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はじめに
この前書きは、次の項で構成されています。
• 対象読者, xi ページ
• 表記法, xi ページ
• Cisco UCS の関連ドキュメント, xiii ページ
• マニュアルに関するフィードバック, xiii ページ

対象読者
このガイドは、次の 1 つ以上に責任を持ち、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

表記法
テキストのタイプ

用途

GUI 要素

タブの見出し、領域名、フィールドのラベルのような GUI 要素は、[GUI
要素] のように示しています。
ウィンドウ、ダイアログボックス、ウィザードのタイトルのようなメイ
ン タイトルは、[メイン タイトル] のように示しています。

マニュアルのタイトル マニュアルのタイトルは、イタリック体（italic）で示しています。
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表記法

テキストのタイプ

用途

TUI 要素

テキストベースのユーザ インターフェイスでは、システムによって表
示されるテキストは、courier フォントで示しています。

システム出力

システムが表示するターミナル セッションおよび情報は、courier
フォントで示しています。

CLI コマンド

CLI コマンドのキーワードは、ボールド体（bold）で示しています。
CLI コマンド内の変数は、イタリック体（italic）で示しています。

[]

角カッコの中の要素は、省略可能です。

{x | y | z}

必ずいずれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッ
コで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦
棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しませ
ん。引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

<>

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。

!、#

コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コ
メント行であることを示します。

（注）

「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。 ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、
ワンポイントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意

「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述され
ています。
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はじめに
Cisco UCS の関連ドキュメント

ワンポイント アドバイス

警告

時間を節約する方法です。 ここに紹介している方法で作業を行うと、時間を短縮できます。

安全上の重要事項
「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り
扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ
い。 各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全について
の警告を参照してください。
これらの注意事項を保管しておいてください。

Cisco UCS の関連ドキュメント
ドキュメント ロードマップ
すべての B シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-doc で入手できる『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
すべての C シリーズ マニュアルの一覧については、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
c-series-doc で入手できる『Cisco UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してくださ
い。
その他のマニュアル リソース
B シリーズと C シリーズのすべてのドキュメントが格納された ISO ファイルは、次の URL から入
手できます。http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283853163&flowid=25821 このペー
ジで、[Unified Computing System (UCS) Documentation Roadmap Bundle] をクリックします。
ISO ファイルは、ドキュメントのメジャー リリースの後に更新されます。
ドキュメントの更新通知を受け取るには、Cisco UCS Docs on Twitter をフォローしてください。

マニュアルに関するフィードバック
このマニュアルに関する技術的なフィードバック、または誤りや記載もれなどお気づきの点がご
ざいましたら、ucs-docfeedback@cisco.com までご連絡ください。 ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

Cisco UCS Mini Release 3.0 向け Cisco UCS GUI システム モニタリング ガイド
xiii

はじめに
マニュアルに関するフィードバック

Cisco UCS Mini Release 3.0 向け Cisco UCS GUI システム モニタリング ガイド
xiv

第

1

章

Cisco Unified Computing System の概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco Unified Computing System について , 1 ページ
• ユニファイド ファブリック, 3 ページ
• IPv6 への準拠, 4 ページ
• サーバのアーキテクチャおよび接続性, 6 ページ
• CIMC インバンド管理, 12 ページ
• トラフィック管理, 13 ページ
• オプトイン機能, 18 ページ
• Cisco UCSの仮想化, 21 ページ

Cisco Unified Computing System について
Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）は、アクセス レイヤ ネットワーキングとサーバを融
合します。 この高性能次世代サーバ システムは、作業負荷に対する敏捷性およびスケーラビリ
ティの高いデータセンターを実現します。
Cisco UCS Manager 3.0 は 6324 ファブリック インターコネクトをサポートしています。これによ
り、UCS シャーシに FI を統合し、小規模な導入環境向けの統合ソリューションを提供します。
Cisco UCS Mini はシステム管理を単純化し、小規模導入のコストを節減します。
ハードウェア コンポーネントおよびソフトウェア コンポーネントは、1 つの統合ネットワーク ア
ダプタ上に複数のタイプのデータセンター トラフィックを通過させる、シスコ ユニファイド ファ
ブリックをサポートします。
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Cisco Unified Computing System の概要
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アーキテクチャの単純化
Cisco UCS の単純化されたアーキテクチャは、必要なデバイスの数を削減し、スイッチング リソー
スを中央に集中させることができます。 シャーシ内部でのスイッチングを止めると、ネットワー
ク アクセス レイヤのフラグメンテーションが大きく減少します。
Cisco UCS は、ラックおとびラックのグループでシスコ ユニファイド ファブリックを実装し、10
ギガビット シスコ データセンター イーサネット リンクおよび Fibre Channel over Ethernet（FCoE）
リンク経由でイーサネットおよびファイバ チャネル プロトコルをサポートします。
この徹底的な単純化により、スイッチ、ケーブル、アダプタ、および管理ポイントの最高 3 分の
2 が削減されます。 Cisco UCS ドメイン内のデバイスはすべて、1 つの管理ドメイン下にとどま
り、冗長コンポーネントの使用中、ハイ アベイラビリティを保ちます。
ハイ アベイラビリティ
Cisco UCS の管理およびデータ プレーンはハイ アベイラビリティおよび冗長アクセス レイヤ ファ
ブリック インターコネクトのために設計されています。 さらに、Cisco UCS は、データ レプリ
ケーションやアプリケーションレベルのクラスタリング テクノロジーなど、データセンターにつ
いて既存のハイ アベイラビリティおよびディザスタ リカバリ ソリューションをサポートします。
柔軟性
Cisco UCS ドメインは、データセンターのコンピューティング リソースを、急速に変化するビジ
ネス要件にすばやく合せることができます。この柔軟性を組み込むかどうかは、ステートレスコ
ンピューティング機能の完全な実装が選択されているかどうかによって決定されます。
必要に応じて、サーバやその他のシステム リソースのプールを適用し、作業負荷の変動への対
応、新しいアプリケーションのサポート、既存のソフトウェアおよびビジネス サービスの拡張、
スケジュール済みのダウンタイムおよび予定されていないダウンタイムの両方への適応を行うこ
とができます。 サーバの ID は、最小のダウンタイムで、追加のネットワーク構成を行わずにサー
バからサーバへ移動できるモバイル サービス プロファイルに抽象化することができます。
このレベルの柔軟性により、サーバの ID を変更したり、サーバ、ローカル エリア ネットワーク
（LAN）、または Storage Area Network（SAN）を再設定したりせずに、すばやく、簡単にサーバ
の容量を拡張することができます。メンテナンスウィンドウでは、次の操作をすばやく行うこと
ができます。
• 予測していなかった作業負荷要求に対応し、リソースとトラフィックのバランスを取り戻す
ために新しいサーバを導入します。
• あるサーバでデータベース管理システムなどのアプリケーションをシャットダウンし、 容量
とメモリ リソースを拡張した別のサーバでこれを再度起動します。
サーバ仮想化に向けた最適化
Cisco UCS は、VM-FEX テクノロジーを実装するために最適化されています。 このテクノロジー
は、より優れたポリシーベースの設定とセキュリティ、会社の運用モデルとの適合、VMware の
VMotion への順応など、サーバ仮想化に対してより優れたサポートを実現します。
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ユニファイド ファブリック
ユニファイド ファブリックを使用すると、単一のデータセンター イーサネット（DCE）ネット
ワーク上で複数の種類のデータセンタートラフィックを行き来させることができます。さまざま
な一連のホスト バス アダプタ（HBA）およびネットワーク インターフェイス カード（NIC）を
サーバに搭載させる代わりに、ユニファイドファブリックは統合された単一のネットワークアダ
プタを使用します。 このタイプのアダプタは、LAN および SAN のトラフィックを同一のケーブ
ルで運ぶことができます。
Cisco UCS は、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）を使用して、ファブリック インターコネクトと
サーバ間をつなぐ同一の物理イーサネット接続でファイバ チャネルおよびイーサネットのトラ
フィックを運びます。 この接続はサーバ上の統合されたネットワーク アダプタで終端し、ユニ
ファイド ファブリックはファブリック インターコネクトのアップリンク ポートで終端します。
コア ネットワークでは、LAN および SAN のトラフィックは分かれたままです。 Cisco UCS では、
データセンター全体でユニファイド ファブリックを実装する必要はありません。
統合されたネットワーク アダプタは、オペレーティング システムに対してイーサネット インター
フェイスおよびファイバ チャネル インターフェイスを提示します。 サーバ側では、標準のファ
イバ チャネル HBA を確認しているため、オペレーティング システムは FCoE のカプセル化を認
識していません。
ファブリックインターコネクトでは、サーバ側イーサネットポートでイーサネットおよびファイ
バ チャネルのトラフィックを受信します。 （フレームを区別する Ethertype を使用する）ファブ
リック インターコネクトは、2 つのトラフィックの種類に分かれます。 イーサネット フレームお
よびファイバ チャネル フレームは、それぞれのアップリンク インターフェイスにスイッチされ
ます。

Fibre Channel over Ethernet
Cisco UCS は、Fibre Channel over Ethernet（FCoE）標準プロトコルを使用して、ファイバ チャネル
を提供します。 上部のファイバ チャネル レイヤは同じであるため、ファイバ チャネル動作モデ
ルが維持されます。 FCoE ネットワーク管理と設定は、ネイティブのファイバ チャネル ネット
ワークと同様です。
FCoE は、物理イーサネット リンク上のファイバ チャネル トラフィックをカプセル化します。
FCoE は専用のイーサタイプ 0x8906 を使用して、イーサネット上でカプセル化されるため、FCoE
トラフィックと標準イーサネット トラフィックは同じリンク上で処理できます。 FCoE は ANSI
T11 標準委員会によって標準化されています。
ファイバ チャネル トラフィックには、ロスレス トランスポート層が必要です。 ネイティブ ファ
イバ チャネルが使用するバッファ間クレジット システムの代わりに、FCoE はイーサネット リン
クを使用して、ロスレス サービスを実装します。
ファブリック インターコネクト上のイーサネット リンクは、2 つのメカニズムを使用して、FCoE
トラフィックのロスレス トランスポートを保証します。
• リンクレベル フロー制御
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• プライオリティ フロー制御

リンクレベル フロー制御
IEEE 802.3x リンクレベル フロー制御では、輻輳の発生している受信側からエンドポイントに対し
て、少しの間、データの送信を一時停止するように信号を送ることができます。 このリンクレベ
ル フロー制御では、リンク上のすべてのトラフィックが一時停止します。
送受信方向は個別に設定できます。 デフォルトでは、リンクレベル フロー制御は両方向でディ
セーブルです。
各イーサネット インターフェイスで、ファブリック インターコネクトは、プライオリティ フロー
制御、またはリンクレベル フロー制御のいずれかをイネーブルにできます。両方をイネーブルに
はできません。

プライオリティ フロー制御
プライオリティ フロー制御（PFC）機能は、イーサネット リンク上の特定のトラフィック クラス
にポーズ機能を適用します。 たとえば、PFC は FCoE トラフィックにロスレス サービスを、標準
イーサネット トラフィックにベストエフォート サービスを提供します。 PFC は、（IEEE 802.1p
トラフィック クラスを使用して）特定のイーサネット トラフィック クラスに、さまざまなレベ
ルのサービスを提供することができます。
PFC は、IEEE 802.1p の CoS 値に基づき、ポーズを適用するかどうかを判断します。 ファブリッ
ク インターコネクトは、PFC をイネーブルにするときに、特定の CoS 値を持つパケットにポーズ
機能を適用するように、接続されたアダプタを設定します。
デフォルトでは、ファブリック インターコネクトは、PFC 機能をイネーブルにするかどうかのネ
ゴシエーションを行います。 ネゴシエーションに成功すると、PFC がイネーブルにされますが、
リンクレベル フロー制御は（設定値に関係なく）ディセーブルのままです。 PFC ネゴシエーショ
ンに失敗した場合は、PFC をインターフェイスで強制的にイネーブルにするか、IEEE 802.x リン
クレベル フロー制御をイネーブルにできます。

IPv6 への準拠
Cisco UCS Manager は、IPv6 アドレッシングをサポートしています。 これは、次の理由により重
要です。
• IPv4 アドレスは、IPv6 アドレスよりアドレス空間が小さい。
• 一意の IPv4 アドレスの数は有限であり、インターネットのアドレス資源管理団体が使用する
アドレス指定方式が使用可能なアドレスの減少に拍車をかけている。
• IPv6 アドレスには大きなアドレス空間があり、使用可能な IPv6 アドレスのプールは、IPv4
アドレスのプールよりもはるかに多い。
• 顧客によっては、購入するすべてのネットワーキング ソフトウェアが IPv6 規格に準拠して
いることが求められる。
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IPv4 アドレッシングをサポートする Cisco UCS Manager の機能はすべて IPv6 もサポートします。

（注）

パブリック グローバル ユニキャスト IPv6 アドレスだけがサポートされます。
IPv6 アドレスは、SoL 上の管理インターフェイス、CiscoCisco UCS Manager GUI、KVM コンソー
ル、および SSH へのインバンド アクセスの設定に使用できます。

（注）

IPv6 アドレスは、CIMC へのアウトオブバンド アクセスではサポートされません。

サポートされるサービス
IPv6 アドレスをサポートするサービスは次のとおりです。
• HTTP と HTTPS
• SSH
• Telnet
• CIM XML
• SNMP
• フラッシュ ポリシー サーバ
クライアントのサポート
IPv6 アドレスをサポートする外部クライアントは次のとおりです。
• NTP
• DNS
• DHCP
• LDAP
• RADIUS
• TACACS+
• SSH
• Syslog
• vCenter
• Call Home
• NFS

Cisco UCS Mini Release 3.0 向け Cisco UCS GUI システム モニタリング ガイド
5

Cisco Unified Computing System の概要
サーバのアーキテクチャおよび接続性

ファブリック インターコネクト
ファブリック インターコネクトの初期設定は、管理 IP アドレス、デフォルト ゲートウェイ、お
よび DNS サーバに対する IPv6 アドレスの使用をサポートします。
クラスタ セットアップでは、ファブリック A が IPv6 アドレスを使用して設定され、クラスタ設
定が有効である場合、ファブリック B が後で設定されると、セットアップ プロセスでは、ファブ
リック A からアドレス タイプを取得し、IPv6 アドレスを使用するように要求します。 初期設定
の完了後、IPv4 アドレスをアウトオブバンド（OOB）アクセスに対して両方のファブリック イン
ターコネクトに設定する必要があります。
Cisco UCS Manager およびファブリック インターコネクトは、IPv4 と IPv6 アドレスの両方を使用
した OOB アクセスをサポートしています。
IPv6 アドレッシングをサポートする設定
IPv6 アドレスを使用して、キー リング証明書要求、SNMP トラップ、管理 IP プールとアドレス
ブロック、サービス プロファイル、サービス プロファイル テンプレート、VLAN グループ、バッ
クアップおよび復元の操作、Core File Exporter、Cisco UCS Manager Syslog、NTP サーバ、管理イ
ンターフェイス モニタリング ポリシーの ARP ターゲット、システム イベント ログ（SEL）管
理、ライセンス管理、ファームウェアのダウンロード、Call Home および vCenter を設定できま
す。
LDAP、RADIUS および TACACS+ 認証サービス プロバイダーの設定はすべて、IPv6 アドレッシ
ングをサポートします。
サーバ
Cisco UCS ブレード サーバおよびラック サーバは、固定 IPv6 アドレスを使用するように設定でき
ます。 サーバの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのインバンド アクセスは、IPv6
アドレスを使用して行うことができます。インバンドアクセスでは、管理トラフィックがより広
い帯域幅のアップリンクポートを使用してファブリックインターコネクトとサーバ間を流れるた
め、より高速です。

（注）

Cisco UCS M3 のサーバだけが IPv6 アドレスをサポートしています。 Cisco UCS M1 および M2
のサーバでの IPv6 アドレッシングはサポートされていません。

サーバのアーキテクチャおよび接続性
サービス プロファイルの概要
サービス プロファイルは Cisco UCS の中心コンセプトです。 各サービス プロファイルの特定の
目的は、関連付けられたサーバ ハードウェアに、ホストするアプリケーションのサポートに必要
な設定が確実に行われるようにすることです。
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サービスプロファイルには、サーバハードウェア、インターフェイス、ファブリック接続、サー
バおよびネットワークの ID に関する設定情報が保持されます。 この情報は、Cisco UCS Manager
を使って管理できる形式で保存されています。すべてのサービスプロファイルは一元的に管理さ
れ、ファブリック インターコネクト上のデータベースに格納されます。
各サーバは、サービス プロファイルと関連付けられる必要があります。

重要

各サーバは、常に 1 つのサービス プロファイルだけに関連付けることができます。 同様に、
各サービス プロファイルは、一度に 1 台のサーバだけに関連付けられます。
サービスプロファイルとサーバとの関連付けを形成すると、このサーバにオペレーティングシス
テムとアプリケーションをインストールできるようになります。また、サービス プロファイルを
使用して、サーバの設定を確認することができます。サービスプロファイルとの関連付けを形成
しているサーバで不具合が発生しても、サービス プロファイルが自動的に別のサーバにフェール
オーバーすることはありません。
サービス プロファイルとサーバとの関連付けが解除されると、このサーバの ID および接続情報
は、工場出荷時の初期状態にリセットされます。

サービス プロファイルによるネットワーク接続
各サービス プロファイルは、Cisco UCS インフラストラクチャを経由して外部ネットワークに接
続するサーバの LAN および SAN ネットワーク接続を指定します。 Cisco UCS サーバおよびその
他のコンポーネントについて、ネットワーク接続を手動で設定する必要はありません。 すべての
ネットワーク構成は、サービス プロファイルを通じて行われます。
サービス プロファイルをサーバに関連付けると、Cisco UCS 内部ファブリックにサービス プロ
ファイルの情報が設定されます。 このプロファイルが以前に別のサーバと関連付けられていた場
合、ネットワーク インフラストラクチャが再構成され、新しいサーバに対して同じネットワーク
接続がサポートされます。

サービス プロファイルによる設定
サービス プロファイルはリソース プールとポリシーを利用して、サーバと接続設定を操作しま
す。
サービス プロファイルで設定されたハードウェア コンポーネント
サービス プロファイルがサーバに関連付けられているときには、プロファイルのデータに応じて
次のコンポーネントが設定されます。
• BIOS および CIMC を含むサーバ
• アダプタ
• ファブリック インターコネクト
これらのコンポーネントを直接設定する必要はありません。
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サービス プロファイルによるサーバ ID 管理
製造元がサーバ ハードウェアに記録したネットワーク ID およびデバイス ID を使用できます。あ
るいは、関連付けられたサービス プロファイルで指定した ID を直接または MAC、WWN、UUID
などの ID プール経由で使用できます。
次の例は、サービス プロファイルに含めることができる設定情報の方法を示しています。
• プロファイル名と説明
• 一意のサーバ ID（UUID）
• MAC アドレスなどの LAN 接続属性
• WWN などの SAN 接続属性
サービス プロファイルで設定した操作面
次のように、サービス プロファイルで設定できるサーバ操作機能があります。
• ファームウェア パッケージとバージョン
• オペレーティング システム ブート順序と設定
• IPMI と KVM アクセス
サービス プロファイルによる vNIC 設定
vNIC は物理ネットワーク アダプタで設定される仮想化されたネットワーク インターフェイスで
あり、サーバのオペレーティング システムに物理 NIC として表示されます。 システムのアダプ
タの種類によって、作成できる vNIC の数は異なります。 たとえば、統合ネットワーク アダプタ
には NIC が 2 つあります。つまり、アダプタごとに最大 2 つの vNIC を作成できます。
vNIC はイーサネット上で通信し、LAN トラフィックを処理します。 少なくとも、各 vNIC には
名前、ファブリック接続、ネットワーク接続を設定する必要があります。
サービス プロファイルによる vHBA 設定
vHBA とは、物理ネットワーク アダプタ上に設定される仮想化されたホスト バス アダプタのこと
で、サーバのオペレーティング システムには物理 HBA に見えます。 システムのアダプタの種類
に応じて作成できる vHBA の数が決まります。 たとえば、統合ネットワーク アダプタには HBA
が 2 つあります。つまり、アダプタごとに最大 2 つの vHBA を作成できます。 他方、ネットワー
ク インターフェイス カードには HBA がありません。これは、アダプタで vHBA を作成できない
ことを意味します。
vHBA は FCoE 上で通信し、SAN トラフィックを処理します。 少なくとも、各 vHBA には名前と
ファブリック接続を設定する必要があります。
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サーバ ID を上書きするサービス プロファイル
このタイプのサービスプロファイルにより、柔軟性と制御性が最大化されます。このプロファイ
ルでは、アソシエーション時にサーバに設定されていた ID 値を上書きし、Cisco UCS Manager で
設定されたリソース プールとポリシーを使用して一部の管理タスクを自動化できます。
このサービス プロファイルとサーバの関連付けを解除して、このプロファイルを別のサーバに関
連付けることができます。 この再アソシエーションは手動で行うこともできますし、自動サーバ
プール ポリシーを通じて行うこともできます。 新しいサーバの UUID や MAC アドレスなどの焼
きこみ設定は、サービス プロファイルの設定で上書きされます。 その結果、サーバでの変更は
ネットワークには透過的に行われます。 新しいサーバの使用を開始するために、ネットワークで
コンポーネントやアプリケーションを再設定する必要はありません。
このプロファイルにより、次のようなリソースプールやポリシーを通じて、システムリソースを
利用し、管理できるようになります。
• MAC アドレスのプール、WWN アドレス、UUID などの仮想 ID 情報
• イーサネットおよびファイバ チャネル アダプタ プロファイル ポリシー
• ファームウェア パッケージ ポリシー
• オペレーティング システム ブート順序ポリシー
サービスプロファイルに電源管理ポリシー、サーバプールの資格ポリシー、または特定のハード
ウェア設定が必要な別のポリシーが含まれていない場合、プロファイルは Cisco UCS ドメインの
どのタイプのサーバにも使用できます。
これらのサービス プロファイルは、ラックマウント サーバとブレード サーバのどちらかに関連
付けることができます。 サービス プロファイルの移行機能は、サービス プロファイルの移行制
限を選択するかどうかによって決まります。

（注）

移行を制限しない場合は、既存のサービス プロファイルを移行する前に、Cisco UCS Manager
による新規サーバに対する互換性チェックは実行されません。 両方のサーバのハードウェア
が類似していない場合、アソシエーションが失敗することがあります。

サーバ ID を継承するサービス プロファイル
このハードウェアベースのサービス プロファイルは使用も作成も簡単です。 このプロファイル
は、サーバのデフォルト値を使用して、ラックマウント型サーバの管理を模倣します。 これは特
定のサーバに関連付けられているため、別のサーバへの移動や移行はできません。
このサービス プロファイルを使用するために、プールや設定ポリシーを作成する必要はありませ
ん。
このサービス プロファイルは、アソシエーション時に存在する次のような ID 情報および設定情
報を継承し、適用します。
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サービス プロファイルの概要

• 2 つの NIC の MAC アドレス
• 統合ネットワーク アダプタまたは仮想インターフェイス カードについては、2 つの HBA の
WWN アドレス
• BIOS バージョン
• サーバの UUID

重要

このプロファイルをサーバに関連付ける前に、製造元でサーバのハードウェアに設定された値
が変更された場合、このサービス プロファイルを通じて継承されたサーバの ID および設定情
報は、この値とは異なる可能性があります。

サービス プロファイル テンプレート
サービス プロファイル テンプレートを使用して、vNIC や vHBA の個数などの同じ基本パラメー
タ、および同じプールから取得された ID 情報を使ってすばやく複数のサービス プロファイルを
作成できます。

ヒント

既存のサービス プロファイルに類似した値を持つ 1 種類のサービス プロファイルだけが必要
な場合、Cisco UCS Manager GUI でサービス プロファイルを複製できます。
たとえば、データベース ソフトウェアをホストするサーバの設定に、類似した値を持つ数個の
サービス プロファイル が必要である場合、手動、または既存のサービス プロファイルから、サー
ビス プロファイル テンプレートを作成できます。 その後、このテンプレートを使用して、サー
ビス プロファイルを作成します。
Cisco UCS は、次のタイプのサービス プロファイル テンプレートをサポートしています。
初期テンプレート
初期テンプレートから作成されたサービス プロファイルはテンプレートのプロパティをす
べて継承します。 初期のサービス プロファイル テンプレートから作成されたサービス プロ
ファイルはテンプレートにバインドされます。 ただし、初期のテンプレートに行われた変
更はバインドされたサービス プロファイルには自動的に伝播されません。 バインドされた
サービス プロファイルに変更を伝播したい場合は、そのサービス プロファイルをアンバイ
ンドし、初期テンプレートに再バインドします。
アップデート テンプレート
アップデート テンプレートから作成されたサービス プロファイルはテンプレートのプロパ
ティをすべて継承し、そのテンプレートへの接続をそのまま保持します。 アップデート テ
ンプレートを変更すると、このテンプレートから作成されたサービス プロファイルが自動
的にアップデートされます。
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ポリシー

ポリシー
ポリシーは、ある特定の状況で、Cisco UCS コンポーネントがどのように動作するかを決定しま
す。大半のポリシーで複数のインスタンスを作成することができます。たとえば、サーバに応じ
て、PXE ブート、SAN ブート、ローカル ストレージからのブートを使い分けられるように、異な
るブート ポリシーが必要になる場合があります。
ポリシーにより、システム内で機能を区別することができます。 各分野の専門家は、その分野を
専門としない他者により作成されたサービス プロファイルで使用されるポリシーを定義できま
す。 たとえば、LAN アドミニストレータは、そのシステムのアダプタ ポリシー、および Quality
Of Service ポリシーを作成できます。 その後、LAN 管理に関する対象事項の専門知識が限られて
いるか、あるいはまったく欠けている他者により作成されたサービス プロファイルで、これらの
ポリシーを使用できます。
Cisco UCS Manager では、次の 2 つのタイプのポリシーを作成し、使用できます。
• サーバおよびその他のコンポーネントを設定する設定ポリシー
• 特定の管理、モニタリング、およびアクセス コントロール機能を制御する操作ポリシー

プール
プールは、システムで使用できる ID のコレクション、物理リソース、または論理リソースです。
すべてのプールは、サービスプロファイルの柔軟性を高め、ユーザがシステムリソースを中央で
集中管理できるようにするものです。
プールを使用して、未設定のサーバや、使用可能なサーバ ID 情報の範囲を、データセンターに
とって意味のあるグループに分割することができます。 たとえば、類似する特性を持つ未設定の
サーバのプールを作成して、このプールをサービス プロファイルに含めた場合、ポリシーを使用
して、このサービス プロファイルと使用可能な未設定のサーバとの関連付けを形成することがで
きます。
MAC アドレスなどの ID 情報をプールした場合、特定のアプリケーションをホストするサーバに
範囲をあらかじめ割り当てることができます。 たとえば、MAC アドレス、UUID、および WWN
の同じ範囲内のすべてのデータベース サーバを設定できます。
ドメイン プール
ドメイン プールは UCSCisco UCS ドメインにローカルに定義され、そのCisco UCS ドメインでの
み使用できます。
グローバル プール
グローバル プールは Cisco UCS Central で定義され、Cisco UCS ドメイン間で共有できます。 Cisco
UCS ドメインが Cisco UCS Central で登録されている場合は、Cisco UCS Manager にグローバル プー
ルを割り当てることができます。
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CIMC インバンド管理

CIMC インバンド管理
マルチテナント、パブリックまたはプライベート サービス プロバイダー クラウド展開において
プロバイダー トラフィックからテナント トラフィックを分割したいという要望に応える形で、
Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのインバンド管理アクセスの提供が推し進めら
れました。 アウトオブバンド（OOB）管理トラフィックは、ファブリック インターコネクト内外
を移動し、管理ポート経由で管理プレーンを通過します。 これにより、ボトルネックを引き起
し、管理ポートで CPU の帯域幅に影響を及ぼす可能性があります。
インバンド管理によって、CIMC トラフィックはデータ トラフィックと同じパスを使用してアッ
プリンク ポート経由でファブリック インターコネクトに入退出することができます。 アップリ
ンクポートに使用可能な高帯域幅は、インバンドアクセスが管理トラフィックを大幅に加速し、
トラフィック ボトルネックと CPU 負荷のリスクを軽減することを意味します。 アウトオブバン
ド（OOB）およびインバンド アドレス プールの両方を、Cisco UCS Managerの管理アクセス用に
設定できます。 アウトオブバンド アクセスは IPv4 アドレスのみをサポートしています。 インバ
ンド アクセスは、IPv4 および IPv6 アドレスの両方をサポートし、シングルまたはデュアル スタッ
ク管理が可能です。
Cisco UCS Managerのブレード サーバおよびラック サーバで設定できる 2 つの OOB 管理インター
フェイス アドレスは次のとおりです。
• グローバル ext-mgmt プール経由で物理サーバに割り当てられた OOB IPv4 アドレス
• 物理サーバに関連付けられたサービス プロファイルから取得した OOB IPv4 アドレス
さらに、最大 4 つのインバンド管理インターフェイス アドレスを設定できます。
• 物理サーバに割り当てられたインバンド IPv4 アドレス
• 物理サーバに関連付けられたサービス プロファイルから取得したインバンド IPv4 アドレス
• 物理サーバに割り当てられたインバンド IPv6 アドレス
• 物理サーバに関連付けられたサービス プロファイルから取得したインバンド IPv6 アドレス
各サーバの複数のインバンド管理 IP アドレスは追加の CIMC セッションをサポートします。 OOB
アドレスとインバンド アドレスの両方を設定すると、ユーザがサーバ、SSH to SoL、サービス プ
ロファイル、KVM Launch Manager、または Cisco UCS Manager GUI Web URL から KVM を開始す
るときに、[KVM Console] ダイアログボックスにあるこれらのアドレスのリストから選択するこ
とができます。
CIMC インバンド アクセスは次のサービスをサポートします。
• KVM コンソール
• SoL 用の CIMC への SSH
• ISO の vMedia、仮想 CD/DVD、リムーバブル ディスク、およびフロッピー
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インバンド管理サポート

（注）

Cisco UCS M3 のサーバのみがインバンド CIMC アクセスをサポートしています。 Cisco UCS
M1 および M2 のサーバに対するインバンド CIMC アクセスはサポートされていません。
IPv4 または IPv6 アドレスのインバンド IP プールを設定し、サーバにアドレスを割り当てるため
に使用できます。 インバンド VLAN グループを設定し、サービス プロファイルを使用してサー
バに割り当てることができます。
サービス プロファイルおよびサービス プロファイル テンプレートでインバンド ネットワーク
（VLAN）を選択するには、インバンド VLAN グループでインバンド プロファイルを設定する必
要があります。
インバンド プロファイルでネットワークおよび IP プール名を設定して、Cisco UCS M3 のサーバ
にインバンド CIMC アドレスを割り当てることができます。

インバンド管理サポート
インバンド管理アクセスは、以下の外部サービスに対しCisco UCS Managerでサポートされます。
• KVM
• ISO の vMedia、仮想 CD/DVD、リムーバブル ディスク、およびフロッピー
• SoL への SSH
IPv4 または IPv6 アドレスのインバンド IP プールを設定し、サーバにアドレスを割り当てるため
に使用できます。 インバンド VLAN グループを設定し、サービス プロファイルを使用してサー
バに割り当てることができます。

トラフィック管理
オーバーサブスクリプション
オーバーサブスクリプションは、同じファブリックインターコネクトポートに複数のネットワー
クデバイスが接続されているときに発生します。ポートが短時間でも最高速度で実行されること
はほとんどないため、これにより、ファブリックインターコネクトの使用が最適化されます。そ
の結果、オーバーサブスクリプションが正しく設定されていれば、使用されていない帯域幅を活
用できるようになります。 しかし、オーバーサブスクリプションの設定に間違いがあると、帯域
幅のコンテンションが起こり、オーバーサブスクライブ ポートを使用しているすべてのサービス
で Quality Of Service が低下します。
たとえば、4 つのサーバが 1 つのアップリンク ポートを共有していて、これらのサーバがすべて、
このアップリンク ポートで使用できる帯域幅よりも大きい累積率でデータを送信しようとした場
合に、オーバーサブスクリプションが発生します。
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オーバーサブスクリプション

オーバーサブスクリプションにおける検討事項
Cisco UCS ドメインでのオーバーサブスクリプションの設定に影響を与える要因は次のとおりで
す。
アップリンク ポートに対するサーバに面したポートの比率
この比率はパフォーマンスに影響を与えるため、システム内のサーバに面したポートの数と、アッ
プリンクポートの数を知っている必要があります。たとえば、使用しているシステムに、サーバ
と通信できるポートが 20 個あるときに、ネットワークと通信できるポートが 2 つだけの場合、こ
のアップリンクポートはオーバーサブスクライブされます。この状況では、サーバにより作成さ
れるトラフィックの量もパフォーマンスに影響を与えます。
ファブリック インターコネクトからネットワークへのアップリンク ポートの数
Cisco UCS ファブリック インターコネクトと LAN の上位層の間にさらにアップリンク ポートを
追加して、帯域幅を増やすことができます。 Cisco UCS では、すべてのサーバと NIC が確実に
LAN にアクセスできるようにするために、ファブリック インターコネクト 1 つにつき、少なくと
も 1 つのアップリンク ポートが必要です。 LAN アップリンクの数は、すべての Cisco UCS サー
バで使用される帯域幅の合計により決定されます。

オーバーサブスクリプションの概算に関するガイドライン
ファブリックインターコネクトポートに対する最適なオーバーサブスクリプション率を概算する
場合は、次のガイドラインを考慮してください。
コスト/パフォーマンス スライダ
コストとパフォーマンスの優先順位付けは、データセンターによってそれぞれ異なり、オーバー
サブスクリプションの設定に直接影響します。 オーバーサブスクリプションにおけるハードウェ
アの使用方法を計画する場合は、このスライダでデータセンターが位置する場所を知る必要があ
ります。 たとえば、データセンターでコストよりもパフォーマンスを重視する場合は、オーバー
サブスクリプションを最小限に抑えることができます。 しかし、ほとんどのデータセンターで
は、コストは大きい影響を与える要因であるため、オーバーサブスクリプションは慎重に計画す
る必要があります。
帯域幅使用状況
各サーバで実際に使用されると予想される帯域幅の概算値は、ファブリック インターコネクト
ポートへの各サーバの割り当て、およびその結果からポートのオーバーサブスクリプション率を
決定するときに重要です。オーバーサブスクリプションでは、サーバにより消費されるトラフィッ
クの平均値（単位は GB）、設定された帯域幅に対する使用された帯域幅の比率、および帯域幅の
使用が上昇する時間を考慮する必要があります。
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ピン接続

ネットワーク タイプ
ネットワーク タイプは、アップリンク ポート上のトラフィックだけに関係します。これは、Cisco
UCS以外のところには、FCoE は存在しないからです。 その他のデータセンター ネットワークは、
LAN と SAN トラフィックを区別するだけです。 したがって、ファブリック インターコネクト
ポートのオーバーサブスクリプションの概算を行う場合、ネットワーク タイプを考慮する必要は
ありません。

ピン接続
Cisco UCS でのピン接続は、アップリンク ポートだけに関係します。 イーサネット トラフィッ
ク、または FCoE トラフィックをあるサーバから、特定のアップリンク イーサネット ポート、ま
たはアップリンク FC ポートにピン接続することができます。
物理サーバと仮想サーバの両方の NIC および HBA をアップリンク ポートにピン接続する場合、
ファブリック インターコネクトからユニファイド ファブリックを制御できるようにします。 こ
の制御により、アップリンク ポートの帯域幅の利用がさらに最適化されます。
Cisco UCS は、ピン グループを使用して、どの NIC、vNIC、HBA、vHBA をアップリンク ポート
にピン接続するかを管理します。サーバにピン接続を設定するには、ピングループを直接的に割
り当てるか、ピン グループを vNIC ポリシーに含ませてから、サーバに割り当てられたサービス
プロファイルにその vNIC ポリシーを追加します。 サーバ上の vNIC または vHBA からのすべて
のトラフィックは、FI-IO モジュールを経由して、同じアップリンク ポートに進みます。

サーバ トラフィックのサーバ ポートへのピン接続
ピン接続により、どのサーバ トラフィックが、ファブリック インターコネクトのどのサーバ ポー
トに進むかが決まります。 このピン接続は固定されています。 変更できません。 したがって、
シャーシに対する帯域幅の適切な割り当てを決定する場合、サーバの位置を考慮する必要があり
ます。

ピン接続に関するガイドライン
ピングループおよびアップリンクポートに対するピン接続における最適な設定を判断する場合、
サーバについて予想される帯域幅使用状況を考慮します。 システムに含まれるサーバの一部が大
量の帯域幅を使用することがわかっている場合は、必ず、これらのサーバを別のアップリンク
ポートにピン接続してください。

Quality of Service
Cisco UCS は、Quality of Service を実装するために、次の方法を提供しています。
• 特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定をシステム全体にわたって指定するた
めのシステム クラス
• 個々の vNIC にシステム クラスを割り当てる QoS ポリシー
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Quality of Service

• アップリンク イーサネット ポートによるポーズ フレームの扱い方法を決定するフロー制御
ポリシー
Cisco UCS Mini の Quality of Service に関する注意事項と制限事項
• Cisco UCS Mini はすべてのシステム クラスに共有バッファを使用します。
• ブロンズ クラスは SPAN とバッファを共有します。 SPAN またはブロンズ クラスを使用す
ることを推奨します。
• マルチキャスト最適化はサポートされていません。
• いずれかのクラスの QoS パラメータを変更すると、すべてのクラスへのトラフィックが中断
されます。
• イーサネットと FC または FCoE トラフィックが混在する場合、帯域幅が均等に分配されま
せん。
• 同じクラスからの複数のトラフィック ストリームが均等に分配されないことがあります。
• FC または FCoE のパフォーマンス問題を回避するために、すべてのドロップなしポリシーに
同じ CoS 値を使用します。
• プラチナおよびゴールド クラスのみがドロップなしポリシーをサポートしています。

システム クラス
Cisco UCS は、DCE（Data Center Ethernet）を使用して、Cisco UCS ドメイン内のすべてのトラ
フィックを処理します。 イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネットの帯
域幅が 8 つの仮想レーンに分割されています。 内部システムと管理トラフィック用に 2 つの仮想
レーンが予約されています。 それ以外の 6 つの仮想レーンの Quality of Service（QoS）を設定でき
ます。 Cisco UCS ドメイン全体にわたり、これら 6 つの仮想レーンで DCE 帯域幅がどのように割
り当てられるかは、システム クラスによって決定されます。
各システム クラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約します。
これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されます。 た
とえば、ファイバ チャネル プライオリティ システム クラスを設定して、FCoE トラフィックに割
り当てられる DCE 帯域幅の割合を決定することができます。
次の表は、設定可能なシステム クラスをまとめたものです。
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表 1：システム クラス

システム クラス

説明

プラチナ

サービスプロファイルの QoS ポリシーに含めることができる設定可
能なシステム クラスのセット。 各システム クラスはトラフィック
レーンを 1 つ管理します。

ゴールド
シルバー
ブロンズ

これらのシステム クラスのプロパティはすべて、カスタム設定やポリ
シーを割り当てるために使用できます。
Cisco UCS Mini の場合、パケット ドロップはプラチナ クラスとゴー
ルド クラスでのみ無効にできます。 プラチナ クラスとゴールド クラ
スをそれぞれ 1 つのみドロップなしクラスとして同時に設定できま
す。

ベスト エフォート

ベーシック イーサネット トラフィックのために予約されたレーンに
対する QoS を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中には、あらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。 たとえば、このクラスには、必要
に応じてデータ パケットのドロップを許可するドロップ ポリシーが
あります。 このシステム クラスは無効にできません。

ファイバ チャネル

Fibre Channel over Ethernet トラフィックのために予約されたレーンに
対する Quality of Service を設定するシステム クラス。
このシステム クラスのプロパティの中には、あらかじめ設定されてい
て、変更できないものもあります。 たとえば、このクラスには、デー
タ パケットが絶対にドロップされないことを保証するドロップなしポ
リシーがあります。 このシステム クラスは無効にできません。
（注）

FCoE トラフィックには、他のタイプのトラフィックで使用
できない、予約された QoS システム クラスがあります。 他
のタイプのトラフィックに、FCoE で使用される CoS 値があ
る場合、その値は 0 にリマークされます。

Quality of Service ポリシー
Quality of Service（QoS）ポリシーは、vNIC または vHBA に向けた発信トラフィックにシステム
クラスを割り当てます。 このシステム クラスにより、このトラフィックに対する Quality of Service
が決定されます。 一部のアダプタでは、発信トラフィックでバーストやレートなど追加の制御を
指定することもできます。
vNIC ポリシー、または vHBA ポリシーに QoS ポリシーをインクルードし、その後、このポリシー
をサービス プロファイルにインクルードして、vNIC または vHBA を設定する必要があります。
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フロー制御ポリシー
フロー制御ポリシーは、ポートの受信バッファがいっぱいになったときに、Cisco UCS ドメイン
のアップリンク イーサネット ポートが IEEE 802.3x ポーズ フレームを送信および受信するかどう
かを決定します。これらのポーズフレームは、バッファがクリアされるまでの数ミリ秒間、送信
側ポートからのデータの送信を停止するように要求します。
LAN ポートとアップリンク イーサネット ポートの間でフロー制御が行われるようにするには、
両方のポートで、対応する受信および送信フロー制御パラメータを有効にする必要があります。
Cisco UCSでは、これらのパラメータはフロー制御ポリシーにより設定されます。
送信機能を有効にした場合、受信パケットレートが高くなりすぎたときに、アップリンクイーサ
ネット ポートはネットワーク ポートにポーズ要求を送信します。 ポーズは数ミリ秒有効になっ
た後、通常のレベルにリセットされます。受信機能を有効にした場合、アップリンクイーサネッ
ト ポートは、ネットワーク ポートからのポーズ要求すべてに従います。 ネットワーク ポートが
ポーズ要求をキャンセルするまで、すべてのトラフィックはこのアップリンク ポートで停止しま
す。
ポートにフロー制御ポリシーを割り当てているため、このポリシーを変更すると同時に、ポーズ
フレームやいっぱいになっている受信バッファに対するポートの反応も変わります。

オプトイン機能
各Cisco UCS ドメインは、すべての機能に対してライセンスされています。 システムの設定方法
に応じて、既存の環境への統合を簡単にするために、一部の機能をオプトインするか、これらを
オプトアウトするかを決定することができます。 プロセスの変化が起こった場合、システム設定
を変更して、オプトイン機能の 1 つまたは両方を加えることができます。
オプトイン機能は次のとおりです。
• サーバ、アダプタなどの各コンポーネントがステートレスであるプールおよびポリシーを持
つモバイル サービス プロファイルを利用するステートレス コンピューティング
• 組織およびロールベースのアクセス コントロールを使用して、システムを複数の小さな論理
セグメントに分割するマルチテナント機能

ステートレス コンピューティング
ステートレスコンピューティングにより、サービスプロファイルを使用して、あるサーバの固有
情報を同じ Cisco UCS ドメイン内の別のサーバに適用できます。 サーバの固有情報には、サーバ
を認識し、Cisco UCS ドメイン内で一意にするために要素が含まれます。 これらの要素のいずれ
かを変更すると、サーバはブート ステータスのアクセス、使用、実現ができなくなります。
サーバの固有情報を構成する要素は次のとおりです。
• ファームウェア バージョン
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• UUID（サーバの識別に使用される）
• MAC アドレス（LAN 接続に使用される）
• ワールド ワイド名（SAN 接続に使用される）
• ブート設定
ステートレス コンピューティングは、高度に柔軟なサーバを使ったダイナミックなサーバ環境を
作成します。 Cisco UCS ドメイン内の物理サーバはすべて、サービス プロファイルとの関連付け
が形成されるまで匿名のままです。その後、サービス プロファイルでこのサーバの ID が設定さ
れます。 このサーバでのビジネス サービスが必要なくなったら、このサーバをシャットダウン
し、サービス プロファイルの関連付けを解除してから、同じ物理サーバについて異なる ID を作
成するために別のサービスプロファイルとの関連付けを形成します。この「新しい」サーバは、
別のビジネス サービスをホストできます。
ステートレス状態の柔軟性をフルに活用するためには、サーバのオプションローカルディスクは
スワップ用スペースまたは一時スペースだけに使用し、オペレーティング システムやアプリケー
ション データの保存には使用しないでください。
Cisco UCS ドメインのすべての物理サーバに対して、ステートレス コンピューティングを完全に
実装することもできますし、ステートレス サーバを使用しないことを選択することもできます。
また、これら 2 種類を混在させることも可能です。
ステーレス コンピューティングをオプトインする場合
Cisco UCS ドメイン内の物理サーバはそれぞれ、サービス プロファイルで定義されます。 どのよ
うなサーバでも、あるアプリケーションのセットをホストするために使用しているときに、デー
タセンターの必要に応じて、別のアプリケーションやビジネス サービスのセットに割り当てなお
すことができます。
この Cisco UCS ドメインで定義されているポリシーやリソースのプールをポイントするサービス
プロファイルを作成します。 サーバ プール、WWN プール、および MAC プールにより、未割り
当てのリソースはすべて、必要に応じて使用できることが保証されます。 たとえば、物理サーバ
で不具合が発生した場合、サービス プロファイルをすぐに別のサーバに割り当てることができま
す。 サービス プロファイルは、WWN や MAC アドレスを含め、オリジナルのサーバと同じ ID を
新しいサーバに与えるため、データセンター インフラストラクチャの残りの部分では、この新し
いサーバとオリジナルのサーバは同じものと認識されます。LAN や SAN で設定を変更する必要
はありません。
ステートレス コンピューティングからオプトアウトする場合
Cisco UCS ドメイン内の各サーバは、従来のラックマウント型サーバとして扱われます。
ハードウェアに書き込まれた ID 情報を継承するサービス プロファイルを作成し、これらのプロ
ファイルを使用して、サーバに対する LAN または SAN 接続を設定します。 ただし、サーバ ハー
ドウェアに不具合が発生した場合、サービス プロファイルを新しいサーバに割り当てることはで
きません。
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マルチテナント機能
マルチテナント機能を使用すると、Cisco UCS ドメインの大きな物理的インフラストラクチャを
組織と呼ばれる論理的なエンティティに分割することができます。 その結果、各組織に専用の物
理インフラストラクチャを設けなくても各組織を論理的に分離できます。
マルチテナント環境では、関連する組織を通じて、各テナントに一意のリソースを割り当てられ
ます。 これらのリソースには、各種のポリシー、プール、および Quality of Service 定義などがあ
ります。 また、すべてのユーザにすべての組織へのアクセス権を付与する必要がない場合は、ロ
ケールを実装して、組織ごとにユーザ権限やロールを割り当てたり、制限したりすることもでき
ます。
マルチテナント環境をセットアップすると、すべての組織が階層的になります。 最上位の組織は
常にルートです。 ルートに作成したポリシーおよびプールはシステム全体にわたるもので、この
システムに含まれるすべての組織で使用できます。 しかし、他の組織で作成されたポリシーや
プールが使用できるのは、同じ階層でそれより上にある組織だけです。 たとえば、あるシステム
に Finance と HR という組織があり、これらは同じ階層に存在しないとします。この場合、Finance
は HR 組織にあるポリシーは一切使用できず、また、HR は Finance 組織にあるポリシーには一切
アクセスできません。 しかし、Finance と HR は両方とも、ルート組織にあるポリシーやプールを
使用できます。
マルチテナント環境に組織を作成する場合、各組織、または同じ階層のサブ組織に対して、次の
うちの 1 つ以上をセットアップすることもできます。
• リソース プール
• ポリシー
• サービス プロファイル
• サービス プロファイル テンプレート
マルチテナント機能を選択する場合
各 Cisco UCS ドメインは複数の異なる組織に分割されます。 マルチテナント機能の実装で作成さ
れる組織のタイプは、企業のビジネスニーズによって異なります。たとえば、次の単位を表す組
織があげられます。
• マーケティング、財務、エンジニアリング、人事など、企業内のエンタープライズ グループ
または部門
• サービス プロバイダーに対するさまざまなカスタマー、またはネーム サービス ドメイン
管理が認可されている組織だけにユーザがアクセスできるように、ロケールを作成することがで
きます。
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マルチテナント機能を選択しない場合
Cisco UCS ドメインは、ルート組織にすべてのデータが入った 1 つの論理エンティティのままで
す。 すべてのポリシーおよびリソース プールは、この Cisco UCS ドメイン内のどのサーバにでも
割り当てることができます。

Cisco UCSの仮想化
仮想化の概要
仮想化により、同一の物理マシン上で隣り合いながら分離して実行する複数の仮想マシン（VM）
を作成できます。
各仮想マシンは、仮想ハードウェア（メモリ、CPU、NIC）の独自のセットを持ち、その上でオペ
レーティングシステムと十分に設定されたアプリケーションがロードされます。オペレーティン
グシステムは、実際の物理ハードウェアコンポーネントに関係なく、一貫性があり正常なハード
ウェア一式を認識します。
仮想マシンでは、物理サーバ間でのプロビジョニング、移動を迅速に行うために、ハードウェア
とソフトウェアの両方が単一のファイルにカプセル化されます。 仮想マシンは 1 つの物理サーバ
から別のサーバへ数秒で移動することができ、メンテナンスのためのダウンタイムを必要とせず、
途切れることのない作業負荷を集約します。
仮想ハードウェアは、多数のサーバ（それぞれのサーバは独立した仮想マシン内で実行する）を
単一の物理サーバ上で実行できるようにします。仮想化の利点は、コンピューティングリソース
をより適切に使用でき、サーバ密度を高め、サーバの移行をスムーズに行えることです。

Cisco Virtual Machine ファブリック エクステンダの概要
仮想サーバの実装は、1 つの物理サーバのゲストとして実行される 1 つまたは複数の VM で構成
されます。 ゲスト VM は、ハイパーバイザまたは仮想マシン マネージャ（VMM）と呼ばれるソ
フトウェア レイヤによってホストされ管理されます。 通常、ハイパーバイザは各 VM で仮想ネッ
トワーク インターフェイスを示し、VM から他のローカル VM または外部ネットワークに繋がる
別のインターフェイスへのトラフィックのレイヤ 2 スイッチングを実行します。
Cisco 仮想インターフェイス カード（VIC）アダプタと連携して、Cisco 仮想マシン ファブリック
エクステンダ（VM-FEX）はファブリック インターコネクトの外部ハードウェア ベース スイッチ
ング用のハイパーバイザによって、VM トラフィックのソフトウェア ベースのスイッチングをバ
イパスします。 この方法により、サーバの CPU 負荷を軽減し、高速スイッチングを行い、ローカ
ルおよびリモート トラフィックに豊富なネットワーク管理機能セットを適用することができま
す。
VM-FEX は IEEE 802.1Qbh ポート エクステンダ アーキテクチャを VM に拡張するために、各 VM
インターフェイスに仮想 Peripheral Component Interconnect Express（PCIe）デバイスとスイッチ上
の仮想ポートを提供します。 このソリューションにより、VM インターフェイス上で、正確なレー
ト制限と QoS（Quality of Service）保証が可能になります。
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ネットワーク インターフェイス カードと統合ネットワーク アダプタ
を使用した仮想化
ネットワーク インターフェイス カード（NIC）と統合ネットワーク アダプタによって、標準的な
VMware のサーバにインストールされた ESX との統合による仮想環境と、VC から実行されるす
べての仮想マシンの管理がサポートされます。
仮想マシンのポータビリティ
サービス プロファイルを実装すると、1 つのサーバから別のサーバに、サーバの識別情報を簡単
に移動できるようになります。 新規サーバをイメージ化すると、ESX はそのサーバを元のサーバ
のように扱います。
同一サーバ上の仮想マシン間の通信
これらのアダプタは、同一サーバ上の仮想マシン間における標準の通信手段を実装します。 ESX
ホストが複数の仮想マシンを含む場合、すべての通信はサーバ上の仮想スイッチを通過させる必
要があります。
システムでネイティブな VMware ドライバを使用する場合、仮想スイッチはネットワーク管理者
のドメインには参加せず、どのネットワークポリシーの制約も受けません。結果として、たとえ
ば、ネットワークの QoS ポリシーは、仮想スイッチを通って VM1 から VM2 に流れるどのデータ
パケットにも適用されません。
Nexus 1000 などの別の仮想スイッチがシステムに含まれている場合、その仮想スイッチは、ネッ
トワーク管理者がそのスイッチ上で設定したネットワーク ポリシーに従います。

仮想インターフェイス カード アダプタでの仮想化
Cisco VIC アダプタは、単一 OS の導入と VM ベースの導入の両方に対応するように設計された統
合型ネットワーク アダプタ（CNA）です。 VIC アダプタは、最大 128 個の仮想ネットワーク イ
ンターフェイス カード（vNIC）を含む、静的または動的な仮想化インターフェイスをサポートし
ます。
VIC アダプタは、VM-FEXをサポートし、仮想マシン インターフェイスとの間の、トラフィック
のハードウェアベースのスイッチング機能を提供します。
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Cisco UCS Manager の概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS Manager について , 23 ページ
• Cisco UCS Manager で実行できるタスク , 25 ページ
• Cisco UCS Manager で実行できないタスク , 26 ページ
• ハイ アベイラビリティ環境の Cisco UCS Manager, 27 ページ

Cisco UCS Manager について
Cisco UCS Manager は Cisco UCS ドメイン内のすべてのコンポーネントの管理システムです。 Cisco
UCS Manager は、ファブリック インターコネクト内で動作します。 この管理サービスで使用でき
るインターフェイスのいずれかを使用して、ファブリック インターコネクトに接続されたシャー
シすべてのネットワークおよびサーバ リソースにアクセスしたり、これらを設定、管理、および
モニタしたりすることができます。
複数の管理インターフェイス
Cisco UCS Manager には Cisco UCS ドメインを管理するために使用できる次のインターフェイスが
含まれます。
• Cisco UCS Manager GUI
• Cisco UCS Manager CLI
• XML API
• KVM
• IPMI
ほとんどすべてのタスクは、これらのインターフェイスのいずれでも実行できます。また、ある
インターフェイスで実行されたタスクの結果は、他のタスクにも自動的に表示されます。
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Cisco UCS Manager について

ただし、次の操作はできません。
• Cisco UCS Manager GUI を使用して Cisco UCS Manager CLI を呼び出す。
• Cisco UCS Manager GUI の Cisco UCS Manager CLI を介して実行されたコマンドの結果を表示
する。
• Cisco UCS Manager GUI から CLI 出力を生成する。
集中管理
Cisco UCS Manager は、複数の管理ポイントを使用するのではなく、リソースおよびデバイスの管
理を一元化します。 この集中管理には、Cisco UCS ドメイン内の次のデバイスの管理が含まれま
す。
• ファブリック インターコネクト。
• 仮想サーバ用ソフトウェア スイッチ。
• シャーシおよびサーバにおける電源および環境管理。
• サーバ ネットワーク インターフェイスの設定とファームウェアのアップデート（イーサネッ
ト NIC および統合型ネットワーク アダプタ）。
• サーバに対するファームウェアおよび BIOS 設定
仮想サーバおよび物理サーバのサポート
Cisco UCS Manager は、サーバの ID、FI-IO の設定、MAC アドレスおよびワールド ワイド名、
ファームウェア リビジョン、ネットワーク プロファイルなどのサーバ状態情報をサービス プロ
ファイルに要約します。 サービス プロファイルをシステム内のサーバ リソースに適用して、VIC
アダプタの提供する仮想デバイスに接続されている物理サーバ、仮想サーバ、および仮想マシン
に同様の柔軟性とサポートを提供することができます。
ロール ベース管理とマルチテナント機能のサポート
Cisco UCS Manager では、柔軟に定義されたロールがサポートされるため、データセンターは、
ディスクリートサーバ、ストレージ、およびネットワークの管理に同じベストプラクティスを使
用して、Cisco UCS ドメインを操作することができます。 データセンターでのユーザの責任を反
映した権限を持つユーザロールを作成することができます。たとえば、次のロールを作成できま
す。
• サーバ関連の設定を制御するサーバ管理者ロール
• SAN に関連するタスクを制御するストレージ管理者ロール
• LAN に関連するタスクを制御するネットワーク管理者ロール
Cisco UCS はマルチテナント対応で、システムの管理ソフトウェアが API を使用して Cisco UCS
リソースへ制御されたアクセスを行えるようにするプリミティブを公開します。 マルチテナント
環境では、Cisco UCS Manager により、ユーザの範囲を特定の組織に制限できるユーザ ロールの
ロケールを作成することができます。
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Cisco UCS Manager で実行できるタスク

Cisco UCS Manager で実行できるタスク
Cisco UCS Manager を使用して、Cisco UCS ドメイン内のすべての物理的デバイスおよび仮想デバ
イスに対する管理タスクを実行できます。
Cisco UCS ハードウェア管理
Cisco UCS Manager を使用して、以下のような Cisco UCS ドメイン内のすべてのハードウェアを管
理できます。
• シャーシ
• サーバ
• ファブリック インターコネクト
• ファン
• ポート
• インターフェイス カード
Cisco UCS リソース管理
Cisco UCS Manager を使用して、以下のような Cisco UCS ドメイン内のすべてのリソースを作成お
よび管理できます。
• サーバ
• WWN アドレス
• MAC アドレス
• UUID
• 帯域幅
サーバ管理
サーバ管理者は Cisco UCS Manager を使用して、以下のような Cisco UCS ドメイン内のサーバ管
理タスクを実行できます。
• サーバ プール、および資格ポリシーなどこれらのプールに関係するポリシーの作成
• ディスカバリ ポリシー、スクラブ ポリシー、IPMI ポリシーなど、サーバで使用されるポリ
シーの作成
• サービス プロファイル、および必要に応じてサービス プロファイル テンプレートの作成
• サーバへのサービス プロファイルの適用
• 障害、アラーム、および機器のステータスのモニタ
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ネットワーク管理
ネットワーク管理者は Cisco UCS Manager を使用して、以下のような Cisco UCS ドメインの LAN
設定を作成するのに必要なタスクを実行できます。
• アップリンク ポート、ポート チャネル、および LAN PIN グループの設定
• VLAN の作成
• Quality Of Service クラスおよび定義の設定
• MAC アドレス プール、イーサネット アダプタ プロファイルなど、ネットワーク設定に関連
したプールおよびポリシーの作成
ストレージ管理
ストレージ管理者は Cisco UCS Manager を使用して、以下のような Cisco UCS ドメインの SAN 設
定を作成するのに必要なタスクを実行できます。
• ポート、ポート チャネル、および SAN PIN グループの設定
• VSAN の作成
• Quality Of Service クラスおよび定義の設定
• WWN アドレス プール、ファイバ チャネル アダプタ プロファイルなど、ネットワーク設定
に関連したプールおよびポリシーの作成

Cisco UCS Manager で実行できないタスク
Cisco UCS ドメイン内のデバイス管理に特に関連していないシステム管理タスクを実行するため
に、Cisco UCS Manager を使用できません。
システムを超えた管理はできない
Cisco UCS Manager がある Cisco UCS ドメインの外部にあるシステムやデバイスを管理するために
Cisco UCS Manager を使用できません。 たとえば、Cisco UCS x86 以外のシステム、SPARC システ
ム、PowerPC システムなどの異機種環境は管理できません。
オペレーティング システムやアプリケーションのプロビジョニングや管理はできない
Cisco UCS Manager はサーバのプロビジョニングを行うため、サーバのオペレーティング システ
ムの下に存在します。したがって、サーバでオペレーティングシステムやアプリケーションのプ
ロビジョニングや管理を行うためにこれを使用することはできません。 たとえば、次の操作を実
行することはできません。
• Windows や Linux などの OS の展開
• OS やアプリケーションなどのソフトウェアに対するパッチの展開
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• アンチウイルス ソフトウェア、モニタリング エージェント、バックアップ クライアントな
どのベース ソフトウェア コンポーネントのインストール
• データベース、アプリケーション サーバ ソフトウェア、Web サーバなどのソフトウェア ア
プリケーションのインストール
• Oracle データベースの再起動、プリンタ キューの再起動、または Cisco UCS 以外のユーザ ア
カウントの処理を含むオペレータ アクションの実行
• SAN や NAS ストレージ上の外部ストレージの設定または管理

ハイ アベイラビリティ環境の Cisco UCS Manager
2 つのファブリック インターコネクトを持つハイ アベイラビリティ環境では、それぞれのファブ
リック インターコネクトで、別々の Cisco UCS Manager インスタンスを実行することができます。
プライマリ ファブリック インターコネクトの Cisco UCS Manager はプライマリ管理インスタンス
として動作し、もう 1 つのファブリック インターコネクトの Cisco UCS Manager は従属管理イン
スタンスとなります。
Cisco UCS Manager の 2 つのインスタンスは、これらのファブリック インターコネクト上の L1 お
よび L2 イーサネット ポートの間にあるプライベート ネットワーク上で通信します。 設定および
ステータスに関する情報は、このプライベート ネットワーク経由でやりとりされ、すべての管理
情報が確実に複製されます。 この継続的な通信により、プライマリ ファブリック インターコネ
クトに不具合が起きた場合でも、Cisco UCS に対する管理情報がそのまま持続されることが保証
されます。 さらに、プライマリ Cisco UCS Manager 上で実行される「浮動」管理 IP アドレスによ
り、フェールオーバーが発生したときに、従属ファブリック インターコネクトへのスムーズな移
行が確実に行われるようになります。
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Cisco UCS Manager GUI の概要
この章は、次の内容で構成されています。
• Cisco UCS Manager GUI の概要 , 29 ページ
• HTTPS を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン, 37 ページ
• HTTP を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン, 38 ページ
• Cisco UCS Manager GUI からのログアウト, 39 ページ
• Web セッション制限, 39 ページ
• ログイン前バナー, 40 ページ
• Cisco UCS Manager GUI のプロパティ, 42 ページ
• フィールドの値の許容範囲の決定, 44 ページ
• ポリシーの使用場所の決定, 44 ページ
• プールの使用場所の決定, 44 ページ
• プール、ポリシー、その他のオブジェクトの削除, 45 ページ
• Copying the XML, 45 ページ

Cisco UCS Manager GUI の概要
Cisco UCS Manager GUI は Cisco UCS Manager に GUI インターフェイスを提供する Java アプリケー
ションです。 『Cisco UCS Software Release Notes』の「System Requirements」の項に記載されてい
る要件を満たすあらゆるコンピュータから Cisco UCS Manager GUI を起動してアクセスできます。
Cisco UCS Manager GUI を起動するたびに、Cisco UCS Manager は Java Web Start テクノロジーを使
用してコンピュータの現在のアプリケーションバージョンをキャッシュします。その結果、ログ
インするたびにアプリケーションをダウンロードする必要がなくなります。 Cisco UCS Manager
ソフトウェアがシステムでアップデートされた後、コンピュータから初めてログインする場合に
のみ、アプリケーションのダウンロードが必要です。
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[Fault Summary] 領域

ヒント

タイトル バーには、接続先の Cisco UCS ドメインの名前が表示されます。

[Fault Summary] 領域
[Fault Summary] 領域は Cisco UCS Manager GUI の左上に表示されます。 この領域には、Cisco UCS
ドメインで発生したすべての障害の概要が表示されます。
それぞれの種類の障害は異なるアイコンで表されます。 各アイコンの下にある数字は、システム
で発生したその種類の障害の数を示しています。 アイコンをクリックすると、Cisco UCS Manager
GUI によって [Work] 領域の [Faults] タブが開き、その種類のすべての障害の詳細が表示されます。
次の表に、[Fault Summary] 領域の各アイコンが表す障害の種類について説明します。
障害の種類

説明

緊急アラーム

1 つ以上のコンポーネントに緊急の問題が存在します。 これらの問題を調
査し、すぐに修正する必要があります。

メジャー アラーム

1 つ以上のコンポーネントに重大な問題が存在します。 これらの問題を調
査し、すぐに修正する必要があります。

マイナー アラーム

システムのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性のある問題が 1 つ以上
のコンポーネントに存在します。 これらの問題を調査し、重大な問題や
緊急の問題に発展する前にできるだけ早く修正する必要があります。

警告アラーム

解消されなければシステムのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性のあ
る潜在的な問題が 1 つ以上のコンポーネントに存在します。 これらの問
題を調査し、問題が悪化する前にできるだけ早く修正する必要がありま
す。

[抑制ステータス]
フィールド

コンポーネント上のフォールト抑制タスクの状態。 [アクション] 領域の
[抑制タスクのプロパティ] をクリックすると、すべてのフォールト抑制タ
スクが表示されます。
（注）

ヒント

このフィールドは、コンポーネントが障害抑制をサポートして
いる場合のみ表示されます。

特定のオブジェクトの障害だけを確認する場合は、そのオブジェクトに移動して、そのオブ
ジェクトの [Faults] タブを確認します。
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[Navigation] ペイン

[Navigation] ペイン
[Navigation] ペインは、[Fault Summary] 領域の下の Cisco UCS Manager GUI の左側に表示されま
す。 このペインには、Cisco UCS ドメインのすべての機器と他のコンポーネントに対する一元化
されたナビゲーションが表示されます。 [Navigation] ペインでコンポーネントを選択すると、その
オブジェクトが [Work] 領域に表示されます。
[Navigation] ペインには 5 つのタブが存在します。 各タブの構成要素は次のとおりです。
• ナビゲーション ツリーをフィルタ処理し、すべてのノードまたは 1 つのノードだけを表示す
るために使用できる [Filter] コンボ ボックス。
• 該当するタブのすべてのコンポーネントにアクセスするために使用できる展開可能なナビ
ゲーション ツリー。 ノードまたはフォルダにサブコンポーネントがあることを示すフォル
ダの隣のアイコン。
[Equipment] タブ
このタブには、Cisco UCS ドメインの機器の基本インベントリが含まれます。 システム管理者ま
たはサーバ管理者は、このタブを使用してシャーシ、ファブリック インターコネクト、サーバ、
および他のハードウェアにアクセスしてこれらを管理できます。 デバイス名の周りに表示された
赤色、オレンジ色、または黄色の長方形は、デバイスで障害が発生したことを示します。
このタブの主要なノードは次のとおりです。
• [Equipment]：アクティブなハードウェア、解放されたハードウェア、ファームウェア管理、
機器関連ポリシー、電力グループ、障害の集約リストを含む、Cisco UCS ドメイン全体の概
要。
• [Chassis]：Cisco UCS ドメインの各シャーシのファン、FI-IO モジュール、電源ユニット
（PSU）、および Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバ。
• [Rack-Mounts]：Cisco UCS ドメインと統合された Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ。
• [Fabric Interconnects]：Cisco UCS ドメインのファブリック インターコネクトに関連付けられ
た固定モジュール。
[Servers] タブ
このタブには、サービス プロファイル、ポリシー、プールなどのサーバ関連のコンポーネントが
含まれます。 通常、サーバ管理者はこのタブでコンポーネントにアクセスし、コンポーネントを
管理します。
このタブの [Servers] ノード以下の主要なノードは次のとおりです。
• [Servers]：サービス プロファイル、定義済み組織とサービス プロファイルとの関係。
• [Service Profiles]：組織ごとに分割されたシステムで定義済みのサービス プロファイル。
• [Service Profile Templates]：組織ごとに分割されたシステムで定義済みのサービス プロファイ
ル テンプレート。
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• [Policies]：アダプタ、BIOS、ファームウェア、IPMI アクセス、ローカル ディスク設定、メ
ンテナンス、電源、ディスク スクラビング、Serial over LAN、サーバ プール、iSCSI 認証、
vNIC/vHBA 配置、および障害しきい値のサーバ関連ポリシー。
• [Pools]：サーバ プールおよび UUID サフィックス プール。
• [Schedules]：メンテナンスおよび障害抑制のスケジュール。
[LAN] タブ
このタブには、LAN ピン グループ、Quality of Service クラス、VLAN、ポリシー、プール、内部
ドメインなどの、LAN 設定に関連するコンポーネントが含まれます。 通常、ネットワーク管理者
はこのタブでコンポーネントにアクセスし、コンポーネントを管理します。
このタブの [LAN] ノード以下の主要なノードは次のとおりです。
• [LAN Cloud]：QoS の設定、ポート チャネル、ピン グループ、VLAN、VLAN の最適化セッ
ト、しきい値ポリシー。
• [Appliances]：インターフェイス、ポート チャネル、および VLAN。
• [Internal LAN]：内部ファブリックに関連付けられたポートおよびしきい値ポリシー。
• [Policies]：フロー制御、アダプタ、vNIC、vNIC テンプレート、QoS、および障害しきい値を
管理するポリシー。
• [Pools]：システムで定義された IP プールと MAC プール。
• [Traffic Monitoring Sessions]：システムで定義されたポート トラフィック モニタリング セッ
ション。
[SAN] タブ
このタブには、ピン グループ、VSAN、ポリシー、プールなどの SAN に関連するコンポーネント
が含まれます。 通常、ストレージ管理者はこのタブでコンポーネントにアクセスし、コンポーネ
ントを管理します。
このタブの主要なノードは次のとおりです。
• [SAN]：SAN アップリンク、ファイバ チャネル アドレス割り当て、SAN 関連プール、およ
び VSAN。
• [SAN Cloud]：SAN アップリンク、ファイバ チャネル アドレス割り当て、SAN 関連プール、
および VSAN。
• [Storage Cloud]：ストレージ ポートおよび VSAN。
• [Policies]：ファイバ チャネル アダプタ ポリシー、vHBA のデフォルト動作、SAN 接続ポリ
シー、ストレージ接続ポリシー、vHBA テンプレート、および障害しきい値。
• [Pools]：システムで定義された iSCSI 修飾名（IQN）プールとワールド ワイド名プール。
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[VM] タブ
このタブには、VIC アダプタがあるサーバに対して VM-FEX を設定するのに必要なコンポーネン
トが含まれます。 たとえば、このタブのコンポーネントを使用して、Cisco UCS Manager と VMware
vCenter 間の接続を設定したり、分散仮想スイッチとポート プロファイルを設定したり、Cisco UCS
ドメインのサーバにホストされた仮想マシンを表示したりできます。
このタブの主要なノードは次のとおりです。
• [All]：ポートプロファイル、仮想マシン、仮想スイッチ、証明書、ライフサイクルポリシー、
VM 関連イベントおよび FSM タスク。
• [Clusters]：関連する仮想マシンとポート プロファイルを含むクラスタ。
• [Fabric Network Sets]：ファブリック ネットワーク定義
• [Port Profiles]：ポート プロファイル
• [VM Networks]：仮想ネットワーク
• [Microsoft]：Microsoft ネットワーキング コンポーネント
• [VMware]：フォルダ、データセンター、仮想マシン、仮想スイッチを含む vCenter。
[Admin] タブ
このタブには、ユーザ マネージャや通信サービスなどのシステム全体の設定と障害やイベントな
どのトラブルシューティングコンポーネントが含まれます。通常、システム管理者はこのタブで
コンポーネントにアクセスし、コンポーネントを管理します。
このタブの主要なノードは次のとおりです。
• [All]：管理インターフェイス、バックアップおよびインポート設定、テクニカル サポート
ファイルの作成、Full State バックアップ ポリシー、およびすべての設定エクスポート ポリ
シー。
• [Faults, Events and Audit Log]：システム全体の障害、イベント、監査ログ、Syslog エントリ、
コア ファイル、テクニカル サポート ファイルおよびグローバル障害ポリシー。
• [User Management]：認証方式、リモート アクセス方式、ローカル ユーザ、ロケールおよび
ユーザ ロール。
• [Key Management]：SSH キーとトラスト ポイントの設定。
• [Communication Management]：SSH、Telnet、HTTP、HTTPS、および SNMP のコミュニケー
ション サービス設定、Web セッション制限、Call Home 設定、DNS 管理、管理インタフェー
ス、および Cisco UCS Central 設定。
• [Stats Management]：システムにより障害が発生する条件を制御するしきい値統計情報設定。
• [Time Zone Management]：タイム ゾーン同期を確立する NTP サーバ設定。
• [Capability Catalog]：機能カタログ（調整可能なパラメータ、文字列、およびルールのセッ
ト）。
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ツールバー

• [Management Extension]：以前はサポートされていなかったサーバや他のハードウェアを Cisco
UCS Manager に追加できる管理拡張機能。
• [License Management]：このシステムにインストールされている機能およびポートのライセン
ス。

ツールバー
ツールバーは、[Work] ペインの上の Cisco UCS Manager GUI の右側に表示されます。 ツールバー
のメニュー ボタンを使用して、次のような一般的な処理を実行できます。
• [Work] ペインで以前表示した項目間を移動する
• Cisco UCS ドメインの要素を作成する
• Cisco UCS Manager GUI のオプションを設定する
• Cisco UCS Manager GUI のオンライン ヘルプにアクセスする

[Work] ペイン
[Work] ペインは、Cisco UCS Manager GUI の右側に表示されます。 このペインには、[Navigation]
ペインで選択したコンポーネントに関する詳細が表示されます。
[Work] ペインは、次の要素で構成されます。
• [Navigation] ペインのタブのメイン ノードから選択したエレメントまでのパスが表示される
ナビゲーション バー。 このパスの任意のコンポーネントをクリックして、[Work] ペインに
このコンポーネントを表示できます。
• [Navigation] ペインで選択したコンポーネントに関連する情報を示すタブが表示されるコンテ
ンツ領域。 コンテンツ領域に表示されるタブは、選択したコンポーネントによって異なりま
す。 これらのタブを使用して、コンポーネントに関する情報の表示、コンポーネントの作
成、コンポーネントのプロパティの変更、および選択したオブジェクトの確認を実行できま
す。

ステータス バー
ステータスバーは、Cisco UCS Manager GUI の下に沿って表示されます。 ステータスバーは、ア
プリケーションの状態に関する情報を提供します。
ステータスバーの左側には、Cisco UCS Manager GUI の現在のセッションに関する次の情報が表示
されます。
• ログインに使用したプロトコルを示すロック アイコン。 アイコンがロックされている場合、
HTTPS を使用して接続しました。アイコンのロックが解除されている場合、HTTP を使用し
て接続しました。
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テーブルのカスタマイズ

• ログインに使用したユーザ名。
• ログインしたサーバの IP アドレス。
ステータスバーの右側には、システムの時刻が表示されます。

テーブルのカスタマイズ
Cisco UCS Manager GUI では、各タブのテーブルをカスタマイズできます。 表示するコンテンツ
のタイプを変更し、コンテンツのフィルタリングを実行できます。
[Table Customization] メニュー ボタン
各テーブルの右上にあるこのメニュー ボタンでは、テーブルのビューを制御し、カスタマイズで
きます。 このボタンのドロップダウン メニューには、次のオプションが含まれます。
メニュー項目

説明

カラム名

メニューには、テーブルの各カラムのエントリが含まれます。
カラム名をクリックしてカラムを表示したり、非表示にしたり
します。

Horizontal Scroll

選択されている場合、水平スクロール バーがテーブルに追加
されます。 選択されていない場合、いずれかのカラムの幅を
拡大したときに右側のすべてのカラムの幅が縮小され、スク
ロールしません。

Pack All Columns

すべてのカラムをデフォルトの幅に変更します。

Pack Selected Column

選択されたカラムだけをデフォルトの幅に変更します。

テーブル コンテンツのフィルタリング
各テーブルの上にある [Filter] ボタンでは、[Filter] ダイアログボックスで設定した基準に従って
テーブルのコンテンツをフィルタリングできます。 このダイアログボックスには、次のフィルタ
リング オプションが含まれています。
名前

説明

[Disable] オプション

このカラムの内容に対してフィルタリング基準を使用しません。
これがデフォルト設定です。

[Equal] オプション

指定した値と厳密に一致するカラム内容だけを表示します。

[Not Equal] オプション

指定した値と一致しないカラム内容だけを表示します。
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LAN アップリンク マネージャ

名前

説明

[Wildcard] オプション

入力する基準に、次のワイルドカードのいずれかを含められま
す。
• _（アンダースコア）または ? （疑問符）：1 つの文字と置
き換わります。
• %（パーセント記号）または *（アスタリスク）：任意の
連続した文字と置き換わります。

[Less Than] オプション

指定した値より小さいカラム内容だけを表示します。

[Less Than Or Equal] オプション 指定した値以下のカラム内容だけを表示します。
[Greater Than] オプション

指定した値より大きいカラム内容だけを表示します。

[Greater Than Or Equal] オプショ 指定した値以上のカラム内容だけを表示します。
ン

LAN アップリンク マネージャ
LAN アップリンク マネージャは、Cisco UCSと LAN 間の接続を設定できる単一インターフェイス
を提供します。 LAN アップリンク マネージャを使用して次のものを作成および設定できます。
• アップリンクのイーサネット ポート
• ポート チャネル
• LAN ピン グループ
• ネームド VLAN
• サーバ ポート
• QoS システム クラス
LAN アップリンク マネージャで行うことができる設定の一部は、[Equipment] タブまたは [LAN]
タブなどの他のタブのノードでも行うことができます。

Internal Fabric Manager
Internal Fabric Manager は、Cisco UCS ドメインのファブリック インターコネクトに対してサーバ
ポートを設定できる単一インターフェイスを提供します。 Internal Fabric Manager には、そのファ
ブリック インターコネクトの [General] タブからアクセスできます。
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Internal Fabric Manager で行うことができる設定の一部は、[Equipment] タブ、[LAN] タブ、または
LAN アップリンク マネージャのノードでも行うことができます。

ハイブリッド表示
Cisco UCS ドメインの各シャーシについては、Cisco UCS Manager GUI によって、シャーシとファ
ブリック インターコネクト間の物理的なコンポーネントと接続の両方がハイブリッド表示されま
す。
このタブには、選択されたシャーシまたはラックサーバとファブリックインターコネクト間の接
続に関する詳細情報が表示されます。 タブには次のものを示すアイコンがあります。
• システムの各 FI-IO モジュール。
• サーバと PSU を示す選択されたシャーシ、または選択されたラック サーバ。
アイコン間の線は次のものの接続関係を表します。
• 各サーバの DCE インターフェイスと FI-IO モジュール上の関連付けられたサーバ ポート。
これらの接続はシスコによって作成され、変更することはできません。
• FI-IO モジュール上のサーバ ポート。 必要に応じてこれらの接続は変更できます。
アイコンと線の上にマウスを移動すると、各コンポーネントや接続に関するヒントが表示されま
す。いずれかのコンポーネントをダブルクリックすると、そのコンポーネントのプロパティが表
示されます。
コンポーネントまたはそのサブコンポーネントに関連付けられた障害が存在する場合、Cisco UCS
Manager GUI は適切なコンポーネントの上部に障害のアイコンを表示します。 複数の障害メッセー
ジが存在する場合、Cisco UCS Manager GUI はシステムの最も重大な障害メッセージに関連付けら
れたアイコンを表示します。

HTTPS を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン
Cisco UCS Manager GUIのデフォルトの HTTP Web リンクは、http://UCSManager_IPv4 また
は http://UCSManager_IPv6 です。この UCSManager_IPv4 と UCSManager_IPv6 はそれぞれ、
Cisco UCS Manager に割り当てられた IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを表しています。 この
IP アドレスは、次のいずれかです。
• クラスタ設定：UCSManager_IPv4 または UCSManager_IPv6 はそれぞれ、Cisco UCS
Manager に割り当てられた仮想またはクラスタの IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを表します。
ファブリック インターコネクト上の管理ポートに割り当てられた IP アドレスを使用しない
でください。
• スタンドアロン設定：UCSManager_IPv4 または UCSManager_IPv6 はそれぞれ、ファブ
リック インターコネクトの管理ポートの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを表します。
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HTTP を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン

（注）

一部のブラウザは、IPv6 アドレスを使用した HTTPS アクセスをサポートしていません。

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Manager GUI Web リンクを入力するか、ブラウザでブックマークを
選択します。

ステップ 2

[Security Alert] ダイアログボックスが表示された場合は、[Yes] をクリックしてセキュリティ証明
書を受け入れ、続行します。

ステップ 3

Cisco UCS Manager の起動ページで、[Launch UCS Manager] をクリックします。
ログインに使用する Web ブラウザによって、.JNLP ファイルのダウンロードまたは保存を求めら
れる場合があります。

ステップ 4

Cisco UCS Manager にログイン前のバナーが表示された場合は、メッセージを確認し、[OK] をク
リックしてダイアログボックスを閉じます。

ステップ 5

[Security] ダイアログボックスが表示された場合、次の手順を実行します。
a) （任意） チェックボックスをオンにして、シスコからのすべてのコンテンツを受け入れます。
b) [Yes] をクリックして証明書を受け入れ、続行します。

ステップ 6

[Login] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) ユーザ名とパスワードを入力します。
b) Cisco UCS 実装に複数のドメインが含まれている場合は、[Domain] ドロップダウン リストから
適切なドメインを選択します。
c) [Login] をクリックします。

HTTP を使用した Cisco UCS Manager GUI へのログイン
Cisco UCS Manager GUIのデフォルトの HTTP Web リンクは、http://UCSManager_IPv4 また
は http://UCSManager_IPv6 です。この UCSManager_IPv4 と UCSManager_IPv6 はそれぞれ、
Cisco UCS Manager に割り当てられた IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを表しています。 この
IP アドレスは、次のいずれかです。
• クラスタ設定：UCSManager_IPv4 または UCSManager_IPv6 はそれぞれ、Cisco UCS
Manager に割り当てられた仮想またはクラスタの IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを表します。
ファブリック インターコネクト上の管理ポートに割り当てられた IP アドレスを使用しない
でください。
• スタンドアロン設定：UCSManager_IPv4 または UCSManager_IPv6 はそれぞれ、ファブ
リック インターコネクトの管理ポートの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを表します。
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Cisco UCS Manager GUI からのログアウト

手順
ステップ 1

Web ブラウザで、Cisco UCS Manager GUI Web リンクを入力するか、ブラウザでブックマークを
選択します。

ステップ 2

Cisco UCS Manager にログイン前のバナーが表示された場合は、メッセージを確認し、[OK] をク
リックしてダイアログボックスを閉じます。

ステップ 3

Cisco UCS Manager の起動ページで、[Launch UCS Manager] をクリックします。
ログインに使用する Web ブラウザによって、.JNLP ファイルのダウンロードまたは保存を求めら
れる場合があります。

ステップ 4

[Login] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) ユーザ名とパスワードを入力します。
b) Cisco UCS 実装に複数のドメインが含まれている場合は、[Domain] ドロップダウン リストから
適切なドメインを選択します。
c) [Login] をクリックします。

Cisco UCS Manager GUI からのログアウト
手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager GUI で、右上の [Exit] をクリックします。
使用できないことを示すために Cisco UCS Manager GUI が画面上で不鮮明になり、[Exit] ダイアロ
グボックスが表示されます。

ステップ 2

ドロップダウン リストから、次のいずれかを選択します。
• ログアウトして Cisco UCS Manager GUI をシャットダウンするには、[Exit] を選択します。
• Cisco UCS Manager GUI からログアウトし、別のユーザがログインする場合は、[Log Off] を
選択します。

ステップ 3

[OK] をクリックします。

Web セッション制限
Web セッション制限は、ある時点でシステムへのアクセスを許可された Web セッション数（GUI
と XML の両方）を制限するために Cisco UCS Manager によって使用されます。
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Cisco UCS Manager のWeb セッション制限の設定

デフォルトでは、Cisco UCS Manager が許容する同時 Web セッション数は、最大値の 256 に設定
されています。

Cisco UCS Manager のWeb セッション制限の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Communication Services]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Communication Services] タブをクリックします。

ステップ 4

[Web Session Limits] 領域で、必須フィールドに入力します。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

ログイン前バナー
ログイン前バナーを使用すると、ユーザが Cisco UCS Manager GUI にログインするときに、Cisco
UCS Manager は [Create Pre-Login Banner] ダイアログボックスにバナー テキストを表示し、ユーザ
がユーザ名とパスワードの入力を促される前にダイアログボックスを閉じるまで待ちます。 ユー
ザが Cisco UCS Manager CLI にログインすると、Cisco UCS Manager はダイアログボックスにバナー
テキストを表示し、ユーザがパスワードの入力を促される前にダイアログボックスを閉じるまで
待ちます。 その後、ユーザに表示するコピーライト ブロックの上にバナー テキストを繰り返し
表示します。

ログイン前バナーの作成
[Pre-Login Banner] 領域が [Banners] タブに表示されない場合、Cisco UCS Manager はユーザーのロ
グイン時にログイン前バナーを表示しません。 [Pre-Login Banner] 領域が表示されている場合は、
2 番目のログイン前バナーを作成することはできません。 既存のバナーの削除または変更のみ可
能です。
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ログイン前バナーの変更

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [User Management] を展開します。

ステップ 3

[User Services] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Banners] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Create Pre-Login Banner] をクリックします。

ステップ 6

[Create Pre-Login Banner] ダイアログボックスでテキスト フィールド内をクリックして、ユーザが
Cisco UCS Managerにログインしたときに表示するメッセージを入力します。
このフィールドには、標準の ASCII 文字を入力できます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ログイン前バナーの変更
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [User Management] を展開します。

ステップ 3

[User Services] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Banners] タブをクリックします。

ステップ 5

[Pre-Login Banner] 領域のテキスト フィールド内をクリックして、テキストに必要な変更を加えま
す。
このフィールドには、標準の ASCII 文字を入力できます。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。
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ログイン前バナーの削除

ログイン前バナーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [User Management] を展開します。

ステップ 3

[User Services] ノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Banners] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Delete] をクリックします。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

Cisco UCS Manager GUI のプロパティ
Cisco UCS Manager GUIのセッションおよびログのプロパティの設定
これらのプロパティで、Cisco UCS Manager GUIによるセッションの中断または無活動に対する動
作、Cisco UCS Manager GUIJava メッセージ ロギングの設定が決まります。

手順
ステップ 1

ツールバーで [Option] をクリックして、[Properties] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 2

右側のペインで、[Session] をクリックします。

ステップ 3

[Session] タブで、必要に応じてフィールドを更新します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

確認メッセージのプロパティの設定
これらのプロパティによって、Cisco UCS Manager GUIが設定変更やその他の操作後に確認メッ
セージを表示するかどうかが決まります。
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外部アプリケーションのプロパティの設定

手順
ステップ 1

ツールバーで [Option] をクリックして、[Properties] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 2

右側のペインで、[Confirmation Messages] をクリックします。

ステップ 3

[Confirmation Messages] タブで、必要に応じてフィールドを更新します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

外部アプリケーションのプロパティの設定
Cisco UCS Manager GUI これらのプロパティを使用して SSH などの外部アプリケーションと接続
します。

手順
ステップ 1

ツールバーで [Option] をクリックして、[Properties] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 2

右側のペインで、[External Applications] をクリックします。

ステップ 3

[External Applications] タブで、[SSH] フィールドおよび [SSH Parameters] フィールドの値を指定し
ます。

ステップ 4

[OK] をクリックします。

Cisco UCS Manager GUI の表示のカスタマイズ
これらのプロパティで、Cisco UCS Manager GUIのビジュアル プロパティの一部をカスタマイズす
ることができます。

手順
ステップ 1

ツールバーで [Option] をクリックして、[Properties] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 2

右側のペインで、[Visual Enhancements] をクリックします。

ステップ 3

[Visual Enhancements] タブで、必要に応じてフィールドを更新します。

ステップ 4

[OK] をクリックします。
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Cisco UCS Manager GUI の概要
フィールドの値の許容範囲の決定

フィールドの値の許容範囲の決定
プロパティによっては、入力できる値の範囲が制限されています。 この手順を使用して、ダイア
ログボックス、ウィンドウ、またはタブのフィールドの許容範囲を決定できます。この手順を使
用しても、テーブルまたはツリーにリストされているプロパティの値の許容範囲を決定すること
はできません。

手順
ステップ 1

範囲を確認するフィールドにカーソルを置いて、そのフィールドにフォーカスを合わせます。

ステップ 2

Alt+Shift+R キー押します。
Cisco UCS Manager GUI に値の許容範囲が数秒間表示されます。 範囲の表示は、画面上の任意の
場所をクリックすると終了します。

ポリシーの使用場所の決定
この手順を使用して、選択したポリシーに関連付けられているサービス プロファイルとサービス
プロファイル テンプレートを決定できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで、その使用を表示するポリシーをクリックします。

ステップ 2

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 3

[Actions] 領域で、[Show Policy Usage] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI に [Service Profiles/Templates] ダイアログボックスが表示され、関連付けら
れたサービス プロファイルとサービス プロファイル テンプレートが示されます。

プールの使用場所の決定
この手順を使用して、選択したプールに関連付けられているサービスプロファイルとサービスプ
ロファイル テンプレートを確認できます。
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Cisco UCS Manager GUI の概要
プール、ポリシー、その他のオブジェクトの削除

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで、その使用を表示するプールをクリックします。

ステップ 2

[Work] ペインで、[General] タブをクリックします。

ステップ 3

[Actions] 領域で、[Show Pool Usage] をクリックします。
Cisco UCS Manager GUI に [Service Profiles/Templates] ダイアログボックスが表示され、関連付けら
れたサービス プロファイルとサービス プロファイル テンプレートが示されます。

プール、ポリシー、その他のオブジェクトの削除
プール、ポリシー、または VLAN などの他のオブジェクトを削除するために使用する方法は、す
べてのオブジェクトで同じです。

（注）

オブジェクトを削除する前に、それらがシステム内の他のオブジェクトによって使用または参
照されていないことを確認してください。 たとえば、ネットワーク ポリシーを削除する前に、
サービス プロファイルがそのポリシーを参照していないことを確認します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインで、オブジェクトを表示するポッドを展開します。

ステップ 2

[Work] ペインで、適切なタブをクリックし、オブジェクトが置かれている場所に移動します。
たとえば、VLAN を削除する場合は、[VLANs] タブをクリックします。

ステップ 3

削除するオブジェクトを選択し、[Delete] をクリックします。

ステップ 4

[Delete] をクリックします。

Copying the XML
To assist you in developing scripts or creating applications with the XML API for Cisco UCS, Cisco UCS
Manager GUI includes an option to copy the XML used to create an object in Cisco UCS Manager. This
option is available on the right-click menu for most object nodes in the Navigation pane, such as the Port
Profiles node or the node for a specific サービス プロファイル.
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Cisco UCS Manager GUI の概要
Copying the XML

手順
ステップ 1

In the Navigation pane, navigate to the object for which you want to copy the XML.

ステップ 2

Right-click on that object and choose Copy XML.

ステップ 3

Paste the XML into an XML editor, Notepad, or another application.
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第

4

章

トラフィックのモニタリング
この章は、次の内容で構成されています。
• トラフィック モニタリング, 47 ページ
• トラフィック モニタリングに関するガイドラインと推奨事項, 48 ページ
• イーサネット トラフィック モニタリング セッションの作成, 50 ページ
• 既存のイーサネット トラフィック モニタリング セッションの宛先の設定, 51 ページ
• 既存のイーサネット トラフィック モニタリング セッションの宛先の削除, 52 ページ
• ファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションの作成, 52 ページ
• 既存のファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションの宛先の設定, 54 ページ
• 既存のファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションの宛先の削除, 55 ページ
• モニタリング セッションへのトラフィック送信元の追加, 55 ページ
• トラフィック モニタリング セッションのアクティブ化, 56 ページ
• トラフィック モニタリング セッションの削除, 57 ページ

トラフィック モニタリング
トラフィック モニタリングは、1 つ以上のソースからのトラフィックをコピーし、コピーされた
トラフィックを分析用の専用宛先ポートに送信してネットワークアナライザに分析させます。こ
の機能は、Switched Port Analyzer（SPAN）としても知られています。

重要

入力トラフィックのみに対しポート チャネルの SPAN をモニタまたは使用できます。
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トラフィックのモニタリング
トラフィック モニタリングに関するガイドラインと推奨事項

セッションのタイプ
トラフィックモニタリングセッションを作成すると、トラフィックを受信する宛先ポートをイー
サネットとファイバチャネルのいずれかから選択できます。宛先ポートのタイプは、セッション
のタイプを決定し、次に使用可能なトラフィックの送信元を決定します。イーサネットトラフィッ
ク モニタリング セッションの場合、宛先ポートは未設定の物理ポートであることが必要です。
ファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションの場合、宛先ポートはファイバ チャネ
ル アップリンク ポートであることが必要です。
トラフィックの送信元
イーサネット トラフィック モニタリング セッションでは、次のトラフィックの送信元のいずれ
かをモニタできます。
• アップリンク イーサネット ポート
• イーサネット ポート チャネル
• VLAN
• サービス プロファイル vNIC
• サービス プロファイル vHBA
• FCoE ポート
• ポート チャネル
• ユニファイド アップリンク ポート
ファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションでは、次のトラフィックの送信元のい
ずれかをモニタできます。
• アップリンク ファイバ チャネル ポート
• SAN ポート チャネル
• VSAN
• サービス プロファイル vHBA
• ファイバ チャネル ストレージ ポート

トラフィックモニタリングに関するガイドラインと推奨
事項
トラフィック モニタリングを設定するか、アクティブにする場合は、次のガイドラインを考慮し
てください。
• トラフィック モニタリング セッションは最大 16 まで作成し保存できますが、同時にアク
ティブにできるのは 2 つだけです。
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トラフィックのモニタリング
トラフィック モニタリングに関するガイドラインと推奨事項

• トラフィック モニタリング セッションは作成時にはデフォルトでディセーブルになってい
ます。 トラフィック モニタリングを開始するには、セッションをアクティブにする必要が
あります。
• トラフィック モニタリング セッションは、Cisco UCS ポッド内のファブリック インターコネ
クトで一意的である必要があります。 そのため、一意の名前と一意の VLAN ソースで各モ
ニタリング セッションを作成する必要があります。
• サーバからのトラフィックをモニタするには、サーバに対応するサービス プロファイルから
すべての vNIC を追加します。
• ファイバ チャネル トラフィック アナライザまたはイーサネット トラフィック アナライザを
使用して、ファイバ チャネル トラフィックをモニタできます。 ファイバ チャネル トラフィッ
クがイーサネット トラフィック モニタリング セッションでモニタされ、イーサネット宛先
ポートを持つ場合、宛先トラフィックは FCoE になります。
• トラフィック モニタリングの宛先は単一の物理ポートであるため、トラフィック モニタリ
ング セッションは 1 つのファブリックだけをモニタできます。 ファブリック フェールオー
バーにわたって中断されない vNIC トラフィックをモニタするには、ファブリックごとに 2
つのセッションを作成し、2 台のアナライザを接続する必要があります。 両方のセッション
のトラフィック送信元として vNIC を追加します。
• すべてのトラフィックの送信元は宛先ポートと同じスイッチ内にある必要があります。
• 宛先ポートとして設定されたポートを送信元ポートとしても設定することはできません。
• ポート チャネルのメンバ ポートを個別に送信元として設定することはできません。 ポート
チャネルが送信元として設定されている場合、すべてのメンバ ポートが送信元ポートです。
• vHBA はイーサネットまたはファイバ チャネルのどちらのモニタリング セッションの送信元
としても設定できますが、同時に両方の送信元とすることはできません。
• サーバ ポートは、非仮想化ラック サーバ アダプタへのポートの場合にのみ送信元にするこ
とができます。
• Cisco UCS 6248 ファブリック インターコネクトのファイバ チャネル ポートは送信元ポート
として設定できません。
• 仮想マシンのポート プロファイルを変更すると、送信元ポートとして使用されている、関連
付けられた vNIC はモニタリングから削除され、モニタリング セッションを再設定する必要
があります。
• トラフィック モニタリング セッションが Cisco UCS Manager リリース 2.0 より前のリリース
のもとでダイナミック vNIC で設定された場合、アップグレード後にトラフィック モニタリ
ング セッションを再設定する必要があります。
• SPAN トラフィックは Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクトでは 1 Gbps
に速度制限されます。
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トラフィックのモニタリング
イーサネット トラフィック モニタリング セッションの作成

（注）

トラフィック モニタリングは、システム リソースにかなりの負荷をかけることがあります。
負荷を最小限にするには、不必要なトラフィックができるだけ少ない送信元を選択し、不必要
なときにはトラフィック モニタリングをディセーブルにします。

イーサネット トラフィック モニタリング セッションの
作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] を右クリックし、[Create Traffic Monitoring Session] を選択します。

ステップ 4

[Create Traffic Monitoring Session] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

トラフィック モニタリング セッションの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオ
ド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用
できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前
を変更することはできません。

[Admin State] フィールド

[Destination] フィールドで選択された物理ポートのトラフィック
をモニタするかどうか。 次のいずれかになります。
• [Enabled]：ソース コンポーネントがセッションに追加され
るとすぐに、Cisco UCS によって、ポート アクティビティ
のモニタリングが開始されます。
• [Disabled]：Cisco UCS によるポート アクティビティのモニ
タリングは実行されません。

[Destination] ドロップダウン リ 通信トラフィックをモニタする対象の物理ポートをナビゲーショ
スト
ン ツリーから選択します。
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トラフィックのモニタリング
既存のイーサネット トラフィック モニタリング セッションの宛先の設定

名前

説明

[Admin Speed] フィールド

モニタされるポート チャネルのデータ転送速度。
使用可能なデータ速度は、Cisco UCS ドメインにインストール
されているファブリック インターコネクトによって異なりま
す。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

次の作業
• トラフィック モニタリング セッションにトラフィック ソースを追加します。
• トラフィック モニタリング セッションをアクティブ化します。

既存のイーサネットトラフィックモニタリングセッショ
ンの宛先の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] >
[Monitor_Session_Name] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Set Destination] をクリックします。

ステップ 5

[Set Destination] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
例：

名前

説明

[Destination] フィールド

モニタされている物理ポート。

[Admin Speed] フィールド

モニタされるポート チャネルのデータ転送速度。
使用可能なデータ速度は、Cisco UCS ドメインにインストール
されているファブリック インターコネクトによって異なりま
す。
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トラフィックのモニタリング
既存のイーサネット トラフィック モニタリング セッションの宛先の削除

ステップ 6

[OK] をクリックします。

既存のイーサネットトラフィックモニタリングセッショ
ンの宛先の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] >
[Monitor_Session_Name] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Clear Destination] をクリックします。

ステップ 5

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッショ
ンの作成
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[SAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] を右クリックし、[Create Traffic Monitoring Session] を選択します。

ステップ 4

[Create Traffic Monitoring Session] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

トラフィック モニタリング セッションの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオ
ド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用
できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前
を変更することはできません。
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トラフィックのモニタリング
ファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションの作成

名前

説明

[Admin State] フィールド

[Destination] フィールドで選択された物理ポートのトラフィック
をモニタするかどうか。 次のいずれかになります。
• [Enabled]：ソース コンポーネントがセッションに追加され
るとすぐに、Cisco UCS によって、ポート アクティビティ
のモニタリングが開始されます。
• [Disabled]：Cisco UCS によるポート アクティビティのモニ
タリングは実行されません。

[Destination] ドロップダウン リ 通信トラフィックをモニタする対象の物理ポートをナビゲーショ
スト
ン ツリーから選択します。
[Admin Speed] ドロップダウン
リスト

モニタされるポート チャネルのデータ転送速度。 次のいずれか
になります。
• 1 Gbps
• 2 Gbps
• 4 Gbps
• 8 Gbps
• Auto：Cisco UCS がデータ転送速度を決定します。

ステップ 5

[OK] をクリックします。

次の作業
• トラフィック モニタリング セッションにトラフィック ソースを追加します。
• トラフィック モニタリング セッションをアクティブ化します。
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トラフィックのモニタリング
既存のファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションの宛先の設定

既存のファイバチャネルトラフィックモニタリングセッ
ションの宛先の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] >
[Monitor_Session_Name] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Set Destination] をクリックします。

ステップ 5

[Set Destination] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Destination] ドロップダウン リ 通信トラフィックをモニタする対象の物理ポートをナビゲーショ
スト
ン ツリーから選択します。
[Admin Speed] ドロップダウン
リスト

モニタされるポート チャネルのデータ転送速度。 次のいずれか
になります。
• 1 Gbps
• 2 Gbps
• 4 Gbps
• 8 Gbps
• Auto：Cisco UCS がデータ転送速度を決定します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
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トラフィックのモニタリング
既存のファイバ チャネル トラフィック モニタリング セッションの宛先の削除

既存のファイバチャネルトラフィックモニタリングセッ
ションの宛先の削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] >
[Monitor_Session_Name] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で、[Clear Destination] をクリックします。

ステップ 5

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

モニタリングセッションへのトラフィック送信元の追加
複数の送信元タイプから、トラフィックモニタリングセッションによってモニタする複数の送信
元を選択することができます。 選択できる送信元は、Cisco UCS ドメインに設定したコンポーネ
ントによって異なります。

（注）

この手順では、イーサネット トラフィック モニタリング セッションの送信元を追加する方法
について説明します。 ファイバ チャネル モニタリング セッションの送信元を追加するには、
ステップ 2 で [LAN] タブの代わりに [SAN] タブを選択します。

はじめる前に
トラフィック モニタリング セッションが作成されている必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] を展開し、設定するモニタ セッションをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Sources] 領域で、追加するトラフィック送信元のタイプのセクションを展開します。
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ステップ 6

モニタリングに使用できるコンポーネントを確認するには、テーブルの右端にある [+] ボタンを
クリックして [Add Monitoring Session Source] ダイアログボックスを開きます。

ステップ 7

送信元コンポーネントを選択して [OK] をクリックします。
必要に応じて、上記の 3 つの手順を繰り返して、複数の送信元タイプから複数の送信元を追加で
きます。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。

次の作業
トラフィック モニタリング セッションをアクティブ化します。 セッションがすでにアクティブ
化されている場合、送信元を追加すると、トラフィックはモニタリングの宛先に転送されます。

トラフィック モニタリング セッションのアクティブ化
（注）

この手順では、イーサネット トラフィック モニタリング セッションをアクティブ化する方法
について説明します。 ファイバ チャネル モニタリング セッションをアクティブ化するには、
ステップ 2 で [LAN] タブの代わりに [SAN] タブを選択します。

はじめる前に
トラフィック モニタリング セッションが作成されている必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] を展開し、アクティブ化するモニタ セッションをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Properties] 領域で、[Admin State] の [enabled] オプション ボタンをクリックします。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

トラフィックモニタリングの送信元が設定されている場合、トラフィックがトラフィックモニタ
リングの宛先ポートに流れ始めます。
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トラフィック モニタリング セッションの削除
（注）

この手順では、イーサネット トラフィック モニタリング セッションを削除する方法について
説明します。 ファイバ チャネル モニタリング セッションを削除するには、ステップ 2 で [LAN]
タブの代わりに [SAN] タブを選択します。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [Traffic Monitoring Sessions] > [Fabric_Interconnect_Name] を展開します。

ステップ 3

[Fabric_Interconnect_Name] を展開し、削除するモニタ セッションをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Delete] アイコンをクリックします。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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第

5

章

ハードウェアのモニタリング
この章は、次の内容で構成されています。
• ファブリック インターコネクトのモニタリング, 59 ページ
• シャーシのモニタリング, 60 ページ
• ブレード サーバのモニタリング, 62 ページ
• ラックマウント サーバのモニタリング, 65 ページ
• FI-IO モジュールのモニタリング, 68 ページ
• 管理インターフェイスのモニタリング, 68 ページ
• ローカル ストレージのモニタリング, 72 ページ
• グラフィックス カード モニタリング, 75 ページ
• Transportable Flash Module と スーパーキャパシタの管理, 76 ページ
• TPM モニタリング, 77 ページ

ファブリック インターコネクトのモニタリング
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Fabric Interconnects] を展開します。

ステップ 3

モニタするファブリック インターコネクトのノードをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで次のタブのいずれかをクリックして、ファブリック インターコネクトのステータ
スを表示します。
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オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、ファブリック インターコネクト プロパティの概
要、ファブリック インターコネクトとそのコンポーネントの物
理表示など、ファブリック インターコネクトのステータスの概
要が示されます。

[Physical Ports] タブ

ファブリック インターコネクトのすべてのポートのステータス
が表示されます。 このタブには次のサブタブが含まれます。
• [Ethernet Ports] タブ
• [FC Ports] タブ

ファブリック インターコネク
トのすべてのファン モジュー
ルのステータスが表示されま
す。
[Physical Display] タブ

ファブリック インターコネクトとすべてのポートおよびその他
のコンポーネントがグラフィック表示されます。 コンポーネン
トに障害がある場合、そのコンポーネントの横に障害アイコン
が表示されます。

[Faults] タブ

ファブリック インターコネクトで発生した障害の詳細が表示さ
れます。

[Events] タブ

ファブリック インターコネクトで発生したイベントの詳細が表
示されます。

[Statistics] タブ

ファブリック インターコネクトとそのコンポーネントに関する
統計情報が表示されます。 これらの統計情報は図表形式で表示
できます。

シャーシのモニタリング
ヒント

シャーシ内の個々のコンポーネントをモニタするには、そのコンポーネントのノードを展開し
ます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] を展開します。

ステップ 3

モニタするシャーシをクリックします。

ステップ 4

次のタブのいずれかをクリックして、シャーシのステータスを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、シャーシ プロパティの概要、シャーシとそのコンポー
ネントの物理表示など、シャーシのステータスの概要が示されます。

[Servers] タブ

シャーシ内の全サーバのステータスと選択されたプロパティが表示
されます。

[Service Profiles] タブ

シャーシ内のサーバに関連付けられたサービス プロファイルのス
テータスが表示されます。

[FI-IO Modules] タブ

シャーシ内のすべての IO モジュールのステータスと選択されたプロ
パティが表示されます。

[Fans] タブ

シャーシ内のすべてのファン モジュールのステータスが表示されま
す。

[PSUs]

シャーシ内のすべての電源モジュールのステータスが表示されます。

[Hybrid Display] タブ

シャーシとファブリック インターコネクト間の接続に関する詳細情
報が表示されます。 この表示には、次のコンポーネントを表すアイ
コンがあります。
• システムの各 FI-IO モジュール。
• サーバと PSU を示す選択されたシャーシ、または選択された
ラック サーバ。

[Slots] タブ

シャーシ内のすべてのスロットのステータスが表示されます。

[Installed Firmware] タブ

シャーシ内の FI-IO モジュールおよびサーバの現在のファームウェ
ア バージョンが表示されます。 このタブを使用して、これらのコン
ポーネントのファームウェアをアップデートおよびアクティブ化す
ることもできます。

[SEL Logs] タブ

シャーシ内のサーバに対するシステム イベント ログが表示され、そ
のログにアクセスできます。

[Power Control Monitor] タブ 電力グループ、シャーシ、サーバの詳細が表示されます。
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オプション

説明

[Connectivity Policy] タブ

ファブリックのシャーシ ID、ファブリック ID、接続タイプの詳細
が表示されます。

[Faults] タブ

シャーシで発生した障害の詳細が表示されます。

[Events] タブ

シャーシで発生したイベントの詳細が表示されます。

[FSM] タブ

シャーシに関連する FSM タスクの詳細およびステータスが表示され
ます。 この情報を使用して、これらのタスクにおけるエラーを診断
できます。

[Statistics] タブ

シャーシとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。
これらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures] タブ

シャーシのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。
これらの統計情報は図表形式で表示できます。

[Power] タブ

シャーシのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。
これらの統計情報は図表形式で表示できます。

ブレード サーバのモニタリング
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

モニタするサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで次のタブのいずれかをクリックして、サーバのステータスを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、サーバ プロパティの概要、サーバとそのコンポーネントの物
理表示など、サーバのステータスの概要が示されます。
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オプション

説明

[Inventory] タブ

サーバのコンポーネントのプロパティとステータスに関する詳細情報が次
のサブタブに表示されます。
• [Motherboard]：マザーボードとサーバ BIOS 設定に関する情報。 この
サブタブから、破損した BIOS ファームウェアを復旧させることもで
きます。
• [CIMC]：CIMC とそのファームウェアに関する情報。サーバの SEL に
もアクセスできます。 スタティックまたはプールされた管理 IP アドレ
スを割り当てて、このサブタブから CIMC ファームウェアを更新およ
びアクティブ化することもできます。
• [CPUs]：サーバの各 CPU に関する情報。
• [Memory]：サーバの各メモリ スロットと、スロットの DIMM に関する
情報。
• [Adapters]：サーバに取り付けられた各アダプタに関する情報。
• [HBAs]：各 HBA のプロパティと、サーバに関連付けられたサービス
プロファイルでの HBA の設定。
• [NICs]：各 NIC のプロパティと、サーバに関連付けられたサービス プ
ロファイルでの NIC の設定。 各行を展開すると、関連する VIF および
vNIC に関する情報を表示できます。
• [iSCSI vNICs]：各 iSCSI vNIC のプロパティと、サーバに関連付けられ
たサービス プロファイルでのこの vNIC の設定。
• [Storage]：ストレージ コントローラのプロパティ、サーバに関連付け
られたサービス プロファイルでのローカル ディスク設定ポリシー、
サーバの各ハード ディスクに関する情報。
ヒント

ハード ディスク ドライブやソリッド ステート ドライブなどの
SATA デバイスがサーバに 1 つ以上搭載されている場合、Cisco
UCS Manager GUIの [Vendor] フィールドにはその SATA デバイス
のベンダー名が表示されます。
ただし Cisco UCS Manager CLIでは、[Vendor] フィールドに ATA
が表示され、ベンダー名などのベンダー情報は [Vendor Description]
フィールドに表示されます。 この 2 番目のフィールドは Cisco
UCS Manager GUIにはありません。

[Virtual Machines] タ サーバでホストされている仮想マシンの詳細情報が表示されます。
ブ
[Installed Firmware] CIMC、アダプタ、その他のサーバ コンポーネントのファームウェア バー
タブ
ジョンが表示されます。 このタブを使用して、これらのコンポーネントの
ファームウェアをアップデートおよびアクティブ化することもできます。
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オプション

説明

[SEL Logs] タブ

サーバのシステム イベント ログが表示されます。

[VIF Paths] タブ

サーバのアダプタの VIF パスが表示されます。

[Faults] タブ

サーバで発生した障害の概要が表示されます。 詳細情報を表示するには、
任意の障害をクリックします。

[Events] タブ

サーバで発生したイベントの概要が表示されます。 詳細情報を表示するに
は、任意のイベントをクリックします。

[FSM] タブ

タスクのステータスなど、サーバで実行されている現在の FSM タスクに関
する詳細情報が表示されます。 この情報を使用して、これらのタスクにお
けるエラーを診断できます。

[Statistics] タブ

サーバとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。 これらの
統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures] タブ サーバのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。 これら
の統計情報は図表形式で表示できます。
[Power] タブ

サーバのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。 これら
の統計情報は図表形式で表示できます。

ステップ 5

[Navigation] ペインで、[Server_ID] > [Adapters] > [Adapter_ID] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、次のアダプタのコンポーネントを 1 つ以上右クリックしてナビゲータを開き、
コンポーネントのステータスを表示します。
• アダプタ
• DCE インターフェイス
• HBA
• NIC
ヒント

子ノードを表示するには、テーブル内のノードを展開します。 たとえば、[NIC] ノード
を展開すると、その NIC で作成された各 VIF を表示できます。
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ラックマウント サーバのモニタリング
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

モニタするサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで次のタブのいずれかをクリックして、サーバのステータスを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、サーバ プロパティの概要、サーバとそのコンポーネントの物
理表示など、サーバのステータスの概要が示されます。
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オプション

説明

[Inventory] タブ

サーバのコンポーネントのプロパティとステータスに関する詳細情報が次
のサブタブに表示されます。
• [Motherboard]：マザーボードとサーバ BIOS 設定に関する情報。 この
サブタブから、破損した BIOS ファームウェアを復旧させることもで
きます。
• [CIMC]：CIMC とそのファームウェアに関する情報。サーバの SEL に
もアクセスできます。 スタティックまたはプールされた管理 IP アドレ
スを割り当てて、このサブタブから CIMC ファームウェアを更新およ
びアクティブ化することもできます。
• [CPU]：サーバの各 CPU に関する情報。
• [Memory]：サーバの各メモリ スロットと、スロットの DIMM に関する
情報。
• [Adapters]：サーバに取り付けられた各アダプタに関する情報。
• [HBAs]：各 HBA のプロパティと、サーバに関連付けられたサービス
プロファイルでの HBA の設定。
• [NICs]：各 NIC のプロパティと、サーバに関連付けられたサービス プ
ロファイルでの NIC の設定。 各行を展開すると、関連する VIF および
vNIC に関する情報を表示できます。
• [iSCSI vNICs]：各 iSCSI vNIC のプロパティと、サーバに関連付けられ
たサービス プロファイルでのこの vNIC の設定。
• [Storage]：ストレージ コントローラのプロパティ、サーバに関連付け
られたサービス プロファイルでのローカル ディスク設定ポリシー、
サーバの各ハード ディスクに関する情報。
ヒント

ハード ディスク ドライブやソリッド ステート ドライブなどの
SATA デバイスがサーバに 1 つ以上搭載されている場合、Cisco
UCS Manager GUIの [Vendor] フィールドにはその SATA デバイス
のベンダー名が表示されます。
ただしCisco UCS Manager CLI では、[Vendor] フィールドに ATA
が表示され、ベンダー名などのベンダー情報は [Vendor Description]
フィールドに表示されます。 この 2 番目のフィールドはCisco UCS
Manager GUI にはありません。

[Virtual Machines] タ サーバでホストされている仮想マシンの詳細情報が表示されます。
ブ
[Installed Firmware] CIMC、アダプタ、その他のサーバ コンポーネントのファームウェア バー
タブ
ジョンが表示されます。 このタブを使用して、これらのコンポーネントの
ファームウェアをアップデートおよびアクティブ化することもできます。
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オプション

説明

[SEL Logs] タブ

サーバのシステム イベント ログが表示されます。

[VIF Paths] タブ

サーバのアダプタの VIF パスが表示されます。

[Faults] タブ

サーバで発生した障害の概要が表示されます。 詳細情報を表示するには、
任意の障害をクリックします。

[Events] タブ

サーバで発生したイベントの概要が表示されます。 詳細情報を表示するに
は、任意のイベントをクリックします。

[FSM] タブ

タスクのステータスなど、サーバで実行されている現在の FSM タスクに関
する詳細情報が表示されます。 この情報を使用して、これらのタスクにお
けるエラーを診断できます。

[Statistics] タブ

サーバとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。 これらの
統計情報は図表形式で表示できます。

[Temperatures] タブ サーバのコンポーネントの温度に関する統計情報が表示されます。 これら
の統計情報は図表形式で表示できます。
[Power] タブ

サーバのコンポーネントの電力に関する統計情報が表示されます。 これら
の統計情報は図表形式で表示できます。

ステップ 5

[Navigation] ペインで、[Server_ID] > [Adapters] > [Adapter_ID] を展開します。

ステップ 6

[Work] ペインで、次のアダプタのコンポーネントを 1 つ以上右クリックしてナビゲータを開き、
コンポーネントのステータスを表示します。
• アダプタ
• DCE インターフェイス
• HBA
• NIC
ヒント

子ノードを表示するには、テーブル内のノードを展開します。 たとえば、[NIC] ノード
を展開すると、その NIC で作成された各 VIF を表示できます。
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FI-IO モジュールのモニタリング
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [FI-IO Modules] を展開します。

ステップ 3

モニタするモジュールをクリックします。

ステップ 4

次のタブのいずれかをクリックして、モジュールのステータスを表示します。
オプション

説明

[General] タブ

障害の概要、モジュール プロパティの概要、モジュールとそのコン
ポーネントの物理表示など、FI-IO モジュールのステータスの概要が
示されます。

[Backplane Ports] タブ

モジュールのすべてのバックプレーン ポートのステータスおよび選
択されたプロパティが表示されます。

[Faults] タブ

モジュールで発生した障害の詳細が表示されます。

[Events] タブ

モジュールで発生したイベントの詳細が表示されます。

[FSM] タブ

モジュールに関連する FSM タスクの詳細およびステータスが表示さ
れます。 この情報を使用して、これらのタスクにおけるエラーを診
断できます。

[Statistics] タブ

モジュールとそのコンポーネントに関する統計情報が表示されます。
これらの統計情報は図表形式で表示できます。

管理インターフェイスのモニタリング
管理インターフェイス モニタリング ポリシー
このポリシーは、ファブリック インターコネクトの mgmt0 イーサネット インターフェイスのモ
ニタ方法を定義します。 Cisco UCSによって管理インターフェイスの障害が検出されると、障害
レポートが生成されます。 障害レポートの数が設定された数に達した場合、システムは管理イン
ターフェイスが使用不能であると見なし、障害を生成します。 デフォルトでは、管理インター
フェイス モニタリング ポリシーはディセーブルです。
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影響を受ける管理インターフェイスが管理インスタンスであるファブリック インターコネクトに
属する場合、Cisco UCSは従属のファブリック インターコネクトのステータスがアップであるこ
と、それに対する現在の障害レポートが存在しないことを確認し、それからエンドポイントへの
管理インスタンスを変更します。
影響を受けるファブリックインターコネクトが現在ハイアベイラビリティ設定のプライマリ内部
の場合、管理プレーンのフェールオーバーがトリガーされます。データプレーンは、このフェー
ルオーバーの影響を受けません。
管理インターフェイスのモニタリングに関連している次のプロパティを設定できます。
• 管理インターフェイスのモニタに使用されるメカニズムのタイプ。
• 管理インターフェイスのステータスをモニタする間隔。
• システムによって管理が使用できないと判断され障害メッセージが生成されるまでのモニタ
リングの最大試行回数。

重要

ファブリック インターコネクトの管理インターフェイスに障害が発生した場合、次のいずれ
かが発生すると、管理インスタンスが変わらないことがあります。
• 従属ファブリック インターコネクト経由のエンド ポイントへのパスが存在しない。
• 従属ファブリック インターコネクトの管理インターフェイスが失敗した。
• 従属ファブリック インターコネクト経由のエンド ポイントへのパスが失敗した。

管理インターフェイス モニタリング ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] を展開します。

ステップ 3

[Management Interfaces] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Management Interfaces Monitoring Policy] タブをクリックします。

ステップ 5

次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Admin Status] フィールド

モニタリング ポリシーを管理インターフェイスに対して有効に
するか無効にするか。
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名前

説明

[Poll Interval] フィールド

データのレコーディングから次のレコーディングまで Cisco UCS
が待機する秒数。
90 ～ 300 の範囲の整数を入力します。

[Max Fail Report Count] フィー
ルド

Cisco UCS が管理インターフェイスを使用できないと判断し、
障害メッセージを生成するまでのモニタリングの最大失敗回数。
2 ～ 5 の範囲の整数を入力します。

[Monitoring Mechanism] フィー
ルド

Cisco UCS で使用するモニタリングのタイプ。 次のいずれかに
なります。
• [Mii Status]：Cisco UCS はメディア独立型インターフェイ
ス（MII）のアベイラビリティをモニタします。 このオプ
ションを選択すると、Cisco UCS Manager GUI には [Media
Independent Interface Monitoring] 領域が表示されます。
• [Ping Arp Targets]：Cisco UCS は指定されたターゲットをア
ドレス解決プロトコル（ARP）を使用して ping します。
このオプションを選択すると、Cisco UCS Manager GUI に
は [ARP Target Monitoring] 領域が表示されます。
• [Ping Gateway]：Cisco UCS は、[Management Interfaces] タブ
でこの Cisco UCS ドメインに指定されたデフォルト ゲート
ウェイ アドレスを ping します。 このオプションを選択す
ると、Cisco UCS Manager GUI には [Gateway Ping Monitoring]
領域が表示されます。

ステップ 6

モニタリング メカニズムに を選択した場合は、 で次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Retry Interval] フィールド

前の試行が失敗した場合に、MII から別の応答を要求するまで
に Cisco UCS が待機する秒数。
3 ～ 10 の範囲の整数を入力します。

[Max Retry Count] フィールド

システムがインターフェイスを使用できないと判断するまでに
Cisco UCS が MII をポーリングする回数。
1 ～ 3 の範囲の整数を入力します。

ステップ 7

モニタリング メカニズムに を選択した場合は、 で該当するタブのフィールドに入力します。
IPv4 アドレスを使用する場合は、[IPv4] サブタブで次のフィールドに入力します。
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名前

説明

[Target IP 1] フィールド

Cisco UCS が ping する最初の IPv4 アドレス。

[Target IP 2] フィールド

Cisco UCS が ping する 2 番目の IPv4 アドレス。

[Target IP 3] フィールド

Cisco UCS が ping する 3 番目の IPv4 アドレス。

[Number of ARP Requests] フィー Cisco UCS がターゲット IP アドレスに送信する ARP 要求数。
ルド
1 ～ 5 の範囲の整数を入力します。
[Max Deadline Timeout] フィー
ルド

システムが ARP ターゲットを使用できないと判断するまでに、
Cisco UCS が ARP ターゲットからの応答を待機する秒数。
5 ～ 15 の範囲の整数を入力します。

IPv6 アドレスを使用する場合は、[IPv6] サブタブで次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Target IP 1] フィールド

Cisco UCS が ping する最初の IPv6 アドレス。

[Target IP 2] フィールド

Cisco UCS が ping する 2 番目の IPv6 アドレス。

[Target IP 3] フィールド

Cisco UCS が ping する 3 番目の IPv6 アドレス。

[Number of ARP Requests] フィー Cisco UCS がターゲット IP アドレスに送信する ARP 要求数。
ルド
1 ～ 5 の範囲の整数を入力します。
[Max Deadline Timeout] フィー
ルド

システムが ARP ターゲットを使用できないと判断するまでに、
Cisco UCS が ARP ターゲットからの応答を待機する秒数。
5 ～ 15 の範囲の整数を入力します。

IPv4 アドレスに 0.0.0.0 と入力すると、ARP ターゲットが削除されます。または IPv6 アドレスの
場合は N-disc ターゲットが削除されます。
ステップ 8

モニタリング メカニズムに を選択した場合は、 で次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Number of ping Requests] フィー Cisco UCS がゲートウェイを ping する回数。
ルド
1 ～ 5 の範囲の整数を入力します。
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名前

説明

[Max Deadline Timeout] フィー
ルド

Cisco UCS がアドレスを使用できないと判断するまでに、Cisco
UCS がゲートウェイからの応答を待機する秒数。
5 ～ 15 の範囲の整数を入力します。

ステップ 9

[Save Changes] をクリックします。

ローカル ストレージのモニタリング
Cisco UCS でのローカル ストレージのモニタリングでは、ブレードまたはラック サーバに物理的
に接続されているローカル ストレージに関するステータス情報を提供します。 これには、RAID
コントローラ、物理ドライブおよびドライブ グループ、仮想ドライブ、RAID コントローラ バッ
テリ（BBU）、Transportable Flash Module（TFM）およびスーパーキャパシタ、FlexFlash コント
ローラおよび SD カードが含まれます。
Cisco UCS Manager は、アウトオブバンド（OOB）インターフェイスを使用して LSI MegaRAID コ
ントローラおよび FlexFlash コントローラと直接通信するため、リアルタイムの更新が可能になり
ます。 表示される情報には次のようなものがあります。
• RAID コントローラ ステータスと再構築レート。
• 物理ドライブのドライブの状態、電源状態、リンク速度、運用性およびファームウェア バー
ジョン。
• 仮想ドライブのドライブの状態、運用性、ストリップのサイズ、アクセス ポリシー、ドライ
ブのキャッシュおよびヘルス。
• BBU の運用性、それがスーパーキャパシタまたはバッテリであるか、および TFM に関する
情報。
LSI ストレージ コントローラは、スーパーキャパシタを備えた Transportable Flash Module
（TFM）を使用して RAID キャッシュ保護を提供します。
• SD カードおよび FlexFlash コントローラに関する情報（RAID のヘルスおよび RAID の状態、
カード ヘルスおよび運用性を含む）。
• 再構築、初期化、再学習などストレージ コンポーネント上で実行している操作の情報。

（注）

CIMC のリブートまたはビルドのアップグレード後は、ストレージ コンポー
ネント上で実行している操作のステータス、開始時刻および終了時刻が正し
く表示されない場合があります。
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• すべてのローカル ストレージ コンポーネントの詳細な障害情報。

（注）

すべての障害は、[Faults] タブに表示されます。

ローカル ストレージ モニタリングのサポート
サポートされるモニタリングのタイプは、Cisco UCS サーバによって異なります。
ローカル ストレージ モニタリングについてサポートされる Cisco UCS サーバ
Cisco UCS Manager を使用して、次のサーバについてローカル ストレージ コンポーネントをモニ
タできます。
• Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバ
• Cisco UCS C220 M3 ラック サーバ
• Cisco UCS C240 M3 ラック サーバ

（注）

すべてのサーバがすべてのローカル ストレージ コンポーネントをサポートするわけではあり
ません。 Cisco UCS ラック サーバの場合は、マザーボードに組み込まれたオンボード SATA
RAID 0/1 コントローラはサポートされません。

ローカル ストレージ モニタリングの前提条件
これらの前提条件は、有益なステータス情報を提供するため行われるローカルストレージモニタ
リングやレガシー ディスク ドライブ モニタリングの際に満たす必要があります。
• ドライブがサーバ ドライブ ベイに挿入されている必要があります。
• サーバの電源が投入されている。
• サーバが検出を完了している。
• BIOS POST の完了結果が正常である。

レガシー ディスク ドライブのモニタリング
（注）

以下の情報は、B200 M1/M2 および B250 M1/M2 ブレード サーバにのみ適用されます。
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Cisco UCS のレガシー ディスク ドライブ モニタリングにより、Cisco UCS ドメイン内のサポート
対象ブレード サーバについて、ブレードに搭載されているディスク ドライブのステータスが Cisco
UCS Manager に提供されます。 ディスク ドライブ モニタリングは、LSI ファームウェアから Cisco
UCS Manager への単方向の障害信号により、ステータス情報を提供します。
次のサーバ コンポーネントおよびファームウェア コンポーネントが、サーバ内のディスク ドラ
イブ ステータスに関する情報の収集、送信、および集約を行います。
• 物理的なプレゼンス センサー：ディスク ドライブがサーバ ドライブ ベイに挿入されている
かどうかを調べます。
• 物理的な障害センサー：ディスク ドライブの LSI ストレージ コントローラ ファームウェア
からレポートされる操作可能性のステータスを調べます。
• IPMI ディスク ドライブの障害センサーおよびプレゼンス センサー：センサーの結果を Cisco
UCS Manager に送信します。
• ディスク ドライブの障害 LED 制御および関連する IPMI センサー：ディスク ドライブの障
害 LED の状態（オン/オフ）を制御し、それらの状態を Cisco UCS Manager に伝えます。

フラッシュ ライフ ウェア レベル モニタリング
フラッシュ ライフ ウェア レベル モニタリングによって、ソリッド ステート ドライブの寿命をモ
ニタできます。 フラッシュ ライフ残量の割合とフラッシュ ライフの状態の両方を表示できます。
ウェア レベル モニタリングは次の Cisco UCS ブレード サーバのフュージョン IO メザニン カード
でサポートされます。
• Cisco UCS B22 M3 ブレード サーバ
• Cisco UCS B200 M3 ブレード サーバ
• Cisco UCS B420 M3 ブレード サーバ
• Cisco UCS B260 M4 ブレード サーバ
• Cisco UCS B460 M4 ブレード サーバ

（注）

ウェア レベル モニタリングの必須事項は次のとおりです。
• Cisco UCS Manager がリリース 2.2(2a) 以降である。
• フュージョン IO メザニン カードのファームウェアのバージョンが 7.1.15 以降である。
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ローカル ストレージ コンポーネントのステータスの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

ローカル ストレージ コンポーネントのステータスを表示するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[Storage] サブタブをクリックして、RAID コントローラと FlexFlash コントローラのステータスを
表示します。

ステップ 6

下矢印をクリックして [Local Disk Configuration Policy]、[Actual Disk Configurations]、[Disks]、
[Firmware] バーの順に展開し、追加のステータス情報を表示します。

グラフィックス カード モニタリング
グラフィックス カードのモニタリング
Cisco UCS ManagerCisco UCS Managerカードやコントローラのプロパティを表示できます。 グラ
フィックス カードは、次のサーバでサポートされています。
• Cisco UCS C240 M3 ラック サーバ
• Cisco UCS C460 M4 ラック サーバ

グラフィックス カードのプロパティの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

グラフィックス カード設定を表示するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[GPU] サブタブをクリックします。
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Transportable Flash Module と スーパーキャパシタの管理
LSI ストレージ コントローラは、スーパーキャパシタを備えた Transportable Flash Module（TFM）
を使用して RAID キャッシュ保護を提供します。 Cisco UCS Manager を使用すると、これらのコ
ンポーネントをモニタしてバッテリ バックアップ ユニット（BBU）の状態を決定できます。 BBU
の動作状態は次のいずれかになります。
• [Operable]：BBU は正常に動作しています。
• [Inoperable]：TFM または BBU が欠落している、または BBU に障害が発生しており交換する
必要があります。
• [Degraded]：BBU に障害が発生すると予測されます。
TFM およびスーパーキャパシタ機能は Cisco UCS Manager Release 2.1(2) 以降でサポートされてい
ます。

TFM とスーパーキャパシタの注意事項および制約事項
TFM およびスーパーキャパシタについてサポートされる Cisco UCS サーバ
次の Cisco UCS サーバは TFM およびスーパーキャパシタをサポートしています。
• Cisco UCS C220 M3 ラック サーバ
• Cisco UCS C240 M3 ラック サーバ

RAID バッテリ ステータスのモニタリング
この手順は、RAID 設定および TFM をサポートする Cisco UCS サーバにのみ該当します。 BBU
に障害が発生した場合、または障害が予測される場合には、そのユニットをできるだけ早く交換
する必要があります。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] ペインで、[Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] > [Server Number] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Inventory] タブをクリックします。

ステップ 4

[Storage] サブタブをクリックして、[RAID Battery (BBU)] 領域を表示します。
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RAID バッテリ障害の表示
（注）

これは、RAID 設定および TFM をサポートする Cisco UCS サーバにのみ適用されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] ペインで、[Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] > [Server Number] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Faults] タブをクリックします。

ステップ 4

状態に関する詳細情報を表示するバッテリを選択します。

TPM モニタリング
トラステッド プラットフォーム モジュール（TPM）は、すべてのCisco UCS M3 ブレード サーバ
やラックマウント サーバに搭載されています。 オペレーティング システムでの暗号化に TPM を
使用することができます。 たとえば、Microsoft の BitLocker ドライブ暗号化は Cisco UCS サーバ
上で TPM を使用して暗号キーを保存します。
Cisco UCS Manager では、TPM が存在しているか、有効またはアクティブになっているかどうか
を含めた TPM のモニタリングが可能です。

TPM のプロパティの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

TPM 設定を表示するサーバを選択します。

ステップ 4

[Work] ペインで [Inventory] タブをクリックします。

ステップ 5

[Motherboard] サブタブをクリックします。
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第

6

章

統計関連ポリシーの設定
この章は、次の内容で構成されています。
• 統計情報収集ポリシーの設定, 79 ページ
• 統計情報しきい値ポリシーの設定, 82 ページ

統計情報収集ポリシーの設定
統計情報収集ポリシー
統計情報収集ポリシーは、統計情報を収集する頻度（収集インターバル）、および統計情報を報
告する頻度（報告インターバル）を定義します。報告インターバル中に複数の統計データポイン
トが収集できるように、報告インターバルは収集インターバルよりも長くなります。これにより、
最小値、最大値、平均値を計算して報告するために十分なデータが Cisco UCS Managerに提供され
ます。
NIC 統計情報の場合、Cisco UCS Managerは最後の統計情報収集以降の平均値、最小値、最大値の
変化を表示します。 値が 0 の場合、最後の収集以降変化はありません。
統計情報は、Cisco UCS システムの次の 5 種類の機能エリアについて収集し、報告できます。
• アダプタ：アダプタ関連統計情報
• シャーシ：ブレード シャーシ関連統計情報
• ホスト：このポリシーは、将来サポートされる機能のためのプレースホルダです
• ポート：サーバ ポート、アップリンク イーサネット ポート、およびアップリンク ファイバ
チャネル ポートを含むポートに関連した統計情報
• サーバ：サーバ関連統計情報
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（注）

Cisco UCS Manager には、5 つの機能エリアそれぞれについて、デフォルト統計情報収集ポリ
シーが 1 つずつあります。 追加で統計情報収集ポリシーを作成できません。また、既存のデ
フォルト ポリシーを削除できません。 デフォルト ポリシーを変更することだけが可能です。

統計情報収集ポリシーの変更
（注）

Cisco UCS Manager には、5 つの機能エリアそれぞれについて、デフォルト統計情報収集ポリ
シーが 1 つずつあります。 追加で統計情報収集ポリシーを作成できません。また、既存のデ
フォルト ポリシーを削除できません。 デフォルト ポリシーを変更することだけが可能です。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Stats Management] > [Stats] を展開します。

ステップ 3

変更するポリシーを右クリックし、[Modify Collection Policy] を選択します。

ステップ 4

[Modify Collection Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

収集ポリシーの名前。
この名前は、Cisco UCS によって割り当てられ、変更すること
はできません。

[Collection Interval] フィールド データのレコーディングから次のレコーディングまでファブリッ
ク インターコネクトが待機する時間の長さ。 次のいずれかにな
ります。
• 30 Seconds
• 1 Minute
• 2 Minutes
• 5 Minutes
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名前

説明

[Reporting Interval] フィールド

カウンタについて収集されたデータが Cisco UCS Manager に送
信される前にファブリック インターコネクトが待機する時間の
長さ。 次のいずれかになります。
• 2 Minutes
• 15 Minutes
• 30 Minutes
• 60 Minutes
• 2 Hours
• 4 Hours
• 8 Hours
この時間が経過すると、ファブリック インターコネクトによっ
て、Cisco UCS Manager に最後に情報を送信してから収集された
すべてのデータがグループ化され、そのグループから次の 4 種
類の情報が抽出されて Cisco UCS Manager に送信されます。
• 最後に収集された統計情報
• このグループの統計情報の平均値
• このグループ内の最大値
• このグループ内の最小値
たとえば、収集インターバルを 1 分に設定し、報告インターバ
ルを 15 分に設定した場合、ファブリック インターコネクトに
よって 15 分の報告インターバルに 15 個のサンプルが収集され
ます。 Cisco UCS Manager には、15 個の統計情報が送信される
代わりに、グループ全体の平均値、最小値、および最大値と一
緒に最新のレコーディングだけが送信されます。

[States] セクション
[現在のタスク] フィールド

このフィールドは、このコンポーネントの代わりに実行中のタ
スクを表示します。 詳細については、関連する [FSM] タブを参
照してください。
（注）

ステップ 5

現在のタスクが存在しない場合、このフィールドは表
示されません。

[OK] をクリックします。
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統計情報しきい値ポリシーの設定
統計情報しきい値ポリシー
統計情報しきい値ポリシーは、システムの特定の側面についての統計情報をモニタし、しきい値
を超えた場合にはイベントを生成します。最小値と最大値の両方のしきい値を設定できます。た
とえば、CPU の温度が特定の値を超えた場合や、サーバを過度に使用していたり、サーバの使用
に余裕がある場合には、アラームを発生するようにポリシーを設定できます。
これらのしきい値ポリシーが、CIMC などのエンドポイントに適用される、ハードウェアやデバ
イス レベルのしきい値を制御することはありません。 このしきい値は、製造時にハードウェア
コンポーネントに焼き付けられます。
Cisco UCS を使用して、次のコンポーネントに対して統計情報のしきい値ポリシーを設定できま
す。
• サーバおよびサーバ コンポーネント
• アップリンクのイーサネット ポート
• イーサネット サーバ ポート、シャーシ、およびファブリック インターコネクト
• ファイバ チャネル ポート

（注）

イーサネット サーバ ポート、アップリンクのイーサネット ポート、またはアップリンクの
ファイバ チャネル ポートには、統計情報のしきい値ポリシーを作成したり、削除できません。
既存のデフォルト ポリシーの設定だけを行うことができます。

サーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーの作成
ヒント

この手順では、[Server] タブでサーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーを作成
する方法について説明します。 これらのしきい値は、[LAN] タブ、[SAN] タブの [Policies] ノー
ドの適切な組織内、および [Admin] タブの [Stats Management] ノードでも作成し、設定できま
す。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Policies] を展開します。

ステップ 3

ポリシーを作成する組織のノードを展開します。
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システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root] ノードを展開します。
ステップ 4

[Threshold Policies] を右クリックし、[Create Threshold Policy] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Define Name and Description] ページで、次の手順を実行し
ます。
a) 次のフィールドに入力します。
名前

説明

[名前] フィールド

ポリシーの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハ
イフン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および . （ピ
リオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペース
は使用できません。また、オブジェクトが保存された後で、
この名前を変更することはできません。

[説明] フィールド

ポリシーの説明。 ポリシーが使用される場所と条件について
の情報を含めることを推奨します。
256文字以下で入力します。次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[Owner] フィールド

次のいずれかになります。
• [Local]：このポリシーは、この Cisco UCS ドメイン内の
サービス プロファイルとサービス プロファイル テンプ
レートでのみ使用できます。
• [Pending Global]：このポリシーの制御は、Cisco UCS
Central に移行中です。 移行が完了すると、このポリシー
は Cisco UCS Central に登録されているすべての Cisco UCS
ドメインで使用可能になります。
• [Global]：このポリシーは、Cisco UCS Central で管理され
ます。 このポリシーを変更する場合は、必ず Cisco UCS
Central を使用して変更してください。

b) [Next] をクリックします。
ステップ 6

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Threshold Classes] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
b) [Choose Statistics Class] ダイアログボックスの [Stat Class] ドロップダウン リストから、カスタ
ムしきい値を設定する統計情報クラスを選択します。
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c) [Next] をクリックします。
ステップ 7

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つ以上をオン
にします。
• Critical
• Major
• Minor
• Warning
• Condition
• Info
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つ以上をオン
にします。
• Info
• Condition
• Warning
• Minor
• Major
• Critical
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のどちらかを実行します。
• クラスに別のしきい値のプロパティを定義するには、ステップ 7 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。

ステップ 8

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Threshold Classes] ページで、次の手順を実行します。
• ポリシーの別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 6 および 7 を繰り返します。
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• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。
ステップ 9

[OK] をクリックします。

既存のサーバおよびサーバコンポーネントのしきい値ポリシーへのし
きい値クラスの追加
ヒント

この手順では、[Server] タブでサーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーにしき
い値クラスを追加する方法を示します。 これらのしきい値は、[LAN] タブ、[SAN] タブの
[Policies] ノードの適切な組織内、および [Admin] タブの [Stats Management] ノードでも作成し、
設定できます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Policies] > [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

しきい値クラスを追加するポリシーを右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Class] ウィザードの [Choose Statistics Class] ページで、次の手順を実行します。
a) [Stat Class] ドロップダウン リストから、カスタムしきい値を設定する統計情報クラスを選択し
ます。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Critical
• Major
• Minor
• Warning
• Condition
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• Info
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Info
• Condition
• Warning
• Minor
• Major
• Critical
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のどちらかを実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Class] ウィザードの [Choose Statistics Class] ページで、次のいずれかを実行しま
す。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。

サーバおよびサーバ コンポーネントのしきい値ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Policies] > [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

削除するポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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アップリンク イーサネット ポートしきい値ポリシーへのしきい値ク
ラスの追加
ヒント

アップリンク イーサネット ポートしきい値ポリシーは作成できません。 デフォルト ポリシー
を修正または削除するだけです。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [LAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

[Thr-policy-default] を右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Class] ウィザードの [Choose Statistics Class] ページで、次の手順を実行します。
a) [Stat Class] ドロップダウン リストから、カスタムしきい値を設定する統計情報クラスを選択し
ます。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Critical
• Major
• Minor
• Warning
• Condition
• Info
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Info
• Condition
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• Warning
• Minor
• Major
• Critical
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のどちらかを実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次のいずれかの手順を実
行します。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。

イーサネット サービス ポート、シャーシ、およびファブリック イン
ターコネクトのしきい値ポリシーへのしきい値クラスの追加
ヒント

イーサネット サーバ ポート、シャーシ、およびファブリック インターコネクトのしきい値ポ
リシーは作成できません。 デフォルト ポリシーを修正または削除するだけです。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [LAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[LAN] タブで、[LAN] > [Internal LAN] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

[Thr-policy-default] を右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Class] ウィザードの [Choose Statistics Class] ページで、次の手順を実行します。
a) [Stat Class] ドロップダウン リストから、カスタムしきい値を設定する統計情報クラスを選択し
ます。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
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a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Critical
• Major
• Minor
• Warning
• Condition
• Info
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Info
• Condition
• Warning
• Minor
• Major
• Critical
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のどちらかを実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次のいずれかの手順を実
行します。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。
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ファイバ チャネル ポートしきい値ポリシーへのしきい値クラスの追
加
ファイバ チャネル ポートしきい値ポリシーは作成できません。 デフォルト ポリシーを修正また
は削除するだけです。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [SAN] タブをクリックします。

ステップ 2

[SAN] タブで、[SAN] > [SAN Cloud] を展開します。

ステップ 3

[Threshold Policies] ノードを展開します。

ステップ 4

[Thr-policy-default] を右クリックして、[Create Threshold Class] を選択します。

ステップ 5

[Create Threshold Class] ウィザードの [Choose Statistics Class] ページで、次の手順を実行します。
a) [Stat Class] ドロップダウン リストから、カスタムしきい値を設定する統計情報クラスを選択し
ます。
b) [Next] をクリックします。

ステップ 6

[Threshold Definitions] ページで、次の手順を実行します。
a) [Add] をクリックします。
[Create Threshold Definition] ダイアログボックスが開きます。
b) [Property Type] フィールドから、クラスに定義するしきい値のプロパティを選択します。
c) [Normal Value] フィールドに、そのプロパティ タイプに対して必要な値を入力します。
d) [Alarm Triggers (Above Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Critical
• Major
• Minor
• Warning
• Condition
• Info
e) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
f) [Alarm Triggers (Below Normal Value)] フィールドで、次のチェックボックスの 1 つまたは複数
をオンにします。
• Info
• Condition
• Warning
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• Minor
• Major
• Critical
g) [Up] フィールドおよび [Down] フィールドに、アラームを発行する値の範囲を入力します。
h) [Finish Stage] をクリックします。
i) 次のどちらかを実行します。
• クラスに別のしきい値プロパティを定義するには、ステップ 6 を繰り返します。
• クラスに必要なすべてのプロパティを定義したら、[Finish Stage] をクリックします。
ステップ 7

[Create Threshold Policy] ウィザードの [Create Threshold Class] ページで、次のいずれかの手順を実
行します。
• ポリシーに別のしきい値クラスを設定するには、ステップ 5 および 6 を繰り返します。
• ポリシーに必要なすべてのしきい値クラスを設定したら、[Finish] をクリックします。
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第

7

章

Call Home の設定
この章は、次の内容で構成されています。
• Call Home, 93 ページ
• Call Home の考慮事項とガイドライン, 95 ページ
• Cisco UCS 障害と Call Home の重大度, 96 ページ
• Cisco Smart Call Home, 97 ページ
• Call Home の設定, 98 ページ
• Call Home のディセーブル化, 102 ページ
• Call Home のイネーブル化, 102 ページ
• システム インベントリ メッセージの設定, 103 ページ
• Call Home プロファイルの設定, 104 ページ
• Call Home ポリシーの設定, 108 ページ
• 例：Smart Call Home 用の Call Home の設定, 110 ページ

Call Home
Call Home では、重要なシステム ポリシーに対して電子メールベースの通知が提供されます。 ポ
ケットベル サービスや XML ベースの自動化された解析アプリケーションとの互換性のために、
さまざまなメッセージ フォーマットが用意されています。 この機能を使用して、ネットワーク
サポート エンジニアにポケットベルで連絡したり、ネットワーク オペレーション センターに電
子メールを送信したりできます。また、Cisco Smart Call Home サービスを使用して TAC のケース
を生成できます。
Call Home 機能では、診断情報および環境の障害とイベントに関する情報が含まれるアラート メッ
セージを配信できます。
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Call Home 機能では、複数の受信者（Call Home 宛先プロファイルと呼びます）にアラートを配信
できます。 各プロファイルには、設定可能なメッセージ フォーマットとコンテンツ カテゴリが
含まれます。 Cisco TAC へアラートを送信するための宛先プロファイルが事前に定義されていま
すが、独自の宛先プロファイルを定義することもできます。
メッセージを送信するように Call Home を設定すると、Cisco UCS Manager は CLI の適切な show
コマンドを実行し、そのコマンドの出力をメッセージに添付します。
Cisco UCS では、Call Home メッセージが次のフォーマットで配信されます。
• 1 または 2 行で障害を説明する、ポケットベルや印刷レポートに適したショート テキスト
フォーマット。
• 詳細な情報を十分に書式が整えられたメッセージで提供する、ユーザが読むのに適したフル
テキスト フォーマット。
• Extensible Markup Language（XML）と Adaptive Messaging Language（AML）XML schema
definition（XSD）を使用する、コンピュータで読み取り可能な XML フォーマット。 AML
XSD は Cisco.com の Web サイトで公開されています。 XML フォーマットでは、シスコの
TAC との通信が可能になります。
Call Home 電子メール アラートをトリガーする可能性がある障害についての情報は、『Cisco UCS
Faults and Error Messages Reference』を参照してください。
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次の図に、Call Home が設定されたシステムで Cisco UCS 障害がトリガーされた後のイベントの流
れを示します。
図 1：障害発生後のイベントの流れ

Call Home の考慮事項とガイドライン
Call Home の設定方法は、機能の使用目的によって異なります。 Call Home を設定する前に考慮す
べき情報には次のものがあります。
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宛先プロファイル
少なくとも 1 つの宛先プロファイルを設定する必要があります。 使用する 1 つまたは複数の宛先
プロファイルは、受信エンティティがポケットベル、電子メール、または自動化されたサービス
（Cisco Smart Call Home など）のいずれであるかによって異なります。
宛先プロファイルで電子メール メッセージ配信を使用する場合は、Call Home を設定するときに
シンプル メール転送プロトコル（SMTP）サーバを指定する必要があります。
連絡先情報
受信者が Cisco UCS ドメインからの受信メッセージの発信元を判別できるように、連絡先の電子
メール、電話番号、および所在地住所の情報を設定する必要があります。
システム インベントリを送信して登録プロセスを開始した後、Cisco Smart Call Home はこの電子
メール アドレスに登録の電子メールを送信します。
電子メール アドレスに #（ハッシュ記号）、スペース、&（アンパサンド）などの特殊文字が含
まれていると、電子メールサーバが電子メールメッセージをそのアドレスに配信できないことが
あります。 RFC2821 および RFC2822 に準拠し、7 ビット ASCII 文字のみを含む電子メール アド
レスを使用することをお勧めします。
電子メール サーバまたは HTTP サーバへの IP 接続
ファブリック インターコネクトに、電子メール サーバまたは宛先 HTTP サーバへの IP 接続を与
える必要があります。 クラスタ設定の場合は、両方のファブリック インターコネクトに IP 接続
を与える必要があります。この接続により、現在のアクティブなファブリックインターコネクト
で Call Home 電子メール メッセージを送信できることが保証されます。 これらの電子メール メッ
セージの発信元は、常にファブリック インターコネクトの IP アドレスになります。 クラスタ設
定で Cisco UCS Manager が割り当てられた仮想 IP アドレスが、電子メールの発信元になることは
ありません。
Smart Call Home
Cisco Smart Call Home を使用する場合は、次のことが必要です。
• 設定するデバイスが、有効なサービス契約でカバーされている必要があります。
• Cisco UCS の Smart Call Home 設定と関連付けられるカスタマー ID は、Smart Call Home が含
まれるサポート契約と関連付けられている CCO（Cisco.com）アカウント名にする必要があ
ります。

Cisco UCS 障害と Call Home の重大度
Call Home は複数の Cisco 製品ラインにまたがって存在するため、独自に標準化された重大度が開
発されています。 次の表に、基礎をなすCisco UCS の障害レベルと Call Home の重大度のマッピ
ングを示します。 Call Home のプロファイルにレベルを設定するときには、このマッピングを理
解しておくことが必要です。
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表 2：障害と Call Home の重大度のマッピング

Call Home の重大度

Cisco UCS の障害

Call Home での意味

(9) Catastrophic

該当なし

ネットワーク全体に壊滅的な障害が発生
しています。

(8) Disaster

該当なし

ネットワークに重大な影響が及びます。

(7) Fatal

該当なし

システムが使用不可能な状態。

(6) Critical

Critical

クリティカルな状態、ただちに注意が必
要。

(5) Major

Major

重大な状態。

(4) Minor

Minor

軽微な状態。

(3) Warning

Warning

警告状態。

(2) Notification

Info

基本的な通知と情報メッセージ。 他と関
係しない、重要性の低い障害です。

(1) Normal

Clear

通常のイベント。通常の状態に戻ること
を意味します。

(0) debug

該当なし

デバッグ メッセージ。

Cisco Smart Call Home
Cisco Smart Call Home は、Cisco UCS の Call Home 機能を強化する Web アプリケーションです。
Smart Call Home により、予防的な診断および重要なシステム イベントのリアルタイムの電子メー
ル アラートが提供されます。それにより、ネットワークの可用性が高まり、運用効率が向上しま
す。 Smart Call Home は、Cisco UCS の Cisco Unified Computing Support Service と Cisco Unified
Computing Mission Critical Support Service によって提供されるセキュア接続のサービスです。

（注）

Smart Call Home を使用するには、次のものが必要です。
• 対応する Cisco Unified Computing Support Service 契約または Cisco Unified Computing Mission
Critical Support Service 契約と関連付けられた CCO ID
• 登録されるデバイス用の Cisco Unified Computing Support Service または Cisco Unified
Computing Mission Critical Support Service
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Smart Call Home 電子メール アラートを Smart Call Home System またはセキュアな Transport Gateway
のいずれかに送信するように、Cisco UCS Manager を設定し、登録できます。 セキュアな Transport
Gateway に送信された電子メール アラートは、HTTPS を使用して Smart Call Home System に転送
されます。

（注）

セキュリティ上の理由から、Transport Gateway オプションの使用を推奨します。 Transport
Gateway は、シスコからダウンロードできます。
Smart Call Home を設定するには、次の手順を実行する必要があります。
• Smart Call Home 機能をイネーブルにします。
• 連絡先情報を設定します。
• 電子メール情報を設定します。
• SMTP サーバ情報を設定します。
• デフォルトの CiscoTAC-1 プロファイルを設定します。
• Smart Call Home インベントリ メッセージを送信して、登録プロセスを開始します。
• Cisco UCS ドメインの Call Home カスタマー ID として使用する予定の CCO ID に、その資格
として登録の契約番号が追加されていることを確認します。 この ID は、CCO の Profile
Manager の Additional Access の下にあるアカウント プロパティ内で更新できます。

Call Home の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Admin] 領域で、次のフィールドに入力して Call Home をイネーブルにします。
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名前

説明

[State] フィールド

次のいずれかになります。
• [Off]：この Cisco UCS ドメインでは Call Home は使用され
ません。
• [On]：Cisco UCS では、システムで定義されている Call
Home ポリシーおよびプロファイルに基づいて Call Home
アラートが生成されます。
（注）

Cisco UCS Manager GUI では、このフィールドを [On]
に設定すると、このタブに残りのフィールドが表示さ
れます。

[Switch Priority] ドロップダウン 次のいずれかになります。
リスト
• Alerts
• Critical
• Debugging
• Emergencies
• Errors
• Information
• Notifications
• Warnings
[Throttling] フィールド

同じイベントについて受信する重複メッセージの数を制限する
かどうかを指定します。 次のいずれかになります。
• [On]：送信される重複メッセージの数が 2 時間以内に 30
件を超えると、そのアラート タイプに関するそれ以降の
メッセージは破棄されます。
• [Off]：検出された数に関係なく、すべての重複メッセージ
が送信されます。

a) [State] フィールドで、[on] をクリックします。
（注）
Cisco UCS Manager GUI では、このフィールドを [On] に設定すると、このタブに残
りのフィールドが表示されます。
b) [Switch Priority] ドロップダウン リスト から次のいずれかのレベルを選択します。
• Alerts
• Critical
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• Debugging
• Emergencies
• Errors
• Information
• Notifications
• Warnings
ファブリック インターコネクトの複数のペアがある大規模な Cisco UCS の展開の場合、メッ
セージの受信者がメッセージの優先度を判断できるように、このフィールドを使用して特定の
1 つの Cisco UCS ドメインからのメッセージに重大度を割り当てることができます。 このフィー
ルドは、単一の Cisco UCS ドメインのような小規模な Cisco UCS 展開には有用でない場合があ
ります。
ステップ 5

[Contact Information] 領域で、次のフィールドに必要な連絡先情報を入力します。
名前

説明

[Contact] フィールド

主要 Call Home 連絡先。
255 文字以下の ASCII 文字で入力します。

[Phone] フィールド

主要連絡先の電話番号。
+（プラス記号）と国番号から始まる国際形式の番号を入力しま
す。 ハイフンは使用できますが、カッコは使用できません。

[Email] フィールド

主要連絡先の電子メール アドレス。
Cisco Smart Call Home によってこの電子メール アドレスに登録
メールが送信されます。
（注）

[Address] フィールド

電子メール アドレスに #（ハッシュ記号）、スペー
ス、&（アンパサンド）などの特殊文字が含まれてい
ると、電子メール サーバが電子メール メッセージを
そのアドレスに配信できないことがあります。
RFC2821 および RFC2822 に準拠し、7 ビット ASCII
文字のみを含む電子メール アドレスを使用すること
をお勧めします。

主要連絡先の住所。
255 文字以下の ASCII 文字で入力します。

ステップ 6

[Ids] 領域で、Call Home が使用する ID 情報を次のフィールドに入力します。
ヒント
Smart Call Home を設定しない場合は、この手順を省略できま
す。
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名前

説明

[Customer Id] フィールド

ライセンス上のサポート契約の契約番号を含む Cisco Connection
Online（CCO）ID。
510 文字以下の ASCII 文字を入力します。

[Contract Id] フィールド

お客様の Call Home 契約番号。
510 文字以下の ASCII 文字を入力します。

[Site Id] フィールド

お客様のサイトに固有の Call Home ID。
510 文字以下の ASCII 文字を入力します。

ステップ 7

ステップ 8

[Email Addresses] 領域で、Call Home アラート メッセージの電子メール情報を次のフィールドに入
力します。
名前

説明

[From] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される電子メール アドレス。

[Reply To] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される返信電子メール アドレス。

[SMTP Server] 領域で、Call Home が電子メール メッセージを送信する SMTP サーバに関する情報
を次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Host (IP Address or Hostname)]
フィールド

SMTP サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名。

[Port] フィールド

SMTP サーバとの通信に使用されるポート番号。

（注）

IPv4 または IPv6 アドレスではなくホスト名を使用す
る場合、 で DNS サーバを設定する必要があります。
Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録されて
いないか、DNS 管理が [ローカル] に設定されている
場合は、Cisco UCS Manager で DNS サーバを設定しま
す。 Cisco UCS ドメイン Cisco UCS Central に登録さ
れていないか、DNS 管理が [グローバル] に設定され
ている場合は、Cisco UCS Central で DNS サーバを設
定します。

1 ～ 65535 の整数を入力します。 デフォルトは 25 です。
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ステップ 9

[Save Changes] をクリックします。

Call Home のディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Admin] 領域の [State] フィールドで、[off] をクリックします。
（注）
このフィールドが [off] に設定されている場合、Cisco UCS Manager ではこのタブの残り
のフィールドが表示されません。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

Call Home のイネーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Admin] 領域の [State] フィールドで、[on] をクリックします。
（注）
Cisco UCS Manager GUI では、このフィールドを [On] に設定すると、このタブに残りの
フィールドが表示されます。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

次の作業
Call Home が完全に設定されていることを確認します。
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システム インベントリ メッセージの設定
システム インベントリ メッセージの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 4

[Properties] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Send Periodically] フィールド

このフィールドを [On] に設定すると、Cisco UCS によってシス
テム インベントリが Call Home データベースに送信されます。
この情報がいつ送信されるかは、この領域の他のフィールドに
よって決まります。

[Send Interval] フィールド

自動システム インベントリ データ収集の間隔（日数）。
1 ～ 30 の範囲の整数を入力します。

[Hour of Day to Send] フィール
ド

データを送信する時間（24 時間時計形式）。

[Minute of Hour] フィールド

データを送信する時間（分数）。

[Time Last Sent] フィールド

情報が最後に送信された日時。
（注）

[Next Scheduled] フィールド

次のデータ収集の日時。
（注）

ステップ 5

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。

[Save Changes] をクリックします。
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システム インベントリ メッセージの送信
スケジュール済みメッセージ以外のシステムインベントリメッセージを手動で送信する必要があ
る場合は、この手順を使用します。

（注）

システム インベントリ メッセージは、CiscoTAC-1 プロファイルで定義された受信者だけに送
信されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で [Send System Inventory Now] をクリックします。
Cisco UCS Manager は、ただちに Call Home に設定された受信者にシステム インベントリ メッセー
ジを送信します。

Call Home プロファイルの設定
Call Home プロファイル
Call Home プロファイルは、指定した受信者に送信されるアラートを決定します。 プロファイル
を設定して、必要な重大度のイベントと障害に対する電子メール アラート、およびアラートのカ
テゴリを表す特定のアラート グループに対する電子メール アラートを送信できます。 また、こ
れらのプロファイルを使用して特定の受信者およびアラート グループのセットに対してアラート
の形式を指定することもできます。
アラート グループおよび Call Home プロファイルによって、アラートをフィルタリングし、特定
のプロファイルがアラートの特定のカテゴリだけを受信できるようにすることができます。 たと
えば、データセンターにはファンおよび電源の問題を処理するハードウェア チームがある場合が
あります。 このハードウェア チームは、サーバの POST 障害やライセンスの問題は扱いません。
ハードウェアチームが関連したアラートだけを受信するようにするには、ハードウェアチームの
Call Home プロファイルを作成し、「環境」アラート グループだけをチェックします。
デフォルトでは、Cisco TAC-1 プロファイルを設定する必要があります。 一方、指定したレベル
のイベントが発生したときに電子メール アラートを 1 つ以上のアラート グループに送信するよう
追加プロファイルを作成し、それらのアラートについて適切な量の情報を受信者に提供すること
もできます。
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たとえば、高い重大度の障害に対して次の 2 つのプロファイルを設定できます。
• アラート グループにアラートを送信する短いテキスト形式のプロファイル。 このグループ
のメンバーは、障害に関する 1 ～ 2 行の説明を受け取ります（この説明を使用して問題を追
跡できます）。
• CiscoTAC アラート グループにアラートを送信する XML 形式のプロファイル。 このグルー
プのメンバーは、マシンが読み取り可能な形式で詳細なメッセージを受け取ります（Cisco
Systems Technical Assistance Center 推奨）。

Call Home アラート グループ
アラート グループは、事前定義された Call Home アラートのサブセットです。 アラート グループ
を使用すると、事前定義されたまたはカスタムの Call Home プロファイルに送信する一連の Call
Home アラートを選択できます。 Cisco UCS は、Call Home アラートが宛先プロファイルに関連付
けられたいずれかのアラート グループに属する場合、およびアラートの Call Home メッセージ重
大度が宛先プロファイルに設定されているメッセージ重大度と同じか、それ以上である場合のみ、
Call Home アラートを宛先プロファイルの電子メールの宛先に送信します。
Cisco UCS が生成する各アラートは、アラート グループによって表されるカテゴリに分けられま
す。 次の表では、それらのアラート グループについて説明します。
アラート グループ

説明

Cisco TAC

Smart Call Home 宛ての、他のアラート グループからのすべてのク
リティカル アラート。

Diagnostic

サーバの POST の完了など診断によって生成されたイベント。

Environmental

電源、ファン、および温度アラームなどの環境検知要素に関連する
イベント。

Call Home プロファイルの作成
デフォルトでは、Cisco TAC-1 プロファイルを設定する必要があります。 しかし、プロファイル
を追加作成することにより、指定したレベルでイベントが発生したときに、指定された 1 つ以上
のグループにアラート メールを送信することもできます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブルの右側のアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルの場合、テーブルのエントリをクリックして、イネーブルにします。

ステップ 5

[Create Call Home Profile] ダイアログボックスで、次の情報フィールドに値を入力します。
名前

説明

[Name] フィールド

このプロファイルのユーザ定義名。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオ
ド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用
できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前
を変更することはできません。

[Level] フィールド

Cisco UCS の障害がこのレベル以上の場合は、プロファイルが
トリガーされます。 次のいずれかになります。
• Critical
• Debug
• Disaster
• Fatal
• Major
• Minor
• Normal
• Notification
• Warning

[Alert Groups] フィールド

この Call Home プロファイルに基づいて警告されるグループ。
これは次のいずれか、または複数の値になります。
• [Cisco TAC]：Cisco TAC 受信者
• [Diagnostic]：POST 完了のサーバ障害通知受信者
• [Environmental]：PSU、ファンなどの問題に関する通知の
受信者
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ステップ 6

[Email Configuration] 領域で、次のフィールドに値を入力して電子メール アラートを設定します。
名前

説明

[Format] フィールド

次のいずれかになります。
• [Xml]：Extensible Markup Language（XML）と Adaptive
Messaging Language（AML）XML スキーマ定義（XSD）を
使用するマシンが読み取り可能な形式。 この形式により、
Cisco Systems Technical Assistance Center との通信が可能に
なります。
• [Full Txt]：人間が判読するのに適している完全にフォー
マットされたメッセージ（詳細情報付き）。
• [Short Txt]：ポケットベルや印刷されたレポートに適して
いる 1 ～ 2 行の障害の説明。

[Max Message Size] フィールド 指定された Call Home 受信者に送信される最大メッセージ サイ
ズ。
1 ～ 5,000,000 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは
5,000,000 です。
フル テキスト メッセージおよび xml メッセージの推奨最大サイ
ズは 5,000,000 です。 ショート テキスト メッセージの推奨最大
サイズは 100,000 です。 Cisco TAC アラート グループの場合、
最大メッセージ サイズは 5,000,000 である必要があります。

ステップ 7

[Recipients] 領域で次の手順を実行して電子メール アラートの 1 つ以上の電子メール受信者を追加
します。
a) テーブルの右側のアイコン バーの [+] をクリックします。
b) [Add Email Recipients] ダイアログボックスで、[Email] フィールドに Call Home アラートの送信
先となる電子メール アドレスを入力します。
保存した電子メール アドレスは削除できますが、変更はできません。
c) [OK] をクリックします。

ステップ 8

[OK] をクリックします。
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Call Home プロファイルの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 4

削除するプロファイルを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

Call Home ポリシーの設定
Call Home ポリシー
Call Home ポリシーは、特定の種類の障害またはシステム イベントに対して Call Home アラート
を送信するかどうかを決定します。デフォルトでは、特定の種類の障害およびシステムイベント
に対してアラートを送信するよう Call Home がイネーブルになります。 ただし、Cisco UCSが特定
の種類を処理しないよう設定できます。
ある種類の障害またはイベントに対してアラートをディセーブルするには、その種類に対して Call
Home ポリシーを作成する必要があります。まず最初にその種類に対してポリシーを作成し、次に
ポリシーをディセーブルにします。

Call Home ポリシー
ヒント

デフォルトでは、すべての Call Home ポリシーが有効になっており、重要なシステム イベント
すべてについてアラートが電子メールで送信されます。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

テーブルの右側のアイコン バーの [+] をクリックします。
[+] アイコンがディセーブルの場合、テーブルのエントリをクリックして、イネーブルにします。
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ステップ 5

[Create Call Home Policy] ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[状態] フィールド

このフィールドが [有効] の場合、関連付けられた原因と一致す
るエラーが発生した際にシステムはこのポリシーを使用します。
それ以外の場合、一致するエラーが発生しても、システムはこ
のポリシーを無視します。 デフォルトでは、すべてのポリシー
が有効になります。

[原因] フィールド

このアラートをトリガーするイベント。 各ポリシーは、アラー
トがいずれかのタイプのイベントに送信されるかどうかを定義
します。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

ステップ 7

異なる種類の障害またはイベントに Call Home ポリシーを設定する場合は、ステップ 6 および 7
を繰り返します。

Call Home ポリシーのディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

ディセーブルにするポリシーを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 5

[State] フィールドで、[Disabled] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。
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Call Home ポリシーのイネーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

イネーブルにするポリシーを右クリックし、[Show Navigator] を選択します。

ステップ 5

[State] フィールドで、[Enabled] をクリックします。

ステップ 6

[OK] をクリックします。

Call Home ポリシーの削除
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

ディセーブルにするポリシーを右クリックし、[Delete] を選択します。

ステップ 5

[Save Changes] をクリックします。

例：Smart Call Home 用の Call Home の設定
Smart Call Home の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 4

[Admin] 領域で次の作業を行い、Call Home をイネーブルにします。
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a) [State] フィールドで、[on] をクリックします。
（注）
Cisco UCS Manager GUI では、このフィールドを [On] に設定すると、このタブに残
りのフィールドが表示されます。
b) [Switch Priority] ドロップダウン リストから、次の緊急度レベルのいずれかを選択します。
• Alerts
• Critical
• Debugging
• Emergencies
• Errors
• Information
• Notifications
• Warnings
ステップ 5

[Contact Information] 領域で、次のフィールドに必要な連絡先情報を入力します。
名前

説明

[Contact] フィールド

主要 Call Home 連絡先。
255 文字以下の ASCII 文字で入力します。

[Phone] フィールド

主要連絡先の電話番号。
+（プラス記号）と国番号から始まる国際形式の番号を入力しま
す。 ハイフンは使用できますが、カッコは使用できません。

[Email] フィールド

主要連絡先の電子メール アドレス。
Cisco Smart Call Home によってこの電子メール アドレスに登録
メールが送信されます。
（注）

[Address] フィールド

電子メール アドレスに #（ハッシュ記号）、スペー
ス、&（アンパサンド）などの特殊文字が含まれてい
ると、電子メール サーバが電子メール メッセージを
そのアドレスに配信できないことがあります。
RFC2821 および RFC2822 に準拠し、7 ビット ASCII
文字のみを含む電子メール アドレスを使用すること
をお勧めします。

主要連絡先の住所。
255 文字以下の ASCII 文字で入力します。

ステップ 6

[Ids] 領域で、次のフィールドに Smart Call Home ID 情報を入力します。
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名前

説明

[Customer Id] フィールド

ライセンス上のサポート契約の契約番号を含む Cisco Connection
Online（CCO）ID。
510 文字以下の ASCII 文字を入力します。

[Contract Id] フィールド

お客様の Call Home 契約番号。
510 文字以下の ASCII 文字を入力します。

[Site Id] フィールド

お客様のサイトに固有の Call Home ID。
510 文字以下の ASCII 文字を入力します。

ステップ 7

ステップ 8

[Email Addresses] 領域で、次のフィールドに Smart Call Home アラート メッセージの電子メール情
報を入力します。
名前

説明

[From] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される電子メール アドレス。

[Reply To] フィールド

システムによって送信される Call Home アラート メッセージの
[From] フィールドに表示される返信電子メール アドレス。

[SMTP Server] 領域で、次のフィールドに Call Home が電子メール メッセージを送信するために使
用する SMTP サーバに関する情報を入力します。
名前

説明

[Host (IP Address or Hostname)]
フィールド

SMTP サーバの IPv4 または IPv6 アドレスまたはホスト名。

[Port] フィールド

SMTP サーバとの通信に使用されるポート番号。

（注）

IPv4 または IPv6 アドレスではなくホスト名を使用す
る場合、 で DNS サーバを設定する必要があります。
Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録されて
いないか、DNS 管理が [ローカル] に設定されている
場合は、Cisco UCS Manager で DNS サーバを設定しま
す。 Cisco UCS ドメイン Cisco UCS Central に登録さ
れていないか、DNS 管理が [グローバル] に設定され
ている場合は、Cisco UCS Central で DNS サーバを設
定します。

1 ～ 65535 の整数を入力します。 デフォルトは 25 です。
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ステップ 9

[Save Changes] をクリックします。

デフォルトの Cisco TAC-1 プロファイルの設定
CiscoTAC-1 プロファイルのデフォルト設定は次のとおりです。
• レベルは標準です
• CiscoTAC 警報グループだけが選択されています
• 形式は xml です
• 最大メッセージ サイズは 5000000 です

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで、[Profiles] タブをクリックします。

ステップ 4

Cisco TAC-1 プロファイルを右クリックし、[Recipient] を選択します。

ステップ 5

[Add Email Recipients] ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) [Email] フィールドで、Call Home アラートの送信先の電子メール アドレスを入力します。
たとえば、「callhome@cisco.com」と入力します。
保存した電子メール アドレスは削除できますが、変更はできません。
b) [OK] をクリックします。

Smart Call Home に対するシステム インベントリ メッセージの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 4

[Properties] 領域で、次のフィールドに値を入力して、システム インベントリ メッセージを Smart
Call Home に送信する方法を指定します。
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名前

説明

[Send Periodically] フィールド

このフィールドを [On] に設定すると、Cisco UCS によってシス
テム インベントリが Call Home データベースに送信されます。
この情報がいつ送信されるかは、この領域の他のフィールドに
よって決まります。

[Send Interval] フィールド

自動システム インベントリ データ収集の間隔（日数）。
1 ～ 30 の範囲の整数を入力します。

[Hour of Day to Send] フィール
ド

データを送信する時間（24 時間時計形式）。

[Minute of Hour] フィールド

データを送信する時間（分数）。

[Time Last Sent] フィールド

情報が最後に送信された日時。
（注）

[Next Scheduled] フィールド

次のデータ収集の日時。
（注）

ステップ 5

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。

このフィールドは、最初のインベントリが送信された
後に表示されます。

[Save Changes] をクリックします。

Smart Call Home の登録
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Communication Management] > [Call Home]を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインで [System Inventory] タブをクリックします。

ステップ 4

[Actions] 領域で [Send System Inventory Now] をクリックし、登録プロセスを開始します。
シスコがシステム インベントリを受信すると、Smart Call Home 登録電子メールが、[General] タブ
の [Contact Information] 領域で設定した電子メール アドレスに送信されます。

ステップ 5

シスコから登録電子メールを受信したら、Smart Call Home の登録を完了するために、次の手順を
実行します。
a) 電子メール内のリンクをクリックします。
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リンクにより Web ブラウザで Cisco Smart Call Home ポータルが開きます。
b) Cisco Smart Call Home ポータルにログインします。
c) Cisco Smart Call Home によって示される手順に従います。
条項および条件に同意したら、Cisco UCS ドメインの Cisco Smart Call Home 登録は完了です。
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システム イベント ログの管理
この章は、次の内容で構成されています。
• システム イベント ログ, 117 ページ
• 各サーバのシステム イベント ログの表示, 118 ページ
• シャーシ内のサーバのシステム イベント ログの表示, 118 ページ
• SEL ポリシーの設定, 119 ページ
• サーバのシステム イベント ログの管理, 121 ページ

システム イベント ログ
システム イベント ログ（SEL）は、NVRAM 内の CIMC に存在します。 過不足の電圧、温度イベ
ント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、ほとんどのサーバ関連イベントが記録され
ます。 SEL は、主にトラブルシューティングのために使用します。
SEL ファイルのサイズは約 40KB で、ファイルがいっぱいになるとそれ以上イベントを記録でき
ません。 新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があり
ます。
SEL ポリシーを使用して、SEL をリモート サーバにバックアップできます。また、必要に応じ
て、バックアップ操作後に SEL をクリアすることもできます。 バックアップ操作は、特定のアク
ションに基づいて起動するか、定期的に実行できます。 SEL のバックアップやクリアは、手動で
行うこともできます。
バックアップ ファイルは、自動的に生成されます。 このファイル名の形式は、
sel-SystemName-ChassisID-ServerID-ServerSerialNumber-Timestamp です。たとえば、
sel-UCS-A-ch01-serv01-QCI12522939-20091121160736 となります。
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各サーバのシステム イベント ログの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

システム イベント ログを表示するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [SEL Logs] タブをクリックします。
Cisco UCS Manager によってサーバのシステム イベント ログが取得され、イベントのリストが表
示されます。

シャーシ内のサーバのシステム イベント ログの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis_Name] を展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [SEL Logs] タブをクリックします。
Cisco UCS Manager によってサーバのシステム イベント ログが取得され、イベントのリストが表
示されます。

ステップ 4

[Server] テーブルで、システム イベント ログを表示するサーバを選択します。
Cisco UCS Manager によってサーバのシステム イベント ログが取得され、イベントのリストが表
示されます。
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SEL ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] ノードを展開します。

ステップ 3

[Work] ペインの [Policies] タブをクリックします。

ステップ 4

[SEL Policy] サブタブをクリックします。

ステップ 5

（任意） [General] 領域で、[Description] フィールドにポリシーの説明を入力します。
この領域の他のフィールドは読み取り専用です。

ステップ 6

[Backup Configuration] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[プロトコル] フィールド

リモート サーバとの通信時に使用するプロトコル。 次のいずれ
かになります。
• [FTP]
• [TFTP]
• [SCP]
• [SFTP]
• [USB A]：ファブリック インターコネクト A に挿入された
USB ドライブ。
• [USB B]：ファブリック インターコネクト B に挿入された
USB ドライブ。

[Hostname] フィールド

バックアップ設定が存在する場所のサーバのホスト名または IP
アドレス。 IPv4 または IPv6 アドレスではなくホスト名を使用
する場合、 で DNS サーバを設定する必要があります。 Cisco
UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録されていないか、DNS
管理が [ローカル] に設定されている場合は、Cisco UCS Manager
で DNS サーバを設定します。 Cisco UCS ドメイン Cisco UCS
Central に登録されていないか、DNS 管理が [グローバル] に設
定されている場合は、Cisco UCS Central で DNS サーバを設定し
ます。
（注）

バックアップ ファイルの名前は、Cisco UCS によって
生成されます。 名前は次の形式になります。
sel-system-name-chchassis-idservblade-id-blade-serial
-timestamp
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名前

説明

[Remote Path] フィールド

必要に応じて、リモート サーバ上のファイルの絶対パスを指定
します。
SCP を使用する場合、絶対パスは常に必要です。 他のプロトコ
ルを使用する場合は、ファイルがデフォルトのダウンロード
フォルダにあれば、リモート パスを指定する必要はありませ
ん。 ファイル サーバの設定方法の詳細については、システム管
理者に問い合わせてください。

[Backup Interval] ドロップダウ
ン リスト

自動バックアップ間の待機時間。 次のいずれかになります。
• [Never]：自動 SEL データ バックアップを実行しません。
• [1 Hour]
• [2 Hours]
• [4 Hours]
• [8 Hours]
• [24 Hours]
• [1 Week]
• [1 Month]
（注）

[Format] フィールド

システムによって自動バックアップを作成する場合
は、[Action] オプション ボックス内の [Timer] チェッ
クボックスがオンになっていることを確認してくださ
い。

バックアップ ファイルに使用する形式。 次のいずれかになりま
す。
• Ascii
• 2 進数

[Clear on Backup] チェックボッ オンにすると、Cisco UCS はバックアップ後にすべてのシステ
クス
ム イベント ログをクリアします。
[ユーザ] フィールド

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。 このフィールドは、プロトコルが TFTP または USB
の場合は適用されません。

[パスワード] フィールド

リモート サーバのユーザ名のパスワード。 このフィールドは、
プロトコルが TFTP または USB の場合は適用されません。
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名前

説明

[Action] オプション ボックス

オンにした各チェックボックスのイベントが発生したとき、シ
ステムによって SEL バックアップが作成されます。
• [Log Full]：ログが許容される最大サイズに到達。
• [On Change of Association]：サーバとそのサービス プロファ
イルの間のアソシエーションが変化。
• [On Clear]：システム イベント ログがユーザによって手動
でクリア。
• [Timer]：[Backup Interval] ドロップダウン リストで指定さ
れた時間間隔に到達。

[Reset Configuration] ボタン

ステップ 7

バックグラウンドの設定情報をリセットするには、このボタン
をクリックします。

[Save Changes] をクリックします。

サーバのシステム イベント ログの管理
システム イベント ログの 1 つ以上のエントリのコピー
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [SEL Logs] タブからサーバのシステム イベント ログが
表示されていることを前提にしています。

手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager GUIによって [SEL Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、マウ
スを使用してシステム イベント ログからコピーするエントリを強調表示します。

ステップ 2

[Copy]をクリックして、強調表示されたテキストをクリップボードにコピーします。

ステップ 3

強調表示されたテキストをテキスト エディタまたは他のドキュメントに貼り付けます。
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システム イベント ログの印刷
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [SEL Logs] タブからサーバのシステム イベント ログが
表示されていることを前提にしています。

手順
ステップ 1

Cisco UCS Manager GUIの [SEL Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、[Print] をク
リックします。

ステップ 2

[Print] ダイアログボックスで次の手順を実行します。
a) （任意） デフォルト プリンタ、あるいはその他の任意のフィールドまたはオプションを修正
します。
b) [Print] をクリックします。

システム イベント ログのリフレッシュ
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [SEL Logs] タブからサーバのシステム イベント ログが
表示されていることを前提にしています。

手順
Cisco UCS Manager GUIの [SEL Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、[Refresh] を
クリックします。
Cisco UCS Manager はサーバのシステム イベント ログを取得し、アップデートされたイベント リ
ストを表示します。

システム イベント ログの手動バックアップ
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [SEL Logs] タブからサーバのシステム イベント ログが
表示されていることを前提にしています。

はじめる前に
システム イベント ログ ポリシーを設定します。 手動によるバックアップ操作では、システム イ
ベント ログ ポリシーで設定されたリモート宛先を使用します。
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手順
Cisco UCS Manager GUIの [SEL Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、[Backup]を
クリックします。
Cisco UCS Manager は、SEL ポリシーで指定された場所にシステム イベント ログをバックアップ
します。

システム イベント ログの手動クリア
このタスクでは、サーバまたはシャーシの [SEL Logs] タブからサーバのシステム イベント ログが
表示されていることを前提にしています。

手順
Cisco UCS Manager GUIの [SEL Logs] タブにシステム イベント ログが表示されたら、[Clear]をク
リックします。
（注）
SEL ポリシーの [Action] オプション ボックスで [Clear] がイネーブルになっていると、
この処理によって自動バックアップが実行されます。
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障害、イベント、およびログの設定
この章は、次の内容で構成されています。
• 障害収集ポリシーの設定, 125 ページ
• 障害抑制の設定, 128 ページ
• Core File Exporter の設定, 141 ページ
• Syslog の設定, 143 ページ
• 監査ログの表示, 147 ページ

障害収集ポリシーの設定
グローバル障害ポリシー
グローバル障害ポリシーは、障害がクリアされた日時、フラッピング間隔（障害発生とクリア状
態の間の時間）、および保持間隔（システムで障害が発生していた時間）など、Cisco UCS ドメ
インの障害のライフサイクルを制御します。
Cisco UCS の障害には次のライフサイクルがあります。
1 ある状況がシステムで発生し、Cisco UCS Manager で障害が発生します。 これはアクティブな
状態です。
2 障害が軽減されると、フラッピングまたはフラッピングを防ぐことを目的としたソーキング間
隔になります。 障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生します。
フラッピング間隔の間、グローバル障害ポリシーに指定されている期間は、障害の重要度が保
持されます。
3 フラッピング間隔中に同じ条件が再発生した場合は、障害がアクティブ状態に戻ります。 フ
ラッピング間隔中に同じ条件が再発生しない場合は、障害がクリアされます。
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4 クリアされた障害は保持期間になります。 この期間があるため、障害が発生した状態が改善さ
れ、さらに障害が早々に削除されていない場合でも管理者が障害に気付くことができます。 保
持期間のうち、グローバル障害ポリシーに指定された期間はクリアされた障害が保持されま
す。
5 保持期間にその状態が再発すると、障害はアクティブな状態を返します。 この状況が再発生し
ない場合は、障害が削除されます。

グローバル障害ポリシーの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Faults]、[Events]、[Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Settings] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [Global Fault Policy] タブをクリックします。

ステップ 5

[Global Fault Policy] タブで、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Flapping Interval] フィールド

障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが
発生します。 これを防止するため、Cisco UCS Manager では、
最後に状態が変更されてからこの時間が経過するまで、障害が
発生しても状態は変更されません。
フラッピング間隔中に同じ条件が再発生した場合は、障害がア
クティブ状態に戻ります。 フラッピング間隔中に同じ条件が再
発生しない場合は、障害がクリアされます。 その時点で何が発
生するかは、[Clear Action] フィールドの設定によって異なりま
す。
5 ～ 3,600 の範囲の整数を入力します。 デフォルトは 10 です。

[Initial Severity] フィールド

次のいずれかになります。
• Info
• Condition
• Warning

[Action on Acknowledgment]
フィールド

認識されたアクションはログがクリアされると必ず削除されま
す。 このオプションは変更できません。
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名前

説明

[Clear Action] フィールド

障害がクリアされたときに Cisco UCS Manager が実行するアク
ション。 次のいずれかになります。
• [Retain]：Cisco UCS Manager GUI には [Length of time to retain
cleared faults] セクションが表示されます。
• [Delete]：Cisco UCS Manager は、障害メッセージにクリア
済みのマークが付いた時点で、すべて削除します。

[Clear Interval] フィールド

特定の時間が経過したときに、Cisco UCS Manager が自動的に障
害をクリアするかどうか。 次のいずれかになります。
• [Never]：Cisco UCS Manager は自動的に障害をクリアしま
せん。
• [other]：Cisco UCS Manager GUI には、[dd:hh:mm:ss] フィー
ルドが表示されます。

[dd:hh:mm:ss] フィールド

Cisco UCS Manager が障害に自動的にクリア済みのマークを付け
るまでの時間（日、時、分、秒）。 次に何が発生するかは、
[Clear Action] フィールドの設定によって異なります。

[Length of Time to Retain Cleared Faults] セクション
[Retention Interval] フィールド

[Clear Action] フィールドが [Retain] に設定されている場合、こ
れは、クリア済みとマークされた後に Cisco UCS Manager が障
害を保持する時間です。 次のいずれかになります。
• [Forever]：Cisco UCS Manager は、システムに存在していた
期間に関係なく、クリアされたすべての障害メッセージを
ファブリック インターコネクト上に残します。
• [other]：Cisco UCS Manager GUI には、[dd:hh:mm:ss] フィー
ルドが表示されます。

[dd:hh:mm:ss] フィールド

ステップ 6

Cisco UCS Manager が、クリア済みの障害メッセージを削除する
までの時間（日、時、分、秒）。

[Save Changes] をクリックします。
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障害抑制の設定
障害抑制
障害抑制によって、予定されたメンテナンス時間中に SNMP トラップおよび Call Home 通知を抑
制することができます。 障害抑制タスクを作成し、一時的な障害が発生またはクリアされるたび
に通知が送信されることを防止できます。
障害は、期限切れになるか、障害抑制タスクがユーザによって手動で停止されるまで抑制された
ままになります。 障害抑制が終了すると、Cisco UCS Manager はクリアされなかった未処理の抑
制された障害に関する通知を送信します。
障害抑制では以下を使用します。
固定時間間隔またはスケジュール
以下を使用して、障害を抑制するメンテナンス ウィンドウを指定することができます。
• 固定時間間隔を使用すると、開始時刻と障害抑制をアクティブにする期間を指定できます。
固定時間間隔は繰り返し使用できません。
• スケジュールは 1 回のみの実行にも、定期的なスケジュールの設定にも使用でき、保存およ
び再利用が可能です。
抑制ポリシー
これらのポリシーは、抑制する要因と障害タイプを定義します。 タスクに割り当てることができ
るポリシーは 1 つだけです。 次のポリシーが Cisco UCS Manager によって定義されます。
• [default-chassis-all-maint]：シャーシとシャーシに装着された全コンポーネント（全ブレード
サーバ、電源、ファン モジュール）の障害を抑制します。
このポリシーは、シャーシにのみ適用されます。
• [default-chassis-phys-maint]：シャーシとシャーシに装着された全コンポーネント（全ブレード
サーバ、電源、ファン モジュール）の障害を抑制します。
このポリシーは、シャーシにのみ適用されます。
• [default-fex-all-maint]：FEX と FEX 内の全電源およびファン モジュールの障害を抑制します。
このポリシーは、FEX にのみ適用されます。
• [default-fex-phys-maint]：FEX と FEX 内の全ファン モジュールおよび電源の障害を抑制しま
す。
このポリシーは、FEX にのみ適用されます。
• [default-server-maint]：ブレード サーバやラック サーバの障害を抑制します。
このポリシーは、シャーシ、組織およびサービス プロファイルに適用されます。
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（注）

シャーシに適用された場合、ブレード サーバのみが影響を受けます。

抑制タスク
これらのタスクを使用して、スケジュール設定または固定時間間隔と抑制ポリシーをコンポーネ
ントに関連付けることができます。

（注）

抑制タスクの作成後は、タスクの固定時間間隔またはスケジュールを Cisco UCS Manager GUI
と Cisco UCS Manager CLI の両方で編集できるようになります。 ただし、Cisco UCS Manager
CLI で変更できるのは、固定時間間隔を使用するかスケジュールを使用するかの切り替えのみ
です。

抑制された障害の表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Faults]、[Events]、[Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Faults] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで、[Show:] フィールドの[suppressed] アイコンを選択します。
抑制された障害だけを表示するには、[Show:] フィールドの他のアイコンの選択を解除します。
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シャーシに対する障害抑制の設定
シャーシに対する障害抑制タスクの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクを作成するシャーシをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Start Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のシャーシに対して障害抑制タスクを設定するには、[Navigation] ペインで、Ctrl
キーを使用して複数のシャーシを選択します。 選択したシャーシのいずれかを右クリッ
クして、[Start Fault Suppression] を選択します。

ステップ 6

[Start Fault Suppression] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
[Name] フィールド 障害抑制タスクの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（ア
ンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保存
された後で、この名前を変更することはできません。
[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

障害抑制タスクが実行されている場合。 次のいずれかになります。
• [Fixed Time Interval]：障害抑制タスクの開始時間と実行期間を指定する
には、このオプションを選択します。
[Start Time] フィールドに、障害抑制タスクを開始する日付と時間を指
定します。 ポップアップ カレンダーから開始時刻を選択する場合は、
このフィールドの端にある下矢印をクリックします。
[Task Duration] フィールドに、このタスクの継続時間を指定します。 手
動で停止するまでこのタスクを実行する場合は、このフィールドに
「00:00:00:00」と入力してください。
• [Schedule]：事前定義されたスケジュールを使用して開始時刻、および
期間を設定するには、このオプションを選択します。
[Schedule] ドロップダウン リストからスケジュールを選択します。 新し
いスケジュールを作成するには、[Create Schedule] をクリックします。
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[Policy] ドロップ
ダウン リスト

利用可能な障害抑制ポリシーを表示します。 ポリシー名を展開して、各ポリ
シーで抑制される障害原因を表示します。 次のポリシーを使用できます。
• [default-chassis-all-maint]：シャーシとシャーシに装着された全コンポー
ネント（全ブレード サーバ、電源、ファン モジュール）の障害を抑制
します。
このポリシーは、シャーシにのみ適用されます。
• [default-chassis-phys-maint]：シャーシとシャーシに装着された全コンポー
ネント（全ブレード サーバ、電源、ファン モジュール）の障害を抑制
します。
このポリシーは、シャーシにのみ適用されます。
• [default-fex-all-maint]：FEX と FEX 内の全電源およびファン モジュール
の障害を抑制します。
このポリシーは、FEX にのみ適用されます。
• [default-fex-phys-maint]：FEX と FEX 内の全ファン モジュールおよび電
源の障害を抑制します。
このポリシーは、FEX にのみ適用されます。
• [default-server-maint]：ブレード サーバやラック サーバの障害を抑制し
ます。
このポリシーは、シャーシ、組織およびサービス プロファイルに適用
されます。
（注）

ステップ 7

シャーシに適用された場合、ブレード サーバのみが影響を受
けます。

[OK] をクリックします。

シャーシに対する障害抑制タスクの削除
この手順では、シャーシのすべての障害抑制タスクを削除します。 個別のタスクを削除するに
は、[Suppression Tasks] ダイアログボックスの [Delete] ボタンを使用します。 シャーシの障害抑制
タスクの表示, （132 ページ）を参照してください。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] を展開します。

ステップ 3

すべての障害抑制タスクを削除するシャーシをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Stop Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のシャーシの障害抑制タスクを削除するには、[Navigation] ペインで、Ctrl キーを使
用して複数のシャーシを選択します。 選択したシャーシのいずれかを右クリックして、
[Stop Fault Suppression] を選択します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

シャーシの障害抑制タスクの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクのプロパティを表示するシャーシをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Suppression Task Properties] をクリックします。
[Suppression Tasks] ダイアログボックスでは、新しい障害抑制タスクの追加、既存の障害抑制タス
クの削除、既存の障害抑制タスクの変更を行うことができます。
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サーバに対する障害抑制の設定
ブレード サーバに対する障害抑制タスクの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクを作成するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Start Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のブレード サーバに対して障害抑制タスクを設定するには、[Navigation] ペインで、
Ctrl キーを使用して複数のブレード サーバを選択します。 選択したサーバのいずれか
を右クリックして、[Start Fault Suppression] を選択します。

ステップ 6

[Start Fault Suppression] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
[Name] フィールド 障害抑制タスクの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（ア
ンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保存
された後で、この名前を変更することはできません。
[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

障害抑制タスクが実行されている場合。 次のいずれかになります。
• [Fixed Time Interval]：障害抑制タスクの開始時間と実行期間を指定する
には、このオプションを選択します。
[Start Time] フィールドに、障害抑制タスクを開始する日付と時間を指
定します。 ポップアップ カレンダーから開始時刻を選択する場合は、
このフィールドの端にある下矢印をクリックします。
[Task Duration] フィールドに、このタスクの継続時間を指定します。 手
動で停止するまでこのタスクを実行する場合は、このフィールドに
「00:00:00:00」と入力してください。
• [Schedule]：事前定義されたスケジュールを使用して開始時刻、および
期間を設定するには、このオプションを選択します。
[Schedule] ドロップダウン リストからスケジュールを選択します。 新し
いスケジュールを作成するには、[Create Schedule] をクリックします。
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[Policy] ドロップ
ダウン リスト

次の抑制ポリシーがデフォルトで選択されます。
• [default-server-maint]：ブレード サーバやラック サーバの障害を抑制し
ます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ラック サーバに対する障害抑制タスクの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクを作成するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Start Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のラック サーバに対して障害抑制タスクを設定するには、[Navigation] ペインで、
Ctrl キーを使用して複数のラック サーバを選択します。 選択したサーバのいずれかを
右クリックして、[Start Fault Suppression] を選択します。

ステップ 6

[Start Fault Suppression] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
[Name] フィールド 障害抑制タスクの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（ア
ンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保存
された後で、この名前を変更することはできません。
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[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

障害抑制タスクが実行されている場合。 次のいずれかになります。
• [Fixed Time Interval]：障害抑制タスクの開始時間と実行期間を指定する
には、このオプションを選択します。
[Start Time] フィールドに、障害抑制タスクを開始する日付と時間を指
定します。 ポップアップ カレンダーから開始時刻を選択する場合は、
このフィールドの端にある下矢印をクリックします。
[Task Duration] フィールドに、このタスクの継続時間を指定します。 手
動で停止するまでこのタスクを実行する場合は、このフィールドに
「00:00:00:00」と入力してください。
• [Schedule]：事前定義されたスケジュールを使用して開始時刻、および
期間を設定するには、このオプションを選択します。
[Schedule] ドロップダウン リストからスケジュールを選択します。 新し
いスケジュールを作成するには、[Create Schedule] をクリックします。

[Policy] ドロップ
ダウン リスト

次の抑制ポリシーがデフォルトで選択されます。
• [default-server-maint]：ブレード サーバやラック サーバの障害を抑制し
ます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

ブレード サーバに対する障害抑制タスクの削除
この手順では、ブレードサーバのすべての障害抑制タスクを削除します。個別のタスクを削除す
るには、[Suppression Tasks] ダイアログボックスの [Delete] ボタンを使用します。 ブレード サーバ
の障害抑制タスクの表示, （136 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

すべての障害抑制タスクを削除するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Stop Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のブレード サーバの障害抑制タスクを削除するには、[Navigation] ペインで、Ctrl
キーを使用して複数のブレード サーバを選択します。 選択したサーバのいずれかを右
クリックして、[Stop Fault Suppression] を選択します。
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ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ラック サーバに対する障害抑制タスクの削除
この手順では、ラックサーバのすべての障害抑制タスクを削除します。個別のタスクを削除する
には、[Suppression Tasks] ダイアログボックスの [Delete] ボタンを使用します。 ラック サーバの障
害抑制タスクの表示, （137 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

すべての障害抑制タスクを削除するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Stop Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のラック サーバの障害抑制タスクを削除するには、[Navigation] ペインで、Ctrl キー
を使用して複数のラック サーバを選択します。 選択したサーバのいずれかを右クリッ
クして、[Stop Fault Suppression] を選択します。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ブレード サーバの障害抑制タスクの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクのプロパティを表示するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Suppression Task Properties] をクリックします。
[Suppression Tasks] ダイアログボックスでは、新しい障害抑制タスクの追加、既存の障害抑制タス
クの削除、既存の障害抑制タスクの変更を行うことができます。
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ラック サーバの障害抑制タスクの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Equipment] タブをクリックします。

ステップ 2

[Equipment] タブで、[Equipment] > [Rack Mounts] > [Servers] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクのプロパティを表示するサーバをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Suppression Task Properties] をクリックします。
[Suppression Tasks] ダイアログボックスでは、新しい障害抑制タスクの追加、既存の障害抑制タス
クの削除、既存の障害抑制タスクの変更を行うことができます。

サービス プロファイルに対する障害抑制の設定
サービス プロファイルに対する障害抑制タスクの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクを作成するサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Start Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のサービス プロファイルに対して障害抑制タスクを設定するには、[Navigation] ペ
インで、Ctrl キーを使用して複数のサービス プロファイルを選択します。 選択したサー
ビス プロファイルのいずれかを右クリックして、[Start Fault Suppression] を選択します。

ステップ 6

[Start Fault Suppression] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
[Name] フィールド 障害抑制タスクの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（ア
ンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保存
された後で、この名前を変更することはできません。
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[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

障害抑制タスクが実行されている場合。 次のいずれかになります。
• [Fixed Time Interval]：障害抑制タスクの開始時間と実行期間を指定する
には、このオプションを選択します。
[Start Time] フィールドに、障害抑制タスクを開始する日付と時間を指
定します。 ポップアップ カレンダーから開始時刻を選択する場合は、
このフィールドの端にある下矢印をクリックします。
[Task Duration] フィールドに、このタスクの継続時間を指定します。 手
動で停止するまでこのタスクを実行する場合は、このフィールドに
「00:00:00:00」と入力してください。
• [Schedule]：事前定義されたスケジュールを使用して開始時刻、および
期間を設定するには、このオプションを選択します。
[Schedule] ドロップダウン リストからスケジュールを選択します。 新し
いスケジュールを作成するには、[Create Schedule] をクリックします。

[Policy] ドロップ
ダウン リスト

次の抑制ポリシーがデフォルトで選択されます。
• [default-server-maint]：ブレード サーバやラック サーバの障害を抑制し
ます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

サービス プロファイルに対する障害抑制タスクの削除
この手順では、サービスプロファイルのすべての障害抑制タスクを削除します。個別のタスクを
削除するには、[Suppression Tasks] ダイアログボックスの [Delete] ボタンを使用します。 サービス
プロファイルの障害抑制タスクの表示, （139 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

すべての障害抑制タスクを削除するサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Stop Fault Suppression] をクリックします。
ヒント
複数のサービス プロファイルの障害抑制タスクを削除するには、[Navigation] ペインで、
Ctrl キーを使用して複数のサービス プロファイルを選択します。 選択したサービス プ
ロファイルのいずれかを右クリックして、[Stop Fault Suppression] を選択します。
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ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

サービス プロファイルの障害抑制タスクの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Service Profiles] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクのプロパティを表示するサービス プロファイルをクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Suppression Task Properties] をクリックします。
[Suppression Tasks] ダイアログボックスでは、新しい障害抑制タスクの追加、既存の障害抑制タス
クの削除、既存の障害抑制タスクの変更を行うことができます。

組織に対する障害抑制の設定
組織に対する障害抑制タスクの設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Policies] > [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクを作成する組織をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Start Fault Suppression] をクリックします。

ステップ 6

[Start Fault Suppression] ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
[Name] フィールド 障害抑制タスクの名前。
この名前には、1 ～ 16 文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（ア
ンダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオド）は使用できますが、そ
れ以外の特殊文字とスペースは使用できません。また、オブジェクトが保存
された後で、この名前を変更することはできません。
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[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

障害抑制タスクが実行されている場合。 次のいずれかになります。
• [Fixed Time Interval]：障害抑制タスクの開始時間と実行期間を指定する
には、このオプションを選択します。
[Start Time] フィールドに、障害抑制タスクを開始する日付と時間を指
定します。 ポップアップ カレンダーから開始時刻を選択する場合は、
このフィールドの端にある下矢印をクリックします。
[Task Duration] フィールドに、このタスクの継続時間を指定します。 手
動で停止するまでこのタスクを実行する場合は、このフィールドに
「00:00:00:00」と入力してください。
• [Schedule]：事前定義されたスケジュールを使用して開始時刻、および
期間を設定するには、このオプションを選択します。
[Schedule] ドロップダウン リストからスケジュールを選択します。 新し
いスケジュールを作成するには、[Create Schedule] をクリックします。

[Policy] ドロップ
ダウン リスト

次の抑制ポリシーがデフォルトで選択されます。
• [default-server-maint]：ブレード サーバやラック サーバの障害を抑制し
ます。

ステップ 7

[OK] をクリックします。

組織に対する障害抑制タスクの削除
この手順では、組織のすべての障害抑制タスクを削除します。 個別のタスクを削除するには、
[Suppression Tasks] ダイアログボックスの [Delete] ボタンを使用します。 組織の障害抑制タスクの
表示, （141 ページ）を参照してください。

手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Policies] > [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

すべての障害抑制タスクを削除する組織をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Stop Fault Suppression] をクリックします。

ステップ 6

Cisco UCS Manager GUI に確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes] をクリックします。
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組織の障害抑制タスクの表示
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Servers] タブをクリックします。

ステップ 2

[Servers] タブで、[Servers] > [Policies] > [Organization_Name] を展開します。

ステップ 3

障害抑制タスクのプロパティを表示する組織をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [General] タブをクリックします。

ステップ 5

[Actions] 領域で、[Suppression Task Properties] をクリックします。
[Suppression Tasks] ダイアログボックスでは、新しい障害抑制タスクの追加、既存の障害抑制タス
クの削除、既存の障害抑制タスクの変更を行うことができます。

Core File Exporter の設定
Core File Exporter
Cisco UCS は、コア ファイルが発生するとすぐに Core File Exporter を使用して、それらのファイ
ルを TFTP を介してネットワーク上の指定の場所にエクスポートします。 この機能を使用するこ
とにより、tar ファイルをコア ファイルのコンテンツと一緒にエクスポートできます。

Core File Exporter の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Faults]、[Events]、[Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Settings] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインの [TFTP Core Exporter] タブをクリックします。

ステップ 5

[TFTP Core Exporter] タブで、次のフィールドに入力します。
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名前

説明

[Admin State] フィールド

次のいずれかになります。
• [Enabled]：エラーによりサーバでコア ダンプが実行された
場合に、Cisco UCS は FTP を介して所定の場所にコア ダン
プ ファイルを送信します。 このオプションを選択すると、
Cisco UCS Manager GUI では、この領域にその他のフィー
ルドが表示され、FTP エクスポート オプションを指定でき
るようになります。
• [Disabled]：コア ダンプ ファイルは自動的にエクスポート
されません。

[Description] フィールド

コア ファイルのユーザ定義による説明。
256 文字以下で入力します。 次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[Port] フィールド

TFTP を介してコア ダンプ ファイルをエクスポートするときに
使用されるポート番号。

[Hostname] フィールド

TFTP を介して接続されるホスト名または IPv4 か IPv6 のアドレ
ス。
（注）

[Path] フィールド

ステップ 6

IPv4 または IPv6 アドレスではなくホスト名を使用す
る場合、 で DNS サーバを設定する必要があります。
Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録されて
いないか、DNS 管理が [ローカル] に設定されている
場合は、Cisco UCS Manager で DNS サーバを設定しま
す。 Cisco UCS ドメイン Cisco UCS Central に登録さ
れていないか、DNS 管理が [グローバル] に設定され
ている場合は、Cisco UCS Central で DNS サーバを設
定します。

リモート システムにコア ダンプ ファイルを保存するときに使
用するパス。

[Save Changes] をクリックします。
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Core File Exporter のディセーブル化
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Faults]、[Events]、[Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Settings] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Settings] タブをクリックします。

ステップ 5

[TFTP Core Exporter] 領域で、[Admin State] フィールドの [disabled] オプション ボタンをクリック
します。

ステップ 6

[Save Changes] をクリックします。

Syslog の設定
手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Faults]、[Events]、[Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Syslog] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインで [Syslog] タブをクリックします。

ステップ 5

[Local Destinations] 領域で、次のフィールドに値を入力します。
名前

説明

[Console] セクション
[管理状態] フィールド

Cisco UCS でコンソールに Syslog メッセージが表示されるかど
うか。 次のいずれかになります。
• [Enabled]：Syslog メッセージはコンソールに表示され、ロ
グに追加されます。
• [Disabled]：Syslog メッセージはログに追加されますが、コ
ンソールには表示されません。

Cisco UCS Mini Release 3.0 向け Cisco UCS GUI システム モニタリング ガイド
143

障害、イベント、およびログの設定
Syslog の設定

名前

説明

[Level] フィールド

このオプションが [enabled] である場合、表示する最も低いメッ
セージ レベルを選択します。 Cisco UCS にはそのレベル以上の
メッセージが表示されます。 次のいずれかになります。
• Emergencies
• Alerts
• Critical

[Monitor] セクション
[管理状態] フィールド

Cisco UCS でモニタに Syslog メッセージが表示されるかどうか。
次のいずれかになります。
• [Enabled]：Syslog メッセージはモニタに表示され、ログに
追加されます。
• [Disabled]：Syslog メッセージはログに追加されますが、モ
ニタには表示されません。
[管理状態] が有効の場合は、Cisco UCS Manager GUI に、このセ
クションの残りのフィールドが表示されます。

[Level] ドロップダウン リスト このオプションが [enabled] である場合、表示する最も低いメッ
セージ レベルを選択します。 モニタにはそのレベル以上のメッ
セージが表示されます。 次のいずれかになります。
• Emergencies
• Alerts
• Critical
• Errors
• Warnings
• Notifications
• Information
• Debugging
[File] セクション
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名前

説明

[管理状態] フィールド

Cisco UCS がファブリック インターコネクトでシステム ログ
ファイルにメッセージを保存するかどうか。 次のいずれかにな
ります。
• [Enabled]：メッセージはログ ファイルに保存されます。
• [Disabled]：メッセージは保存されません。
[管理状態] が有効の場合は、Cisco UCS Manager GUI に、このセ
クションの残りのフィールドが表示されます。

[Level] ドロップダウン リスト システムに保存するメッセージの最も低いレベルを選択します。
Cisco UCS は、ファブリック インターコネクトのファイル内に、
そのレベル以上のメッセージを保存します。 次のいずれかにな
ります。
• Emergencies
• Alerts
• Critical
• Errors
• Warnings
• Notifications
• Information
• Debugging
[Name] フィールド

メッセージが記録されるファイルの名前。
名前には 16 文字以内の英数字を使用できます。 以下を除く特
殊文字やスペースは使用できません。-（ハイフン）、_（アン
ダースコア）、:（コロン）、および . （ピリオド）を使用でき
ます。 デフォルトは messages です。

[Size] フィールド

ファイルの可能最大サイズ（バイト単位）。ファイルがこのサ
イズを超えると、Cisco UCS Manager によって最も古いメッセー
ジから最新メッセージへの上書きが開始されます。
4096 ～ 4194304 の整数を入力します。

ステップ 6

[Remote Destinations] 領域で、次のフィールドに情報を入力し、Cisco UCSコンポーネントにより
生成されたメッセージを保存できる最大 3 つの外部ログを設定します。
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名前

説明

[管理状態] フィールド

次のいずれかになります。
• [有効化]
• [無効化]
[管理状態] が有効の場合は、Cisco UCS Manager GUI に、このセ
クションの残りのフィールドが表示されます。

[Level] ドロップダウン リスト システムに保存するメッセージの最も低いレベルを選択します。
リモート ファイルにそのレベル以上のメッセージが保存されま
す。 次のいずれかになります。
• Emergencies
• Alerts
• Critical
• Errors
• Warnings
• Notifications
• Information
• Debugging
[Hostname] フィールド

リモート ログ ファイルが存在するホスト名または IP アドレス。
（注）

IPv4 または IPv6 アドレスではなくホスト名を使用す
る場合、 で DNS サーバを設定する必要があります。
Cisco UCS ドメインが Cisco UCS Central に登録されて
いないか、DNS 管理が [ローカル] に設定されている
場合は、Cisco UCS Manager で DNS サーバを設定しま
す。 Cisco UCS ドメイン Cisco UCS Central に登録さ
れていないか、DNS 管理が [グローバル] に設定され
ている場合は、Cisco UCS Central で DNS サーバを設
定します。
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名前

説明

[Facility] ドロップダウン リス
ト

次のいずれかになります。
• local0
• local1
• local2
• local3
• local4
• local5
• local6
• local7

ステップ 7

[Local Sources] 領域で、次のフィールドに入力します。
名前

説明

[Faults Admin State] フィールド このフィールドが [enabled] の場合、Cisco UCS はすべてのシス
テム障害をログに記録します。
[Audits Admin State] フィールド このフィールドが [enabled] の場合、Cisco UCS はすべての監査
ログ イベントをログに記録します。
[Events Admin State] フィールド このフィールドが [enabled] の場合、Cisco UCS はすべてのシス
テム イベントをログに記録します。

ステップ 8

[Save Changes] をクリックします。

監査ログの表示
この [Audit Logs] ページに表示される監査ログを参照、エクスポート、印刷またはリフレッシでき
ます。
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手順
ステップ 1

[Navigation] ペインの [Admin] タブをクリックします。

ステップ 2

[Admin] タブで、[All] > [Faults]、[Events]、[Audit Log] を展開します。

ステップ 3

[Audit Logs] をクリックします。

ステップ 4

[Work] ペインに監査ログが表示されます。
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