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ラックマウントサーバ管理
CiscoUCSManagerを使用してCiscoUCSドメインに統合されているすべてのラックマウントサー
バを管理およびモニタすることができます。すべての管理機能およびモニタリング機能は、電力

制限を除くラックマウントサーバでサポートされます。電源状態の変更などの一部のラックマウ

ントサーバの管理タスクは、サーバとサービスプロファイルの両方から行うことができます。

残りの管理タスクは、サーバ上でだけ実行できます。

Cisco UCS Managerは、検出した各ラックマウントサーバの情報、エラー、および障害を提供し
ます。

サポートされている Cisco UCSラックマウントサーバを Cisco UCSManagerと統合する方法の
詳細については、該当する Cisco UCS Managerリリースの Cisco UCS Cシリーズサーバ統合ガ
イドを参照してください。

ヒント

ラックマウントサーバの削除および稼働中止に関する注

意事項
Cisco UCS Managerを使用してラックマウントサーバを削除する、または稼働を中止するかどう
かを判断する際には、次の注意事項を考慮してください。

ラックマウントサーバの稼働中止

ラックマウントサーバが物理的に存在し、接続されているが、一時的に設定から削除したい場

合、稼働中止が実行されます。稼働を停止しているラックマウントサーバは最終的に再稼働する

ことが予測されるため、サーバの情報部分は将来の使用に備えて Cisco UCS Managerによって保
持されます。

ラックマウントサーバの削除

削除は、ファブリックエクステンダとラックマウントサーバの接続を解除することで、システム

からサーバを物理的に削除するときに実行されます。ラックマウントサーバが物理的に存在し、

ファブリックエクステンダに接続されている場合は、そのラックマウントサーバを Cisco UCS
Managerから削除することはできません。ラックマウントサーバの接続が解除されると、その
ラックマウントサーバの設定は、Cisco UCS Managerで削除できます。

削除中に、管理インターフェイスの接続が解除され、データベースからすべてのエントリが削除

され、検出時に割り当てられたサーバプールからサーバが自動的に削除されます。
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検出中にサーバプールに自動的に追加されたサーバだけが自動的に削除されます。サーバ

プールに手動で追加したサーバは手動で削除する必要があります。

（注）

削除したラックマウントサーバを設定に戻す必要がある場合は、再接続してから再検出する必要

があります。サーバがCiscoUCSManagerに再導入された場合は新しいサーバと同様に処理され、
詳細な検出プロセスの実行対象となります。したがって、CiscoUCSManagerはサーバに対して、
以前の IDと異なる場合がある新しい IDを割り当てることができます。

予期しないサーバの電源変更を回避するための推奨事項
サーバがサービスプロファイルに関連付けられていない場合、サーバの物理的な [Power]ボタン
または [Reset]ボタンなど、サーバの電源状態を変更するために使用可能な手段をすべて使用でき
ます。

サーバがサービスプロファイルに関連付けられているか、サービスプロファイルに割り当てられ

ている場合は、次の方法を使用するだけでサーバの電源状態を変更することができます。

• Cisco UCS Manager GUIで、サーバ、またはサーバに関連付けられているサービスプロファ
イルの [General]タブに移動し、[Actions]領域で [Boot Server]または [Shutdown Server]を選択
します。

• Cisco UCS Manager CLIで、サーバ、サーバに関連付けられているサービスプロファイルに
対して power upコマンドまたは power downコマンドを使用します。

関連付けられているサーバで、現在電源がオフになっているサーバには、次のオプションのい

ずれも使用しないでください。

重要

• GUIでの [Reset]

• CLIでの cycle cycle-immediateまたは reset hard-reset-immediate

•サーバの [Power]ボタンまたは [Reset]ボタン

現在電源がオフになっているサーバに対して、リセットまたはサイクルを実施するか、サーババ

の物理的な [Power]ボタンを使用すると、サーバの実際の電源状態が、サービスプロファイルで
必要とされる電源状態の設定と同期しなくなる可能性があります。サーバと Cisco UCS Manager
間の通信が中断した場合や、サービスプロファイルの設定が変更されると、Cisco UCS Manager
に、必要とされる電源状態がサービスプロファイルからサーバに適用されることがあり、この結

果予期しない電源変更が発生する可能性があります。

電源の同期に関する問題は、次に示すように予期しないサーバの再起動につながる可能性があり

ます。
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通信の後にサーバ電力状態が中

断する

現在のサーバの電源状態サービスプロファイルで必要

とされる電源状態

電源オン電源オフUp

電源オン

実行中のサーバは、

サービスプロファイ

ルで必要とされる電

源状態に関係なく

シャットダウンされ

ません。

（注）

電源オンDown

ラックマウントサーバのブート

ラックマウントサーバのブート

[Actions]領域で [Boot Server]リンクがグレー表示されている場合は、まず、サーバをシャットダ
ウンする必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 ブートするサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域の [Boot Server]をクリックします。

ステップ 6 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

サーバがブートした後は、[General]タブの [Overall Status]フィールドに [OK]ステータスが表示さ
れます。
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サービスプロファイルからのサーバのブート

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 サービスプロファイルを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 関連付けられたサーバをブートする必要があるサービスプロファイルを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域の [Boot Server]をクリックします。

ステップ 7 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ステップ 8 [Boot Server]ダイアログボックスで [OK]をクリックします。
サーバがブートした後は、[General]タブの [Overall Status]フィールドに [ok]ステータスまたは [up]
ステータスが表示されます。

ラックマウントサーバのブート順序の決定

サーバに関連付けられているサービスプロファイルの [General]タブからもブート順序タブを
表示できます。

ヒント

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 ブート順序を決定するサーバをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Boot Order Details]領域が展開されていない場合は、見出しの右側の [Expand]アイコンをクリッ
クします。

ステップ 6 サーバに割り当てられているブート順序を表示するには、[Configured Boot Order]タブをクリック
します。

ステップ 7 物理サーバ構成内のさまざまなデバイスから何がブートされるかを表示するには、[Actual Boot
Order]タブをクリックします。
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[Actual Boot Order]では、[Internal EFI Shell]は常にブート順リストの最下部に表示され
ます。

（注）

ラックマウントサーバのシャットダウン

ラックマウントサーバのシャットダウン

この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムでサーバをシャットダ

ウンする場合、Cisco UCS Managerにより、この OSのグレースフルシャットダウンシーケンス
がトリガーされます。

[Actions]領域の [Shutdown server]リンクがグレー表示されている場合、そのサーバは動作してい
ません。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 シャットダウンするサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Shutdown Server]をクリックします。

ステップ 6 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

サーバが正常にシャットダウンされると、[General]タブの [Overall Status]フィールドに電源オフ
状態が表示されます。

サービスプロファイルからのサーバのシャットダウン

この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムでサーバをシャットダ

ウンする場合、Cisco UCS Managerにより、この OSのグレースフルシャットダウンシーケンス
がトリガーされます。

[Actions]領域の [Shutdown Server]リンクがグレー表示されている場合、そのサーバは動作してい
ません。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 サービスプロファイルを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 関連付けられたサーバをシャットダウンする必要があるサービスプロファイルを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で、[Shutdown Server]をクリックします。

ステップ 7 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

サーバが正常にシャットダウンされると、[General]タブの [Overall Status]フィールドにダウンス
テータスまたは電源オフ状態が表示されます。

ラックマウントサーバのリセット
サーバをリセットすると、Cisco UCS Managerにより、リセットライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オ

ペレーティングシステムでグレースフルシャットダウンがサポートされていない場合、サーバ電

源の再投入が行われます。 Cisco UCS Managerに、サーバをリセットする前にすべての管理操作
を完了させるオプションでは、これらの操作がサーバのリセット前に完了するかどうかは保証さ

れていません。

電源オフの状態からサーバをブートする場合、[Reset]を使用しないでください。

このプロセスで起動を続行すると、サーバに求められる電源状態は実際の電源状態と同期しな

くなり、後でサーバが予期せずシャットダウンする可能性があります。選択したサーバを電

源オフの状態から安全にリブートするには、[Cancel]をクリックしてから、[Boot Server]アク
ションを選択します。

（注）

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 リセットするサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で [Reset]をクリックします。

ステップ 6 [Reset Server]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
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a) [Power Cycle]オプションをクリックします。
b) （任意） Cisco UCS Managerに、このサーバで保留中のすべての管理操作を完了させる場合
は、チェックボックスをオンにします。

c) [OK]をクリックします。

リセットが完了するまでに数分かかる場合があります。サーバがリセットされると、[General]タ
ブの [Overall Status]フィールドに OKステータスが表示されます。

ラックマウントサーバの再確認
CiscoUCSManagerにサーバ、およびそのサーバのすべてのエンドポイントを再検出させる必要が
ある場合は、次の手順を実行します。たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していな

かった状態から抜け出せなくなっている場合に、この手順を使用します。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 再確認するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域の [Server Maintenance]をクリックします。

ステップ 6 [Maintenance]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Re-acknowledge]をクリックします。
b) [OK]をクリックします。

Cisco UCS Managerはサーバを切断し、その後、サーバとシステム内の 1つまたは複数のファブ
リックインターコネクトとの接続を確立します。確認が終了するまでに数分かかる場合がありま

す。サーバが確認されると、[General]タブの [Overall Status]フィールドに OKステータスが表示
されます。
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ラックマウントサーバの稼働中止

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 稼働を停止するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Server Maintenance]をクリックします。

ステップ 6 [Maintenance]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Decommission]をクリックします。
b) [OK]をクリックします。

サーバが Cisco UCS構成から削除されます。

ラックマウントサーバの再稼働

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブの [Rack-Mounts]ノードをクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Decommissioned]タブをクリックします。

ステップ 4 再稼働する各ラックマウントサーバの行で、次の手順を実行します。

a) [Recommission]カラムでチェックボックスをオンにします。
b) [Save Changes]をクリックします

ステップ 5 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ステップ 6 （任意） サーバの再稼働状況と、サーバの [FSM]タブの検出をモニタします。
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ラックマウントサーバ番号の付け替え

はじめる前に

サーバ間で IDを交換する場合は、最初にサーバを解放し、リナンバリング手順を進める前にサー
バの稼働中止 FSMが完了するまで待つ必要があります。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 [Servers]ノードを展開し、次が含まれていないことを確認してください。

•番号を付け替えるラックマウントサーバ

•使用したい番号が付いているラックマウントサーバ

これらのサーバのいずれかが [Servers]ノードにリストされている場合は、そのサーバの稼働を中
止します。次の手順に進む前に、稼働中止 FSMが完了し、サーバがノードにリストされなくな
るまで待機する必要があります（数分かかる場合があります）。

ステップ 4 番号を付け替えるラックマウントサーバを選択します。

ステップ 5 [Equipment]タブの [Rack-Mounts]ノードをクリックします。

ステップ 6 [Work]ペインで [Decommissioned]タブをクリックします。

ステップ 7 番号を付け替える各ラックマウントサーバの行で、次の手順を実行します。

a) [ID]フィールドをダブルクリックして、ラックマウントサーバに割り当てる新しい番号を入力
します。

b) [Recommission]カラムでチェックボックスをオンにします。
c) [Save Changes]をクリックします

ステップ 8 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ステップ 9 （任意） サーバの再稼働状況と、サーバの [FSM]タブの検出をモニタします。

設定データベースからの存在しないラックマウントサー

バの削除
最初にサーバを解放せずにサーバのハードウェアを物理的にサーバから取り外すには、次の手順

を実行します。サーバが物理的に存在する場合、この手順を実行することはできません。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 設定データベースから削除するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、[Server Maintenance]をクリックします。

ステップ 6 [Maintenance]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Remove]をクリックします。
b) [OK]をクリックします。

CiscoUCSManagerは、設定データベースからそのサーバに関するすべてのデータを削除します。
サーバスロットは、新しいサーバハードウェアの挿入に使用できます。

ラックマウントサーバのロケータ LED のオンとオフを切
り替える

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 ロケータ LEDのオン/オフを切り替えるサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で、次のいずれかをクリックします。

• Turn On Locator LED

• Turn off Locator LED

ラックマウントサーバの CMOS のリセット
非常に珍しいケースですが、サーバのトラブルシューティング時に、CMOSのリセットが必要に
なることがあります。この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 CMOSをリセットするサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域の [Recover Server]をクリックします。

ステップ 6 [Recover Server]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Reset CMOS]をクリックします。
b) [OK]をクリックします。

ラックマウントサーバの CIMC のリセット
現在実行されているファームウェアで問題が発生した場合など、非常に珍しいケースですが、サー

バのトラブルシューティング時に、CIMCのリセットが必要になることがあります。この手順は、
通常のサーバメンテナンスには含まれません。 CIMCのリセット後、サーバは、そのサーバで実
行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 CIMCをリセットするサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域の [Recover Server]をクリックします。

ステップ 6 [Recover Server]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Reset CIMC (Server Controller)]をクリックします。
b) [OK]をクリックします。

ラックマウントサーバの破損した BIOS のリカバリ
非常に珍しいケースですが、サーバの問題により、破損した BIOSの復旧が必要になることがあ
ります。この手順は、通常のサーバメンテナンスには含まれません。 BIOSの復旧後、サーバ
は、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされます。 BIOS
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が復旧を必要としていない場合、またはそのサーバではこのオプションが使用できない場合は、

このオプションボタンが淡色表示されることがあります。

はじめる前に

サーバ上で破損している BIOSの復旧を試行する前に、そのサーバに接続またはマップされて
いる USBストレージをすべて取り外します。外部 USBドライブが vMediaからサーバに取り
付けられた、またはマップされている場合、BIOSの回復に失敗します。

重要

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 BIOSを回復させるサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域の [Recover Server]をクリックします。

ステップ 6 [Recover Server]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Recover Corrupt BIOS]をクリックします。
b) [OK]をクリックします。

ステップ 7 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

ステップ 8 [Recover Corrupt BIOS]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

アクティブ化するファームウェアバージョンをドロップダウ

ンリストから選択します。

[Version To Be Activated]ド
ロップダウンリスト

b) [OK]をクリックします。

ラックマウントサーバの POST 結果の表示
サーバとそのアダプタに対する Power On Self-Testプロセスで収集された任意のエラーを表示でき
ます。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 POSTの結果を表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域で [View POST Results]をクリックします。
[POSTResults]ダイアログボックスに、サーバとそのアダプタに対する POSTの結果が一覧表示さ
れます。

ステップ 6 （任意） アダプタのプロパティを表示するには、[Affected Object]カラムをクリックします。

ステップ 7 [OK]をクリックして [POST Results]ダイアログボックスを閉じます。

ラックマウントサーバからの NMI の発行
システムが応答不能のままになり、Cisco UCS Managerに Non Maskable Interrupt（NMI）を BIOS
に発行させるか、CIMCからオペレーティングシステムに発行させる場合は、次の手順を実行し
ます。サーバにインストールされているオペレーティングシステムに応じて、このアクションに

よってコアダンプまたはスタックトレースが作成されます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Equipment]タブをクリックします。

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 NMIを発行するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 5 [Actions]領域の [Server Maintenance]をクリックします。

ステップ 6 [Maintenance]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Diagnostic Interrupt]をクリックします。
b) [OK]をクリックします。

Cisco UCS Managerは BIOSまたはオペレーティングシステムに NMIを送信します。
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