
ハードウェアのモニタリング

この章の内容は、次のとおりです。

• ファブリックインターコネクトのモニタリング, 1 ページ

• シャーシのモニタリング, 2 ページ

• ブレードサーバのモニタリング, 4 ページ

• ラックマウントサーバのモニタリング, 7 ページ

• I/Oモジュールのモニタリング, 10 ページ

• 管理インターフェイスのモニタリング, 10 ページ

• サーバディスクドライブモニタリング, 13 ページ

ファブリックインターコネクトのモニタリング

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] > [Fabric Interconnects]を展開します。

ステップ 3 モニタするファブリックインターコネクトのノードをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインで次のタブのいずれかをクリックして、ファブリックインターコネクトのステータ
スを表示します。

説明オプション

障害の概要、ファブリックインターコネクトプロパティの概要、ファ

ブリックインターコネクトとそのコンポーネントの物理表示など、ファ

ブリックインターコネクトのステータスの概要が示されます。

[General]タブ
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説明オプション

ファブリックインターコネクトのすべてのポートのステータスが表示

されます。このタブには次のサブタブが含まれます。

• [Uplink Ports]タブ

• [Server Ports]タブ

• [Fibre Channel Ports]タブ

• [Unconfigured Ports]タブ

[Physical Ports]タブ

ファブリックインターコネクトのすべてのファンモジュールのステー

タスが表示されます。

[Fans]タブ

ファブリックインターコネクトのすべての電源モジュールのステータ

スが表示されます。

[PSUs]タブ

ファブリックインターコネクトとすべてのポートおよびその他のコン

ポーネントがグラフィック表示されます。コンポーネントに障害があ

る場合、そのコンポーネントの横に障害アイコンが表示されます。

[Physical Display]タブ

ファブリックインターコネクトで発生した障害の詳細が表示されます。[Faults]タブ

ファブリックインターコネクトで発生したイベントの詳細が表示され

ます。

[Events]タブ

ファブリックインターコネクトとそのコンポーネントに関する統計情

報が表示されます。これらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Statistics]タブ

シャーシのモニタリング

シャーシ内の個々のコンポーネントをモニタするには、そのコンポーネントのノードを展開し

ます。

ヒント
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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] > [Chassis]を展開します。

ステップ 3 モニタするシャーシをクリックします。

ステップ 4 次のタブのいずれかをクリックして、シャーシのステータスを表示します。

説明オプション

障害の概要、シャーシプロパティの概要、シャーシとそのコンポーネ

ントの物理表示など、シャーシのステータスの概要が示されます。

[General]タブ

シャーシ内の全サーバのステータスと選択されたプロパティが表示さ

れます。

[Servers]タブ

シャーシ内のサーバに関連付けられたサービスプロファイルのステー

タスを表示します。

[Service Profiles]タブ

シャーシ内のすべての IOモジュールのステータスと選択されたプロ
パティが表示されます。

[IO Modules]タブ

シャーシ内のすべてのファンモジュールのステータスが表示されま

す。

[Fans]タブ

シャーシ内のすべての電源モジュールのステータスが表示されます。PSUs

シャーシとファブリックインターコネクト間の接続に関する詳細情報

が表示されます。この表示には、次のコンポーネントを表すアイコン

があります。

•システムの各ファブリックインターコネクト。

•選択されたコンポーネントの I/Oモジュール（IOM）。これは、
接続パスを見やすくするために独立したユニットとして表示され

ます。

•サーバと PSUを示す選択されたシャーシ。

[Hybrid Display]タブ

シャーシ内のすべてのスロットのステータスが表示されます。[Slots]タブ

シャーシ内の IOモジュールおよびサーバの現在のファームウェアバー
ジョンが表示されます。このタブを使用して、これらのコンポーネン

トのファームウェアをアップデートおよびアクティブ化することもで

きます。

[Installed Firmware]タブ
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説明オプション

シャーシ内のサーバに対するシステムイベントログが表示され、そ

のログにアクセスできます。

[SEL Logs]タブ

シャーシで発生した障害の詳細が表示されます。[Faults]タブ

シャーシで発生したイベントの詳細が表示されます。[Events]タブ

シャーシに関連する FSMタスクの詳細およびステータスが表示され
ます。この情報を使用して、これらのタスクにおけるエラーを診断で

きます。

[FSM]タブ

シャーシとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。こ

れらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Statistics]タブ

シャーシのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。

これらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures]タブ

シャーシのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。

これらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Power]タブ

ブレードサーバのモニタリング

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] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 モニタするサーバをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインで次のタブのいずれかをクリックして、サーバのステータスを表示します。

説明オプション

障害の概要、サーバプロパティの概要、サーバとそのコンポーネントの物

理表示など、サーバのステータスの概要が示されます。

[General]タブ
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説明オプション

サーバのコンポーネントのプロパティとステータスに関する詳細情報が次

のサブタブに表示されます。

• [Motherboard]：マザーボードとサーバ BIOS設定に関する情報。この
サブタブから、破損した BIOSファームウェアを復旧させることもで
きます。

• [CIMC]：CIMCとそのファームウェアに関する情報。サーバの SELに
もアクセスできます。また、スタティックまたはプーリング済み管理

IPアドレスを割り当て、このサブタブから CIMCファームウェアを更
新し、アクティブにすることもできます。

• [CPUs]：サーバの各 CPUに関する情報。

• [Memory]：サーバの各メモリスロットと、スロットのDIMMに関する
情報。

• [Adapters]：サーバに取り付けられた各アダプタに関する情報。

• [HBAs]：各 HBAのプロパティと、サーバに関連付けられたサービス
プロファイルでの HBAの設定。

• [NICs]：各 NICのプロパティと、サーバに関連付けられたサービスプ
ロファイルでのNICの設定。各行を展開すると、関連するVIFおよび
vNICに関する情報を表示できます。

• [iSCSI vNICs]：各 iSCSI vNICのプロパティと、サーバに関連付けられ
たサービスプロファイルでの vNICの設定。

• [Storage]：ストレージコントローラのプロパティ、サーバに関連付け
られたサービスプロファイルでのローカルディスク設定ポリシー、

サーバの各ハードディスクに関する情報。

ハードディスクドライブやソリッドステートドライブなどの

SATAデバイスがサーバに 1つ以上搭載されている場合、Cisco
UCS Manager GUIの [Vendor]フィールドにはその SATAデバイス
のベンダー名が表示されます。

ただし、Cisco UCSManager CLIでは、[Vendor]フィールドにATA
が表示され、ベンダー名などのベンダー情報は [VendorDescription]
フィールドに表示されます。この 2番目のフィールドは Cisco
UCS Manager GUIにはありません。

ヒント

[Inventory]タブ

サーバでホストされている仮想マシンの詳細情報が表示されます。[VirtualMachines]タ
ブ

CIMC、アダプタ、その他のサーバコンポーネントのファームウェアバー
ジョンが表示されます。このタブを使用して、これらのコンポーネントの

ファームウェアをアップデートおよびアクティブ化することもできます。

[Installed Firmware]
タブ
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説明オプション

サーバのシステムイベントログが表示されます。[SEL Logs]タブ

サーバのアダプタの VIFパスを表示します。[VIF Paths]タブ

サーバで発生した障害の概要が表示されます。障害をクリックすると、詳

細情報が表示されます。

[Faults]タブ

サーバで発生したイベントの概要が表示されます。イベントをクリックす

ると、詳細情報が表示されます。

[Events]タブ

タスクのステータスなど、サーバで実行されている現在の FSMタスクに関
する詳細情報が表示されます。この情報を使用して、これらのタスクにお

けるエラーを診断できます。

[FSM]タブ

サーバとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。これらの

統計情報は図表形式で表示できます。

[Statistics]タブ

サーバのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。これら

の統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures]タブ

サーバのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。これら

の統計情報は図表形式で表示できます。

[Power]タブ

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Server_ID] > [Adapters] > [Adapter_ID]を展開します。

ステップ 6 [Work]ペインで、次のアダプタのコンポーネントの1つ以上を右クリックしてナビゲータを開き、
コンポーネントのステータスを表示します。

•アダプタ

• DCEインターフェイス

• HBA

• NIC

子ノードを表示するには、テーブル内のノードを展開します。たとえば、[NIC]ノード
を展開すると、その NICで作成された各 VIFを表示できます。

ヒント
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ラックマウントサーバのモニタリング

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 モニタするサーバをクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインで次のタブのいずれかをクリックして、サーバのステータスを表示します。

説明オプション

障害の概要、サーバプロパティの概要、サーバとそのコンポーネントの物

理表示など、サーバのステータスの概要が示されます。

[General]タブ
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説明オプション

サーバのコンポーネントのプロパティとステータスに関する詳細情報が次

のサブタブに表示されます。

• [Motherboard]：マザーボードとサーバ BIOS設定に関する情報。この
サブタブから、破損した BIOSファームウェアを復旧させることもで
きます。

• [CIMC]：CIMCとそのファームウェアに関する情報。サーバの SELに
もアクセスできます。また、スタティックまたはプーリング済み管理

IPアドレスを割り当て、このサブタブから CIMCファームウェアを更
新し、アクティブにすることもできます。

• [CPU]：サーバの各 CPUに関する情報。

• [Memory]：サーバの各メモリスロットと、スロットのDIMMに関する
情報。

• [Adapters]：サーバに取り付けられた各アダプタに関する情報。

• [HBAs]：各 HBAのプロパティと、サーバに関連付けられたサービス
プロファイルでの HBAの設定。

• [NICs]：各 NICのプロパティと、サーバに関連付けられたサービスプ
ロファイルでのNICの設定。各行を展開すると、関連するVIFおよび
vNICに関する情報を表示できます。

• [iSCSI vNICs]：各 iSCSI vNICのプロパティと、サーバに関連付けられ
たサービスプロファイルでの vNICの設定。

• [Storage]：ストレージコントローラのプロパティ、サーバに関連付け
られたサービスプロファイルでのローカルディスク設定ポリシー、

サーバの各ハードディスクに関する情報。

ハードディスクドライブやソリッドステートドライブなどの

SATAデバイスがサーバに 1つ以上搭載されている場合、Cisco
UCS Manager GUIの [Vendor]フィールドにはその SATAデバイス
のベンダー名が表示されます。

ただし、Cisco UCSManager CLIでは、[Vendor]フィールドにATA
が表示され、ベンダー名などのベンダー情報は [VendorDescription]
フィールドに表示されます。この 2番目のフィールドは Cisco
UCS Manager GUIにはありません。

ヒント

[Inventory]タブ

サーバでホストされている仮想マシンの詳細情報が表示されます。[VirtualMachines]タ
ブ

CIMC、アダプタ、その他のサーバコンポーネントのファームウェアバー
ジョンが表示されます。このタブを使用して、これらのコンポーネントの

ファームウェアをアップデートおよびアクティブ化することもできます。

[Installed Firmware]
タブ
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説明オプション

サーバのシステムイベントログが表示されます。[SEL Logs]タブ

サーバのアダプタの VIFパスを表示します。[VIF Paths]タブ

サーバで発生した障害の概要が表示されます。障害をクリックすると、詳

細情報が表示されます。

[Faults]タブ

サーバで発生したイベントの概要が表示されます。イベントをクリックす

ると、詳細情報が表示されます。

[Events]タブ

タスクのステータスなど、サーバで実行されている現在の FSMタスクに関
する詳細情報が表示されます。この情報を使用して、これらのタスクにお

けるエラーを診断できます。

[FSM]タブ

サーバとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。これらの

統計情報は図表形式で表示できます。

[Statistics]タブ

サーバのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。これら

の統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures]タブ

サーバのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。これら

の統計情報は図表形式で表示できます。

[Power]タブ

ステップ 5 [Navigation]ペインで、[Server_ID] > [Adapters] > [Adapter_ID]と展開します。

ステップ 6 [Work]ペインで、次のアダプタのコンポーネントの1つ以上を右クリックしてナビゲータを開き、
コンポーネントのステータスを表示します。

•アダプタ

• DCEインターフェイス

• HBA

• NIC

子ノードを表示するには、テーブル内のノードを展開します。たとえば、[NIC]ノード
を展開すると、その NICで作成された各 VIFを表示できます。

ヒント
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I/O モジュールのモニタリング

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] > [Chassis] > [Chassis Number] > [IO Modules]を展開します。

ステップ 3 モニタする I/Oモジュールをクリックします。

ステップ 4 次のタブのいずれかをクリックして、I/Oモジュールのステータスを表示します。

説明オプション

障害の概要、モジュールプロパティの概要、モジュールとそのコン

ポーネントの物理表示など、I/Oモジュールのステータスの概要が示
されます。

[General]タブ

I/Oモジュールのすべてのファブリックポートのステータスおよび
選択されたプロパティが表示されます。

[Fabric Ports]タブ

I/Oモジュールのすべてのバックアップポートのステータスおよび
選択されたプロパティが表示されます。

[Backplane Ports]タブ

I/Oモジュールで発生した障害の詳細が表示されます。[Faults]タブ

I/Oモジュールで発生したイベントの詳細が表示されます。[Events]タブ

I/Oモジュールに関連する FSMタスクの詳細およびステータスが表
示されます。この情報を使用して、これらのタスクにおけるエラー

を診断できます。

[FSM]タブ

I/Oモジュールとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されま
す。これらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Statistics]タブ

管理インターフェイスのモニタリング

管理インターフェイスのモニタリングポリシー

このポリシーは、ファブリックインターコネクトの mgmt0イーサネットインターフェイスの監
視方法を定義します。 Cisco UCSが管理インターフェイスの障害を検出すると、障害レポートが
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生成されます。障害レポート数が設定された回数に達した場合、システムは管理インターフェイ

スを使用できないと判断し、エラーを生成します。デフォルトでは、管理インターフェイスのモ

ニタリングポリシーはディセーブルです。

影響を受ける管理インターフェイスが管理インスタンスであるファブリックインターコネクトに

属する場合、Cisco UCSは従属ファブリックインターコネクトのステータスが稼働状態で、それ
に対して記録された現在の障害のレポートがないことを確認した後、エンドポイントの管理イン

スタンスを変更します。

影響を受けるファブリックインターコネクトが現在ハイアベイラビリティ設定のプライマリ内部

である場合、管理プレーンのフェールオーバーがトリガーされます。データプレーンはこのフェー

ルオーバーの影響を受けません。

管理インターフェイスのモニタリングに関連する次のプロパティを設定できます。

•管理インターフェイスをモニタリングするために使用されるメカニズムのタイプ。

•管理インターフェイスのステータスをモニタリングする間隔。

•システムが管理を行えないと判断し、障害メッセージを生成するまでに、モニタリングの試
行に失敗する最大回数。

ファブリックインターコネクトで管理インターフェイスに障害が発生した場合に次のいずれ

かが発生すると、管理インスタンスを変更できない可能性があります。

重要

•下位のファブリックインターコネクトを通るエンドポイントへのパスが存在しない。

•従属ファブリックインターコネクトの管理インターフェイスが失敗した。

•従属ファブリックインターコネクトを通るエンドポイントへのパスが失敗した。

管理インターフェイスのモニタリングポリシーの設定

手順

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

ステップ 2 [Admin]タブで、[All] > [Communication Management]を展開します。

ステップ 3 [Management Interfaces]をクリックします。

ステップ 4 [Work]ペインで、[Management Interfaces Monitoring Policy]タブをクリックします。

ステップ 5 次のフィールドに入力します。

説明名前

管理インターフェイスに対して、モニタリングポリシーをイ

ネーブルまたはディセーブルにするかどうか。

[Admin Status]フィールド
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説明名前

データレコーディングの間に、Cisco UCSが待機する必要のあ
る秒数。

90～ 300の整数を入力します。

[Poll Interval]フィールド

CiscoUCSが管理インターフェイスを使用できないと判断して、
エラーメッセージを生成するまでに、モニタリングの試行が失

敗する最大回数。

2～ 5の整数を入力します。

[Max Fail Report Count]フィー
ルド

Cisco UCSで使用するモニタリングのタイプ。次のいずれかに
なります。

• [Mii Status]：CiscoUCSはMedia Independent Interface（MII）
のアベイラビリティをモニタリングします。このオプショ

ンを選択すると、Cisco UCS Manager GUIに [Media
Independent Interface Monitoring]領域が表示されます。

• [Ping Arp Targets]：Cisco UCSは Address Resolution Protocol
（ARP）を使用して、指定されたターゲットを pingしま
す。このオプションを選択すると、CiscoUCSManagerGUI
には [ARP Target Monitoring]領域が表示されます。

• [Ping Gateway]：Cisco UCSは [Management Interfaces]タブ
でこのCiscoUCSドメインに指定されたデフォルトゲート
ウェイアドレスを pingします。このオプションを選択す
ると、CiscoUCSManagerGUIには [Gateway PingMonitoring]
領域が表示されます。

[Monitoring Mechanism]フィー
ルド

ステップ 6 モニタリングメカニズムに [Mii Status]を選択する場合、[Media Independent Interface Monitoring]
領域の次のフィールドに入力します。

説明名前

前の試行が失敗した場合に、MIIから別の応答を要求するまで、
Cisco UCSが待機する必要のある秒数。

3～ 10の範囲の整数を入力します。

[Retry Interval]フィールド

インターフェイスが使用不可であるとシステムが判断するまで、

Cisco UCSがMIIをポーリングする回数。

1～ 3の整数を入力します。

[Max Retry Count]フィールド
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ステップ 7 モニタリングメカニズムに [Ping Arp Targets]を選択する場合、[ARP Target Monitoring]領域の次
のフィールドに入力します。

説明名前

Cisco UCSが pingする最初の IPアドレス。[Target IP 1]フィールド

Cisco UCSが pingする 2番目の IPアドレス。[Target IP 2]フィールド

Cisco UCSが pingする 3番目の IPアドレス。[Target IP 3]フィールド

Cisco UCSがターゲット IPアドレスに送信する ARP要求数。

1～ 5の整数を入力します。

[Number ofARPRequests]フィー
ルド

ARPターゲットを使用できないとシステムが判断するまで、
Cisco UCSが ARPターゲットからの応答を待機する秒数。

5～ 15の整数を入力します。

[Max Deadline Timeout]フィー
ルド

0.0.0.0を入力して、ARPターゲットを削除します。

ステップ 8 モニタリングメカニズムに [Ping Gateway]を選択する場合、[Gateway PingMonitoring]領域の次の
フィールドに入力します。

説明名前

Cisco UCSがゲートウェイを pingする必要がある回数。

1～ 5の整数を入力します。

[Number of PingRequests]フィー
ルド

アドレスを使用できないと Cisco UCSが判断するまで、Cisco
UCSがゲートウェイからの応答を待機する秒数。

5～ 15の整数を入力します。

[Max Deadline Timeout]フィー
ルド

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

サーバディスクドライブモニタリング
CiscoUCSのディスクドライブモニタリングにより、CiscoUCSドメイン内のサポート対象ブレー
ドサーバについて、ブレードに搭載されているディスクドライブのステータスが Cisco UCS
Managerに提供されます。ディスクドライブモニタリングは、LSIファームウェアからCiscoUCS
Managerへの単方向の障害信号により、ステータス情報を提供します。
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次のサーバコンポーネントおよびファームウェアコンポーネントが、サーバ内のディスクドラ

イブステータスに関する情報の収集、送信、および集約を行います。

•物理的なプレゼンスセンサー：ディスクドライブがサーバドライブベイに挿入されている
かどうかを調べます。

•物理的な障害センサー：ディスクドライブの LSIストレージコントローラファームウェア
からレポートされる操作可能性のステータスを調べます。

• IPMIディスクドライブの障害センサーおよびプレゼンスセンサー：センサーの結果をCisco
UCS Managerに送信します。

•ディスクドライブの障害 LED制御および関連する IPMIセンサー：ディスクドライブの障
害 LEDの状態（オン/オフ）を制御し、それらの状態を Cisco UCS Managerに伝えます。

ディスクドライブモニタリングのサポート

ディスクドライブモニタリングは、一部のブレードサーバと特定の LSIストレージコントロー
ラファームウェアレベルのみをサポートします。

サポートされている Cisco UCSサーバ

Cisco UCS Managerでは、次のサーバのディスクドライブをモニタできます。

• B-200ブレードサーバ

• B-230ブレードサーバ

• B-250ブレードサーバ

• B-440ブレードサーバ

Cisco UCS Managerは、他のブレードサーバまたはラックマウントサーバ内のディスクドライブ
をモニタすることはできません。

ストレージコントローラのファームウェアレベル

サポートされるサーバ上のストレージコントローラには、LSI 1064Eファームウェアが組み込ま
れている必要があります。

Cisco UCS Managerは、異なるレベルのストレージコントローラファームウェアが組み込まれた
サーバ上のディスクドライブをモニタすることはできません。

ディスクドライブモニタリングの前提条件

ディスクドライブモニタリングで有用なステータス情報を得るには、サーバとストレージコン

トローラファームウェアバージョンがサポートされていることに加えて、次の前提条件が満たさ

れていることを確認する必要があります。

•ドライブがサーバドライブベイに挿入されている必要があります。
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•サーバの電源が投入されている。

•サーバが検出を完了している。

• BIOS POSTの完了結果が正常である。

を使用したディスクドライブのステータスの確認

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] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]を展開します。

ステップ 3 アダプタのステータスを確認するサーバをクリックします。

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

ステップ 5 [Storage]サブタブをクリックします。

ステップ 6 下矢印をクリックして [Disks]バーを展開し、各ディスクドライブの [States]セクション内のフィー
ルドを確認します。

説明名前

ドライブの動作状態。次のものがあります。

• [Operable]：ディスクドライブは操作可能です。

• [Inoperable]：ディスクドライブは操作不可能です。不良ブ
ロックなどのハードウェアの問題が原因である可能性があ

ります。

• [N/A]：ディスクドライブの運用性を判断できません。こ
のことは、サーバまたはファームウェアでディスクドライ

ブモニタリングがサポートされていないか、サーバの電源

がオフになっていることによって発生する可能性がありま

す。

[Operability]フィールドには、ディスクが故障した
RAIDセットの一部である、BIOS POST（電源投入時
自己診断テスト）が完了していない、などのいくつか

の理由で、誤ったステータスが表示される場合があり

ます。

（注）

[Operability]フィールド
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説明名前

ディスクドライブのプレゼンス（サーバドライブベイ内で検

出されるかどうかであり、動作状態は関係ない）。次のものが

あります。

• [Equipped]：サーバドライブベイ内でディスクドライブを
検出できます。

• [Missing]：サーバドライブベイ内でディスクドライブを
検出できません。

[Presence]フィールド

監視対象ディスクドライブのステータスの解釈

Cisco UCS Managerでは、モニタリング対象のディスクドライブごとに次のプロパティが表示さ
れます。

• [Operability]：ドライブの動作状態。

• [Presence]：ディスクドライブのプレゼンス（サーバドライブベイ内で検出されるかどうか
であり、動作状態は関係ない）。

監視対象のディスクドライブのステータスを判断するには、両方のプロパティを確認する必要が

あります。次の表に、これらのプロパティ値の一般的な解釈を示します。

解釈[Presence] のステータス[Operability] のステータ
ス

障害が発生していない状態。ディスクドラ

イブは、サーバ内に存在し、使用できま

す。

EquippedOperable

障害が発生している状態。ディスクドライ

ブはサーバ内に存在していますが、次のい

ずれかが原因で操作可能性の問題が発生し

ている可能性があります。

•不良ブロックなどのハードウェアの問
題が原因でディスクドライブを使用で

きません。

•ストレージコントローラへの IPMIリ
ンクに問題が発生しています。

EquippedInoperable
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解釈[Presence] のステータス[Operability] のステータ
ス

障害が発生している状態。サーバドライブ

ベイにディスクドライブが搭載されていま

せん。

MissingN/A

障害が発生している状態。ディスクドライ

ブはサーバ内に存在していますが、次のい

ずれかが原因で操作可能性の問題が発生し

ている可能性があります。

•サーバの電源がオフになっています。

•ストレージコントローラファームウェ
アは、バージョンが不適切なため、

ディスクドライブモニタリングをサ

ポートしていません。

•サーバでディスクドライブモニタリ
ングがサポートされていません。

EquippedN/A

[Operability]フィールドには、ディスクが故障したRAIDセットの一部である、BIOSPOST（電
源投入時自己診断テスト）が完了していない、などのいくつかの理由で、誤ったステータスが

表示される場合があります。

（注）

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 17

ハードウェアのモニタリング

監視対象ディスクドライブのステータスの解釈



   Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1
18 OL-28301-02-J  

ハードウェアのモニタリング

監視対象ディスクドライブのステータスの解釈


	ハードウェアのモニタリング
	ファブリック インターコネクトのモニタリング
	シャーシのモニタリング
	ブレード サーバのモニタリング
	ラックマウント サーバのモニタリング
	I/O モジュールのモニタリング
	管理インターフェイスのモニタリング
	管理インターフェイスのモニタリング ポリシー
	管理インターフェイスのモニタリング ポリシーの設定

	サーバ ディスク ドライブ モニタリング
	ディスク ドライブ モニタリングのサポート
	ディスク ドライブ モニタリングの前提条件
	を使用したディスク ドライブのステータスの確認
	監視対象ディスク ドライブのステータスの解釈



