報を再設定する。 

アテンションランプ点灯？ 

No 
 

Yes 
 

DIAG からアテンション LED のクリア 

Diag →3 Task Selection →Log Repair Action 

→sysplanar0 →F7=コミット 

顧客設定情報および HWMC 時刻の設定→(お客様/SE 作業) 

ユーザアカウントおよびパスワード、サーバの Profile Data バックアップの

確認・再設定を実施して頂く。HWMC の時刻設定を依頼する。 

使用しているアプリケーションを確認後、必要があれば、RMC の再設定を

依頼する。 

END 

HWMC の情報退避有り? 

Yes 
 

No 
 

HRL の場合、HA 設定については HA 構成を組ん
だお客様/SE に設定を依頼する。あるいはお客様
/SE にポート番号の問合せを行い、保守員が設定
を行う。 

「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参

照元が見つかりません。」を実施。 

エラー! 参照元が見つかりません。 (3)を参照し
て、設定情報を復元する。 

HWMC 残存情報削除 

HWMC交換前にHWMC交換手順 Ⅰ.概要編（ASC-DC-MAN-HMC-0279）「3.1.2 サーバ削除」が実

施できていない場合、ここで「4.3.4 障害 HWMC 残存情報削除」を実施する。 

「エラー! 参照元が見つかりません。 エラー! 参

照元が見つかりません。」を実施。 

ASC-DC-MAN-HMC-0279.pdf
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※各項目の詳細については、製品添付される紙面に記載される URL または 

問い合わせ先に連絡願います。 


