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Cisco UCS Performance Manager ユーザ ガイド 

はじめに 
『Cisco UCS Performance Manager Getting Started Guide』では、次を使用して基本的なタスクを実行する場合の詳細

を提供します。 

■ Cisco UCS Performance Manager Express 
■ Cisco UCS Performance Manager 

 
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』 

インストール直後の稼働中のシステムに関する手順につ

いて説明します。 
『Cisco UCS Performance Manager Administration 
Guide』 

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 ユーザ ガイ
ド』 

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 へのデータ移行の詳細情報と手順を提供

します。 
『Cisco UCS Performance Manager Release Notes』 公開されているマニュアル セットではまだ提供されていな

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、

HTML ドキュメント内のフィードバック フォームよりご連絡ください。ご協力をよろしくお願いいたします。 
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はじめに  

はじめに  
Cisco UCS Performance Manager には Web ベースのグラフィカルなインターフェイスが用意されており、Cisco 
UCS インフラストラクチャを可視化およびモニタするのに役立ちます。物理と論理の両方のコンポーネント、

ネットワーク相互接続、およびネットワーク パフォーマンスなどに関して以下の情報を含めた現在の問題と将

来の潜在的な問題について警告します。 

■ アップストリームの依存関係を含む、個別のコンポーネント間のユニファイド ファブリック接続 
■ さまざまなレベルのインフラストラクチャ階層間の帯域幅の使用率と残存容量 
■ 物理ポート トポロジ 
■ 集約プール（ポート チャネル） 
■ サービス プロファイル 
■ 組織 
■ IO モジュール 
■ ファブリック エクステンダ 
■ シャーシ 
■ ブレードおよびラック サーバ 

 
Cisco UCS Performance Manager が収集および整理する幅広いデータは、インフラストラクチャ全体のさまざま

な状態の特定および診断に役立つため、可能性のあるソリューションを調査する能力が向上します。 
これらの状況には次のものが含まれますが、これに限定されるわけではありません。 

■ リソースのオーバーサブスクリプション 
■ パフォーマンスの劣るコンポーネント 
■ 不均衡なポート チャネル コンポーネント 
■ 接続の問題 
■ 過負荷状況 
■ 輻輳の原因 
■ コンポーネントの設定ミス 
■ 障害のあるコンポーネントまたは不正にプロビジョニングされたコンポーネント 

 
Cisco UCS Performance Manager で利用可能なさまざまな種類のビューポイント、グラフ、およびレポートを使用

することで、インフラストラクチャ全体の健全性をすばやく評価できます。必要に応じて、注意の必要な特定の

コンポーネントをドリルダウンできます。 
 

たとえば、ダッシュボード、トポロジ、および動的ビューは、インフラストラクチャのサマリとステータスを表示します。 

1 
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ほとんどのページとビューには、システム イベントに基づいて色分けされたインジケータとカウント数が含まれ

ます。これらのインジケータは、ステータス全体の情報の「概要」を示します。イベント通知の重大度は以下の

色で示されます。 

■ 赤：クリティカル 
■ 橙：エラー 
■ 黄：警告 
■ 青：情報 

 
ステータス インジケータはイベントの重大度を示すように見やすく分かりやすいものになっています。次に、

[Device ] ビューのステータス インジケータの例を示します。 
 

図 1：ステータス インジケータ付きデバイス テーブル 
 

 
 

図 2：ステータス インジケータ付きデバイス ナビゲーション 
 

 
 

インフラストラクチャのすべての物理的および論理的コンポーネントに対して、パフォーマンスと使用率の分析

に役立つ表やグラフの情報が表示されます。情報はコンポーネントによって異なりますが、通常は使用率と容

量の情報が含まれ、さらには予測される枯渇日と使用の近似曲線も含まれます。 
 
設定済みレポートには、表形式とグラフ形式の両方で現在および過去の使用率とパフォーマンスの情報が表

示されます。レポートの設定オプションを使用すると、レポートの内容を変更できます。このため、データをカス

タマイズすることで、レポート データから有益な情報が得られます。 
 
この章では、Cisco UCS Performance Manager のビュー、グラフ、およびレポートについて簡単に説明します。

これらの機能の詳細については、『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』を参照してください。 
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ダッシュボード 
 

 

Cisco UCS Performance Manager にログインすると、ダッシュボードが最初に表示されます。ダッシュボードには、

インフラストラクチャの特定の領域を簡単に表示する個別のポートレットがあります。始めは、デフォルトのポー

トレットがいくつか用意されていますが、詳細にカスタマイズすることができます。ダッシュボードとポートレット

のコントロールを使用すると、必要に応じてポートレットを追加または削除できます。また、[Dashboard] プルダ

ウン メニューを使用すると、さまざまなダッシュボードを切り替えることができます。ダッシュボードは個々の

ユーザに固有のため、各ユーザが 1 つ以上のカスタマイズ ダッシュボードを独自に定義できます。 
 

図 3：ダッシュボード 
 

 
以下のポートレットは、Cisco UCS 統合インフラストラクチャに固有の情報を示します。 

■ ドメインの概要 
■ ファブリック エクステンダ容量 
■ 統合インフラストラクチャ 
■ サービス プロファイル 
■ UCS インベントリ 
■ UCS PM の紹介 

 
以下は追加ポートレットです（これだけではありません）。 

■ シャーシ容量 
■ ネットワーク容量 
■ サーバ容量 
■ ストレージ容量 
ダッシュボードに新しいポートレットを追加する場合、利用可能なポートレットの完全なリストが表示されます。 
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ダッシュボードへのポートレットの追加 
 

ダッシュボードにポートレットを追加するには、次の手順を実行します。 
 

1 ダッシュボードの右上隅にある [+] ボタンをクリックし、[Add Portlet] を選択します。 
[Add Portlet] ダイアログが表示されます。 

 
図 4：Add Portlet 

 

 
2 [Add Portlet] ダイアログで、ドロップダウン メニューをクリックし、ポートレット名を選択します。 
3 ポートレットの設定オプションを変更します。 
4 [Add] をクリックします。 

ポートレットがダッシュボードに追加されます。 
5 ダッシュボードの別の領域にポートレットを移動するには、ポートレットを新しい場所にドラッグ アンド ドロッ

プします。 
 

ダッシュボードのカスタマイズ方法または複数のダッシュボードの作成方法については、『Cisco UCS 
Performance Manager Administration Guide』を参照してください。 

 
トポロジ ビュー 

 
[Topology] ビューは、UCS ドメインとその物理ネットワーク接続の詳細なアーキテクチャを表示します。たとえ

ば、ファブリック インターコネクトからサウスバウンドのシャーシ、ファブリック エクステンダ、ラック サーバにネッ

トワーク接続されたコンポーネントを表示できます。ファブリック インターコネクトのノースバウンドとして、LAN 
と SAN のクラウドがあります。 

 
このビューの左上隅にはすべてのドメインのイベント情報が表示され、[Device] パネルには各ドメインのイベン

ト情報がリスト表示されます。また、[Topology] ビューでは、左下隅に配置されたゲージで全体的な帯域幅と

ポート使用率を表示し、コンポーネント別のイベント情報も表示されます。 
 

[Topology] ビュー上の各コンポーネント、物理的な接続ライン、イベントをクリックすると、詳細な情報が表示さ

れます。 
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図 5：[Topology] ビュー 
 

 
 

[Topology] ビューを起動するには、次の手順を実行します。 

■ [Dashboard] > [Topology] に移動します。 
■ [Infrastructure] > [Devices] に移動し、デバイスを選択して、左側のナビゲーション パネルの [Topology] を

クリックします。 

[Topology] ビューを操作するには、次の手順を実行します。 

■ ネットワーク接続、コンポーネント、またはイベント通知アイコンをクリックすると、その項目の詳細情報が表

示されます。 
■ 右下隅のミニマップを使用して図の周辺に移動し、[+] と [-] コントロールをクリックしてズームインまたは

ズームアウトを行います。 
■ [All Domains] イベント バーをクリックし、イベント コンソールに移動します。 

 
トポロジ レベルのステータス 
 

[Topology] ビューのステータス インジケータには、コンポーネント間で色分けされたネットワーク接続ラインが

含まれます。たとえば、2 つのコンポーネント間の接続ラインが黄色の場合は、その接続で発生した警告イベ

ントを示しています。コンポーネントの横で色分けされたイベント アイコンは、そのコンポーネントで発生したイ

ベントを示します。 
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図 6：[Topology] ビュー：重要なイベント接続 
 

 
 

オブジェクトまたは接続をクリックすると、コンポーネントとそのコンポーネントの接続に関する詳細情報が表示

されます。たとえば、LAN アップリンクとファブリック インターコネクト コンポーネント間の接続ラインをクリックす

ると、ファブリック インターコネクトの [Usage]、[Events]、[Port Mappings]、および [Dependencies] に関する情報

が表示されます。 

10 
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図 7：イーサネット ポート ダイアログ 
 

 
 

[Projected Values] には、30、60、および 90 日後の予測帯域幅が表示されます。 
 
[Topology] ビューを使用したアップリンク接続の検出 

この手順では、[Topology] ビューを使用してファブリック インターコネクトのアップリンクを検出する方法の例

を示します。このビューから、スロット番号やポート番号に至るまで、物理接続に関する詳細情報を簡単に取

得できます。これは、ネットワーク接続のパフォーマンス低下のトラブルシューティング時に役立ちます。 
 

ファブリック インターコネクトから LAN クラウドのネットワーク アップリンク ポートを表示するには、次の手順を

実行します。 
 

1 [Dashboard] > [Topology] をクリックします。 
最初の UCS ドメインのトポロジが表示されます。 

2 ファブリック インターコネクト デバイスと LAN クラウド間のネットワーク接続ラインをクリックします。Express 
ライセンスを持っている場合は、別のネットワーク接続ラインをクリックします。 
接続ウィンドウには、[Usage]、[Events]、[Port Mappings]、および [Dependencies] のタブが表示されます。 

3 [Port Mappings] タブをクリックします。 
このネットワーク リンクの物理ポート接続がすべて表示されます。 
 
図 8：ファブリック インターコネクト アップリンクの [Port Mappings] 
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この例では、[Port A] 列にファブリック インターコネクトのネットワーク アップリンク ポート、[Port B] にアッ

プリンクの接続先である LAN スイッチとポートが表示されています。 
 

これらのポート マッピングは、LAN スイッチの Cisco Discovery Protocol（CDP）情報と、UCS Manager で検

出される UCS ID を関連付けることで検出されます。 
 

イベント 
 

 

デバイスの障害、ステータス イベント、およびパフォーマンスしきい値イベントなど、システム全体のイベント

をすべて表示するには、[Event Console] を使用します。 
 

[Event Console] にアクセスするには、次の手順を実行します。 

■ 上部ナビゲーション バーで [Events] をクリックします。 
■ 特定のデバイスまたはコンポーネントのページで、左側のナビゲーションから [Events] をクリックします。 
■ 「色分けされたイベント」のように視覚化されたイベント通知をクリックします。 

 

 
 

図 9：Events Console 
 

 
 

（注） Cisco UCS Performance Manager に UCS インフラストラクチャを追加した後、多数のしきい値関連イ

ベントが [Events Console] に表示される場合があります。これは、Cisco UCS Performance Manager のデフォ

ルトのしきい値と UCS の設定が正しく合っていないことによるものと考えられます。これらのしきい値を調整し

て、特定の UCS 環境をより表示および把握しやすくできます。しきい値を調整する方法の詳細については、

『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』の「Thresholds」の項を参照してください。 
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[Events Console] の操作 
 

[Events Console] には、すばやく効果的な方法でイベントに関連した一般的なタスクを実行できるようにする、

複数のボタンとメニュー、1 つのツールバーがあります。 
 

イベント テーブルを使用するには、次のヒントに従ってください。 

■ イベントの詳細を表示するには、イベントの行（[Resource]、[Component]、または [Event Class] のハイパー

リンクではない）をダブルクリックします。 
■ 複数のイベントを選択するには、Ctrl を押してクリック、Shift を押してクリック、または [Select] > [All] をク

リックします。 
■ ソート順を変更するには、列の見出しをクリックするか、各列の見出しの下にあるフィルタ テキスト ボックス

に値を入力します。 

■ すべての文字列または文字列の一部を入力します。必要に応じて、その列の値にワイルドカード（*）
を含めます。 

■ 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。 

■ [First Seen] 列および [Last Seen] 列で日付選択ツールをクリックします。 
■ [Count] 列と一致する値を次のように入力します。 

■ 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。 
■ 列の順序を並べ替えるには、列の見出しをクリックして新しい場所にドラッグします。 
■ イベントを手動で更新または新しい更新サイクルを選択するには、[Refresh] をクリックします。 
■ 表示情報を CSV または XML 形式で保存するには、[Export] をクリックします。 
■ イベント テーブルをカスタマイズするには、[Configure] メニューからオプションを選択します。 
■ 選択したリソース行で管理操作を実行するには、[Actions] および [Commands] メニューを使用します。 

 
[Event Archive] ページ、[Event Classes] ページ、および [Triggers] ページの使用方法の詳細については、

『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』を参照してください。 
 
イベント ツールバーの使用 

 
イベントの管理をサポートするために、[Event Console] ツールバーには次の機能があります。 

 
図 10：[Event Console] ツールバー 

 

 
対応するツールバーのボタンをクリックして、次のアクションを実行します。 

■ イベントを確認します。 
■ イベントを閉じます。 
■ 特定のイベント クラスにイベントをマップします。 
■ イベント ステータスを [New] に変更します。 
■ イベントにログを追加します。 
■ 特定の条件をテストできるようにシミュレートされたイベントを追加（作成）します。 
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インフラストラクチャ 
 

 

Cisco UCS Performance Manager を使用する場合、特に [Infrastructure] ページでは、次の用語を把握しておく

必要があります。 

■ 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。 
■ 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。 
■ 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されます。 

■ NetApp FlexPod 
■ VCE Vblock 
■ EMC VSPEX 

 
これらすべてに、共通のコンピューティング要素として UCS があり、ネットワーキング コンポーネントとして 
Nexus があり、仮想化として VMware があります。 

■ 管理対象リソース、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。 
 
[Infrastructure] ページの使用 

 
[Infrastructure] ページにアクセスするには、ページ上部のナビゲーション バーで [Infrastructure] をクリックします。 

 
[Infrastructure] ページには複数のコントロールとメニューがあり、デバイスの検索、表示、および管理に役立ち

ます。次の図で、いくつかのツールについて説明します。 
 

図 11：[Infrastructure] ページ 
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複数のデバイスを使用するには、次の手順を実行します。 

■ テーブル内の行を 1 つ以上選択します（[Device Name] または [Device Class] のハイパーリンクをクリックし

ない）。 
 

ハイパーリンクをクリックすると、対応するページが表示されます。前のページに戻るには、ブラウザの戻る

ボタンまたは [Infrastructure] をクリックします。 
単一のデバイスを使用するには、次の手順を実行します。 

■ デバイスのハイパーリンク名をクリックします。 
これにより、デバイスの [Overview] ページが開き、デバイスの詳細情報が表示され、さまざまなビュー、グラフ、

およびデバイスの個別のコンポーネントへのアクセスが提供されます。詳細については、15 ページの「デバイ
スとコンポーネントの使用」を参照してください。 

 
IT インフラストラクチャの検出 

 
[Infrastructure] ページ左側のナビゲーションは [Devices] パネルと呼ばれ、次のデバイス クラスにアクセスした

り、グループを整理したりできます。 

■ Devices 
■ Host Groups 
■ Integrated Infrastructure 
■ Component Groups 

 
ページ左側の [Devices] パネルを使用すると、デバイス クラスまたはグループをドリルダウンし、特定のデバイ

ス、「共通」デバイスやコンポーネントのグループ、または「バンドル」インフラストラクチャ グループを簡単に特

定できます。または、[Devices] パネル上部の検索フィールドまたは列の見出しの下に配置された検索フィー

ルドにテキスト文字列を入力できます。 
 

[Host Groups]、[Integrated Infrastructure]、および [Component Groups] は、組織に適した論理グループのイン

フラストラクチャを管理するのに役立ちます。詳細については、24 ページの「ホスト グループの使用」、24 ペー

ジの「統合インフラストラクチャの操作」、および 27 ページの「コンポーネント グループの管理」を参照してくだ

さい。 
 
デバイスとコンポーネントの使用 

次の手順では、デバイスの使用からコンポーネントの使用に移行する方法とそれに応じた詳細情報を検索す

る方法について説明します。 

以下のために次の手順を実行します。 

■ 特定のデバイスの詳細情報を取得します。 
■ [Bandwidth Usage]、[Dependency View]、および他の関連のビューなど、デバイスのさまざまなビューにアク

セスします。 
■ デバイスのコンポーネントにアクセスします。 
■ コンポーネントの詳細情報を取得します。 

 
1 [Infrastructure] ページに移動し、[Device] 列の下にあるデバイスのハイパーリンク名をクリックします。 

ページ右側の [Overview] にデバイスの他の詳細が表示されます。これらのフィールドの一部は編集可能

です。 
 

左側のナビゲーション パネルでは、デバイス、[Events]、[Components] の展開リスト、[Graphs]、
[Component Graphs]、[Custom Properties]、[Device Administration]、および [Monitoring Templates] のさま

ざまなビューにアクセスできます。 
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図 12：[Overview] ページ 
 

 
2 たとえば、[Dynamic View] などのビューを選択します。 

ページの右側がこのデバイスの [Dynamic View] で更新されます。左側のナビゲーションは引き続き表示さ

れるため、現在のビューの変更、コンポーネントの選択、または別のオプションの選択を行うことができます。 
3 左側のナビゲーションから、表示する [Component] を選択します。 

コンポーネントのページが表示されます。 
 

ページ上部には、選択したタイプのコンポーネントのリストが表示されます。 
 

ページ下部には、ページ上部で選択したコンポーネントのグラフが表示されます。コンポーネントのグラフ

が利用できない場合は、「No Graph Data」と表示されます。 
4 ページの下半分の情報を変更するには、[Display] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。 
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図 13：[Component] ページ 
 

 
ページ下部には対応する内容が表示されます。 

 
デバイス インフラストラクチャのドリルダウン 

[Infrastructure] ページでデバイスを選択すると、左側のナビゲーションから特定のコンポーネント タイプをク

リックできます。特定のコンポーネントのインフラストラクチャをドリルダウンすると、重要な詳細情報が表示さ

れます。次に、ドリルダウンしてファブリック インターコネクトからサーバへ使用状況をフォロー バックする例を

示します。 
 

1 ファブリック インターコネクト レベルで使用率を表示するには、次の手順を実行します。 

a [Infrastructure] > [Devices] > [CiscoUCS] に移動し、UCS Manager デバイスを選択します。 
b [Fabric Interconnects] を選択します。 

最初のファブリック インターコネクトの [General information] および [Performance Graphs] がテーブル

内に表示されます。 
c 使用状況およびパフォーマンス情報を表示するには、[Performance Graphs] をスクロールします。 

2 [Display] > [Component Bandwidth Capacity] を選択します。 
ラック サーバ、ファブリック エクステンダ、シャーシのような接続コンポーネントの平均および最大の Rx と 
Tx が表示されます。 

 
図 14：[Component Bandwidth Capacity] テーブル 

 

 
3 過去の使用状況を確認するには、[Range] を [Last Hour]、[Day]、または [Week] に変更します。 
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図 15：[Range] ドロップダウン メニュー 
 

 
4 [Component Bandwidth Capacity] がまだ表示された状態で、シャーシの名前をクリックすると、使用率およ

び容量のグラフが表示されます。 
シャーシの情報および使用状況とパフォーマンスのグラフが表示されます。 

 
図 16：[Chassis] のテーブルとグラフ 

 

 
5 [Display] > [Blade Server Capacity] をクリックすると、最もビジーなサーバが表示されます。 

選択したシャーシのブレード サーバが表示されます。 
6 ブレード名をクリックをクリックすると、ブレード サーバのパフォーマンスと使用率の [Graphs] が表示されます。 

[Blade Servers] のテーブルおよびグラフが表示されます。 
7 [Display] > [Service Profile Capacity] を選択します。 

 
[Service Profile] がウィンドウ下部に表示され、Rx と Tx の平均使用率と最大使用率が表示されます。 
ウィンドウ上部に、[Service Profile] の製造元、モデル、CPU 数、およびスレッドとポートの数が表示されます。

動作ステータス、およびサーバがモニタまたはロックされているかが表示されます。 
 
グラフの使用 

 
Cisco UCS Performance Manager は、デバイスおよびコンポーネントの多くのグラフを表示します。グラフの内容

は、選択したデバイスまたはコンポーネントによって異なりますが、通常は管理対象リソースのデータ ポイント

が含まれています。コンポーネント グラフを表示する場合、個別のデータ ポイントまたはすべてのデータ ポイ

ントを同時に表示できます。特定のグラフについて、予測される枯渇日と近似曲線を表示できます。予測とス

ケジュールの詳細については、60 ページの「容量予測の使用」を参照してください。 
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デバイスのグラフを表示するには、次の手順を実行します。 

■ [Infrastructure] ページに移動して、デバイスを選択し、左側のナビゲーションから [Graphs] をクリックします。 

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。 

■ [Infrastructure] ページに移動して、デバイスを選択し、左側のナビゲーションから [Component Graphs] をク

リックします。 
■ デバイスの [Overview] ページで、左側のナビゲーションから [Dependency View] をクリックし、テーブル内の

行を選択して、選択したコンポーネントのグラフを表示します。 
 

図 17：[Dependency View] で利用可能なコンポーネント グラフ 
 

 
 

グラフを使用するには、次のグラフ ツールを使用します。 

■ グラフ ビューを時間に沿って進めたり、戻したりするには、[<]/[>] をクリックします。 
■ グラフに表示される時間範囲を狭くしたり、広くしたりするには、[Zoom In]/[Zoom Out] をクリックします。 
■ 定義済みの時間範囲を選択するには [Range] をクリックし、特定の開始日と終了日を入力するには 

[Custom] を選択します。 
■ 特定のデータ セットを強調表示するには、凡例の説明にマウスを重ねます。また、凡例の説明をクリックす

ると、表示を切り替えることができます。塗りつぶされた点はデータが表示されます。塗りつぶされていない

点はデータが非表示になります。 
■ コンポーネント グラフの場合、[All on Same Graph?] をクリックすると、グラフ上のすべてのすデータ ポイント

が同時に表示されます。 
■ グラフの右下隅に [Projections] が表示される場合は、情報アイコンにマウスを重ねると、予測される枯渇日

が表示されます。 
■ [Action] で利用可能なオプションを使用して、以下を実行します。 

■ グラフ定義の表示 
■ CSV でのグラフのエクスポート 
■ グラフの HTML リンクの取得 
■ 新しい独立したウィンドウによるグラフの展開 

 
グラフに近似曲線を追加する方法については、65 ページの「グラフへの近似曲線の追加」を参照してください。 
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[Dependency View] の使用 
 

[Dependency View] では、デバイスに依存するリソースと、デバイスが依存するリソースを表示できます。

[Dependency View] を表示できる場所はいくつかあります。 
 
■ デバイスの [Overview] ページ 

■ [Infrastructure] > [Devices] に移動し、デバイスを選択してデバイスの [Overview] ページを表示し、

[Devices] パネルから [Dependency View] をクリックします。 
■ デバイスの [Component] ページ 

■ 前述のデバイスの [Overview] ページに移動して、[Device] パネルの [Components] を展開し、対象のコ

ンポーネントを選択します。[Display] ドロップダウン リストから [Dependencies] を選択します。 
■ [Group Details] ページ（[Host Groups]、[Integrated Infrastructure]、および [Component Groups] を含む） 

■ [Infrastructure] > [Devices] に移動し、[Host Groups]、[Integrated Infrastructure]、および [Component 
Groups] からグループをクリックします。[Devices] パネル上部にある [Details] をクリックします。次に、

[Dependency View] をクリックします。 
 

[Dependency View] へどのように移動しても、機能は変わりません。次に、[Dependency View] の例を示します。 
 

図 18：Dependency View 
 

 
 

[Dependency View] を使用するには、次の手順を実行します。 

■ グループの内容を展開するには、グループ名の横にある [+] をクリックします。 
■ グループの内容を折り畳むには、グループ名の横にある [-] をクリックします。 
■ 情報のコピーを保存をするには、[Export] をクリックします。 
■ コンポーネントに依存するリソース（[Dependents]）からデバイス自身が依存するリソース（[Dependencies]）に

変更するには、[Dependents] と [Dependencies] をクリックします。 
 

 

（注） リソースに依存関係がない場合はメッセージが表示されます。 
 

 

■ 特定の使用率以上のコンポーネントを表示するには、[Utilization Filter] を使用します。デフォルト設定 0% 
で、すべての依存関係が表示されます。スライダを右に動かすと、使用率が上がります。スライダを動かす

と、ツールのヒントで現在の使用率が表示されます。スライダの動きに合わせて、依存関係のリストが変わり

ます。 
 

 

（注） 未処理のイベントを持つコンポーネントは、[Utilization Filter] 設定に関係なく自動的に表示されます。 
 

 

■ 現在表示されているグループのリストを変更するには、[Groups] をクリックします。未確認のグループは表

示されません。テーブルにグループを戻すには、グループ名のチェックボックスをオンにします。 
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■ すべてのグループを展開するには、テーブル上部にある [+] をクリックします。 
■ 未処理のグループをすべて折り畳むには、テーブル上部にある [-] をクリックします。 
 

[Dynamic View] の使用 
 

[Dynamic View] には、インフラストラクチャのアーキテクチャの概要と他のリソースとの関係が表示されます。ま

た、インフラストラクチャ階層のオブジェクトごとにイベント情報が表示されます。 
 

次のタイプのインフラストラクチャの [Dynamic View] にアクセスできます。 

■ サーバ デバイス（登録済み OS） 
■ 統合インフラストラクチャ 
■ vSphere の動的ビューを含むホスト グループ。 

[Dynamic View] にアクセスするには、次の手順を実行します。 

[Infrastructure] をクリックして、デバイス、統合インフラストラクチャ、またはホスト グループを選択し、左側のナ

ビゲーションから [Dynamic View] をクリックします。 
 

図 19：Dynamic View 
 

 
 

右上隅に配置されたコントロールを使用すると、観点の変更、イメージの保存、またはイメージの更新を行えます。 
 

図 20：[Dynamic View] のコントロール 
 

 
 

[Dynamic View] でオブジェクトをクリックすると、[Inspector] ダイアログにアクセスできます。このダイアログには、

[Events]、[Device Status]、[Production Station]、および [Location] があります。 
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図 21：Inspector 
 

 
 
[Bandwidth Usage] ビューの使用 

 
[Bandwidth Usage] ビューにアクセスするには、次の手順を実行します。 

■ [Infrastructure] をクリックし、デバイスを選択して [Overview] ページを表示します。左側のナビゲーションで、

[Bandwidth Usage] をクリックします。 
 

[Bandwidth Usage] ビューを使用すると、次のメトリックについて、帯域幅の使用状況と予測される枯渇日が表

示されます。 

■ 平均 Rx、平均 Tx 
■ 最大 Rx、最大 Tx 
■ 平均 LAN Tx、最大 LAN Tx 
■ 平均ストレージ Tx、最大ストレージ Tx 
■ 予測される Tx 日、予測される Rx 日：最大容量に到達するまでの日数を表示します。 

 
図 22：グラフを展開した [Bandwidth Usage] ビュー 
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図 23：グラフが折り畳まれた [Bandwidth Usage] ビュー 
 

 
 

このビューを使用するには、次の手順を実行します。 

■ サーバのデバイスとコンポーネントを表示するには、[Server] をクリックします。 
■ ネットワークのデバイスとコンポーネントを表示するには、[Network] をクリックします。 
■ 下位のインフラストラクチャにドリルダウンするには、リソース名の右側にある展開/折り畳みの矢印をクリッ

クします。 
 

 

（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。 
 

 

■ 水平方向のスクロール バーを右にスライドすると、他の列が表示されます。または、グラフ右上隅の展開/
折り畳みボタンをクリックすると、グラフの表示と非表示が切り替わります。 

■ 列の見出しの右側にある下矢印をクリックし、[Columns] を選択すると、テーブルに表示される見出しをカス

タマイズできます。 
■ [Time Range] ドロップダウン メニューをクリックすると、過去数時間、過去 6 時間、過去数日を選択できます。 

 
グラフを使用するには、次の使用上のヒントを参考にしてください。 

■ グラフ上部のデータ ソースにマウスを重ねると、グラフの情報が強調表示されます。 
■ グラフ上部のデータ ソースをクリックすると、グラフの情報の表示と非表示が切り替わります。 
■ グラフにマウスを重ねると、ある特定の時点の情報が表示されます。 
■ グラフが新しいタブの大きなビューでポップアップします。 
■ グラフのタイム ラインを変更するには、[Zoom in]、[Zoom Out]、[<]、および [>] をクリックします。 

 
モニタ対象インフラストラクチャの整理 

 
通常、IT 管理者は、数百または数千ものモニタ対象デバイスの管理を担当しています。また、各モニタ対象

デバイスには、数百の個別のコンポーネントが含まれることがあり、これもモニタする必要があります。すべての

リソースのイベントとステータス全体を追跡すると、すぐに膨大な作業となります。 
 

大量のデバイスとコンポーネントをモニタするタスクを簡単にするために、Cisco UCS Performance Manager で
は、体系化されたコンテナを使用してモニタするデバイスの健全性およびステータスを表示する総合的な

ビューが用意されています。次のようなグループがあります。 

■ ホスト グループ 
■ 統合インフラストラクチャ グループ 
■ コンポーネント グループ 
グループは、作成、整理、およびスキャンが簡単で、会社の組織、機能、または場所に基づいて設定できます。

次のセクションでは、グループの作成方法について説明し、グループを使用して健全性とパフォーマンスを関

する方法について例を示します。 
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ホスト グループの使用 
 

[Host Groups] では、Windows と Linux サーバまたは VM の論理グループを作成できます。[Host Groups] を
使用すると、デバイス グループのイベントをまとめて簡単に表示できます。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。たとえば、次の項目ごとにさまざまなホスト グループ設定できます。 
 
■ オペレーティング システムのタイプ 

 
たとえば、すべての Windows デバイス用のグループとすべての Linux デバイス用の別のグループを作成

できます。 
■ 所在地 

 
たとえば、オースティンのすべてのデバイスのグループとロンドンのすべてのデバイスの別のグループを作

成できます。 
■ 機能 

 
たとえば、財務部、マーケティング部、運用システム、テスト システムごとのすべてのデバイスです。 

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] をクリックし、[Host Group] カテゴリを選択します。 
2 ウィンドウ左下隅にある [+] ボタンをクリックします。 

[Add Group] ダイアログが表示されます。 
3 新しいグループの名前と説明（運用やオースティンなど）を入力し、[Submit.] をクリックします。 

新しいホスト グループの名前は、[Host Groups] カテゴリの下に表示されます。 
4 [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。 
5 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デバイスを選択します。 

 
 

（注） 選択する場合はハイパーリンクでない行のどこかで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。 
 

 

6 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。 
選択したホスト グループにデバイスが追加されます。 

7 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。 
 
統合インフラストラクチャの操作 
 

 

（注） 統合インフラストラクチャ機能は、Cisco UCS Performance Manager ライセンスでのみ利用可能です。 
 

 

統合インフラストラクチャは、最適化されたコンピューティング パッケージとして機能する UCS デバイス、ネット

ワーク、ストレージ、仮想化のコレクションです。統合インフラストラクチャには次のデバイス タイプが含まれます。 

■ Compute — サーバまたは VM のプライマリ ソースである Cisco UCS および UCS Mini デバイスが含まれます。 
 

 

（注） 統合インフラストラクチャ グループに個別のサーバまたは VM を追加できませんが、ホスト グ
ループには追加できます。詳細については、24 ページの「ホスト グループの使用」を参照してください。  

 
 

オペレーティング システムを実行しているサーバおよび 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 グループには追加できません。 
■ Network — Cisco Nexus シリーズなどのサポート スイッチが含まれます。 
■ Storage — EMC や NetApp などのストレージ デバイスが含まれます。 
■ Virtualization — HyperV または VMware ハイパーバイザが含まれます。 
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Cisco UCS Performance Manager を使用すると、統合インフラストラクチャ グループを作成できます。このグ

ループは、個別のリソースとしてではなく、組み合わせたリソースとしてシステムを表示するのに便利です。たと

えば、統合インフラストラクチャのコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、または仮想化のリソースのイベ

ントをすべて組み合わせて表示できます。 
 

次の手順では、統合インフラストラクチャ グループの作成方法と統合インフラストラクチャ ポートレットの使用

方法について説明します。 

統合インフラストラクチャ グループの作成 

統合インフラストラクチャ グループを作成すると、そのインフラストラクチャ内の問題を把握して検出できるよう

になります。 

統合インフラストラクチャ グループを作成するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Integrated Infrastructure] に移動します。 
2 [Integrated Infrastructure] でデバイス クラスを選択し、[Devices] パネルの [+] ボタンをクリックします。[Add 

Integrated Infrastructure] ダイアログが表示されます。 
 

 
3 次のように名前と説明を入力します。 

 
Name = My UCS Lab 
Description = My Development Lab 

4 [Submit] をクリックして保存し、ダイアログ ボックスを終了します。 
新しいグループが [Integrated Infrastructure] カテゴリの下に表示されます。 

5 新しい統合インフラストラクチャにメンバーを追加します。 

a [Devices] をクリックして、[Devices] リストを表示します。 
b 追加するデバイスの行を選択し、[My UCS Lab] の新しい統合インフラストラクチャ グループの先頭にそ

の行をドラッグ アンド ドロップします。 
[Copy Devices] ダイアログが表示されます。 

c [OK] をクリックしてダイアログを確認し、閉じます。 
[My UCS Lab] には、未処理のイベントとその重大度のリストなど、追加されたデバイスが表示されるよう

になりました。新しく統合した構造名を右クリックし、[Refresh Tree] を選択すると、ビューを更新できます。 
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6 新しい統合インフラストラクチャ グループを適切に作成してまとめると、バンドルしたリソース セットとしてグ

ループの情報を表示できます。たとえば、統合インフラストラクチャ グループで次の手順を実行します。 

a 左側のナビゲーションで、[Dynamic View] をクリックします。 
[Dynamic View] には、コンポーネントの階層がタイプごとに整理されて表示されます。未処理のイベント

があるコンポーネントも表示されます。 
 
図 24：Dynamic View 
 

 
b [Integrated Infrastructure] カテゴリで、統合インフラストラクチャ名（この場合は[My UCS Lab]）を強調表

示し、[Devices] パネル上部の [Details] をクリックします。 
 

図 25：[Details] ボタン 
 

 
[Devices] パネルには、[Devices]、[Events]、[Device Administration]、[Dependency View]、および 
[Dynamic View] へのアクセス リンクが表示されます。 

c [Events] をクリックし、統合インフラストラクチャのすべてのイベントを表示します。 
d [Dependency View] をクリックし、すべての依存関係と統合インフラストラクチャのリストを表示します。依

存関係がない場合は、メッセージが表示されます。統合インフラストラクチャのすべての依存対象を表

示するには、[Dependencies] をクリックします。 

統合インフラストラクチャ ポートレットの使用 

ダッシュボードに統合インフラストラクチャ ポートレットを追加する前に、まず統合インフラストラクチャ グループ

を作成してポートレットをまとめます。詳細については、次のサイトを参照してください。 

統合インフラストラクチャ ポートレットは、統合インフラストラクチャの主要コンポーネントの総合的な健全性の

概要をすばやく提供します。このポートレットは、統合インフラストラクチャの次の分野ごとにイベント情報をまと

めます。 

■ Storage — NetApp や EMC などのストレージ デバイスのイベントを表示します。 
■ Network — ネットワーク デバイスのイベントを表示します。 
■ Virtualization — ハイパーバイザのデバイスに含まれている VM のイベントを表示します。 
■ Compute — Cisco UCS Manager デバイスのイベントを表示します。 

 
1 統合インフラストラクチャを追加するには、8 ページの「ダッシュボードへのポートレットの追加」を参照してく

ださい。 
2 新しく追加された統合インフラストラクチャ ポートレットで、ポートレットのドロップダウン メニューから統合イ

ンフラストラクチャ（またはホスト グループ）を選択します。 
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図 26：統合インフラストラクチャ ポートレット 
 

 
3 [Category] または対応する [Events] バーをクリックし、[Event Console] に移動します。 
4 [Events Console] で [Resource] または [Component] をクリックし、そのリソースの [Overview] ページに移動

します。 
5 [Overview] ページから詳細情報に簡単に移動できます。[Graphs]、[Component Graphs]、[Dependency 

View]、[Dynamic View]、および [Components] だけではありません。これらのオプションは、リソース タイプ

に応じて異なります。 
6 レポートされたイベントの原因に到達するまで、対象領域をドリルダウンして進みます。 

 
コンポーネント グループの管理 

モニタ対象デバイスには、特定のタイプの個別コンポーネントを複数設定できます。たとえば、Cisco UCS デ
バイスには、多くのイーサネット ポート、ブレード サーバ、集約プールなどを設定できます。コンポーネントを

表示および管理するには、任意のタイプのコンポーネントの論理コンポーネント グループを作成できます。 

コンポーネント グループにコンポーネントを追加する場合、そのグループのすべてのイベントを 1 つの場所に

表示し、同一グラフ上のすべてのコンポーネントと一緒にコンポーネント グラフを表示して、グラフの依存関係

と依存対象を確認するために [Dynamic View] と [Dependency View] を使用します。また、グループ内または

グループ全体で個別のコンポーネントをモニタまたはロックすることもできます。 
 

次に、特定の所在地に 2 つのネストされたグループを持ち、シャーシで構成されたコンポーネント グループ

の例を示します。グループに追加されたすべてのコンポーネントで、元の権限が維持されます。 
 

図 27：コンポーネント グループの例 
 

 
 

コンポーネント グループを作成および使用するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] に移動します。 
2 デバイス クラスとして [Component Groups] を選択し、[Devices] パネル下部の[+] ボタンをクリックします。 

[Add Component Group] ダイアログが表示されます。 
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3 最適な [Name] を入力して、必要に応じて [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] ボタンをクリックし、[Add to Component Group] ダイアログを

開きます。 
 

図 28：[Add to Component Group] ダイアログ 
 

 
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。 

コンポーネントの検索リストが、[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 コンポーネントの検索と追加を継続するか、または [Close] をクリックし、追加内容を保存して [Add to 

Component Group] ダイアログを閉じます。 
コンポーネントがグループに追加されます。新しいコンポーネント グループを使用できるようになりました。

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、左側のナビゲーション上部の [Details] をクリックします。 
b [Component Graphs] をクリックし、[All on Same Graph] にチェックを入れます。 

次の例では、同一グラフ上に表示されるコンポーネント グループ内のシャーシをすべて表示していま

す。各コンポーネントの個別のグラフを表示するには、このオプションのチェックを外します。 
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図 29：Component Graph 
 

 
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、ページ上部の [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 モニタリングを無効にするには、[Yes] をクリックします。 

 

レポート 
 

 

レポートでは、テーブルまたはグラフ形式で履歴パフォーマンス データを提供します。[Reports] ビューを起動

するには、ウィンドウ上部のナビゲーション メニューで [Reports] をクリックします。 
 

Cisco UCS Performance Manager では、次のレポート カテゴリを利用できます。 

■ Cisco UCS の容量に関するレポート 
■ Cisco UCS レポート 
■ エンタープライズ レポート 
■ パフォーマンス レポート 
■ システム レポート 
■ vSphere 

 
各レポート カテゴリには複数のレポートが含まれます。Cisco UCS Performance Manager Express ライセンスを使

用する場合は、少なめのレポート セットを利用できます。 
 

各レポートには、レポートの内容を定義できるオプションがいくつかあります。 
 

さまざまなレポートを作成する方法について、このマニュアルの後半で複数の手順を紹介します。レポートの

詳細については、『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』を参照してください。 
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レポートの生成 
Cisco UCS Performance Manager には、複数のレポート カテゴリに分けられた豊富なレポートが用意されていま

す。レポート パラメータを使用すると、特定のデータ セットを持つレポートが生成されます。 
 

レポートを生成するには、次の手順を実行します。 
 

1 ページ上部のナビゲーションから [Reports] をクリックします。 
レポート カテゴリが表示されます。 

2 レポート カテゴリを展開し、特定のレポートを選択します。 
レポートは、デフォルトのパラメータを使用して生成されます。 

3 下にスクロールして、レポートを確認します。 
4 必要に応じて、レポート ページ上部のレポート オプションを設定し、表示されるデータをカスタマイズします。 
5 レポートを CSV ファイルでエクスポートするには、[Action] ギヤをクリックします。 
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2 Cisco UCS のパフォーマンスと容量使用率の把握 
 

 

 
 
 
 

この章では、Cisco UCS 統合インフラストラクチャの仕組みを把握するために、Cisco UCS Performance Manager 
を使用する方法について説明します。この章内の手順の例を実行すると、リソースの残り容量を使用して追加の

負荷を処理できるか、リソースが限界に迫っているか、リソースがすでに限界に到達しているかを判断できます。 
 

Cisco UCS Performance Manager を使用して、システム リソースとコンポーネントを分析し、潜在的な容量と実際

の容量を識別できます。これにより、次のことが可能になります。 

コンポーネントの最大容量まであとどのくらいかの判断。 

これにより、拡張または再構築の可能性を前もって計画できます。 

コンポーネントの利用可能な残存容量の判断。 

これにより、デバイスがオーバーサブスクライブしているかどうかや、オーバーサブスクリプションを軽減した

りボトルネックを解消するために使用できる追加のリソースがあるかどうかを判断できます。 

IO モジュール サーバ ポート、イーサネット アップリンク、FC アップリンクが現在輻輳しているかまたは過去に

輻輳していたかどうかの判断。 

これにより、次の周期的な輻輳イベントが発生した場合に、輻輳を軽減したり、予測が可能になったりします。 

輻輳の原因の特定。 

これにより、シャーシ間でサービス プロファイルを移動させるなど、輻輳に対応する方法を検討できます。 

仮想または物理ワークロードとアプリケーションが UCS サーバの CPU およびメモリ構成の影響を受けている

かどうかの判断。 
これにより、サーバ構成またはハードウェア コンポーネントの計画や変更を行うことができます。 

制約が存在する場所を特定するための、コンバージド インフラストラクチャ コンポーネント全体での現在のパ

フォーマンスと過去のパフォーマンスの比較。 
これにより、制約がどこに存在するかを特定し、制約を排除できるかどうかや、どのように排除するかを判断

できます。 
 

[Service Profile] の使用 
 

 

特定のドメインで、またはすべてのドメインでモデル化されたすべての [Service Profile] の概要ステータスをす

ばやく確認するために、[Service Profile] ポートレットを使用します。プロファイル名をクリックし、このポートレット

で表示される特定のプロファイルの詳細を取得します。 
 

大量のプロファイルを効率的に使用するには、フィルタ機能とソート機能を使用します。フィルタは、フィルタ テ
キスト ボックスに文字列を入力するのに合わせてリアルタイムで機能します。[Name]、[Server]、[Domain]、
[Type] など、テキスト文字列が含まれる列にフィルタを設定できます。フィルタは非表示の列に対しても機能し

ます。列のソート機能はすべての列に対して機能します。 
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図 30：[Service Profile] ポートレット 
 

 
 

[Service Profile] ポートレットには、プロファイルごとに次の情報が含まれます。 

■ Events — 最高位の重要度イベントを表示します。詳細なイベント情報については、[Events Console] に移

動します。 
■ Name — [Service Profile] の名前を表示します。 
■ Operational State — [Service Profile] で定義された動作状態を表示します。 
■ Domain — UCS ドメイン名を表示します。 
■ Server — [Service Profile] で定義されたブレード サーバ またはラック サーバ。 
■ Logical Server — [Service Profile] に関連するデバイス。関連デバイスは、ハイパーバイザ（Hyper-V または 

vSphere）、Windows サーバ、または Linux サーバです。 
■ Type — [Service Profile] で定義された論理サーバのタイプを示します。 

■ Hyper-V 
■ vSphere 
■ Windows Server 
■ Linux サーバ 

■ Organization — コンテナ階層を表示します。たとえば、組織またはルート/階層/サーバ名です。 
■ Local — [Service Profile] が UCS セントラルから取得する場合（未チェック/グローバル）、または取得しない

場合（チェック済み/ローカル）を示すフラグ。 
 

デフォルトでは、[Service Profile] ポートレットは、次の平均使用率を表示します。 

■ CPU 
■ LAN Tx 
■ LAN Rx 
■ SAN Tx 
■ SAN Rx 

 
また、CPU、LAN、および SAN の最大使用率を確認するために、非表示列を表示するように選択することもで

きます。 
 

 

（注） 使用率情報が提供されるのは、ハイパーバイザのみです。Windows サーバと Linux サーバの統計を

表示するには、論理サーバのリンクをクリックします。 
 

 

[Service Profile] ポートレットを追加するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Dashboard] から [Add] アイコンをクリックし、[Add Portlet] を選択します。 
2 [Add Portlet] ダイアログでドロップダウン メニューをクリックし、[Service Profile] を選択します。 

[Add Portlet] ダイアログには、ポートレットのデフォルト設定とプレビューが表示されます。 
3 オプション：[Configuration] 設定を変更します。 
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4 [Add] をクリックします。 

[Service Profile] ポートレットが [Dashboard] に追加されます。デフォルト ビューは、昇順の [Service Profile] 
名に基づいています。 

5 デフォルト ビューを変更するには、次の手順を実行します。 

a 別のドメインを表示するには、[Domain] ドロップダウン メニューからドメインを選択します。 
b すべてのドメインを表示するには、[Domains] > [All Domains] を選択します。 
c ドメイン内の特定のサービス プロファイルを検索するには、[Filter] テキスト ボックスに名前の最初の数

文字を入力します。 
d 列の見出しをクリックし、[Sort Ascending] または [Sort Descending] を選択します。 

 

VMware ファーム情報の表示 
 

 

Cisco UCS Performance Manager は VMware ファームの情報を表示します。vSphere を使用したり、vSphere の
資格情報を統合インフラストラクチャの操作チーム全体に付与したりする必要はありません。上位データストア

（使用したパーセンテージ別）と上位ホスト（CPU とメモリ使用率に基づく）を表示できます。 
 

VMware ファーム情報を表示するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] > [VSphere] に移動します。 
2 vSphere のデバイス名をクリックします。 

ストレージとコンピューティングの情報は、上位 10 のデータストアおよびホストに表示されます。データスト

ア情報を使用して、オーバーサブスクライブ リソースと容量が余っているリソースを特定できます。 
 

図 31：VM ストレージとコンピューティングの統計 
 

 
3 OS の詳細については、ページ右側で下にスクロールして [OS Model] 情報を確認します。 

 

Hyper-V 情報の確認 
 

 

HyperV デバイスの使用するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] > [Server] に移動します。 
サーバ リストはページの右側に表示されます。 

2 多数のサーバを設定する場合は、[Server] > [Microsoft] カテゴリを展開するか、または [Device Class] 列の

見出しの真下にある検索ボックスに文字列「HyperV」と入力できます。 
3 Hyper-V デバイスを選択します。 

HyperV デバイスの [Overview] ページが表示されます。 
4 パフォーマンス情報については、左側のナビゲーションの [Graphs] をクリックします。 
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図 32：Hyper-V パフォーマンス グラフ 
 

 
 

左側のナビゲーションを使用して、[Dependency] または [Dynamic View] などの別のビューを表示するか、

または Hyper-V コンポーネントを選択してドリルダウンし、詳細情報を表示します。 
 

オペレーティング システム パフォーマンスの表示 
 

 

Cisco UCS Performance Manager により、オペレーティング システムのパフォーマンスを調査し、監視することが

できます。UI を使用して、CPU やメモリなどのコンポーネントの過去およびリアルタイムのパフォーマンスと使

用率データを確認できます。 
 

OS のパフォーマンス情報を確認するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] > [Server] に移動し、サーバのリストを表示します。 
2 サーバ カテゴリをドリルダウンし、Linux サーバなどのサーバを検索します。 
3 デバイス名をクリックします。 

デバイスの[Overview] ページが表示されます。このページでは OS のモデルとバージョンについて説明し

ます。 
4 [Device] パネルで [Graphs] をクリックします。 

次のグラフが表示されます。 

■ Load Average 
■ CPU Utilization 
■ Memory Utilization 
■ I/O 
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図 33：オペレーティング システムのパフォーマンス グラフ 
 

 
5 グラフ ツールおよび [Range] ドロップダウン メニューを使用して、ビューをカスタマイズします。 

 

[Dependency View] を使用した高使用率の検出 
 

 

この手順では、[Dependency View] を使用して高使用率のリソースをすばやく特定する方法について説明しま

す。このビューには、指定した使用率に合うすべてのリソースの絞り込みに役立つ [Utilization Filter] があります。 

使用率の高いリソースを特定するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] に移動します。 
2 [Devices] で [Cisco UCS] をクリックし、UCS Manager デバイスにドリルダウンして選択します。 

[Overview] ページが表示されます。 
3 [Overview] パネルで、[Dependency View] をクリックします。 

このデバイスの [Dependents] が表示されます。デフォルトでは、>=0% の使用率を使用するリソースがすべ

て表示されます。 
4 [>=80%] に到達するまで、[Utilization Filter] を右にスライドします。 

 
 

（注） フィルタに一致するリソースがテーブル上部に表示されます。続けて、現在の使用率に関係なく、

警告、重要、エラーの各ステータスを持つすべてのリソースが表示されます。 
 

 

 
図 34：使用率が >=80% の依存関係 

 

 
5 [Dependents] をクリックすると、デバイスに依存するリソースが表示されます。 

ビューを依存先に変更しても、[Utilization Filter] は >=80% が維持されます。フィルタ設定は、将来のある

時点で変更されるまで、ユーザごと、デバイスごとに保存されます。 
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6 コンポーネントのグラフを表示します。次に例を示します。 

a [Ethernet Ports] の横にある [+] をクリックし、グループを展開します。 

または、[Groups] ドロップダウン メニューをクリックしてグループを選択すると、コンポーネントの展開また

は折り畳みを行うことができます。 
b イーサネット ポートの行（コンポーネント名のリンクではない）をクリックします。 

選択したリソースでグラフが使用できる場合、そのグラフはページの右側に表示されます。 
c グラフ ツールを使用してグラフ データを分析します。 
d [Export] をクリックし、情報を .csv ファイルで保存します。 

 

ドメイン内の高使用率のサーバの検索 
 

 

ドメイン内の帯域幅の使用量が最も多いサーバを特定するために、ダッシュボードとそのポートレットを参考にで

きます。デフォルトのダッシュボードには、次のポートレットが含まれます。 

■ Domain Overview — 使用率と未処理のイベント数を表示します。 
■ Service Profiles — すべてのドメイン（または単一ドメイン）の現在のファブリック使用率を示します。 
■ Chassis Capacity — 単一ドメインのシャーシごとの使用率を示します。 
■ UCS Inventory — ブレードの総数とサービス プロファイルと関連付けられたブレード数を示します。 

さらにポートレットを追加して、ダッシュボードの機能を向上させることができます。 

シャーシ容量の使用率の特定 
 

 

選択したシャーシが最大容量まで使用されているかどうかを確認する場合は、[Topology] ビューを使用して、

シャーシ情報を確認できます。 

[Topology] ビューからシャーシ情報を表示するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Dashboard] > [Topology] に移動します。 
[Topology] ビューが表示されます。 

2 UCS ドメインをクリックします。 
3 [Topology] ビュー内で、ファブリック インターコネクトとシャーシの接続をダブルクリックします。 

「スイッチからシャーシ」のサーバ ポート用のポップアップ ウィンドウが表示されます。[Usage] タブの情報に

は、容量使用率、予想される高使用率、予測データ、Gbps で転送された総データ量に関する値を含むグラ

フが表示されます。 
4 使用状況の情報とグラフを確認します。 

a 次の例では、Switch-A から Chassis-3 に接続されたポートが 4 つあります。各ポートのデータの送受信に

は、40 Gbps の全容量に対して 10 Gbps の最大容量が与えられています。 
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図 35：[Ethernet Pool Bandwidth Capacity Utilization] グラフ 
 

 

b 上記の例の [Avg Rx] 値は 24.5% です。追加のトランザクション用に帯域幅が残っています。 
c [Projected High Pct Rx] をクリックし、しきい値を表示します。 
d 30 日、60 日、および 90 日の [Projected Values] を確認します。 

予測値は、過去 10 日間に収集されたデータに基づいて計算されます。値が [N/A] または [0] の場合は、

予測に必要なデータが十分にないことを意味しています。 
e [Ethernet Pool Throughput] グラフまでスクロールします。 
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図 36：[Ethernet Pool Utilization] グラフの例 
 

 
 

このグラフでは、容量合計 40 Gbps のうち平均 19.6 Gbps のスループット合計を表示します。 
 

ブレード サーバの容量使用率の決定 
 

 

[Chassis] ページでは、シャーシ内のシャーシ帯域幅を最も多く使用するブレード サーバを識別するグラフを表

示します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] に移動します。 
[Devices] リストが表示されます。 

2 表示されたデバイスの名前をクリックします。 
3 [Components] > [Chassis] をクリックします。 
4 [Bandwidth Usage] をクリックします。 

[Bandwidth Usage] ページが表示されます。 
5 展開の矢印をクリックし、シャーシのコンポーネントをドリルダウンしてリストを表示します。 

帯域幅合計の列および送受信データの平均を確認します。[Projected Tx Date] および [Projected Rx Date] 
に注意してください。 

 
次に、過去 10 日間の平均 Tx 使用率に基づいて、シャーシが 12/13/15 日に 64 Gbps に到達する例を示し

ます。 
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図 37：シャーシの [Bandwidth Usage] 
 

 
 

（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。 
 

6 選択したコンポーネントのブレード サーバ使用率のグラフとサービス プロファイル使用率のグラフなど、使

用可能なグラフを確認します。 
 

ファブリック エクステンダとラック サーバ間の輻輳の検出 
 

 

ファブリック エクステンダとラック サーバ間にネットワーク輻輳があるかどうかを確認する場合は、[Topology] 
ビューを使用して、スループット、容量および残存容量の値を分析できます。 

 
ファブリック エクステンダとラック サーバ間の輻輳を検出するには、次の手順を実行します。 
次に例を示します。 

 
1 [Dashboard] > [Topology] に移動します。 
2 [All Domains] パネルから UCS デバイスをクリックします。 

デバイスのトポロジが表示されます。 
3 ファブリック エクステンダとラック サーバ間の接続ラインをダブルクリックします。 

「ファブリック エクステンダとラック サーバ」ポップアップ ウィンドウが表示されます。 

次の例の [Ports] セクションでは、接続ポート容量が 10 Gbps と表示されています。[Ethernet Pool 
Bandwidth Utilization] グラフから、現在使用されているのは、帯域幅容量合計の 0.01% のみだということが

分かります。 
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図 38：ファブリック エクステンダとラック サーバの使用例 
 

 

4 [Ethernet Pool Bandwidth Utilization] グラフまでスクロールして確認します。 
この例から、送受信されるデータは 1 Mb 未満であり、他のトランザクション用に 10 Gbps ポートのほとんど

が残されていることが分かります。この特定の例では、輻輳は問題になりません。 
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図 39：[Ethernet Pool Utilization] グラフの例 
 

 
 

ドメイン ポート チャネルの現在および過去の容量の調査 
 

 

ドメイン ポート チャネルの使用量に関する現在および過去のデータにアクセスし、情報を使用して、ドメイン内

の各コンポーネントまでドリルダウンできます。 

ドメイン ポート チャネルを検出するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] > [CiscoUCS] に移動し、デバイス名をクリックします。 
2 左側のナビゲーションで [Components] > [Aggregation Pools] をクリックし、LAN アップリンク情報を表示します。 
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図 40：選択した集約プールのイーサネット プール帯域幅容量使用率グラフ 
 

 

3 [Display] ドロップダウン メニューから [Members] を選択し、アップリンク メンバーの情報を表示します。 
集約プールのメンバーが表示されます。 

4 [Aggregation Pools] テーブルからシャーシ名をクリックします。 
シャーシ上にある各スイッチのポートが表示されます。 

 
図 41：シャーシ ポート メンバー 

 

 
5 [Display] > [Graphs] をクリックします。 
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次のグラフが利用可能です。 

■ 単一シャーシ サーバ ポート プールの帯域幅容量使用率 
■ 単一シャーシ サーバ ポート プールの帯域幅容量使用率のバランス 
■ 単一シャーシ サーバ ポート プールの帯域幅使用率 

 

仮想アダプタ容量使用率の決定 
 

 

関連するサービス プロファイルや過去の容量データなど、インフラストラクチャ内の仮想アダプタの情報を表

示できます。 
 

仮想アダプタの過去の容量に関する情報を表示するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] > [CiscoUCS] に移動し、Cisco UCS デバイスを選択します。 
2 [Components] > [Service Profiles] をクリックし、プロファイルを選択します。 
3 [Display] から [vHBA Capacity] を選択します。 

vHBA のテーブルが表示され、Rx と Tx の平均使用率と最大使用率が表示されます。 
4 アダプタ名をクリックし、アダプタの詳細を表示します。 

vHBA のパフォーマンス グラフが表示されます。 
 

図 42：仮想 HBA のパフォーマンス グラフ 
 

 
5 [Performance Graph] ツールバー上の [Range] をクリックし、過去のデータを表示します。 
6 仮想 NIC の使用状況を表示するには、[Components] > [Virtual NICs] をクリックします。 
7 [Service Profile] 列をソートし、特定のプロファイルの NIC をすべて表示します。 
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図 43：プロファイルごとにグループ化された仮想 NIC 
 

 
 

ファブリック インターコネクト使用状況の表示 
 

 

 
ファブリック インターコネクトの使用状況を表示するには、次の手順を実行します。 

 
1 [Infrastructure] > [Devices] に移動し、Cisco UCS デバイスを選択します。 

[Overview] ページが表示されます。 
2 [Components] > [Fabric Interconnects] をクリックします。 

[Fabric Interconnects] ページが表示されます。 
3 [Display] で [Component Bandwidth Capacity] または [Ports Capacity] をクリックし、コンポーネントとポートの

使用率情報を表示および分析します。 
4 列の見出しドロップダウン メニューを選択し、[Sort Descending] を選択し、最も使用率の高いコンポーネント

から最も使用率の低いコンポーネントの順にソートします。 
5 [Type to filter] 検索フィールドで、サーバのみを表示するサーバなど、ロールを入力します。 
6 [Range] を変更し、[Last Hour]、[Last Day]、または [Last Week] を表示します。 

 

ファブリック インターコネクト輻輳の表示 
 

 

次に、ネットワーク コンポーネントを選択し、そのイーサネット ポートのパフォーマンス データにドリルダウンす

る方法について例を示します。画面には、スイッチ パフォーマンスのグラフィカルな説明と、各イーサネット 
ポートの表形式のデータが示されます。表形式データには、ポート スロットの場所、帯域幅、および使用状況

情報が含まれています。追加の情報が必要な場合、この例ではポート名をクリックして、そのポートのインフラ

ストラクチャ データ ページを表示します。 

ファブリック インターコネクトのパフォーマンス情報を表示するには、次の手順を実行します。 

1 [Dashboard] > [Topology] に移動します。 

[Topology] ビューが表示されます。 
2 ファブリック インターコネクトなどのコンポーネントをクリックし、使用状況を表示します。 
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ファブリック インターコネクトの使用状況が表示されます。 
 

図 44：ファブリック インターコネクトの使用状況 
 

 
 

データを分析し、コンポーネントおよび関連する接続が正常に機能しているかを判断します。要求どおり

に機能しないコンポーネントを特定して修正することで、ネットワーク内の輻輳の防止または軽減、あるい

はその両方に役立ちます。 
 

スイッチ A 接続に対する LAN アップリンクの相対的な輻輳の例を次に示します。最新の値が、受信デー

タの場合は 3.27 Mbps、送信データの場合は 2.02 Mbps であるため、使用可能な最大帯域幅である 
10 Gbps にはまだ及ばないので輻輳は非常に低い状態です。これらの値が使用可能な最大帯域幅であ

る 10 Gbps に近づくと、輻輳が増大し、最終的にネットワーク障害につながります。 
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図 45：輻輳スイッチ A のアップリンク イーサネット ポート 
 

 
3 ポップアップ情報ウィンドウのコンポーネント名をクリックすると、そのコンポーネントの [Overview] が表示さ

れます。 
 

ファブリック使用状況のデータの表示 
 

 

[Fabric Interconnects] ページには、複数の健全性チェック、帯域幅使用率、残存容量、ノースバウンド使用率、

LAN クラウド、SAN クラウド使用率、ダイレクト ストレージ使用率を示す多くのグラフが表示されます。これらの

グラフにより、ドメインの帯域幅を最も多く使用するユーザを特定できます。残存容量データは、未使用の帯域

幅容量をどのくらい各シャーシに使用可能か示します。 

ファブリックの使用状況データを表示するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] に移動します。 
2 Cisco UCS デバイスを選択します。 

[Overview] ページが表示されます。 
3 [Components] > [Fabric Interconnects] をクリックします。 

[Fabric Interconnects] ページが表示されます。 
4 ファブリック インターコネクトの行を選択します。 
5 [Display] > [Graphs] をクリックします。 
6 [Fabric Interconnect Utilization (bits)] グラフにスクロールダウンします。 

次に、受信ビット/秒が平均 40.79 Mbps で、送信ビット/秒が約 17.5 Mbps の例を示します。 
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図 46：[Fabric Interconnect Utilization (bits)] グラフ 
 

 
7 [Fabric Interconnect Remaining Capacity] グラフまでスクロールします。 

次に、平均使用率が 390.96 Gbps で、約 50% の残存容量がある例を示します。 
 

図 47：Fabric Interconnect Remaining Capacity 
 

 
8 グラフをスクロールして、LAN クラウド、SAN クラウド、ダイレクト アタッチド ストレージ向けの使用率と、

ノースバウンド使用率を表示します。 
9 [Display] > [Component Bandwidth Capacity] をクリックし、ファブリック インターコネクト内のコンポーネント

のデータを表示します。 
このテーブルでは、各シャーシの送受信の平均使用率を表示できます。 
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3 ネットワークとストレージのパフォーマンスと使用率

のモニタリング 
 

 

 
 
 
 

この章では、ネットワークおよびストレージ インフラストラクチャの現在と過去の使用率と容量を把握するのに

役立つ概念と手順について説明します。 
 

ネットワークの輻輳 
 

 

ネットワークの輻輳は、データ伝送の増加により、伝送量の増加に比べてネットワーク経由のスループットが少

ししか増加しない、もしくは減少した場合に発生します。輻輳は、処理できるよりも多くのデータがネットワーク

経由で送信されることに起因します。アプリケーションは、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、イーサネット ポート、ルータ、スイッチなどのネットワーク デバイスを通過して、データをパケットとしてネッ

トワーク経由で送信します。オーバーサブスクライブしたデバイス上のバッファは、満杯になってオーバーフ

ローする可能性があり、その場合データ パケットが失われます。この状態は、さらにより大きな輻輳にカスケー

ドする場合があります。アプリケーションはネットワークを介して、さらにデータ トラフィックを生じさせることにな

る損失パケットの再送信をする必要があるためです。このカスケードの循環が続く場合、ネットワークがまひし

て、崩壊的な輻輳の状態になることがあります。これは、スループットが減少して非常に低いレベルでとどまり、

アプリケーションとデバイスのパフォーマンスに悪影響を及ぼすポイントにまで輻輳が増加した結果として起き

る状態です。 
 

Cisco UCS Performance Manager により、アクティブなネットワークの輻輳問題を特定して対応するのに役立つ

ツールが提供されます。また、将来の潜在的なネットワークの輻輳問題を予測し防止するためのデータ（過去

のデータと予測データの両方）も提供されます。 
 
ネットワークの輻輳を修正するオプション 

 
輻輳を修正または防止することは、ユーザおよびアプリケーションのためにネットワークが円滑に稼働し続ける

ために重要です。Cisco UCS Performance Manager が提供するツールによって、収集されたデータを分析し、

問題をどのように修正するかについて情報に基づいた決定を下すことができます。収集したデータにより、パ

フォーマンス データ（現在と過去）、コンポーネント データ、接続データおよびプロビジョニング データが含ま

れる輻輳を診断できます。これらを分析すると、ネットワーク内の潜在的な不備またはピンチ ポイントを特定し

て、復旧のために隔離することができます。 
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ネットワークの輻輳問題に対応するために使用可能なオプションには次のものがあります。 

■ 低パフォーマンスの一因となるサービス プロファイルの特定と再設定、またはサーバ パフォーマンスを向

上させるためのサーバ間でのサービス プロファイルの移動。 
■ プロセッサやメモリ構成などの、サーバ プロビジョニングの識別と修正。 
■ 帯域幅の不均衡の特定と修正。これは、使用可能な残存容量が非常に少ないネットワーク コンポーネント

を識別し、適切な使用可能な残存容量があるコンポーネント間で帯域幅を再配布するか、またはさらに装

置を追加することによって、ネットワークを均衡状態にすることを意味します。 
■ 将来のネットワーク負荷を予測するための、さまざまなパフォーマンス ログからの履歴データを使用したパ

ターンとサイクルの究明。 
 

ネットワーク コンポーネントと輻輳 
 

 

Cisco UCS Performance Manager によりネットワーク ファブリックへのビューが提供されるため、ネットワーク管理

ツールがアクセスできないパフォーマンス データを表示することができます。これには、サーバ ポート、イーサ

ネット リンク、FC アップリンクなどのパフォーマンス データが含まれます。これらのコンポーネントから返された

データを分析し、輻輳が存在するかどうか、輻輳によって発生する他の影響について判断することができます。

輻輳は、低スループットまたは異常に高い使用率を示す特定のネットワーク コンポーネントのパフォーマンス 
データを監視することによって検出できます。パフォーマンスが低下しているコンポーネントやオーバーサブス

クライブしたコンポーネントは、輻輳の一因となる場合や、輻輳の結果生じている場合があります。 
 
輻輳に影響するファブリックの制約 

 
ネットワーク ファブリックは、ネットワークを構成するコンポーネントとそのインターコネクトおよびインターフェイ

スの集合から成ります。理論最大値で機能するネットワークの場合、すべてのコンポーネントは、個別および

共同ユニットとして一緒に効率的に機能する必要があります。制約とは、ファブリック内の制限のことで、ス

ループットまたは相対的な残存容量として測定されるネットワークのパフォーマンスに影響を及ぼすものです。

ネットワーク内のデータ フローに影響する制約は、ネットワークの輻輳、ネットワークのまひまたは崩壊を引き

起こす可能性があります。これらの制約は、コンポーネントのオーバーサブスクリプション、コンポーネントの誤

用、不十分なプロビジョニングまたは設定、またはコンポーネントやアーキテクチャの失敗となって現れる場合

があります。 
 

ネットワーク トポロジの使用によるパフォーマンス容量の確認 
 

 

ネットワークが最大パフォーマンス容量にどの程度近づいているかを判断する簡単な方法は、[Topology] 
ビューを表示しそれを分析して、さまざまなコンポーネント間の接続品質に関する情報を得ることです。

[Topology] ビューには、全体的およびポート両方の帯域幅の使用状況に対する速度計のダイヤルにグラフィ

カルな帯域幅使用状況情報が表示されます。また、デバイス接続をクリックできる図表マップも表示されます。 
 

図 48：[Topology] ビューの帯域幅ダイヤル 
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[Topology] ビューを表示するには、[Dashboard] に移動し、[Topology] をクリックします。 
 

[Topology] ページが表示された状態で、詳細情報を確認するには、コンポーネント、接続ライン、イベント アイ

コンをクリックします。[Topology] ビューの使用方法については、8 ページの「[Topology] ビュー」を参照してくだ

さい。 
 

過去の輻輳の確認 
 

 

Cisco UCS Performance Manager は、レポート タイプに応じて、さまざまな情報のレポートを生成するために過

去のログ データを使用します。また、データを絞り込むために、レポート タイプに応じてさまざまなレポート オ
プションにアクセスできます。 

 
インターフェイスの使用率に関する過去の情報を表示するには、次の手順を実行します。 

 
1 [Reports] > [Cisco UCS Capacity Reports] > [Interface Utilization] に移動します。 

[Report Parameters] が表示されます。 

2 [Report Parameters] ペインで次の操作を行います。 

a [Root Organizer] の場合、[/Devices/Network] を選択します。 
b [Start Date] および [End Date] の値を定義します。 
c [Update] をクリックしてレポートを表示します。 

 
レポートには、このインターフェイスの過去のデータが表示されます。 

 
図 49：[Interface Utilization] レポート 

 

 
3 各インターフェイスの送受信の平均値、最大値、最小値を確認します。 
4 各インターフェイスの [Forecasted In Exhaustion] および [Forecasted Out Exhaustion] を確認し、ネットワーク

の輻輳を引き起こすまたは引き起こす可能性のあるインターフェイスを特定します。 
5 デバイスまたはインターフェイスのリンク名をクリックすると、対応するページに移動します。 
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ドメイン別のノースバウンド ポート使用率の表示 
 

 

ファブリック インターコネクトからノースバウンドの LAN クラウドと SAN クラウドまで、特定のドメインの帯域使

用率を表示するには、[Network Capacity] ポートレットを使用します。 
 

[Network Capacity] ポートレットは、運用可能な状態で、別のデバイスに現在マップされているポートを表示し

ます。ポート名、ロール、Tx と Rx の平均使用率、およびイベント サマリが含まれます。また、Tx と Rx の最大

使用率の列を追加することもできます。 
 

[Dashboard] に [Network Capacity] ポートレットを追加するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Dashboard] から [Add] アイコンをクリックし、[Add Portlet] を選択します。 
2 [Add Portlet] ダイアログでドロップダウン メニューをクリックし、[Network Capacity] を選択します。 

[Add Portlet] ダイアログには、ポートレットのデフォルト設定とプレビューが表示されます。 
3 構成設定を変更します。 
4 [Add] をクリックします。 

[Network Capacity] ポートレットが [Dashboard] に表示されます。 
 
図 50：[Network Capacity] ポートレット 

 

 
5 特定のドメインの情報を表示するには、ポートレットの右上隅に配置された [Domain] ドロップダウン メ

ニューをクリックします。 
6 最大使用率の情報をポートレットに追加するには、表示列の右側付近のドロップダウンをクリックし、[Max 

Tx] および [Max Rx] チェック ボックスをクリックします。 
 

図 51：[Network Capacity] ポートレットへの最大 Tx と最大 Rx の追加 
 

 

52 
 

2015 年 12 月  



ネットワークとストレージのパフォーマンスと使用率のモニタリング  

7 特定のポートに関する詳細情報については、ポート名のリンクをクリックします。 
対応する情報ページが表示されます。たとえば、次の図は [Fibre Channel Ports] ページです。 

 
図 52：[Fibre Channel Ports] ページ 

 

 
8 使用率グラフを確認するか、または [Display] ドロップダウン メニューを使用し、選択したコンポーネントの

使用を継続します。 
 

ストレージの使用率と容量の確認 
 

 

Cisco UCS Performance Manager は、ハイパーバイザ デバイスの EMC ストレージ デバイス、NetApp フィルタ、

およびローカル ストレージ（データストア）をモニタします。ストレージの容量と使用率を確認するには、次の方

法のいずれかを使用することをお勧めします。 

■ [Infrastructure] ページで開始されたデバイスとそのコンポーネントの情報を確認します。 
■ [Storage Capacity] ポートレットを使用して、分かりやすい情報を取得し、デバイスをゼロにします。 
■ ストレージ使用率と容量のレポートを生成します。 

 
次の手順では、これらの方法の使用法について説明します。 

 
ストレージ デバイスとコンポーネントの確認 

次の手順を実行し、ストレージ インフラストラクチャをドリルダウンして、ストレージの容量と使用率を確認しま

す。 
 

1 [Infrastructure] ページから [Storage] をクリックします。 
2 [Storage] にドリルダウンし、対象のストレージ デバイスを選択します。 

デバイスの [Overview] ページが表示されます。 
3 デバイスのコンポーネント リストをさらにドリルダウンします。次に例を示します。 
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■ EMC デバイスの場合、[Components] > [Storage Pools] をクリックします。（NetApp フィルタの例につい

ては、次の項目を参照してください。） 
 

[Storage Pools] コンポーネント ページが表示され、選択したアレイに対応するグラフとアレイのリストが

表示されます。 
 

ページ下部の [Space Utilization] グラフには、ページ上部で選択したストレージ プールの [Subscribed]、
[Managed]、および [Raw] の現在の割合が表示されます。 

 
[Raw] は、raw ディスク容量から RAID と他のオーバーヘッドを引いたものです。この場合、[Subscribed] 
値は、[Managed] と [Raw] の割合を比較すると、オーバーサブスクライブされているように見えます。た

だし、プールにドライブを追加することで、サブスクリプションの割合を指定できます。 
 

図 53：EMC ストレージ プールの [Space Utilization] グラフ 
 

 
■ NetApp フィルタの場合、[Components] > [Volumes] をクリックします。 

 
[Volumes] コンポーネント ページが表示され、選択したボリュームに対応するグラフとボリュームのリスト

が表示されます。 
 

次の例のテーブルから、vol2 の使用率が 93% で、合計 1.10 TB の領域の 78.82 GB が残されているこ

とが分かります。また、グラフでも現在の使用率が 93% となっています。 
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図 54：単一ボリュームでの NetApp の使用 
 

 
4 左側のナビゲーションから対象の他のコンポーネントを継続してクリックし、対応する情報とグラフを確認

します。 
 

その結果に基づいて、リソースがオーバーサブスクライブされているか、または別の問題が発生している

かを判断できます。問題を修正するために、必要な調整を行うことができます。 
5 同一タイプの複数のコンポーネントを 1 つのグラフで表示するには、次の手順を実行します。 

a 左側のナビゲーションで [Component Graphs] をクリックします。 
b グラフ ページの上部で、[Component Type] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。 
c [Graph] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。 
d [All on Same Graph?] チェックボックスをクリックします。 

指定されたコンポーネント タイプのグラフが、すべてのコンポーネントと一緒に表示されます。 

たとえば次のグラフでは、同一グラフ上にすべてのボリュームの使用状況が表示されます。 
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図 55：すべての NetApp ボリュームの [Usage] グラフ 
 

 
e グラフ上部の凡例で、データを表示または非表示するコンポーネント名をクリックします。 

[All on Same Graph] オプションを使用すると、潜在的なストレージの問題が発生する場合、問題を軽減

するのに役立つ余分なストレージ領域がある場所を視覚的にすばやく把握できます。現在の設定を変

更して問題を解決する前に、左側のナビゲーションから [Dependency View] をクリックし、選択したスト

レージ コンポーネントの依存関係と依存対象のリストを表示します。 
 
ハイパーバイザ ストレージの確認 

 
Cisco UCS Performance Manager は Vsphere および HyperV のデバイスをサポートします。これらのデバイスは、

潜在的な使用率の問題を考慮する必要のあるローカル ストレージを提供します。 
 

ハイパーバイザ ストレージ情報を確認するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] ページから、次のいずれかの方法を使用して対象の仮想マシンを選択します。 

■ Vsphere デバイスの場合は、[Devices] > [Vsphere] を選択します。 
■ HyperV デバイスの場合は、[Devices] > [Server] > [Microsoft] > [HyperV] を選択します。 
ストレージとコンピューティングの情報は、上位 10 のデータストアおよびホストに表示されます。ストレージ

情報を使用して、オーバーサブスクライブ リソースと容量が余っているリソースを特定できます。 
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図 56：ハイパーバイザの [Storage] グラフ 
 

 
 
ストレージ容量ポートレットの使用 

[Storage Capacity] ポートレットを使用すると、現在モデル化およびモニタされているすべてのストレージ デバイ

スの容量使用率が簡単かつ視覚的に表示されます。 
 

[Storage Capacity] ポートレットは、次の視覚的インジケータを使用します。 

■ カラー — 緑から赤の間の指数曲線で使用状況を表示します。緑は使用率 50% 以下を示します。カラー

表示が赤に推移すると、通常は使用率 90% 以上を示します。 
■ グラデーション — 使用率が増えると、グラデーションが濃くなります。 
■ 幅 — 使用率が増えると、色のグラデーション バーが長くなります。 
■ 割合 — カラー バーにマウスを重ねると、コンポーネントの実際の使用率が表示されます。 

 
図 57：[Storage Capacity] ポートレット 

 

 
 

[Client] 列には、ストレージ コンポーネントを使用するデバイスが表示されます。[Client] 列に「N/A」と表示さ

れる場合は、そのストレージ コンポーネントをするデバイスがない、またはクライアント デバイス自身がモニタ

されていないことを示します。 
 

デフォルトのポートレットでは、[LUN/Export]、[Volume]、および [Pool] の使用率の最も高いコンポーネントが

テーブル上部に表示されます。ただし、別の列の見出しをクリックして、[Sort Ascending] または [Sort 
Descending] を選択し、ストレージ容量を別の視覚的観点から表示できます。 
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（注） ストレージ デバイス（EMC や NetApp など）と vCenter サーバ アプライアンスのデータを表示するに

は、最初にデバイスをモデル化してからモニタする必要があります。これらのデバイスをモデル化してモニタし

たら、ストレージ容量情報が表示されます。たとえば、上記の図には「/vol/vol2」と表示されています。 
 

 

[Dashboard] に [Storage Capacity] ポートレットを追加するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Dashboard] から [Add] アイコンをクリックし、[Add Portlet] を選択します。 
2 [Add Portlet] ダイアログでドロップダウン メニューをクリックし、[Storage Capacity] を選択します。 

[Add Portlet] ダイアログには、ポートレットのデフォルト設定とプレビューが表示されます。 
3 オプション：[Configuration] 設定を変更します。 
4 [Add] をクリックします。 

[Storage Capacity] ポートレットが [Dashboard] に追加されます。 
5 このポートレットを [Dashboard] に追加し、対象の項目にマウスを合わせると、現在の使用状況と容量情報

に関するツール ヒントが表示されます。 
 

図 58：[Storage Capacity] ツール ヒント 
 

 
6 特定のリソースを詳細に調査するには、[Client] 名のハイパーリンクをクリックします。 

コンポーネントのページが表示されます。 
 

図 59：[Datastores] ページ 
 

 
7 利用可能なグラフを確認するか、または [Display] ドロップダウン メニューからオプションを選択し、選択し

たコンポーネントの使用を継続します。 
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[Storage Utilization vs. Capacity] レポートの使用 
 

 

（注） このレポートは、Cisco UCS Performance Manager のフルライセンスを持つ場合のみ利用可能です。 
 

 

Cisco UCS Performance Manager では、[Storage Utilization vs. Capacity] レポート選択すると、このレポートが自

動的に生成されます。ただし、1 つ以上のレポート パラメータ オプションを設定して、カスタム レポートを作成

することもできます。 

デフォルト レポートを生成するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Reports] ページから、[Cisco UCS Capacity Reports] > [Storage Utilization vs. Capacity] に移動します。デ

フォルト設定を使用したレポートが表示されます。過去 7 日間の情報および現在モニタされているすべて

のストレージ クラスと構造が含まれます。 
 

図 60：デフォルトの [Storage Utilization vs. Capacity] レポート 
 

 
2 現在の [Report Parameter] 設定を確認し、レポート内容を把握します。 
3 スクロールダウンして、このレポートで利用可能なグラフをそれぞれ確認します。 
4 レポートを印刷するには、[Printable] をクリックします。 
5 レポートを修正するには、次の手順を実行します。 

a 新しい [Start Date] および [End Date] を選択します。 
b さまざまな [Report Parameter] ドロップダウン メニューからさまざまなオプションを選択します。 
c [Update] をクリックします。 

レポート内容に問題なければ、この情報を使用して、全体的なストレージ使用率計画に必要な調整を加え

ます。 
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容量予測の使用 
この章では、予測される容量枯渇日、近似曲線、および予測しきい値を使用する方法について説明します。 
 

使用可能な残存容量 
 

 

Cisco UCS Performance Manager により、利用可能な残存容量がシステム内のどこにあるのかを特定できます。

リソース割り当てを変更して、利用可能な残存容量を活用し、他のコンポーネントへのオーバーサブスクリプ

ションを軽減できます。 
 

[Infrastructure] > [Devices] ページから [Bandwidth Usage] を使用し、特定のデバイスまたはコンポーネントの使

用率を表示します。また、帯域幅の使用状況と使用可能な残存容量に関するデータは、個々のポート単位、

または [Aggregation Pools] ビューでロールごとに合計して利用することも可能です。集約プールは、UCS ドメイ
ン内の複数の物理ネットワーク インターフェイスの論理バンドルで、ネットワーク デバイスのポート チャネルに

似ています。集約プールに関する詳細については、『Cisco UCS Performance Manager Administration Guide』を参照

してください。 
 

予測される帯域幅枯渇日の表示 
 

 

[Bandwidth Usage] ビューでは、Rx と Tx の両方について予測される容量枯渇日が表示されます。予測される

枯渇日により、しきい値を超える前に潜在的な帯域幅の問題が警告されます。 
 

予測される帯域幅枯渇日を確認するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] ページから、[CiscoUCS] デバイス クラスからデバイスを選択します。 
デバイスの [Overview] ページが表示されます。 

2 [Components] > [Fabric Interconnects] をクリックします。 
[Fabric Interconnects] ページが表示されます。 

3 [Bandwidth Usage] をクリックします。 
[Bandwidth Usage] ページが表示されます。デフォルトでは、デバイスに属するネットワーク関連コンポーネ

ントがリスト表示されます。 
4 デバイスのネットワーク関連コンポーネントを表示するには、[Group By Network] ボタンをクリックします。 
5 ファブリック インターコネクトのアップリンクに到達するまでコンポーネント名を展開します。 
6 アップリンクの行を強調表示し、帯域幅容量使用率グラフの[Projected Values] を表示します。 

予測に十分なデータが収集されていない場合は、[Projected Values] はゼロになります。 

4 
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7 テーブル内の横方向のスクロール バーを使用して、[Projected Tx Date] および [Projected Rx Date] を表示

します。 
8 ページ右側に表示されるグラフを確認します。（グラフはコンポーネントによって異なります。） 

a [Bandwidth Capacity Utilization] グラフで、[Projected High Pct Tx*] および [Project High Pct Rx*] をクリッ

クし、グラフで現在定義されているしきい値を表示します。 
b 右矢印をクリックし、タイムラインに沿ってグラフを動かします。 

c グラフにマウスを重ね、特定のデータ ポイントの詳細を表示します。 
 

図 61：予測された枯渇日のグラフ 
 

 
d グラフ データをエクスポートするには、ギヤ メニューをクリックし、[Export to CSV] を選択します。 

 

コンポーネントの残存容量の特定 
 

 

ほとんどのシステム コンポーネントの使用可能な残存容量の値を確認できます。次に、イーサネット ポートの

残存容量を特定する方法について例を示します。 

イーサネット ポートの残存容量を特定するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] > [CiscoUCS] に移動します。 
2 Cisco UCS Manager または Cisco USC Center デバイスをクリックします。 

[Overview] ページが表示されます。 
3 [Components] > [Ethernet Ports] をクリックします。 

イーサネット ポート情報がページ上部に表示されます。[Performance Graphs] がページ下部に表示されま

す。 
4 [Port Channel] 列に表示されている値を持つポート名をクリックします。 

[Ethernet Ports] テーブルがページ上部に表示されます。[Performance Graphs] はページ下部に表示され

ます。 
5 帯域幅容量の使用率とイーサネット プールの使用率について、表示されたグラフを確認します。 
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図 62：[Ethernet Port Utilization] グラフ 
 

 
 

集約プールの残存容量の特定 
 

 

次に、集約プールの容量を確認する例を示します。集約プールは、複数の物理ネットワーク インターフェイス

を論理的に統合したもので、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、Cisco UCS 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。 

集約プールの残存容量を特定するには、次の手順を実行します。 
 

1 [Infrastructure] > [Devices] > [CiscoUCS] に移動します。 
2 Cisco UCS Manager または Cisco USC Center デバイスをクリックします。 

[Overview] ページが表示されます。 
3 [Components] > [Aggregation Pools] をクリックします。 

集約プール情報がページ上部に表示されます。[Performance Graphs] がページ下部に表示されます。 
4 [Per Chassis Server Port Bandwidth Capacity Utilization] グラフを確認します。次に、Rx と Tx の割合のグラフ

を例に示します。 
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図 63：[Per Chassis Server Port Bandwidth Capacity Utilization] グラフ 
 

 
 

予測しきい値の作成 
 

 

しきい値は、データ ポイントが超えてはいけない値を定義します。しきい値に到達すると、Cisco UCS 
Performance Manager はイベントを生成します。既存のデフォルトのしきい値をカスタマイズするか、新しいしき

い値を作成できます。 

次の手順では、シャーシの予測しきい値を作成する方法について説明します。 
 

1 グラフ テンプレートを修正するには、次の手順を実行します。 

a [Infrastructure] > [Devices] に移動し、[CiscoUCS] デバイスを選択します。 
選択したデバイスの [Overview] ページが表示されます。 

b [Devices] パネルから、[Components] > [Chassis] を選択し、シャーシ リストからシャーシを選択します。 
c [Display] ドロップダウン メニューを [Templates] に変更します。 

 
図 64：[Display] メニュー 

 

 
d [Template] ドロップダウン メニューから [UCSCapChassis] を選択します。 

 
図 65：[Template] メニュー 
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2 次のように、新しいしきい値を作成します。 

a [Thresholds] 右側で、[+] ボタンをクリックして新しいしきい値を追加します。 
b しきい値に最適な名前を入力します。たとえば、「Throughput Bits Rx」と入力します。 
c [Type] として [Predictive Threshold] を選択します。 

 
図 66：[Add Threshold] ダイアログ 

 

 
d [Add] ボタンをクリックします。 

新しいしきい値が、しきい値テーブルに追加されます。 
3 しきい値を編集します。 

a 新しいしきい値の名前をダブルクリックするか、または名前を選択してギヤ ボタンをクリックします。 
[Edit Threshold] ダイアログが表示されます。 

b [DataPoint] ドロップダウン メニューから [throughputRx_bitsRx] を選択します。 
c [Minimum Value] および [Maximum Value] オプションに数値を入力します。この例では、最小値に 

1000、最大値に 5000 を入力します。 
 

図 67：[Edit Threshold] ダイアログ 
 

 
d [Save] をクリックします。 

新しい予測しきい値がデバイスに追加されます。このしきい値のグラフに近似曲線を追加するには、65 
ページの「グラフへの近似曲線の追加」を参照してください。 

 

64 
 

2015 年 12 月  



容量予測の使用 
 

グラフへの近似曲線の追加 
 

 

近似曲線は、指定された時間範囲でデバイスまたはコンポーネントの使用率を予測します。 
 

 

（注） 次の手順では、前の手順で作成した予測しきい値を使用します。以下の手順を完了するには、63 
ページの「予測しきい値の作成」を参照してください。 

既存のグラフに近似曲線を追加するには、次の手順を実行します。 

1 [Infrastructure] > [Devices] に移動し、[CiscoUCS] デバイスを選択します。 
選択したデバイスの [Overview] ページが表示されます。 

2 [Devices] パネルから、[Components] > [Chassis] を選択し、シャーシ リストからシャーシを選択します。 
3 [Display] ドロップダウン メニューを [Templates] に変更します。 
4 [Graph Definitions] の右側にある [+] をクリックし、新しいグラフを作成します。 
5 [Add Graph Definition] ダイアログで、グラフの名前を入力します。 

また、既存のグラフの名前をクリックし、そのグラフに近似曲線を追加します。 
6 新しいグラフを選択し、ギヤ アイコンから [Manage Graph Points] を選択します。 

[Manage Graph Points] ダイアログが表示されます。 
7 [+] > [Threshold] をクリックします。 

 
図 68：Manage Graph Points 

 

 
8 新しいしきい値の名前（この例の場合は「Throughput Bits Rx」）を選択し、[Submit] をクリックします。 
9 [Manage Graph Points] ダイアログで、[Save] をクリックします。 
10 近似曲線を表示するには、[Display] ドロップダウン メニューを [Graphs] に変更します。 
11 新しいグラフ（または既存のグラフ）までスクロールダウンし、新しく追加する近似曲線を表示します。 

 
 

（注） デフォルトでは、近似曲線の計算に使用されるのは過去 10 日分のデータのみです。グラフ上に

近似曲線を表示するのにデータが不足する場合があります。ただし、右下隅に予測される枯渇日を表示

できます。 
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