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はじめに
この章は、次の項で構成されています。

• 「目標」（P.v）
• 「対象読者」（P.v）
• 「コマンド構文の表記法」（P.v）

目標
このユーザ ガイドでは、Cisco UCS C シリーズ管理パックをインストールして設定するための手順と、
スタンドアロンの Cisco UCS C シリーズ ラック サーバの登録およびモニタリングの設定について説明
します。

対象読者
このユーザ ガイドは、次の 1 つ以上に責任を持つ、専門知識を備えたデータセンター管理者を主な対
象にしています。

• サーバ管理
• ストレージ管理
• ネットワーク管理
• ネットワーク セキュリティ

コマンド構文の表記法
表 1 に、このマニュアルのコマンドで使用される構文を示しています。
表 1

コマンド構文ガイド

表記法

説明

太字

コマンドおよびキーワード。

イタリック体

ユーザによるコマンド入力
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表 1

コマンド構文ガイド

表記法

説明

[

角カッコ内の要素は、省略可能です。

]

{x|x|x}

選択すべきキーワード（x の部分）は、波カッコで囲み、縦棒で区切って
表します。いずれか 1 つを必ず選択します。

^ または Ctrl

Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl-D と表記されている場
合、Ctrl キーを押さえながら D キーを押します。

screen フォント

画面に表示される情報の例を表します。

太字の screen フォント

入力が必要な情報の例

<

>

パスワードのように、出力されない文字は、山カッコ（<>）で囲んで示
しています。

[

]

システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示
しています。

Cisco UCS C シリーズ管理パック ユーザ ガイド リリース 1.0.1

-vi

OL-30038-02-J

C H A P T E R

1

概要
この章の内容は、次のとおりです。

• 「Microsoft System Center 2012、2012 SP1、および 2012 R2 の Operations Manager 向け Cisco
UCS 管理パック」（P.1-1）
• 「システム要件」（P.1-1）

Microsoft System Center 2012、2012 SP1、および
2012 R2 の Operations Manager 向け Cisco UCS 管理
パック
Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) 2012 は、柔軟性とコスト効率の高いインフラス
トラクチャ モニタリングを提供します。これにより、重要なアプリケーションの予測可能なパフォー
マンスと可用性が確保され、プライベートおよびパブリックのデータセンターおよびクラウドが包括的
にモニタされます。

Cisco UCS C シリーズ管理パックは、事前定義されたモニタリング設定を含む定義ファイルで、
Operations Manager の特定のサービスやアプリケーションを監視するエージェントを有効にします。
これらの定義済みの設定によって Operations Manager は、自動的にサービスとアプリケーションを検
出し、モニタリングを開始できます。さらに、エラーとトラブルシューティングの情報、アラート、レ
ポートを含むナリッジ ベースも管理パックの構成要素であるため、Cisco UCS C シリーズ ラック サー
バで検出された問題の修正に役立ちます。
管理パックは、使いやすく、見慣れた単一のインターフェイスで、Cisco UCS C シリーズ ラック サー
バの稼働状態、パフォーマンス、および可用性を視覚化します。この管理パックを使用すると、一連の
C シリーズ ラック サーバをグループ化し、1 つのエンティティとしてモニタできます。ダッシュボー
ドのクラスタ ビューでは、モニタされるすべてのグループの全体的な稼働状態を確認できます。管理
パックには、ラック サーバをモニタするルールが含まれています。

システム要件
ここでは、Cisco UCS C シリーズ管理パックをインストールおよび設定するためのシステム要件につい
て説明します。
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概要

システム要件

ハードウェア
次のハードウェア要件を満たしていることを確認してください。

• プロセッサ アーキテクチャ：64 ビット デュアル コア プロセッサ以上
• メモリ：8 GB 以上
• ディスク領域：25 MB
• ネットワーク接続：1 MBps 以上の速度

オペレーティング システム
次のオペレーティング システムの 64 ビット バージョンが、最新のサービス パックとともにインス
トールされていることを確認してください。

• Windows Server 2008 R2 SP1
• Windows Server 2012

ソフトウェア
次のバージョンのソフトウェアがサーバにインストールされていることを確認してください。

• Windows PowerShell 2.0 または 3.0
• .NET Framework 4 以降
• System Center 2012 または 2012 SP1 または 2012 R2、Operations Manager サーバおよび操作コン
ソール

• Cisco IMC バージョン 1.5（1f）以降
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Cisco UCS C シリーズ管理サービスのインス
トールと設定

この章の内容は、次のとおりです。

• 「管理パックのインストール」（P.2-3）
• 「複数のサーバへの Cisco UCS C シリーズ管理サービスのインストール」（P.2-4）
• 「ファイアウォールの例外の追加」（P.2-5）
• 「C シリーズ ラック サーバのグループの作成」（P.2-5）
• 「管理者アカウントの作成」（P.2-7）
• 「プロファイルへのアカウントの関連付け」（P.2-8）
• 「プロファイルのアンインストール」（P.2-8）
• 「管理パックのアンインストール」（P.2-9）

管理パックのインストール
ステップ 1

（注）

Cisco UCS C シリーズ管理パック インストーラを起動します。
Operations Manager コンソールが開いているときにインストーラを起動すると、対応するエラー メッ
セージが表示され、コンソールを終了するように求められます。

ステップ 2

[Setup Wizard] ページで [Next] をクリックします。

ステップ 3

[License Agreement] ページで、次の手順を実行します。
a. エンド ユーザ ライセンス契約書を確認します。
b. [I accept the terms in the License Agreement] オプション ボタンをクリックします。
c. [Next] をクリックします。

ステップ 4

[Product Registration] ページで、次の手順を実行します。
a. [Username] フィールドに自分のユーザ名を入力します。
b. （任意）[Organization] フィールドに、会社名を入力します。
c. [Next] をクリックします。

ステップ 5

[Setup Type] ページで、次のオプションの 1 つを選択し、[Next] をクリックします。
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Cisco UCS C シリーズ管理サービスのインストールと設定

複数のサーバへの Cisco UCS C シリーズ管理サービスのインストール

• [Custom]：このオプションを選択すると、インストールするコンポーネントを選択できます。こ
のオプションを完了した後は、ステップ 6 に進みます。
• [Complete]：このオプションを選択すると、Cisco UCS C シリーズ管理パックのすべてのコンポー
ネントをインストールできます。このオプションを完了した後は、ステップ 7 に進みます。
ステップ 6

[Features to Install] ページで、表示されるオプションから、必要なコンポーネントを選択します。表示
されるオプションは、次のとおりです。

• [Cisco C-Series Management Pack]：管理パックと関連コンポーネントが含まれます。
• [Cisco UCS C-Series Management Service]：SCOM とラック サーバ間のブリッジとなります。こ
のプロキシ エージェントは、ラック サーバに接続し、管理パックにラック サーバ データを提供し
ます。

（注）

管理グループ内のどの管理サーバにも、Cisco UCS C シリーズ管理パックをインポートできます。

（注）

Cisco UCS C シリーズ管理サービスは、[Cisco UCS C-Series Management Pack] オプションを選択し
た場合にだけインストールできます。

（注）

他の管理サーバ上に Cisco UCS C シリーズ管理サービスをインストールするには、Cisco UCS C シ
リーズ管理パックを管理グループにインポートする必要があります。

ステップ 7

[Select Installation Folder] ページで [Browse] をクリックして、Cisco UCS C シリーズ管理パックをイ
ンストールするフォルダの場所を参照してください。

ステップ 8

[Next] をクリックします。

ステップ 9

[Install（インストール）] をクリックして、インストールを開始します。

ステップ 10

[Installation Complete] ページで [Finish] をクリックして終了します。

複数のサーバへの Cisco UCS C シリーズ管理サービスのイ
ンストール
ステップ 1

Cisco UCS C シリーズ管理パック インストーラを起動します。

ステップ 2

[Setup Wizard] ページで [Next] をクリックします。

ステップ 3

[License Agreement] ページで、次の手順を実行します。
a. エンド ユーザ ライセンス契約書を確認します。
b. [I accept the terms in the License Agreement] オプション ボタンをクリックします。
c. [Next] をクリックします。

ステップ 4

[Product Registration] ページで、次の手順を実行します。
a. [Username] フィールドに自分のユーザ名を入力します。
b. （任意）[Organization] フィールドに、会社名を入力します。
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Cisco UCS C シリーズ管理サービスのインストールと設定
ファイアウォールの例外の追加

c. [Next] をクリックします。
ステップ 5

（注）

ステップ 6

[Features to Install] ページで、[Install Cisco UCS C-Series Management Service] オプションを選択し、
[Next] をクリックして続行します。
管理パックをインポートするオプションは、管理パックがすでにインストールされている場合は無効と
して表示されます。

[Select Installation Folder] ページで、管理サービスをインストールする新しいフォルダの場所を参照し
ます。

ステップ 7

[Install] をクリックして、インストールを開始します。

ステップ 8

[Installation Complete] ページで [Finish] をクリックして終了します。

ファイアウォールの例外の追加
正常に Cisco UCS C シリーズ管理パックをインストールしたら、Cisco UCS C シリーズ管理サービス
のホストとなるすべての管理サーバのポート 8733 に対するファイアウォールの例外を追加する必要が
あります。
ステップ 1

Windows Firewall with Advanced Security を開きます。

ステップ 2

次のオプションを含む着信ルールを作成します。

[Rule Type]：ポート。
[Protocol and Ports]：TCP を選択し、特定のローカル ポートで 8733 を提供します。
[Action]：接続を許可します。
[Profile]：プライベートのドメインを選択します。
[Name]：ルール名を入力してください。
ステップ 3

次のオプションを含む発信ルールを作成します。

[Rule Type]：ポート。
[Protocol and Ports]：TCP を選択し、特定のローカル ポートで 8733 を提供します。
[Action]：接続を許可します。
[Profile]：プライベートのドメインを選択します。
[Name]：ルール名を入力してください。

C シリーズ ラック サーバのグループの作成
ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン リストから [Authoring] を選択します。

ステップ 3

[Authoring] カラムで、[Management Pack Templates] > [Cisco UCS C-Series] を選択します。
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C シリーズ ラック サーバのグループの作成

ステップ 4

[Tasks] ペインで [Add Monitoring Wizard] をクリックします。[Add Monitoring Wizard] ページが開き
ます。

ステップ 5

[Select Monitoring Type] ページで、モニタリングのタイプとして [UCisco UCS C-Series] を選択しま
す。

ステップ 6

[Next] をクリックします。

ステップ 7

[General Information] ページで、次のように C シリーズ ラック サーバ検出ルールを定義します。
a. Discover by IP Combinations：IP アドレスの範囲（ハイフンを追加します）と、複数の IP アド
レス（カンマで区切って）を指定します。
Example:
10.105.219.15-10.105.219.129,10.104.200.35,10.104.100.133,10.106.233.136-10.106.23
3.200

（注）

このページには、254 個の IP アドレスを入力できます。

b. [Discover by IP Range]：先頭と末尾の IP アドレスを指定します。
c. [Discover via Subnet mask] ：ネットワーク アドレスとサブネット マスクを指定します。
d. [Next] をクリックします。
ステップ 8

[Select Objects to Manage] ページで、実行する個々の IP アドレスを選択解除にします。

ステップ 9

[Next] をクリックします。

ステップ 10

[Select Configuration Mode] ページで、次の項目を確認します（必要な場合は変更します）。
a. 接続パラメータ：ポート番号と接続モード
b. プロキシ サーバの詳細
c. サービス マシン
d. [Next] をクリックします。

ステップ 11

[Group Name] ページで、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバのグループの名前を指定します。

ステップ 12 （任意）[Description] フィールドに、グループの説明を入力します。
ステップ 13

[Next] をクリックします。

（注）

[Management Pack] セクションで、[Use existing management pack] または [create new] チェックボッ
クスをオンにして、現在の Cisco UCS C シリーズ グループを別の管理パックに保存します。

（注）

[Override] を作成している場合、リストに表示される最初の管理パックは [Default Management Pack]
です。[Default Management Pack] には、何も保存しないでください。

ステップ 14

（注）

概要ページに表示されるプロパティを確認し、[Create] をクリックします。

Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ グループのモニタリングを有効にするには、[Run As Profile]（こ
「プロファイルへの
の管理パックで作成した）を [Run As Account] に関連付けます。詳細については、
アカウントの関連付け」（P.2-8）を参照してください。
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管理者アカウントの作成
ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン メニューから、[Administration] を選択します。

ステップ 3

[Administration] カラムで、[Run As Configuration] の下の [Accounts] をクリックします。

ステップ 4

[Tasks] ペインで、[Create Run As Account] をクリックします。[Create Run as Account Wizard] ペー
ジが開きます。

ステップ 5

[Introduction] ページで [Next] をクリックします。

ステップ 6

[General Properties] ページで、次の手順を実行します。
a. [Run as Account Type] ドロップダウン リストから [Simple Authentication] を選択します。
b. [Display Name] フィールドに Run As account の名前を入力します。
c. [Description] フィールドに、アカウントの説明を入力します。
d. [Next] をクリックします。

ステップ 7

[Credentials] ページで、次の手順を実行します。
a. [Account Name] フィールドに、Cisco UCS C シリーズ ドメインへのログインに使用できるアカウ
ントを入力します。

（注）

Cisco UCS C シリーズ ラック サーバがドメイン認証を行うように設定されている場合は、
username@domainname という形式でユーザ名を入力してください。

（注）

Cisco UCS C シリーズ管理パックから C シリーズ サーバの検出およびモニタリングを行うには、読み
取り専用権限を持つ CIMC アカウントで十分です。
b. [Password] フィールドに、このアカウントのパスワードを入力します。
c. [Confirm Password] フィールドに、パスワードを再度入力します。
d. [Next] をクリックします。

（注）

Operations Manager は、[Run as Accounts] を使用して、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバとの接
続を確立します。

ステップ 8

[Distribution Security] ページで、次の手順を実行します。
a. [Select a Distribution Security Option] フィールドで、[Less Secure] オプション ボタンをクリック
します。

注意

Cisco UCS C シリーズ ラック サーバには、Windows オペレーティング システムが搭載されていま
せん。したがって、[Less Secure] オプションの使用を推奨します。[More Secure] オプションは、
Windows オペレーティング システムを搭載したデバイスまたはコンピュータに適用されるためで
す。

b. [Create] をクリックします。
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ステップ 9

[Completion] ページで [Close] をクリックして、[Create Run as Account Wizard] ページを終了します。

プロファイルへのアカウントの関連付け
ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン リストから [Administration] を選択します。

ステップ 3

[Administration] カラムで、[Run As Configuration] の下の [Profiles] をクリックします。

ステップ 4

プロファイルのリストから、[Run As Account] と関連付けるプロファイルを右クリックし、
[Properties] を選択します。[Run As Profile Wizard] ページが起動します。

ステップ 5

[Introduction] ページで [Run As Accounts] をクリックします。

ステップ 6

[Run As Accounts] ページで [Add] をクリックします。[Add a Run As Account] ページが開きます。

ステップ 7

[Add a Run As Account] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。
a. [Run As Account] ドロップダウン リストから、プロファイルに関連付ける [Run As Account] を選
択します。

b. この [Run As Account] を使用して、オブジェクトのフィールドを管理します。次のオプション ボ
タンの 1 つをクリックして、オブジェクトのフィールドを定義します。
– [All Targeted Objects]：Cisco UCS C シリーズ ドメインを初めてモニタしている場合は、この
オプションを選択します。

– [A Selected Class, Group, or Object]：Cisco UCS C シリーズ ドメインが以前にモニタされて
おり、目的のオブジェクトが分かっている場合は、このオプションを選択します。

c. [OK] をクリックします。[Add a Run As Account] ページが閉じます。
ステップ 8

[Run As Accounts] ページで [Save] をクリックします。

ステップ 9

[Completion] ページで [Close] をクリックして、[Run As Profile Wizard] ページを終了します。

プロファイルのアンインストール
ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン リストから [Administration] を選択します。

ステップ 3

[Administration] カラムで、[Run As Configuration] の下の [Profiles] をクリックします。

ステップ 4

プロファイルを選択し、[Properties] を右クリックします。[Run As Profile Wizard] ページが起動しま
す。

ステップ 5

[Introduction] ページで [Next] をクリックします。

ステップ 6

[General Properties] ページで [Next] をクリックします。

ステップ 7

[Run as Accounts] ページでアカウントを選択し、[Remove] をクリックします。

ステップ 8

[Save] をクリックします。

ステップ 9

[Completion] ページで [Close] をクリックして、[Run As Profile Wizard] ページを終了します。
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（注）

手順を繰り返して、管理パックに関連付けられたすべてのプロファイルを削除してください。

管理パックのアンインストール
ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン リストから [Administration] を選択します。

ステップ 3

[Administration] カラムで [Management Packs] をクリックします。管理パックのリストが、右側のパ
ネルに表示されます。

ステップ 4

[Cisco UCS C-Series Management Pack] を選択し、[Properties] を右クリックします。

ステップ 5

[Cisco UCS C-Series Management Pack - General Properties] ページで [Dependencies] タブをクリック
し、[Management Packs that depend on this Management Pack] フィールドが空白であることを確認し
ます。

（注）

[Dependencies] タブに、依存する管理パックが表示されている場合は、個別に削除する必要が
あります。

ステップ 6

[Cancel] をクリックします。

ステップ 7

[SCOM Operations Manager] ページで管理パックを選択し、[Delete] をクリックします。

追加コンポーネントのアンインストール
管理パックを削除した後は、このセクションで説明されている方法のいずれかに従って、管理パックの
他のコンポーネントをアンインストールできます。

コントロール パネルを使用した、コンポーネントの手動アンインストール
ステップ 1

[Start] > [Control Panel] > [Program and Features] を選択します。[Program and Features] ウィンドウ
が表示されます。

ステップ 2

プログラムの一覧から [Cisco UCS C-Series Management Pack] を選択し、[Remove] ボタンをクリック
します。

Cisco UCS C シリーズ管理パック インストーラを使用した、コンポーネントのアンインス
トール
ステップ 1

インストーラを再度実行して、Cisco UCS C シリーズ管理サービスを削除します。
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ステップ 2

[Cisco UCS C-Series Management Pack Setup] ウィザードで [Next] をクリックします。

ステップ 3

[Maintenance] ページで [Remove] をクリックします。

ステップ 4

[Ready to Remove] ページで [Remove] をクリックして、サービスを完全に削除します。

（注）

アンインストールの手順で管理パックを削除できない場合でも、インストーラは、残りのコンポーネン
トの削除を続行します。その後、ユーザが、SCOM のコンソールから管理パックを手動で削除する必
要があります。
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SCOM による C シリーズ ラック サーバのモ
ニタリング

この章の内容は、次のとおりです。

• 「[Monitoring] ペインへのアクセス」（P.3-11）
• 「C シリーズの [Group State View]」（P.3-11）
• 「Cisco UCS C シリーズ管理サービス」（P.3-12）
• 「C シリーズ サーバ グループ」（P.3-15）
• 「ラック サーバ ビュー」（P.3-16）
• 「ラック サーバでの CIMC Web インターフェイスの起動」（P.3-18）
• 「ラック サーバでの KVM コンソールの起動」（P.3-19）
• 「オブジェクト検出間隔の調整」（P.3-19）
• 「エラーのポーリング間隔の調整」（P.3-20）
• 「重大度のリマッピング」（P.3-21）

[Monitoring] ペインへのアクセス
Cisco UCS C シリーズ管理パックをインストールして構成したら、SCOM の [Monitoring] ペインを使
用して、Cisco C シリーズ ラック サーバの概要とコンポーネントを確認できます。
ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン メニューから、[Monitoring] を選択します。

ステップ 3

[Cisco UCS C-Series] フォルダを展開します。

C シリーズの [Group State View]
C シリーズの [Group State View] を使用すると、この管理パックでモニタされる、ラック サーバのす
べてのグループのダッシュボード ビューを表示できます。このビューには、グループのためにエー
ジェントをホストするサービス マシンに関する情報も表示されます。C シリーズの [Group State View]
の [State] カラムには、そのグループの稼働状態が表示されます。表示される状態は、次のとおりです。
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• [Critical]：グループ内の 1 つ以上のラック サーバの稼働状態が危機的であることを示します。
• [Warning]：グループ内の 1 つ以上のラック サーバの稼働状態が良好ではなく、対処が必要である
ことを示します。

• [Healthy]：グループ内のすべてのラック サーバが正常に稼働していることを示します。

Cisco C シリーズ データの手動ロード
ステップ 1

SCOM アプリケーションで [Cisco UCS C-Series] > [C-Series Group State View] を選択します。

ステップ 2

C シリーズ サーバのデータをロードする必要があるグループを選択します。

ステップ 3

[Tasks] ペインで、[C-Series Group (<Group Name>) Tasks] を選択します。

ステップ 4

[Load Cisco C-Series Data] をクリックしてタスクを起動し、実行します。

Cisco UCS C シリーズ管理サービス
[C-Series Group (<Group Name>) Tasks] フォルダには、以下のビューを使用できます。
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• [Alert View]：Cisco UCS C シリーズ管理サービスのいずれかで障害またはサービス中断が発生し
た場合に生成されるアラートを表示します。

• [Performance View]：プロセッサ時間、ユーザ時間、スレッドなどのさまざまなカウンタに基づ
く、Cisco UCS C シリーズ管理サービスのパフォーマンスを表示します。

（注）

[Performance View] には、Cisco C シリーズ ラック サーバのパフォーマンスは表示されません。
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• [State View]：Cisco UCS C シリーズ管理サービスの稼働状態を表示します。

（注）

Cisco UCS C シリーズ NT サービスの [Tasks] セクションからモニタされるサービスは開始または停止
できます。

C シリーズ サーバ グループ
C シリーズ サーバ グループのフォルダには、この管理パックでモニタされるすべてのラック サーバ グ
ループのリストが含まれます。このリストに含まれる各グループには、次のビューがあります。

• [Alert View]：グループ内のすべての Cisco UCS C シリーズ ラック サーバに関連するアラートを
表示します。アイコン、ソース、名前、説明、およびカスタム フィールドなどのさまざまなア
ラート パラメータに、エラーに関する詳細な情報が表示されます。

（注）

アラートの [Knowledge] セクションには、エラーの解決方法に関する情報が表示されます。

• [Miscellaneous Alert View]：C シリーズ サーバ検出グループで発生したすべてのアラートを表示
します。アラートのタイプは次のとおりです。

• [Ping Failure]：ping できなかったすべての IP を表示します。
• [Login Failure]：ログインできなかったすべての IP を表示します。
• [Unsupported UCS C-Series Server Model] ：サポートされている C シリーズ スタンドアロン
のサービスでないすべての IP を表示します。
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• [Unsupported UCS CIMC Version]：サポートされている Cisco IMC バージョンを備えていな
いすべての IP を表示します。

• [State View]：すべての C シリーズ ラック サーバを表示します。[Details View] ペインには、モデ
ル、シリアル番号、使用可能なメモリ、IP アドレス、ラック ユニット名など、ラック サーバの詳
細が表示されます。

ラック サーバ ビュー
ラック サーバ ビューは、グループ内の特定のラック サーバに固有のビューです。
表示されるのは次のビューで、各 C シリーズ ラック サーバごとに起動できます。
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• [Diagram View]：ラック サーバに関する稼働状態と詳細情報を表示します。
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• [Alert View]：特定の Cisco UCS C シリーズ ラック サーバに対するアラートを表示します。[Alert
Details] の [Knowledge] セクションには、エラーの概要、エラー コード、エラーの説明、エラー
の解決方法に関する情報が表示されます。

ラック サーバでの CIMC Web インターフェイスの起動
ステップ 1

SCOM アプリケーションで [C-Series server group(s)] > [Rack Group] > [State View] を選択します。

ステップ 2

CIMC Web インターフェイスを起動する必要があるターゲット ラック サーバを選択します。

ステップ 3

[Tasks] ペインで [C-Series Server Tasks] を選択します。

ステップ 4

[Launch CIMC] をクリックして CIMC Web インターフェイスを起動します。
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ラック サーバでの KVM コンソールの起動
（注）

KVM コンソールには、Java バージョン 1.6 Update (14) 以降および Cisco IMC バージョン 1.5(2) 以降
が必要です。

（注）

KVM コンソールを起動するには、管理者またはユーザの役割の権限を備えた有効な Cisco IMC ユーザ
クレデンシャルを持ち、グループ プロファイルに関連付けられている必要があります。

ステップ 1

SCOM アプリケーションで [C-Series server group(s)] > [Rack Group] > [State View] を選択します。

ステップ 2

KVM コンソールを起動する必要があるターゲット ラック サーバを選択します。

ステップ 3

[Tasks] ペインで [C-Series Server Tasks] を選択します。

ステップ 4

[Launch KVM] をクリックし、KVM コンソールを起動します。

（注）

注意

Power Shell 実行ポリシーを、[AllSigned] または [RemoteSigned] に設定することを推奨します。その
後、ユーザは、[[R] Run once] または [[A] Always run] オプションを選択し、実行ポリシーを設定でき
ます。

C シリーズ サーバへの接続が、プロキシ サーバを使用して確立されている場合は、C シリーズ
サーバで KVM コンソールを起動できません。

オブジェクト検出間隔の調整
検出間隔とは、グループの Cisco UCS C シリーズ サーバの詳細をポーリングするための、指定された
時間間隔です。ここでは、オブジェクトのポーリング間隔を変更するために必要な手順について説明し
ます。
表 3-1 は、さまざまな Cisco UCS C シリーズ オブジェクトのデフォルトの検出間隔の詳細を示してい
ます。
表 3-1

Cisco UCS C シリーズ オブジェクトのデフォルトの検出間隔

シリアル番号

オブジェクト名

デフォルトの検出間
隔（秒）

1

C-Series Group (<Group Name>) Discovery

3600

2

C-Series Server Discovery

5400

ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン リストから [Authoring] を選択します。
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ステップ 3

[Authoring] カラムで、[Authoring] > [Management Pack templates] > [Cisco UCS C-Series] を選択し
ます。

ステップ 4

テンプレート パックを選択して右クリックし、[View Management Pack Objects] > [Object

Discoveries] を選択します。
ステップ 5

[Object Discovery] ページでオブジェクトを選択し、[Override] を右クリックします。

ステップ 6

[Override] > [Override the Object Discovery] > [For All Objects of Class] を選択します。

ステップ 7

[Override Properties] ページで、次の手順を実行します。
a. [Interval seconds] パラメータ オプションの [Override] チェックボックスをオンにします。
b. オーバーライド値を変更します。
c. [OK] をクリックします。

（注）

[C-Series Server Discovery] および [C-Series Group (<Group Name>) Discovery] の間隔値は、
任意の値でオーバーライドできます。ただし、[C-Series Server Discovery] および [C-Series
Group (<Group Name>) Discovery] オブジェクトの間隔値をそれぞれ、720 秒および 600 秒未
満にすることは推奨されません。

エラーのポーリング間隔の調整
エラーのポーリング間隔は、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバからエラーをポーリングするために
使用されます。
表 3-2 は、デフォルトのポーリング間隔の設定を示します。
表 3-2

Cisco UCS C シリーズのエラーのポーリング間隔

ルール名

ポーリング間隔

Load Fault

720

ステップ 1

SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。

ステップ 2

ドロップダウン リストから [Authoring] を選択します。

ステップ 3

[Authoring] カラムで、[Authoring] > [Management Pack templates] > [Cisco UCS C-Series] を選択し
ます。

ステップ 4

テンプレート パックを右クリックし、[View Management Pack Objects] > [Rules] を選択します。

ステップ 5

[Rules] ページで、[Load Fault Rule] を選択し、[Overrides] > [Override the Rule] > [For All Objects of
Class] を選択します。

ステップ 6

[Override Properties] ページで、次の手順を実行します。
a. [Interval Seconds] 行で [Override] チェックボックスをオンにします。
b. [Interval Seconds] 行で、[Override Value] カラムの値を変更します。
c. [OK] をクリックします。
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重大度のリマッピング
ここでは、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバで障害ルールのプロパティを変更する方法について説
明します。
表 3-3 は、Cisco UCS C シリーズ ラック サーバと SCOM の間のデフォルトの重大度マッピングを示し
ます。
表 3-3

ステップ 1

重大度マッピングの値

Cisco UCS C シリーズ

SCOM

Critical、Major

Critical

Minor、Warning

Warning

Info、Cleared

Information

SCOM アプリケーションで、特定のエラーの [Fault Rule Properties] ページを、次のいずれかの方法で
起動します。
• [Alerts View] ページから、次の手順を実行します。
1. [Alert View] ページでエラーを選択します。
2. アラート ルールを特定し、そのリンクをクリックして、[Fault Properties] ページを起動しま
す。

• エラー グループ テンプレートから、次の手順を実行します。
1. SCOM アプリケーションのメニュー バーで、[Go] タブをクリックします。
2. ドロップダウン メニューから [Authoring] を選択します。
3. [Authoring] カラムで、[Authoring] > [Management Pack templates] > [Cisco UCS C-Series] を
選択します。

4. テンプレート パックを右クリックし、[View Management Pack Objects] > [Rules] を選択しま
す。

5. [Rules] ページで、ルールを右クリックし、[Properties] を選択します。
ステップ 2

[Rule Properties] ページで、[Enable] チェックボックスをオンにして、ルールを有効にします。

ステップ 3

[Overrides] タブをクリックし、[Override] カラムの [Enabled] チェックボックスをオンにします。

（注）

ヒント

クラスのすべてのオブジェクトに対して、すべての手順を繰り返します。

また、[Override] チェックボックスをオンにして、エラーの優先順位および重大度を設定することもで
きます。
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