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Remote Management
Cisco UCS Centralのリモート管理オプションでは、Cisco UCS Central GUIと CLIの両方で登録済み
UCSドメインのシャーシ、サーバ、ファブリックインターコネクト、FEXなどの物理デバイスを
管理できます。

重要 •登録済み UCSドメインに対してリモート管理操作を実行する場合は、UCIドメインでリ
モート操作機能が有効になっていることを確認します。

•これらのリモート操作のいずれかを実行すると、Cisco UCS Centralが UCSドメインに対
して設定要求を開始します。これには約 30秒かかります。リモート操作に基づく変更
を確認する前に、30秒間待ってください。

リモート管理機能を使用して次の操作を実行できます。

•シャーシの確認、稼働中止、および稼働再開。

•サーバメンテナンスタスク（ブレードおよびラックマウントサーバの稼働中止、稼働再開、
取り外し、および再確認など）の実行。
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• KVMコンソールの起動、ブートアップ、シャットダウン、リセット、回復、およびファブ
リックエクステンダ（FEX）、ブレード、およびラックマウントサーバでの診断割り込みの
実行。

•シャーシ、ブレード、およびラックマウントサーバ、ファブリックインターコネクト（FI）、
および FEXのロケータ LEDのオン/オフ。

•登録済み UCSドメインのテクニカルサポートファイルの作成とダウンロード。

サーバがローカルまたはグローバルサービスプロファイルに関連付けられている場合、サービス

プロファイルから関連するサーバに対して次のリモート管理アクションを実行できます。

•グローバルサービスプロファイルに関連付けられているブレードおよびラックサーバのブ
レードおよびラックマウントサーバのKVMコンソールの起動、ブートアップ、シャットダ
ウン、リセット、および回復。

•ローカルサービスプロファイルに関連付けられているブレードおよびラックサーバのブレー
ドおよびラックマウントサーバの KVMコンソールの起動、ブートアップ、シャットダウ
ン、リセット、および回復。

登録済み Cisco UCSドメインの物理デバイスの管理に関するガイドラインと推奨事項を理解して
いることを確認します。物理デバイスの操作とサーバメンテナンスに関する特定のガイドライ

ンについては、『Cisco UCS Manager GUI Guide』と『CLI Configuration Guide』
（http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.html）
にある「Managing the Chassis」、「Managing Blade Servers」、「Managing Rack-Mount
Servers」、および「Managing I/O Modules」の項を参照してください。

重要

Cisco UCS Central からのブレードサーバメンテナンスの
実行

[ServerMaintenance]を使用して、ブレードサーバに対して次のいずれかのメンテナンスアクショ
ンを実行できます。

• Remove

• Decommission

• Re-acknowledge
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この手順では、[Domains] > [Equipments] > [UCS Domains] > [Chassis] > [Servers]からこのタスク
を実行する方法について説明します。ドメイングループ内のドメインにサーバがある場合は、

[DomainGroups]を展開してそのドメインを見つけます。それ以外の場合は [UngroupedDomains]
からドメインを見つけます。

（注）

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、ブレードサーバが関連付けられている UCSドメインを見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis] > [Servers]を展開します。
[Work]ペインに、このドメインに関連付けられているラックマウントサーバがリストされます。

ステップ 4 サーバのリストで該当するサーバをクリックします。メニューバーに [ServerMaintenance]が表示
されます。

ステップ 5 [Server Maintenance]をクリックし、[Maintenance Server]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 6 3つのオプションボタン（[Remove]、[Decommission]、または [Re-acknowledge]）のいずれかをク
リックし、このサーバに対してメンテナンスタスクを実行します。

[Decommission]を選択すると、稼働中止の完了後に、サーバが [Decommissioned]タブに移動され
ます。

稼働中止には時間がかかることがあります。 [Decommissioned]タブでサーバを確認する
には、[decommissioning]ステータスが表示されなくなるまで待ちます。

（注）

ステップ 7 [OK]をクリックします。メンテナンスタスクが正常に完了したことを通知する確認メッセージ
が表示されます。

サーバのブートアップ

ブレードサーバとラックマウントサーバの両方で、[Servers]ノードからサーバをブートアップで
きます。このノードでは、[Work]ペインにすべてのサーバがリストされるか、または [Navigation]
ペインのサーバリストの特定のサーバレベルのサーバが表示されます。この手順では、特定の

サーバレベルでサーバをブートアップする方法を説明します。

このサーバがサービスプロファイルに関連付けられている場合、ローカルまたはグローバル

サービスプロファイルからサーバをブートアップできます。

（注）
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手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、サーバが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis] > [Server]を展開します。
ラックマウントサーバの場合は [Rack-Mounts] > [Servers]を展開しま
す。

（注）

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Server]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General] > [Actions]領域の [Boot Up Server]をクリックします。

ステップ 6 [Boot Up Server]ダイアログボックスで [OK]をクリックします。

サーバのシャットダウン

ブレードサーバとラックマウントサーバの両方で、[Servers]ノードからサーバをシャットダウン
できます。このノードでは、[Work]ペインにすべてのサーバがリストされるか、または [Navigation]
ペインのサーバリストの特定のサーバレベルのサーバが表示されます。この手順では、特定の

サーバレベルでサーバをシャットダウンする方法について説明します。

このサーバがサービスプロファイルに関連付けられている場合、ローカルまたはグローバル

サービスプロファイルからこのサーバをシャットダウンできます。

（注）

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、サーバが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis] > [Server]を展開します。
ラックマウントサーバの場合は [Rack-Mounts] > [Servers]を展開しま
す。

（注）

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Server]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General] > [Actions]領域の [Shutdown Server]をクリックします。

ステップ 6 [Shutdown Server]ダイアログボックスで、[Gracefully Shutdown OS]チェックボックスをオンにし
ます。
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サーバのリセット

ブレードサーバとラックマウントサーバの両方で、[Servers]ノードからサーバをリセットできま
す。このノードでは、[Work]ペインにすべてのサーバがリストされるか、または [Navigation]ペ
インのサーバリストの特定のサーバレベルのサーバが表示されます。この手順では、特定のサー

バレベルでサーバをリセットする方法について説明します。

このサーバがサービスプロファイルに関連付けられている場合、ローカルまたはグローバル

サービスプロファイルからこのサーバをリセットできます。

（注）

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、サーバが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis] > [Server]を展開します。
ラックマウントサーバの場合は [Rack-Mounts] > [Servers]を展開しま
す。

（注）

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Server]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General] > [Actions]領域の [Reset Server]をクリックします。

ステップ 6 [Reset Server]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

ステップ 7 [Do youwant to reset the selected servers?]ダイアログボックスで、該当するオプションを 1つ（[Power
Cycle]、[Gracefully restart OS、[Wait for completion of outstanding UCS tasks on this server]など）を選
択して [OK]をクリックします。

ステップ 8 Cisco UCS Centralにより、選択されたサーバの電源リセットタスクが開始され、[Reset Server]ダ
イアログボックスに、リセット操作が正常に開始されたことを示すメッセージが表示されます。

（注）

サーバの回復

ブレードサーバとラックマウントサーバの両方で、[Servers]ノードからサーバを回復できます。
このノードでは、[Work]ペインにすべてのサーバがリストされるか、または [Navigation]ペイン
のサーバリストの特定のサーバレベルのサーバが表示されます。この手順では、特定のサーバ

レベルでサーバを回復する方法について説明します。
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このサーバがサービスプロファイルに関連付けられている場合、ローカルまたはグローバル

サービスプロファイルからサーバを回復できます。

（注）

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、サーバが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis] > [Server]を展開します。
ラックマウントサーバの場合は [Rack-Mounts] > [Servers]を展開しま
す。

（注）

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Server]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General] > [Actions]領域の [Recover Server]をクリックします。

ステップ 6 [Recover Server]ダイアログボックスで、該当するオプションを 1つ（[Reset CIMC (Server
Controller)]、[Reset KVM Server]、[Reset CMOS]など）選択します。
[Reset CMOS]を選択すると Cisco UCS Centralによりサーバリブート警告が表示されます。その
他のオプションでは、確認ダイアログボックスが表示されます。

ステップ 7 [OK]をクリックして、サーバの回復プロセスを開始します。

シャーシの確認
[Chassis]ノードでシャーシを確認できます。このノードでは、[Work]ペインにすべてのシャーシ
が表示されるか、または [Navigation]ペインのシャーシリストの特定のシャーシレベルのシャー
シが表示されます。この手順では、特定のシャーシレベルでシャーシを確認する方法について説

明します。

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、シャーシが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis]を展開します。

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Chassis]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General] > [Actions]領域で、[Acknowledge Chassis]をクリックします。

ステップ 6 [Acknowledge Chassis]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
シャーシの確認後に、ポップアップダイアログボックスに確認メッセージが表示されます。
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シャーシの稼働中止

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、シャーシが関連付けられている UCSドメインを見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで [Chassis]タブをクリックします。
[Work]ペインに、選択した UCSドメインの [Chassis]リストが表示されます。

ステップ 4 メニューバーの [Decommission Chassis]オプションを有効にするには、稼働中止する [Chassis ID]
をクリックします。

ステップ 5 [Decommission Chassis]確認メッセージダイアログボックスで [OK]をクリックします。
[Status]カラムに、稼働中止が開始されたことを示す [decommissioning]が表示されます。稼働中
止が完了すると、シャーシは [Decommissioned]タブに移動します。

稼働中止には時間がかかることがあります。 [Decommissioned]タブでシャーシを確認す
るには、[decommissioning]ステータスが表示されなくなるまで待ちます。

（注）

シャーシロケータ LED のオン/オフ
[Chassis]ノードでシャーシロケータ LEDをオンにできます。このノードでは、[Work]ペインに
すべてのシャーシが表示されるか、または [Navigation]ペインのシャーシリストの特定のシャー
シレベルのシャーシが表示されます。この手順では、特定のシャーシレベルでシャーシ LEDを
オンにする方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、シャーシが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis]を展開します。

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Chassis]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General] > [Actions]領域で、[Turn on Locator LED]または [Turn off Locator LED]
をクリックします。

ステップ 6 [Toggle Locator LED]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
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サーバまたはシャーシの再稼動

シャーシ、ブレードサーバ、またはラックマウントサーバを稼働中止にすると、稼働中止になっ

たオブジェクトは該当するノード（[Chassis]、[Chassis] > [Servers]、[Rack-Mounts] > [Servers]な
ど）の [Decommissioned]タブに移動します。

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、シャーシが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで UCSドメイン名を展開し、[Chassis]または [Chassis] > [Servers]または
[Rack-Mounts] > [Servers]を展開します。

ステップ 4 [Work]ペインで [Decommissioned]タブをクリックします。稼働中止になっているサーバまたは
シャーシのリストが表示されます。

ステップ 5 リストでシャーシまたはサーバをクリックすると、メニューバーに [Recommission]が表示されま
す。

ステップ 6 [Recommission]をクリックし、[Recommission Server]ポップアップダイアログボックスで [OK]を
クリックします。

ステップ 7 ポップアップダイアログボックスで [OK]をクリックすると、再稼働が開始されたことが示され
ます。

再稼動には時間がかかります。サーバまたはシャーシの再稼働が正常に完了すると、

サーバまたはシャーシは [Decommissioned]タブから削除されます。 [Status]タブにサー
バまたはシャーシが表示されます。

（注）

ファブリックインターコネクタロケータ LED のオン/オフ
[Fabric Interconnects]ノードで FIロケータ LEDをオンにできます。このノードでは、[Work]ペイ
ンにすべての FIが表示されるか、または [Navigation]ペインの FIリストの特定の FIレベルの FI
が表示されます。この手順では、特定の FIレベルで FI LEDをオンにする方法について説明しま
す。

   Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2
8

Remote Management
サーバまたはシャーシの再稼動



手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、シャーシが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Fabric Interconnects]を展開します。

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Fabric Interconnect]の名前をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General] > [Actions]領域で、[Turn on Locator LED]または [Turn off Locator LED]
をクリックします。

ステップ 6 [Toggle Locator LED]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

Cisco UCS Central からのラックマウントサーバメンテナ
ンスの実行

[ServerMaintenance]を使用して、ラックサーバに対して次のいずれかのメンテナンスアクション
を実行できます。

• Remove

• Decommission

• Re-acknowledge

この手順では、[Domains] > [Equipments] > [UCS Domains] > [Rack-Mounts] > [Servers]からこの
タスクを実行する方法について説明します。ドメイングループ内のドメインにサーバがある

場合は、[DomainGroups]を展開してそのドメインを見つけます。それ以外の場合は [Ungrouped
Domains]からドメインを見つけます。

（注）

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、ラックマウントサーバが関連付けられている UCSドメインを見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Rack-Mounts] > [Servers]を展開します。
[Work]ペインに、このドメインに関連付けられているラックマウントサーバがリストされます。
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ステップ 4 サーバのリストで該当するサーバをクリックします。メニューバーに [ServerMaintenance]が表示
されます。

ステップ 5 [Server Maintenance]をクリックし、[Maintenance Server]ダイアログボックスを表示します。

ステップ 6 3つのオプションボタン（[Remove]、[Decommission]、または [Re-acknowledge]）のいずれかをク
リックし、このサーバに対してメンテナンスタスクを実行します。

[Decommission]を選択すると、稼働中止の完了後に、サーバが [Decommissioned]タブに移動され
ます。

稼働中止には時間がかかることがあります。 [Decommissioned]タブでサーバを確認する
には、[decommissioning]ステータスが表示されなくなるまで待ちます。

（注）

ステップ 7 [OK]をクリックします。メンテナンスタスクが正常に完了したことを通知する確認メッセージ
が表示されます。

ファブリックエクステンダの確認

[Fex]ノードでファブリックエクステンダを確認できます。このノードでは、[Work]ペインにす
べてのエクステンダが表示されるか、または [Navigation]ペインのエクステンダリストの特定の
ファブリックエクステンダレベルのファブリックエクステンダが表示されます。この手順では、

特定のエクステンダレベルのファブリックエクステンダを確認する方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、ファブリックエクステンダが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Fex]を展開します。

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Fex]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General] > [Actions]領域で、[Acknowledge Fex]をクリックします。

ステップ 6 [Acknowledge Fex]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
ファブリックエクステンダの確認後に、ポップアップダイアログボックスに確認メッセージが表

示されます。
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ファブリックエクステンダの稼働中止

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、ファブリックエクステンダが関連付けられている UCSドメインを見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで [Fex]をクリックします。
[Work]ペインには、選択した UCSドメインのファブリックエクステンダのリストが表示されま
す。

ステップ 4 メニューバーの [DecommissionFex]オプションを有効にするには、稼働中止する [Fex ID]をクリッ
クします。

ステップ 5 [Decommission Fex]確認メッセージダイアログボックスで [OK]をクリックします。
[Status]カラムに、稼働中止が開始されたことを示す [decommissioning]が表示されます。稼働中
止が完了すると、Fexは [Decommissioned]タブに移動します。

稼働中止には時間がかかることがあります。 [Decommissioned]タブでファブリックエ
クステンダを確認するには、[decommissioning]ステータスが表示されなくなるまで待ち
ます。

（注）

ファブリックエクステンダの再稼動

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、ファブリックエクステンダが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Fex]を展開します。

ステップ 4 [Work]ペインで [Decommissioned]タブをクリックします。稼働中止になっているファブリックエ
クステンダのリストが表示されます。

ステップ 5 このリストのファブリックエクステンダをクリックすると、メニューバーに [Recommission]が表
示されます。

ステップ 6 [Recommission]をクリックし、[Recommission Fex]ポップアップダイアログボックスで [OK]をク
リックします。

ステップ 7 ポップアップダイアログボックスで [OK]をクリックすると、再稼働が開始されたことが示され
ます。
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再稼動には時間がかかります。ファブリックエクステンダが正常に再稼動すると、そ

のファブリックエクステンダは [Decommissioned]タブから削除され、[Status]タブに表
示されます。

（注）

ファブリックエクステンダの取り外し

ファブリックエクステンダは、[Properties]ペインの [General] > [Actions]領域で削除できます。

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、ファブリックエクステンダが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

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

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Fex]の番号を右クリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General] > [Actions]領域で、[Remove Fex]をクリックします。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ファブリックエクステンダロケータ LED のオン/オフ
[Fex]ノードでファブリックエクステンダロケータ LEDをオンにできます。このノードでは、
[Work]ペインにすべてのエクステンダが表示されるか、または [Navigation]ペインのエクステン
ダリストの特定のファブリックエクステンダレベルのファブリックエクステンダが表示されま

す。この手順では、特定のファブリックエクステンダレベルでファブリックエクステンダ LED
をオンにする方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、ファブリックエクステンダが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Fex]を展開します。

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Fex]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General] > [Actions]領域で、[Turn on Locator LED]または [Turn off Locator LED]
をクリックします。

ステップ 6 [Toggle Locator LED]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
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UCS ドメインのリモートテクニカルサポート
Cisco UCS Centralから登録済み UCSドメインのテクニカルサポートファイルを収集できます。
リモートテクニカルサポートの収集では、次の操作を行います。

•テクニカルサポートファイルの作成：Cisco UCS Central GUIと CLIの両方を使用して、各
登録済み UCSドメインのテクニカルサポートファイルを作成できます。

•作成したファイルのダウンロード：作成したテクニカルサポートファイルをダウンロード
して情報を確認できます。

テクニカルサポートファイルのダウンロードは Cisco UCS Central GUIでのみ
実行できます。

（注）

UCS ドメインのテクニカルサポートファイルの作成
登録済みCisco UCSドメインから、Cisco UCSManagerで「ucsm」に対応するオプションに関する
すべてのテクニカルサポートファイルを収集できます。

手順

ステップ 1 [Domains] > [Equipment]タブで、[UCS Domains]を展開します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで [Domain Group root]または [Ungrouped Domain]を展開し、テクニカルサポー
トファイルのダウンロード元の UCSドメインを探してクリックします。

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

ステップ 4 メニューバーで [Create Tech Support]をクリックします。
[Create Tech Support]ダイアログボックスに、テクニカルサポートファイルの作成が開始したこと
を示す確認メッセージが表示されます。テーブルにファイル名が表示され、[Overall Status]カラ
ムに [in-progress]と表示されます。ファイルの作成が完了すると、このドメインについて作成さ
れたテクニカルサポートファイルの詳細情報（[Name]、[Size]、[Overall Status]、および [URI]な
ど）が表示されます。

[Create Tech Support]をクリックした後でこの操作を取り消すことはできませ
ん。

（注）
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次の作業

テクニカルサポートファイルの情報を確認したい場合は、ファイルをローカルシステムにダウ

ンロードします。ドメインのテクニカルサポートファイルのダウンロード, （14ページ）を参
照してください。

ドメインのテクニカルサポートファイルのダウンロード

手順

ステップ 1 [Domains] > [Equipment]タブで、[UCS Domains]を展開します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで [Domain Group root]または [Ungrouped Domain]を展開し、テクニカルサポー
トファイルのダウンロード元の UCSドメインを探してクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Tech Support Files]タブをクリックします。
このドメインについて作成された使用可能なテクニカルサポートファイルの詳細情報（[Name]、
[Overall Status]、[Size]、[URI]など）のリストがテーブルに表示されます。

ステップ 4 ダウンロードするテクニカルサポートファイルをクリックします。

これにより、メニューバーの [Delete]、[Download]、および [Properties]オプションが有効になり
ます。

テクニカルサポートファイル作成プロセスを開始したばかりの場合は、[Overall Status]
が [in-progress]から [available]に変わるまで待ちます。 [Overall Status]に [available]が表
示されている場合にのみ、テクニカルサポートファイルをダウンロードできます。

（注）

ステップ 5 [Download]をクリックします。
Cisco UCS Centralがテクニカルサポートファイルをダウンロードするためにこの UCSドメイン
に初めてアクセスする場合は、次の手順を実行します。

a) システムで [UCSM Communications]エラーダイアログボックスが表示されたら、証明書を受
け入れることを選択します。 [Add Security Exception]ダイアログボックスで、[Confirm Security
Exception]をクリックします。

b) Cisco UCS Managerの [Login]パネルで、この UCSドメインのログインクレデンシャルを入力
します。

ステップ 6 拡張子 .tarが付いたファイル名のポップアップダイアログボックスに、[Open with]と [Save file]
オプションが表示されます。

ステップ 7 [Save file]をクリックしてファイルをローカルシステムに保存するか、またはテクニカルサポー
トファイルを開くプログラムをドロップダウンオプションから選択します。
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UCS ドメインのテクニカルサポートファイルの削除

手順

ステップ 1 [Domains] > [Equipment]タブで、[UCS Domains]を展開します。

ステップ 2 [Navigation]ペインで [Domain Group root]または [Ungrouped Domain]を展開し、テクニカルサポー
トファイルのダウンロード元の UCSドメインを探してクリックします。

ステップ 3 [Work]ペインで [Tech Support Files]タブをクリックします。
このドメインについて作成された使用可能なテクニカルサポートファイルの詳細情報（[Name]、
[Overall Status]、[Size]、[URI]など）のリストがテーブルに表示されます。

ステップ 4 削除するテクニカルサポートファイルをクリックします。

これにより、メニューバーの [Delete]、[Download]、および [Properties]オプションが有効になり
ます。

ステップ 5 [Delete]をクリックします。

ステップ 6 [Confirmation]ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
システムにより削除プロセスが開始されたことを示すポップアップメッセージが表示されます。

KVM コンソール
Cisco UCS Central GUIから、登録済み Cisco UCSドメインで適切に設定されているサーバのKVM
コンソールにアクセスできます。

KVMコンソールは、KVMの直接接続をエミュレートする KVM Launch Managerからアクセスで
きるインターフェイスです。これにより、ネットワーク上のリモートロケーションからこのサー

バに接続できます。

KVMコンソールは、サーバまたはサービスプロファイルに割り当てられた CIMC IPアドレスを
使用して、Cisco UCSCisco UCSドメイン内の正しいサーバを識別および接続します。 KVMコン
ソールを使用してサーバにアクセスする場合は、サーバまたはサーバに関連付けられているサー

ビスプロファイルのいずれかが IPアドレスで設定されていることを確認する必要があります。

CD、DVD、またはフロッピードライブを使用してサーバに直接接続する代わりに、KVMコン
ソールでは仮想メディアを使用します。仮想メディアは、仮想 CD、DVD、またはフロッピード
ライブにマップされた実際のディスクドライブまたはディスクイメージファイルです。次に示

す任意の仮想ドライブをマップできます。

•お使いのコンピュータ上の CD/DVDまたはフロッピードライブ

•コンピュータ上のディスクイメージファイル

•ネットワーク上の CD/DVDまたはフロッピードライブ
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•ネットワーク上のディスクイメージファイル

サーバからの KVM コンソールの起動
ブレードサーバとラックマウントサーバの両方で、[Servers]ノードから KVMコンソールを開始
できます。このノードでは、[Work]ペインにすべてのサーバがリストされるか、または [Navigation]
ペインのサーバリストの特定のサーバレベルのサーバが表示されます。この手順では、特定の

サーバレベルで KVMコンソールを起動する方法について説明します。

このサーバがサービスプロファイルに関連付けられている場合、ローカルまたはグローバル

サービスプロファイルから KVMコンソールを起動できます。
（注）

手順

ステップ 1 [Domains]タブで、[Equipment] > [UCS Domains]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation]ペインで、[Domain Groups]または [Ungrouped Domains]のいずれか該当するものを展
開し、サーバが関連付けられている UCSドメインの名前を見つけます。

ステップ 3 [Navigation]ペインで、UCSドメイン名を展開し、[Chassis] > [Server]を展開します。
ラックマウントサーバの場合は [Rack-Mounts] > [Servers]を展開しま
す。

（注）

ステップ 4 [Navigation]ペインで [Server]の番号をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General] > [Actions]領域で [Launch KVM Console]をクリックします。

ステップ 6 [KVMConsole]ダイアログボックスで、[Select IPAddress]のオプションボタンをクリックし、[OK]
をクリックします。

システムにより、サービスプロファイルに割り当てられている IPアドレスが確認されます。 IP
アドレスがサービスプロファイルのサーバに割り当てられていない場合、物理サーバで割り当て

られている IPアドレスがあるかどうかが確認されます。

ステップ 7 セキュリティ警告が表示されたら同意し、[Add Security Exception]ダイアログボックスで [Yes]を
クリックし、セキュリティ証明書を受け入れて続行します。

ステップ 8 [Security Warning]で [Continue]をクリックします。

ステップ 9 KVMコンソールにログインするため、[KVM Login]で Cisco UCS Managerクレデンシャルを入力
します。

ステップ 10 別ウィンドウに KVMコンソールが表示されます。
KVMセッションを開いたときにキーボードの Caps Lockキーがオンになっており、そ
の後に Caps Lockキーをオフにすると、[KVM Console]は Caps Lockキーがオンのとき
のように動作する場合があります。KVMコンソールとキーボードを同期させるには、
[KVMConsole]にフォーカスがない状態でCapsLockキーを一度押し、次に [KVMConsole]
にフォーカスを置いて Caps Lockキーをもう一度押します。

ヒント
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ログインパネルからの KVM コンソールの起動
CiscoUCSCentralログインパネルからサーバのKVMコンソールを起動できます。LDAP、RBAC、
および十分な権限を持つ認証ドメインユーザが、ログインパネルから KVMを起動できます。

手順

ステップ 1 Cisco UCS Centralログインパネルで [Username]と [Password]を入力します。

ステップ 2 [Launch KVM]をクリックします。
これにより、システムで KVMへのアクセス権限があるサービスプロファイルとサーバのリスト
を示すページが表示されます。

ステップ 3 KVMコンソールを起動するサーバを検索します。
次のいずれかの方法でサーバを検索できます。

• [Service Profile Name]を入力し、[Search]をクリックしてサービスプロファイルを検索しま
す。

•フィルタリングに使用する [Organization]、[DomainGroup]、または [UCSDomain]ドロップダ
ウンオプションをクリックし、[Search]をクリックします。

結果ページに、グローバルサービスプロファイルとローカルサービスプロファイルに

関連付けられているサーバのリストだけが表示されます。

（注）

ステップ 4 表示される検索結果リストで、KVMコンソールを起動するサーバをクリックして選択します。

ステップ 5 結果のメニューバーで [KVM Console]をクリックします。
[KVM Console]ダイアログボックスが開き、IPアドレスが表示されます。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

ステップ 7 セキュリティ警告が表示されたら同意し、[Add Security Exception]ダイアログボックスで [Yes]を
クリックし、セキュリティ証明書を受け入れて続行します。

ステップ 8 [Security Warning]で [Continue]をクリックします。

ステップ 9 KVMコンソールにログインするため、[KVM Login]で Cisco UCS Managerクレデンシャルを入力
します。

ステップ 10 別ウィンドウに KVMコンソールが表示されます。
KVMセッションを開いたときにキーボードの Caps Lockキーがオンになっており、そ
の後に Caps Lockキーをオフにすると、[KVM Console]は Caps Lockキーがオンのとき
のように動作する場合があります。KVMコンソールとキーボードを同期させるには、
[KVMConsole]にフォーカスがない状態でCapsLockキーを一度押し、次に [KVMConsole]
にフォーカスを置いて Caps Lockキーをもう一度押します。

ヒント

Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2    
17

Remote Management
ログインパネルからの KVM コンソールの起動



   Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2
18

Remote Management
ログインパネルからの KVM コンソールの起動


	Remote Management
	Remote Management
	Cisco UCS Central からのブレード サーバ メンテナンスの実行
	サーバのブートアップ
	サーバのシャットダウン
	サーバのリセット
	サーバの回復

	シャーシの確認
	シャーシの稼働中止
	シャーシ ロケータ LED のオン/オフ
	サーバまたはシャーシの再稼動
	ファブリック インターコネクタ ロケータ LED のオン/オフ

	Cisco UCS Central からのラックマウント サーバ メンテナンスの実行
	ファブリック エクステンダの確認
	ファブリック エクステンダの稼働中止
	ファブリック エクステンダの再稼動
	ファブリック エクステンダの取り外し
	ファブリック エクステンダ ロケータ LED のオン/オフ


	UCS ドメインのリモート テクニカル サポート
	UCS ドメインのテクニカル サポート ファイルの作成
	ドメインのテクニカル サポート ファイルのダウンロード
	UCS ドメインのテクニカル サポート ファイルの削除

	KVM コンソール
	サーバからの KVM コンソールの起動
	ログイン パネルからの KVM コンソールの起動



