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概要

この資料の目的は Cisco Unified Computing System （UCS） Cシリーズ製品における統合、トラ
ブルシューティングおよび最良 の 方法を記述することです。

UCS Cシリーズ統合 基本的な接続 外観

ユニファイド コンピューティング システムマネージャ（UCSM）統合は管理のための
別途のインフラストラクチャの小規模配置のための UCSM のバージョン 1.4 でもたら
されました。

●

バージョン 2.0(2)統合されたサーバのためのスケーラブル な主流サポートから開始は始
まります。

●

統合および接続は UCSM バージョン 2.1 および 2.2 の新しいハードウェア および ソフ
トウェアのリリースと展開しました。

●

今日 UCSM 統合 Cシリーズ ラック サーバのためにサポートされる 3 つの主要な接続モ
ードがあります。

●

1.



 2.

1.

Cシリーズ サーバの PCIe 複数のスロットはいろいろサポートされた接続 オプションを
提供します

●

前提条件

UCS B および Cシリーズ サーバの知識 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html

FEX のネットワーク管理は二倍になります

バージョン 2.0(2)および取り替えられた前のトポロジーで導入される●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-
Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317

FEX （別名単一ネットワーク管理）の単一 接続応答

UCSM バージョン 2.1 で導入される●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html

FEX なしでファブリック相互接続にダイレクト接続

UCSM バージョン 2.2 で導入される●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-
2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html

Cisco UCS C220 M4 および Cisco UCS C240 M4 サーバの場合 SingleConnect またはダイレクト
接続モードの Cisco UCS Manager と統合のにマザーボード（MLOM）または仮想インターフェ
イス カード（VIC）のモジュラ LAN を使用できます。 接続のためのアダプタは後で説明される
ように選択されます:

MLOM だけ: MLOM だけサーバに時、接続 アダプタはデフォルトで MLOM です、●

MLOM および VIC アダプタ: MLOM はデフォルト接続 アダプタです。●

MLOM 無し:●

MLOM および VIC 無し: SingleConnect かダイレクト接続サポート無し。●

冗長 な PCIe アダプタ サポート

冗長 な アダプタは各カードがクラスタのファブリックの両側に接続されるようにケー●

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html


ブル接続する必要があります

複数の接続型は適切な UCSM ソフトウェア レベルに単一 UCS ドメインの内で提供しましたあり
ますサポートされます。

要件

ディスカバリの基本

デフォルトでファクトリ新しい UCS Cシリーズ サーバはサポートされた接続モデルの
1 つを使用して UCS ファブリックにプラグインされたとき自動的に検出します。

●

最小限の要件を満たして下さい Cisco Integrated Management Controller （CIMC）バー
ジョン 1.4(4) または それ 以上が付いている一般にシリーズ サーバは検出することがで
きます。

●

検出されてそれにほしい方法でサーバを差し込んで下さい（例えばネットワークか単一
ネットワークは二倍になります）。

●

サーバが統合をサポートする必須 FW の最小レベルにあることを確認して下さい。●

デフォルトで管理 接続およびサーバ ディスカバリはグローバル なポリシーと自動、こ
れを制御できますです。

●

サーバおよび FEX ディスカバリは競合状態です。 最初 1 つは最初に検出されます接続
し、動力を与えました。

●

FEX 数はシャーシと同じ ID スキーマです。 2 シャーシを 2 FEXs を追加してもらえば
数は 3 およびそれぞれ 4 です

●

ディスカバリ ポリシー

グローバル な ディスカバリ ポリシーは機器タブにあります●

3 つのポリシーは Cシリーズ統合 ディスカバリに適用します。●

1： リンクの FEX ディスカバリ ポリシー- #、Port-Channel 対ピンで止められる

2： ラック ディスカバリ ポリシー-ユーザ の アクションのための即時ディスカバリおよびコンポ



ーネントまたは待機

3： ラック 管理 接続 ポリシー-二重か単一ネットワークの自動ディスカバリはまたはユーザイン
プットを必要とします

トラブルシューティング方法

ユーザによって確認されるサーバ 検出する ポリシー

サーバは UCSM に出て来ますが、ディスカバリは（コンポーネントおよびアベイラビ
リティ）発生しません。

●

全面的なステータスはユーザまで操作不可能ように再確認しますサーバを示します。●

割り当てられるサーバ数のに完了しないコンポーネント。●



ユーザによって確認される管理 接続 ポリシー

ユーザまで確立されない Management Connection は入力を提供します。●

Server->Inventory->CIMC●

利用可能 な 接続タイプだけが示します、型を『Connection』 を選択 して下さい。●

Management Connection 型が選択されれば再検出（Decom/Recom）なしで変更するこ
とができません

●

ハイブリッド接続ディスプレイ

UCS C シリーズ サーバの場合機器によって- > Server->Hybrid Display タブ 管理のため
の接続 パスおよびデータを表示できます。

●

これは接続に関する問題を解決し、Management Connection 型を確認するために役立
ちます。

●

レッド リンクはリンクにアクティブアクティブがが VIF ないことを示します。 これは
非アクティブの二重ネットワーク サーバのために正常です。

●

異なるポートに統合されたサーバをより再び取付ければそれはあなたでなります
decom/recom 正しい動作のためのサーバ検出されました。

●

リンク上のマウス浮かぶことは追加詳細を提供します。●

ディスカバリ問題のトラブルシューティング本管原因はのためのきちんと検出を断絶します●

CIMC 設定ないデフォルト。 （サーバ新しくない独自にのためのほとんどの典●



型的な問題）
ユーザ確認されるに設定 される ディスカバリ ポリシーまたは Management
Connection ポリシー セット

●

UCSM カタログのサーバない●

適切なレベルの CIMC または VIC ファームウェアない（CIMC 検出する 1.4(4)
のための最小。

●

不適当な接続●

不適当なケーブル接続

異なる FEX の LOM およびファブリック アダプタ●

VIC と FEX に接続された LOM はファブリックに直接接続しました。●



最初のファームウェア ポリシー

サーバはファームウェアの適切なレベルを実行している限り検出することができます●

バージョン 1.4 および 2.0(1)は CIMC FW バージョン 1.2(2l) とだけ動作し、検
出します

●

バージョン 2.0(2)から開始は最小 1.4(4) の後のあらゆる CIMC FW ディスカバ
リを可能にします。

●

UCS ソフトウェア バンドルの適切なバージョンと実装される FW だけ UCSM 統合でサ
ポートされます。

●

ディスカバリがサポートされたバンドルにすべてのサーバ（アップグレードされる/ダウ
ングレード）点滅させる必要があった後。

●

各バージョン リリースノートは混合されたバージョン サポートを記述します。●

検査 UCSM ファームウェア バンドル

vCon 配置ポリシー

UCS Cシリーズ サーバの長所は PCIe 複数のアダプタです。●



デフォルトで UCS は自動的にバーチャルネットワーク インターフェイス カード
（vNIC）または物理的 な アダプタに仮想 な Host Bus Adapter （vHBA）アダプタを取
り付けます。

●

ネットワーク 配置 ポリシーはどの物理的 な アダプタ特定の vNIC や vHBA がに割り当
てられるか判別します。

●

複数のカードおよびカードタイプを使用するとき望ましいネットワーク接続を実現させ
るために vNICs/vHBAs をどうにかして重要です。

●

VCons は何物理的 な カードがインストールされているか物理的 な アダプタの抽象化で
、サービス プロファイルの PCIe 一貫したマッピングにに関係なく方式を提供します。

●

vNICs および vHBAs のための望ましい発注を設定 することはシステムが自動的に
vCONs にそれらを置くようにします。

●

サービス プロファイルを作成するとき明示的に決定論接続を提供するために vNICs を
置くことができます。

●

これは vNIC/vHBA 配置によって堪能です●

手動で Cシリーズ統合サーバのための vNIC/vHBA 配置を規定 する 2 つの主な理由があります。

自動マッピングを UCSM （例えば C460 LOMs か外部に接続されたアダプタ）によって
未使用であるアダプタに防ぎます

●

トラフィック処理（他の 1 アダプタおよびイーサネットの例えば FCoE）。●



UCSM ローカルディスク ポリシー

PCIe スロットは別として a.c.を選択するための他の Major 形式ファクタ決定は-シリーズ サーバ
量および柔軟性のドライブ コンフィギュレーションです。

ブレード サーバは Cシリーズとしてラックマウント サーバが 24 までのドライブを今日
サポートする最大 4 つのドライブをサポートします。

●

UCSM はサービス プロファイルの一部であるローカルディスク ポリシーによってロー
カルドライブ コンフィギュレーションの管理を提供します。

●

ローカルディスク ポリシーの現在の実装はスコープで制限され、まだいくつかの顧客向
けの必要条件を満たしていません。 ユーザを償うことは UCSM o カスタマイズ ドライ
ブ コンフィギュレーションの外のツールを使用し続けることができます。

●

a.c.のためのローカルドライブの設定へのキーは-シリーズ サーバ ローカルディスク ポ
リシーの知識です。

●

コントローラおよびドライブのファームウェア 管理はまたサービス プロファイルによ
って実現します。

●

ローカルディスク ポリシーは論理的な（バーチャル）ドライブが利用可能 なリソース
を使用している侵略コントローラでどのように設定されるか記述します。

●

コントローラ機能によってはローカルディスク 設定のためのオプションは含んでいます
。

●

RAID 0、1、5、6、10、50、60●

RAID 無し●

設定●

局部記憶装置無し●

設定を防ぎますローカルディスク ポリシーのサービス プロファイルを保護して下さい
適用するからのコントローラの実際の設定を一致する。

●

これはサービス プロファイル モビリティの間に既存の音量のデータを保護します。●



ベスト プラクティス

ディスカバリの最良 の 方法

使用はラック サーバ ディスカバリ ポリシーのために 160 サーバ環境があっても自動確
認します。

●

サーバが可能な単一 接続応答である場合望ましい接続のために配線すれば使用は経営方
針を自動確認します。

●

LOMs および SFP を配線すれば注は、共有LOM システムデフォルト モードで
す。

●

共有されてLOM 後 LOMs を検出されれば取除いた管理 接続を失います。●

1 VIC 以上単一 接続応答 モードで使用するときプライマリ カードスロットは
管理のために使用されます。 そのカードに致命的な障害がある場合、データは
第 2 カードで続くことができますが UCSM による管理は失われます。

●

Decom/Recom が共有されるLOM 間のおよび側波帯、または VIC 失敗の場合
の別の管理 パスを確立するために必要となります。

●

両方の有効に なることはユーザ ポリシーを必要とします 2 つの再確認応答を確認しま
す

●

それらをオフラインにしなければなり、これがサーバ ディスカバリを破壊する可能性が
あるので FEXs を最初に検出し、サーバを検出する前にそれらに番号をつけ直して下さ
い。

●

vCon 配置 ポリシー 設定か。 ベスト プラクティス

配置ポリシーはプロファイルをサーバの間で移動するときアダプタの異なる数を PCIe
一貫した番号に設計されています与えるように。

●

自動配置は vNIC/vHBA 配置の厳密な制御を必要とするセットアップを持っていなけれ
ば十分です。 次に例を示します。

●

使用したくない内蔵アダプタ処理しやすい直通 UCSM が付いているサーバ
（例えば C460）。

●

外部ネットワーク（例えば Broadcom、Intel、等）に接続するための UCSM 検
出可能アダプタの使用

●

FCoE トラフィックおよびイーサネットトラフィックの厳密な分離。●

複数ボリューム ドライブ 管理 最良 の 方法

使用はインテントがそれによりドライブのすべてのデータを破棄していればコントロー
ラの論理ドライブを再構成することでなければサービス プロファイルをサーバの間で移
動するとき設定を常に保護します。

●

単一 音量かすべてのドライブ以外設定があることを必要とすればユーザー RAID 0 音量
はあらゆる設定のローカルディスク ポリシーを使用します。

●

単一 音量だけを必要とし、考えればあらゆる設定のローカルディスク ポリシー既存の
音量を育てるか、または追加音量 使用を将来作成することができます。

●

論理ドライブとの既存のスタンドアロン Cシリーズ サーバおよびそれらのドライブのデ
ータがあればまだデータを緩めないで統合できますあらゆる設定のローカルディスク ポ
リシーがあるサービスを提供すれば関連付ける場合。

●



関連情報

Cシリーズ サーバ UCSM 統合 設定例

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-
manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-
managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-
1240/data_sheet_c78-699459.html

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&backBtn=true

既知の問題: 

CSCup69532 UCSM 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html
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