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Cisco UCS Performance Manager の使用 

Cisco UCS Performance Manager の使用  
このマニュアルは、Cisco UCS Performance Manager のアーキテクチャおよび機能の概要と、システムを使用お

よび設定する上で役立つ手順と例を提供します。 
 

関連資料 

タイトル 説明 

『Cisco UCS Performance Manager Installation Guide』 Cisco UCS Performance Manager のインストールとアップグ

レードの詳細情報と手順を提供します。 

『Cisco UCS Performance Manager Getting Started 
Guide』 

インストール後、システムを迅速に起動して実行する手順に

ついて説明します。 

『Cisco UCS Performance Manager アドミニストレー
ション ガイド』 

Cisco UCS Performance Manager のアーキテクチャおよび機

能の概要と、システムを使用する上で役立つ手順と例を提

供します。 

『Cisco UCS Performance Manager User Guide』 UCS 環境で Cisco UCS Performance Manager を使用するた

めの詳細な手順について説明します。 

『Cisco UCS Performance Manager Migration Guide』 Cisco UCS Performance Manager バージョン 1.1.x からバー

ジョン 2.0 にデータを移行する詳細および手順について説

明します。 

『Cisco UCS Performance Manager Release Notes』 公開されているマニュアル セットにはまだ記載されていない

既知の問題、解決済みの問題、および最新の情報について

説明します。 

 
マニュアルに関するフィードバック 

 
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がございましたら、

ucs-docfeedback@cisco.com へご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。 
 

インターフェイスとナビゲーション 
 

 

システムをインストールし、Web ブラウザからインターフェイスに移動すると、ダッシュボードが表示されます。

ダッシュボードは、IT インフラストラクチャのステータスに関する概要を提供し、モニタするデバイスやイベントへ

のプライマリ ウィンドウとなります。 
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図 1：ダッシュボード 
 

 
 
ナビゲーション 

 
[Navigation] メニューでは、主要なシステム機能にアクセスすることができます。ダッシュボードだけでなく、いく

つかの機能エリアに分割されています。 

■ [Events]：イベント ステータス、トリガー、イベントのトランスフォームをモニタできるイベント管理領域に移動で

きます。イベントに対する変更を追跡することもできます。 
■ [Infrastructure]：システムに追加されているすべてのデバイスへのアクセスが提供されます。 
■ [Reports]：事前定義されたレポートやカスタマイズ可能なレポートにアクセスできます。 
■ [Advanced]：モニタリング テンプレート、システム設定およびライセンスへのアクセスが提供されます。 

 
ユーザ情報領域 

 
図 2：ユーザ情報領域 

 

 
 

ユーザ情報領域には次の情報と選択肢が表示されます。 

■ [Search]：アプリケーション内の情報を検索するための検索領域。保存した検索を管理するには、検索ボック

スで下矢印をクリックします。 
■ [Login ID]：現在ログインしているユーザの ID がこの領域の左端に表示されます。ID をクリックすると、認証

情報、ロール、グループなどのユーザ設定を編集できます。（ユーザ設定へは、[Advanced] > [Settings] > 
[Users] ページからもアクセス可能です）。 

■ [Sign Out]：システムからログアウトするときにクリックします。 
■ [Help] アイコン：製品マニュアルにアクセスするときにクリックします。 

 
検索 

 
Cisco UCS Performance Manager の検索機能では、デバイス、その他のシステム オブジェクト、イベント、および

サービスの検索をサポートしています。 
 

Cisco UCS Performance Manager インターフェイスでは、検索機能はユーザ情報領域に含まれます。インター

フェイスの右上にある検索ボックスに名前の一部または全部を入力します。検索結果がタイプごとに分類されて

表示されます。 
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図 3：検索結果 
 

 
 

すべての検索結果を表示するには、リスト上部のインジケータをクリックします。 
 

図 4：すべての検索結果 
 

 
 

ここから、カテゴリ別に検索結果を表示できます。左側のパネルの項目をクリックすることで、選択した項目ごと

にフィルタして検索結果を表示できます。 

検索結果を保存して、後でアクセスすることができます。 

1 [Save As] をクリックします（[Search Results] ページの左下）。 
 

[Save Search As] ダイアログが表示されます。 
2 検索の名前を入力し、[Submit] をクリックします。 

保存した検索結果には下記からアクセスできます。 

■ [Search Results] ページの下部にある [Action] メニュー。 
■ インターフェイス上部にある検索ボックス。矢印をクリックして、[Manage Saved Searches] を選択します。 
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ダッシュボード 
 

ダッシュボードには、2 つのタイプのビューがあり、それぞれ UCS 環境に関する異なるタイプの情報を表示します。 

■ ダッシュボード ビュー 
■ トポロジ ビュー 

 
ダッシュボードのカスタマイズ 

次の方法でダッシュボードをカスタマイズできます。 

■ 複数のダッシュボードの作成 
■ 表示するポートレットの選択 
■ ポートレットの配置 
■ ダッシュボードを表示できるユーザの定義 
■ ダッシュボードのカラム レイアウトの変更 

次のサンプル ダッシュボードのスクリーンショットは、[Add] アイコン メニューがアクティブ化された状態を示して

います。 

 
 
新しいダッシュボードの追加 

 
システムを起動すると、デフォルトの管理者ダッシュボードが作成されます。管理者はこのダッシュボードをカス

タマイズすることができますが、特定の情報だけを示すダッシュボード、特定のタイプのユーザ（管理者を含む）

を対象としたダッシュボードなど、用途に合わせて別のダッシュボードを作成すると便利です。ダッシュボードは

必要なだけ作成することができます。ダッシュボードを表示できるユーザを選択する、および最も重要な情報を

表示するポートレットを選択およびカスタマイズすることで、ダッシュボードをカスタマイズできます。最初の段階

で、管理者以外のユーザには、デフォルトの管理者ダッシュボードが読み取り専用で表示されます。その後、各

自の使用目的に合わせてダッシュボードを作成して追加することができます。 
 

（注） デフォルトの管理者ダッシュボードは削除できません。 
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追加のダッシュボードを作成するには、次の手順を実行します。 

1 ダッシュボード コントロールの [Add] アイコンから、[New Dashboard] を選択します。[Add a New Dashboard] 
ダイアログが表示されます。 

 

 
2 ダッシュボード名を入力します。このダッシュボード名が [Dashboards] ドロップダウン リストに表示される際、

作成したユーザの名前が括弧付きで一緒に表示されます。これにより、ダッシュボードの作成者が一目でわ

かります。 
3 このダッシュボードを表示できるユーザを選択します。このダッシュボードをユーザ グループが表示できるよ

うにするには、そのグループがシステムですでに作成されており、この新しいダッシュボードを作成するユー

ザがグループのメンバーである必要があります。ダッシュボードを自分が所属しないグループに割り当てるこ

とはできません。 
4 ダッシュボードに表示するカラム数を選択します。デフォルトは 3 です。 
5 以前表示したダッシュボードを複製して新しいダッシュボードを作成する場合は、チェックボックスをオンにし

ます。オンにしない場合は、空白のダッシュボードで開始します。 
6 [Create] をクリックします。 

 
ポートレットの追加 

 
関心のある情報を示すポートレットを追加してダッシュボードをカスタマイズできます。ダッシュボードには、同じ

ポートレット タイプを複数表示することができます。たとえば、それぞれ異なるデバイス クラスを表示する複数の

デバイス チャート ポートレットを作成できます。 
 

ポートレットをダッシュボード ビューに追加するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Add] アイコンをクリックし、[Add Portlet] を選択します。[Add Portlet] ダイアログが表示されます。 
 

 
2 ドロップダウン リストから追加するポートレット名をクリックし、[Add] をクリックします。[Add Portlet] ダイアログ

がポートレットのプレビューおよび設定オプションとともに表示されます。[Add] をクリックしてダッシュボードに

ポートレットを表示します。別のポートレットを追加する場合は、この手順を繰り返します。新しいポートレット

は、ダッシュボードの左上に表示されます。 
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3 （任意）ポートレットをクリックして目的の場所にドラッグすることで、ダッシュボード ビュー内でポートレットを

移動させます。 

次のポートレットをダッシュボードに表示できます。デフォルト ダッシュボードのデフォルト ポートレットには（デ

フォルト）と記載しています。 

■ Chassis Capacity 
■ Chassis Link Events 
■ Device Chart 
■ Device Issues 
■ Domain Overview（デフォルト） 
■ Event View 
■ Fabric Extender Capacity 
■ HTML Portlet 
■ Integrated Infrastructure 
■ Network Capacity 
■ Network Map 
■ Open Events Chart（デフォルト） 
■ Out Of Balance Events 
■ Past Events Line Chart 
■ Production States 
■ Service Profile（デフォルト） 
■ Site Window 
■ Storage Capacity 
■ Top Level Organizers 
■ UCS Inventory（デフォルト） 
■ Watch List 
■ Welcome to UCS Peformance Manager（デフォルト） 

 
ポートレットの操作 

 
ポートレットの表示を制御する複数のオプションがあります。 

 
図 5：ダッシュボード ポートレットの制御 

 

 
 

■ ダッシュボードにタイトルのみが表示されるようにポートレットを縮小するには、[Collapse] アイコンをクリックし

ます。 
■ 全画面にポートレットを表示するには、[Pop Out] アイコンをクリックします。ダッシュボード ビューに戻すには、

[Close] をクリックします。 
■ ポートレット設定を編集するには、[Edit] アイコンをクリックします。ポートレットのタイトル、高さ、および画面

の更新間隔を編集できます。一部のポートレットには、追加の設定オプションがあります。ポートレットのプレ

ビューがダイアログボックスの右側に表示されます。[Save] をクリックして、ポートレットの設定を更新します。 
■ ダッシュボードからポートレットを削除するには、[Close] アイコンをクリックします。 

表形式のポートレットでは、カラムのソートや追加を行ったり、カラムを非表示にすることで表示状態をコントロー

ルできます。 
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■ カラムに基づいてソートするには、カラム ヘッダーの上にマウス カーソルを合わせ、矢印をクリックしてソート

および表示オプションを表示します。 
■ カラムを追加する、または非表示にするには、[Columns] エントリの上にマウス カーソルを合わせ、追加する、

または非表示にするカラムのチェックボックスをオンまたはオフにします。 

 
 
ポートレットの配置 

 
ポートレットを配置するには、ポートレットのヘッダーをクリックし、ダッシュボードの任意の場所にポートレットをド

ラッグします。他のポートレットは、特定のポートレットをドロップした場所に応じて並べ替えられます。 
 
ダッシュボード設定の編集 

 
ダッシュボードをカスタマイズして、異なる数のカラムを表示したり、ダッシュボードへのアクセスを制限したりでき

ます。 

ダッシュボード設定を編集するには、次の手順を実行します。 

1 ダッシュボードの右上にある [Action] アイコンをクリックします。[Edit Dashboard] ウィンドウが表示されます。 
 

 
2 必要に応じて、このダッシュボードを表示できるユーザの値を変更します。このダッシュボードをあるユーザ 

グループが表示できるようにするには、そのグループがシステムですでに定義されており、ダッシュボードを

編集しているユーザがそのユーザ グループのメンバーである必要があります。これは、そのユーザ グルー

プがドロップダウン リストに表示されるようにするためです。 
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3 必要に応じて、このダッシュボードで使用するカラム数を変更します。 
4 ダッシュボードを編集できないようにするには、[Lock from updates?] チェックボックス をオンにします。 
5 [Save] をクリックします。 

トポロジ ビュー 
 

ダッシュボードのトポロジ ビューの主なコンテンツは、システムとインフラストラクチャに関する情報を表示する

ポートレットです。これらのポートレットは次のものを示します。 

■ [All Domains]：すべてのドメイン内での発生数を重大度別に色分けして示します。 
 

図 6：[All Domains] ポートレット 
 

 
■ [Devices]：デバイスのリストを示します。関連する（色分けされた）重大度がある場合はそれも表示されます。

デバイス名をクリックしてそのトポロジを表示します。 
 

図 7：デバイス リスト 
 

 
■ [Overall Ethernet Bandwidth Utilization]：すべての Cisco UCS Performance Manager ドメインにおける総帯

域利用率を表示します。パーセンテージで表示されます。 
■ [Connected Ethernet Ports Bandwidth Utilization]：接続済みポートの総帯域利用率を表示します。パー

センテージで表示されます。 
■ [UCS Physical Topology]：デバイス名をクリックしてその物理トポロジ図を表示します。重大度のアラートは、

適切なコンポーネントで表示されます。マウス ホイールを使用してズームイン/アウトしてトポロジ ビューを拡

大/縮小するか、または見やすいようにビューをクリックしてドラッグします。また、右下隅のミニ マップを使用

してビューをカスタマイズすることもできます。モジュール間の行をクリックすると、ネットワーク リンクが表示さ

れます。 
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図 8：デバイス トポロジ 
 

 

イベントのアラート警告をクリックすると、イベント詳細ページが表示されます。[Usage] または [Dependencies] 
タブをクリックして詳細を参照することもできます。 

 
図 9：イベントの詳細 

 

 
 

トポロジ表示にあるリンクをクリックすると、コンポーネント間のポート マッピングが表示されます。たとえば、

Fabric Interconnect A と Chassis 3 の間のリンクをクリックすると、使用率、イベント、依存関係情報に加えて、

ポート マッピングが表示されます。 
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図 10：ポート マッピングの詳細 
 

 
 

デバイス トポロジの表示内容はデフォルト設定で 15 分ごとに更新されます。手動で更新するには、

[Refresh] アイコン  をクリックします。デフォルト設定を変更するには、[Refresh] アイコンの下向き矢印を

クリックして、設定を選択します。 
 

トポロジ ビューの .png イメージを作成するには、[Export] ボタンをクリックします。 
 

イベント コンソールの操作 
 

 

イベント コンソールは、システムの中枢神経系のようなもので、イベントの表示および管理を可能にします。

デバイス障害、ステータス イベント、パフォーマンスしきい値イベントなど、システムで検出されたすべての

イベントのリポジトリが表示されます。 
 

イベント コンソールにアクセスするには、[Navigation] メニューで [Events] をクリックします。[Event Console] が表

示されます。 
 

図 11：イベント コンソール 
 

 
 
イベントのソートとフィルタリング 

 
イベント コンソールに表示されるイベントをソートおよびフィルタリングして、ビューをカスタマイズできます。 

 
イベント コンソールに表示される任意のカラムでイベントをソートできます。イベントをソートするには、カラム 
ヘッダーをクリックします。ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。 

 
フィルタ オプションが各カラム ヘッダーの下に表示されます。照合値として使用できるのは、そのカラムの値に

含まれる完全な文字列または文字列のサブセットで、必要に応じてワイルドカード（*）と組み合わせることがで

きます。フィルタ内容をさらに絞り込むには、「||」（OR）、または「!!」（NOT）を使用します。たとえば、[Event 
Class] フィルタに !!status と入力すると、すべての非ステータス クラス イベントが返されます。 

 
図 12：イベント コンソールのフィルタ オプション 
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リストに表示されるイベントを、フィールド タイプに応じていくつかの方法でフィルタリングできます。 

■ [Resource]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [Component]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [Event Class]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [Summary]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [First Seen]：値を入力するか、日付選択ツールを使用してリストを制限します。 
■ [Last Seen]：値を入力するか、日付選択ツールを使用してリストを制限します。 
■ [Count]：次の値を入力してリストをフィルタリングします。 

■ N - カウント数が N と等しいイベントを表示します。 
■ :N - カウント数が N 以下であるイベントを表示します。 
■ M:N - カウント数が M と N の間（両端値を含む）であるイベントを表示します。 
■ M - カウント数が M 以上であるイベントを表示します。 

フィルタをクリアするには、[Configure] > [Clear filters] を選択します。 

また、イベント コンソールのカラムの表示順序を変えることもできます。表示順序を変更するにはカラム ヘッ

ダーをクリックして表示したい位置にドラッグします。 
 
[Actionable] ビューの作成 

 
管理者ではないユーザは、そのユーザの権限レベルに基づいて読み取り専用以外のイベントのみを表示する

オプションが使用できます。このオプションを使用すると、イベント テーブルのヘッダー上部のアクション ボタン

が有効になります。 
 

[Actionable] ビューをオンにするには、[Configure] をクリックし、[Only show actionable events] チェックボックスを

オンにします。このビューは、ユーザの権限レベルに基づいて、アクションをイベント上で実行できるイベントの

みを表示します。詳細については、17 ページの「イベントの管理」を参照してください。 
 
カスタム ビューの保存 

 
カスタマイズしたイベントのコンソールビューは、後でアクセスしやすいようにブックマークを設定して保存するこ

とができます。次の手順を実行します。 
 

1 [Configure] > [Save this configuration] を選択します。 
 

現在のビューへのリンクを含むダイアログが表示されます。 
2 ブラウザのメニュー バーにあるブックマーク領域にそのリンクをクリックしてドラッグします。 

 
システムが「Cisco UCS Performance Manager: Events」というタイトルでリンクをブックマーク リストに追加します。 

 
図 13：カスタム ビューの保存（ブックマーク） 

 

 
 

（注） ブックマークのタイトルは変更できます。特に複数のイベント コンソール ビューを保存する場合に

便利です。 
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ビューの更新 
 

イベントのリストを手動で更新するか、またはそれらを自動的に更新するように指定できます。ビューを手動で更

新するには、[Refresh] をクリックします。自動更新の時間間隔を指定している場合でも、いつでも手動で更新す

ることができます。 
 

自動更新を設定するには、[Refresh] リストから時間間隔を 1 つ選択します。デフォルトでは、自動更新が有効に

なっており、1 分ごとに更新するように設定されています。 
 

図 14：自動更新の選択 
 

 
 
イベントの詳細の表示 

 
システム内の任意のイベントの詳細を表示できます。説明を表示するには、そのイベントの行をダブルクリックし

ます。 
 

（注） デバイス（リソース）名、コンポーネント、またはイベント クラスの行、もしくはその近くでダブルクリックし

ないでください。ダブルクリックすると、そのイベントに関する情報ではなく、そのエンティティの詳細情報が表示

されます。 

イベントの詳細領域が表示されます。 

図 15：イベントの詳細 
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さらにそのイベントの詳細を表示するには、[Event Details] をクリックします。 
 

[Log] フィールド（領域下部）を使用して、イベントに関する特定の情報を追加できます。詳細を入力し、[Add] を
クリックします。 

イベントの選択 
 

リストで 1 つ以上のイベントを選択するには、次の手順を実行します。 

■ 1 つのイベントを選択するには 1 つの行をクリックします。 
■ 複数のイベントを選択するには Ctrl キーを押しながら行をクリックします。一定範囲のイベントを選択するに

は Shift キーを押しながら行をクリックします。 
■ すべてのイベントを選択するには [Select] > [All] をクリックします。 

 
イベントの管理 

 
イベント コンソールからイベントを管理できます。イベントの行をクリックして選択後、次の操作が可能です。 

■ イベントを確認する 
■ イベントを閉じる 
■ イベントを再分類する、イベントを特定のイベント クラスに関連付ける 
■ イベントを New ステータスに戻す（Acknowledged ステータスを取り消す） 
■ イベントを再度開く 
■ ログに注釈を追加する 

 
また、イベント コンソールからイベントを追加することもできます。この機能は、イベントをシミュレーションすること

で、特定の条件をテストする場合に有効です。 
 

図 16：イベント管理オプション 
 

 
 
UI からのコマンドの実行 

 

Cisco UCS Performance Manager では、Web ベースのユーザ インターフェイス（UI）を介してコマンドを実行でき

ます。単一のデバイスまたはデバイスのグループに対してコマンドを実行できます。 

システムには、ping や traceroute などいくつかのコマンドが組み込まれています。 

ユーザ インターフェイスからコマンドを実行するには、次の手順を実行します。 

1 [Infrastructure] メニューの下にある [Devices] リストから 1 つもしくは複数のデバイスを選択します。行にあるリ

ンクをクリックするのではなく、行のそれ以外の部分をクリックするとデバイスを選択できます。 
2 [Commands] をクリックして、リストからコマンドを選択します。 

 
システムがコマンドを実行します。コマンド出力が画面に表示されます。 
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図 17：コマンド出力 
 

 
 

コマンド出力ウィンドウのサイズは変更できます。また、出力ウィンドウの右下隅にある [Autoscroll] オプション

を選択解除すると、自動スクロールを停止できます。 
 

トリガーおよび通知の操作 
 

イベントに応答して電子メールまたはページを送信、SNMP トラップを作成、または任意のコマンドを実行する

通知 を作成できます。通知は、他の管理システムに通知したり、他のタイプの統合を引き起こす任意のコマンド

を実行するためにも使用できます。通知の送信方法と送信時期は、トリガーによって決定されます。トリガーに

は、最低 1 つの条件から成るルールを指定します。 
 

通知を設定するには、次の操作を実行する必要があります。 

■ トリガーを定義するルールを選択し、トリガーを作成します。 
■ 通知を引き起こす 1 つ以上のトリガーを選択し、通知を作成します。 
■ 通知タイプに基づき、適切なオプションとサブスクライバを選択します。 

詳細については、次の項を参照してください。 

■ トリガーおよびトリガー権限の設定 
■ 通知用のシステム SMTP の設定 
■ 通知および通知権限の設定 

 
トリガーの操作 

 
トリガーの設定には次の作業が含まれます。 

■ トリガーとトリガーを定義するルールの作成 
■ トリガー権限の設定 

 
トリガーの作成 

 
トリガーを作成するには、次の手順を実行します。 

 
1 [Navigation] メニューから [Events] > [Triggers] を選択します。 

 
[Triggers] ページが表示されます。既存のトリガーがすべて表示され、それぞれが有効かどうかが示されます。 

2 [Add] アイコンをクリックします。 
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[Add Trigger] ダイアログが表示されます。 
3 トリガーの名前を入力し、[Submit] をクリックします。名前には、文字、数字、アンダースコアのみを使用して

ください。空白または特殊文字は使用しないでください。 
 

トリガーがリストに追加され、自動的に有効になります。 
4 トリガーをダブルクリックするか、トリガーの行を選択し、[Action] アイコンをクリックして [Edit Trigger] ダイアロ

グを開きます。 
 

図 18：Edit Trigger 

 
 

情報を入力するか選択を行ってトリガーを定義します。 

■ [Enabled]：トリガーを有効にするには、このオプションを選択します。 
■ [Rule]：トリガーを構成するルールを定義します。 

■ リストから [All] または [Any] を選択し、通知のトリガーが、トリガー ルールのすべてに基づくか、また

はいずれか 1 つに基づくかを指定します。 
■ 各イベント フィールドから選択して、ルールを定義します。 

 
トリガーにルールを追加するには、[Add] アイコンをクリックします。 

 
（任意）[Branch] アイコンをクリックし、所定のルールのサブブランチを作成します。 

 
 

（注） デバイスの実稼働状態はメンテナンス期間中に変わることがあります。トリガーが Maintenance 
実稼働状態でも起動するように定義していない場合、メンテナンス期間中に定義された重大度の通知を

取得できないことがあります。 
 

 

 
グローバル トリガー権限の設定 

 
グローバル権限を設定して、トリガーの表示、編集、管理を行うことができます。グローバル権限は、以下のロー

ルを割り当てられた「管理」権限を持つ任意のユーザに付与されます。 

■ Admin、Manager、および ZenManager ロール 
■ トリガーのオーナー 

 
[Edit Trigger] ダイアログの [Users] タブからグローバル権限を編集します。 

グローバル オプションには次のものがあります。 

■ [Everyone can view]：グローバル表示権限を提供します。 
■ [Everyone can edit content]：グローバル更新権限を提供します。 
■ [Everyone can manage users]：グローバル管理権限を提供します。 
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図 19：[Edit Trigger] - [Users] タブ 
 

 
 

個別のトリガー権限の設定 
 

個々のユーザに権限を付与することができます。追加したユーザそれぞれに対し、次を選択できます。 

■ [Write]：トリガーを更新する権限をユーザに付与するには、このオプションを選択します。 
■ [Manage]：トリガーを管理する権限をユーザに付与するには、このオプションを選択します。 

個々のトリガー権限を設定するには、次の手順を実行します。 

1 [Edit Trigger] ダイアログの [Users] セクションのドロップダウン リストからユーザを選択します。 
2 [Add] をクリックします。ユーザが追加されます。 
3 適切なチェック ボックスをオンにして権限を割り当てます。 
4 （任意）この手順を繰り返してさらにユーザ トリガー権限を追加します。 
5 終了したら、[Submit] をクリックします。 

個々のトリガー権限を削除するには、次の手順を実行します。 

1 ユーザの権限の行を選択します。 
2 [Remove] アイコンをクリックします。 
3 （任意）この手順を繰り返して他のユーザ トリガー権限を削除します。 
4 終了したら、[Submit] をクリックします。 

 
通知の操作 

 
通知の設定には次の作業が含まれます。 

■ 通知の作成 
■ 通知内容の定義（電子メールまたはページ タイプの通知の場合） 
■ SNMP トラップ ホストの定義（SNMP トラップタイプの通知の場合） 
■ 実行するコマンドの定義（コマンドタイプの通知の場合） 
■ 通知権限の設定 
■ 通知スケジュールの設定 
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通知の作成または編集 

通知を作成または編集するには、次の手順を実行します。 

1 [Navigation] メニューから [Events] > [Triggers] を選択します。 
2 左側のペインで [Notifications] を選択します。 

[Notifications] ページが表示されます。 

図 20：Notifications 
 

 
 

[Notifications] 領域に、定義されているすべての通知が一覧表示されます。この領域には、通知ごとに、有

効になっているかどうか（[Yes] または [No]）、関連付けられているアクション、および通知サブスクライバの

数が示されます。 

通知を編集するにはダブルクリックします。または、通知を選択して [Action] アイコンをクリックします。 

通知を作成するには、次の手順を実行します。 

a [Add] アイコンをクリックします。 
 

[Add Notification] ダイアログが表示されます。 
b 通知の名前を入力します。 

（注） 通知名にスペースは使用できません。 
 

c 通知に関連付けるアクションを選択します。 

■ [Command]：イベントが発生したときに、システムが任意のシェル コマンドを実行します。コマンド通

知の一般的な使用例は次のとおりです。 

■ イベントの自動修復。サービスに失敗している UNIX システムや Windows システムに対して、そ

れぞれ、SSH や winexe を使用してリモートでサービスを再起動することができます。 
■ 外部システムとの統合。これには、インシデント管理システムでチケットをオープンすることが含ま

れます。 
■ アラート メカニズムの拡張。Cisco UCS Performance Manager は、通常のアラート ルールを「その

まま使った」アラート メカニズムとして電子メールとページャをサポートしています。 
■ [Email]：イベントがトリガー ルールに一致すると、承認されたサブスクライバに HTML またはテキスト

電子メール メッセージを送信します。 
■ [Page]：イベントがトリガー ルールに一致すると、承認されたサブスクライバにページを送信します。 
■ [Syslog]：syslog にメッセージを送信します。 
■ [SNMP Trap]：イベントがトリガー ルールに一致すると、SNMP トラップを送信します。 

d [Submit] をクリックします。 
e 通知をダブルクリックするか、または通知を選択して [Action] アイコンをクリックすることで、新しく作成さ

れた通知を編集します。 

[Edit Notification] ダイアログが表示されます。 
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図 21：通知の編集 
 

 
 

[Notification] タブで、次を選択または設定できます。 

■ [Enabled]：通知を有効にするには、このオプションを選択します。 
■ [Send Clear]：問題がクリア イベントによって解決された場合に通知を送信するように指定します。 
■ [Send only on Initial Occurrence]：トリガーの最初の発生時にのみ通知を送信するには、このオプション

を選択します。 
■ [Delay (seconds)]：通知が実行される前のイベントの最小経過時間（秒単位）を指定します。一時的な問

題に対して通知が送信されないようにしたり、同じ問題に対して複数の通知が送信されるのを防ぐため

に、待機時間を設定することをお勧めします。 
 

たとえば、45 秒後に出現しトリガーに一致するイベントが 5 つある場合、60 秒の待機時間を指定すると、

送信される通知は 1 つのみにできます。また、15 秒でトリガーに一致し、その後 45 秒で他のイベントに

よってクリアされるイベントの場合、60 秒の待機時間により通知の送信が阻止されます。 
■ [Repeat (seconds)]：通知をトリガーしたイベントが解決されるまでの間、どの頻度で通知を繰り返すかを指

定します。 
 

通知内容の定義 
 

通知内容を定義するには、通知の [Content] タブをクリックします。 
 

電子メール タイプの通知の場合は、次のフィールドを設定します。デフォルト設定を使用することも、また、必要

に応じてカスタマイズすることもできます。 

■ [Body Content Type]：HTML またはテキストを選択します。 
■ [Message (Subject) Format]：通知の件名として送信されます。 
■ [Body Format]：通知で送信されます。 
■ [Clear Message (Subject) Format]：通知がクリアされた場合に送信されます。 
■ [Body Format]：通知がクリアされた場合に送信されます。 
■ [From Address for Emails]：送信者の電子メール アドレスとして送信されます。 
■ [Various SMTP settings]：SMTP ポート、ユーザ名およびパスワードを定義するために使用されます。これらを

システム全体で設定するには、[Advanced] > [Settings] ページに移動します。 
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図 22：通知内容の定義（電子メール） 

 
 

ページ タイプの通知の場合は、次のフィールドを設定します。デフォルト設定を使用することも、また、必要に

応じてカスタマイズすることもできます。 

■ [Message (Subject) Format]：通知の件名として送信されます。 
■ [Clear Message (Subject) Format]：通知がクリアされた場合に送信されます。 

 
図 23：通知内容の編集（ページ） 
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通知内容の変数 
 

電子メール、ページおよびコマンド通知の本文内では、次の形式で現在のイベントに関する情報を指定できます。 
 

 

'${objectname/objectattribute}' 
 

 

（注） イベント コマンド メッセージおよびイベント サマリーはエスケープしないでください。たとえば、このコ

マンドは、${evt/summary} のように書きます（echo '$evt/summary' としてはいけません）。 
 

オブジェクト名には、evt、evtSummary または urls を使用することができ、イベント コンテキストをクリアする場合

は、clearEvt および clearEventSummary を使用できます。各オブジェクト名については、次のリストに有効な属

性（'${evt/DevicePriority}' など）を示します。 
evt/ および clearEvt/ 

 
表 1：evt/ および clearEvt/ 

値 説明 

DevicePriority - 

agent 通常はイベントを生成したデーモンの名前。たとえ

ば、SNMP しきい値イベントの場合、エージェントは 
zenperfsnmp です。 

clearid クリア イベントがクリアするイベントの ID 

component イベントが関連するコンポーネント 

count イベントが発生した回数 

created イベントが作成された日時 

dedupid 動的に生成されたフィンガープリントで、類似した特性

を共有する繰り返しイベントで重複を除外できます。 

device イベントが関連するデバイス 

eventClass イベントのクラス 

eventClassKey 自由形式のテキスト フィールドで、不明なイベントを

イベント クラスにマッピングする際の最初のステップ

として使用されます。 

eventGroup 自由形式のテキスト フィールドで、イベントの類似タ

イプをグループ化するために使用できます。これは

主に、カスタマイズ時の拡張ポイントです。標準シス

テムでは現在使用されていません。 

eventKey 自由形式のテキスト フィールドで、別の特異なキー

を、重複除外と Auto-Clear 関連付けプロセスに使用

できます。 

eventState - 

evid イベントの一意の ID 

facility Syslog 機能 

firstTime UTC 時間。イベントが発生した最初の時刻。 

ipAddress - 
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lastTime UTC 時間。イベントが発生した最新の時刻。 

manager - 

message イベントによって伝えられるメッセージ 

ntevid ウィンドウのイベント ID 

ownerid ownerid 

priority Syslog のプライオリティ 

prodState デバイスの実稼働状態 

severity イベントの重大度 

stateChange イベントのステータスが変更された最終時刻 

status - 

summary イベントを要約した短いメッセージ 

eventSummary/ および clearEventSummary/ 
 

（注） この表の値の一部は、evt フィールドの直接の複製です。たとえば、uuid -> evt.evid などです。 

値 説明 

uuid evt.evid 

occurrence - 

status evt.eventState 

first_seen_time evt.firstTime 

status_change_time evt.stateChange 

last_seen_time evt.lastTime 

count evt.count 

current_user_uuid このイベントを認識したユーザの UUID 

current_user_name このイベントを認識したユーザの名前 

cleared_by_event_uuid このイベントをクリアしたイベントの UUID（ステータ

ス == CLEARED イベントの場合） 

notes イベントの注釈 

audit_log イベントの監査ログ 

update_time イベントの変更が行われた最終時刻 

created_time evt.lastTime 

fingerprint evt.dedupid 

event_class evt.eventClass 

event_class evt.eventClass 

event_class_key evt.eventClassKey 

event_class_mapping_uuid このイベントが、設定されたイベント クラス マッピング

のいずれかに一致した場合、そのマッピング ルール

の UUID が含まれます。 
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actor - 

summary evt.summary 

message evt.message 

severity イベントの重大度 

event_key evt.eventKey 

event_group evt.eventGroup 

agent evt.agent 

syslog_priority evt.priority 

syslog_facility evt.facility 

nt_event_code evt.ntevid 

monitor evt.monitor 

tags イベント タグ 

urls/ 

値 説明 

ackUrl イベントを確認するための URL 

closeUrl イベントを閉じるための URL 

reopenUrl イベントを再開するための URL 

eventUrl イベントを表示するための URL 

eventsUrl 該当するデバイスのイベント、またはすべてのイベント

を表示するための URL 

SNMP トラップ ホストの定義 
 

SNMP トラップタイプの通知の場合は、通知の [Content] タブで情報を入力するか選択を行います。 

■ [SNMP Trap Destination]：トラップの送信先ホスト名または IP アドレスを指定します。 
■ [SNMP Community]：SNMP コミュニティを指定します。デフォルトでは、public です。 
■ [SNMP Version]：v2c（デフォルト）または v3 を選択します。 
■ [SNMP Port]：SNMP ポートを指定します。通常は 162 ポートになります。 

 
この通知の結果として送信される SNMP トラップは、ZENOSS-MIB ファイルで定義されます。この MIB ファイ

ルは、任意の Cisco UCS Performance Manager サーバの $ZENHOME/share/mibs/site/ZENOSS-
MIB.txt にあります。 
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図 24：通知内容の編集（SNMP トラップ） 

 
 

実行するコマンドの定義 
 

コマンドタイプの通知の場合は、設定されたトリガーに一致した場合に実行するコマンドを指定する必要があり

ます。通知の [Content] タブで指定します。次のフィールドを設定します。 

■ [Command Timeout]：デフォルトは 60 秒です。 
■ [Command]：トリガーに一致した場合に実行するコマンド。 
■ [Clear Command]：トリガー イベントがクリアされた場合に実行するオプションのコマンド。 
■ [Environment variables]： 
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図 25：通知内容の編集（コマンド） 

 
 

グローバル通知権限 
 

権限を設定することによって、どのユーザが通知を表示、管理、更新できるかを制御できます。権限は、ユーザ

に割り当てられたロールに基づいて付与されます。次の表に、アカウント ロールおよび関連する通知権限を示

します。 

ロール 権限 

Admin、Manager、ZenManager Admin、Manager、または ZenManager ロールを割り当てられたユー

ザは、通知を表示、更新および管理できます。 

通知のオーナー 通知を作成したユーザが、その通知のオーナーに指定されます。

オーナーは作成した通知を表示、更新および管理できます。 

他のすべてのユーザ（ZenUser お
よび ZenOperator ロールを割り当

てられたユーザを含む） 

通知を表示、編集、または管理する権限はインターフェイスを使っ

て明確に付与される必要があります。 

グローバル権限を設定して、通知の表示、更新、管理を行うことができます。グローバル権限は、以下のロール

を割り当てられた「管理」権限を持つ任意のユーザに付与されます。 

■ Admin、Manager、および ZenManager ロール 
■ 通知のオーナー 

 
[Edit Notification Subscription] パネルの [Subscribers] タブからグローバル権限を編集します。 

グローバル オプションには次のものがあります。 

■ [Everyone can view]：グローバル表示権限を提供します。 
■ [Everyone can edit content]：グローバル更新権限を提供します。 
■ [Everyone can manage subscriptions]：グローバル管理権限を提供します。 
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権限チェックは、データがブラウザに送信され、アクションが発生すると実行されます。ユーザが特定のタブの

どの部分に変更を加えることができるかを判別するために、権限チェックがグローバル ロール、管理ロール、個

別のロールの順に実行されます。必要な権限を提供するロールがあれば、その権限に関連付けられた動作が

許可されます。 
 

図 26：通知の編集 
 

 
 

個別の通知権限の設定 
 

個々のユーザまたはグループに権限を付与することができます。追加したユーザまたはグループそれぞれに

対し、次を選択できます。 

■ [Write]：通知を更新する権限をユーザまたはグループに付与するには、このオプションを選択します。 
■ [Manage]：通知を管理する権限をユーザまたはグループに付与するには、このオプションを選択します。 

ユーザ名またはグループ名を手動で入力するか、またはオプションのリストから選択できます。 

通知スケジュールの設定 
 

定義された各通知の通知スケジュールを 1 つもしくは複数設定できます。スケジュールを設定するには、次の

手順を実行します。 
 

1 [Notifications] 領域で通知を選択します。 
2 [Notification Schedules] 領域で [Add] をクリックします。 

[Add Schedule Window] ダイアログが表示されます。 
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図 27：通知スケジュールの追加 
 

 
3 スケジュール ID を入力し、[Submit] をクリックします。 
4 新しく追加されたスケジュールをダブルクリックして編集します。次のフィールドで選択するか、または値を入

力します。 

■ [Enabled]：スケジュールを有効にする場合に選択します。デフォルトでは、スケジュールは無効になっ

ています。 
■ [Start Date]：スケジュールの開始日を入力または選択します。 
■ [Start Time]：スケジュールの開始時刻を入力または選択します。 
■ [Repeat]：スケジュールの繰り返し値を [Never]、[Daily]、[Every Weekday]、[Weekly]、[Monthly] または 

[First Sunday of the Month] の中から選択します。 
■ [Duration (Minutes)]：スケジュール期間（通知期間がアクティブになる期間）を入力します。通知に、指

定した通知期間がある場合は、通知を受信したときにその期間のいずれかがアクティブである場合に

のみ通知が送信されます。 
5 [Submit] をクリックします。 

 
図 28：通知スケジュールの編集 
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LDAP 認証 
 

既存の LDAP 認証インフラストラクチャ（Active Directory や OpenLDAP など）を使用して、Cisco UCS 
Performance Manager インターフェイスへのシングル サインオンを有効にできます。この機能により、使い慣れ

たユーザ管理ツールを使用して、Windows ユーザが Windows クレデンシャルを使用して Cisco UCS 
Performance Manager インターフェイスへの認証を行えるようにすることができます。これにより、手動でユーザ 
アカウントを作成し、別にパスワードを保持する手間が省けます。 

 
マップされたこれらの LDAP プロパティについては、LDAP で行った変更は Cisco UCS Performance Manager 
で更新されます。（プロパティの変更が即座に伝播するためには、ブラウザのキャッシュをクリアするか、ログア

ウトして再度ログインする必要があります。） 
 
LDAP 設定情報 

 
LDAP 認証を設定する前に、LDAP または Active Directory 管理者から次の情報を収集する必要があります。 

■ Active Directory グローバル カタログ サーバのホスト名または IP アドレス（Active Directory 認証の場合） 
■ LDAP サーバのホスト名または IP アドレス（他の LDAP サーバ認証の場合） 
■ ユーザのベース識別名（DN） 
■ マネージャの DN 
■ マネージャのパスワード 
■ グループのベース DN 
■ オプションで、Cisco UCS Performance Manager ロールにマッピングする Active Directory グループのリスト 

 
LDAP 認証の設定 

 
LDAP 認証は、初期設定、またはインターフェイスの [Settings] 領域で設定できます。 

■ セットアップ ウィザードのステップ 2 [Specify or Discover Devices to Monitor] で、[LDAP Setup] をクリックしま

す（ウィザード パネルの右下にあります）。 
■ インターフェイスから、[Advanced] > [LDAP] を選択し、[Add] アイコンをクリックします。 

 
LDAP 設定ウィザードの最初のパネル（[Add LDAP Servers]）が表示されます。 
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図 29：LDAP 設定ウィザード（[Add LDAP Servers]） 

 
 

1 情報を入力し、選択します。 

■ [Host]：Active Directory グローバル カタログ サーバのホスト名または IP アドレス（Active Directory 認証

の場合）または LDAP サーバのホスト名または IP アドレス（他の LDAP サーバ タイプの場合）を入力し

ます。 
■ [Port]：任意で、サーバのポート番号を変更します。デフォルトでは、ポート番号は 389 です。 
■ [SSL]：SSL を使用する場合に選択します。このオプションを選択した場合、デフォルトのポート番号は 636 

に調整されます。 
■ [Skip cert verification?]：自己署名証明書を使用する場合は、このチェックボックスをオンにして検証をス

キップします。OpenLDAP 2.4 以上が必要です。 
2 任意で、[Add Server] をクリックして別の LDAP サーバを追加します。リストからサーバを削除する場合は、

[Remove] をクリックします。 
3 [Manager Credentials] 領域で情報を入力し、選択します。 

■ [Server Type]：サーバ タイプ（Active Directory または他の LDAP）を選択します。 
■ [Manager DN]：ドメイン管理者グループのユーザの識別名を入力します。次に、ユーザのベース DN の

例を示します。 
 

cn=admin,cn=users,dc=example,dc=com 
 

■ [Manager Password]：マネージャ DN のパスワードを入力します。 
4 必要に応じて、[Validate] をクリックして設定が有効であることを検証します。 
5 [Next] をクリックします。 

 
LDAP 設定ウィザードの 2 番目のパネル（[Configure LDAP Plugin]）が表示されます。 
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図 30：LDAP 設定ウィザード（[Configure LDAP Plugin]） 
 

 
6 情報を入力し、選択します。 

■ [Login Name Attribute]：ユーザ名として使用する LDAP レコード属性を選択します。 
 

（注） LDAP 設定領域（[Advanced] > [LDAP]）の [Mappings] ページで属性を追加して、選択リストを

編集できます。 
 

■ [Users Base DN]：ユーザのベース識別名を入力します。たとえば、ドメインが ad.example.com の場合、

ユーザのベース DN は次のとおりです。 

 

dc=Users,dc=example,dc=com 
 

■ [Group Base DN]：グループ レコードを含む LDAP データベースのブランチの DN を入力します。これら

のグループ レコードは、LDAP クラスが「groupOfUniqueNames」で、エントリ CN 属性がグループ名を構

成します。 
■ [User Filter]：デフォルト ユーザ検索フィルタに追加する自由形式の LDAP フィルタ式を指定します。デ

フォルト ユーザ検索フィルタとこの追加検索フィルタは、AND 式として結合されます。レコードは、さまざ

まなユーザ検索を使用して検索される両方のフィルタを満たす必要があります。このフィールドで指定す

る値は、正しい LDAP 検索フィルタ構文に従う必要があります。 
■ [Group Filter]：デフォルト グループ検索フィルタに追加する自由形式の LDAP フィルタ式を指定します。

デフォルト グループ検索フィルタとこの追加検索フィルタは、AND 式として結合されます。レコードは、

さまざまなグループ検索を使用して検索される両方のフィルタを満たす必要があります。このフィールド

で指定する値は、正しい LDAP 検索フィルタ構文に従う必要があります。 
■ [Default User Roles]：LDAP ツリーから認証されたすべてのユーザに付与する 1 つ以上のロールを指定

します（ドロップダウン リストから複数選択）。Zope では、すべてのユーザ（名前非表示および認証済み）

が Anonymous ロールを持っているものと想定します。 
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7 [Next] をクリックします。LDAP 設定ウィザードの 3 番目のパネル（[Map LDAP Groups to Local Groups]）が
表示されます。 

図 31：LDAP 設定ウィザード（[Map LDAP Groups to Local Groups]） 
 

 
8 情報を入力し、選択します。 

■ [Map LDAP Groups to Roles?]：システム内からロールを直接制御せずに、Active Directory グループを使

用して Cisco UCS Performance Manager Web インターフェイス内のユーザ ロールを制御する場合は、こ

のオプションを選択します。 
 

 

（注） このオプションを使用する場合は、LDAP に次のグループを追加する必要があります。 

■ Cisco UCS Performance Manager マネージャ 
■ Cisco UCS Performance Manager ユーザ 

 

■ [Group]：Cisco UCS Performance Manager ロールにマッピングする LDAP グループを選択します。 
■ [Role]：LDAP グループにマッピングする Cisco UCS Performance Manager ロールを選択します。 

9 必要に応じて、[Add Group Mapping] をクリックして別のグループにマッピングします。マッピングしたグルー

プを削除するには、[Remove] をクリックします。 
10 [Finish] をクリックして LDAP 設定を完了します。 

 
設定後、[Settings]、[Configuration Options]、および [Mappings] タブから LDAP 設定を編集できます。 

 
[Search] タブでは、LDAP サーバのユーザ レコードを見つけることができます。検索パラメータのリストから選択

し、任意で検索語句を入力して [Search] をクリックします。検索結果がページの下部に返されます。 
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図 32：LDAP 設定 - 検索 
 

 
 
フォールバックとしてのローカル認証の設定 

 
LDAP サーバに到達できない場合、フォールバックとしてローカル認証を使用できます。ローカル認証プラグイ

ンは userManager と呼ばれます。 
 

1 userManager プラグインが使用可能であることを確認します。 
 

a 次の URL に移動して、Zope 管理インターフェイス（ZMI）にアクセスします。 
 

https://YourUCSPMSystem/zport/acl_users/manage 

b [Name] カラムで、[plugins] をクリックします。 
c [Authentication Plugins] をクリックします。 
d LDAP プラグインが [Active Plugins] のリストの先頭にあることを確認します。（userManager プラグインが

その下にある必要があります。） 
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図 33：認証プラグイン 
 

 
2 フォールバック機能を持つユーザを作成します。たとえば、LDAP サーバのダウン時に ucspm-user とい

う名前の LDAP ユーザがログインできるようにするには、次の手順を実行します。 
 

a Cisco UCS Performance Manager で、[Advanced] > [Users] > [Add New User] に移動します。 
b ucspm-user という名前のユーザを作成します。 

 

（注） ユーザが LDAP クレデンシャルを使用してログインする前にこのアカウントを作成する必要が

あります。Cisco UCS Performance Manager でのアカウント作成時に定義したパスワードは、LDAP サー

バのダウン時にも有効です。 
 

 

製品ライセンスの認証 
 

Cisco UCS Performance Manager では、製品のユーザ インターフェイスを使用するためにはライセンスを入力

する必要があります。通常は、インストール ウィザードの一部としてライセンス ファイルを入力しますが、その

時点でライセンスを入力しない場合、30 日間の一時ライセンスが付与されます。Cisco UCS Performance 
Manager は一時ライセンスの場合にも、通常どおりデータのモニタおよび収集を開始します。次の項では、ラ

イセンスの管理およびシステムへの追加方法について説明します。ライセンスの期限が切れた場合、または

ライセンスにおけるサーバの最大数を超過した場合、Cisco UCS Performance Manager はデータのモニタおよ

び収集を続行しますが、有効なライセンス ファイルを入力するまでユーザ インターフェイスからデータにアク

セスすることはできません。これにより、ライセンスの失効時にもデータを失うことがありません。 
 
製品ライセンスの管理 

インストール前に製品ライセンス ファイルがある場合は、インストール ウィザードの一部として入力できます。た

だし、このときにライセンスを入力しない場合、またはライセンスを更新する必要がある場合、Cisco UCS 
Performance Manager のユーザ インターフェイスからこれらを行うことができます。 

製品ライセンスを管理するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Advanced] > [Product Licensing] を選択します。ライセンスの現在のステータスが表示されます。使用されて

いるサーバの数および現在入力されているライセンスで使用可能なサーバの総数とともに、Cisco UCS 
Performance Manager または Cisco UCS Performance Manager Express のライセンスがあるかどうかが示され

ます。各ライセンスに、タイプ、総数、有効期限、およびステータスが示されます。 
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次の図は、トライアル ライセンスを使用しているシステムを示しています。 

 
 

次の図は、複数の有効なライセンスがあるシステムを示しています。 
 

 
 

（注） Cisco UCS Performance Manager ライセンスはタイプ カラムにコード IE で示されますが、Cisco 
UCS Performance Manager Express ライセンスはコード EE で示されます。 

 

2 ライセンス ファイルを追加するには、[Add License File] をクリックします。次に、ファイルをシステムから選択

し、[OK] をクリックして確定します。必要に応じて、Ctrl キーを押しながらクリックして複数のライセンス ファイ

ルを選択できます。 
3 ライセンス ファイルを削除するには、削除するライセンスの横の [Remove] をクリックします。次に、[OK] をク

リックして確定します。 
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デバイスの追加、検出、およびモデリング  
モデリングとは、システムが次のことを行うプロセスです。 

■ デバイスのデータベースへの入力 
■ システム内のデバイスに関する情報の収集（オペレーティング システムのタイプまたはファイル システムの

容量など） 

デバイスがデータベースに手動またはディスカバリ プロセスによって追加されると、システムはデバイスをモデ

ル化します。 

デバイスの追加 
 

初期のインストール時にすべてのデバイスを追加しなかった場合は、後で Cisco UCS Performance Manager イ
ンターフェイスを使用して追加できます。追加のエンドポイント、ネットワーク、ストレージ、サーバ、またはハイ

パーバイザ デバイスを追加する前に、『Cisco UCS Performance Manager Installation Guide』の手順に従ってデバイス

の準備と、該当するウィザード ページで求められる特定のオプションの準備を行います。 
 

（注） vSphere デバイスを追加する場合は、FQHN と短いホスト名の両方で同じ vSphere デバイスを追加し

ないように命名規則に注意してください。また、一度に 1 つの vSphere デバイスだけを追加し、別の vSphere デ
バイスを追加する前に、最初のモデリングを実行します。 

 

Cisco UCS Performance Manager インターフェイスからデバイスを追加するには、次の手順を実行します。 

1 [Navigation] メニューから、[Infrastructure] を選択します。 

[Devices] ページが表示されます。 
2 [Add Devices] アイコン  をクリックし、次のいずれかを選択します。 

■ [Add Infrastructure] 
■ [Add Cisco UCS] 
■ [Add Cisco UCS Central Endpoint] 

 
該当するダイアログが表示されます。 

3 情報を入力するか、選択をしてデバイスを追加します。[Add Infrastructure] ダイアログでは、ネットワーク、ス

トレージ、サーバ、およびハイパーバイザ デバイスを追加できます。[Add UCS Domains] または [Add UCS 
Central Endpoint] ダイアログでは、UCS ドメインまたは UCS Central インスタンスのクレデンシャルを入力で

きます。 

2 
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4 [Add] をクリックします。 
 

（注） 進行中の [Add Device] 処理を表示できます。デバイスを追加したときに表示される通知の [View 
Job Log] をクリックします。 

処理が完了すると、デバイスが選択したデバイス クラスに追加されます。 
5 デバイスをすべて追加したら、[Done] をクリックします。 

 
デバイス レコード情報の追加または編集 

 
デバイスの詳細を追加または編集することができます。 

情報を追加または編集するには、次の手順を実行します。 

1 デバイス リストの中からデバイス名をクリックします。デバイスの概要ページが表示されます。 
2 変更する値を選択するか、編集する値のラベルの横にある「edit」リンクをクリックして値を編集します。1 つ

以上の領域で情報を入力または変更し、[Save] をクリックして変更を保存します。 
 
接続情報の編集 

すでにモニタされているデバイスの接続情報を編集するには次の手順を実行します。 
 

1 デバイス リストの中からデバイス名をクリックします。デバイスの概要ページが表示されます。 
2 [Connection Information] の横の [Edit] リンクをクリックします。[Edit Connection Information] ダイアログが表

示されます。 
 

 

3 ユーザ名、パスワード、ポートを編集し、SSL を使用するかどうかを選択します。 
4 [Submit] をクリックして新しい接続情報を送信します。次に予定された再構築時間にデバイスが再構築され

ます。 

または 

新しい接続情報を送信し、デバイスの再構築をすぐに開始するには [Submit and Remodel] をクリックします。 
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接続設定のプロパティをデバイスの [Configuration Properties] ページから 1 つずつ変更することもできます。デ

バイスの設定プロパティを表示するには、次の手順を実行します。 

1 デバイスの詳細ページで、[Configuration Properties] をクリックします。デバイス固有の z プロパティが表示さ

れます。 

 
2 変更するプロパティの行をダブルクリックします。たとえば、UCS Manager 統計情報収集間隔の秒数を編集

するには、zCiscoUCSManagerPerfInterval をダブルクリックします。[Edit Config Property] ダイアロ

グが表示されます。 
3 該当するフィールドを編集し、[Submit] をクリックします。これらの変更は、次のモデリング サイクルで有効に

なります。すぐにデバイスを再構築するには、デバイスの概要ページの下部にある [Model Device] ボタンを

クリックします。 
 

デバイスのモデリング 
 

デバイスのモデル化では、次の手段が使用できます。 

■ SSH 
■ WinRM 
■ SNMP（レガシー オプション） 

 
（注） SSH および WinRM オプションを推奨します。 

 

選択するモデリング方式は、ご使用の環境およびモデル化とモニタの対象となるデバイスのタイプによって決ま

ります。 
 

デフォルトでシステムは、既知のデバイスをそれぞれ 720 分（12 時間）ごとに再構築します。 
 

（注） デバイスが再構築される頻度は変更することができます。コレクタ設定の [Modeler Cycle Interval] の値

を編集します。 
 
大規模な展開の場合、モデリングの間隔がパフォーマンスに影響する場合があります。このような環境では、

zenmodeler デーモンを停止し、cron ジョブから 1 日 1 回モデリング プロセスを実行するのが適しています。 

 

デバイスが SNMP を実行しているかどうかを確認するテスト 
 

デバイスが SNMP を実行しているかどうかをテストするには、次のコマンドを実行します。 
 

 

$ snmpwalk -v1 -c 
communityString 
DeviceIDsystem 
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このコマンドがタイムアウトしなければ、SNMP がインストールされ、正しく動作しています。 
 

zSnmpVer 設定プロパティを編集して、使用する SNMP のバージョンを設定できます。有効な値は、v1、v2c、お
よび v3 です。デバイスで [Configuration Properties] リンクをクリックし、zSnmpVer 設定プロパティをダブルクリッ

クし、使用する SNMP バージョンを選択して、zSnmpVer 設定プロパティを編集します。 

SNMP を介してデータを提供するように Windows デバイスを設定する 
 

デフォルトでは、Windows には SNMP がインストールされていない可能性があります。ご利用の Windows バー

ジョンに SNMP をインストールするには、Microsoft のマニュアルを参照してください。 
 

SNMP サービスをセットアップおよび設定した後、SNMP データを取得するために Cisco UCS Performance 
Manager で zSnmpCommunity ストリングを SNMP データに一致するように設定する必要があります。 

 
プロセッサおよびメモリのモニタリングが必要な場合は、デバイスで SNMP-Informant をインストールします。

http://www.snmp- informant.com に移動して、Windows 用の SNMP をダウンロードします。 
 

syslog を使用して Windows ボックスから Windows イベント ログまたはログ ファイルを収集するには、次の URL 
から入手できる SyslogAgent Windows アドオンを使用します。 

 
http://syslogserver.com/syslogagent.html 

 
SNMP を介してデータを提供するように Linux デバイスを設定する 

 
モニタリング用に Linux マシンを設定するには、SNMP がインストールされている必要があります。優れた Linux 
SNMP アプリケーションは net-snmp です。SNMP を使用して Linux デバイスをモニタするには、net-snmp をダ

ウンロードして、インストールおよび設定します。 
 

モデリング プロセスのデバッグ 
 

単一のデバイスに対してコマンドラインから modeler を実行できます。この機能は、プラグインの問題をデバッグ

する場合に役立ちます。 
 

--collect コマンドを modeler に渡すことで、どの modeler プラグインを使用するかを制御できます。たとえば、

次のコマンドは build.zenoss.loc のデバイスに対するインターフェイス プラグインのみを実行します。 
 

1 Control Center ホストに serviced CLI 権限を持つユーザとしてログインします。 
2 zenmodeler サービスに接続します。 

 

serviced service attach zenmodeler 
 

3 zenoss ユーザに変更します。 
 

su – zenoss 
 

4 zenmodeler コマンドを実行します。 
 

$ zenmodeler run -v10 --collect=IpInterface -d build.zenoss.loc 
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デバイスの使用  
この章では、システムのデバイス管理の情報と手順を説明します。 

デバイス リストの表示 
 

デバイス リストには、システム内のすべてのデバイスが表示されます。このビューから、デバイスを検索して、す

べてのデバイスでさまざまな管理タスクを実行できます。 
 

デバイス リストにアクセスするには、[Navigation] メニューから [Infrastructure] を選択します。 
 

図 34：デバイス リスト 
 

 
 
デバイス階層 

 
デバイスは、次の項目ごとにツリー ビューで構造化されます。 

■ デバイス 
■ ホスト グループ 
■ 統合インフラストラクチャ 
■ コンポーネント グループ 

 
各カテゴリ名の横のインジケータをクリックして展開し、各カテゴリに含まれるデバイスを確認します。 

3 
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デバイス リストでの複数のデバイスの管理 
 

複数のデバイスに対して管理タスクを一度に実行できます。次の操作を実行できます。 

■ 異なるクラスへのデバイスの移動（Cisco UCS Performance Manager Express ライセンスでは使用できません） 
■ ホスト グループおよび統合インフラストラクチャ（またはそのいずれか）へのデバイスの割り当て 
■ デバイスの削除 
■ プライオリティや実稼働状態の割り当てなどのアクションの実行 
■ デバイスのロック 

 

デバイスの使用 
 

単一のデバイスの詳細を表示するには、デバイス リストでその名前をクリックします。デバイスの概要ページが

表示されます。 
 

図 35：デバイスの概要 
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イベント ステータスがページ上部の「色分けされたイベント」に表示されます。デバイス概要ページの上部に表

示されるその他の主要情報には、次のものがあります。 

■ デバイス名 
■ デバイスとの通信に使用する IP アドレス 
■ デバイスのステータス（ping テストの現在の結果を示します） 
■ 実稼働状態（Pre-Production、Production、Test、Maintenance、または Decommissioned） 
■ デバイスの説明（UCS Manager の [System Description] フィールドから取得され、UCS インベントリ ダッシュ

ボード ポートレットに表示されます） 
 

ページを開くとデバイスの概要情報が表示されます。このビューでは分類およびステータス情報が提供されま

す。ここからデバイス情報を編集できます（テキスト フィールド、編集用リンクで示されます）。編集可能なフィー

ルドは次のとおりです。 

■ Connection Information 
■ Device Name 
■ Production State 
■ Priority 
■ Tag 
■ Serial Number 
■ Rack Slot 
■ Collector 
■ Hardware and software manufacturer and model 

 
[Connect to this device] をクリックすると、デバイスへの直接アクセスが開始されます。UCS デバイスの場合、

UCS Manager が起動します。使いやすいように、リンクを右クリックして別のブラウザ タブで接続を開くこともでき

ます。Linux デバイスの場合、[SSH] ウィンドウなどが起動します 
 

[System] 領域では、関連するシステムを追加または削除することができます。 
 

vSphere およびサーバでは、関連するグループを追加または削除する機能があります。 

[Links] 領域には、デバイスと他の外部システム間のリンクが表示されます。 

デバイス概要ページの左側のパネルでは、デバイス クラスに応じて他のデバイス管理ビューにアクセスできます。 

■ Bandwidth Usage 
■ Dependency View（2.0 の新機能） 
■ Dynamic View 
■ Topology 
■ Events 
■ Components 
■ Graphs 
■ Custom Properties（2.0 の新機能） 
■ Configuration Properties 
■ Device Administration（2.0 の新機能） 
■ Administration 

 
ここで表示される情報は、デバイスのタイプによって異なります。 
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Bandwidth Usage 
 

デバイスの [Bandwidth Usage] ビューには、ネットワーク トラフィックのさまざまなビューがその帯域幅と比較され

て示されます。サーバ コンポーネントまたはネットワーク コンポーネントごとにグループ化された、特定の時間

範囲（過去 1 時間、過去 6 時間、または過去 1 日）の情報を参照できます。 
 

各シャーシのさまざまなブレードの帯域幅使用状況を確認するには、次の手順を実行します。 
 

1 デバイスの [Overview] ページから、[Bandwidth Usage] をクリックします。関連グラフとともに [Bandwidth 
Usage] ページが表示されます。 

2 [Group By Server] ボタンがアクティブになっていることを確認し、目的のシャーシの下にあるメニュー項目を

展開します。必要に応じて、+（すべて展開）または -（すべて縮小）をクリックして、すべてのコンポーネント

をすばやく開いたり閉じたりすることができます。 
 

 
3 シャーシの帯域幅が、ブレードごとに分類された平均送受信速度および予想消費日とともに表示されます。

また、シャーシをドリルダウンしてハイパーバイザ（Hyper-V）と VM を表示することもできます。 
 

（注） 集約プール値（最上位のシャーシ/fex など）は、10 分間隔で計算されますが、それらに含まれる各

ポートの値の合計と比較して差異が生じる場合があります。 
 

4 [Time Range] フィールドの値を変更して、時間範囲を過去 6 時間または過去 1 日に変更できます。 
5 カラム ヘッダーの横にある矢印をクリックして、[Columns] にスクロール ダウンし、ポップアップ メニューから

目的の情報を選択することで、カラムを追加したり表示から削除したりできます。 
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ネットワークごとにグループ化された帯域幅使用状況を表示するには、次の手順を実行します。 
 

1 デバイスの [Overview] ページから、[Bandwidth Usage] をクリックします。関連グラフとともに [Bandwidth 
Usage] ページが表示されます。 

2 [Group By Network] ボタンをクリックし、目的の情報の下にあるメニュー項目を展開します。ポートのレベル

にドリルダウンできます。 
 

 
 

（注） 集約プール値（最上位のシャーシ/fex など）は、10 分間隔で計算されますが、それらに含まれる各

ポートの値の合計と比較して差異が生じる場合があります。 
 

 

（注） 集約プールでグループとしてファイバ チャネルおよびイーサネット ポート チャネルを表示すること

もできます。 
 

3 [Time Range] フィールドの値を変更して、時間範囲を過去 6 時間または過去 1 日に変更できます。 
4 カラム ヘッダーの横にある矢印をクリックして、[Columns] にスクロール ダウンし、ポップアップ メニューから

目的の情報を選択することで、カラムを追加したり表示から削除したりできます。 
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依存関係ビュー 

 
デバイスの依存関係ビューには、選択したデバイスに依存するリソース、およびデバイスが依存するリソースが

表示されます。このビューでは、リソース、関連付けられたコンポーネント、現在の使用率、およびコンポーネン

トに関連するイベントを確認できます。 
 

依存関係ビューは、次の複数の場所で表示できます。 

■ デバイスの概要ページ 

■ デバイスの概要ページに移動し、[Dependency View] を選択します。 
■ デバイスのコンポーネント ページ 

■ デバイスの概要ページに移動し、目的のコンポーネントを選択します。[Display] ドロップダウン リストで、

[Dependencies] を選択します。 
■ グループの詳細ページ（ホスト グループ、統合インフラストラクチャ、およびコンポーネント グループを含む） 

■ グループまたは統合インフラストラクチャの名前に移動し、[Details] をクリックします。次に、

[Dependency View] を選択します。 
 

どの方法で依存関係ビューに移動した場合でも、機能は変わりません。次に、依存関係ビューの例を示します。 
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図 36：依存関係ビュー 
 

 
 

1 リストされた各リソースですべてのコンポーネントを表示するには、+（すべて展開）アイコンをクリックします。

デフォルト ビューに戻るには、-（すべて縮小）アイコンをクリックします。個別に展開することもできます。 
2 表示されているデータをエクスポートするには、[Export] ボタンをクリックします。ビューに表示されていると

おりのデータを含む .csv ファイルがエクスポートされます。 
3 選択したデバイスまたはコンポーネントに依存するリソースを表示するには、[Dependents] をクリックします。

このデバイスまたはコンポーネントが依存するリソースを表示するには、[Dependencies] をクリックします。たと

えば、Hyper-V サーバの [Dependency View] をクリックすると、VM、データストア、および他のリソースが 
Hyper-V サーバに依存していることが表示されますが、サーバ自体は、ホスト CPU、HDD、およびネット

ワーク アダプタに依存しています（[Dependencies] をクリックすると表示されます）。 
4 [Utilization Filter] スライダ バーをスライドして、スライダ バーで選択した使用率しきい値に適合するリソース

に表示を限定します。デフォルトでは、0 パーセント以上の使用率を使用するコンポーネントが表示されま

す。目的の使用率フィルタが表示されるまで、スライダ バーを右に移動します。すべてのリソースを表示す

るには、バーを左端に移動します。[Utilization Filter] スライダで選択したパーセンテージに関係なく、イベン

トがログに記録されたコンポーネントは、選択した使用率条件を満たさない場合にも、常に表示されます。 
5 特定のリソースのビューを展開するには、リソースの横にある展開アイコンをクリックします。 
6 ビューに表示するリソースを選択するには、[Groups] をクリックします。 

 
ビューの表示について行ったすべての選択は、特定のユーザが別の依存関係ビューを選択したときに Cisco 
UCS Performance Manager で同じパラメータを使用して依存関係ビューをレンダリングするために保存されます。

これは同じユーザにのみ適用されます。依存関係ビューに使用できるグローバル設定はありません。 
 
動的ビュー 

 
Cisco UCS Performance Manager では、システム オブジェクトと他のオブジェクトとそれらの関係が動的に視覚化

されます。 
 

動的ビューには、ホスト グループ、統合インフラストラクチャ、またはサーバ デバイス（登録された OS）からアク

セスできます。オブジェクト タイプに応じて、異なる関係が図示されます。各動的ビューは、グラフで関連オブ

ジェクトを示します。そのグラフの各オブジェクトは、関連イベントの情報を表示します。 
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（注） vSphere の場合は、利用可能な唯一の動的ビューがホスト グループを介して表示されます。 
 

 

 
 

グラフ内のオブジェクトをクリックすると、「inspector」パネルが表示されます。このパネルでは、オブジェクトとオ

ブジェクトに直接関連するリンクの詳細情報が提供されます。「inspector」パネルに表示される情報は、選択し

たオブジェクト タイプによって異なります。 
 

図 37：動的ビュー：「inspector」パネル 
 

 
 

ビュー コントロールがグラフの右側に表示されます。これらを使用してビューを調整できます。 

■ [Overview]：グラフ全体図の表示のオンとオフを切り替えます。 
■ [Magnifier]：グラフの選択した部分を拡大できる虫めがねのオンとオフを切り替えます。 
■ [Zoom In]：グラフをズームインします。 
■ [Zoom Out]：グラフをズームアウトします。 
■ [Fit View]：グラフをブラウザ ページに合わせます。 
■ [Save Image]：動的ビューを .png イメージとして保存します。 
■ [Refresh]：グラフを更新します。 
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図 38：動的ビュー：ビュー コントロール 
 

 
 

デバイスの動的ビュー 
 

デバイスの動的ビューは、デバイスとモニタ対象コンポーネントとの関係を示します。 

デバイスの動的ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。 

1 [Infrastructure] > [Devices] から、デバイス リストのデバイスをクリックします。デバイスの概要ページが表示さ

れます。 
2 左側のパネルの [Dynamic View] を選択します。 

Cisco UCS デバイスの動的ビュー 
 

Cisco UCS デバイスでは、動的ビューは Cisco UCS ドメインを構成するコンポーネントとその関係を示します。次

のリストは、各種の UCS デバイスの動的ビューにリストされているコンポーネントを示しています。 

■ UCS クラシック 

■ UCS ドメイン 
■ UCS ファブリック インターコネクト 
■ UCS ファブリック ポート 
■ UCS IO カード 
■ UCS ファブリック エクステンダ 
■ UCS シャーシ 
■ UCS ブレード 
■ UCS ラック 
■ UCS サービス プロファイル（サーバにバインドされているもののみ） 

■ UCS Mini 

■ UCS ドメイン 
■ UCS FI-IO モジュール 
■ UCS シャーシ 
■ UCS ブレード 
■ UCS サービス プロファイル（サーバにバインドされているもののみ） 

ストレージ デバイスの動的ビュー 
 

NetApp ファイラなどのストレージ デバイスでは、次の 2 つの動的ビューがあります。 

■ [Physical Storage] ビュー：デバイスのストレージ エンクロージャと関連するハード ディスクを表示します。 
■ [Logical Storage] ビュー：ファイル システムや RAID グループなど、ストレージ デバイスが示す論理ストレー

ジの配置を表示します。 
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Events 
 

デバイスに関連したイベントの詳細情報が [Events] ビューに表示されます。ここでは、次の操作が可能です。 

■ さまざまなカテゴリごとのイベントとイベント アーカイブ情報のソート 
■ イベントの分類と確認 
■ 重大度、状態、またはいくつかのカテゴリのいずれかによるイベントのフィルタリング 

 
Components 

 
[Components] ビューでは、次のような、さまざまなタイプのデバイス コンポーネントに関する情報が提供されます。 

■ アダプタ ユニット 
■ 集約プール 
■ バックプレーン ポート 
■ シャーシ 
■ イーサネット ポート 
■ ファブリック エクステンダ 
■ ファブリック インターコネクト 
■ ファブリック ポート 
■ ファン 
■ ファン モジュール 
■ ファイバ チャネル ポート 
■ ホスト イーサネット インターフェイス 
■ ホスト バス アダプタ 
■ IO モジュール 
■ 管理インターフェイス 
■ メモリ配列 
■ 組織 
■ 電源装置 
■ プロセッサ ユニット 
■ ラック サーバ 
■ サーバ ブレード 
■ サービス プロファイル 
■ スイッチ カード 
■ 仮想 HBA 
■ 仮想 NIC 

 
コンポーネント情報にアクセスするには、左側のパネルの [Components] を選択後、さらにコンポーネント タイプ

を選択します。 
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図 39：デバイス（コンポーネント） 
 

 
 

インジケータの色ごとに表示される各デバイス コンポーネント タイプのステータスは、同じタイプのモニタ対象コ

ンポーネント全体のステータスによって決まります。たとえば、イーサネット ポートのステータスがグリーンの場合、

すべてのモニタ対象イーサネット ポートは正常に機能しています。モニタ対象イーサネット ポートに関連するイ

ベントがある場合、そのコンポーネントに関連付けられた最も重大度の高いイベントが表示されます。 
 

（注） 既知のコンポーネントとは無関係のイベントがある場合、そのイベントは [Other] コンポーネント タイプ

になります。 
 

このビューでは、次の操作を実行できます。 

■ コンポーネントのロック 
■ コンポーネント モニタリングのオン/オフ 
■ コンポーネントの削除 
■ グラフ、イベント、詳細、テンプレート、および他のコンポーネント固有の情報の表示 

 
Graphs 

 
[Graphs] ビューには、デバイスまたはコンポーネントに定義されたパフォーマンス グラフが示されます。グラフに

アクセスするには、左側のパネルの [Graphs] を選択します。次の図は、ブレード サーバのパフォーマンス グラ

フを示しています。説明のため、[Action]（ギア）アイコンが選択されています。 
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図 40：パフォーマンス グラフ 
 

 

（注） グラフの上にカーソルを合わせると、垂直のタイムラインが、その特定の時間のすべての値を示すポッ

プアップとともに表示されます。 

次のパフォーマンス グラフ オプションを制御できます。 

■ [Zoom In/Zoom Out]：クリックして、表示する時間範囲のサイズを縮小または拡大します。前方矢印および

後方矢印をクリックして、グラフの時間をスクロールすることもできます。これらのコントロールをクリックすると、

カスタム時間範囲が自動的に反映されます。次を参照してください。 
■ [Range]：グラフに表示される時間範囲を選択します。次のオプションを選択できます。 

■ Last Hour 
■ Yesterday 
■ Last Week 
■ Last 30 days 
■ Last Year 
■ [Custom]：表示する開始時刻と終了時刻を選択します。終了時刻を現在の時刻に設定するには、[Now] 

をオンにします。カスタム範囲設定を変更するたびに、[Refresh] をクリックしてグラフを更新します。 
■ [Refresh]：ドロップダウン リストをクリックして更新の値（デフォルトは 30 分）を変更します。更新レートを手動

に設定した場合、グラフを更新するたびに [Refresh] ボタンをクリックする必要があります。 
■ [Pop-out]：現在のグラフを全画面モードに表示する場合は、このアイコンをクリックします。 
■ [Action]（ギア）：このアイコンをクリックすると、次のようなアクションのサブメニューが開きます。 

■ [Definition]：グラフの JSON 定義を表示する場合に選択します。 
■ [Export to CSV]：詳細な分析のためにグラフ データを .csv ファイルにエクスポートする場合に選択しま

す。定義された範囲に含まれるデータのみが含まれます。 
■ [Link to this Graph]：このオプションを選択し、生成されたリンクをブラウザのブックマーク バーにドラッグ

して、このグラフに直接リンクします。グラフは、最後に設定された時間範囲を使用して入力されますが、

終了時刻はリンクをクリックした時点の時刻になります。 
■ [Table Legend]：凡例の説明にカーソルを合わせると、その特定のデータ セットが強調表示されます。凡例

の説明をクリックして、表示を切り替えることもできます。塗りつぶされたドットは、データが表示されることを

示します。空のドットは、データが表示されないことを示します。 
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デバイスとデバイス属性の管理 
 

この項の情報と手順を参照して、次のような特定のデバイス管理タスクについて理解してください。 

■ ハートビート イベントのクリア 
■ 構成変更のシステムへのプッシュ 
■ デバイス設定のロック 
■ デバイス名の変更 
■ デバイスの再構築 
■ デバイス管理 IP アドレスの設定 

 
ハートビート イベントのクリア 

 
デバイスに対し、ハートビート クラスにマッピングされる繰り返しイベントを送信するように設定した場合、古い

ハートビート イベントをクリアすることができます。 
 

デバイスに関連付けられたハートビート イベントをクリアするには、次の手順を実行します。 
 

1 [Advanced] > [Settings] に移動します。 
2 左側のパネルで、[Events] を選択します。 
3 [Event Configuration] ページの下部で、[Clear Event Heartbeats] セクションの [Clear] ボタンをクリックします。 

短いメッセージ バナーが表示されます。 

デバイス設定のロック 
 

デバイスを再構築するときに変更が上書きされるのを防ぐためにデバイスの設定をロックできます。2 つのレベ

ルのロックを使用できます。削除と更新、または削除のみ、から設定をロックできます。 
 

（注） デバイス ロックにより、再構築による変更と削除が阻止されます。手動の変更や削除は阻止できません。 
 

デバイス設定のロック選択を編集するには、次の手順を実行します。 
 

1 デバイス リストのデバイスに移動します。 
2 デバイス概要ページの下部で、[Action] メニューから [Locking] を選択します。 

[Lock Device] ダイアログが表示されます。 

図 41：[Lock Device] ダイアログ 
 

 
3 実行または削除するロックのタイプを選択します。 
4 アクションがロック アクションによってブロックされたときにイベントを送信するには、[Send an event...] を選択

します。 
 

ロックまたはロック解除のアクションがデバイス上で実行され、システムがアクションの確認メッセージを表示

します。 
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デバイス名の変更 
 

システムはデバイスのモニタに管理 IP を使用するため、デバイス名がその完全修飾ドメイン名（FQDN）と異

なっても構いません。デバイス名はシステムで常に一意にする必要があります。 
 

デバイスの名前を変更するには、次の手順を実行します。 
 

1 デバイス リストのデバイスに移動します。デバイス名をクリックします。 
2 デバイスの概要ページで、[Device Name] フィールドを編集して新しいデバイス名を入力します。 
3 [Save] をクリックします。 

 
システムがデバイスの名前を変更し、アクションの確認メッセージを表示します。 

 
デバイスの再構築 

 
再構築ではシステムが、デバイスに関連付けられたすべての設定情報を再収集します。通常、システムはデバ

イスを 720 分ごとにモデル化しますが、デバイスをすぐに再構築する場合は、次の手順に従います。 
 

1 デバイス リストのデバイスに移動し、デバイス名をクリックします。 
2 デバイスの概要ページの下部で、[Model Device] ボタンをクリックします。 

 
システムがデバイスを再構築します。アクションの進捗を示すダイアログが表示されます。 

 
デバイス管理 IP アドレスのリセット 

 
デバイスの IP アドレスが変更され、元の IP アドレスの履歴データを保持する場合、管理 IP アドレスをリセット

することをお勧めします。デバイスの管理 IP アドレスをリセットするには、次の手順を実行します。 
 

1 デバイス リストのデバイスに移動します。 
2 デバイス概要ページの下部で、[Action] メニューから [Reset/Change IP Address] を選択します。 

[Reset IP] ダイアログが表示されます。 

図 42：[Reset IP] ダイアログ 
 

 
3 デバイスの新しい IP アドレスを入力するか、または DNS によって IP アドレスが設定されるようにするには

フィールドを空白にします。 
4 [Save] をクリックします。 

 

デバイスの IP アドレスがリセットされます。 
 
デバイスの削除 

 
デバイスをシステムから削除するには、次の手順を実行します。 

 

1 [Infrastructure] ページに移動します。 
2 システムから削除するデバイスの行をクリックして、デバイスを選択します。Ctrl キーまたは Shift キーを押し

ながらデバイスをクリックして、複数のデバイスを選択できます。リンクで定義されていない領域の行をクリッ

クしてください。 
 

[Delete Device] ダイアログが表示されます。 
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図 43：Delete Device 
 

 
3 必要に応じて、デバイスの現在のイベントを閉じるように選択を変更します。デフォルトでは、イベント デー

タは削除されます。 
4 [Submit] をクリックします。 

 
システムがデバイスおよび関連データ（選択した場合）を削除し、アクションの確認メッセージを表示します。 

 

ホスト グループの操作 
 

ホスト グループは、多数の UCS ドメインまたは UCS ドメインのホストで実行中の VM で構成されます。これらの

グループでは、オペレーティング システムを表示でき、ホスト グループをサポートする UCS リソースからのイベ

ントを表示できます。また、容量の問題に影響を受けているオペレーティング システムをすばやく識別できます。

ホスト グループは、Linux および Windows ターゲットにしか使用できません。ホスト グループの設定について

は、さまざまな使用例があります。方法の 1 つは、実稼働デバイス用のホスト グループとテスト デバイス用の別

のホスト グループを設定することです。別の方法として、特定の営業部門または場所をサポートするデバイス

用のホスト グループを作成することもできます。 
 

1 つのビューのみで、アプリケーション スタックのレイヤすべてに関する有効な動的ビューを実現するには、モ

ニタリング サーバ（ベア メタルおよび VM OS）の重要性を理解することが重要です。 
 
ホスト グループの作成 

すでにモニタされているデバイスを使用してホスト グループを作成するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] ページに移動して、モニタ対象デバイスのリストを表示します。 
2 左側のカラムで、[Host Groups] をクリックします。 
3 ウィンドウの左下にある [Add] アイコンをクリックします。[Add Group] ダイアログが表示されます。 
4 ホスト グループの名前と説明を入力します（たとえば、Production または Austin など）。[Submit] をクリックし

ます。新しいホスト グループの名前が左側のカラムに表示されます。 
5 [Devices] またはデバイス クラスをクリックして、モニタ対象デバイスのリストを表示します。 
6 各行をクリックするか、Ctrl キーを押しながらクリックして、ホスト グループに追加するサーバ（OS）デバイスを

選択します。 
 

（注） 選択する場合は、行のハイパーリンクでない部分をクリックしてください。ハイパーリンクをクリックす

ると特定の詳細ページにジャンプします。 
 

7 ホスト グループの名前に選択したデバイスをドラッグアンドドロップし、移動アクションを受け入れます。 
8 ホスト グループの名前を右クリックし、いつでもツリーを更新したり、別のウィンドウでツリーを表示することが

できます。 
 
ホスト グループの動的ビューの表示 

ホスト グループの動的ビューは、このアプリケーションの特定のオペレーティング システム サーバをサポートす

るすべての統合インフラストラクチャ コンポーネントを示します。ホスト グループの動的ビューを表示するには、

次の手順を実行します。 
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1 [Infrastructure] ビューで、ホスト グループの名前をクリックします。 
2 ウィンドウの左下隅にある [Dynamic View] ボタンをクリックします。ホスト グループの動的ビューが表示され

ます。 

 
 

（注） 動的ビューをズームイン/アウトするにはマウス ホイールを使用します。 
 

 

統合インフラストラクチャの操作 
 

統合インフラストラクチャのビューでは、1 つの統合インフラストラクチャとしてコンピューティング、ストレージ、

ネットワーク、および仮想化ノードを一緒に表示できます。UCS デバイスは統合インフラストラクチャのコン

ピューティング リソースと見なされます。オペレーティング システムを実行しているサーバと VM は、コンピュー

ティング リソースと見なされず、統合インフラストラクチャに追加できません。 
 
統合インフラストラクチャの作成 

すでにモニタされているコンピューティング、ストレージ、ネットワーク、および仮想化コンポーネントを使用して

統合インフラストラクチャのビューを作成するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] ページに移動して、モニタ対象デバイスのリストを表示します。 
2 左側のカラムで、[Integrated Infrastructure] をクリックします。 
3 ウィンドウの左下にある [Add] アイコンをクリックします。 
4 統合インフラストラクチャの名前および説明を入力します。[Submit] をクリックします。新しい統合インフラスト

ラクチャの名前が左側のカラムに表示されます。 
5 [Devices] をクリックして、モニタ対象デバイスのリストを表示します。 
6 Ctrl キーを押しながら各行をクリックして、統合インフラストラクチャに追加する複数のデバイスを選択します。 

 
（注） 選択する場合は、行のハイパーリンクでない部分をクリックしてください。ハイパーリンクをクリックす

ると特定の詳細ページにジャンプします。 
 

7 統合インフラストラクチャの名前にデバイスをドラッグ アンド ドロップし、移動アクションを受け入れます。 
8 統合インフラストラクチャの名前を右クリックし、いつでもツリーを更新したり、別のウィンドウでツリーを表示

することができます。 
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統合インフラストラクチャの動的ビューの表示 
統合インフラストラクチャの動的ビューには、モニタされているすべてのコンピューティング、ストレージ、ネット

ワーク、および仮想化ノードが示されます。統合インフラストラクチャの動的ビューを表示するには、次の手順を

実行します。 
 

1 [Infrastructure] ビューで、統合インフラストラクチャの名前をクリックします。 

2 ウィンドウの左下隅にある [Dynamic View] ボタンをクリックします。統合インフラストラクチャの動的ビューが

表示されます。 
 

 
 

（注） 動的ビューをズームイン/アウトするにはマウス ホイールを使用します。 
 

コンポーネント グループの使用 
 

コンポーネント グループを使用して、コンポーネント リソースを論理グループとして表示または管理します。コ

ンポーネント グループにコンポーネントを追加すると、グループのすべてのイベントを 1 つの場所で表示し、

同じコンポーネント グラフにすべてのコンポーネントを表示し、動的および依存関係ビューを使用してグルー

プの従属と依存関係を表示できます。グループ内の個々のコンポーネントまたはグループ全体をモニタした

り、ロックしたりすることもできます。 
 
コンポーネント グループ情報の作成および表示 

 
コンポーネント グループに関する情報を作成および表示するには、次の手順を実行します。 

 

1 [Infrastructure] > [Devices] に移動します。 
2 [Component Groups] を選択し、ページ下部の [Add] アイコンをクリックします。 

[Add Component Group] ダイアログが表示されます。 
3 適切な [Name] とオプションの [Description] を入力し、[Submit] をクリックします。 

新しいコンポーネント グループが [Component Groups] の下に表示されます。 
4 ページ上部の [Component Groups] で、[Add] アイコンをクリックして [Add to Component Group] ダイアログ

を開きます。 
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5 ダイアログの検索フィールドに、Blade Servers などのコンポーネント タイプを入力します。 
コンポーネントのリストが [Search Results] テーブルに表示されます。 

6 1 つ以上のコンポーネントを選択し、[Add] をクリックします。 
7 続けてコンポーネントを検索して追加するか、[Close] をクリックします。 

コンポーネントがグループに追加されます。これでコンポーネント グループを使用できます。次に例を示し

ます。 

8 コンポーネント グラフを表示するには、次の手順を実行します。 

a 新しいグループを強調表示し、ページ上部の [Details] をクリックします。 
b [Component Graphs] をクリックし、[All on Same Graph] をオンにします。 

 
（注） [All on Same Graph] 機能を使用する場合、最適な操作性を得るには同じグラフに表示される項目

を 10 個以内にします。 
 

9 コンポーネント グループのイベントを表示するには、[Events] をクリックします。 
10 1 つ以上のコンポーネントのモニタリングを無効にするには、ページの上部で [See All] をクリックします。 

a 無効にするコンポーネントを選択します。 
b [Action] > [Monitoring] をクリックします。 
c [Yes] をクリックしてモニタリングを無効にします。 
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イベント管理  
イベント、およびパフォーマンス モニタリングから生成されたグラフは、使用環境の状態を理解するための第一

の運用ツールとなります。 

基本的なイベント フィールド 
 

イベントをイベント管理システムに入力するには、そのイベントに [device]、[severity]、[summary] の各フィールド

の値が含まれる必要があります。イベントにこれらのフィールドのいずれかが含まれない場合、Cisco UCS 
Performance Manager はそのイベントを拒否します。 

 
基本的なイベント フィールドは次のとおりです。 

■ device 
■ ipAddress 
■ eventState 
■ severity 
■ summary 
■ message 
■ evid 

 
[device] および [ipAddress] フィールド 

 
[device] フィールドは、255 文字まで入力できる自由形式のテキスト フィールドです。Cisco UCS Performance 
Manager は、このフィールドに関して任意の値を受け入れます。[device] フィールドに IP アドレスが含まれる場

合、システムは一致するアドレスを持つデバイスをクエリーします。一致するデバイスが見つかるとシステムは、

[device] フィールドを、検出されたデバイス ID に変更します。 
 

[ipAddress] フィールドは、自由形式のテキスト フィールドです。このフィールドは必須ではありません。システム

がイベントの [device] フィールドの内容に基づいてデバイスを正常に検索できない場合、イベントの [ipAddress] 
フィールド（存在する場合）の内容に基づいてデバイスの検索を試行します。 

 
Cisco UCS Performance Manager はデバイスに一致する着信イベントに情報を自動的に追加します。追加され

るフィールドは次の通りです。 

■ [prodState]：デバイスの現在の実稼働状態を指定します。 
■ [DeviceClass]：デバイスを分類します。 
■ [ApplicationGroups]：デバイスが割り当てられるアプリケーション グループを指定します（存在する場合）。 
■ [IntegratedInfrastructure]：デバイスが割り当てられる統合インフラストラクチャ（存在する場合）。 
■ [DevicePriority]：デバイスに割り当てられたプライオリティ。 

これらのフィールドの詳細については、「実稼働状態とメンテナンス期間」および「オーガナイザとパス ナビゲー

ション」の章を参照してください。 

4 
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[eventState] フィールド 
 

[eventState] フィールドは、イベントの現在の状態を定義します。このフィールドは通常、イベントが作成されると

更新されます。この数値フィールドの値は 0 ～ 6 で、次のように定義されます。 

番号 名前 説明 

0 New  

1 Acknowledged  

2 Suppressed  

3 Closed ユーザ アクションの結果としてクローズされたイベ

ントに与えられる状態。 

4 Cleared 対応するクリア イベントによりクリアされたイベント

に与えられる状態。 

5 Dropped イベント送信によってドロップされたイベントに与

えられる状態。これらのイベントは、システムに

よって保持されません。 

6 Aged 重大度とイベントが最後に確認された時間に応じ

てシステムによって自動的にクローズされたイベ

ントに与えられる状態。 
 
[severity] フィールド 

 
[severity] フィールドは、イベントの重大度を定義します。この数値フィールドの値は 0 ～ 5 で、次のように定義さ

れます。 
 

番号 名前 色 

0 Clear グリーン 

1 Debug グレー 

2 Info 青色 

3 Warning 黄色 

4 Error オレンジ 

5 Critical 赤 
 

[summary] および [message] フィールド 
 

[summary] および [message] フィールドは、自由形式のテキスト フィールドです。[summary] フィールドには最大 
255 文字を入力できます。[message] フィールドには最大 4,096 文字を入力できます。これらのフィールドのデー

タは通常、類似しています。 
 

システムは、着信イベントに含まれるフィールドが一方だけか両方かに応じて、これらのフィールドに異なる処

理を適用します。 

■ [summary] のみがある場合、システムはその内容を [message] にコピーし、[summary] の内容を 128 文字に

切り捨てます。 
■ [message] のみがある場合、システムはその内容を [summary] にコピーし、[summary] の内容を 128 文字に

切り捨てます。 
■ [summary] と [message] の両方がある場合、システムは [summary] の内容を 128 文字に切り捨てます。 
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このため、[message] または [summary] の内容が 65,535 文字を超えている場合や、両方のフィールドが存在し、

かつ [summary] の内容が 128 文字を超えている場合に、データが失われる可能性があります。 
 

必要な詳細を [summary] フィールドの 128 文字の制限内に確実に含めることができるように、他のフィールド

（[device]、[component]、[severity] など）に存在する情報を [summary] に複製することは避けてください。 
 

その他のフィールド 
 

イベントには、他にも多くの標準フィールドが含まれます。イベントのマッピングや関連付けの方法を制御するも

のもあれば、イベントに関する情報を提供するものもあります。 
 

次の表に、追加のイベント フィールドを示します。 

フィールド 説明 

dedupid 動的に生成されたフィンガープリントで、類似した特性を共有する繰り返しイベ

ントで重複を除外できます。 

component 自由形式のテキスト フィールド（最大 255 文字）で、コンテキストをイベントに追

加することができます（たとえば、インターフェイスしきい値イベントのインター

フェイス名）。 

eventClass このイベントが作成またはマッピングされたイベント クラスの名前。 

eventKey 自由形式のテキスト フィールド（最大 128 文字）で、別の特異なキーを、重複除

外と Auto-Clear 関連付けプロセスに使用できます。 

eventClassKey 自由形式のテキスト フィールド（最大 128 文字）で、不明なイベントをイベント ク
ラスにマッピングする際の最初のステップとして使用されます。 

eventGroup 自由形式のテキスト フィールド（最大 64 文字）で、イベントの類似タイプをグ

ループ化するために使用できます。これは主に、カスタマイズ時の拡張ポイント

です。標準システムでは現在使用されていません。 

stateChange イベントに関する情報が変更された最終時刻。 

firstTime イベントが発生した最初の時刻。 

lastTime イベントが発生した最新の時刻。 

count firstTime と lastTime 間のイベントの発生数。 

prodState デバイスの実稼働状態。イベントの発生時に更新されます。この値は、デバイス

の実稼働状態が変更された時点では変わりません。システムがイベントを受信

した時点の状態を常に反映します。 

agent 通常はイベントを生成したデーモンの名前。たとえば、SNMP しきい値イベント

の場合、エージェントは zenperfsnmp です。 

DeviceClass イベントが関連するデバイスのデバイス クラス。 

IntegratedInfrastructure デバイスが含まれている統合インフラストラクチャのパイプ区切りのリスト。 

ApplicationGroup デバイスが含まれているアプリケーション グループのパイプ区切りのリスト。 

facility Syslog から取得されたイベントのみに存在します。Syslog 機能。 

priority Syslog から取得されたイベントのみに存在します。Syslog プライオリティ。 

ntevid Windows イベント ログから取得されたイベントのみに存在します。NT イベント 
ID。 
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フィールド 説明 

ownerid このイベントを認識したユーザの名前。 

clearid 自動消去されたアーカイブのイベントのみに存在します。このイベントを消去し

たイベントの evid。 

DevicePriority イベントが関連するデバイスのプライオリティ。 

eventClassMapping 設定されたイベント クラス マッピングのいずれかにイベントが一致した場合、そ

のマッピング ルールの名前が含まれます。 

monitor 分散設定では、イベントの発生元のコレクタの名前が含まれます。 
 

詳細 
 

システムでは、標準のフィールドの他に任意の数の名前と値のペアをイベントに追加し、より多くのコンテキスト

をイベントに加えることができます。 
 

重複除外 
 

Cisco UCS Performance Manager は、イベントのフィンガープリントの概念に基づき、イベント「重複除外」機能を

使用します。システム内で、このフィンガープリントは「dedupid」です。システムがポーリング アクティビティの結

果として作成する標準のイベントはすべて重複除外されます。設定は必要ありません。Syslog、SNMP トラップ、

または Windows イベント ログなどの他のソースに由来するイベントに重複除外を適用することもできます。 
 

最も重要な重複除外の概念は、フィンガープリントです。イベントのフィンガープリント（つまり dedupid）は、次の

イベント フィールドを含むパイプ区切り文字列で構成されます。 

■ device 
■ component（空白可） 
■ eventClass 
■ eventKey（空白可） 
■ severity 
■ summary（eventKey が空白でない場合は dedupid から省かれます） 

 
[component] と [eventKey] フィールドが空白の場合、dedupid は次のように表示されます。  

www.example.com||/Status/Web||4|WebTx check failed 

[component] と [eventKey] フィールドがある場合、dedupid は次のように表示されます。 

router1.example.com|FastEthernet0/1|/Perf/Interface|threshName 

システムが新しいイベントを受信すると、dedupid が構築されます。新しいイベントの dedupid がアクティブ イベ

ントの dedupid のどれかに一致した場合、既存のイベントが新しいイベント発生のプロパティで更新されてイベ

ントのカウントが 1 つ増加し、[lastTime] フィールドは新しいイベント発生の作成時刻に更新されます。新しいイ

ベントの dedupid がアクティブ イベントの dedupid のどれにも一致しない場合、カウント 1 でアクティブ イベント 
テーブルに挿入され、[firstTime] および [lastTime] フィールドが新しいイベントの作成時刻に設定されます。 

 
次の図に、同じイベントが 3 回発生し、その後に dedupid フィンガープリントの異なるイベントが発生する重複

除外シナリオを示します。 
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図 44：イベントの重複除外 
 

 
 

重複除外の動作方法を変更する場合は、イベント トランスフォームを使用して、dedupid の作成に使用される

フィールドのいずれかを変更できます。また、トランスフォームを使用して [dedupid] フィールドを直接修正し、よ

り強力なデバイス間のイベント重複除外を行うこともできます。 
 

Auto-Clear 関連付け 
 

Auto-Clear 機能は重複除外機能に似ています。この機能も、イベントのフィンガープリントに基づいています。

違いは、どのイベント フィールドがフィンガープリントを構成するかという点と、新しいイベントが既存のイベント

のフィンガープリントに一致した場合に何が起こるかという点です。 
 

ポーリング アクティビティの結果として作成された標準のイベントについては、常に Auto-Clear が自動的に行わ

れます。重複除外と同様に、Syslog、Windows イベント ログ、SNMP トラップなどの他のソースに由来するイベン

トを処理する場合のみ、Auto-Clear を手動で起動します。 
 

特定のイベントに関してコンポーネントが特定されると、Auto-Clear フィンガープリントが次のフィールドで構成さ

れます。 

■ コンポーネント UUID がある場合： 

■ component UUID 
■ eventClass 
■ eventKey（空白可） 

■ コンポーネント UUID がない場合： 

■ device 
■ component（空白可） 
■ eventKey（空白可） 
■ eventClass 

 
新しいイベントを、特別な重大度 0（Clear）でシステムが受信すると、Cisco UCS Performance Manager は、すべ

てのアクティブ イベントが、新しいイベントの Auto-Clear フィンガープリントに一致するかどうかを確認します。

Auto-Clear フィンガープリントに一致するすべてのアクティブ イベントが Cleared ステートで更新され、[clearid] 
フィールドがクリア イベントの UUID に設定されます。一定期間（設定可能）の経過後、closed ステート（Closed、
Cleared、および Aged）のイベントはすべて、アクティブ イベント テーブルからイベント アーカイブに移動します。 
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イベントがクリア イベントにより消去された場合、そのイベントも Closed のステータスでアクティブ イベント テー

ブルに挿入され、そうでない場合はドロップされます。これは、無関係なクリア メッセージでイベント データベー

スがいっぱいになることを回避するために行われます。 
 

次の図に、標準 ping のダウン イベントと関連するクリア イベントを示します。 
 

図 45：イベントの自動消去 
 

 
 

手動で Auto-Clear 関連付けシステムを呼び出す必要がある場合は、イベント トランスフォームを使用して、クリ

ア イベントに重大度 0（Clear）が設定されていることを確認します。また、[device]、[component]、[eventClass] 
フィールドが、消去するイベントと一致することを確認する必要があります。 

 
（注） クリア イベントをあまり汎用的にしすぎないようにしてください。そうしないと、意図した範囲より広い範

囲のイベントを誤って消去する可能性があります。 
 

 

イベント コンソール 
 

Cisco UCS Performance Manager は、イベントを表示および管理できる複数のイベント コンソールを備えていま

す。各コンソールは、現在のコンテキストによって異なるイベントのサブセットを表示します。 
 

イベント コンソールには、次のものがあります。 

■ [Master]：このコンソールにアクセスするには、[Navigation] メニューで [Events] をクリックします。このコンソー

ルからすべてのイベントを表示できます。 
■ [Contextual]：コンテキスト イベント コンソールはシステム全体で確認できます。デバイス、デバイス オーガナ

イザ、コンポーネント、またはイベント クラスのイベント選択を確認するたびに、現在のコンテキストに固有の

イベントを表示するようフィルタが自動的に適用された状態でイベント情報を表示できます。 
 
マスター イベント コンソール 

 
マスター イベント コンソールは、システムの中枢神経系のようなもので、イベントを表示および管理できます。こ

のコンソールでは、システムによって収集されたすべてのイベントのリポジトリが表示されます。 
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図 46：イベント コンソール 
 

 
 

イベントの選択 
 

イベント コンソールで 1 つもしくは複数のイベントを選択するには、次の手順を実行します。 

■ 1 つのイベントを選択するには 1 つの行をクリックします。 
■ 複数のイベントを選択するには Ctrl キーを押しながら行をクリックします。一定範囲のイベントを選択するに

は Shift キーを押しながら行をクリックします。 
 

イベントのソートとフィルタリング 
 

イベント コンソールに表示されるイベントをソートおよびフィルタリングして、ビューをカスタマイズできます。 
 

イベント コンソールに表示される任意のカラムでイベントをソートできます。イベントをソートするには、カラム 
ヘッダーをクリックします。ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。 

 
フィルタ オプションが各カラム ヘッダーの下に表示されます。照合値として使用できるのは、そのカラムの値に

含まれる完全な文字列または文字列のサブセットで、必要に応じてワイルドカード（*）と組み合わせることがで

きます。フィルタ内容をさらに絞り込むには、「||」（OR）、または「!!」（NOT）を使用します。たとえば、[Event 
Class] フィルタに !!status と入力すると、すべての非ステータス クラス イベントが返されます。 

 
図 47：イベント コンソールのフィルタ オプション 

 

 
 

リストに表示されるイベントを、フィールド タイプに応じていくつかの方法でフィルタリングできます。 

■ [Resource]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [Component]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [Event Class]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [Summary]：照合値を入力してリストを制限します。 
■ [First Seen]：値を入力するか、日付選択ツールを使用してリストを制限します。 
■ [Last Seen]：値を入力するか、日付選択ツールを使用してリストを制限します。 
■ [Count]：次の値を入力してリストをフィルタリングします。 

■ N - カウント数が N と等しいイベントを表示します。 
■ :N - カウント数が N 以下であるイベントを表示します。 
■ M:N - カウント数が M と N の間（両端値を含む）であるイベントを表示します。 
■ M - カウント数が M 以上であるイベントを表示します。 

フィルタをクリアするには、[Configure] > [Clear filters] を選択します。 

また、イベント コンソールのカラムの表示順序を変えることもできます。表示順序を変更するにはカラム ヘッ

ダーをクリックして表示したい位置にドラッグします。 
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Live Search の使用 

 
デフォルトでは、システムは情報の検索を支援するために「Live Search」機能を使用します。イベント コンソール

から、次の項目ごとに情報を検索できます。 

■ [Device (name)]：デバイス名の検索 

■ 大文字と小文字は区別しません。 
■ 空白でトークン化されます（空白をはさむ検索語や完全なトークンから開始しない検索語では結果が返

されません）。 
■ 引用符で囲まれている場合は、完全一致のみが返されます。 

■ [Component]：コンポーネントの検索  

■ 大文字と小文字は区別しません。 
■ 空白でトークン化されます（空白をはさむ検索語や完全なトークンから開始しない検索語では結果が返

されません）。 
■ 引用符で囲まれている場合は、完全一致のみが返されます。 

■ [Summary]：サマリーの検索  

■ 大文字と小文字は区別しません。 
■ 空白でトークン化されます（空白をはさむ検索語や完全なトークンから開始しない検索語では結果が返

されません）。 
■ [Event class]：イベント クラスの検索 

■ 大文字と小文字は区別しません。 
■ /（スラッシュ）でトークン化されます。検索語がスラッシュで始まり、スラッシュまたはアスタリスクで終了す

ると、イベント クラスは「前方一致」法を使用して検索されます。検索語がスラッシュで始まり、他の文字

で終了すると、イベント クラスはイベント クラスの完全一致を使用して検索されます。検索語がスラッシュ

で始まらない場合は、イベント クラスは各イベント クラスで部分一致を使用して検索されます。 
■ [IP Address]：IP アドレスの検索（IPv4 値および IPv6 値の場合） 

■ .（ピリオド）および :（コロン）によってトークン化されます。たとえば、次の検索は 129.168.1.100 の結果を

返します。 

■ 168 
■ 168.1 
■ 129.16* 
■ *29 

■ [First Seen]、[Last Seen]、[State Change]：このフィールドはトークン化されません。日付検索は数値表現に

変換され、これらの表現を使用した範囲が作成されます。その検索値自体も対象に含まれます。日付

フィールドの検索は、入力された値から開始します。入力された値に一致する結果、または将来の値が返

されます。 
 

次の検索では、[First Seen] で 2014-05-04 15:52:52 が返されます。 

■ First Seen：2014-05-01 00:00:00 
■ First Seen：2014-05-04 15:52:52 

 
Live Search が有効になっていると（デフォルト）、使用可能な情報がすばやくフィルタリングされます。検索ウィン

ドウに文字を入力するごとに、さらに情報が絞り込まれます。無効の場合、1 つ以上の文字を入力し、Enter を
押した後にのみ検索が機能します。 
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イベント コンソール ビューの保存 
 

後で素早くアクセスできるように、ブックマークを設定してイベント コンソール ビューを保存できます。次の手順

を実行します。 
 

1 [Configure] > [Save this configuration] を選択します。 
 

現在のビューへのリンクを含むダイアログが表示されます。 
2 リンクをクリックしてブラウザのメニュー バーにあるブックマーク リンクにドラッグします。 

「Event Console」というリンクがブックマーク リストに表示されます。 

図 48：カスタム ビューの保存（ブックマーク） 
 

 
 

（注） ブックマークのタイトルは変更できます。特に複数のイベント コンソール ビューを保存する場合に

便利です。 
 

 
ビューの更新 

 
イベントのリストを手動で更新するか、またはそれらを自動的に更新するように指定できます。ビューを手動で更

新するには、[Refresh] をクリックします。自動更新の時間間隔を指定していても、手動でいつでも更新できます。 
 

自動更新を設定するには、[Refresh] リストから時間間隔を 1 つ選択します。 
 

図 49：自動更新の選択 
 

 
 

イベントの詳細の表示 
 

システム内の任意のイベントの詳細を表示できます。説明を表示するには、そのイベントの行をダブルクリックし

ます。 

[Event Details] 領域が表示されます。 
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図 50：イベントの詳細 
 

 
 

イベントの詳細を表示するには、[Event Management]、[Device State]、[Event Data]、または [Event Details] リンク

をクリックします。新しいウィンドウにイベント情報を表示するには、右上にあるアイコンをクリックします。 
 

[Log] 領域を使用して、イベントに関する特定の情報を追加できます。詳細を入力し、[Add] をクリックします。 
 

イベントの認識 
 

問題を修正するための操作を行ったことなどを示すために、イベントに「acknowledged」（認識済み）というマーク

を付けることができます。イベントを認識済みとしてマークするには、次の手順を実行します。 
 

1 イベント コンソール ビューで 1 つもしくは複数のイベントを選択します。 
2 [Acknowledge Events] アイコンをクリックします。 

 
認識されたイベントのそれぞれにチェック マークが表示されます。 

 
イベントを New ステータスに戻す 

 
前に認識したイベントを「new」ステータスに戻す（「acknowledged」ステータスを取り消す）ことができます。次の

手順を実行します。 
 

1 イベント コンソール ビューで 1 つもしくは複数のイベントを選択します。 
2 [Unacknowledge Events] アイコンをクリックします。 

 
イベント行にチェック マークが表示されなくなり、イベントは「new」ステータスに戻ります。 

 
イベントの分類 

 
イベントを分類することで、/Unknown と表示されるイベントを特定のイベント クラスに関連付けることができま

す。不明なイベントを分類するには、イベント クラス キーをイベントに指定する必要があります。 
 

イベントを分類するには、次の手順を実行します。 
 

1 イベント コンソール ビューで 1 つもしくは複数の /Unknown イベントを選択します。 
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2 [Reclassify an Event] アイコンをクリックします。 

[Classify Events] ダイアログが表示されます。 
3 イベント クラスをオプションのリストから選択し、[Submit] をクリックします。 

 
（注） イベント アーカイブからイベントを分類することもできます。 

 

イベントのクローズ 
 

イベントを積極的にモニタする必要がなくなった場合（認識した後など）は、イベントをクローズし、設定したイベ

ント アーカイブの間隔に従ってイベント アーカイブに移動するように指定できます。次の手順を実行します。 
 

1 イベント コンソール ビューで 1 つもしくは複数のイベントを選択します。 
2 [Close Events] アイコンをクリックします。 

 
選択したイベントがクローズされ、指定した間隔でアーカイブに移されます。 

 
イベント アーカイブのイベントを表示するには、[Events] > [Event Archive] を選択します。 

 
（注） ロールが割り当てられていないユーザも、アーカイブのすべてのイベントを表示できます。 

 

イベントの再開 
 

Closed、Cleared、または Aged ステートのイベントをアクティブ イベント コンソールで再開できます。 

イベントを再開するには、次の手順を実行します。 

1 1 つ以上の Closed、Cleared、または Aged イベントを選択します。 
2 [Reopen Events] アイコンをクリックします。 

 
選択したイベントがアクティブ ステータスに戻ります。 

 
（注） 同じフィンガープリントの別のアクティブなイベントが存在する場合は、クローズされたイベントを再開

できません。クローズしたイベントを再開する前に、新しいイベントをクローズする必要があります。 
 

イベント データのエクスポート 
 

イベント コンソールから、カンマで区切られた値のファイル（.csv）または XML ファイルにデータをエクスポー

トできます。個々のイベントを選択すると選択したイベントだけをエクスポートでき、選択を何も行わなければ現

在のフィルタ基準に一致するすべてのイベントをエクスポートできます。 
 

イベントをエクスポートするには、次の手順を実行します。 
 

1 （任意）1 つもしくは複数のイベントを選択します。 
2 [Export] > [CSV] または [Export] > [XML] を選択します。デフォルトでは、エクスポートされたファイルの名

前は次のとおりです。events. 拡張子 
 
イベントの作成 

 
イベント コンソールからイベントを作成するには、[Add an Event] アイコンをクリックします。 

 
手動でのイベント作成の詳細については、「手動によるイベントの作成」の項を参照してください。 
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手動によるイベントの作成 
 

手動でイベントを作成できます。これは、通常のシステム操作の一部として行うものではありませんが、作成した

マッピングおよびトランスフォームをテストする場合に役立ちます。 

ユーザ インターフェイスを介したイベントの作成 
 

ユーザ インターフェイスを介してイベントを手動で作成するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Events] に移動し、[Add an Event] アイコンをクリックします。 

[Create Event] ダイアログが表示されます。 

図 51：[Create Event] ダイアログ 
 

 
2 基本的なイベント フィールドを入力します。イベント クラスのマッピングは、まだイベント クラスがないイベン

トにのみ適用されます。 
 

イベント クラス 
 

イベント クラスは、システムが生成および受信するさまざまなタイプのイベントの単純な組織構造です。この組織は、

アラートとレポートを実行するのに役立ちます。たとえば、Web サイトまたはページの可用性が / Status/Web イ
ベント クラスでのフィルタリングの影響を受ける場合に、ユーザに電子メールを送信したり連絡したりするアラート 
ルールを作成できます。 

 
下記は、デフォルトのイベント クラスのサブセットです。必要に応じて追加のイベント クラスを作成できます。 

■ /Status：可用性に影響を与えるイベントに使用されます。 

■ /Status/Ping：ping のアップ/ダウン イベント 
■ /Status/Snmp：SNMP のアップ/ダウン イベント 
■ /Status/Web：Web サイトまたはページのアップ/ダウン イベント 

■ /Perf：パフォーマンスしきい値イベントに使用されます。 

■ /Perf/CPU：CPU 使用率イベント 
■ /Perf/Memory：メモリ使用率またはページング イベント 
■ /Perf/Interface：ネットワーク インターフェイス使用率イベント 

■ /App：アプリケーション関連イベント 
■ /Change：システムが使用環境の変化を検出した場合に作成されるイベント 
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マッピングと変換 
 

イベントのマッピングおよび変換システムにより、複雑なルールに基づいて、特定のイベントの重大度の変更か

ら、あるイベントのほぼすべてのフィールドの変更まで、さまざまな操作を実行できます。 
 

次のフィールドは、イベント変換を利用して変更することはできません（変換が実行された後に設定されるため）。 

■ evid 
■ firstTime 
■ lastTime 
■ count 

 
次の図に、イベント マッピング システムでイベントを着信した後のパスを示します。 

 
図 52：イベント処理 
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マッピングおよび変換プロセスは、「イベント クラス フィールドが存在するか」の判断から始まります。またこれは、

特定のタイプのイベントを処理すべき方法を決める重要な判断要素の 1 つです。 

イベント クラス マッピング 
 

イベント クラス マッピングを表示するには、[Events] > [Event Classes] を選択し、ドロップダウン リストで [Mapping 
Instances] を選択します。これにより、単一のロケーションですべてのイベント クラス マッピングを表示できます。

[ID] カラムにマッピングのイベント クラスが表示されます。 
 

イベント クラスから直接イベント クラス マッピングを作成できますが、イベント クラス キーがわかっている必要が

あります。イベント クラス マッピングを作成する簡単な方法は、イベント コンソールから次の手順を実行すること

です。 
 

1 一致の対象とするイベントをイベント コンソールで選択します。 
2 [Reclassify an Event] アイコンをクリックします。 

 
[Classify Events] ダイアログが表示されます。 

3 イベントをマッピングするイベント クラスを選択し、[Submit] をクリックします。 
 

これにより、正しいイベント クラス キーでイベント クラス マッピングが作成され、正規表現を作成できるテキ

スト サンプルが作成されます。 
 

イベント クラス マッピングの編集時、一致の対象とするイベントに加えて次のプロパティを操作できます。 

■ [Matching] タブ 

■ [Event Class Key]：このマッピングが一致と見なされるには、着信イベントの [Event Class Key] フィールド

に一致する必要があります。 
■ [Rule]：プログラマチック セカンダリ マッチの要件を示します。Python 式の形をとります。式がイベントを 

True と評価する場合、このマッピングが適用されます。 
■ [Regex]：ルール プロパティが空白の場合のみ正規表現照合が使用されます。これは Perl 互換の正規

表現（PCRE）の形をとります。正規表現がイベントの [message] フィールドに一致する場合、このマッピン

グが適用されます。 
■ [Explanation]：このマッピングに一致するイベントに説明フィールドを追加するのに使用できる自由形式

のテキスト フィールド。 
■ [Resolution]：このマッピングに一致するイベントに解決フィールドを追加するのに使用できる自由形式の

テキスト フィールド。 
■ [Transforms] タブ：イベントがこのマッピングに一致する場合にのみイベント上で実行される Python コードを

取ります。トランスフォームの詳細については、「イベント クラスのトランスフォーム」の項を参照してください。 
■ [Configuration Properties] タブ：このイベント クラスに定義された設定プロパティのリスト。 
■ [Sequence] タブ：このマッピングのシーケンス番号。この番号により、イベント クラス キーが同じマッピングを

評価する順序が決まります。 
 

イベントのキャプチャが発生した場合、そのイベントには事前定義済みのイベント クラスがありません。このタイ

プのイベントに影響を与えるには、イベント クラス マッピングを作成する必要があります。イベントのキャプチャ

が発生し、システム内のイベント クラス マッピングのいずれもそのイベントに一致しない場合、そのイベント クラ
スは /Unknown にセットされ、イベントが発生時に持っていたデフォルトのプロパティをすべて保持します。 

 
イベント クラスがないイベントを評価する次の手順は、[Event Class Key] フィールドを確認することです。これに

より、イベントが一致するイベント クラス マッピングが制御されます。イベントにブランクのイベント クラス キーが

ある場合や、そのイベント クラス キーがシステムのイベント クラス マッピングと一致しない場合、特別な

「defaultmapping」イベント クラス キーが代わりに検索されます。これにより、イベントにブランクや予測不可能な

イベント クラス キーがある場合でもイベントをマッピングできます。 
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イベント クラス マッピングのシーケンス 
 

イベント クラス マッピングのシーケンス領域（左側のパネルの [Sequence] を選択）では、同じイベント クラス キー

に対し複数のマッピングを指定できます。この場合、完全（ルールまたは正規表現）一致が見つかるまでシーケ

ンスは昇順で評価されます。 
 

たとえばルータが、次の 2 つのイベント クラスにマッピングする必要がある、未分類のイベントを送信していると

します。 
■ /Events/Router/fanDown 
■ /Events/Router/fanUnknown 

 
両方のイベント クラス キーが「router」に送信されましたが、一方は「Fan Down」というメッセージを表示し、もう

一方は何もメッセージを表示しません。/Events/Router/fanDown でのマッピングにはイベント クラス キー

「router」と正規表現「Fan Down」があります。/Events/Router/fanUnknown でのマッピングにはイベント クラス 
キー「router」しかなく、（この例では）正規表現はありません。fanUnknown マッピングは fanDown イベントに一

致するので、fanDown の評価を最初に実行する必要があります。 
 

いずれかのイベント クラス マッピングの [Sequence] 領域で、同じイベント クラス キーによるマッピングの評価を 
修正できます。前の例では、どちらかのマッピングに移動し、[Sequence] を選択すると、両方のマッピングが表

示されます。一方を 0 に、もう一方を 1 に設定できます。（他の値を入力できますが、0 から始まる整数の一番

短いリストに変更されます。）fanDown を 0 に、fanUnknown を 1 に設定することで、イベントが適切にマッピン

グされます。 
 

イベントのライフ サイクル 
 

イベントをステータス テーブルまたはイベント アーカイブに移動させる手動の方法に加え、イベントをステータ

スからアーカイブに移動させる自動プロセスがあります。イベントのライフ サイクルは、イベントをデータベース

に追加、移動、およびデータベースから削除できるすべての方法と定義されます。 
 

次の図に、イベントのライフ サイクルを示します。 
 

74 2015 年 12 月 



イベント管理 

図 53：イベントのライフ サイクル 
 

 

イベントの自動エージング 
 

[Event Configuration] ページ（[Advanced] > [Settings] > [Events]）から、イベントの自動エージングを設定できま

す。イベントのエージングにより、重大度とエージングしきい値に一致するアクティブなイベントが Aged のス

テータスに自動的に更新されます。設定されたイベント アーカイブの間隔の後、Closed、Aged、および Cleared 
のすべてのイベントがイベント アーカイブに移動されます。 

 
この動作を制御するプロパティは以下のとおりです。 

■ [Don't Age This Severity and Above]：オプションは、[Age All Events]、[Critical]、[Error]、[Warning]、[Info]、
[Debug]、および [Clear] です。デフォルトでは、この値は Error に設定されています。これは、ステータスが 
Error または Critical のすべてのイベントをエージングしないことを意味します。 

■ [Event Aging Threshold (minutes)]：ここで設定した時間の経過後、イベントがエージングします。分単位で設

定します。デフォルトでは、240 分です。 
■ [Event Aging Interval (milliseconds)]：自動エージング実行のためイベントをスキャンする間隔。デフォルトで

は、60000 ミリ秒（60 秒）です。 
■ [Event Aging Limit]：1 回の間隔でエージングされるイベントの最大数。大量のデータベース トランザクション

を防ぐために、この値は比較的小さくする必要があります。デフォルトは 1000 件です。 
■ [Event Archive Threshold (minutes)]：クローズされたイベントが最後に確認されてからイベント アーカイブに

移動されるまでの時間を分単位で指定します。最小値は 1、最大値は 43200 です。 
■ [Event Archive Interval (milliseconds)]：イベントをスキャンしてアーカイブへ移動する間隔。デフォルトでは、

60000 ミリ秒（60 秒）です。 
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■ [Event Archive Limit]：1 回の間隔でアーカイブされるイベントの最大数。大量のデータベース トランザクショ

ンを防ぐために、この値は比較的小さくする必要があります。デフォルトは 1000 件です。 
■ [Delete Archived Events Older Than (days)]：イベント アーカイブのイベントが保存される日数。デフォルトで

は、90 日間アーカイブに保存されます。最小値は 1 日で、最大値はイベント アーカイブのパーティションの

範囲によって決まります。デフォルト設定では、最大値は 1000 日です。 
■ [Default Syslog Priority]：プライオリティがイベントから特定できない場合に、zensyslog から取得されたイベン

トに割り当てられる、デフォルトの重大度を指定します。 
■ [Default Availability Report (days)]：自動的に生成される可用性レポートに含める日数を入力します。このレ

ポートは、利用可能性とステータスの概要をグラフで示します。 
■ [Max Event Size in Bytes]：処理されるイベントの最大サイズ（バイト単位）。サイズが大きすぎるイベントはログ

に記録され、ドロップされます。イベントのサイズが大きくなりすぎると、詳細が新しい詳細で上書きされます。

デフォルトでは、32768 バイトです。 
■ [Summary Index Interval (milliseconds)]：イベント サマリーのデフォルトのインデックス作成間隔（ミリ秒単位）。

デフォルトでは、1000 ミリ秒（1 秒）です。 
■ [Archive Index Interval (milliseconds)]：イベント アーカイブのデフォルトのインデックス作成間隔（ミリ秒単位）。

デフォルトでは、30000 ミリ秒（30 秒）です。 
■ [Index Limit]：1 回の間隔でインデックスが作成されるイベント数。デフォルトは 1000 件です。 
■ [Event Time Purge Interval (days)]：イベントの発生時間が保存される日数。デフォルトでは、7 日間保存され

ます。最小値は 1 日で、最大値はイベント時間のパーティションの範囲によって決まります。デフォルト設定

では、最大値は 7 日です。 
■ [Enable Event Flapping Detection]：イベントのフラッピング検出を有効にする場合は、このチェックボックス

をオンにします。イベントが作成され、event_flapping_interval 時間に flapping_threshold 回クリアされると、イベン

ト フラッピング イベント クラスのイベントが作成されます。 
■ [Event Flapping Event Class]：生成されたフラッピング イベントが属するイベント クラス。 
■ [Clear Event Heartbeats]：イベントのハートビートをクリアするには、[Clear] をクリックします。 

 
アーカイブされたイベントの自動クリーンアップ 

 
[Event Configuration] ページ（[Advanced] > [Settings] > [Events]）で、イベント アーカイブからのイベントの自動

消去を設定できます。イベントが消去されると、バックアップからしか復旧できません。 

この動作を制御するプロパティは、Delete Archived Events Older Than（日）です。指定できる値は、1 ～ 1000
（日）です。 
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実稼働状態とメンテナンス期間 
 

 

 
 
 
 

実稼働状態は、個々のデバイスに適用するモニタリングおよびアラートのレベルを決定します。通常アラート 
ルールは、システムが「Production」の実稼働状態であるデバイス用のイベントをモニタおよび作成するように指

定します。メンテナンス期間は、イベント生成されたアラートがその期間内に一時的に停止するよう、アラート 
ルールを一時的に変更するための計画された期間です。 

 

実稼働状態 
 

実稼働状態は、デバイスがモニタされるかどうか、また、イベント システムの複数の要素を制御するために使用

できるかどうかを決定します（イベントがリモート アラート（電子メールまたはページ）を生成するかどうかなど）。 
 

次の項目に基づいてデバイスの実稼働状態を選択します。 

■ デバイスをモニタするか 
■ デバイスをダッシュボードに表示させるか 
■ アラートを発生させるか 

 
次の表に、実稼働状態とそれらの特性を示します。 

 

実稼働状態 デバイスをモニタするか ダッシュボードに表示させるか 

Production ○ ○ 

Pre-Production ○ × 

Test ○ × 

Maintenance ○ 表示可 

Decommissioned × × 
 

システムにデバイスを追加すると、そのデフォルト状態は Production となります。実稼働状態の変更や特定の

重大度への到達など、システムで発生したさまざまな状況を警告するトリガーおよび通知を追加することもでき

ます。たとえば、デバイスが実稼働状態またはメンテナンス状態のときに、重大度がエラー以上になった場合の

トリガーを設定できます。このトリガー条件が満たされた場合にユーザに通知できます。詳細については、 
18 ページの「トリガーおよび通知の操作」を参照してください。 

 
デバイスの実稼働状態の設定 

 
デバイスの実稼働状態を設定するには、次の手順を実行します。 

 
1 デバイス リストのデバイス名をクリックします。デバイスの概要ページが表示されます。 
2 オプションのリストから実稼働状態を選択し、[Save] をクリックします。 
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デバイスのグループの実稼働状態を設定するには、次の手順を実行します。 

1 階層からデバイスのカテゴリ（クラスまたはグループごと）を選択します。 
2 [Production State] カラムで、オプションのリストから実稼働状態を選択します。 

新たに選択した状態が、リストに表示されているすべてのデバイスに適用されます。 

図 54：[Production State] の選択（複数のデバイス） 
 

 
 
メンテナンス期間 

メンテナンス期間中は、アプリケーション グループ内の 1 つまたはすべてのデバイスのスケジュール済みの実

稼働状態を変更できます。たとえば、設定変更を実行している間やデバイスのリブート時のアラートおよび警告

を止めるために、メンテナンス期間を設定することをお勧めします。 
 

（注） メンテナンス期間を設定する代わりに、変更を行う時点でデバイスの実稼働状態を手動で変更できます。 
 

メンテナンス期間が開始すると、デバイスの実稼働状態が Start Production State という値（メンテナンス）に設定

されます。メンテナンス期間が終わると、デバイスの実稼働状態は Stop Production State という値（デバイスがメ

ンテナンス状態になる前の状態）に戻ります。 
 
メンテナンス期間のイベント 

 
メンテナンス期間が開始すると、イベントが次の情報で作成されます。 

■ depuid - zenactions | Monitor | MaintenanceWindowName | TargetOrganizerOrDevice 
■ prodState：StartProductionState 
■ severity：Info 
■ summary/message：Target の MaintenanceWindow を開始するメンテナンス期間 
■ eventClass：/Status/Update 
■ eventClassKey：mw_change 
■ maintenance_devices：Target 
■ maintenance_window：MaintenanceWindow 

 
メンテナンス期間が停止すると、イベントが次の情報で作成されます。 

■ severity：Clear 
■ summary/message：Target の MaintenanceWindow を停止するメンテナンス期間 
■ prodState：-99（「不明」を意味する） 

 
メンテナンス期間イベントの自動消去は、停止イベントが開始イベントをクリアすることを意味します。 
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メンテナンス期間の作成と使用 
 

個々のデバイスまたはデバイス階層内のデバイスのグループごとにメンテナンス期間を作成できます。 
 

単一デバイスのメンテナンス期間の作成 
 

単一デバイスのメンテナンス期間を作成するには、次の手順を実行します。 

1 デバイス リストの中からデバイス名をクリックします。 

デバイスの概要ページが表示されます。 
2 左側のパネルで、[Administration] を選択します。 
3 [Maintenance Windows] 領域で、[Action] メニューから [Add Maint Window] を選択します。 

 
[Add Maintenance Window] ダイアログが表示されます。 

4 メンテナンス期間の名前を入力し、[OK] をクリックします。 
 

新しく定義されたメンテナンス期間がリストに表示されます。 
5 リストの名前をクリックして、メンテナンス期間のステータス ページを表示します。 
6 メンテナンス期間の属性を定義します。 

■ [Name]：メンテナンス期間の名前。 
■ [Enabled]：メンテナンス期間をアクティブにするには [True] を、非アクティブにするには [False] を選択し

ます。 
■ [Start]：メンテナンス期間をアクティブにする日時を指定します。時間は 24 時間形式で、現地時間では

なく UTC（協定世界時）を指定する必要があります。 
■ [Duration]：メンテナンス期間を有効にする時間の長さを指定します。 
■ [Repeat]：メンテナンス期間を繰り返す頻度を指定します。デフォルト値は [Never] です。 
■ [Start Production State]：メンテナンス期間の開始時の、その期間の実稼働状態を定義します。デフォルト

値は [Maintenance] です。 
■ [Stop Production State]：メンテナンス期間の終了後有効にする実稼働状態を示します。 

7 [Save] をクリックします。 
 

デバイス グループのメンテナンス期間の作成 
 

デバイス グループのメンテナンス期間を作成するには、次の手順を実行します。 
 

1 デバイス階層またはデバイス リストからデバイスのグループを選択し、左側のカラムで [Details] をクリックします。 
2 左側のパネルで、[Administration] を選択します。 
3 [Maintenance Windows] 領域で、[Action] メニューから [Add Maint Window] を選択します。 

 
[Add Maintenance Window] ダイアログが表示されます。 

4 メンテナンス期間の名前を入力し、[OK] をクリックします。 
 

新しく定義されたメンテナンス期間がリストに表示されます。 
5 リストの名前をクリックして、メンテナンス期間のステータス ページを表示します。 
6 メンテナンス期間の属性を定義します。 

■ [Name]：メンテナンス期間の名前。 
■ [Enabled]：メンテナンス期間をアクティブにするには [True] を、非アクティブにするには [False] を選択し

ます。 
■ [Start]：メンテナンス期間をアクティブにする日時を指定します。時間は 24 時間形式で、現地時間では

なく UTC（協定世界時）を指定する必要があります。 
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■ [Duration]：メンテナンス期間を有効にする時間の長さを指定します。 
■ [Repeat]：メンテナンス期間を繰り返す頻度を指定します。デフォルト値は [Never] です。 
■ [Start Production State]：メンテナンス期間の開始時の、その期間の実稼働状態を定義します。デフォルト

値は [Maintenance] です。 
■ [Stop Production State]：メンテナンス期間の終了後有効にする実稼働状態を示します。 

7 [Save] をクリックします。 
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オーガナイザとパス ナビゲーション  
デバイスやサブシステムなどの、システム オブジェクトをグループ化できます。たとえば、デバイスは、デバイス 
クラスやアプリケーション グループなどの複数の分類に所属できます。 

クラス 
 

最も重要なオーガナイザはクラスで、下記のものがあります。 

■ デバイス クラス 
■ イベント クラス 
■ サービス クラス 
■ 製品クラス 

 

クラス階層には、すべての定義済みの標準クラスおよびサブクラスが含まれます。 
 

次の手順は、デバイス クラスとサブクラスを使用して説明していますが、同じ概念がイベント クラス、サービス ク
ラス、および製品クラスにも適用されます。システムにデバイスを追加するときは、（ネットワーク名または IP アド

レスを指定した後に）デバイス クラスを指定する必要があります。テンプレートは、デバイス クラス階層の任意の

レベルで設定できます。 
 
デバイス クラスの表示 

 
デバイス クラスとそれに含まれているデバイスを表示するには、[Navigation] メニューから [Infrastructure] を選択

します。 
 

デバイス リストが表示されます。デバイス階層の一番上にデバイス クラスが示されます。クラス内のデバイスを

表示するにはクラス名をクリックします。または、サブクラスを表示するにはクラス名を展開します。 

6 
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図 55：デバイス階層 
 

 
 

リストされた各クラスの横にインジケータが表示され、そのクラス内のデバイスに関連付けられたイベントがある

かどうかを示します。 
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セルフ モニタリング  
Cisco UCS Performance Manager では、アプリケーション自体およびその内部機能のセルフ モニタリングを利用

できます。アプリケーション管理およびオーケストレーション システムとして、Control Center が使用されます。

Control Center は、内部コンポーネントとそのパフォーマンス データを表示できるように、Cisco UCS 
Performance Manager 内の管理対象リソースとして自動的に追加されます。Control Center および Control 
Center に関連付けられたすべての内部サービスと、システム内で定義されたハブおよびコレクタを確認できる

追加のビューがあります。 

（注） Control Center ホストには複数のコアがあるため、合計使用率に関する情報を表示するグラフでは、

すべてのコアの値が追加されます。たとえば、ホストに 8 つのコアがある場合、すべての使用率の合計は 
800 パーセントとして表示されます。この場合、アイドル CPU の使用率の値は 400 ～ 700 パーセントの範囲に

なる可能性があります。 

図 56：CPU 使用率合計 
 

 

7 
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コレクタについて 
 

コレクタは、Cisco UCS Performance Manager ホスト、または一般的な設定を共有する別のホスト上の一連のコレ

クション デーモンです。その構成には、次のような値が含まれます。 

■ SNMP 収集サイクル間の秒数 
■ デフォルトの検出ネットワーク 
■ zenprocess 並行ジョブの最大数 

 
各コレクタには、Cisco UCS Performance Manager コレクション デーモンの独自のコピーがあります。たとえば、

Cisco UCS Performance Manager には、最初に zenperfsnmp、zenprocess、zenping などの名前のコレ

クション デーモンが含まれています。 
 

ハブについて 
 

Cisco UCS Performance Manager は複数のハブをサポートします。ハブは、すべてのコレクタ デーモンがオブ

ジェクトおよびイベント データベースと通信する zenhub デーモンのインスタンスを表します。ハブは、コレクタ

の配布に役立つリソース プールに関連付けられています。 
 

コレクタは常に 1 つのハブのみに属する必要がありますが、1 つのハブには複数のコレクタを関連付けることが

できます。すべてのハブ（および間接的にすべてのコレクタ）は同じオブジェクトおよびイベント データベースを

参照します。通常、5 つ以上のコレクタ（または 1,500 以上のデバイス）がある非常に大きなシステムだけが複数

のハブを活用できます。 
 

HBase クラスタの ZooKeeper サービスは構成データを保持し、分散同期およびグループ サービスを提供し

ます。 
 

コレクタおよびハブの操作 
 

コレクタとハブを表示および管理するには、次の手順を実行します。 
 

1 Cisco UCS Performance Manager ユーザとしてログインします。 
2 [Navigation] メニューから、[Advanced] > [Control Center] を選択します。 

Control Center の [All Services] ページが表示されます。 
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図 57：Control Center - [All Services] 
 

 
 

ページには既存のハブとコレクタが階層形式で表示されます。ハブは最上位に表示され、コレクタは属するハ

ブの下にネストされます。 
 

このページから、次の操作を実行できます。 

■ ハブまたはコレクタの追加 
■ ハブまたはコレクタの削除（ハブの場合、関連付けられているコレクタも削除されます） 

 
（注） デフォルトのハブおよびコレクタ（localhost）は削除できません。 

 

■ ハブ設定の表示および編集 
■ 関連付けられているモニタリングおよびパフォーマンス テンプレートの設定 

 
詳細とグラフを表示するハブを選択します。ハブのリソース プール ID が表示され、必要に応じて変更できます。

必要に応じて説明とパスワードを追加できます。 
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図 58：Control Center - ハブの詳細 
 

 
 

デーモンの詳細、ログを表示し、設定を表示および編集するには、zenhub デーモンを選択します。ウィンドウ

の上部のボタンを使用して、開始、停止、または再起動します。 
 

図 59：Control Center - デーモンの詳細 
 

 
 
コレクタ データ ストレージ 

 

Cisco UCS Performance Manager では、データ ストレージのコレクタで RRD ファイルが使用されなくなりました。

コレクタで Redis key-value ストアを使用し、そのデータを Hadoop と HBase で実行される OpenTSDB（時系列

データベース）インスタンスに送信する、このデータの集中型ストレージ フレームワークを作成しました。 
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コレクタの削除 
 

コレクタを削除すると、そのデバイスはコレクタが割り当てられていない状態で残されます。シスコは、コレクタを

削除する前に割り当て済みのデバイスを再割り当てすることを推奨します。 
 

コレクタを削除するには、メイン コレクタ ページで、コレクタが存在するハブの名前をクリックします。ハブの概要

ページが表示されます。コレクタのリストから、削除するコレクタを選択します。[Action] メニューから、[Delete 
Collector] を選択します。 

 
この Cisco UCS Performance Manager インスタンスを使用してコレクタを削除する場合、コレクタは削除されること

も、コレクタ デバイスから「アンインストール」されることもありません。コレクタはファイル システムから手動で削除

するまでデバイスに存在します。 
 

コレクタ間でのデバイスの移動 
 

デバイスをコレクタ間で移動するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Navigation] メニューから、[Advanced] > [Move Devices] を選択します。 

[Move Devices] 画面が表示されます。 

図 60：Move Devices 
 

 
2 移動するソース コレクタを選択し、ドロップダウン リストからデバイスの移動先のターゲット コレクタを選択し

ます。 
3 [Submit] をクリックして確定します。Cisco UCS Performance Manager により、新しく選択したコレクタにデバイ

スが移動されます。 
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ユーザの管理  
Cisco UCS Performance Manager には、システムのインストール時に最初に作成される複数のデフォルト ユーザ

があります。 

■ ccuser：これは、Control Center のブラウザ インターフェイスにアクセスするためのデフォルトのアカウントで

す。ccuser の詳細については、『Cisco UCS Performance Manager Installation Guide』を参照してください。 
■ root：これは、デフォルトですべてのコマンドとシステムのファイルにアクセスできるアカウントです。root ア

カウントまたはスーパーユーザとも呼ばれます。root アカウントの詳細については、『Cisco UCS Performance 
Manager Installation Guide』を参照してください。 

■ admin：これは、Cisco UCS Performance Manager にログインするためのデフォルト管理者アカウントです。

admin アカウントは、システムの他のユーザに影響を与える変更を行うことができます。 
 

Cisco UCS Performance Manager 内の各ユーザには一意のユーザ ID があり、これにより管理者は、各ユーザに

固有のグループ権限とアラート ルールを割り当てることができます。一意の ID は、システムへのセキュアなアク

セスを確保するのにも役立ちます。 
 

ユーザ アカウントを作成および管理するには、admin アカウントにログインするか、または拡張権限を持つ

ユーザとしてログインする必要があります。 
 

ユーザ アカウントの作成 
 

ユーザ アカウントを作成するには、次の手順を実行します。 

1 [Navigation] メニューから、[Advanced] を選択します。 

[Settings] ページが表示されます。 
2 左側のパネルで、[Users] を選択します。 

 
ユーザおよびグループの管理ページが表示されます。 

3 [Action] アイコンから、[Add New User] を選択します。 
 

[Add User] ダイアログが表示されます。 
4 [Username] フィールドに、アカウントの一意の名前を入力します。 
5 [Email] フィールドに、ユーザ アカウントの電子メール アドレスを入力します。このユーザに設定したアラート

が入力したアドレスに送信されます。 
6 [OK] をクリックします。 

 
ユーザがユーザ リストに表示されます。 

 
アカウントを作成した後、パスワードおよびユーザの追加情報を提供するにはアカウントを編集します。 

8 
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ユーザ アカウントの編集 
 

ユーザ アカウント情報にアクセスして編集するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Users] リストで、編集するユーザの名前をクリックします。 
 

ユーザの編集ページが表示されます。次の例は、admin ユーザの例を示しています。 
 

図 61：ユーザの編集 
 

 

2 1 つもしくは複数の設定を変更します。 

■ [Reset Password]：ユーザが自分のパスワードをリセットをできるようにし、ユーザのセルフサービスを実現

します。パスワードをリセットしユーザのアカウントに関連付けられたメール アドレスに新しいパスワードを

電子メールで送信する場合はクリックします。 
■ [User Preferences]：グリッド カラムやフィルタなど、すべての設定をデフォルト値にリセットします。 
■ [Roles]：ユーザに 1 つもしくは複数のロール（ユーザ特権）を割り当てます。ロールを編集または割り当て

るには、システムの管理者であるか、Manager ロールを割り当てられている必要があります。 
 

ユーザ ロールに関する詳細と、使用可能なロールおよびロールによって与えられる権限のリストについ

ては、92 ページの「ロール」を参照してください。 
■ [Groups]：このユーザが属する 1 つもしくは複数のグループを指定します。 
■ [Email]：ユーザの電子メール アドレスを入力します。アドレスが有効であることを確認するには、テスト リ

ンクをクリックします。 
■ [Pager]：ユーザのページャの番号を入力します。 
■ [Default Page Size]：テーブルに表示するエントリ数（デフォルト）を制御します。デフォルトのページ サイ

ズの値を入力します。デフォルト値は 40 です。 
■ [Default Admin Role]：このユーザが関連付けられた管理対象オブジェクトに対して所有するデフォルトの

ロールを選択します。 
■ [Network Map Start Object]：ネットワーク マップでのこのユーザのデフォルト ビューを指定します。 
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■ [Time Zone]：製品内のすべてのチャートとグラフに表示されるタイム ゾーンを指定します。これはユーザ 
インターフェイスにのみ影響します。Cisco UCS Performance Manager を実行している仮想マシンのタイム 
ゾーンを変更するには、『Cisco UCS Performance Manager Installation Guide』の手順を参照してください。 

■ [Set New Password]/[Confirm New Password]：ユーザの新しいパスワードを入力し、入力を確認します。 
 

パスワードを入力し、[Save] をクリックして、そのユーザに対する変更を確認し保存します。 
 
オブジェクトと特定のユーザとの関連付け 

 
モニタリングまたはレポート用に、システム内の任意のオブジェクトを特定のユーザに関連付けることができます。

オブジェクトをユーザに関連付けると、そのオブジェクトに関してユーザの権限に適用される固有のロールを

ユーザに割り当てることができます。 
 

オブジェクト固有のロールの詳細については、92 ページの「ロール」を参照してください。 

オブジェクトの関連付けを作成するには、次の手順を実行します。 

1 [Advanced] > [Settings] から、左側のパネルの [Users] を選択します。 
2 ユーザを選択します。 
3 [Edit] ページから、左側のパネルの [Administered Objects] を選択します。 

管理対象オブジェクトのリストが表示されます。 

図 62：[Administered Objects]：オブジェクトの追加 
 

 
4 [Administered Objects Action] メニューからオブジェクト タイプを選択します。次のものを追加できます。 

■ デバイス 
■ 統合インフラストラクチャ 
■ アプリケーション グループ 

 
[Add Administered Device] ダイアログが表示されます。 

5 管理対象オブジェクトとして追加するコンポーネントを指定し、[OK] をクリックします。 

オブジェクトがユーザの [Administered Devices] リストに表示されます。 

図 63：[Administered Objects]：オブジェクトが追加された 
 

 
6 （任意）このオブジェクトに関してこのユーザに関連付けられているロールを変更します。 
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（注） 管理対象オブジェクトに対しユーザに割り当てられるデフォルトのロールは、[Edit] ページの 
[Default Admin Role] フィールドによって指定されます。 

 

7 [Save] をクリックして変更を保存します。 
 

ユーザ グループ 
 

Cisco UCS Performance Manager では、ユーザ グループを作成できます。ユーザのグループ化によりルールを

集約し、それらを複数のユーザ アカウントに適用できます。 
 
ユーザ グループの表示 

ユーザ グループを表示するには、[Advanced] > [Settings] を選択し、左側のパネルから [Users] を選択します。 

[groups] 領域に、各ユーザ グループとそのグループに割り当てられたユーザが表示されます。 

ユーザ グループの作成 
 

ユーザ グループを作成すると、ルールを集約して複数のユーザ アカウントに適用できます。 

ユーザ グループを作成するには、次の手順を実行します。 

1 [Advanced] > [Settings] に移動します。 
2 左側のパネルで、[Users] を選択します。 

 
[Users] ページが表示されます。 

3 [Groups] 領域の [Action] メニューから、[Add New Group] を選択します。 
 

[Add Group] ダイアログが表示されます。 
4 [Group] フィールドにこのユーザ グループの名前を入力し、[OK] をクリックします。 

 
[Groups] リストにグループ名が表示されます。 

5 作成したグループの名前をクリックします。 
 

[Users in Group] ページが表示されます。 
6 [Action] メニューから、[Add User] を選択します。 

[Add User to Group] ダイアログが表示されます。 

図 64：Add User to Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ユーザの選択リストから、グループに追加する 1 つ以上のユーザを選択して、[OK] をクリックします。 

選択したユーザがこのグループのユーザのリストに表示されます。 
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ロール 
 

ロールは、ユーザまたはグループに割り当てることができる権限のグループです。 

次の表に、使用可能なロールを示します。 

ロール 権限 

ZenUser システム オブジェクトへのグローバル読み取り専用アクセスを提供します。 

ZenManager  システム オブジェクトへのグローバル読み取り/書き込みアクセスを提供します。 

Manager システム オブジェクトへのグローバル読み取り/書き込みアクセスを提供します。また、Zope 
オブジェクト データベースへの読み取り/書き込みアクセスを提供します。 

ZenOperator イベント管理を提供します。ZenOperator ロールと ZenUser ロールを組み合わせることでシ

ステムへの読み取り専用アクセスが可能になり、さらにイベントの認識とクローズ、履歴への

イベントの移行、イベントへのログ メッセージの追加などもできるようになります。個々のデ

バイス、デバイス クラス、またはデバイスのグループに ZenOperator ロールを関連付けるこ

とができます。 

 

デバイス アクセス制御リスト 
 

デバイス アクセス制御リスト（ACL）について 
 

Cisco UCS Performance Manager は、きめ細かなセキュリティ制御をサポートします。たとえば、このコントロール

を使用すると、大規模な組織内の特定の部門に制限付きアクセスを許可したり、顧客が参照できるデータをそ

の顧客のものだけに制限したりできます。オブジェクトへのアクセスが制限されたユーザは、システム内の機能

ビューもさらに制限されます。たとえば、ネットワーク マップ、イベント コンソール、すべてのタイプのクラス管理

などのほとんどのグローバル ビューは使用できません。デバイス リストは、アプリケーション グループのデバイ

ス オーガナイザである場合使用できます。一部のレポート セットにもアクセスできます。 
 
重要な要素 

 
以下は、デバイス ACL の重要な要素です。 

 
権限とロール 

 
システム内のアクションには、権限が割り当てられます。たとえば、デバイス編集画面にアクセスするには、「デ

バイスの変更」権限が必要です。権限は、ユーザに直接割り当てられるわけではありません。権限はロールに

付与され、その後ロールがユーザに割り当てられます。一般的な例は ZenUser ロールです。第一の権限は「参

照」で、すべてのオブジェクトへの読み取り専用アクセスが許可されます。ZenManager には、デバイス編集画

面へのアクセスを許可する「デバイスの変更」などの追加の権限があります。（[Edit] ページの）[Roles] フィール

ドを使用してユーザにロールを割り当てた場合、グローバルになります。 
 

管理対象オブジェクト 
 

デバイス ACL は、システム内のさまざまなオブジェクトへの制限付きのコントロールを提供します。管理対象オ

ブジェクトは、デバイスのオーガナイザ（デバイスおよびグループ）と同じです。デバイス オーガナイザへのアク

セスが許可されると、そのオーガナイザ内のすべてのデバイスへのアクセスも許可されます。制限付きユーザ

にオブジェクトへのアクセス権を割り当てるには、Manager または ZenManager のロールが必要です。システム

は、ユーザまたはユーザ グループの管理対象オブジェクトを使用して、オブジェクトへのアクセスを許可します。

アクセスを制限する場合は、ユーザまたはグループに「グローバル」ロールを割り当てないでください。 
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管理対象オブジェクトへのアクセス権の割り当て 
 

各ユーザまたはグループには管理対象オブジェクトの選択肢があり、各タイプの管理対象オブジェクトの項目を追

加できます。オブジェクトを追加した後にロールを割り当てることができます。ロールはオブジェクトごとに異なる可能

性があるため、ユーザまたはグループは、特定のデバイスでは ZenUser ロールを持っていても、あるアプリケーショ

ン グループでは ZenManager ロールを持っている場合があります。あるデバイスに、直接割り当てとアプリケーション 
グループを介した割り当てによりロールが複数付与されている場合、最終的な権限は加算的になります。上記の例

では、デバイスがアプリケーション グループにある場合は、ユーザがデバイスの ZenManager ロールを継承します。 
 
例：ZenUser ロールを持つ制限付きユーザ 

 
1 Manager または ZenManager のロールを持つ管理者またはユーザ アカウントとして、acltest という名前の

ユーザを作成します。ユーザのパスワードを設定します。 
2 ロールがユーザに割り当てられていないことを確認します。 
3 ユーザの管理対象オブジェクトを編集します。 
4 ユーザに既存のデバイスを追加します。 

 
デバイスのロールはデフォルトの ZenUser になります。 

5 ブラウザからログアウトするか、2 つ目のブラウザを開き、acltest としてログインします。 
6 [Infrastructure] を選択します。 

 
acltest に割り当てたデバイスだけが表示されます。 

7 デバイスに移動し、編集機能が利用できないことを確認します。これは、ユーザがこのデバイスに対し読み

取り専用モードであるためです。 
 
例：ZenOperator ロールを持つ制限付きユーザ 

 
前の項の ZenUser ロールでは、デバイスへの読み取り専用アクセスが可能です。特定のデバイス、デバイス 
クラス、またはデバイスのグループに ZenOperator ロールを追加することによって、ユーザは、イベントの認識

およびクローズ、履歴へのイベントの移行、およびイベントへのログ メッセージの追加が可能になります。 
 

ZenOperator ロールを特定のデバイス、デバイス クラス、またはデバイスのグループに追加するには、次の手順

を実行します。 
 

1 特定のデバイス上でロールを変更する必要のあるユーザ名を選択します。 
2 左側のペインで、[Administered Objects] をクリックします。 
3 [Action] アイコンをクリックし、ZenOperator ロールを付与するデバイス、デバイス クラス、または他のデバイ

ス オーガナイザを選択します。 
4 新たに選択されたデバイス、デバイス クラス、またはデバイス オーガナイザのドロップダウン メニューから 

[ZenOperator] ロールを選択します。 
 

この場合、ZenOperator ロール下で機能する上記で選択されたデバイスを除いた、すべてのデバイスに対する 
ZenUser ロールがユーザに付与されます。 

 
例：ZenManager ロールを持つ制限付きユーザ 

 
上記の例に従って、次の手順を実行します。 

 
1 デバイス上で acltest ユーザのロールを「ZenManager」に変更します。（ZenManager グローバル権限を持つ

ユーザとしてこの操作を行う必要があります。） 
2 acltest ユーザの管理対象オブジェクトに戻り、デバイスでのロールを ZenManager に設定します。 
3 acltest として、デバイスに戻ります。デバイスを編集できるアクセス権が設定されました。 
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例：デバイス オーガナイザの追加 
 

1 [Groups] に移動し、「RestrictGroup」と呼ばれるグループを作成します。 
2 acltest ユーザの管理対象オブジェクトに移動し、ユーザにグループを追加します。 
3 acltest としてログインし、グループをユーザに追加できることを確認します。 
4 デバイスをこのグループ内に配置すると、acltest として、グループ内だけでなくデバイス リストでもデバイスを

参照できます。 
 
制限付きユーザのオーガナイザ管理 

 
1 制限付きグループで acltest ユーザに ZenManager を付与します。 
2 acltest として、制限付きグループ下で、サブオーガナイザを追加できるようになりました。 

 
イベントの表示 

 
制限モードのユーザには、グローバル イベント コンソールへのアクセス権はありません。特定のユーザが使用

可能なイベントは、そのユーザのオーガナイザ下で参照できます。 
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レポート  
Cisco UCS Performance Manager では、Cisco UCS Performance Manager Web インターフェイスの [Reports] タブ

で、モニタ対象リソースの数多くの有益な概要を確認できます。 

（注） グラフに段が生じる場合は、Cisco UCS Performance Manager のレポート収集間隔を変更することをお

勧めします。たとえば、レポートの収集間隔を 60 分に設定すると、Cisco UCS Performance Manager は元の収集

間隔とは異なるその間隔で API によるレポート データを更新します。 

レポートを表示するには、左側のカラムでレポート名を選択します。 

レポートのスケジュール 
 

cron を使用することで、間隔を定義して Cisco UCS Performance Manager のレポートをスケジュールできます。

この手順は任意です。Cisco UCS Performance Manager の [Reports] メニューを使用して、常にオンデマンド レ
ポートを生成できます。レポートを送信するには、最初に [Advanced] > [Settings] ページで SMTP ホストのクレデ

ンシャル、ポート、ユーザ名、およびパスワードを入力する必要があります。localhost SMTP 設定は、Cisco 
UCS Performance Manager では使用できません。 

cron を使用してレポートの生成および送信をスケジュールするには、次の手順を実行します。 
 

1 [Reports] メニューからレポートに移動して、名前をクリックします。Firebug または Chrome Developer ツール

を使用して、ソース フレーム URL（参照元とも呼ばれる）をメモします。これは、この手順で後ほど入力する

必要があります。ソース フレーム URL の例は次のとおりです。
zport/dmd/Reports/Cisco%20UCS%20Capacity%20Reports/Storage%20Utilization
%20vs%20Capacity?adapt=false 

2 別のブラウザ ウィンドウで、sudo 権限を持つユーザとして Control Center のマスター ホストにログインします。 
3 レポートの PDF を生成して送信するように cron をスケジュールします。 

 
 

/etc/crontab 
 

4 時間および実行するコマンドを定義する行を crontab に追加します。次に例を示します。 
 

30 16 * * * root serviced service run zope reportmail -u "http:// 
localhost:8080/<source_frame_url_of_report>" -U user -p password -a 
email@domain.com -f email@domain.com 

 

この例では、serviced service run zope reportmail コマンドを、指定された引数を使用して 
root ユーザとして毎日午後 4 時 30 分に実行します。バックアップのニーズに合わせてこの例をカスタマイ

ズしてください。 

（注） crontab エントリの形式は次のとおりです。minute hour day_of_month month 
day_of_week user command 
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Cisco UCS の容量に関するレポート 
 

次のレポートは、Cisco UCS の容量計算を示しています。グラフ表示があるレポートでは、[Printable] をクリックし

て、レポート内のグラフを印刷用に生成できます。表形式のレポートの場合、[Export all] をクリックして、スプ

レッドシート形式でデータを示す .csv ファイルを生成できます。 
 
Aggregate Bandwidth Utilization 

シャーシ、ファブリック エクステンダ、および各ドメインの I/O モジュールごとに表示される総スループットの

概要。ドメインごとに 3 つのグラフが表示されます。特定デバイスのコンポーネント ページでこれらのグラフの

個々のコンポーネントを確認できます。たとえば、特定のデバイスの fex-2 のスループットを参照するには、

[Infrastructure] をクリック後さらにデバイス名をクリックし、[Components] リストから [Fabric Extenders] を選択し

ます。下部ペインのスループットのグラフを表示するには [fex-2] をクリックします。これにより、このレポートに

表示されるスループット合計におけるこのファブリック エクステンダの部分が表示されます。 
 

レポートのパラメータ 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Summary Type 

表示される概要のタイプ。[Average] は 15 分間隔で収集されたデータに基づきます。[Max] の場合、取得は 
1 日 1 回のみです。 

Domain Filter 

含めるドメインのサブストリング検索。名前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が

一致します。このフィルタで正規表現を使用することもできます。 
Fabric Interconnect 

フィルタ条件として使用する FI を選択します。 
Traffic Type 

表示するトラフィックのタイプ。[ANY]、[Tx]、または [Rx] から選択します。 
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Chassis、FEX、IO Module、Shared Adaptor、FI-IO Module 

フィルタ条件として使用する項目を選択します。選択対象を Ctrl キーを押しながらクリックして複数選択でき

ます。 
Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

印刷用のレポートを生成するには、[Printable] をクリックし、ブラウザの印刷機能を使用します。 

次に、ドメインごとに生成された 3 つのグラフの例を示します。 

次に、グラフに表示される可能性があるシナリオの例を、対応する説明とともにいくつか示します。 

■ グラフが Chassis-3 に対し 16.48 G（現在の値）を示す場合、それは Chassis-3 の受信（Rx）ビットおよび送信

（Tx）ビットの集約（または合計）です。 
■ グラフが Fex-2 に対し 1.89 M（最大値）を示す場合、それは Fex-2 に接続されたポートで発生した受信（Rx）

ビットおよび送信（Tx）ビットの集約（または合計）です。 
■ グラフが I/O モジュール（Chassis-1_slot-1 など）に対し 17.15 G（平均値）を示す場合、それはその IO モ

ジュール専用に転送される受信（Rx）ビットおよび送信（Tx）ビットの集約（合計）です。 
 
Aggregate Port Pool Utilization 

ドメインごとの集約ポート プールのスループットの概要。各ドメインは、各サーバ ポートに対し個別の線で別々

のグラフに表示されます。特定デバイスのコンポーネント ページでこれらのグラフの個々のコンポーネントを確

認できます。 
 

レポートのフィルタリング 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Summary Type 

表示される概要のタイプ。[Average] は 15 分間隔で収集されたデータに基づきます。[Max] の場合、取得は 
1 日 1 回のみです。 

Domain Filter 

含めるドメインのサブストリング検索。名前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が

一致します。このフィルタで正規表現を使用することもできます。 
Port Filter 

フィルタ条件として使用するポートのタイプを選択します。オプションは、[ANY]、[Port Channels]、[Server 
Ports]、および [Stand Alone Ports] です。 
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Traffic Type 

表示するトラフィックのタイプ。[ANY]、[Tx]、または [Rx] から選択します。 
Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

印刷用のレポートを生成するには、[Printable] をクリックし、ブラウザの印刷機能を使用します。 
 

次に、サーバ ポート別に分類された特定のドメイン上のスループットに関して生成されたグラフの例を示します。 
 
 

次に、グラフに表示される可能性があるシナリオの例を、対応する説明とともにいくつか示します。 

■ Switch-A to Fex-2 server ports が現在の値として 1 G を示す場合、Switch A と Fex-2 を接続するサーバ ポー

トは合計 1 Gbps を伝送します（送受信の両方を含む）。 
■ Switch-A to Chassis-1 server ports が平均値として 2 G を示す場合、Switch A と Chassis-1 を接続するサーバ 

ポートは平均して 2 Gbps を伝送します（送受信の両方を含む）。 
■ Switch-B to Rack Server-1 server ports が最大値として 5 G を示す場合、Switch-B と Switch-Band Rack 

Server-1 を接続するサーバ ポートは合計 5 Gbps を伝送します（送受信の両方を含む）。 
 
Bandwidth Utilization vs. Capacity 

各ドメインの容量と比較した帯域総利用率の概要。各ドメインには独自のグラフがあります。グラフには、Rx（受
信または着信）と Tx（送信または発信）の両方のネットワーク トラフィックの使用率のパーセンテージが表示され

ます。デバイスのファブリック インターコネクト コンポーネントで確認できるファブリック インターコネクト容量使

用率のグラフを参照することで、このグラフの個々のコンポーネントを確認できます。 
 

レポートのフィルタリング 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、 
[select] をクリックします。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 

Summary Type 

表示される概要のタイプ。[Average] は 15 分間隔で収集されたデータに基づきます。[Max] の場合、取得は 
1 日 1 回のみです。 

Domain Filter 

含めるドメインのサブストリング検索。名前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が

一致します。このフィルタで正規表現を使用することもできます。 
Traffic Type 

表示するトラフィックのタイプ。[ANY]、[Tx]、または [Rx] から選択します。 
Fabric Interconnect 

フィルタ条件として使用する FI を選択します。 
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Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

印刷用のレポートを生成するには、[Printable] をクリックし、ブラウザの印刷機能を使用します。 

次に、グラフに表示される可能性があるシナリオの例を、対応する説明とともに示します。 

■ sys_switch-A の Rx の値が 10% の場合、このファブリック インターコネクト スイッチの 10% しか使用していな

いことを示します。たとえば、ファブリック インターコネクトが Rx 用に 800 Gbps の容量を持っている場合、Rx 
には 80 Gbps しか使用していないということです。Tx に対しても同様の計算を行うことができます。 

 
Interface 95th Percentile 

[Interface 95th Percentile] レポートには、入出力両方のトラフィック レートの平均と、入出力トラフィック レートの 
95 番目のパーセンタイル値が示されます。レポートは、インターフェイスごとの計算とともに表形式で生成されます。 

 
レポートのフィルタリング 

 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Device Class 

レポートに含めるようインターフェイスに関連付けられたデバイス クラス。デフォルトは /Devices/Network 
で、すべてのネットワーク デバイスです。 

Device Filter 

レポートに含めるインターフェイスの完全な名前または名前の一部。大文字と小文字は区別されません。名

前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が一致します。このフィルタで正規表現を

使用することもできます。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Device インターフェイスを含むデバイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Interface インターフェイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Description インターフェイスの説明。 

Speed インターフェイスがサポートする最大転送速度（秒単位）。 
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カラム 内容 

In Avg インターフェイスを通過する平均入力トラフィック（秒単位）。 

Out Avg インターフェイスを通過する平均出力トラフィック（秒単位）。 

95% In 95 番目のパーセンタイルの入力トラフィック レート。 

95% Out 95 番目のパーセンタイルの出力トラフィック レート。 

Forecasted 
In 
Exhaustion 

入力トラフィックの予想消費日。 

Forecasted 
Out 
Exhaustion 

出力トラフィックの予想消費日。 

次に、レポートの下部にあるナビゲーション バーを示します。別のページにすぐに移動するには、ポップアップ 
リストからデバイス名を選択します。この例では、デバイス 10.171.100.107 からの結果が 5 ページあり、その次に

デバイス 10.171.100.109 からの結果が 1 ページ、と続きます。 
 

 
 

[Export all] をクリックして、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートします。 
 
Interface Utilization 

[Interface Utilization] レポートには、平均、最大および最小の入出力トラフィック レートが示されます。レポート

は、インターフェイスごとの計算とともに表形式で生成されます。 
 

レポートのフィルタリング 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Device Class 

レポートに含めるようインターフェイスに関連付けられたデバイス クラス。デフォルトは /Devices/Network 
で、すべてのネットワーク デバイスです。 

Device Filter 

レポートに含めるインターフェイスの完全な名前または名前の一部。大文字と小文字は区別されません。名

前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が一致します。このフィルタで正規表現を

使用することもできます。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
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Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。レポートのすべてのインターフェイスを表示

するには、[Update] をクリックする前に、[Show All Interfaces] ボックスをオンにします。 
 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Device インターフェイスを含むデバイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Interface インターフェイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Description インターフェイスの説明。 

Speed インターフェイスがサポートする最大転送速度（秒単位）。 

In Avg インターフェイスを通過する平均入力トラフィック（秒単位）。 

Out Avg インターフェイスを通過する平均出力トラフィック（秒単位）。 

In Max インターフェイスを通過する最大入力トラフィック（秒単位）。 

Out Max インターフェイスを通過する最大出力トラフィック（秒単位）。 

In Min インターフェイスを通過する最小入力トラフィック（秒単位）。 

Out Min インターフェイスを通過する最小出力トラフィック（秒単位）。 

Forecasted 
In 
Exhaustion 

入力トラフィックの予想消費日。 

Forecasted 
Out 
Exhaustion 

出力トラフィックの予想消費日。 

 
 

（注） [In Max] および [Out Max] の値が計算されるようにするには、少なくとも 8 時間分のデータが必要

です。データがない場合、値として N/A が返されます。 

次に、レポートの下部にあるナビゲーション バーを示します。別のページにすぐに移動するには、ポップ

アップ リストからデバイス名を選択します。この例では、デバイス 10.171.100.107 からの結果が 5 ページあり、

その次にデバイス 10.171.100.109 からの結果が 1 ページ、と続きます。 
 

 
 

[Export all] をクリックして、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートします。 
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Interface Volume 
[Interface Volume] レポートには、1 日あたりの入出力トラフィックの計算とともに、レポート期間の入出力の総トラ

フィックが示されます。レポートは、インターフェイスごとの計算とともに表形式で生成されます。 
 

レポートのパラメータ 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Device Class 

レポートに含めるようインターフェイスに関連付けられたデバイス クラス。デフォルトは /Devices/Network 
で、すべてのネットワーク デバイスです。 

Device Filter 

レポートに含めるインターフェイスの完全な名前または名前の一部。大文字と小文字は区別されません。名

前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が一致します。このフィルタで正規表現を

使用することもできます。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Device インターフェイスを含むデバイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Interface インターフェイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Description インターフェイスの説明。 

Speed インターフェイスがサポートする最大転送速度（秒単位）。 

In Vol レポート期間にインターフェイスを通過する入力トラフィック。 

In Vol/day インターフェイスを通過する入力トラフィック（日単位）。 

Out Vol レポート期間にインターフェイスを通過する出力トラフィック。 

Out Vol/ day インターフェイスを通過する出力トラフィック（日単位）。 

Total Vol レポート期間にインターフェイスを通過するトラフィックの総量。 

Forecasted 
In 
Exhaustion 

入力トラフィックの予想消費日。 

Forecasted 
Out 
Exhaustion 

出力トラフィックの予想消費日。 
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次に、レポートの下部にあるナビゲーション バーを示します。別のページにすぐに移動するには、ポップアップ 
リストからデバイス名を選択します。この例では、デバイス 10.171.100.107 からの結果が 5 ページあり、その次に

デバイス 10.171.100.109 からの結果が 1 ページ、と続きます。 
 

 
 

[Export all] をクリックして、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートします。 
 
Port Utilization 

このレポートには、LAN アップリンク、ファイバ チャネル アップリンク、アプライアンス、およびサーバ ポートごと

に分類された総帯域幅が表示されます。 
 

レポートのパラメータ 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Summary Type 

表示される概要のタイプ。[Average] は 15 分間隔で収集されたデータに基づきます。[Max] の場合、取得は 
1 日 1 回のみです。 

Domain Filter 

含めるドメインのサブストリング検索。名前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が

一致します。このフィルタで正規表現を使用することもできます。 
Traffic Type 

表示するトラフィックのタイプ。[ANY]、[Tx]、または [Rx] から選択します。 
Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 

印刷用のレポートを生成するには、[Printable] をクリックし、ブラウザの印刷機能を使用します。 

次に、グラフに表示される可能性があるシナリオの例を、対応する説明とともに示します。 
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■ サーバ ポートの現在の値が 10 G の場合、サーバ ポートのインターフェイス ロールを持つすべてのポート

は、合算で 10 Gbps のレートでデータを送信しています。 
■ LAN アップリンク ポートの最大値が 200 M の場合、ファブリック インターコネクト スイッチから LAN ネット

ワークに接続されたポートは 200 Mbps でデータを転送します。 
 
Storage Utilization vs. Capacity 

各ストレージ デバイスの容量と比較した総ストレージ使用率の概要。各デバイスには独自のグラフのグループ

があり、ストレージ使用率、サイクルあたりのバイト数、管理対象領域の使用状況、時間の使用率、データ ス
ループット、Raw 領域の使用状況、データストア IO レート、データストア IO ディスクの使用状況などの情報が

いくつか表示されます。現在の使用率と容量の両方が、予測値とともにすべて同じグラフに表示されます。次の

レポート パラメータを使用して、最も関心のあるデバイスと情報のタイプに基づきレポートをフィルタリングします。 
 

レポートのフィルタリング 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Summary Type 

表示される概要のタイプ。[Average] は 15 分間隔で収集されたデータに基づきます。[Max] の場合、取得は 
1 日 1 回のみです。 

Device Filter 

含めるデバイスのサブストリング検索。名前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が

一致します。このフィルタで正規表現を使用することもできます。 
Storage Class 

フィルタ条件として使用するストレージ デバイス クラスを選択します。[ANY] を選択すると、すべてのデバイ

ス クラスを選択できます。 
Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
Storage Structure 

ストレージ構造のタイプ。[ANY]、[Disk]、または [Inodes] から選択します。 
Storage IO 

ストレージ プロセスのタイプ。[ANY]、[Read]、または [Write] から選択します。 
Storage Space Usage 

記憶域使用状況のタイプ。[ANY]、[Total]、[Used]、[Subscribed]、[Managed]、[Uncommitted]、[Raw]、または 
[Capacity] から選択します。 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

印刷用のレポートを生成するには、[Printable] をクリックし、ブラウザの印刷機能を使用します。 
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Cisco UCS レポート 
 

次の各 Cisco UCS レポートでは、[Export all] をクリックして、スプレッドシート形式でデータを示す .csv ファイ

ルを生成できます。 
 
Free Memory Slots 

 
このレポートには、ドメインごとにグループ化された各コンポーネントの空きメモリ スロットの数が一覧表示されま

す。このレポートにはフィルタリング機能はありません。 
 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Name ドメイン名。 

Component レポート対象のコンポーネント。 

Free Slots 対応するコンポーネントの空きメモリ スロットの数。この列の最下部に、総空きメモリ スロット

のリストが表示されます。 

[Export all] をクリックして、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートします。 
 
Hardware Inventory 

 
このレポートには、モニタ対象の UCS デバイスのインベントリが一覧表示されます。 

 
レポート コンテンツ 

カラム 内容 

UCS Device UCS デバイスの名前。リンクをクリックすると、デバイスの概要ページに移動します。 

Component デバイスのコンポーネントとそのデバイスの関連するサブコンポーネントが一覧表

示されます。リンクをクリックすると、該当するデバイス コンポーネント ページに移

動します。 

Manufacturer コンポーネントのメーカー。 

Model コンポーネントのモデル番号。 

Serial # コンポーネントのシリアル番号。 

Description コンポーネントの詳細情報。 

[Export all] をクリックして、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートします。 

エンタープライズ レポート 
 

次の各エンタープライズ レポートでは、[Export all] をクリックして、スプレッドシート形式でデータを示す .csv 
ファイルを生成できます。 

 
95th Percentile 

ネットワーク インターフェイスの標準および平均使用率の概要。 

95 番目のパーセンタイルは、ネットワーク インターフェイスの入出力使用率を評価するために使用される標準

的な計算です。95 番目のパーセンタイルの計算により、95 % の時間にどの程度のネットワーク容量が必要であ

るかが明らかになります。 
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レポートのフィルタリング 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Device Class 

レポートに含めるようインターフェイスに関連付けられたデバイス クラス。デフォルトは /Devices で、すべ

てのデバイス クラスです。 
Device Filter 

レポートに含めるインターフェイスの完全な名前または名前の一部。大文字と小文字は区別されません。名

前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が一致します。このフィルタで正規表現を

使用することもできます。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Device インターフェイスを含むデバイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Interface インターフェイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Description インターフェイスの説明。 

Speed インターフェイスがサポートする最大転送速度（秒単位）。 

In Avg インターフェイスを通過する平均入力トラフィック（秒単位）。 

Out Avg インターフェイスを通過する平均出力トラフィック（秒単位）。 

95% In 95 番目のパーセンタイルの入力トラフィック レート（秒単位）。 

95% Out 95 番目のパーセンタイルの出力トラフィック レート（秒単位）。 
 
Cisco Inventory 

このレポートには、モニタ対象のすべてのシスコ デバイスが一覧表示されます。 
 

レポートのフィルタリング 
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Device Class 

フィルタリングに使用するデバイス クラス。デフォルトは /Network/Cisco です。 
Group 

レポートを実行する際に考慮する特定のグループ。デフォルトは、All です。グループは特定のアプリケー

ション グループである可能性があります。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Name シスコ デバイスの名前。リンクをクリックすると、デバイスの概要ページに移動します。 

IP Address シスコ デバイスの IP アドレスを一覧表示します。 

Model デバイスのモデル。リンクをクリックすると、その製品の [Manufacturers Overview] ページに移

動します。 

Serial # シスコ デバイスのシリアル番号。 

Type デバイスなど、シスコ製品のタイプ。 
 
Datapoints Per Collector 

このレポートには、コレクタごとのデバイス数とデータ ポイント数が示されます。各コレクタでのモニタリング ロー

ドの程度を測定するのに便利です。 
 

 
 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Hub コレクタが存在するハブの名前 

Collector デバイスが存在するコレクタの名前 

Hostname ホスト名の場所 

Device 
Count 

コレクタ上のデバイスの合計数 

Datapoint 
Count 

コレクタで生成されるデータ ポイントの合計数 

 
Defined Thresholds 

[Defined Thresholds] レポートは、システムで定義されたすべてのしきい値の詳細を示します。このレポートは、

各しきい値のターゲットにリンクします。ターゲットには、デバイス クラス、個別のデバイス、または個別のコン

ポーネントを指定できます。 
 

このレポートは、システムの管理に役立ちます。このレポートを使用して、どのしきい値イベントがシステムで発

生する可能性があるか、またそれらのイベントの重大度を迅速に識別できます。 
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レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Target 定義されたしきい値のデバイス クラス。 

Template 定義されたしきい値に関連付けられたテンプレート。 

Threshold 定義されたしきい値の名前。リンクをクリックすると、しきい値を定義する [Performance 
Template] に移動します。 

Severity しきい値に達したときにアラートに割り当てられる重大度。 

Enabled しきい値の有効ステータス。 
 
Interface Utilization 

 
[Interface Utilization] レポートには、平均、最大および最小の入出力トラフィック レートが示されます。レポート

は、インターフェイスごとの計算とともに表形式で生成されます。 
 

レポートのフィルタリング 
 

 
 

次のフィールドにより結果をフィルタリングします。 
Device Class 

レポートに含めるようインターフェイスに関連付けられたデバイス クラス。デフォルトは /Devices/Network 
で、すべてのネットワーク デバイスです。 

Device Filter 

レポートに含めるインターフェイスの完全な名前または名前の一部。大文字と小文字は区別されません。名

前の一部を入力すると、それを含むすべてのインターフェイス名が一致します。このフィルタで正規表現を

使用することもできます。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Trendline Type 

近似曲線を決定するために使用される計算。選択できるのは [Linear] のみです。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。レポートのすべてのインターフェイスを表示する

には、[Update] をクリックする前に、[Show All Interfaces] ボックスをオンにします。 
 

レポート コンテンツ 

カラム 内容 

Path デバイス クラスへのパス。 

Device インターフェイスを含むデバイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Interface インターフェイスの名前。その概要ページへのリンクが設定されています。 

Description インターフェイスの説明。 
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カラム 内容 

Speed インターフェイスがサポートする最大転送速度（秒単位）。 

In Avg インターフェイスを通過する平均入力トラフィック（秒単位）。 

Out Avg インターフェイスを通過する平均出力トラフィック（秒単位）。 

In Max インターフェイスを通過する最大入力トラフィック（秒単位）。 

Out Max インターフェイスを通過する最大出力トラフィック（秒単位）。 

95% In 95 番目のパーセンタイルの入力トラフィック レート（秒単位）。 

95% Out 95 番目のパーセンタイルの出力トラフィック レート（秒単位）。 
 
（注） [In Max] および [Out Max] の値が計算されるようにするには、少なくとも 8 時間分のデータが必要で

す。データがない場合、値として N/A が返されます。 
 

次に、レポートの下部にあるナビゲーション バーを示します。別のページにすぐに移動するには、ポップアップ 
リストからデバイス名を選択します。この例では、デバイス 10.171.100.107 からの結果が 5 ページあり、その次に

デバイス 10.171.100.109 からの結果が 1 ページ、と続きます。 
 

 
 

[Export all] をクリックして、レポートを .csv ファイルとしてエクスポートします。 
 
受信者別の通知とトリガー 

 
Organizer Availability 

 
このレポートには、システム内のすべてのネットワーク オーガナイザの利用可能割合が示されます。オーガナイ

ザ、イベント クラス、コンポーネント、イベント重大度、日付によってフィルタリングできます。 
 

定義済みのタイム フレーム内のデバイス クラスまたはアプリケーション グループの利用可能性をレポートできま

す。このレポートには、次の 2 つのレポート モードがあります。 

■ Averaged：オーガナイザに含まれるすべてのデバイスの利用可能時間の平均に基づき、オーガナイザを使

用可能と定義します。 
■ Coalesced：一定期間内にすべてのデバイスが利用可能な場合のみ、オーガナイザを使用可能と定義します。 

 
レポートのフィルタリング 
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Root Organizer 

フィルタリングに使用するデバイス クラス。デフォルトは /Devices です。 
Start Date 
End Date 

レポートに含める日付範囲の最初と最後の日付。カレンダーから日付を選択するには、[select] をクリックし

ます。デフォルトの範囲は、現在の日付で終了する 1 週間です。 
Component 

レポートを実行する際に考慮する特定のグループ。デフォルトは、All です。グループは特定のアプリケー

ション グループである可能性があります。 
Severity 

フィルタ条件として使用する重大度レベル。デフォルトは Critical です。別のレベルにする場合は、ド

ロップダウン リストから選択します。 
Summation 

オーガナイザをどのように使用可能と定義するかに応じて Averaged か Coalesced を選択します。デ

フォルトは Coalesced です。 
Event Class 

フィルタリングに使用するイベント クラス。デフォルトは /Status/Ping です。 
 

レポートを生成または更新するには、[Update] をクリックします。 
 

（注） レポートをエクスポートする場合は、10 進値ではなくパーセンテージを表示するようにパーセンテー

ジ カラムを書式設定してください。 
 

 
Users Group Membership (User to Group Mapping) 

Cisco UCS Performance Manager のユーザとそのユーザが属するグループのリスト。 

カラム 内容 

User ユーザの名前。ユーザの [USER SETTINGS] ページへのリンクが設定されています。 

Groups ユーザが属するグループのリスト。それぞれの名前には、グループの [Users in Group] ページ

へのリンクが設定されています。 
 

パフォーマンス レポート 
 

 
Availability Report 

デバイスまたはコンポーネントが使用可能であると見なされる時間の割合を示します。このレポートは、デバイ

ス、コンポーネント、イベント クラス、または重大度でフィルタリングできます。使用可能期間を制限することもで

きます。 
 

使用可能な割合の値は、実稼働状態が Production で、指定した重大度以上である特定のクラスのイベント

すべての期間を最初に合計することで計算されます。次の式のように、この合計を時間範囲の合計期間で除算

し、次に 1 から減算して 100 を乗算することで、使用可能な割合を算出できます。 
 

 

1 - ((Total event down time) / (total duration)) * 100 
 

 

（注） [firstTime] フィールドと [lastTime] フィールドが同じイベントは、この計算では使用されません。発生後

に次のイベントによってクリアされたイベント、または特定の日付範囲で一度だけ発生したイベントなどが該当

する可能性があります。 
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CPU Utilization 
モニタ対象のインターフェイス、デバイス、負荷平均、および % ユーティリティを示します。開始日と終了日、お

よびサマリー タイプ（平均または最大）をカスタマイズできます。 
 
Interface Utilization 

Cisco UCS Performance Manager でモニタされるすべてのネットワーク インターフェイスを通過するトラフィックを

示します。 

レポートに含まれるカラムは次のとおりです。 

■ [Device]：インターフェイスのデバイス 
■ [Interface]：インターフェイス 
■ [Speed]：インターフェイスの評価済み帯域幅（ビット/秒） 
■ [Input]：インターフェイスから発信される平均トラフィック（ビット/秒） 
■ [Output]：インターフェイスに着信する平均トラフィック（ビット/秒） 
■ [Total]：インターフェイス全体の合計平均トラフィック（ビット/秒） 
■ [% Util]：消費されるインターフェイスの帯域幅の平均割合 

 
Memory Utilization 

Cisco UCS Performance Manager のデバイスのメモリ使用率に関するシステム全体の情報を提供します。 

レポートに含まれるカラムは次のとおりです。 

■ [Device]：デバイスの名前 
■ [Total]：合計メモリ 
■ [Available]：使用可能なメモリ 
■ [Cache Memory]：キャッシュ メモリ 
■ [Buffered Memory]：バッファされたメモリ 
■ [% Util]：使用されるメモリの割合 

 
Threshold Summary 

しきい値に近づいている、またはしきい値を超えたデバイスに関する情報を提供します。 

レポートに含まれるカラムは次のとおりです。 

■ [Device]：デバイスの名前 
■ [Component]：影響を受けるコンポーネント 
■ [Event Class]：イベントクラス。[Event Class] ドロップダウン リストから、表示するイベント クラスをフィルタリング

できます。 
■ [Count]：発生回数 
■ [Duration]：期間 
■ [%]：割合 

 

システム レポート 
 

次の各システム レポートでは、[Export all] をクリックして、スプレッドシート形式でデータを示す .csv ファイル

を生成できます。 
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Non-UCS Servers 
 

このレポートには、モニタされているが、Cisco UCS Performance Manager のライセンスに含まれない非 UCS 
サーバが一覧表示されます。次の情報が表示されます。 

■ サーバ名 
■ サーバ タイプ 
■ モニタリング ステータス 

 
シスコ サポートに連絡してライセンス契約を更新し、これらのデバイスに適用するか、UCS Performance Manager 
から削除できます。デバイスの削除の詳細については、55 ページの「デバイスの削除」を参照してください。 

 

VMware vSphere レポート 
 

vSphere では、次の運用レポートが利用可能です。これらのレポートには、[Reports] > [vSphere] ページからア

クセスします。 

■ Clusters：すべてのクラスタを、VM 数（合計および電源オン）、ホスト、各クラスタ内の CPU/メモリ使用率とと

もに示します。 
■ Datastores：すべてのデータストアを、接続されている VM 数（合計および電源オン）、および各データスト

アの使用可能/消費されたディスク領域とともに示します。 
■ Hosts：すべてのホストを、VM 数（合計および電源オン）、ホスト、各ホスト上の CPU/メモリの予約および使

用率とともに示します。 
■ VMs：すべての VM、それらのオペレーティング システム、CPU/メモリの使用率、および VM が存在するホ

スト/クラスを示します。 
■ VMware Utilization：VM、CPU、メモリ、および指定された期間のディスク使用率の概要を、ホストごとに分

類して示します。 
 

これらの各表形式レポートでは、[Export all] をクリックして、スプレッドシート形式でデータを示す .csv ファイ

ルを生成できます。 
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一般的な管理および設定  
 
 
 
イベント設定 

 

イベント設定を調整して、次のことを行えます。 

■ イベントのデータベース接続 
■ イベントのメンテナンス 

 
イベントのデータベース接続情報の変更 

 
イベントのデータベース接続設定を編集するには、zeneventserver.conf ファイルで変更します。ファイ

ルを直接編集するか、または設定スクリプトを実行することができます。 
 

設定可能なデータベース接続設定は次のとおりです。 

■ JDBC Hostname (zep.jdbc.hostname)：ホストの IP アドレスを指定します。 
■ JDBC Port (zep.jdbc.port)：イベント データベースにアクセスする際に使用するポートを指定します。 
■ JDBC Database Name (zep.jdbc.dbname)：データベース名を指定します。 
■ JDBC Username (zep.jdbc.username)：データベースのユーザ名を指定します。 
■ JDBC Password (zep.jdbc.password)：データベースのパスワードを指定します。 

これらの値を編集するには、次のように zeneventserver 設定スクリプトを実行します。 
 

 

zeneventserver-config -u zep.jdbc. 
Name= 
Value 
 

 

ここで、Name は設定名の一部、Value は設定に指定する値です。 
 
イベントのメンテナンス設定の変更 

 
メンテナンス設定を編集するには、[Event Configuration] ページ（[Advanced] > [Settings] > [Events]）で 1 つ以

上のフィールドを変更します。 

■ [Don't Age This Severity and Above]：オプションは、[Age All Events]、[Critical]、[Error]、[Warning]、[Info]、
[Debug]、および [Clear] です。デフォルトでは、この値は Error に設定されています。これは、ステータスが 
Error または Critical のすべてのイベントをエージングしないことを意味します。 

■ [Event Aging Threshold (minutes)]：ここで設定した時間の経過後、イベントがエージングします。分単位で設

定します。デフォルトでは、240 分です。 
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■ [Event Aging Interval (milliseconds)]：自動エージング実行のためイベントをスキャンする間隔。デフォルトで

は、60000 ミリ秒（60 秒）です。 
■ [Event Aging Limit]：1 回の間隔でエージングされるイベントの最大数。大量のデータベース トランザクション

を防ぐために、この値は比較的小さくする必要があります。デフォルトは 1000 件です。 
■ [Event Archive Threshold (minutes)]：クローズされたイベントが最後に確認されてからイベント アーカイブに

移動されるまでの時間を分単位で指定します。最小値は 1、最大値は 43200 です。 
■ [Event Archive Interval (milliseconds)]：イベントをスキャンしてアーカイブへ移動する間隔。デフォルトでは、

60000 ミリ秒（60 秒）です。 
■ [Event Archive Limit]：1 回の間隔でアーカイブされるイベントの最大数。大量のデータベース トランザクショ

ンを防ぐために、この値は比較的小さくする必要があります。デフォルトは 1000 件です。 
■ [Delete Archived Events Older Than (days)]：イベント アーカイブのイベントが保存される日数。デフォルトでは、

90 日間アーカイブに保存されます。最小値は 1 日で、最大値はイベント アーカイブのパーティションの範囲

によって決まります。デフォルト設定では、最大値は 1000 日です。 
■ [Default Syslog Priority]：プライオリティがイベントから特定できない場合に、zensyslog から取得されたイベント

に割り当てられる、デフォルトの重大度を指定します。 
■ [Default Availability Report (days)]：自動的に生成される可用性レポートに含める日数を入力します。このレ

ポートは、利用可能性とステータスの概要をグラフで示します。 
■ [Max Event Size in Bytes]：処理されるイベントの最大サイズ（バイト単位）。サイズが大きすぎるイベントはログ

に記録され、ドロップされます。イベントのサイズが大きくなりすぎると、詳細が新しい詳細で上書きされます。

デフォルトでは、32768 バイトです。 
■ [Summary Index Interval (milliseconds)]：イベント サマリーのデフォルトのインデックス作成間隔（ミリ秒単位）。

デフォルトでは、1000 ミリ秒（1 秒）です。 
■ [Archive Index Interval (milliseconds)]：イベント アーカイブのデフォルトのインデックス作成間隔（ミリ秒単位）。

デフォルトでは、30000 ミリ秒（30 秒）です。 
■ [Index Limit]：1 回の間隔でインデックスが作成されるイベント数。デフォルトは 1000 件です。 
■ [Event Time Purge Interval (days)]：イベントの発生時間が保存される日数。デフォルトでは、7 日間保存され

ます。最小値は 1 日で、最大値はイベント時間のパーティションの範囲によって決まります。デフォルト設定

では、最大値は 7 日です。 
■ [Enable Event Flapping Detection]：イベントのフラッピング検出を有効にする場合は、このチェックボックスを

オンにします。イベントが作成され、event_flapping_interval 時間に flapping_threshold 回クリアされると、イベント フ
ラッピング イベント クラスのイベントが作成されます。 

■ [Event Flapping Event Class]：生成されたフラッピング イベントが属するイベント クラス。 
■ [Clear Event Heartbeats]：イベントのハートビートをクリアするには、[Clear] をクリックします。 

 
イベント インデックスの再構築 

 
検索結果に不整合が生じたときに、イベント インデックスを再構築できます。 

 
1 Control Center のコマンドライン インターフェイスを使用する権限がある Control Center マスター ホストでアカ

ウントにログインします。 
2 zeneventserver を停止します。 

 
 

serviced service stop zeneventserver 
 

3 Cisco UCS Performance Manager アプリケーションに接続します。 

 

serviced service attach zope/0 
 

4 インデックスを削除します。 
 

 

rm -rf $ZENHOME/var/zeneventserver/index 
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5 コンテナ セッションを終了します。 
 

exit 
 

6 zeneventserver を再起動します。 
 

 

serviced service start zeneventserver 
 

 

データベース内のイベント数によって、インデックス作成が完了するまで長時間かかる場合があります。すべて

のイベントのインデックスが作成されるまで、イベント コンソールに表示されるイベント数に不整合が生じることが

あります。 
 

しきい値 
 

しきい値では、データ ポイントの予測範囲を定義します。データ ポイントで返される値がしきい値を超えると、

イベントが作成されます。使用可能な複数のしきい値タイプがあります。 

■ MinMax 
■ ValueChange 
■ CiscoStatus 
■ PredictiveThreshold 

 
システムにはすでに多数のしきい値が定義されています。すべての定義済みしきい値は、[Reports] > 
[Enterprise Reports] メニューでアクセスできる Defined Thresholds レポートで表示できます。 

 
次の項では、しきい値の各タイプ、および新しいしきい値の作成と既存のしきい値の編集方法について説明し

ます。 
 
MinMax しきい値 

 
MinMax しきい値では、着信データを調べ、指定された最大値を超えていないか、または指定された最小値を

下回っていないかを確認します。MinMax しきい値を使用して、次のシナリオを確認できます。 

■ 現在の値が最小値より小さい。これを確認するには、しきい値の最小値のみを設定する必要があります。値

がこの数値を下回ると、しきい値イベントが作成されます。 
■ 現在の値が最大値より大きい。これを確認するには、しきい値の最大値のみを設定する必要があります。値

がこの数値を超えると、しきい値イベントが作成されます。 
■ 現在の値が、事前に定義した単一の数値と異なる。これを確認するには、しきい値の最小値と最大値を同じ

値に設定する必要があります。これが唯一の「適切な」数値となります。返された値がこの数値でない場合、

しきい値イベントが作成されます。 
■ 現在の値が、事前に定義した範囲の外にある。これを確認するには、最小値を適切な範囲内の最小の値、

最大値を適切な範囲内の最大の値に設定する必要があります。返された値が最小値より小さいか、最大値

より大きい場合、しきい値イベントが作成されます。 
■ 現在の値が、事前に定義した範囲内にある。これを確認するには、最小値を不適切な範囲内の最大の値、

最大値を不適切な範囲内の最小の値に設定する必要があります。返された値が最大値より大きいか、また

は最小値より小さい場合、しきい値イベントが作成されます。 
 
ValueChange しきい値 

 
ValueChange しきい値では、着信データを調べてステータス変更が発生したかどうかを確認し、発生した場合、

定義された重大度に基づいてイベントを発行します。 
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CiscoStatus しきい値 
 

CiscoStatus しきい値は、SNMP データソースによって返される数値と Cisco UCS Performance Manager のイベン

ト重大度の対応関係を事前に設定したマップを使用する、特別なしきい値です。次に、OID とマッピング値の

例を示します。サポートされる OID と値の完全なリストについては、http://wiki.zenoss.org/CiscoStatus_Threshold にア

クセスしてください。 
 

CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB::cefcModuleOperStatus 

■ (1) unknown - Critical 
■ (2) OK - Clear 
■ (3) disabled - Clear 
■ (4) OK (diag failed) - Warning 
■ (5) boot - Warning 
■ (6) self-test - Warning 
■ (7) failed - Critical 
■ (8) missing - Critical 
■ (9) mismatch w/parent - Critical 
■ (10) mismatch w/config - Critical 
■ (11) diag-failed - Critical 
■ (12) dormant - Critical 
■ (13) out of service (admin) - Info 
■ (14) out of service (environ) - Critical 
■ (15) powered down - Critical 
■ (16) powered up - Critical 
■ (17) power denied - Critical 
■ (18) power cycle - Warning 
■ (19) OK (power warning) - Warning 
■ (20) OK (power critical) - Critical 
■ (21) sync in progress - Clear 
■ (22) upgrading - Critical 
■ (23) OK (auth failed) - Critical 

 
PredictiveThreshold 

 
予測しきい値では、過去のデータを使用して将来の値を予測し、事前定義された期間に将来の予測しきい値

の違反があった場合、イベントを送信します。Cisco UCS Performance Manager では、すべての予測に線形射影

アルゴリズムが使用されます。たとえば、ディスクの合計 raw ストレージ容量や帯域幅利用率を予測できます。

システムには、複数の予測しきい値がすでに定義されています。すべての定義済みしきい値は、[Reports] > 
[Enterprise Reports] メニューでアクセスできる Defined Thresholds レポートで表示できます。 

 
予測しきい値は、グラフの近似曲線を作成するためにも使用されます。グラフ ポイントの管理にしきい値を追加

することで、グラフに近似曲線を追加できます。詳細な手順については、『Cisco UCS Performance Manager User 
Guide』を参照してください。 

 
しきい値の追加 

 
データ ポイントのしきい値を定義するには、次の手順に従います。 

 
1 [Navigation] メニューから、[Advanced] > [Monitoring Templates] を選択します。 
2 しきい値で使用するデータ ポイントを含むテンプレートをクリックします。[Data Sources] ウィンドウに、収集さ

れるすべてのデータ ポイントを含むフォルダが表示されます。 
3 データ ソースで適切なフォルダを開き、データ ポイントの行をクリックしてデータ ポイントを選択します。 
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4 [Thresholds] 領域で、[Add] アイコンをクリックします。 
 

[Add Threshold] ダイアログが表示されます。 
5 名前を入力し、しきい値タイプを選択して、[Add] をクリックします。しきい値の名前とタイプが [Thresholds] 

ウィンドウに表示されます。 
 

MinMax しきい値の編集 
しきい値を編集するには、しきい値の追加機能でしきい値を作成するか、システムでしきい値がすでに定義され

ている必要があります。 
 

MinMax しきい値を編集するには、次の手順を実行します。 
 

1 リストのしきい値をダブルクリックします。[Edit Threshold] ダイアログが表示されます。 
 

図 65：Edit Threshold 
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2 値を入力するか選択して、しきい値を定義します。 

■ [Name]：[Add a New Threshold] ダイアログで入力した ID の値が表示されます。 
■ [Description]：[Add a New Threshold] ダイアログで入力したしきい値の説明。説明は、このしきい値から作

成される各イベントに含まれます。 
■ [Type]：選択したしきい値のタイプ。しきい値のタイプを変更することはできません。別のしきい値タイプを

指定する場合は、新しいしきい値を作成し、正しいタイプを割り当てる必要があります。 
■ [Explanation]：ユーザがイベントの意味に関する情報を入力できるフィールド。このフィールドは、このし

きい値から作成される各イベントに含まれます。 
■ [Resolution]：ユーザがイベントの解決方法に関する情報を入力できるフィールド。このフィールドは、こ

のしきい値から作成される各イベントに含まれます。 
■ [Data Points]：このしきい値を適用する 1 つ以上のデータ ポイントを選択し、右矢印ボタンをクリックして、

選択したカラムに移動します。 
■ [Severity]：このしきい値を超えたときにトリガーされる最初のイベントの重大度を選択します。 
■ [Enabled]：しきい値を有効にする場合はチェックボックスをオンにし、無効にする場合はチェックボックス

をオフにします。 
■ [Minimum Value]：このフィールドに値が含まれている場合、選択されたいずれかのデータ ポイントがこの

値を下回るたびにイベントがトリガーされます。このフィールドには、数値または Python 式を含めることが

できます。 
 

Python 式を使用する場合、変数 here はデータを収集するコンポーネントまたはデバイスを参照します。

たとえば、90% のしきい値は、次のように指定できます。 
 

 

(here.linkSpeed or 1e10) /8 * .9 
 

 

インターフェイス速度は多くの場合ビット/秒で報告され、パフォーマンス データはバイト/秒であるため、

8 で除算する必要があります。 
■ [Maximum Value]：このフィールドに値が含まれている場合、選択されたいずれかのデータ ポイントがこの

値を上回るたびにイベントがトリガーされます。このフィールドには、数値または Python 式を含めることが

できます。 
■ [Event Class]：このしきい値を超えたときにトリガーされるイベントのイベント クラスを選択します。 
■ [Escalate Count]：このしきい値を何回連続して超えるとイベントの重大度が 1 段階エスカレートするかを

入力します。ゼロ（0）の値は、重大度がエスカレートしないことを示します。 
3 [Save] をクリックして、編集を確定します。 

 
ValueChange しきい値の編集 

しきい値を編集するには、しきい値の追加機能でしきい値を作成するか、システムでしきい値がすでに定義され

ている必要があります。 
 

ValueChange しきい値を編集するには、次の手順を実行します。 
 

1 リストのしきい値をダブルクリックします。[Edit Threshold] ダイアログが表示されます。 
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図 66：Edit Threshold 
 

 
2 値を入力するか選択して、しきい値を定義します。 

■ [Name]：[Add a New Threshold] ダイアログで入力した ID の値が表示されます。 
■ [Type]：選択したしきい値のタイプ。しきい値のタイプを変更することはできません。別のしきい値タイプを

指定する場合は、新しいしきい値を作成し、正しいタイプを割り当てる必要があります。 
■ [Data Points]：このしきい値を適用する 1 つ以上のデータ ポイントを選択し、右矢印ボタンをクリックして、

選択したカラムに移動します。データ ポイントのステータスが変更されると、イベントがトリガーされます。 
■ [Severity]：このしきい値を超えたときにトリガーされる最初のイベントの重大度を選択します。 
■ [Enabled]：しきい値を有効にする場合はチェックボックスをオンにし、無効にする場合はチェックボックス

をオフにします。 
■ [Event Class]：このしきい値を超えたときにトリガーされるイベントのイベント クラスを選択します。 

3 [Save] をクリックして、編集を確定します。 
 
CiscoStatus しきい値の編集 

しきい値を編集するには、しきい値の追加機能でしきい値を作成するか、システムでしきい値がすでに定義され

ている必要があります。 
 

ValueChange しきい値を編集するには、次の手順を実行します。 
 

1 リストのしきい値をダブルクリックします。[Edit Threshold] ダイアログが表示されます。 
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図 67：Edit Threshold 
 

 
2 値を入力するか選択して、しきい値を定義します。 

■ [Name]：[Add a New Threshold] ダイアログで入力した ID の値が表示されます。 
■ [Type]：選択したしきい値のタイプ。しきい値のタイプを変更することはできません。別のしきい値タイプを

指定する場合は、新しいしきい値を作成し、正しいタイプを割り当てる必要があります。 
■ [Data Points]：このしきい値を適用する 1 つ以上のデータ ポイントを選択し、右矢印ボタンをクリックして、

選択したカラムに移動します。データ ポイントのステータスが変更されると、イベントがトリガーされます。 
■ [Severity]：このしきい値を超えたときにトリガーされる最初のイベントの重大度を選択します。 
■ [Event Class Key]：選択したデータ ポイントのイベント クラス キーがここに示されます。 
■ [Enabled]：しきい値を有効にする場合はチェックボックスをオンにし、無効にする場合はチェックボックス

をオフにします。 
■ [Event Class]：このしきい値を超えたときにトリガーされるイベントのイベント クラスを選択します。 

3 [Save] をクリックして、編集を確定します。 
 
PredictiveThresholds の編集 

しきい値を編集するには、しきい値の追加機能でしきい値を作成するか、システムでしきい値がすでに定義され

ている必要があります。 
 

1 リストのしきい値をダブルクリックします。[Edit Threshold] ダイアログが表示されます。 
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図 68：Edit Threshold 
 

 
2 値を入力するか選択して、しきい値を定義します。 

■ [Name]：[Add a New Threshold] ダイアログで入力した ID の値が表示されます。 
■ [Description]：[Add a New Threshold] ダイアログで入力したしきい値の説明。説明は、このしきい値から作

成される各イベントに含まれます。 
■ [Data Point]：このしきい値を適用するデータ ポイントを選択します。 
■ [Event Class]：このしきい値を超えたときにトリガーされるイベントのイベント クラスを選択します。 
■ [Type]：選択したしきい値のタイプ。しきい値のタイプを変更することはできません。別のしきい値タイプを

指定する場合は、新しいしきい値を作成し、正しいタイプを割り当てる必要があります。 
■ [Enabled]：しきい値を有効にする場合はチェックボックスをオンにし、無効にする場合はチェックボックス

をオフにします。 
■ [Severity]：このしきい値を超えたときにトリガーされる最初のイベントの重大度を選択します。 
■ [Aggregate Function]：過去のデータを分析するときに使用する関数のタイプ。たとえば、過去のピーク値

や平均値が表示されます。デフォルト値は max です 
■ [Algorithm]：予測に使用するアルゴリズム。値は線形です。 
■ [Projection Algorithm Parameters]：一部のアルゴリズムには追加パラメータが必要です。必要に応じて、

それらを入力します。 
■ [Amount of Data Used in Projection]：予測を計算する際に使用される履歴データの量を設定します。 
■ [Send an Event if the Threshold is Breached in the Next]：期間を日、週、または月で設定します。将来この

期間内にしきい値を超えた場合、イベントが送信されます。 
■ [Minimum Value]：このフィールドに値が含まれている場合、選択されたいずれかのデータ ポイントがこの

値を下回るたびにイベントがトリガーされます。このフィールドには、数値または Python 式を含めることが

できます。ゲージ値または計算値を使用する場合、式が必要です。 

式を使用する場合、変数 here はデータを収集するコンポーネントまたはデバイスを参照します。たとえば、

インターフェイス速度の 90% のしきい値は、次のように指定できます。 
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(here.linkSpeed or 1e10) /8 * .9 
 

 

インターフェイス速度は多くの場合ビット/秒で報告され、パフォーマンス データはバイト/秒であるため、

8 で除算する必要があります。 
■ [Maximum Value]：このフィールドに値が含まれている場合、選択されたいずれかのデータ ポイントがこ

の値を上回るたびにイベントがトリガーされます。このフィールドには、数値または Python 式を含めること

ができます。ゲージ値または計算値には式が必要です。 
3 [Save] をクリックして、編集を確定します。 

 

パフォーマンス データの保持 
 

Cisco UCS Performance Manager では、OpenTSDB を使用して HBase にすべてのパフォーマンス データ（メトリッ

クなど）が保存されます。デフォルトの保存ポリシーでは、パフォーマンス データは 90 日間保存されます。デフォ

ルトを変更するには、存続可能時間（TTL）を HBase の OpenTSDB カラム ファミリで調整する必要があります。 
 

（注） TTL は秒単位で定義します。 
 

TTL 値を変更すると、データの保持は、次の主要な HBase 圧縮（デフォルトで 1 日に 1 回）に合わせて調整さ

れます。 
 
パフォーマンス データの保持期間の変更 

パフォーマンス データの保持期間を 90 日のデフォルト値から変更するには、次の手順を実行します。 
 

1 Control Center のマスター ホストに sudo および docker 権限を持つユーザとしてログインします。 
2 opentsdb ライター サービスを停止します。 

 
 

serviced service stop opentsdb/writer 
 

3 次のコマンドを実行して、すべてのサービスとその SERVICEID 値を一覧表示します。opentsdb リーダー 
サービスの SERVICEID をメモします。これは、次の手順で引数として使用します。 

 
 

serviced service list 
 

4 次のコマンドを実行します。ここで、$id は opentsdb リーダー SERVICEID、$ttl は目的の TTL 値（秒単

位）です。 
 

 

serviced service shell $id /opt/opentsdb/set-opentsdb-table-ttl.sh 
$ttl 
 

5 opentsdb ライター サービスを開始します。 
 

 

serviced service start opentsdb/writer 
 

 

監査ロギング 
 

監査ログは、Syslog ファイルまたはログ ファイルでのユーザ アクションを追跡します。システムは、検索およびレ

ポートに最適な形式でログ情報を保持します。 
 

ログ情報は、次の複数の場所で表示できます。 

■ ログ ファイル 
■ ローテーション ログ ファイル（時間またはサイズによって制限されます） 
■ syslog 
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デフォルトでは、$ZENHOME/log/audit.log ファイルは、3 つのローリング バックアップとともに 10 MB の最

新データを保存します。 
 
監査ログの設定 

 
$ZENHOME/etc/audit_log.conf コンフィギュレーション ファイルの設定により、ログ情報が出力される場

所とその内容が決まります。 
 

audit_log.conf および audit_log.conf.example ファイルは、インストール時に作成されます（存在

しない場合）。 
 

監査ログ内のエントリは、ユーザがアクションを試みたことを示しますが、必ずしもそのアクションが成功したこと

を示すとは限りません。たとえば、ユーザがデバイスを追加したことを示すログ エントリは、単にユーザがデバイ

スを追加するためのジョブを作成したことを示すだけです。ジョブは、後で実行されたときにまだ失敗する可能

性があります。 
 

次の例に示すように、コンフィギュレーション ファイルには、それぞれの出力方法の例と手順が含まれます。 

 

## Audit Log configuration file 
## ## Initially this outputs up to 10 megs to ZENHOME/log/audit.log with 

 3 backups. 
## 
## To output to the syslog or somewhere else: 
## - Uncomment the desired handlers and formatters, or create your own. 
## - Update the "keys" lists under [handlers] and [formatters]. 
## - Update the "handlers" list under [logger_audit]. 
## - Restart Zope with "zenwebserver restart". 
## 
## To change the log severity level: 
## - Update "level" under [logger_audit] 
## 
## This file has all the features of the Python logging file format: 
## http://docs.python.org/library/logging.config.html#configuration-file-

 format 
 
[loggers] 
## DO NOT CHANGE 
keys=audit 
 
## 
## 
## List all output handlers here.(part 1 of 3) 
## This should match part 3 below. 
## 
## Example: keys=syslog,file,rotatingfile,timedrotatingfile,console 
## 
## 
[handlers]  
keys=rotatingfile 
 
## 
## 
## List all string formatters here.(part 2 of 3) 
## 
## Example: keys=syslog,file,console 
## 
## 
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[formatters]  
keys=file 
 
[logger_audit] 
## DO NOT CHANGE 
qualname=zen.audit 
propagate=0 
 
## 
## 
## This is the severity level of all audit messages. 
## (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL) 
## 
## You can override the level of individual handlers below, 
## or keep them as NOTSET to use this default level. 
## 
## 
level=INFO 
 
## 
## 
## List all output handlers here.(part 3 of 3) 
## This should match part 1 above, except "handlers=" not "keys=". 
## 
## Example: handlers=syslog,file,rotatingfile,timedrotatingfile,console 
## 
## 
handlers=rotatingfile 
########################## Output Handlers 
 
## SysLog 
## 
## See http://docs.python.org/library/ 
logging.handlers.html#sysloghandler 
## 
## Here are typical configurations: 
## 
## Linux: args=('/dev/log', handlers.SysLogHandler.LOG_USER) 
## OS/X : args=('/var/run/syslog', handlers.SysLogHandler.LOG_USER) 
## UDP : args=(('localhost', handlers.SYSLOG_UDP_PORT), 
## handlers.SysLogHandler.LOG_USER) 
## 
## 
##[handler_syslog] 
##class=handlers.SysLogHandler 
##level=NOTSET 
##formatter=syslog 
##args=() 
 
## File 
## 
## See http://docs.python.org/library/logging.handlers.html#filehandler 
## 
## To store in ZENHOME/log:  
class=Products.ZenUtils.configlog.ZenFileHandler 

## To store elsewhere: class=FileHandler 
## 
## Format and example: 
## args=(filename, mode, encoding, delay) 
## args=('audit.log', 'a', None, True) 
## 
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## 
##[handler_file] 
##class=Products.ZenUtils.configlog.ZenFileHandler 
##level=NOTSET 
##formatter=file 
##args=('audit.log', 'a', None, True) 
 
## RotatingFile 
## 
## See http://docs.python.org/library/ 
logging.handlers.html#rotatingfilehandler 
## 
## To store in ZENHOME/log: 
 class=Products.ZenUtils.configlog.ZenRotatingFileHandler 
## To store elsewhere: class=handlers.RotatingFileHandler 
## 
## Format: 
## args=(filename, mode, maxBytes, backupCount, encoding, delay) 
## 
## Example of one 10-meg file in ZENHOME/log/ 
## args=('audit.log', 'a', 10000000, 0, None, True) 
## 
## Example of ten 1-meg files in ZENHOME/log/audit/. The path must
 already exist. 
## args=('audit/audit.log', 'a', 1000000, 10, None, True) 
## 
## 
[handler_rotatingfile] 
class=Products.ZenUtils.configlog.ZenRotatingFileHandler 
level=NOTSET 
formatter=file 
args=('audit.log', 'a', 10485760, 3, None, True) 
 
## TimedRotatingFile 
## 
## See http://docs.python.org/library/ 
logging.handlers.html#timedrotatingfilehandler 
## 
## To store in ZENHOME/log: 
 class=Products.ZenUtils.configlog.ZenTimedRotatingFileHandler 
## To store elsewhere: class=handlers.TimedRotatingFileHandler 
## 
## Format and example: 
## args=(filename, when, interval, backupCount, encoding, delay, utc) 
## 
## Example of weekly log files for the past year in ZENHOME/log/audit/ 
## args=('audit/weekly.log', 'midnight', 7, 52, None, True, False) 
## 
## 
##[handler_rotatingfile] 
##class=Products.ZenUtils.configlog.ZenTimedRotatingFileHandler 
##level=NOTSET 
##formatter=file 
##args=('audit/weekly.log', 'midnight', 7, 52, None, True, False) 
 
## Console 
## 
## See http://docs.python.org/library/ 
logging.handlers.html#streamhandler 
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## 
## 
##[handler_console] 
##class=StreamHandler 
##level=NOTSET 
##formatter=console 
##args=(sys.stdout,) 
 
 
########################## String Formatters 
## 
## These must be uncommented if used by a handler above. 
## 
## See the very bottom of http://docs.python.org/library/ 
logging.config.html 
## 
## 
 
##[formatter_syslog] 
##format=zenoss[%(process)d]: %(message)s 
 
 
[formatter_file] 
format=%(asctime)s %(message)s 
datefmt=%Y-%m-%d %H:%M:%S 
 
 
##[formatter_console] 
##format=Audit: %(asctime)s %(message)s 
##datefmt=%H:%M:%S 
 

 

audit_log.conf ファイルの編集後、次のコマンドで Zope を再起動します。 
 

 

zenwebserver restart 
 

 

例 
 

有効になっている間、コンフィギュレーション ファイルで指定したとおりにユーザ アクションが追跡されます。 
 

例 1 
 

 

Sep 12 12:55:10 zenoss[8432] user=hsolo action=SetDeviceClass 
kind=Device device=/Devices/Server/Linux/devices/emailsrv05 
deviceclass=/Devices/Server/SSH/Linux 

 
 

この例では、ユーザ hsolo がデバイス クラス /Server/Linux から /Server/SSH/Linux にデバイス「emailsrv05」を
移動しました。 

 
例 2 

 
 

Sep 12 12:57:19 zenoss[8432] user=lskywalker action=Edit 
kind=ThresholdClass maxval=100 minval=0 old_minval=-100 
thresholdclass="/Devices/Server/Linux/rrdTemplates/Device/thresholds/

 CPU pct" 
 

 

この例ではユーザ lskywalker が、しきい値「CPU pct」の値を編集して、最大値 100 を追加し、最小値を -100 から 
0 に変更しました。 
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ファイル コンテンツの検索 
 

集中ログ ツールまたは Grep を使用して、コンフィギュレーション ファイルの内容を解析できます。たとえば、

Splunk を使用して「device=*/localhost」を検索すると、デバイス クラス内の localhost という名前のマシン上での

アクションが検出されます。「action=Add kind=User | table user username」を検索すると、新しいユーザとどの

ユーザがそれらを追加したかを示すテーブルが作成されます。 
 

ユーティリティ 
 

zensendaudit ユーティリティでは、カスタム メッセージを記録することができます。次に例を示します。 
 

 

zensendaudit Hello world. 
 

 

上記のメッセージは下記の出力を生成します。 
 

 

Message sent: Hello world. 
 

 

さらに、設定された syslog またはファイルにこのメッセージを記録します。 
 

 

zenoss[9350]: user=admin type=ManualEntry comment="Hello world." 
 

 

デバッグ ロギング 
 

パフォーマンスが算出済みのすべてのデータソースに対してデバッグ ロギングが有効になっていると、UCS ドメ
インは多数のログを生成します。ただし、これは特定のデータソースをデバッグする場合には十分ではありませ

ん。NaN 値を表示しているグラフを効率的に診断するために、そのグラフの作成に関与する各データソースを

デバッグする必要があります。 
 

デバッグ ロギングをデバイス レベルで有効にするには、次の手順を実行します。 
 

1 [Navigation] メニューから、[Infrastructure] を選択します。[Devices] ページが表示されます。 
2 デバッグ ロギングを有効にするデバイスを選択します。そのデバイスの [Overview] ページが表示されます。 
3 [Action] メニューをクリックし、[Debug Datasources] を選択します。 

 

 
4 [Debug Datasources] ダイアログで、[OK] をクリックします。 
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サポート バンドル 
 

Cisco UCS Performance Manager システムの問題についてシスコ サポートに連絡すると、技術者が問題を解決

するために、サポート バンドルまたは serviced および docker ログ（あるいはその両方）を送信するよう求められ

る場合があります。これらのサポート バンドルには、サポート チームにとって重要なログとシステム情報が含ま

れています。 
 
サポート バンドルの作成 

システムの問題をトラブルシューティングするために、シスコ サポートにサポート バンドルを送信するよう求めら

れる場合があります。このサポート バンドルには、サポート チームが問題を解決するために必要なログとシステ

ム ステータスが含まれています。 

サポート バンドルを作成するには、次の手順を実行します。 
 

1 管理者として、[Advanced] > [Support] に移動します。[Support Bundles] ウィンドウが表示されます。 
2 [Add] をクリックします。ウィンドウを閉じた後もサポート バンドルが収集され続けることを示すウィンドウが表

示されます。 
3 [OK] をクリックします。[Create Support Bundle] ウィンドウが表示されます。[Close] をクリックします。引き続き

サポート バンドルが収集されます。ジョブ ログで進行状況をモニタできます。この間もシステムを引き続き使

用できます。 
 

図 69：[Create Support Bundle] ウィンドウ 
 

 
4 完了したサポート バンドルが [Support Bundles] ウィンドウに表示されたら、その行をクリックし、[Download] を

クリックしてサポート バンドルの .zip ファイルをブラウザのダウンロード フォルダに送信します。 
 

図 70：[Support Bundles] ウィンドウ 
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サポート バンドルの削除 
トラブルシューティングに不要になった古いサポート バンドルを削除して、ときどきシステムをクリーンアップする

必要があります。 

サポート バンドルをシステムから削除するには、次の手順を実行します。 
 

1 管理者として、[Advanced] > [Support] に移動します。[Support Bundles] ウィンドウが表示されます。 
2 削除するサポート バンドルの行をクリックします。[Delete] をクリックした後は確認ウィンドウが表示されないた

め、削除が必要なバンドルを選択していることを確認します。 
3 選択を確認したら、[Delete] をクリックします。選択したバンドルがシステムから削除されます。 

 
serviced および docker ログの収集 

serviced ログと docker ログはサポート バンドル プロセスでは収集できないため、問題のトラブルシューティング

を行うためにこれらのログを個別に収集する必要が生じる場合があります。 

システムから serviced ログを取得するには、次の手順を実行します。 
 

1 ハイパーバイザを介して Cisco UCS Performance Manager 仮想マシンのコンソール インターフェイスにアクセ

スします。 
 

図 71：ログイン プロンプト 
 

 
2 コンソール ウィンドウで、root ユーザとしてログインします。 
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図 72：[Application Administration] メニュー 
 

 
3 root としてコマンドライン セッションを開始します。 

a. [Application Administration] メニューで、下矢印キーを使用して [Root Shell] を選択します。 

b. Tab キーを押して [Run] を選択し、Return キーを押します。 
次の例のようなコマンド プロンプトでメニューが置き換えられます。 

 
 

[root@ucspm-master ~]# 
 

4 次のコマンドを実行して、/tmp ディレクトリに serviced.log ファイルを作成します。 
 

 

journalctl -u serviced -o cat > /tmp/serviced.log 
 

5 次のコマンドを実行して、/tmp ディレクトリに docker.log ファイルを作成します。 
 

 

journalctl -u docker -o cat > /tmp/docker.log 
 

 

ポートレット権限の設定 
 

権限を設定することで、どのユーザがポートレットを参照し、操作できるかが決まります。権限を設定することで、

各ポートレットにアクセスできる Zope Access Control List（ACL）が制限されます。 
 

ポートレットの権限を正常に設定するには、ユーザに特定の Cisco UCS Performance Manager のロールを割り当

てる必要があります。（ユーザ編集ページの [Advanced] > [Settings] からロールを割り当てます。）各ユーザ ロー

ルは 1 つ以上の Zope ACL 権限にマッピングされます。これにより、ある権限レベルが参照できるポートレットを

制限できます。 
 

ユーザ固有のポートレット権限は、Zope ACL 権限によって定義される部分と、ユーザに割り当てられたロール

によって定義される部分があります。 
 
ACL へのユーザ ロールのマッピング 

 
次の表は、ユーザ ロールがどのように ACL にマッピングされるかを示します。 
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ユーザ ロール ACL 権限 

ZenUser、ZenOperator ZenCommon、View 

ZenManager、Manager ZenCommon、View、Manage DMD 

No Role、Administered Objs ZenCommon 
 

 

バックアップと復元 
 

場合によっては、Cisco UCS Performance Manager のインスタンスから設定情報とデータをバックアップして、後

でそのインスタンスを復元できます。定期的にバックアップを行って履歴アーカイブを生成したり、また、まれで

はありますが、データをインスタンス間で移動したり、テストやフェールオーバー用にインスタンスを複製するた

めにバックアップすることが可能です。 
 

バックアップ プロセスではすべてのサービスとデータの状態が .tgz ファイルに保存され、そのクラスタに復元

したり、類似のクラスタに複製したりできます。 
 

（注） バックアップは、次に示す手順を使用して Cisco UCS Performance Manager インスタンスで実行する必

要があります。vSphere 環境で提供されるバックアップおよび復元機能をこれらの手順の代わりに使用しないで

ください。 
 

 

Cisco UCS Performance Manager のバックアップ 
 

Cisco UCS Performance Manager をバックアップするには、次の手順を実行します。 
 

1 Control Center ブラウザ インターフェイスにログインします。 
 

 
2 [Backup / Restore] タブをクリックします。[Backup / Restore] ページが表示されます。 
3 [Create Backup] をクリックします。[Create Backup] を再度クリックして選択を確定するように求められます。 
4 バックアップが完了すると、.tgz ファイルのパスが表示されます。 
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バックアップのスケジュール 

cron を使用して、Cisco UCS Performance Manager のバックアップを定義済みの間隔でスケジュールできます。

この手順は任意です。Control Center のインターフェイスを使用して、いつでもオンデマンド バックアップを実行

できます。 

cron を使用してバックアップをスケジュールするには、次の手順を実行します。 
 

1 Control Center のマスター ホストに sudo 権限を持つユーザとしてログインします。 
2 バックアップを実行するように cron をスケジュールします。 

 
 

/etc/crontab 
 

3 crontab に行を追加して、時間およびバックアップを行うために実行するコマンドを定義します。次に例を

示します。 
 

 

0 2 1 * * root serviced backup /opt/serviced/var/backups 
 

 

この例では、毎月 1 日の午前 2 時に serviced backup コマンドが root ユーザとして実行され、

バックアップ ファイルが /opt/serviced/var/backups ディレクトリに格納されます。バックアップの

ニーズに合わせてこの例をカスタマイズしてください。 
 

（注） crontab エントリの形式は次のとおりです。minute hour day_of_month month 
day_of_week user command 

 

 
バックアップからの Cisco UCS Performance Manager の復元 

任意のバックアップ .tgz ファイルから Cisco UCS Performance Manager インスタンスを復元できます。同様に設

定された新しいクラスタにバックアップ .tgz ファイルを復元して、テストまたはフェールオーバー用として類似

のクラスタにインスタンスを複製することもできます。 
 

1 Control Center ブラウザ インターフェイスにログインします。 
 

 
2 [Applications] テーブルで、変更する Cisco UCS Performance Manager インスタンスの名前を特定します。 
3 インスタンスを停止し、サブサービスが停止していることを確認します。 

a [Applications] テーブルの [Actions] カラムで、[Stop] をクリックします。 
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b [Stop Services] ダイアログで、[Stop Services] をクリックします。 
c [Applications] テーブルの [Applications] カラムで、停止したインスタンス名をクリックし、[Services] テーブ

ルまでスクロール ダウンしてすべてが停止していることを確認します。 
4 [Backup / Restore] タブをクリックします。バックアップ ファイルのリストが示された [Backup / Restore] ページ

が表示されます。 
 

 

5 Cisco UCS Performance Manager アプリケーションの復元に使用するバックアップ ファイルの横にある 
[Restore Backup] をクリックします。[Restore] をクリックして選択を確認するように求められます。 

 

 
6 復元が完了したら、[Applications] タブをクリックし、復元した Cisco UCS Performance Manager インスタンスの

横にある [Start] をクリックします。 
 

Job Manager の操作 
 

Job Manager は、ネットワークの検出やデバイスの追加などのバックグラウンド タスクを実行します。これらのタス

クのいずれかを実行するようにシステムに要求すると、システムはキューにジョブを追加します。ジョブは 
zenjobs デーモンによって実行されます。 

 
すべてのアクションが Job Manager で実行されるわけではありません。フォアグラウンドで自動的に実行されるジョ

ブもあります。デバイスの移動など、その他のジョブはユーザ インターフェイスの各種設定によって異なります。 
 

フォアグラウンドでジョブを実行する際は、アクションが完了するまで現在のページから移動しないでください。 
 
Job Manager の表示 

 
Job Manager にアクセスするには、次の手順を実行します。 

1 [Navigation] メニューから、[Advanced] を選択します。 

[Settings] ページが表示されます。 
2 メニューから、[Jobs] を選択します。 
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図 73：Job Manager 
 

 
 

ジョブのリストが表示され、現在システムにあるすべてのジョブに関する情報が示されます。 

■ [Status]：現在のジョブ ステータスを示します。[Status] のオプションは、[Pending]（zenjobs が稼働を開始す

るまで待機）、[Running]、[Succeeded]、および [Failed] です。 
■ [Description]：ジョブの説明です。 
■ [Scheduled]：ジョブの開始がスケジュールされた場合に表示されます。 
■ [Started] / [Finished]：ジョブが実行された期間に関する情報を提供します。 
■ [Created By]：ジョブを作成したユーザ。 

 
ページの下部に、リストで選択されたジョブのジョブ ログが表示されます。ここでジョブの情報を確認できます。

またログ ファイルを表示することでも確認できます。 
 
ジョブの停止と削除 

 
ジョブを停止するには、リストでジョブを選択し、[Abort] をクリックします。zenjobs デーモンは、ジョブを実行し

ません。 

システムからジョブを削除するには、ジョブを選択し、[Delete] をクリックします。 
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ホスト名の変更 
 

Cisco UCS Performance Manager サーバのホスト名を変更する場合は、zenhub および zenjobs デーモンを

再起動する前に、キューをクリアして再構築する必要があります。 
 

この問題を回避するには、次のコマンドを発行します（しかし再起動時にキューに入っていたデータは失われ

ます）。 
 

 

export VHOST="/zenoss" 
export USER="zenoss" 
export PASS="zenoss" 
rabbitmqctl stop_app 
rabbitmqctl reset 
rabbitmqctl start_app 
rabbitmqctl add_vhost "$VHOST" 
rabbitmqctl add_user "$USER" "$PASS" 
rabbitmqctl set_permissions -p "$VHOST" "$USER" '.*''.*''.*' 
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用語一覧 
集約プール 

 

複数の物理ネットワーク インターフェイスを論理的に統合することで、一般的にはポート チャネルとして知られ

ています。たとえば、Per Chassis Ethernet Pool にはすべてのシャーシからすべてのファブリック インターコネクト

へのすべてのリンクが含まれ、シャーシ帯域幅のバランスの比較に使用されます。他の例については、

CiscoUCS デバイスの集約プール コンポーネントの項を参照してください。 
 

使用帯域幅 
 

集約プール、ポート、ファブリック インターコネクト、FEX などで使用される帯域幅の総量。 
 

コンポーネント 
 

デバイスに付属のオブジェクト。コンポーネントには、インターフェイス、OS プロセス、ファイル システム、CPU、

ハード ドライブが含まれます。 
 

データ ポイント 
 

データ ソースから返されるデータ。多くの場合、（SNMP などの）1 つのデータ ソースのデータ ポイントは 1 つだ

けです。ただし、1 つのデータ ソースにデータ ポイントが複数ある場合もあります（コマンドによって複数の変数

が出力される場合など）。 
 

データ ソース 
 

モニタリング情報の収集に使用する方式。データ ソースの例には、SNMP OID、SSH コマンド、perfmon パスな

どがあります。 
 

デバイス 
 

システムのプライマリ モニタリング オブジェクト。通常、デバイスは、ハードウェアとオペレーティング システムの

組み合わせです。 
 

デバイス クラス 
 

システムがモニタリング テンプレートを使用してデバイスをモデル化しモニタする方法を管理するために使用さ

れるオーガナイザの特別なタイプ。 
 

ディスカバリ 
 

Cisco UCS Performance Manager がインフラストラクチャのデバイスに関する詳細情報を収集するプロセス。検出

結果はモデルへの入力に使用されます。 
 

イベント 
 

システム内の重要な発生現象。イベントは内部（しきい値を超えたときなど）または外部（Syslog メッセージまたは 
SNMP トラップを介してなど）で生成されます。 
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イベント クラス 
 

イベント ルールを編成するために使用される分類システム。 
 

イベント ルール 
 

イベントがシステムに入ったときにイベントがどのように処理されるかを制御します（たとえば、イベントの重大度

の変更など）。 
 

グラフ 
 

1 つもしくは複数のデータ ポイント、しきい値、またはその両方を表示します。 
 

ヘッドルーム 
 

集約プール、ポート、ファブリック インターコネクト（FI）、FEX などの未使用の帯域幅。たとえば、シャーシと FI 
間の 4 つのポートを含む集約プールに 40 GB の容量があり、そのプールの帯域幅の使用量が 25 GB の場合、

ヘッドルームは 15 GB です。 
 

統合インフラストラクチャ 
 

コンピューティング、ストレージ、ネットワーキング、および仮想化コンポーネントのバンドル。ほとんどの統合イン

フラストラクチャはベンダーからまとめて購入します。 

■ NetApp FlexPod 
■ VCE Vblock 
■ EMC VSPEX 

 
これらすべてには、共通のコンピューティング要素として UCS が、ネットワーキング コンポーネントとして Nexus 
が、仮想化として VMware があります。 

 

管理対象リソース 
 

IT 環境のサーバ、ネットワーク、仮想マシンなどのデバイス。 
 

モデル 
 

IT インフラストラクチャの表現。モデルはシステムに「機能していないもの」とそれをモニタする方法を伝えます。 
 

モニタリング テンプレート 
 

デバイスまたはデバイス コンポーネントでモニタするものの説明。モニタリング テンプレートは、データ ソース、

データ ポイント、しきい値、およびグラフという 4 つの主要要素で構成されます。 
 

通知 
 

特定のイベントが発生したときに、システム ユーザまたはグループに電子メールまたはページを送信します。 
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オーガナイザ 
 

アプリケーション内のグループをまとめるため使用される階層システム。Cisco UCS Performance Manager には、

システム設定を制御するクラスである特別なオーガナイザも含まれています。 
 

不均衡 
 

帯域幅の使用が集約プールのポート間で大きく異なることを示します。これは通常の場合、サービス プロファイ

ルをシャーシから別のシャーシに移動させるなど、再構成によって修正できます。 
 

リソース コンポーネント 
 

IT 環境のインターフェイス、サービスとプロセス、およびインストールされたソフトウェア。 
 

サービス プロファイル 
 

サービス プロファイルは、サーバとその LAN および SAN ネットワーク接続のソフトウェア定義です。つまり、

サービス プロファイルは、単一のサーバとそのストレージおよびネットワークの特性を定義します。 
 

しきい値 
 

データ ポイントが超えてはならない値を定義します。しきい値に到達すると、システムはイベントを生成します。

通常、しきい値イベントは /Capacity イベント クラスを使用します。 
 

トリガー 
 

通知の送信方法と送信時期を決定します。最低 1 つの条件から成るルールを指定します。 
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