
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, 1 ページ

• 障害抑制の設定, 4 ページ

• Core File Exporterの設定, 22 ページ

• Syslogの設定, 24 ページ

• 監査ログの表示, 28 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は障害を生成します。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うち、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。

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

ステップ 5 [Global Fault 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。

説明名前

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。

[Flapping Interval]フィールド

次のいずれかになります。

• Info

• Condition

• Warning

[Initial Severity]フィールド

ログがクリアされると、確認されたアクションは常に削除され

ます。このオプションは変更できません。

[Action on Acknowledgment]
フィールド
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説明名前

障害がクリアされるときに Cisco UCS Managerが行うアクショ
ン。次のいずれかになります。

• [Retain]：Cisco UCS Manager GUIは [Length of time to retain
cleared faults]セクションを表示します。

• [Delete]：障害メッセージにクリアのマークが付いた時点
で、Cisco UCS Managerはただちにそれらのメッセージを
すべて削除します。

[Clear Action]フィールド

特定の時間が経過したら、CiscoUCSManagerが障害を自動的に
クリアするかどうか。次のいずれかになります。

• [Never]：Cisco UCS Managerはどの障害も自動的にクリア
しません。

• [Other]：Cisco UCS Manager GUIは [dd:hh:mm:ss]フィール
ドを表示します。

[Clear Interval]フィールド

CiscoUCSManagerがその障害にクリア済みのマークを付けるま
での日数、時間数、分数、および秒数。その後に何が起こるか

は、[Clear Action]フィールドの設定によって異なります。

[dd:hh:mm:ss]フィールド

[Length of Time to Retain Cleared Faults]セクション

[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]：システムに存在している期間に関係なく、Cisco
UCSManagerはファブリックインターコネクトでクリアさ
れたすべての障害メッセージをそのまま残します。

• [Other]：Cisco UCS Manager GUIは [dd:hh:mm:ss]フィール
ドを表示します。

[Retention Interval]フィールド

CiscoUCSManagerがクリアされた障害メッセージを削除するま
での日数、時間数、分数、および秒数。

[dd:hh:mm:ss]フィールド

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。
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障害抑制の設定

フォールト抑制

フォールト抑制を使用すると、予定されたメンテナンス時間中にSNMPトラップおよびCallHome
通知を抑制することができます。フォールト抑制タスクを作成し、一時的な障害がレイズまたは

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、フォールト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。

Fixed Time Intervals（固定時間間隔）または Schedules（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。

•スケジュールを使用すると、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。次のポリシーがによって定義されます。

• default-chassis-all-maint：シャーシ内のすべてのブレードサーバ、電源、ファンモジュー
ル、および IOMの障害を抑制します。

このポリシーは、シャーシレベルでのみ選択できます。

• default-chassis-phys-maint：シャーシ内のすべてのファンモジュールおよび I/Oモジュール
の障害を抑制します。

このポリシーは、シャーシレベルでのみ選択できます。

• default-fex-all-maint：FEX内のすべてのラックマウントサーバ、電源、ファンモジュール、
および IOMの障害を抑制します。

このポリシーは、FEXレベルでのみ選択できます。

• default-fex-phys-maint：FEX内のすべてのファンモジュールおよび I/Oモジュールの障害を
抑制します。

このポリシーは、FEXレベルでのみ選択できます。

• default-server-maint：すべてのブレードサーバおよびラックマウントサーバの障害を抑制し
ます。
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このポリシーは、シャーシ、FEX、組織、およびサービスプロファイルレベルで選択できま
す。

• default-iom-maint：シャーシまたは FEX内のすべての IOMの障害を抑制します。

このポリシーは、シャーシ、FEXおよび IOMレベルで選択できます。

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。

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との両方で編集できる

ようになります。ただし、変更できるのは固定時間間隔を使用するかでスケジュールを使用

するかの切り替えのみです。

（注）

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。
抑制された障害のみを表示するには、[Show:]フィールドのそ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。
複数のシャーシの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。選択したいずれかのシャーシを右クリックし、

[Start Fault Suppression]を選択します。

ヒント

ステップ 6 [Start Fault Suppression]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

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。

[Name]フィールド

障害抑制タスクを実行するタイミング。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刻と期間を指定するに
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刻を指
定します。フィールドの終端にある下矢印をクリックして、ポップアッ

プカレンダーから開始時刻を選択します。

[Task Duration]フィールドに、このタスクを実行する時間の長さを指定
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と期間を
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。スケ
ジュールを新たに作成するには、[Create Schedule]をクリックします。

[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド
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ドロップダウンリストから次の抑制ポリシーを選択します。

• [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、IOM）のフォー
ルトを抑制します。

• [default-chassis-phys-maint]：シャーシと、シャーシに装着された全ファ
ンモジュールと電源のフォールトを抑制します。

• [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。

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。

（注）

• [default-iom-maint]：シャーシまたは FEX内の IOMの障害を抑制しま
す。

[Policy]ドロップ
ダウンリスト

ステップ 7 [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

この手順は、シャーシの障害抑制タスクをすべて削除します。個別のタスクを削除するには、

[Suppression Tasks]ダイアログボックスで [Delete]ボタンを使用します。シャーシに対する障害抑
制タスクの表示, （8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]を展開します。

ステップ 3 障害抑制タスクをすべて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。
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。選択したいずれかのシャーシを右クリックし、

[Stop Fault Suppression]を選択します。

ヒント

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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シャーシに対する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、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、または既存の障害抑制タスクの変更を行えます。

I/O モジュールに対する障害抑制の設定

IOM 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 （任意） シャーシで IOMモジュールを選択するには、[Equipment]タブで、[Equipment] > [Chassis]
> [Chassis Number] > [IO Modules]を展開します。

ステップ 3 （任意） FEXで IOMモジュールを選択するには、[Equipment]タブで、[Equipment] > [FEX] >
[FEX Number] > [IO Modules]を展開します。

ステップ 4 障害抑制タスクを作成する IOMをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で、[Start Fault Suppression]をクリックします。
複数の IOMの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 IOMを選択します。選択したいずれかの IOMを右クリックし、[Start Fault
Suppression]を選択します。

シャーシか FEXまたはその両方で IOMを選択できます。

ヒント

ステップ 7 [Start Fault Suppression]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。

   Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.2
8 OL-31135-02-J   

障害、イベント、およびログの設定

I/O モジュールに対する障害抑制の設定



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。

[Name]フィールド

障害抑制タスクを実行するタイミング。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刻と期間を指定するに
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刻を指
定します。フィールドの終端にある下矢印をクリックして、ポップアッ

プカレンダーから開始時刻を選択します。

[Task Duration]フィールドに、このタスクを実行する時間の長さを指定
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と期間を
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。スケ
ジュールを新たに作成するには、[Create Schedule]をクリックします。

[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

デフォルトでは、次の抑制ポリシーが選択されます。

• [default-iom-maint]：シャーシまたは FEX内の IOMの障害を抑制しま
す。

[Policy]ドロップ
ダウンリスト

ステップ 8 [OK]をクリックします。

IOM に対する障害抑制タスクの削除
この手順は、IOMの障害抑制タスクをすべて削除します。個別のタスクを削除するには、
[Suppression Tasks]ダイアログボックスで [Delete]ボタンを使用します。 IOMに対する障害抑制タ
スクの表示, （10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 （任意） シャーシで IOMモジュールを選択するには、[Equipment]タブで、[Equipment] > [Chassis]
> [Chassis Number] > [IO Modules]を展開します。

ステップ 3 （任意） FEXで IOMモジュールを選択するには、[Equipment]タブで、[Equipment] > [FEX] >
[FEX Number] > [IO Modules]を展開します。

ステップ 4 障害抑制タスクをすべて削除する IOMをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で、[Stop Fault Suppression]をクリックします。
複数の IOM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 IOMを選択します。選択したいずれかの IOMを右クリックし、[Stop Fault
Suppression]を選択します。

シャーシか FEXまたはその両方で IOMを選択できます。

ヒント

ステップ 7 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。

IOM に対する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 （任意） シャーシで IOMモジュールを選択するには、[Equipment]タブで、[Equipment] > [Chassis]
> [Chassis Number] > [IO Modules]を展開します。

ステップ 3 （任意） FEXで IOMモジュールを選択するには、[Equipment]タブで、[Equipment] > [FEX] >
[FEX Number] > [IO Modules]を展開します。

ステップ 4 障害抑制タスクのプロパティを表示する IOMをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブをクリックします。

ステップ 6 [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、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、または既存の障害抑制タスクの変更を行えます。
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FEX に対する障害抑制の設定

FEX 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] > [FEX]を展開します。

ステップ 3 障害抑制タスクを作成する FEX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。
複数の FEXの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 FEXを選択します。選択したいずれかの FEXを右クリックし、[Start Fault
Suppression]を選択します。

ヒント

ステップ 6 [Start Fault Suppression]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

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。

[Name]フィールド

障害抑制タスクを実行するタイミング。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刻と期間を指定するに
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刻を指
定します。フィールドの終端にある下矢印をクリックして、ポップアッ

プカレンダーから開始時刻を選択します。

[Task Duration]フィールドに、このタスクを実行する時間の長さを指定
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と期間を
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。スケ
ジュールを新たに作成するには、[Create Schedule]をクリックします。

[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド
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ドロップダウンリストから次の抑制ポリシーを選択します。

• [default-fex-all-maint]：FEXと FEX内の全電源、ファンモジュール、
IOMのフォールトを抑制します。

• [default-fex-phys-maint]：FEXと FEX内の全ファンモジュールと電源の
フォールトを抑制します。

• [default-iom-maint]：シャーシまたは FEX内の IOMの障害を抑制しま
す。

[Policy]ドロップ
ダウンリスト

ステップ 7 [OK]をクリックします。

FEX に対する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] > [FEX]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 FEX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、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、または既存の障害抑制タスクの変更を行えます。

FEX に対する障害抑制タスクの削除
この手順は、FEXの障害抑制タスクをすべて削除します。個別のタスクを削除するには、
[Suppression Tasks]ダイアログボックスで [Delete]ボタンを使用します。 FEXに対する障害抑制タ
スクの表示, （12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] > [Rack Mounts] > [FEX]を展開します。

ステップ 3 障害抑制タスクをすべて削除する FEX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。
複数の FEX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 FEXを選択します。選択したいずれかの FEXを右クリックし、[Stop Fault
Suppression]を選択します。

ヒント

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。
複数のブレードサーバの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。選択したいずれかのサーバを右

クリックし、[Start Fault Suppression]を選択します。

ヒント

ステップ 6 [Start Fault Suppression]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

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。

[Name]フィールド
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障害抑制タスクを実行するタイミング。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刻と期間を指定するに
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刻を指
定します。フィールドの終端にある下矢印をクリックして、ポップアッ

プカレンダーから開始時刻を選択します。

[Task Duration]フィールドに、このタスクを実行する時間の長さを指定
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と期間を
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。スケ
ジュールを新たに作成するには、[Create Schedule]をクリックします。

[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

デフォルトでは、次の抑制ポリシーが選択されます。

• [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。

[Policy]ドロップ
ダウンリスト

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。
複数のラックサーバの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。選択したいずれかのサーバを右クリッ

クし、[Start Fault Suppression]を選択します。

ヒント

ステップ 6 [Start Fault Suppression]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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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。

[Name]フィールド

障害抑制タスクを実行するタイミング。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刻と期間を指定するに
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刻を指
定します。フィールドの終端にある下矢印をクリックして、ポップアッ

プカレンダーから開始時刻を選択します。

[Task Duration]フィールドに、このタスクを実行する時間の長さを指定
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と期間を
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。スケ
ジュールを新たに作成するには、[Create Schedule]をクリックします。

[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド

デフォルトでは、次の抑制ポリシーが選択されます。

• [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。

[Policy]ドロップ
ダウンリスト

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

この手順は、ブレードサーバの障害抑制タスクをすべて削除します。個別のタスクを削除するに

は、[Suppression Tasks]ダイアログボックスで [Delete]ボタンを使用します。ブレードサーバに対
する障害抑制タスクの表示, （17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] > [Chassis Number] > [Servers]を展開します。
ステップ 3 障害抑制タスクをすべて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。
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。選択したいずれかのサーバを右

クリックし、[Stop Fault Suppression]を選択します。

ヒント

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

この手順は、ラックサーバの障害抑制タスクをすべて削除します。個別のタスクを削除するに

は、[Suppression Tasks]ダイアログボックスで [Delete]ボタンを使用します。ラックサーバに対す
る障害抑制タスクの表示, （17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 障害抑制タスクをすべて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。
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。選択したいずれかのサーバを右クリッ

クし、[Stop Fault Suppression]を選択します。

ヒント

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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ブレードサーバに対する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、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、または既存の障害抑制タスクの変更を行えます。

ラックサーバに対する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、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、または既存の障害抑制タスクの変更を行えます。
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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。
複数のサービスプロファイルの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。選択したいずれかの
サービスプロファイルを右クリックし、[Start Fault Suppression]を選択します。

ヒント

ステップ 6 [Start Fault Suppression]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

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。

[Name]フィールド

障害抑制タスクを実行するタイミング。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刻と期間を指定するに
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刻を指
定します。フィールドの終端にある下矢印をクリックして、ポップアッ

プカレンダーから開始時刻を選択します。

[Task Duration]フィールドに、このタスクを実行する時間の長さを指定
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と期間を
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。スケ
ジュールを新たに作成するには、[Create Schedule]をクリックします。

[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド
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デフォルトでは、次の抑制ポリシーが選択されます。

• [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。

[Policy]ドロップ
ダウンリスト

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

この手順は、サービスプロファイルの障害抑制タスクをすべて削除します。個別のタスクを削除

するには、[Suppression Tasks]ダイアログボックスで [Delete]ボタンを使用します。サービスプロ
ファイルに対する障害抑制タスクの表示, （19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 障害抑制タスクをすべて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。
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。選択したいずれかの
サービスプロファイルを右クリックし、[Stop Fault Suppression]を選択します。

ヒント

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に対する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。
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[Suppression Tasks]ダイアログボックスで、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、または既存の障害抑制タスクの変更を行えます。

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、次のフィールドに値を入力します。

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。

[Name]フィールド

障害抑制タスクを実行するタイミング。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刻と期間を指定するに
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刻を指
定します。フィールドの終端にある下矢印をクリックして、ポップアッ

プカレンダーから開始時刻を選択します。

[Task Duration]フィールドに、このタスクを実行する時間の長さを指定
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と期間を
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。スケ
ジュールを新たに作成するには、[Create Schedule]をクリックします。

[Select Fixed Time
Interval/Schedule]
フィールド
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デフォルトでは、次の抑制ポリシーが選択されます。

• [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。

[Policy]ドロップ
ダウンリスト

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

この手順は、組織の障害抑制タスクをすべて削除します。個別のタスクを削除するには、

[Suppression Tasks]ダイアログボックスで [Delete]ボタンを使用します。組織に対する障害抑制タ
スクの表示, （21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 障害抑制タスクをすべて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。

組織に対する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、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、または既存の障害抑制タスクの変更を行えます。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.2    
   OL-31135-02-J 21

障害、イベント、およびログの設定

組織に対する障害抑制の設定



Core File Exporter の設定

Core File Exporter
Cisco UCSコアファイルが発生すると、ただちに Core File Exporterが使用され、それらのファイ
ルが 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されます。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]ペインで [TFTP Core Exporter]タブをクリックします。

ステップ 5 [TFTP Core Exporter]タブで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

次のいずれかになります。

• [Enabled]：エラーによって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。 Cisco UCS Manager GUIで
は、このオプションを選択すると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。

[Admin State]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。

[Description]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。

[Port]フィールド
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説明名前

TFTPを介して接続されるホスト名、IPv4または IPv6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 [Local]に設定されている場合
は、CiscoUCSManager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 [Global]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）

[Hostname]フィールド

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。

[Path]フィールド

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

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。
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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。

説明名前

[Console]セクション

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。

[管理状態]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

[Level]フィールド

[Monitor]セクション

CiscoUCS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、CiscoUCSManager 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。

[管理状態]フィールド
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説明名前

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

[Level]ドロップダウンリスト

[File]セクション

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、CiscoUCSManager 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。

[管理状態]フィールド

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。

CiscoUCS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

[Level]ドロップダウンリスト
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説明名前

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。

[Name]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、CiscoUCSManager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。

[Size]フィールド

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。

説明名前

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、CiscoUCSManager 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。

[管理状態]フィールド

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

[Level]ドロップダウンリスト

   Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.2
26 OL-31135-02-J   

障害、イベント、およびログの設定

Syslog の設定



説明名前

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。

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 [Local]に設定されている場合
は、CiscoUCSManager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 [Global]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）

[Hostname]フィールド

次のいずれかになります。

• local0

• local1

• local2

• local3

• local4

• local5

• local6

• local7

[Facility]ドロップダウンリス
ト

ステップ 7 [Local Sources]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

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。

[Faults Admin State]フィールド

このフィールドが [enabled]の場合、Cisco UCSはすべての監査
ログイベント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はすべてのシス
テムイベントをログに記録します。

[Events Admin State]フィールド

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。
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監査ログの表示
この [AuditLogs]ページに表示されている監査ログを、表示、エクスポート、印刷、または更新す
ることができます。

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] > [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]ペインは、監査ログを表示します。
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