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はじめに

ここでは、『Cisco UCS トラブルシューティング ガイド』の対象読者および構成について説明します。

また、関連する資料の入手方法に関する情報も示します。

対象読者
このトラブルシューティング ガイドは、次の業務を担当するユーザを対象としています。

 • Cisco UCS インスタンスの実装

 • Cisco UCS インスタンスの管理

マニュアルの構成
このトラブルシューティング ガイドは、次の章で構成されています。

 • 第 1 章「概要」

 • 第 2 章「有限状態マシン」

 • 第 3 章「一般的なトラブルシューティングの手順と解決策」

 • 第 4 章「Cisco UCS の障害のトラブルシューティング」

 • 第 5 章「SAN の起動および SAN の接続のトラブルシューティング」

 • 第 6 章「Cisco UCS Manager の Call Home の障害」

 • 第 7 章「一時的な障害」

 • 第 8 章「Cisco UCS のエラー メッセージ」

関連資料
Cisco Unified Computing System のドキュメント セットには、次の資料が含まれます。

 • Cisco UCS Documentation Roadmap

 • Cisco UCS Release Notes

 • Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect Hardware Installation Guide

 • Cisco UCS 5108 Server Chassis Hardware Installation Guide
vii
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はじめに
 • Cisco UCS Site Planning Guide

 • Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide

 • Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide

 • Cisco UCS Manager CLI Command Reference 

 • Cisco UCS Manager XML API Programmer's Guide 

 • Cisco UCS Manager GUI Online Help

 • Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco UCS

 • Release Notes for Cisco UCS Manager

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュ
リティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、マニュアルに関するフィードバックの提供、セキュリ

ティ ガイドライン、および推奨エイリアスや一般的なシスコのマニュアルについては、次の URL で、

毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お

よび改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
viii
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C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）に関する問題のトラブルシューティング

に役立つ障害、イベント、およびその他の情報の入手先の概要について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 「Cisco UCS Manager GUI のトラブルシューティング情報」（P.1-1）

 • 「Cisco UCS Manager CLI のトラブルシューティング情報」（P.1-2）

 • 「障害」（P.1-2）

 • 「イベント」（P.1-6）

 • 「core ファイル」（P.1-7）

 • 「監査ログ」（P.1-8）

 • 「システム イベント ログ」（P.1-9）

 • 「Syslog」（P.1-10）

Cisco UCS Manager GUI のトラブルシューティング情報
Cisco UCS Manager GUI には、Cisco UCS インスタンスのトラブルシューティング情報の検索に使用

できる複数のタブと、その他の領域があります。たとえば、特定のオブジェクトや、システムのすべて

のオブジェクトの障害やイベントを表示できます。

[Navigation] ペインの [Admin] タブでは、問題のトラブルシューティングに役立つ障害、イベント、

core ファイル、およびその他の情報にアクセスできます。

[Admin] タブの [Filter] フィールドで [Faults, Events and Audit Log] を選択すると、Cisco UCS Manager 
GUI によってツリー ブラウザが制限され、次のいずれかのみにアクセスできるようになります。

 • システム内のすべてのコンポーネントの障害

 • システム内のすべてのコンポーネントのイベント

 • システムの監査ログ

 • システムのファブリック インターコネクトが作成した core ファイル

 • 障害の収集と core ファイルのエクスポート設定
1-1
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Cisco UCS Manager CLI のトラブルシューティング情報
Cisco UCS Manager CLI のトラブルシューティング情報
Cisco UCS Manager CLI には、Cisco UCS インスタンスのトラブルシューティング情報の検索を実行

できる複数の show コマンドがあります。これらの show コマンドは、スコープを意識したコマンドで

す。たとえば、最上位のスコープから show fault コマンドを実行すると、システム内のすべての障害

が表示されます。一方で、特定のオブジェクトのスコープに移動すると、show fault はそのオブジェク

トに関連する障害のみを表示します。

障害
Cisco UCS では、障害は Cisco UCS Manager によって管理される可変オブジェクトです。障害は、

Cisco UCS インスタンスの障害や、発生したしきい値のアラームを表します。障害のライフサイクル

の間に、障害の状態または重大度が変化する場合があります。

各障害には、障害の発生時に影響を受けたオブジェクトの動作状態に関する情報が含まれます。障害の

状態が移行して解決すると、そのオブジェクトは機能状態に移行します。次のいずれかの状態になるま

で、障害は Cisco UCS Manager 内に残ります。

 • 障害収集ポリシーの設定に従って、障害がクリアおよび削除される

 • ユーザによって障害が通知される

Cisco UCS 内のすべての障害は、Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI を使用し

て表示できます。また、障害収集ポリシーを設定して、Cisco UCS インスタンスが障害を収集および

保持する方法を決定することもできます。

この項の内容は次のとおりです。

 • 「障害の重大度」（P.1-2）

 • 「障害の状態」（P.1-3）

 • 「障害のプロパティ」（P.1-4）

 • 「障害のライフサイクル」（P.1-4）

 • 「Cisco UCS Manager GUI の障害」（P.1-5）

 • 「Cisco UCS Manager CLI の障害」（P.1-5）

 • 「障害収集ポリシー」（P.1-5）

障害の重大度

Cisco UCS インスタンスで発生した障害は、ライフサイクルの中で複数の重大度に移行する場合があ

ります。表 1-1 では、発生する可能性のある障害の重大度についてアルファベット順に説明します。

表 1-1 Cisco UCS の障害の重大度 

重大度 説明

Condition 状態に関する情報メッセージ。単独では重要でないと考えられます。

Critical サービスに影響する状態であり、すぐに修正処理が必要である。

たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトがアウト オブ サー

ビスであり、機能を回復させる必要があることを示している場合

があります。
1-2
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第 1 章     概要

障害
障害の状態

Cisco UCS インスタンスで発生した障害は、ライフサイクルの中で複数の重大度に移行します。表 1-2 
では、発生する可能性のある障害の状態についてアルファベット順に説明します。

Info 基本的な通知または情報メッセージ。単独では重要でないと考え

られます。

Major サービスに影響する状態であり、緊急の修正処理が必要である。

たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトの機能が著しく低

下しており、機能を完全に回復させる必要があることを示してい

る場合があります。

Minor サービスには影響しない障害の状態であり、より深刻な障害が発

生するのを防ぐために修正処理が必要。たとえばこの重大度は、

検出されたアラーム条件が、現在管理対象オブジェクトの能力を

低下させていないことを示している場合があります。

Warning 潜在的に、あるいは近い将来に発生する可能性のある、サービス

に影響する障害であり、現在はシステムに大きな影響を与えてい

ない。必要に応じて、さらに詳しく診断して問題を修正し、サー

ビスに影響を与えるより深刻な障害が発生するのを防ぐ必要があ

ります。

表 1-1 Cisco UCS の障害の重大度 （続き）

重大度 説明

表 1-2 Cisco UCS の障害の状態

重大度 説明

Cleared この状態は解決され、障害はクリアされました。

Flapping 短い間隔で障害が発生し、クリアされ、再び発生しました。これ

はフラッピング間隔と呼ばれます。

Soaking 短い間隔で障害が発生してクリアされました。これはフラッピン

グ間隔と呼ばれます。これは Flapping 状態の可能性があるため、

障害の重大度は元のアクティブな値のままですが、この状態は障

害が発生した状態がクリアされたことを示します。
1-3
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障害
障害のプロパティ

Cisco UCS Manager では、Cisco UCS インスタンスで発生した各障害に関する詳細な情報を提供して

います。表 1-3 では、Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI で表示できる障害のプ

ロパティについて説明します。

障害のライフサイクル

Cisco UCS の障害はステートフルです。各オブジェクトには、特定の障害のインスタンスが 1 つだけ

存在できます。同じ障害が 2 度発生すると、Cisco UCS は発生回数を 1 つずつ増やします。

障害のライフサイクルは次のとおりです。

1. ある状態がシステム内で発生し、Cisco UCS が障害を発生させます。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。障害が断続的に何度も発生してクリアされると、フラッピングが発生します。フラッピ

ング間隔のうち、障害収集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. フラッピング間隔の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。フラッピン

グ間隔の間にその状態が再発しなかった場合は、その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。この期間は、障害が発生した状態が緩和された場合でも

管理者が障害に気付くようにしたり、障害が早々に削除されないようにするためのものです。保持

期間のうち、障害収集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。

表 1-3 障害のプロパティ

プロパティ名 説明

Severity 障害の現在の重大度。これは、表 1-1（P.1-2） で説明した重大度の

いずれかになります。

Last Transition 障害の重大度が最後に変更された日時。障害が発生してから重大

度が変更されていない場合、このプロパティは元の作成日を表し

ます。

Affected Object 障害が発生した状態によって影響を受けるコンポーネント。

Description 障害の説明。

ID 障害に割り当てられた固有識別情報。

Type 障害は次のいずれかの種類になります。

• fsm

• 環境

• 機器

Cause 障害を発生させた状態に関連付けられている固有識別情報。

Created at 障害が発生した日時。

Code 障害に割り当てられた固有識別情報。

Number of Occurrences 障害が発生したイベントの発生回数。

Original Severity 障害が最初に発生したときに割り当てられた重大度。

Previous Severity 重大度が変更された場合の、変更前の重大度。

Highest Severity この問題で発生した一番深刻な重大度。
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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。その状態が再発しなかっ

た場合は、その障害が削除されます。

Cisco UCS Manager GUI の障害

システム内の 1 つのオブジェクトの障害を表示する場合は、Cisco UCS Manager GUI でそのオブジェ

クトにナビゲートして、[Work] ペインの [Faults] タブをクリックします。システム内のすべてのオブ

ジェクトの障害を表示するには、[Faults, Events and Audit Log] の下の [Admin] タブにある [Faults] 
ノードにナビゲートします。

また、Cisco UCS Manager GUI の左上の [Fault Summary] 領域には、Cisco UCS インスタンスのすべ

ての障害の要約を表示できます。この領域には、Cisco UCS インスタンスで発生したすべての障害の

要約が表示されます。

障害の重大度は、それぞれ異なるアイコンで表示されます。各アイコンの下の数字は、システム内でそ

の重大度の障害が発生した回数を示します。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] タブが開かれ、その重大度のすべての障害の詳細が表示されます。

Cisco UCS Manager CLI の障害

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示する場合は、最上位レベルのスコープから show fault 
コマンドを実行します。特定のオブジェクトの障害を表示する場合は、そのオブジェクトのスコープに

移動して、show fault コマンドを実行します。

障害について入手可能なすべての詳細を表示するには、show fault detail コマンドを実行します。

障害収集ポリシー

障害収集ポリシーは、フラッピング間隔や保持期間に障害を保持する時間など、Cisco UCS インスタ

ンスでの障害のライフサイクルを制御します。

ヒント 障害収集ポリシーの設定方法については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』か

らアクセスできる Cisco UCS の設定ガイドを参照してください。
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イベント
イベント
Cisco UCS では、イベントは Cisco UCS Manager によって管理される不変オブジェクトです。各イベ

ントは、Cisco UCS インスタンスの非永続状態を表します。Cisco UCS Manager がイベントを作成し

てログに記録した後は、イベントは変更されません。たとえばサーバの電源を投入すると、Cisco UCS 
Manager は、その要求の始まりと終わりのイベントを作成して、ログに記録します。

Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI のいずれかを使用して、1 つのオブジェクト

のイベントを表示したり、Cisco UCS インスタンスのすべてのイベントを表示できます。イベントは、

イベント ログがいっぱいになるまで Cisco UCS に残ります。ログがいっぱいになると、Cisco UCS 
Manager はログおよびログの中のすべてのイベントを削除します。

この項の内容は次のとおりです。

 • 「イベントのプロパティ」（P.1-6）

 • 「Cisco UCS Manager GUI のイベント」（P.1-7）

 • 「Cisco UCS Manager CLI のイベント」（P.1-7）

イベントのプロパティ

Cisco UCS Manager では、Cisco UCS インスタンスで作成およびログ記録された各イベントの詳細情

報を提供しています。表 1-4 では、Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI で表示で

きる障害のプロパティについて説明します。

表 1-4 イベントのプロパティ

プロパティ名 説明

Affected Object イベントを作成したコンポーネント。

Description イベントの説明。

Cause イベントに関連付けられた固有識別情報。

Created at  イベントが作成された日時。

User イベントを作成したユーザの種類。次のいずれかになります。

 • admin

 • internal

 • blank
Code イベントに割り当てられた固有識別情報。
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core ファイル 
Cisco UCS Manager GUI のイベント

システム内の 1 つのオブジェクトのイベントを表示する場合は、Cisco UCS Manager GUI でそのオブ

ジェクトにナビゲートして、[Work] ペインの [Events] タブをクリックします。システム内のすべての

オブジェクトのイベントを表示するには、[Faults, Events and Audit Log] の下の [Admin] タブにある 
[Events] ノードにナビゲートします。

Cisco UCS Manager CLI のイベント

システム内のすべてのオブジェクトのイベントを表示する場合は、最上位レベルのスコープから show 
event コマンドを実行します。特定のオブジェクトのイベントを表示する場合は、そのオブジェクトの

スコープに移動して、show event コマンドを実行します。

イベントについて入手可能なすべての詳細を表示するには、show event detail コマンドを実行します。

core ファイル
Cisco UCS Manager や、ファブリック インターコネクトまたは I/O モジュールなどの Cisco UCS の一

部のコンポーネントでの重大なエラーによって、システムに core ファイルが作成される場合がありま

す。core ファイルには、障害発生時のシステムとコンポーネントに関する大量のデータが含まれます。

Cisco UCS Manager はすべてのコンポーネントの core ファイルを管理します。core ファイルが作成さ

れたら、すぐに外部の TFTP サーバ上の場所に core ファイルのコピーをエクスポートするように、

Cisco UCS Manager を設定できます。

この項の内容は次のとおりです。

 • 「Cisco UCS Manager GUI での core ファイル」（P.1-7）

 • 「Cisco UCS Manager CLI での core ファイル」（P.1-7）

 • 「Core File Exporter」（P.1-8）

Cisco UCS Manager GUI での core ファイル

Cisco UCS インスタンスのコンポーネントが core ファイルを生成したかどうかを確認するには、

[Faults, Events and Audit Log] の下の [Admin] タブにある [Core Files] ノードにナビゲートします。

Cisco UCS Manager CLI での core ファイル

Cisco UCS インスタンスのコンポーネントが core ファイルを生成したかどうかを確認するには、次の

コマンドを実行します。

scope monitoring

scope sysdebug

show cores
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監査ログ
Core File Exporter
Core File Exporter をイネーブルにすると、core ファイルが発生したらすぐに TFTP を使用してネット

ワーク上の指定された場所にエクスポートするように、Cisco UCS Manager を設定できます。この機

能を使用して、core ファイルの内容を含む tar ファイルを、指定された場所にエクスポートすることも

できます。

ヒント Exporter をイネーブルにする方法については、『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』
からからアクセスできる Cisco UCS の設定ガイドを参照してください。

監査ログ
監査ログには、ユーザが Cisco UCS Manager で実行する処理（直接行う処理および間接的な処理を含

む）が記録されます。監査ログの各エントリは、1 つの非永続処理を表します。たとえば、ユーザがロ

グインまたはログアウトしたり、サービス プロファイルなどのオブジェクトを作成、変更、削除する

と、Cisco UCS Manager はその処理のエントリを監査ログに追加します。

監査ログのエントリは、Cisco UCS Manager CLI、Cisco UCS Manager GUI、または show 
tech-support コマンドの出力で表示できます。

（注） 監査ログには、実行されたすべての処理の詳細が含まれない場合があります。たとえば、シャーシの電

源ポリシーを変更した場合、監査ログのメッセージはシャーシが変更されたことだけを示し、実行され

た処理や変更された値は示されません。

この項の内容は次のとおりです。

 • 「監査ログ エントリのプロパティ」（P.1-8）

 • 「Cisco UCS Manager GUI の監査ログ」（P.1-9）

 • 「Cisco UCS Manager CLI の監査ログ」（P.1-9）

監査ログ エントリのプロパティ

Cisco UCS Manager では、監査ログの各エントリに関する詳細な情報を提供しています。表 1-5 では、

Cisco UCS Manager CLI または Cisco UCS Manager GUI で表示できる障害のプロパティについて説明

します。

表 1-5 監査ログ エントリのプロパティ 

プロパティ名 説明

ID 監査ログ メッセージに関連付けられた固有識別情報。

Affected Object ユーザの処理によって影響を受けるコンポーネント。

Severity 監査ログ メッセージに関連付けられたユーザ処理の現在の重大度。

これは、表 1-1（P.1-2） で説明した障害に使用される重大度と同じ

です。

Trigger メッセージを発生したユーザに関連付けられているユーザの役割。
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システム イベント ログ  
Cisco UCS Manager GUI の監査ログ

監査ログを表示するには、[Faults, Events and Audit Log] の下の [Admin] タブにある [Audit Log] ノー

ドにナビゲートします。

Cisco UCS Manager CLI の監査ログ

監査ログを表示するには、次のように show audit-logs コマンドを実行します。

scope security

show audit-logs

システム イベント ログ
System Event Log（SEL; システム イベント ログ）は BMC の NVRAM にあります。SEL には、電圧

の上下、温度イベント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、サーバ関連のほとんどのイベン

トが記録されます。SEL は主にトラブルシューティングの目的で使用されます。

ヒント 各サーバの SEL を表示する方法や SEL ポリシーの設定方法などの SEL の詳細については、『Cisco 
UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』からアクセスできる Cisco UCS の設定ガイドを参照

してください。

この項の内容は次のとおりです。

 • 「SEL ファイル」（P.1-9）

 • 「SEL ポリシー」（P.1-10）

SEL ファイル

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。それ以上のイベントを記録できるように、ファイルをクリアする必要があります。

User イベントを作成したユーザの種類。次のいずれかになります。

 • admin

 • internal

 • blank
Indication 監査ログ メッセージが示す処理。次のいずれかになります。

 • creation：コンポーネントがシステムに追加された。

 • modification：既存のコンポーネントが変更された。

Description ユーザ処理の説明。

表 1-5 監査ログ エントリのプロパティ （続き）

プロパティ名 説明
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Syslog
SEL ポリシー

SEL ポリシーを使用して、リモート サーバに SEL をバックアップできます。また、オプションで、

バックアップ操作の実行後に SEL をクリアすることもできます。バックアップ操作は、特定の処理に

基づいてトリガーすることができます。または、定期的に発生させることもできます。手動で SEL を
バックアップしたり、クリアすることもできます。

Cisco UCS Manager は、SEL ポリシーの設定に従って、SEL のバックアップ ファイルを自動的に生成

します。ファイル名の形式は sel-SystemName-ChassisID-ServerID-ServerSerialNumber-Timestamp で
す。

たとえば、ファイル名は sel-UCS-A-ch01-serv01-QCI12522939-20091121160736 のようになります。

Syslog
Syslog は、主に、Cisco UCS インスタンスのトラブルシューティングや監査に使用できるシステム ログ

の収集と処理を行います。Cisco UCS Manager では、DCOS syslog メカニズムと API、およびプライマ

リ ファブリック インターコネクトの syslog 機能を使用して、syslog エントリを収集して処理します。

この項の内容は次のとおりです。

 • 「Syslog の設定」（P.1-10）

 • 「syslog の場所」（P.1-10）

 • 「syslog エントリの形式」（P.1-10）

 • 「syslog エントリのパラメータ」（P.1-11）

 • 「syslog サービス」（P.1-12）

Syslog の設定

Cisco UCS Manager は Cisco UCS インスタンスの syslog コレクタを管理および設定し、その設定を 1 
つまたは複数のファブリック インターコネクトに展開します。この設定は、DCOS または Cisco UCS 
Manager によって Cisco UCS インスタンスで生成されるすべての syslog エントリに影響します。

syslog の場所

syslog および syslog エントリを、次のうちの 1 つまたは複数の場所に配置するように、Cisco UCS 
Manager を設定できます。

 • syslog エントリをコンソールまたはモニタに表示する

 • syslog エントリをファイルに格納する

 • syslog エントリを Cisco UCS インスタンスの syslog が格納されている外部ログ コレクタに転送す

る（最大 3 つまで）

syslog エントリの形式

Cisco UCS コンポーネントによって生成される syslog エントリの形式は、次のとおりです。

Year month date hh:mm:ss hostname %facility-severity-MNEMONIC description
1-10
Cisco UCS トラブルシューティング ガイド

OL-20137-02-J



 

第 1 章     概要

Syslog
例：2007 Nov 1 14:07:58 excal-113 %MODULE-5-MOD_OK: Module 1 is online

syslog エントリのパラメータ

表 1-6 では、各 syslog エントリに含まれる情報について説明します。

表 1-6 syslog メッセージの内容

名前 説明

ファシリティ syslog エントリを生成して送信するロギング ファシリティ。この

ファシリティは大きく分類され、整数で表されます。これらの

ソースは、次の Linux の標準的なファシリティのいずれかになり

ます。

 • local0

 • local1

 • local2

 • local3

 • local4

 • local5

 • local6

 • local7

重大度 syslog エントリを生成したイベント、アラート、または問題の重

大度。重大度は次のいずれかになります。

 • Alerts

 • Critical

 • Debugging

 • Emergencies

 • Errors

 • Information

 • Notifications

 • Warnings

ホスト名 エントリの発生元となるコンポーネントに依存する syslog エント

リに含まれるホスト名。たとえば次のとおりです。

 • ファブリック インターコネクトまたは Cisco UCS Managerの
場合は、Cisco UCS インスタンスのホスト名

 • その他すべてのコンポーネントの場合は、VIP に関連付けられ

たホスト名

タイムスタンプ syslog エントリが生成された日時。

メッセージ syslog エントリを生成したイベント、アラート、または問題の説明。
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syslog サービス

次の Cisco UCS コンポーネントでは、DCOS syslog サービスを使用して、システム情報とアラートに

関する syslog エントリを生成します。

 • I/O モジュール：syslogd を実行します。すべての syslog エントリは接続しているファブリック イ
ンターコネクトに送信されます。

 • BMC：すべての syslog エントリは、クラスタ構成内のプライマリ ファブリック インターコネクト

に送信されます。

 • アダプタ：Nic-Tools/Syslog を実行します。すべての syslog エントリは、両方のファブリック イ
ンターコネクトに送信されます。

 • Cisco UCS Manager：syslog の設定に従って、独自の syslog エントリをログに記録します。
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C H A P T E R 2

有限状態マシン

この章では、Finite State Machine（FSM; 有限状態マシン）の概要と、Cisco UCS に関する問題のトラ

ブルシューティングに FSM を使用する方法について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 「FSM の概要」（P.2-1）

 • 「FSM の段階名」（P.2-2）

 • 「Cisco UCS Manager GUI の FSM」（P.2-2）

 • 「Cisco UCS Manager CLI の FSM」（P.2-3）

FSM の概要
FSM とはワークフロー モデルを表し、フロー チャートと似ています。FSM は次の内容で構成されて

います。

 • 段階（状態）の有限数

 • 段階の遷移

 • 動作

FSM での現在の段階は、過去の段階と、段階を遷移する際に実行された動作によって決まります。あ

る段階から別の段階への遷移は、動作の成功または失敗によって決まります。

Cisco UCS Manager は、Data Management Engine（DME; データ管理エンジン）で実行する FSM タ
スクを使用して、次の内容を含む UCS オブジェクト モデルのエンド ポイントを管理します。

 • 物理コンポーネント（シャーシ、I/O モジュール、サーバ）

 • 論理コンポーネント（LAN クラウド、ポリシー）

 • ワークフロー（サーバのディスカバリ、サービス プロファイルの管理、ダウンロード、アップグ

レード、バックアップ）

DME は FSM の段階と遷移を管理し、管理対象のエンド ポイントで操作を実行するように Application 
Gateway（AG; アプリケーション ゲートウェイ）に指示します。そのため、各段階は、DME、AG、

および管理対象エンド ポイント間の対話であると考えることができます。AG は、BMC、アダプタ、

I/O モジュールなどの管理対象エンド ポイントとの対話を行うときに実際の作業を行います。

すべての FSM の段階が正常に実行されると、Cisco UCS は FSM が成功したと見なします。
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FSM の段階名
ある段階で FSM にエラーやタイムアウトが発生した場合、FSM はスケジュール設定された間隔でその

段階を再試行します。その段階の再試行回数に達すると、FSM が停止し、Cisco UCS Manager は変更

が失敗したことを宣言します。FSM タスクが失敗すると、Cisco UCS Manager は障害とアラームを発

生させます。

複数の FSM タスクを 1 つのエンド ポイントに関連付けることができます。ただし、一度に実行できる 
FSM タスクは 1 つだけです。同じエンド ポイントのその他の FSM タスクはキューに配置され、前の 
FSM タスクが正常に完了するか失敗してから実行されるようにスケジュールされます。

特定のエンド ポイントの FSM の詳細を表示して、タスクが成功したかどうかを判断できます。また、

FSM を使用して任意のエラーのトラブルシューティングを行うこともできます。

FSM の段階名
FSM の段階名は、一般的には次の表記法を使用して作成されます。

FsmObjectWorkflowOperationWhere-is-it-executed

各項目の説明は次のとおりです。

 • Object は、ブレードやシャーシなどの FSM を実行しているオブジェクトを表します。

 • Workflow は、検出やアソシエーションなど、FSM が実行している全体的なタスクを表します。

 • Operation は、Pnuos-Config など、特定の段階で実行されているタスクを表します。

 • Where-is-it-executed には、一般的に「」、「A」、「B」、「Local」、「Peer」が指定されます。指定さ

れていない場合は、managingInst ノードで実行されます。

FSM の段階名には、FSM を識別するプレフィクスと、FSM 内の段階を識別するサフィックスがあり

ます。プレフィクスの表記法は FsmObjectWorkflow で、サフィックスの表記法は 
OperationWhere-is-it-executed です。たとえば、FSM 名が 
FsmComputeBladeDiscoverBmcInventory である場合は次のようになります。

 • プレフィクス：FsmComputeBladeDiscover

 • サフィックス：BmcInventory

Cisco UCS Manager GUI の FSM
Cisco UCS Manager GUI では、エンドポイントの [FSM] タブにエンド ポイントの FSM 情報が表示さ

れます。[FSM] タブを使用して、現在の FSM タスクの経過や状態を監視したり、保留中の FSM タス

クのリストを表示できます。

Cisco UCS Manager GUI の現在の FSM タスクの情報は動的に変化し、タスクの経過に合わせて変更さ

れます。現在の FSM タスクに関する次の情報を表示できます。

 • 実行中の FSM タスク

 • そのタスクの現在の状態

 • 前に完了したタスクの時刻と状態

 • タスクの処理中に返されたリモート呼び出しのエラー コード

 • 現在のタスクの経過表示

FSM をサポートするエンド ポイントの FSM タスクを表示するには、[Navigation] ペインでエンド ポ
イントにナビゲートし、[Work] ペインで [FSM] タブをクリックします。
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Cisco UCS Manager CLI の FSM     
Cisco UCS Manager CLI の FSM
Cisco UCS Manager CLI では、対象のエンド ポイントのコマンド モードを使用しているときに、エン

ド ポイントの FSM 情報を表示できます。

適切なモードで show fsm status コマンドを使用すると、エンド ポイントの現在の FSM タスクを表示

できます。CLI で表示される現在の FSM タスクの情報は、静的な情報です。経過の更新情報を確認す

るには、コマンドを再入力する必要があります。次の例では、シャーシ 1、スロット 6 にあるサーバの

現在の FSM タスクに関する情報を表示します。

UCS-A# scope server 1/6
UCS-A /chassis/server # show fsm status
Slot: 6
Server: sys/chassis-1/blade-6
    FSM 1:
        Remote Result: Not Applicable
        Remote Error Code: None
        Remote Error Description:
        Status: Discover Blade Boot Wait
        Previous Status: Discover Blade Boot Wait
        Timestamp: 2006-01-26T23:31:36
        Try: 0
        Flags: 0
        Progress (%): 33
        Current Task: Waiting for system reset on server 1/6 
(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

適切なモードで show fsm task コマンドを使用すると、FSM のキューにある保留中のタスクをすべて表

示できます。次の例では、シャーシ 1、スロット 6 にあるサーバの FSM タスク キューを表示します。

UCS-A# scope server 1/6
UCS-A /chassis/server # show fsm task

FSM Task:
    Item             ID       Completion   FSM Flags
    ---------------- -------- ------------ ---------
    Powercycle        1154858 Scheduled
    BiosRecovery      1154860 Scheduled
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Cisco UCS Manager CLI の FSM
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C H A P T E R 3

一般的なトラブルシューティングの手順と解
決策

この章では、Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）に関する問題のトラブルシューティング

を行う場合に実行可能な手順と解決策について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 「トラブルシューティングのガイドライン」（P.3-1）

 • 「Cisco UCS インスタンスに関する情報の収集」（P.3-2）

 • 「起動ローダー プロンプトからのファブリック インターコネクトの回復」（P.3-3）

トラブルシューティングのガイドライン
Cisco UCS Manager またはこれが管理するコンポーネントに関する問題のトラブルシューティングを

行う場合は、次のガイドラインに従うことを推奨します。

表 3-1 トラブルシューティングのガイドライン 

ガイドライン 説明

リリース ノートをチェックして、この問題が

既知の問題かどうかを確認する。

リリース ノートは、『Cisco UCS B-Series Servers 
Documentation Roadmap』から入手できます。

障害またはエラー メッセージのダイアログ

ボックス、コンポーネントの FSM、および

その他の関連する領域のスクリーンショット

を取得する。

これらのスクリーンショットは、問題が発生したとき

の Cisco UCS Manager の状態に関する、目に見える手

掛かりになります。コンピュータにスクリーンショッ

トを撮るソフトウェアがない場合は、オペレーティン

グ システムのマニュアルをチェックしてください。こ

のような機能が含まれている場合があります。
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Cisco UCS インスタンスに関する情報の収集
Cisco UCS インスタンスに関する情報の収集
トラブルシューティングが必要な問題、またはシスコのテクニカル サポートにサポートを依頼する必

要があるような問題が発生した場合は、影響を受ける Cisco UCS インスタンスに関して、できるだけ

多くの情報を収集する必要があります。

この項の内容は次のとおりです。

 • 「show tech-support コマンドの実行」（P.3-2）

show tech-support コマンドの実行

show tech-support コマンドは、問題のトラブルシューティングのサポートを依頼するためにシスコの

サポートに送信できる Cisco UCS インスタンスの情報を出力します。Cisco UCS Manager は show 
tech support コマンドの出力をファイルに格納します。

（注） ユーザは Cisco UCS Manager CLI で show tech-support コマンドを実行するだけです。

問題が発生する前に自分が直接実行した手順

を記録する。

画面またはキー入力を記録するソフトウェアにアクセ

スできる場合は、実行した手順を繰り返して、Cisco 
UCS Manager で発生した内容を記録します。

このようなソフトウェアを持っていない場合は、実行

した手順を繰り返して、その手順およびそれぞれの手

順の後に Cisco UCS Manager で発生した内容を詳し

くメモします。

show tech-support コマンドを実行する。 Cisco UCS インスタンスの現在の状態に関する情報

は、シスコ サポートにとって非常に役立ちます。そ

のため、問題の原因を識別するために必要な情報を頻

繁に提供します。

表 3-1 トラブルシューティングのガイドライン （続き）

ガイドライン 説明

コマンドまたは処理 目的

ステップ 1 Fabric-A# connect local-mgmt {a | b} ローカル管理モードを開始します。

ステップ 2 Fabric-A(local-mgmt) #show tech-support 
{chassis <chassis-id> {all | bmc <slot> [adapter 
<adapter-id>] | iom <iom-id>} | ucsm} 
[<verbosity>] 

例：

Fabric-A(local-mgmt)#show tech-support 
chassis 1 all detail

選択したオブジェクトに関する情報をファイルに

出力します。このファイルをシスコのサポートに

送信できます。
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起動ローダー プロンプトからのファブリック インターコネクトの回復  
起動ローダー プロンプトからのファブリック インターコネ
クトの回復

問題

ファブリック インターコネクトの起動に失敗した。

考えられる原因

この問題は、次のいずれかの問題によって発生している可能性があり、起動ローダー プロンプトを使

用してファブリック インターコネクトを回復させる必要があります。

 • キックスタート イメージが破損しているか、その他の理由で機能していない

 • ブートフラッシュ メモリのファイル システムが破損している

推奨処置

この問題が発生した場合は、次の処理を実行します。

開始する前に

1. ファブリック インターコネクトで、次の物理的な接続を確認します。

 – 最初のファブリック インターコネクトのコンソール ポートが、コンピュータ ターミナルまた

はコンソール サーバに物理的に接続されている

 – 管理イーサネット ポート（mgmt0）が外部のハブ、スイッチ、またはルータに接続されている

 – クラスタ構成の場合は、両方のファブリック インターコネクトの L1 ポートが相互に直接接続

され、両方のファブリック インターコネクトの L2 ポートが相互に直接接続されている

2. コンソール ポートに接続されたコンピュータ ターミナル（またはコンソール サーバ）のコンソー

ル ポート パラメータが次のようになっていることを確認します。

 – 9600 ボー

 – 8 データ ビット

 – パリティなし

 – 1 ストップ ビット

ステップ 3 Fabric-A #copy workspace:techsupport {scp | 
ftp}: 

Enter the source filename: 
<workspace/filename.tar>

Enter hostname for the scp server: <IP_address>

Enter username: <user_name>

password: <password>

SCP または FTP を使用して、出力ファイルを外

部の場所にコピーします。

SCP および FTP コマンドにはコピー先の場所の

絶対パスが必要です。home ディレクトリのパス

には、「~」などの特殊記号を含めることはできま

せん。

コマンドまたは処理 目的
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起動ローダー プロンプトからのファブリック インターコネクトの回復
3. 次のファームウェア イメージを確認してダウンロードし、それを TFTP サーバに配置します。

 – キックスタート

 – システム

 – Cisco UCS Manager

手順

コマンドまたは処理 目的と情報

ステップ 1 コンソール ポートに接続します。

ステップ 2 次のように、ファブリック インターコネクトの

電源を再投入します。

1. ファブリック インターコネクトの電源をオ

フにします。

2. ファブリック インターコネクトの電源をオ

ンにします。

ファブリック インターコネクトが起動するとき

に、電源投入時自己診断テストのメッセージが表

示されます。

ステップ 3 コンソールで次のいずれかのキーの組み合わせ

を押して、起動時にローダー プロンプトを表示

させます。

 • Ctrl+l

 • Ctrl+Shift+r

ローダー プロンプトを画面に表示するには、選択

したキーの組み合わせを複数回押さなければなら

ない場合があります。

ステップ 4 loader > set ip ip_addr netmask ファブリック インターコネクトの IP アドレスと

ネットマスクを設定します。

ステップ 5 loader > set gw gateway ファブリック インターコネクトのゲートウェイを

設定します。

ステップ 6 loader > boot tftp://tftp_server_ip/ 
path_relative_to_tftp_root/kickstart_filename

ファブリック インターコネクトに使用するキック

スタート イメージを指定すると、キックスタート 
プロンプトが表示されます。

ステップ 7 switch(boot)# init system ファブリック インターコネクトを初期化して、

ブートフラッシュにパーティションを作成しま

す。

ステップ 8 switch(boot)# config t コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 9 switch(config)# int mgmt 0 管理 0 インターフェイス モードを開始します。

ステップ 10 switch(config)# ip address ip_address netmask ファブリック インターコネクトの IP アドレスと

ネットマスクを設定します。

ステップ 11 switch(config)# no shut シャットダウンしないようにして、管理上はイン

ターフェイスを起動します。

ステップ 12 switch(config)# ip default-gateway gateway ファブリック インターコネクトのデフォルト 
ゲートウェイを設定します。

ステップ 13 switch(config)# end ファブリック インターコネクトの IP アドレスの

設定を完了します。

ステップ 14 switch(boot)# copy scp: bootflash: ブートフラッシュの管理イメージをコピーする処

理を開始します。Cisco UCS によって一連の質問

が表示され、回答するためのプロンプトが表示さ

れます。
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起動ローダー プロンプトからのファブリック インターコネクトの回復  
ステップ 15 switch(boot)# copy 
bootflash:management_image

例：

switch(boot)# copy bootflash: 
ucs-manager-k9.1.1.0.279.bin

ブートフラッシュの管理イメージをコピーし、そ

れが Cisco UCS Manager に準拠していることを

確認します。

ステップ 16 switch(boot)# load bootflash:system_image

例：

switch(boot)# load bootflash: 
ucs-6100-k9-system.4.1.3.N2.1.0.211.bin

ブートフラッシュからシステム イメージをロード

します。

コマンドまたは処理 目的と情報
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起動ローダー プロンプトからのファブリック インターコネクトの回復
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Cisco UCS の障害のトラブルシューティング

この章では、診断や環境の障害を含む Cisco UCS の一部の障害のトラブルシューティングを行う方法

について説明します。ここでは、Cisco UCS の障害のすべてをリストしているわけではありません。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 「アダプタの障害」（P.4-1）

 • 「シャーシの障害」（P.4-4）

 • 「ファブリック インターコネクトの障害」（P.4-6）

 • 「I/O モジュールの障害」（P.4-12）

 • 「ネットワークの障害」（P.4-15）

 • 「PSU の障害」（P.4-16）

 • 「サーバの障害」（P.4-17）

 • 「サービス プロファイルの障害」（P.4-21）

アダプタの障害
ここでは、次の障害について説明します。

 • 「アダプタ <ID> が到達不能」（P.4-1）

 • 「アダプタ <ID> のリンクがダウンしている」（P.4-3）

アダプタ <ID> が到達不能

障害の詳細 説明

障害コード F0206

ルール名 adaptor-unit-adaptor-reachability
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アダプタの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サーバの POST の結果をチェックします。

Cisco UCS Manager GUI では、サーバの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco 
UCS Manager CLI では、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にア

クセスできます。

ステップ 3 Cisco UCS Manager で、サーバの電源の状態をチェックします。

ステップ 4 物理サーバの電源の状態が同じであることを確認します。

ステップ 5 サーバがオフの場合は、サーバをオンにします。

ステップ 6 サーバがオンでも障害が解決しない場合は、次の処理を実行します。

a. シャーシからサーバを取り外します。

b. サーバを開き、アダプタを装着し直します。

c. サーバを元のシャーシに取り付けます。

d. サーバを再検出します。

ステップ 7 前述の解決策のいずれも障害を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 8 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

障害のメッセージ Adapter 
$[ancestor:compute:Blade:chassisId]$/$[ancestor:compute:Blade:s
lotId]$/$id$ is unreachable

各項目の説明は次のとおりです。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

 • id は、サーバのアダプタの ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント アダプタ /Cisco UCS Manager
障害の原因 Cisco UCS Manager がアダプタにアクセスできません。この障害

は、サーバのディスカバリに失敗した場合に発生する可能性があ

ります。

通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

 • サーバに十分な電力が供給されていない。

 • I/O モジュールが機能していない。

 • アダプタのファームウェアが失敗した。

 • アダプタが機能していない。

障害の詳細 説明
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アダプタの障害
テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

アダプタ <ID> のリンクがダウンしている

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 関連するポートがディセーブルの場合は、そのポートをイネーブルにします。

ステップ 3 障害が発生したリンクを持つアダプタをサーバに再認識させます。

ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

障害の詳細 説明

障害コード F0207

ルール名 adaptor-host-if-link-down

障害のメッセージ Adapter $transport$ host interface 
$[ancestor:compute:Blade:chassisId]$/$[ancestor:compute:Blade:s
lotId]$/$[ancestor:adaptor:Unit:id]$/$id$ link state: $linkState$

各項目の説明は次のとおりです。

 • transport は、イーサネットまたはファイバ チャネルのいずれ

かを表します。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

 • id は、サーバのアダプタの ID を表します。

 • linkState は、障害が発生したリンクの現在の状態を表します。

トリガーとなるコンポーネント Cisco UCS Manager

障害の原因 通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

 • ファブリック インターコネクトがエンドホスト モードであり、

すべてのアップリンク ポートに障害が発生している。

 • アダプタが固定されているサーバ ポートに障害が発生している。

 • 一時的なエラーによりリンクに障害が発生している。
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シャーシの障害
ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

シャーシの障害
ここでは、次の障害について説明します。

 • 「シャーシが操作不能」（P.4-4）

 • 「シャーシの電源の問題」（P.4-5）

シャーシが操作不能

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 Cisco UCS Manager で、障害が発生したシャーシを認識します。

ステップ 3 シャーシの電源コードを物理的に外してから再度差し込みます。

ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

障害の詳細 説明

障害コード F0456

ルール名 equipment-inoperable

障害のメッセージ chassis[Id] is inoperable

chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント シャーシ

障害の原因 この障害は、Cisco UCS Manager がシャーシと通信できない場合

に発生します。クラスタ構成の場合、この障害はファブリック イ
ンターコネクトもシャーシと通信できないことを意味します。

多くの場合、この障害はシャーシの FRU が無効であるために発生

します。
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シャーシの障害
ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

シャーシの電源の問題

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager で、シャーシのすべての PSU が機能していることを確認します。

ステップ 2 すべての PSU がシャーシ内に適切に装着され、電源がオンになっていることを確認します。

ステップ 3 シャーシの電源コードを物理的に外してから再度差し込みます。

ステップ 4 すべての PSU が最大容量で動作している場合は、シャーシに PSU を追加するか、Cisco UCS Manager 
で電源ポリシーを再定義します。

ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 6 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

障害の詳細 説明

障害コード F0408

ルール名 power-problem

障害のメッセージ Chassis chassis[Id] oper state: power-problem

各項目の説明は次のとおりです。

 • chassisId は、問題があるシャーシの ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント シャーシ

障害の原因 この障害は、電源ポリシーに定義された最小電力要件をシャーシ

が満たしていない場合や、1 つまたは複数の電源装置に問題がある

場合に発生します。

電源ポリシーに定義された方法によっては、シャーシ内の一部の

ブレードが電力を取得できない場合があります。
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ファブリック インターコネクトの障害
テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

ファブリック インターコネクトの障害
ここでは、次の障害について説明します。

 • 「ファブリック インターコネクトが操作不能」（P.4-6）

 • 「ファブリック インターコネクトの 1 つの管理リンクが操作不能」（P.4-7）

 • 「ファブリック インターコネクトの両方の管理リンクが操作不能」（P.4-8）

 • 「ファブリック インターコネクトのマネジメント サービスの障害」（P.4-9）

 • 「ファブリック インターコネクトのマネジメント サービスが応答しない」（P.4-9）

 • 「ファブリック インターコネクトのプライマリの衝突」（P.4-10）

 • 「ファブリック インターコネクトのバージョンに互換性がない」（P.4-11）

ファブリック インターコネクトが操作不能

障害の詳細 説明

障害コード F0291

ルール名 equipment-inoperable

障害のメッセージ Fabric Interconnect Id is inoperable

Id は、操作不能なファブリック インターコネクトの ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント ファブリック インターコネクト

障害の原因 この障害は、Cisco UCS Manager がファブリック インターコネク

トと通信できない場合に発生します。1 つのファブリック イン

ターコネクトを持つスタンドアロン システムでは、この障害は、

システム内のどのサーバもネットワークに接続できないことを意

味します。

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 システムでは、この障害は、2 番目のファブリック インター

コネクトがすべてのネットワーク通信タスクを引き継ぐことを意

味します。
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ファブリック インターコネクトの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 ハイ アベイラビリティ システムでは、両方のファブリック インターコネクトが同じバージョンの

ファームウェアを実行していることを確認します。

ステップ 2 ファブリック インターコネクトをリブートします。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

ファブリック インターコネクトの 1 つの管理リンクが操作不能

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 ファブリック インターコネクト間のケーブルが正しく接続されていることを確認します。

ステップ 2 ファブリック インターコネクトをリブートします。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

障害の詳細 説明

障害コード F0294

ルール名 network

障害のメッセージ Fabric Interconnect Id, HA Cluster interconnect total link failure

Id は、プライマリ ファブリック インターコネクトの ID を表しま

す。

トリガーとなるコンポーネント ファブリック インターコネクト

障害の原因 この障害は、ハイ アベイラビリティ システムのファブリック イン

ターコネクト間で、管理リンクの 1 つが正常に機能していない場

合に発生します。

2 番目の管理リンクが引き続き動作している間は、システムが正常

に機能し続ける場合があります。ただし、2 番目の管理リンクに問

題が発生した場合は、できるだけ早くこの問題を修正する必要が

あります。
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ファブリック インターコネクトの障害
ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

ファブリック インターコネクトの両方の管理リンクが操作不能

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 ファブリック インターコネクト間のケーブルが正しく接続されていることを確認します。

ステップ 2 ファブリック インターコネクトをリブートします。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

障害の詳細 説明

障害コード F0294

ルール名 network

障害のメッセージ Fabric Interconnect Id, HA Cluster interconnect total link failure

Id は、プライマリ ファブリック インターコネクトの ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント ファブリック インターコネクト

障害の原因 この障害は、ハイ アベイラビリティ システムのファブリック イン

ターコネクト間で、両方の管理リンクが正常に機能していない場

合に発生します。

この障害は、Cisco UCS Manager からの更新がデータベースに書

き込まれず、システムがリブートされるときに更新が失われるこ

とを意味しています。プライマリ ファブリック インターコネクト

は、引き続きすべてのネットワーク接続タスクを実行します。
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ファブリック インターコネクトの障害 
ファブリック インターコネクトのマネジメント サービスの障害

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 15 分待機して、サービスが自動的に再起動され、障害が自動的にクリアされているかどうかを確認し

ます。

ステップ 2 セカンダリ ファブリック インターコネクトをリブートします。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

ファブリック インターコネクトのマネジメント サービスが応答しない

障害の詳細 説明

障害コード F0451

ルール名 management-services-failure

障害のメッセージ Fabric Interconnect Id, management services have failed

Id は、影響を受けるファブリック インターコネクトの ID を表しま

す。

トリガーとなるコンポーネント ファブリック インターコネクト

障害の原因 この障害は、Cisco UCS Manager をいずれかのファブリック イン

ターコネクトで実行できない場合に発生します。

スタンドアロン システムでは、この障害は管理機能が使用できな

いことを意味します。ハイ アベイラビリティ システムでは、すべ

てのファブリック インターコネクトの機能が他のファブリック イ
ンターコネクトにフェール オーバーされます。

障害の詳細 説明

障害コード F0452

ルール名 management-services-unresponsive
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ファブリック インターコネクトの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 15 分待機して、サービスが自動的に通常の動作を再開し、障害が自動的にクリアされたかどうかを確

認します。

ステップ 2 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 3 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

ファブリック インターコネクトのプライマリの衝突

障害のメッセージ Fabric Interconnect Id, management services are unresponsive

Id は、影響を受けるファブリック インターコネクトの ID を表しま

す。

トリガーとなるコンポーネント ファブリック インターコネクト

障害の原因 この障害は、ファブリック インターコネクトの 1 つで Cisco UCS 
Manager サービスが応答しない場合に発生します。

システムは通常どおりに機能しますが、この障害が引き続き表示

される場合は、シスコのテクニカル サポートに連絡する必要があ

ります。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0428

ルール名 election-failure

障害のメッセージ Fabric Interconnect Id, election of primary management instance 
has failed

Id は、Cisco UCS Manager でプライマリとして指定されたファブ

リック インターコネクトの ID です。
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ファブリック インターコネクトの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 セカンダリ ファブリック インターコネクトで、構成データベースを消去します。

ステップ 2 セカンダリ ファブリック インターコネクトをリブートし、プライマリ ファブリック インターコネクト

と同じバージョンのファームウェアを使用していることを確認します。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

ファブリック インターコネクトのバージョンに互換性がない

トリガーとなるコンポーネント ファブリック インターコネクト

障害の原因 この障害は、ファブリック インターコネクトで構成データベース

が同期されず、Cisco UCS Manager がどのファブリック インター

コネクトをプライマリと見なし、どのファブリック コネクトをセ

カンダリと見なすかを判断できない場合に発生します。

ファブリック インターコネクトは引き続きネットワークに接続さ

れますが、衝突が解消されるまで管理機能は使用できません。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0430

ルール名 version-incompatible

障害のメッセージ Fabric Interconnect Id, management services, incompatible versions

Id は、プライマリ ファブリック インターコネクトの ID を表します。
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I/O モジュールの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 両方のファブリック インターコネクトでファームウェアのバージョンが同じであることを確認します。

ステップ 2 バージョンを変更する必要がある方のファブリック インターコネクトをリブートします。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

I/O モジュールの障害
ここでは、次の障害について説明します。

 • 「I/O モジュールにアクセスできない」（P.4-12）

 • 「I/O モジュールの POST の障害」（P.4-14）

I/O モジュールにアクセスできない

トリガーとなるコンポーネント ファブリック インターコネクト

障害の原因 この障害は、ファブリック インターコネクトが Cisco UCS 
Manager の異なるバージョンのファームウェアを実行している場

合に発生します。

この障害は、プライマリ ファブリック インターコネクトが引き続

きすべてのネットワーク接続タスクを実行しますが、ファブリッ

ク インターコネクトに障害が発生した場合に、システムがセカン

ダリ ファブリック インターコネクトにフェール オーバーされない

ことを意味します。それどころか、プライマリ ファブリック イン

ターコネクトに問題が発生すると、システム全体がネットワーク

に接続できなくなります。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0478

ルール名 equipment-inaccessible
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I/O モジュールの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 すべての IOM リンクが物理的に接続されていることを確認します。

ステップ 3 Cisco UCS Manager で、IOM に接続されているサーバ ポートがイネーブルであることを確認します。

ステップ 4 IOM の POST の結果をチェックします。

Cisco UCS Manager GUI では、IOM の [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco 
UCS Manager CLI では、IOM のスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアク

セスできます。

ステップ 5 IOM をリブートします。

ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 7 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

障害のメッセージ side IOM chassis[Id]/[Id] (switchId) inaccessible

各項目の説明は次のとおりです。

 • side は、アクセスできない IOM を表します。

 • chassisId は、IOM が配置されているシャーシの ID を表します。

 • Id は、アクセスできない IOM の ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント Cisco UCS Manager

障害の原因 この障害は、Cisco UCS Manager が IOM と通信できない場合に発

生します。

クラスタ構成では、シャーシはシステム内の他の IOM にフェール 
オーバーします。スタンドアロン構成の場合、その IOM に関連付

けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。

これによりネットワーク接続が失われ、IOM からのデータ トラ

フィックが中断されるため、重大な障害となります。

障害の詳細 説明
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I/O モジュールの障害
I/O モジュールの POST の障害

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 IOM の POST の結果をチェックします。

Cisco UCS Manager GUI では、IOM の [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco 
UCS Manager CLI では、IOM のスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にアク

セスできます。

ステップ 3 IOM をリブートします。

ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

障害の詳細 説明

障害コード F0481

ルール名 equipment-problem

障害のメッセージ side IOM chassis[Id]/[Id] (switchId) POST failure

各項目の説明は次のとおりです。

 • side は、アクセスできない IOM を表します。

 • chassisId は、IOM が配置されているシャーシの ID を表します。

 • Id は、アクセスできない IOM の ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント IOM

障害の原因 この障害は、Power On Self Test（POST; 電源投入時自己診断テス

ト）の実行中に IOM にエラーが発生した場合に発生します。

この障害の影響は、POST の実行中にどのエラーが発生したかに

よって異なります。
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ネットワークの障害
ネットワークの障害
ここでは、次の障害について説明します。

 • 「アップリンクがダウンしている」（P.4-15）

アップリンクがダウンしている

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 障害の発生したアップリンク ポートを再度イネーブルにします。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

障害の詳細 説明

障害コード F0283

ルール名 dcx-fc-down

障害のメッセージ $transport$ VIF $[ancestor:fabric:Locale:chassisId]$ / 
$[ancestor:compute:Blade:slotId]$ $switchId$-$id$ down, reason: 
$stateQual$

各項目の説明は次のとおりです。

 • transport は、イーサネットまたはファイバ チャネルのいずれ

かを表します。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

 • switchId は、アップリンク ポートが配置されているファブ

リック インターコネクトの ID を表します。

 • id は、障害が発生しているアップリンク ポートの ID を表しま

す。

 • stateQual は、アップリンク ポートの障害の理由を表します。

トリガーとなるコンポーネント Cisco UCS Manager

障害の原因 この障害は、Cisco UCS がアップリンク ポートからのデータを送

受信できない場合に発生します。
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PSU の障害
テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報 

PSU の障害
ここでは、次の障害について説明します。

 • 「PSU の障害」（P.4-16）

 • 「サーバにアクセスできない」（P.4-17）

 • 「サーバのマザーボードの電源の問題」（P.4-18）

 • 「サーバの電源の問題」（P.4-19）

 • 「サーバの温度の問題」（P.4-20）

 • 「割り当てられていないサーバにアクセスできない」（P.4-20）

PSU の障害

障害の詳細 説明

障害コード F0369

ルール名 power-problem

障害のメッセージ Power Supply PowerSupplyId in chassis chassisId|fabric 
interconnect fabric-interconnectId power degraded or in error

各項目の説明は次のとおりです。

 • PowerSupplyId は、障害が発生した電源装置の ID を表します。

 • PSU がシャーシ内にある場合、chassisId は PSU が配置されて

いるシャーシの ID を表します。

 • PSU がファブリック インターコネクト内にある場合、

fabric-interconnectId は PSU が配置されているファブリック 
インターコネクトの ID を表します。

トリガーとなるコンポーネント PSU

障害の原因 この障害は、シャーシまたはファブリック インターコネクトの電

源モジュールに問題があることを Cisco UCS Manager が検出した

場合に発生します。

PSU は機能していません。
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サーバの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。

ステップ 2 電源が 220 V であることを確認します。

ステップ 3 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に設置されていることを確認します。

ステップ 4 PSU を取り外して再度設置します。

ステップ 5 PSU を交換します。

ステップ 6 前述の処理によって問題を解決できない場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 7 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • PSU の種類

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サーバの障害

サーバにアクセスできない

障害の詳細 説明

障害コード F0322

ルール名 equipment-inaccessible

障害のメッセージ chassis[Id] / blade-slot[Id] inaccessible

各項目の説明は次のとおりです。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 この障害は、Cisco UCS Manager がサーバと通信できない場合に

発生します。クラスタ構成の場合、この障害はファブリック イン

ターコネクトもサーバと通信できないことを意味します。

管理パスがダウンしているだけであるため、これはマイナーな障

害です。データ パスは引き続き機能します。
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サーバの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 Cisco UCS Manager で、障害が発生したサーバを認識します。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サーバのマザーボードの電源の問題

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI でサーバを選択し、[Power] タブにナビゲートします。

ステップ 2 サーバがシャーシ内に正しく設置されていること、およびすべてのケーブルが固定されていることを確

認します。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

障害の詳細 説明

障害コード F0310

ルール名 thermal-problem

障害のメッセージ Motherboard of server chassis[Id] / blade-slot[Id] power is in error

各項目の説明は次のとおりです。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

トリガーとなるコンポーネント サーバのマザーボード

障害の原因 この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生

します。
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サーバの障害
ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サーバの電源の問題

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI でサーバを選択し、[Power] タブにナビゲートします。

ステップ 2 サーバがシャーシ内に正しく設置されていること、およびすべてのケーブルが固定されていることを確

認します。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

障害の詳細 説明

障害コード F0311

ルール名 power-problem

障害のメッセージ Server chassis[Id] / blade-slot[Id] oper state: power-problem

各項目の説明は次のとおりです。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生

します。
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サーバの障害
サーバの温度の問題

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI でサーバを選択し、[Fans] タブにナビゲートします。

ステップ 2 サーバのファンが正しく動作していることを確認します。

ステップ 3 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。

ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

割り当てられていないサーバにアクセスできない

障害の詳細 説明

障害コード F0312

ルール名 thermal-problem

障害のメッセージ Server chassis[Id] / blade-slot[Id] oper state: thermal-problem

各項目の説明は次のとおりです。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 この障害は、サーバの温度センサーが問題を検出した場合に発生

します。

障害の詳細 説明

障害コード F0321

ルール名 equipment-inaccessible
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サービス プロファイルの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 Cisco UCS Manager で、障害が発生したサーバを認識します。

ステップ 3 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サービス プロファイルの障害
ここでは、次の障害について説明します。

 • 「サービス プロファイルのアソシエーションの問題に対する推奨される解決策」（P.4-22）

 • 「サービス プロファイル <Name> が失敗した」（P.4-23）

 • 「サービス プロファイル <Name> の設定に失敗した」（P.4-24）

障害のメッセージ chassis[Id] / blade-slot[Id] (no profile) inaccessible

各項目の説明は次のとおりです。

 • chassisId は、サーバが配置されているシャーシの ID を表しま

す。

 • slotId は、サーバが配置されているシャーシのスロットの ID 
を表します。

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 この障害は、Cisco UCS Manager がサービス プロファイルに関連

付けられていないサーバと通信できない場合に発生します。クラ

スタ構成の場合、この障害はファブリック インターコネクトも

サーバと通信できないことを意味します。その結果、Cisco UCS 
Manager はこのサーバをサービス プロファイルと関連付けること

ができません。

これは、管理パスがダウンしており、サーバがまだサービス プロ

ファイルと関連付けられていないだけであるため、警告レベルの

障害です。

障害の詳細 説明
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サービス プロファイルの障害
 • 「サービス プロファイル <Name> の検出に失敗した」（P.4-26）

 • 「サービス プロファイル <Name> の設定が <Qualifier> のために失敗した」（P.4-27）

 • 「サービス プロファイル <Name> の基礎となるリソースが削除された」（P.4-29）

 • 「サービス プロファイル <Name> にアクセスできない」（P.4-30）

 • 「サーバ <ID> のサービス プロファイルのアソシエーションが失敗した」（P.4-31）

 • 「サービス プロファイル <Name> が関連付けられていない」（P.4-32）

 • 「サーバ <ID> は <Qualifier> のためにサービス プロファイル <Name> を満たしていない」（P.4-33）

 • 「[FSM] タブに検出が失敗したと表示される」（P.4-35）

 • 「[FSM] タブにアソシエーションが失敗したと表示される」（P.4-36）

 • 「[FSM] タブにサーバ コンポーネントのエラーのためにディスカバリが失敗したと表示される」

（P.4-36）

 • 「[FSM] タブにサーバ コンポーネントのエラーのためにアソシエーションが失敗したと表示され

る」（P.4-37）

サービス プロファイルのアソシエーションの問題に対する推奨される解決策

表 4-1 に、サービス プロファイルのトラブルシューティングを行う際に役立つガイドラインと推奨さ

れる解決策のリストを示します。サービス プロファイルをサーバに関連付けようとした際に障害が発

生した場合は、次のガイドラインに従うことを推奨します。次のガイドラインは、「トラブルシュー

ティングのガイドライン」（P.3-1）で説明したガイドラインに追加されるものです。

表 4-1 サービス プロファイルのアソシエーション

ガイドライン 説明

サーバの FSM を監視する。 FSM はタスクの状態を表します。Cisco UCS Manager 
GUI で FSM を監視している場合は、FSM の開始から

終了までを表示できます。Cisco UCS Manager CLI で 
FSM を監視している場合は、コマンドを再実行して 
FSM の状態を更新する必要があります。

サーバのデフォルトのサービス プロファイル

を作成し、そのデフォルトのサービス プロ

ファイルを関連付ける。

デフォルトのサービス プロファイルを使用すると、

その問題の原因がサーバであるのか、またはサービス 
プロファイルであるのかを判断することができます。

デフォルトのサービス プロファイルが問題なく関連

付けられた場合は、サービス プロファイル内の設定

に焦点を絞り、設定が正しいことと、サーバのハード

ウェアと一致していることを確認します。

サーバのスロットを解放して再認識させる。 サーバまたはサーバのコンポーネントに障害が発生し

ている場合、または不正な状態になっている場合は、

サーバ スロットの解放と再認識を行うと、サーバの

全体的なディスカバリを実行するように要求され、こ

の問題を解決できます。

ローカル ディスクを取り外して取り付け直した場合、

または最近取り付けた場合、サーバのスロットの解放

と再認識を行うと、サーバとローカル ディスクを再

検出するように Cisco UCS Manager に要求されます。
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サービス プロファイルの障害
サービス プロファイル <Name> が失敗した

サービス プロファイル内の資格をサーバ 
ハードウェアと比較する。

サーバがサービス プロファイルの 1 つまたは複数の

資格と一致しない場合は、資格が一致する別のサーバ

またはサーバ プールにサービス プロファイルを関連

付けます。

たとえば、vHBA の設定を含むサービス プロファイ

ルを、イーサネット カードのみを持つサーバに関連

付けることはできません。

サービス プロファイルのローカル ディスク

の設定ポリシーを、サーバのハードウェアと

比較する。

サービス プロファイルのローカル ディスクの設定ポ

リシーで選択したモードがサーバのハードウェアの設

定と一致しない場合、アソシエーションが失敗する場

合があります。たとえば、ローカル ディスクの設定

ポリシーでローカル ディスクを指定していないサー

ビス プロファイルを、ローカル ディスクを持つサー

バに関連付けることはできません。

また、特定の状況下で、アソシエーションの後にサー

バのハードウェア構成が変更され、サーバとローカル 
ディスクの設定ポリシーが一致しなくなった場合に、

問題が発生する可能性があります。たとえば、ディス

クを取り外したときにサーバの RAID を変更し、その

サーバとサービス プロファイルに指定されたローカ

ル ディスクのモードが一致しなくなった場合、サー

バのオペレーティング システムのブートが失敗する

場合があります。

サーバ プロファイルの UUID、MAC アドレ

ス、WWNN、および WWPN を確認する。

これらのいずれかの形式またはコンテンツが無効であ

る場合、そのサービス プロファイルとサーバを関連

付けることはできません。たとえば、WWN が特定の

オクテットのみをサポートしていると、無効なオク

テットを持つサービス プロファイルはアソシエー

ションで失敗します。

各ポリシーとサービス プロファイルのその他

のコンポーネントを確認し、ポリシーまたは

コンポーネントが原因で問題が発生していな

いかどうかを判断する。

サービス プロファイルの 1 つのコンポーネントだけ

が正しく設定されていなくても、サービス プロファ

イル全体が関連付けに失敗する可能性があります。

障害の詳細 説明

障害コード F0324

ルール名 ls-server-failed

障害のメッセージ Service profile $name$ failed

name は、サービス プロファイルの名前を表します。

表 4-1 サービス プロファイルのアソシエーション （続き）

ガイドライン 説明
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サービス プロファイルの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サーバの POST の結果をチェックします。

Cisco UCS Manager GUI では、サーバの [General] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco 
UCS Manager CLI では、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用すると POST の結果にア

クセスできます。

ステップ 3 show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サービス プロファイル <Name> の設定に失敗した

トリガーとなるコンポーネント サービス プロファイルに関連付けられたサーバ

障害の原因 サーバに障害が発生しました。

一般的にこの障害は、アダプタの電源投入時自己診断テストで重

大かつ深刻なエラーが発生した場合に発生します。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0327

これは後続の障害と同じ番号である必要はありますか。

ルール名 ls-server-config-failure
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サービス プロファイルの障害 
障害のメッセージ Service profile $name$ configuration failed due to 
$configQualifier$

各項目の説明は次のとおりです。

 • name は、サービス プロファイルの名前を表します。

 • configQualifier は、次のようなサーバの設定と一致しない場

合の修飾子を表します。

 – vNIC、vHBA、VIf が不足している

 – MAC アドレスが無効である、または MAC プールに使用

可能な MAC アドレスがない

 – WWNN または WWPN アドレスが無効であるか、WWN 
プールに使用可能な WWNN または WWPN がない

 – UUID が無効である、または UUID サフィックス プール

に使用可能な UUID がない

 – vHBA またはブート順に設定されたブート ターゲットが

無効である

 – システムによってサーバが検出されない

 – サーバのアダプタがサービス プロファイルの要件を満た

していない

 – サーバのハードウェアがローカル ディスクの設定ポリ

シーと一致しない

 – サーバのハードウェアが、メモリやプロセッサのキャパシ

ティなどのサーバ プール ポリシーの資格の 1 つまたは複

数の資格と一致しない

トリガーとなるコンポーネント サービス プロファイル

障害の原因 指定された設定の修飾子を使用できません。

通常、この障害は、指定された修飾子と一致するリソースが不足

しているために、Cisco UCS Manager が正常にサービス プロファ

イルを展開できないために発生します。たとえば、次のような場

合にこの障害が発生する可能性があります。

 • サービス プロファイルが vHBA を持つサーバのアダプタ用に

設定されているが、サーバのアダプタは vHBA をサポートし

ていない。

 • サービス プロファイルのローカル ディスクの設定ポリシーに

は No Local Storage モードが指定されているが、サーバには

ローカル ディスクが含まれている。

 • ファブリック インターコネクトを 1 つだけ持っている Cisco 
UCS インスタンスで、セカンダリ（B）のファブリック イン

ターコネクト用に設定された vNIC または vHBA がサービス 
プロファイルに含まれている。

 • サービス プロファイルに関連付けようとしているサーバが検

出中のままで、アダプタの種類が不明のままである。

障害の詳細 説明
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サービス プロファイルの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サーバの状態をチェックし、サーバが検出済みまたは関連付けられていない状態であることを確認しま

す。

ステップ 3 サーバが関連付けられている、または未検出である場合は、次のいずれかを実行します。

 • サーバを検出する。

 • 現在のサービス プロファイルからサーバの関連付けを解除する。

 • 別のサーバを選択してサービス プロファイルに関連付ける。

ステップ 4 サービス プロファイルの各ポリシーを確認し、選択したサーバがポリシーの要件を満たしていること

を確認します。

ステップ 5 サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。

 • サーバに合わせてサービス プロファイルを修正する。

 • 要件を満たす別のサーバを選択して、サービス プロファイルに関連付ける。

ステップ 6 サーバがサービス プロファイルの要件を満たすことを確認できた場合は、show tech-support コマン

ドを実行します。

ステップ 7 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サービス プロファイル <Name> の検出に失敗した

障害の詳細 説明

障害コード F0326

ルール名 ls-server-discovery-failed

障害のメッセージ Service profile $name$ discovery failed

name は、サービス プロファイルの名前を表します。
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サービス プロファイルの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 [FSM] タブをチェックして、サーバの現在の状態と FSM の動作を表示します。

ステップ 3 エラーの説明をチェックして、サーバ コンポーネントがエラーを示していないかを確認します。

ステップ 4 サーバまたはサーバ コンポーネントに障害が発生している場合は、次の処理を実行します。

a. サーバの動作状態をチェックします。

b. サーバが操作不能である場合は、サーバを再認識します。

ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 6 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サービス プロファイル <Name> の設定が <Qualifier> のために失敗した

トリガーとなるコンポーネント サービス プロファイルに関連付けられたサーバ

障害の原因 サーバがサービス プロファイルに関連付けられたときに発生する

シャロー ディスカバリが失敗しました。

サーバがアップしておりデータ パスが機能している場合、この障

害は、一般的に次のいずれかの問題の結果として発生します。

 • Cisco UCS Manager がサーバの BMC と通信できない。

 • サーバがファブリック インターコネクトと通信できない。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0327

ルール名 ls-server-config-failure
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サービス プロファイルの障害
障害のメッセージ Service profile $name$ configuration failed due to 
$configQualifier$

各項目の説明は次のとおりです。

 • name は、サービス プロファイルの名前を表します。

 • configQualifier は、次のようなサーバの設定と一致しない場

合の修飾子を表します。

 – vNIC、vHBA、VIf が不足している

 – MAC アドレスが無効である、または MAC プールに使用

可能な MAC アドレスがない

 – WWNN または WWPN アドレスが無効であるか、WWN 
プールに使用可能な WWNN または WWPN がない

 – UUID が無効である、または UUID サフィックス プール

に使用可能な UUID がない

 – vHBA またはブート順に設定されたブート ターゲットが

無効である

 – システムによってサーバが検出されない

 – サーバのアダプタがサービス プロファイルの要件を満た

していない

 – サーバのハードウェアがローカル ディスクの設定ポリ

シーと一致しない

 – サーバのハードウェアが、メモリやプロセッサのキャパシ

ティなどのサーバ プール ポリシーの資格の 1 つまたは複

数の資格と一致しない

トリガーとなるコンポーネント サービス プロファイル

障害の原因 指定された設定の修飾子を使用できません。

通常、この障害は、指定された修飾子と一致するリソースが不足

しているために、Cisco UCS Manager が正常にサービス プロファ

イルを展開できないために発生します。たとえば、次のような場

合にこの障害が発生する可能性があります。

 • サービス プロファイルが vHBA を持つサーバのアダプタ用に

設定されているが、サーバのアダプタは vHBA をサポートし

ていない。

 • サービス プロファイルのローカル ディスクの設定ポリシーに

は No Local Storage モードが指定されているが、サーバには

ローカル ディスクが含まれている。

 • ファブリック インターコネクトを 1 つだけ持っている Cisco 
UCS インスタンスで、セカンダリ（B）のファブリック イン

ターコネクト用に設定された vNIC または vHBA がサービス 
プロファイルに含まれている。

 • サービス プロファイルに関連付けようとしているサーバが検

出中のままで、アダプタの種類が不明のままである。

障害の詳細 説明
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サービス プロファイルの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サーバの状態をチェックし、サーバが検出済みまたは関連付けられていない状態であることを確認しま

す。

ステップ 3 サーバが関連付けられている、または未検出である場合は、次のいずれかを実行します。

 • サーバを検出する。

 • 現在のサービス プロファイルからサーバの関連付けを解除する。

 • 別のサーバを選択してサービス プロファイルに関連付ける。

ステップ 4 サービス プロファイルの各ポリシーを確認し、選択したサーバがポリシーの要件を満たしていること

を確認します。

ステップ 5 サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。

 • サーバに合わせてサービス プロファイルを修正する。

 • 要件を満たす別のサーバを選択して、サービス プロファイルに関連付ける。

ステップ 6 サーバがサービス プロファイルの要件を満たすことを確認できた場合は、show tech-support コマン

ドを実行します。

ステップ 7 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サービス プロファイル <Name> の基礎となるリソースが削除された

障害の詳細 説明

障害コード F0330

ルール名 ls-server-removed

障害のメッセージ Service profile $name$ underlying resource removed

name は、サービス プロファイルの名前を表します。
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サービス プロファイルの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サーバがスロットから取り外された場合は、サーバをスロットに取り付け直します。

ステップ 3 サーバが取り外されていない場合は、サーバを取り外してから取り付け直します。

（注） サーバが操作可能である場合は、この処理によって現在の動作に悪影響を与える可能性があり

ます。

ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サービス プロファイル <Name> にアクセスできない

トリガーとなるコンポーネント Cisco UCS Manager

障害の原因 Cisco UCS Manager が、サービス プロファイルに関連付けられた

サーバにアクセスできません。

通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

 • サーバが物理的にスロットから取り外された。

 • サーバが使用できない。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0331

ルール名 ls-server-inaccessible

障害のメッセージ Service profile $name$ cannot be accessed

name は、サービス プロファイルの名前を表します。
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サービス プロファイルの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 Cisco UCS Manager で BMC がダウンしていると表示されている場合は、物理的にサーバを装着し直

します。

ステップ 3 Cisco UCS Manager でサーバのポートに障害があると表示されている場合は、そのポートをイネーブ

ルにしてみます。

ステップ 4 I/O モジュールがオフラインである場合は、そのコンポーネントの障害をチェックします。

ステップ 5 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 6 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サーバ <ID> のサービス プロファイルのアソシエーションが失敗した

トリガーとなるコンポーネント サービス プロファイル

障害の原因 Cisco UCS Manager がサーバの BMC と通信できない。

通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

 • サーバの 1 つまたは複数のポートで障害が発生した。

 • I/O モジュールがオフラインである。

 • BMC で障害が発生した。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0332

ルール名 ls-server-association-failed

障害のメッセージ Service profile $name$ association failed for $pnDn$

各項目の説明は次のとおりです。

 • name は、サービス プロファイルの名前を表します。

 • pnDn は、サーバに割り当てられた ID を表します。
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サービス プロファイルの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サーバとサービス プロファイルの [FSM] タブをチェックして、アソシエーションが失敗した理由を判

断します。

ステップ 3 サーバがブーティングなどの不適切な状態のままである場合は、サーバの電源を再投入します。

ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サービス プロファイル <Name> が関連付けられていない

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 サービス プロファイルにサーバを関連付けることができませんで

した。

一般的にこの障害は、Cisco UCS Manager が次の 1 つまたは複数

と通信できないために発生します。

 • ファブリック インターコネクト

 • サーバの BMC

 • SAS コントローラのドライバ

 • サーバ

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0334

ルール名 ls-server-unassociated

障害のメッセージ Service profile $name$ is not associated

name は、サービス プロファイルの名前を表します。
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サービス プロファイルの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サービス プロファイルを関連付けない場合は、この障害を無視します。

ステップ 3 サービス プロファイルを関連付ける場合は、アソシエーションのエラーをチェックします。

ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット 

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

サーバ <ID> は <Qualifier> のためにサービス プロファイル <Name> を満
たしていない

トリガーとなるコンポーネント サービス プロファイル

障害の原因 サービス プロファイルがまだサーバまたはサーバ プールに関連付

けられていません。

通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

 • サーバ プールに受け入れ可能なサーバがない。

 • アソシエーションが失敗した。

障害の詳細 説明

障害の詳細 説明

障害コード F0337

ルール名 ls-server-server-unfulfilled
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サービス プロファイルの障害
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 サーバ コンポーネントをサービス プロファイルの資格と比較してチェックします。

ステップ 3 サーバ コンポーネントがサービス プロファイルの資格を満たしていない場合は、次のいずれかを実行

します。

 • サーバを別のサービス プロファイルと関連付けます。

 • 現在のサービス プロファイルの資格に適した十分なリソースがサーバにあることを確認します。

障害のメッセージ Server $pnDn$ does not fulfill Service profile $name$ due to 
$configQualifier$

各項目の説明は次のとおりです。

 • pnDn は、サーバに割り当てられた ID を表します。

 • name は、サービス プロファイルの名前を表します。

 • configQualifier は、次のようなサーバの設定と一致しない場

合の修飾子を表します。

 – vNIC、vHBA、VIf が不足している

 – MAC アドレスが無効である、または MAC プールに使用

可能な MAC アドレスがない

 – WWNN または WWPN アドレスが無効であるか、WWN 
プールに使用可能な WWNN または WWPN がない

 – UUID が無効である、または UUID サフィックス プール

に使用可能な UUID がない

 – vHBA またはブート順に設定されたブート ターゲットが

無効である

 – システムによってサーバが検出されない

 – サーバのアダプタがサービス プロファイルの要件を満た

していない

 – サーバのハードウェアがローカル ディスクの設定ポリ

シーと一致しない

 – サーバのハードウェアが、メモリやプロセッサのキャパシ

ティなどのサーバ プール ポリシーの資格の 1 つまたは複

数の資格と一致しない

トリガーとなるコンポーネント サービス プロファイル

障害の原因 サーバは、サービス プロファイルの資格の要件を満たしていません。

通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

 • サーバが物理的に変更された。

 • サーバの必要なコンポーネントに障害が発生した。

障害の詳細 説明
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サービス プロファイルの障害 
ステップ 4 前述の処理によって問題を解決できなかった場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 5 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

[FSM] タブに検出が失敗したと表示される

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 FSM タスクの現在の状態と障害の原因について、[FSM] タブをチェックします。

ステップ 3 この問題をトラブルシューティングできない場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

障害の詳細 説明

障害コード F16520

ルール名 fsm-discover

障害のメッセージ FSM shows: compute-blade-discover

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 サーバの [FSM] タブに、サーバのディスカバリを実行中にエラー

が発生したと表示されています。
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サービス プロファイルの障害
[FSM] タブにアソシエーションが失敗したと表示される

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 FSM タスクの現在の状態と障害の原因について、[FSM] タブをチェックします。

ステップ 3 この問題をトラブルシューティングできない場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

[FSM] タブにサーバ コンポーネントのエラーのためにディスカバリが失敗
したと表示される

障害の詳細 説明

障害コード F0283

ルール名 dcx-fc-down

障害のメッセージ FSM shows: compute-blade-associate

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 サーバの [FSM] タブに、サーバとサービス プロファイルのアソシ

エーションを実行中にエラーが発生したと表示されています。

障害の詳細 説明

障害コード F77960

ルール名 fsm-discover-remote-inv

障害のメッセージ FSM shows: compute-blade-discover-remote-inv

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 サーバの [FSM] タブに、サーバのコンポーネントに障害が発生し

たと表示されています。この障害は、サーバのディスカバリが失

敗したために発生します。
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サービス プロファイルの障害 
推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 FSM タスクの現在の状態、障害が発生したコンポーネントの識別情報、および障害の原因について、

[FSM] タブをチェックします。

ステップ 3 この問題をトラブルシューティングできない場合は、show tech-support コマンドを実行します。

ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報

[FSM] タブにサーバ コンポーネントのエラーのためにアソシエーションが
失敗したと表示される

推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

ステップ 1 Cisco UCS Manager GUI で障害が発生した場合は、障害のメッセージと関連する領域のスクリーン

ショットを 1 つまたは複数キャプチャします。

ステップ 2 FSM タスクの現在の状態、障害が発生したコンポーネントの識別情報、および障害の原因について、

[FSM] タブをチェックします。

ステップ 3 この問題をトラブルシューティングできない場合は、show tech-support コマンドを実行します。

障害の詳細 説明

障害コード F77961

ルール名 fsm-associate-remote-inv

障害のメッセージ FSM shows: compute-blade-associate-remote-inv

トリガーとなるコンポーネント サーバ

障害の原因 サーバの [FSM] タブに、サーバのコンポーネントに障害が発生し

たと表示されています。この障害は、サーバとサービス プロファ

イルのアソシエーションが失敗したために発生します。
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サービス プロファイルの障害
ステップ 4 シスコのテクニカル サポートに連絡します。

テクニカル サポートに必要な情報

この障害に関連する問題についてシスコのテクニカル サポートに連絡する必要がある場合は、障害の

詳細に加えて次の情報を提供してください。

 • 撮影したスクリーンショット

 • show tech-support コマンドの結果

 • 問題を解決しようとしたときに収集したすべての情報
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C H A P T E R 5

SAN の起動および SAN の接続のトラブル
シューティング

この章では、Cisco UCS Manager での SAN の設定と SAN アレイを含む、SAN の起動および SAN の
接続のトラブルシューティング方法に関する情報について説明します。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 「SAN の接続のチェックリスト」（P.5-1）

 • 「SAN アレイの設定のチェックリスト」（P.5-2）

 • 「SAN の起動中の問題に関する推奨される解決策」（P.5-2）

SAN の接続のチェックリスト
SAN アレイへの接続の問題によって、SAN の起動の問題が発生する可能性があります。その他の解決

策で問題が解消されない場合は、次の内容を検討します。

 • Cisco UCS Manager にファイバ チャネルのアップリンク ポートが設定されていますか。

 • Cisco UCS Manager の VSAN に割り当てられた番号がファイバ チャネル スイッチに設定された番

号と一致していますか。

 • ファイバ チャネル スイッチで NPIV がイネーブルになっていますか。

 • Cisco UCS のファブリック インターコネクトはファイバ チャネル スイッチにログインしています

か。ファイバ チャネル スイッチはファブリック インターコネクトを NPV デバイスとして表示し

ます。たとえば、MDS で show fcns data コマンドを実行できます。

 • Cisco UCS Manager の WWN は正しい形式ですか。

 • 最新のファームウェアを使用するためにサーバ アダプタをアップグレードしましたか。

 • 起動ポリシーの SAN の起動および SAN の起動ターゲットの設定に、サーバと関連付けられた

サービス プロファイルが含まれていることを確認しましたか。

 • 起動ポリシーの vNIC および vHBA の名前がサービス プロファイルに割り当てられた vHBA の名

前と一致していますか。

 • アレイはアクティブ /パッシブですか。

 • アレイでアクティブなコントローラをブーティングしていますか。

 • アレイは正しく設定されていますか。たとえば、「SAN アレイの設定のチェックリスト」（P.5-2）
の項目を確認しましたか。
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SAN アレイの設定のチェックリスト
SAN アレイの設定のチェックリスト
SAN アレイの間違った設定やその他の問題によって SAN の起動の問題が発生する可能性があります。

その他の解決策で問題が解消されない場合は、次の SAN アレイの基本的な設定内容を確認します。

 • ホストがアレイによって認識または登録されていますか。

 • ホストが LUN にアクセスできるようにアレイが設定されていますか。たとえば、LUN のセキュ

リティまたは LUN のマスキングが設定されていますか。

 • Cisco UCS インスタンスで割り当てられた WWPN を使用して LUN の割り当てが正しく設定されて

いますか。WWNN を使用して割り当ておよび設定を行うと、問題が発生する可能性があります。

 • Cisco UCS の起動ポリシーに設定された番号と同じ LUN 番号に、アレイのバックアップ用 LUN 
をマップしましたか。

SAN の起動中の問題に関する推奨される解決策
表 5-1 に、SAN の起動の問題のトラブルシューティングに役立つガイドラインと推奨される解決策の

リストを示します。SAN アレイから起動しようとした際に障害が発生した場合は、次の解決策を実装

することを推奨します。提案されている解決策は、「SAN の接続のチェックリスト」（P.5-1）および

「SAN アレイの設定のチェックリスト」（P.5-2）で説明した解決策に追加されるものです。

表 5-1 SAN の起動に関する問題

問題 推奨される解決策

SAN の起動が断続的に失敗する。 サービス プロファイルに含まれている起動ポリシー

の SAN 起動ターゲットの設定を確認します。たとえ

ば、SAN 起動ターゲットに有効な WWPN が含まれ

ていることを確認します。

サーバが SAN ではなくローカル ディスクか

ら起動しようとする。
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Cisco UCS Manager の Call Home の障害

この章では、次の Cisco UCS Manager の Call Home の障害について説明します。

 • 「Call Home メッセージの概要」（P.6-1）

 • 「Cisco UCS で Call Home のアラートが発生する障害」（P.6-1）

 • 「Cisco UCS の障害および Call Home の重大度レベル」（P.6-3）

Call Home メッセージの概要
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 の適切な表示コマ

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 は次の形式で Call Home メッセージを配信します。

 • ショート テキスト形式。1 ～ 2 行で障害を説明します。ポケットベルまたは印刷するレポートに適

しています。

 • フル テキスト形式。詳細な情報を含む完全にフォーマットされたメッセージを提供します。人間

が読む場合に適しています。

 • マシンが判読可能な XML 形式。Extensible Markup Language（XML）および Adaptive 
Messaging Language（AML）XML schema definition（XSD）を使用します。AML XSD は 
Cisco.com Web サイト（http://www.cisco.com/）で公開されています。XML 形式は、Cisco 
Systems Technical Assistance Center とのやり取りでも使用できます。

Cisco UCS で Call Home のアラートが発生する障害
表 6-1 では、送信される Call Home のアラートが発生する障害について説明します。

（注） Cisco UCS インスタンスで Smart Call Home が設定されている場合、次の表に記載されているすべて

の障害によって Cisco Smart Call Home システムに対する Smart Call Home イベントが発生します。ま

た、イベントの「ケースの作成」列の値が「はい」の場合、シスコのテクニカル サポートのケースが

作成され、お客様用のコールバックのキューに送信されます。
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Cisco UCS で Call Home のアラートが発生する障害
表 6-1 Cisco UCS で Call Home のアラートが発生する障害

Cisco UCS の障害

Cisco UCS 
の重大度

Call Home 
の重大度

Call Home ア
ラート タイプ Call Home の原因

ケースの

作成

compute:Blade:biosPostTimeout Critical Critical Diagnostic equipment-inoperable はい

equipment:FanModule:identityunestablis
hable

Critical — Diagnostic identity-unestablisha
ble

—

equipment:Chassis:identityunestablishable Critical Critical Diagnostic identity-unestablisha
ble

はい

equipment:Chassis:thermalThresholdNon
Recoverable

Critical Critical Environmental thermal-problem —

equipment:IOCard:identityunestablishable Critical Critical Diagnostic identity-unestablisha
ble

はい

equipment:Psu:identityunestablishable Critical Critical Diagnostic identity-unestablisha
ble

はい

equipment:Psu:thermalThresholdNonRec
overable

Critical Critical Environmental thermal-problem —

equipment:Psu:voltageThresholdNonRec
overable

Critical Critical Environmental voltage-problem —

memory:Unit:thermalThresholdNonReco
verable

Critical Critical Environmental thermal-problem —

processor:Unit:thermalThresholdNonRec
overable

Critical Critical Environmental thermal-problem —

compute:Blade:inoperable Major Major Diagnostic equipment-inoperable はい

equipment:Chassis:thermalThresholdCrit
ical

Major Major Environmental thermal-problem —

equipment:Fan:inoperable Major Major Environmental equipment-inoperable はい

equipment:IOCard:thermalProblem Major Major Environmental thermal-problem —
equipment:Psu:inoperable Major Major Environmental equipment-inoperable はい

equipment:Psu:voltageThresholdCritical Major Major Environmental voltage-problem —
memory:Unit:inoperable Major Major Diagnostic equipment-inoperable —
memory:Unit:thermalThresholdCritical Major Major Environmental thermal-problem —
processor:Unit:inoperable Major Major Diagnostic equipment-inoperable —
processor:Unit:thermalThresholdCritical Major Major Environmental thermal-problem —
equipment:Psu:thermalThresholdCritical Major Major Environmental thermal-problem —
compute:Blade:Degraded Major Major Diagnostic equipment-degraded —
compute:Blade:identityUnestablishable Minor Minor Diagnostic identity-unestablisha

ble
はい
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Cisco UCS の障害および Call Home の重大度レベル
Call Home はシスコの製品ライン全体に存在するため、Call Home には標準化された独自の重大度レベ

ルがあります。次の表に、基礎となる Cisco UCS の障害レベルと Call Home の重大度レベルをマップ

する方法について説明します。

表 6-2 Cisco UCS の障害と Call Home の重大度レベルのマッピング

Call Home の重大度 Cisco UCS の障害 Call Home 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です。

（6）Critical Critical クリティカル状態です。すぐに対応する必要があ

ります。

（5）Major Major メジャー状態です。

（4）Minor Minor マイナー状態です。

（3）Warning Warning 警告状態です。

（2）Notification Info 基本的な通知および情報メッセージです。単独で

は重要でないと考えられます。

（1）Normal Clear 通常の状態に戻ることを示す通常イベントです。

（0）debug 該当なし デバッグ メッセージです。
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Cisco UCS の障害および Call Home の重大度レベル
6-4
Cisco UCS トラブルシューティング ガイド

OL-20137-02-J



 

OL-20137-02-J
C H A P T E R 7

一時的な障害

一時的な障害は、初期設定およびディスカバリの実行中、またはサーバや仮想マシンの起動時に発生す

る可能性があります。Cisco UCS Manager がこれらの一時的な障害を自動的にクリアするため、通常

はこのような障害を無視することができます。

この章の内容は、次のとおりです。

 • 「初期設定とディスカバリの障害」（P.7-1）

 • 「仮想マシンの起動時の障害」（P.7-5）

初期設定とディスカバリの障害
次の表では、初期設定およびディスカバリの実行中に表示される可能性がある一時的な障害について説

明します。Cisco UCS Manager はこれらの障害をクリアします。そのため、初期設定またはディスカ

バリの実行中にこれらの障害が表示されても、これを無視することができます。

表 7-1 初期設定およびディスカバリの実行中に発生する一時的な障害 

障害コード 障害のメッセージ 説明 

F16581 [FSM:STAGE:RETRY:]: user configuration 
to secondary(FSM-STAGE:sam:dme: 
AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、ユーザ設定を下位

のファブリック インターコネクトに送信

できませんでした。

F16745 [FSM:STAGE:RETRY:]: QoS Classification 
Definition classification configuration on 
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassD
efinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、Quality of Service 
の設定を下位のファブリック インターコ

ネクトに送信できませんでした。

F16725 [FSM:STAGE:RETRY:]: VM profile 
configuration on external VM 
manager(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfile
SetConfigVmm:SetLocal)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、VM プロファイル

の設定を下位のファブリック インターコ

ネクトに送信できませんでした。

F16580 [FSM:STAGE:RETRY:]: realm configuration 
to secondary(FSM-STAGE:sam:dme: 
AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

FSM は、セキュリティ設定を下位のファ

ブリック インターコネクトのクラスタの

初期設定またはセットアップに送信でき

ませんでした。
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初期設定とディスカバリの障害
F16724 [FSM:STAGE:RETRY:]: external VM 
manager configuration on local 
fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpCo
nfig:SetLocal)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、VM マネージャの

設定をプライマリ ファブリック インター

コネクトに送信できませんでした。

F16579 [FSM:STAGE:RETRY:]: external aaa server 
configuration to secondary(FSM-STAGE: 
sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、セキュリティ設定

を下位のファブリック インターコネクト

に送信できませんでした。

F16749 [FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink eth port 
configuration on B(FSM-STAGE: 
sam:dme:SwEthLanBorderDeploy: 
UpdateConnectivity)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、eth-uplink の設定

をファブリック インターコネクトに送信

できませんでした。

F16749 [FSM:STAGE:RETRY:]: internal network 
configuration on B(FSM-STAGE: 
sam:dme:SwAccessDomainDeploy: 
UpdateConnectivity)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、内部ネットワーク

の設定をファブリック インターコネクト

に送信できませんでした。

F16749 [FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink fc port 
configuration on B(FSM-STAGE:sam: 
dme:SwFcSanBorderDeploy: 
UpdateConnectivity)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、ファイバ チャネル

のアップリックの設定をファブリック イ
ンターコネクトに送信できませんでした。

F16680 [FSM:STAGE:RETRY:]: Enable virtual 
interface on local fabric interconnect 
(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip: 
Local)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、仮想インターフェ

イスの設定をファブリック インターコネ

クトに送信できませんでした。

F16579 [FSM:STAGE:RETRY:]: keyring 
configuration on secondary(FSM-STAGE: 
sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、セキュリティ設定

を下位のファブリック インターコネクト

に送信できませんでした。

F16539 [FSM:STAGE:RETRY:]: Fabric interconnect 
mode configuration to primary(FSM-STAGE: 
sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode: 
SwConfigPeer)

FSM は、クラスタの初期設定またはセッ

トアップを実行中に、エンドホスト モー

ドの設定をプライマリ ファブリック イン

ターコネクトに送信できませんでした。

F0429 Fabric Interconnect A, HA functionality not 
ready

シャーシのディスカバリが完了するま

で、クラスタ設定を完了できません。

F0400 Chassis 1 connectivity configuration: 
un-acknowledged

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 
つのリンクが設定されていますが、

Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリ

ンクを 1 つしか持たないシャーシを検出

しました。Cisco UCS Manager はシャー

シを再認識して他のリンクをアクティブ

にします。

表 7-1 初期設定およびディスカバリの実行中に発生する一時的な障害 （続き）

障害コード 障害のメッセージ 説明 （続き）
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初期設定とディスカバリの障害
F0401 IOM 1/2 (B) current connectivity does not 
match discovery policy: 
unsupported-connectivity

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 
つのリンクが設定されていますが、

Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリ

ンクを 1 つしか持たないシャーシを検出

しました。

そのリンクを使用してシャーシとファブ

リック インターコネクト間の通信が確立

されている場合、Cisco UCS Manager は
この障害をクリアできます。

F0440 Chassis discovery policy conflict: Link IOM 
1/2/2 to fabric interconnect B:1/1 not 
configured

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 
つのリンクが設定されていますが、

Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリ

ンクを 1 つしか持たないシャーシを検出

しました。そのリンクのディスカバリが

成功するまで、残りのリンクをアクティ

ブとしてマークすることはできません。

そのリンクを使用してシャーシとファブ

リック インターコネクト間の通信が確立

されている場合、Cisco UCS Manager は
この障害をクリアできます。

F0332 AssociatePnuOSLocalDiskConfig fails with 
Service-Unavailable 

ディスカバリの実行中に、ローカル ディ

スク コントローラの設定時のエラーのた

めに、サーバのアソシエーションが失敗

しました。

関連するリモート呼び出しのエラー コー

ドは 4106 です。

F0277 ether port 1 on fabric interconnect B oper 
state: link-up, reason: FEX not configured

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 
つのリンクが設定されていますが、

Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリ

ンクを 1 つしか持たないシャーシを検出

しました。そのリンクのディスカバリが

成功するまで、残りのリンクをアクティ

ブとしてマークすることはできません。

F0276 ether port 4 on fabric interconnect B oper 
state: link-down, reason: Link failure or 
not-connected

最初のディスカバリを実行中に、シャー

シの 1 つまたは複数のリンクがフラッピ

ングしました。この障害は、フラッピン

グ中にリンクがダウンしている場合に生

成されます。

F0206 Adapter 1/2/1 is unreachable ディスカバリの実行中に、サーバからア

ダプタ情報にアクセスできません。この

障害は、情報が利用可能になるとすぐに

クリアされます。

F0283 VIF 1 / 2 B-42/44 down, reason: Bound 
Physical Interface Down

ディスカバリの実行中に Cisco UCS 
Manager が使用する内部 VIF に障害が発

生しました。

表 7-1 初期設定およびディスカバリの実行中に発生する一時的な障害 （続き）

障害コード 障害のメッセージ 説明 （続き）
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初期設定とディスカバリの障害
F0367 No link between IOM port 1/1/2 and fabric 
interconnect A:1/2

ディスカバリ ポリシーが複数のリンク用

として設定されたために、最初のディス

カバリの実行中にファブリック インター

コネクトでイーサネット サーバ ポートが

フラッピングしました。

最初のディスカバリが 1 つのリンクで成

功し、他のリンクをアクティブとして

マークできた場合、Cisco UCS Manager 
はこの障害をクリアします。

F0399 Current connectivity for chassis 1 does not 
match discovery policy: 
unsupported-connectivity

シャーシのディスカバリ ポリシーには 4 
つのリンクが設定されていますが、

Cisco UCS Manager は 1 回目の試行でリ

ンクを 1 つしか持たないシャーシを検出

しました。そのリンクのディスカバリが

成功するまで、残りのリンクをアクティ

ブとしてマークすることはできません。

F16520 [FSM:STAGE:RETRY:]: Identify pre-boot 
environment agent on server 1/2 
(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBlade 
Discover:PnuOSIdent)

FSM は、ディスカバリの実行中にサーバ

の起動前環境の識別に失敗しました。

F77960 [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: 
end-point-unavailable Code: unspecified 
Message: Waiting for BIOS POST 
Completion information from 
IBMC(sam:dme:ComputeBladeDiscover: 
BiosPostCompletion)

FSM はディスカバリの実行中にサーバか

らの応答を受け取らなかったため、

BIOS POST が完了したという情報を

待っています。

F0320 Server 1/1 (service profile: ) has an invalid 
FRU: mismatch-identity-unestablishable

Cisco UCS Manager は、最初のディスカ

バリの実行中に、サーバからの FRU を
識別できませんでした。

F77959 [FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: 
unidentified-fail Code: 
ERR-0505-IBMC-fru-retrieval-error 
Message: Could not get Fru from 7f060101, 

dn=fabric/server/chassis-1/slot-1 
(sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:Exe
cuteLocal)

Cisco UCS Manager は、最初のディスカ

バリの実行中に、サーバからの FRU を
識別できませんでした。

F16406 [FSM:STAGE:RETRY:]: triggering chassis 
discovery via IOM 
1/2(right)(FSM-STAGE:sam:dme:Equipment
IOCardFeConn:DiscoverChassis)

クラスタ環境で、Cisco UCS Manager が
プライマリ ファブリック インターコネク

トに接続している I/O モジュールから

シャーシを検出した後に、セカンダリ 
ファブリック インターコネクトに接続し

ている I/O モジュールからディスカバリ

を実行しています。

表 7-1 初期設定およびディスカバリの実行中に発生する一時的な障害 （続き）

障害コード 障害のメッセージ 説明 （続き）
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仮想マシンの起動時の障害
仮想マシンの起動時の障害
ポート プロファイルを使用して Distributed Virtual Switch に接続されているネットワーク アダプタを

持つサーバで仮想マシンの電源をオンにすると、VMware vCenter の [Event]  タブに次のようなイベン

トが表示される場合があります。

Virtual machine powered On with vNICs connected to dvPorts that have a port level configuration, 
which might be different from the dvPort group configuration.

このイベントが表示されても、無視することができます。
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仮想マシンの起動時の障害
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Cisco UCS のエラー メッセージ

この章では、Cisco UCS インスタンスで表示される可能性があるエラー メッセージのリストについて

説明します。この章の内容は、次のとおりです。

 • 「概要」（P.8-1）

 • 「情報および警告メッセージ」（P.8-2）

 • 「FSM のメッセージ」（P.8-19）

概要
通常、Cisco UCS のエラー メッセージは Cisco UCS Manager GUI および Cisco UCS Manager CLI に
表示されます。

これらのエラー メッセージは、ユーザが実行している処理、あるいはユーザが設定または管理してい

るオブジェクトに固有のものです。これらのメッセージには次のようなものがあります。

 • 情報メッセージ。実行している処理のヘルプおよびヒントを提供します。

 • 警告メッセージ。ユーザが設定または管理しているオブジェクト（ユーザ アカウントやサービス 
プロファイルなど）に関連するシステム エラーの情報を提供します。

 • FSM 状態メッセージ。FSM の段階の状態に関する情報を提供します。

多くのエラー メッセージには、1 つまたは複数の変数が含まれます。これらの変数を置き換えるために 
Cisco UCS Manager が使用する情報は、メッセージが表示されるコンテキストによって決まります。

一部のメッセージは、複数のタイプのエラーによって生成される場合があります。
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情報および警告メッセージ
情報および警告メッセージ
Failed to get the current time. 

An snprintf process failed. 

Create-only and naming properties cannot be modified after creation (class=%s, 
property=%s). 

Cannot execute SAM pin command (exit code %d). 

Cannot execute SAM unpin command (exit code %d). 

Failed to execute reload all command (exit code %d). 

A lower privilege user cannot delete a session of higher privilege user. 

Provider order numbers must be unique. 

Failed to get aaa:RadiusEp object. 

Failed to get aaa:AuthRealm object. 

RADIUS providers cannot be deleted while authentication realm is set to use RADIUS. 

The order of RADIUS providers cannot be changed while authentication realm is set 
to use RADIUS. 

The system does not allow more than %d providers. 

TACACS providers cannot be deleted while authentication is set to use TACACS. 

The order of TACACS providers cannot be changed while authentication realm is set 
to use TACACS. 

Failed to get aaa:LdapEpMo object. 

LDAP providers cannot be deleted while authentication is set to use LDAP. 

The order of LDAP providers cannot be changed while authentication realm is set 
to use LDAP. 

Failed to get aaa:Ep object. 

Duplicate user MO. 

User %s was not found. 

Failed to cast to UserMo, user %s. 

Failed to create UserLoginMo, user %s. 

Failed to get shadow password entry. 

Failed to get aaa::Realm object. 

Failed to get aaa::UserEp object. 

The SSH key format is invalid. 
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Expiration date must be set to expire the user account. 

Failed to convert date into internal format. 

Valid year value is between 1970 and 2037. 

User account expiration can be set only for future. 

Cannot delete locale ’%s’ with a reference in user account ’%s’. 

System does not allow more than %d locales. 

Failed to cast to AAA organization MO. 

Referred Organization MO does not exist. 

Cannot delete role ’%s’ with a reference in user account ’%s’. 

System does not allow more than %d roles. 

Role name ’%s’ is a reserved word. 

’%s’ role should have at least one privilege. 

System does not allow more than %d total privileges across all roles. 

Role %s cannot be deleted from user %s. 

Role %s was not found. 

locale %s was not found. 

User %s cannot delete itself. 

System does not allow more than %d users. 

User name ’%s’ is a reserved word. 

%s account cannot be modified by a lower privileged account. 

System does not allow deleting %s account. 

%s account does not expire. 

System does not allow modifying roles for %s account. 

System does not allow modifying locales for %s account. 

’%s’ role cannot be deleted. 

’%s’ role cannot be modified, priv %d. 

User %s’s privileges (admin, aaa, fault or operations) and locale assignment are 
incompatible. 

User %s’s privileges and locale assignment are incompatible. 

Admin privilege can be assigned to a user only by another user with admin 
privilege. 
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A contact must be specified. 

%s email address must be specified. 

%s email address must contain an ’@’ 

%s email address must contain name before ’@’ 

%s email address must contain hostname after ’@’ 

%s email address must contain only one ’@’. 

Must specify a contact phone number. 

The contact phone number must be in international format (e.g., +1-800-123-4567). 

A contact address must be specified. 

An SMTP server address must be specified. 

Number of Call Home profiles must not exceed %d. 

Cannot delete default profiles. 

The format of a full-text profile must be full-text. 

The format of short-text profile must be short-text. 

The format of the Cisco TAC profile must be XML. 

Only Cisco TAC alert is allowed with built-in Cisco TAC profile. 

Cannot obtain callhome::SourceMo! 

Cannot find callhome::SmtpMo! 

Cannot cast to callhome::EpMo! 

%s 

%d 

%d 

The chassis decommission is in progress; wait for it to complete. 

Cannot mark %s out of service. 

Port %s is already allocated to %s. 

Slot identity is being established. Try again later. 

The number of VSANs on a fabric interconnect cannot exceed %d. 

SwitchId property needs to be set to the ID of corresponding fabric interconnect 
domain, MO id:%u, required id:%u. 

Explicit deletion of FC Port VSAN object is prohibited; create under a different 
VSAN. 
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The default VSAN object was not found. 

The default cannot be deleted. 

Configuration for FC Port %u/%u does not exist for fabric interconnect %s. 

VSAN %u (of network %s) and %u (of network %s) - both cannot share the FCoE VLAN %u. 

Networks %s and %s - both cannot share same VSAN id (%u) with different FCoE VLAN 
ids (%u and %u respectively). 

Logical Server EP managed object is NULL. 

Only one VSAN per port supported. 

Number of VLANs on a fabric interconnect cannot exceed %d. 

Port-Channel %u contains %u ports, maximum allowed is %u. 

Number of port-channels defined: %u, maximum allowed is %u. 

VNET %d is already configured as inband management VNET. 

Internal error: 1G speed is invalid for the port %u/%u. 

Internal error: cannot create fabric interconnect configuration %u/%u MO. 

Internal error: cannot create fabric interconnect configuration port-channel %u 
MO. 

Default VLAN cannot be deleted. 

Circuit can be reset only on virtualized adapters. 

ClusterState request failed, state not initialized. 

Motherboard of blade %s was not found. 

Motherboard of blade %d/%d was not found. 

Blade %s. 

No adaptor %s in blade %s. 

Motherboard of blade %s. 

Blade %s was not found. 

Cannot find blade %d/%d. 

Empty FRU information; cannot create Chassis/IOM objects. 

Fabric interconnect:%u slot:%u port:%u not a serverport. 

Fabric interconnect:%u slot:%u port:%u is not operationally up. 

No chassis ID is available. 

No fabric interconnect %d. 
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FE OFFLINE: Cannot find chassis %d. 

FE FW UPGRADE: Cannot find chassis %d. 

Default VSAN object not found. 

Chassis %d was not found. 

Server %d/%d was not found. 

Server facing FE port %d/%d/%d was not found. 

Cannot find chassis %d. 

Profile ’%s’ is currently used by some Virtual Machines; cannot delete. 

Not able to find sysdebug::CoreFileRepositoryMo. 

Failed to generate key ring. 

GenerateKey failed. 

Failed to generate self signed certificate. 

Failed to verify certificate with private key. 

Failed to store certificate. 

Failed to read certificate file. 

Failed to open certificate file. 

Failed to generate certificate signing request. 

GetCsrFilename Error. 

Failed to setReq for certificate signing request. 

GenerateCSR failed. 

Failed to set key ring for HTTPS service. 

Key ring exists, modulus cannot be changed after creation. 

Verify certificate error: %s. 

Modulus must be set before creating certificate request for key ring %s. 

Incorrect MO access. 

System does not allow more than %d key rings. 

Cannot delete a key ring %s that is in use. 

Trustpoint cannot be set for default key ring. 

Trustpoint must be set before adding a certificate for key ring %s. 

Trustpoint %s does not exist setfor key ring %s. 

Failed to verify certificate chain, error: %s. 
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Failed to get fingerprint(s). 

You cannot delete a trustpoint that is in use. 

Failed to get PKI:Ep object. 

Cannot cast to sysdebug::LogControlEpMo 

Failed to get PKI Ep MO. 

Key ring %s does not exist. 

Key ring %s certificate is not set. 

Invalid WS-Management MO. 

Invalid HTTPS/HTTP MO. 

Port is in use or it is a reserved port. 

Failed to set HTTP port. 

Failed to set HTTPS port. 

A hostname must be specified to configure external an Syslog server. 

The system does not allow more than %d SNMP users. 

A system user exists with the same name; choose a different name for the SNMP user. 

The privacy password must be a minimum of %d characters. 

Privacy password strength check: %s. 

The privacy password must be set before enabling AES use. 

Only one instance of SNMP MO can exist. 

All strings must be specified to configure SNMP service. 

SNMP MO is missing. 

The system cannot create more than %d SNMP trap hosts. 

A community string must be set to configure an SNMP trap host. 

Only one instance of DNS MO can exist. 

Failed in retrieving DNS MO. 

DNS MO is missing. 

System does not allow more than %d DNS providers. 

Only one instance of DateTime MO can exist. 

Failed in retrieving DateTime MO. 

Invalid timezone. 

DateTime MO is missing. 
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System does not allow more than %d NTP providers. 

Failed to get comm::SvcEp object. 

Failed to restart HTTP server. 

Configured object (%s) not found. 

Failing explicitly for PROPSETROLLBACK 

Failing explicitly for NEWOBJROLLBACK 

Failing explicitly for DELOBJROLLBACK 

Failing explicitly for CREOBJDELOBJ 

Failing explicitly for DELOBJCREOBJ 

Image %s is currently being installed. 

Image %s is currently installed and in use. 

Image %s is currently installed or in use. 

DistImage MO %s does not exist in Management Information Tree. 

Image for Vendor %s, Model %s and Version %s not found. Download and try again. 

Unable to send replication/sync error message. 

Invalid leader state %d. 

Invalid member state %d. 

Failed to templatize "%s" to org "%s" template "%s" 

Organization "%s" is unresolvable. 

Server "%s" is unresolvable. 

Failed to instantiate template "%s" to org "%s" server "%s" 

Failed to clone "%s" to org "%s" server "%s" 

A DVS named ’%s’ already exists under given vCenter. 

A DVS named ’%s’ is under process of deletion, wait until deletion completes. 

vCenter ’%s’ and ’%s’ cannot have same host ’%s’ 

Deletion of vCenter ’%s’ with same host ’%s’ in in progress, wait until it gets 
deleted. 

Internal error: Singleton managing external VM management not found. 

Internal error: Extension key not found. 

Internal error: Extension key not set. 

Resource allocation error: Cannot claim any extension key resource for this DVS. 
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Internal error: Unable to create deletion task for DVS %s. 

Maximum ports per DVS cannot exceed %u; you must reduce max-ports property of 
port-profiles. 

Only one certificate is allowed at this point. 

Certificate file name must not be empty. 

Invalid certificate file location. 

Cannot change extension key while there are pending DVS deletions. 

Cannot change extension key while in use. 

Storage controller %d/%d was not found. 

Chassis %d: fan module %d was not found. 

No fabric extender in chassis %d slot %d. 

No blade was found in chassis %d slot %d. 

Unknown type %d. 

No adaptor %u was found in blade %u chassis %u. 

Chassis %d: fan module %d: fan %d was not found. 

No CMC in chassis %d slot %d. 

Failed to assign VIF ID. 

Fabric interconnect port ’%s’ was not found. 

MUX server port was not found. 

Blade %d/%d was not found or is out of service. 

An IP address, netmask, and gateway must be configured for out-of-band 
configuration. 

A virtual network, IP address, netmask, and gateway must be configured for inband 
configuration. 

A virtual IP address must be configured for virtual IP configuration. 

Chassis was marked for decommission, decommission is in progress. 

Org ’%s’ cannot be deleted. 

Org ’%s’ cannot be deleted. No locale access. 

Root level org cannot be created. 

FC COS cannot be applied to the vNIC. 

Only FC COS can be applied to the vHBA. 

Root org was not found. 
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Only Ethernet best-effort class can match against ’any’ COS value. 

Two classes cannot have the same COS value (%d). 

Only one class can have a no-drop policy. 

Only one class can have a multicast-optimize policy. 

Only one class can have a strict bandwidth priority policy. 

At least one (enabled) class should have non-zero weight. 

Unable to find Peer fabric interconnect object. 

Unable to find Management Controller object for peer network element. 

Unable to find Management Interface object for peer network element. 

Cannot assign the same IP address for both fabric interconnects. 

The netmask for both fabric interconnects must be the same. 

Out-of-band IP address and virtual IP address must be different. 

Adaptor unit [%s] is not contained by BladeMo parent. 

Blade server [%s] is not contained by ChassisMo parent. 

Network "%s" does not exist. 

Invalid vHBA name; the provided name is reserved for FC node. 

Dynamic vNIC [%s] cannot be modified. 

Invalid prefix of profile name. 

Maximum number of port-profiles cannot exceed %u. 

Address %s is already assigned to %s. 

Pooled address is unknown. 

Bad address block range definition collision. 

Block definition is too large. Size cannot exceed %u. 

Bad address block range definition. 

Address is already assigned to %s. 

Inconsistent pool definition - the IP address and default gateway must be in same 
network. 

Bad address block range - not in the management subnet. 

Block cannot span multiple octets. 

Cannot resolve %s: class "%s" empty prefix. 

Cannot resolve %s: class "%s" RN has no components. 
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Cannot resolve %s: class "%s" does not have a naming definition. 

Cannot resolve %s: class "%d" not found. 

Blade is already marked out-of-service, ch: %u, slot: %u. 

Cannot perform migration when blade is not in service, %s. 

Blade is still physically present; removal is not permitted, ch: %u, slot: %u. 

Diagnostics image is not available. 

No available virtual interfaces. 

No available virtual interface found: cannot claim. 

Failed to allocate virtual interface. 

Failed to allocate host interface. 

Unexpected class %s. 

Old PN binding %s was not found. 

New PN binding %s was not found. 

The same profile (%s) cannot be applied to multiple virtual switches under a common 
organization. 

Internal error: Cannot find Ethernet LAN cloud object. 

Threshold policy [%s] cannot contain stats class ID [%d]. 

Threshold class [%s] cannot contain threshold definition for property [%d]. 

Unable to resolve property %d on MO %s. 

Threshold definition [%s] cannot contain threshold for this property type [%s]. 

Threshold policy [%s] cannot be created under %s. 

Default threshold policy [%s] cannot be deleted. 

FindDependencies not over-ridden: (policy=%s) 

Could not find vNIC ’%s’ for image path ’%s’. 

Management IP of fabric interconnect A and virtual IP are not in same subnet. 

The virtual IP address is a network broadcast address. 

Management IP of fabric interconnect B and virtual IP are not in same subnet. 

UCS Manager is running in standalone mode. Cannot configure virtual IP. 

XML exception: %s 

FAILED TO PARSE STREAM: %s 

FAILED TO LOAD: NO ROOT IN PARSED FILE %s 
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Cannot create temporary directory. 

Cannot remove the temporary file. 

Cannot remove the temporary dir after backupdone. 

Cannot remove the temporary file after backupdone. 

Either the hostname or the remote filename is missing. 

Username is required. 

Chassis %u is still physically present, so removal is not permitted. 

Out of chassis IDs. 

Internal error. Installable was deleted while installation was in progress %s. 

Internal error. Invalid type for bmcUpdateDataCb 

Internal error. BMC Installable was deleted while installation was in progress %s. 

Internal error. Invalid type for bmcFwUpdateSuccessCb 

Internal error. Invalid type for bmcFwUpdateFailCb 

Internal error. Updatable object was not found. 

Internal error. Management Controller was not found. 

LS has FW policy. Modify the policy to execute update. 

Unable to find BMC Image for vendor %s, Model %s and version %s. 

Invalid adaptor type to update from network. 

LS has Host FW policy. Modify the policy to execute update. 

Adaptor Installable not found for %s,%s,%s. 

Internal error. Installable was deleted while installation was in progress: 
%s,%s,%s. 

Unable to find IOM Image For Vendor %s, Model %s and version %s. 

Invalid parent object for version update. 

Invalid object for version update. 

Unable to find BootUnit MO for BIOS. 

Unable to find UCS Manager image for version %s. 

Compatibility check failed. 

Internal error. Management Installable was deleted while installation was in 
progress. 

Internal error. Kernel Installable was deleted while installation was in progress. 
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Internal error. System Installable was deleted while installation was in progress. 

Unable to find fabric interconnect kernel image for Vendor %s, Model %s and Version 
%s 

Unable to find fabric interconnect software image for Vendor %s, Model %s and 
Version %s. 

Internal error. Invalid type for bmcSuccessCb 

Internal error. Invalid type for bmcFailCb 

Internal error. Bootdefinition object not found. 

Server Profile has firmware policy. Modify the policy to execute activate. 

Invalid startup version %s for BMC (%s); Current running=%s, backup=%s. 

Invalid startup version %s for IOM (%s); Current running=%s, backup=%s. 

Invalid adaptor type to activate from network. 

LS has Host FW policy. Modify the policy to execute activate. 

Invalid startup version %s for adaptor (%s); Current running=%s, backup=%s. 

Unable to find installable MO for version %s. 

Unknown parent object for version activate. 

Root is null. 

Root is not method. 

lResponse is null. 

DcosPers::load():DISCARDING %s[%s]: ALREADY EXISTS 

DcosPers::load():DISCARDING %s[%s]: PARENT NOT FOUND (%s) 

Version conflict found during replication. 

Unknown Message type in Response: %d. 

ERROR: Connection request received by Replicator. 

Unable to create NVRAM DIR: %s 

Unable to create Flash DIR: %s 

FAILED TO STORE RECORDS INTO DB %d 

FLASH WRITE FAILED. Check for space. 

NO MEMORY. 

FAILED TO CREATE/OPEN SQLITE DB: %s 

CREATE TABLE FAILED 
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UNABLE TO SET PAGE SIZE 

UNABLE TO SET MAX PAGES 

UNABLE TO SET CACHE SIZE 

UNABLE TO SET SYNCHRONOUS FLAG 

UNABLE TO SET LOCK_MODE FLAG 

SQL error while preparing insert statement. 

SQL error while preparing delete statement. 

SQL error while preparing select statement. 

SQL error while preparing beginTx statement. 

SQL error while preparing commitTx statement. 

SQL error while Deleting record. 

SQL error while Writing to database. 

SQL error while Storing database version %d. 

Bind failed for key: %d. 

Error while Reading key %lld: %d. 

Failed to delete All records %d. 

Failed to prepare SelectAll statement. 

Failed to Read record from SelectAll statement %d. 

FAILED TO LOAD: NO ROOT IN DB 

FAILED TO LOAD: NO CONFIG FOUND 

FAILED TO OPEN %s for writing. 

Invalid operation received %d. 

Unable to open Flash DB %s. 

FAILED TO LOAD: NO CONFIG FOUND %s 

FAILED TO READ FILE %s 

FAILED TO CREATE DIRECTORY %s 

No cmd string for id = %u 

No view string for id = %u 

FAILED TO INITIALIZE CLI EVENT THREAD 

FAILED TO LOAD SAMCLID LIBRARY 

FAILED TO LOAD SAMVSH LIBRARY 
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FAILED TO INITIALIZE DCOS CLI 

Warning: Recovering from dead SAM CLI daemon condition 

No interface meta object for id = %u 

Clause meta object for id = %u is not a Primitive object 

No ActionProp meta object for id = %u 

ActionProp object for id = %u is not a PropProp object 

Clause meta object for id = %u is not a CommandKeyword object 

No const adapter meta object for id = %u 

No MO meta object for id = %u 

No action meta object for id = %u 

No layout prop meta object for id = %u 

No formatter layout prop meta object for id = %u 

No command meta object for id = %u 

No syntax elem filter object for id = %u 

No condition meta object for id = %u 

No containment meta object for id = %u 

String assign function called for bitmask type: %u 

No type adapter meta object for id = %u 

No type meta object for id = %u 

No function meta object for id = %u 

No layout section meta object for id = %u 

No layout meta object for id = %u 

No mode meta object for id = %u 

No property meta object for id = %u 

No model prop meta object for model prop %u, prop name = %s 

Buffer is too large to stringify for prop name = %s (size=%u) 

No clause meta object for id = %u 

No parse filter meta object for id = %u 

Clause meta object for id = %u is not a CommandVar object 

No compound argument parser meta object for id = %u 

No mode argument parser meta object for id = %u 
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No ArgParser object for id = %u 

Attempt to set UUID to illegal value (uuid=%s). 

Duplicate RemoteUser MO. 

Failed to create RemoteUserMo, user %.s 

Failed to cast to RemoteUserMo, user %s. 

Password must be minimum %d characters. 

Password strength check: %s. 

Argument ’%s’ not found in method ’%s’ argument table. 

Deserialization failed for ID %d. 

No such Method %u. 

Failed to get factory object %s. 

Failed to construct object %s. 

No class named %s. 

Configuration not found for DN: %s. 

Configuration not found. 

Non-existing argument %d. 

Class Mismatch; cannot cast. 

[socket=%d] I/O Error %u 

Invalid State: 

abort: retries exhausted %d. 

Exception encountered during processing: "%s" [%d] %s 

Bulk abort: bulk retries exhausted %d. 

Possible integrity problem: will retry. 

Child %s of class %s is already attached. dn[%s] 

Same object is already attached %s[%s] 

Null RN. 

Instance ID was not found. 

Same object is already attached [%s]. 

Child %s[%s | %s](%p) of %s[%s] is already attached [%s | %s | %p]. 

Child %s is not MO; cannot attach. 

Child %s is already attached. 
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Child %s is not configured; cannot attach. 

Class=%s : prop=%s : ftype=%d 

Id=%u 

No such filter type: ’%s’ 

No such filter type: ’%u’ 

%s: number of components exceeds MAX. 

%s NO PREFIX %p 

%s : FSM STAGE %s : NOTIFICATION RECEIVED: IN WRONG STATE %s(%d) 

%s : FSM STAGE %s : TIMEDOUT NOTIFICATION RECEIVED 

%s : FSM STAGE %s : END-POINT UNAVAILABLE 

%s : FSM STAGE %s : NON-RETRIABLE AVAILABILITY FAIL 

%s : FSM STAGE %s : GENERAL FAIL 

%s : FSM STAGE %s : STALE FAILED STIMULUS 

%s : FSM STAGE %s : MO NOT FOUND 

%s : UNKNOWN FSM STAGE %d: FAILED STIMULUS DISCARDED 

%s : FSM STAGE %s : STALE STIMULUS: STIM STAMP: %llu : MO STAMP %llu 

No propval meta object for id = %u 

Error: call to localtime_r() returned ’%s’ - while converting date value ’%llu’ 

aInProp == NULL! 

No iterator 

Unable to create BASE DB DIR: %s 

FAILED TO LOAD: UNABLE TO OPEN DB 

Exception during load. Quitting 

Cannot delete object of class:%s 

Cannot change oper props, class:%s 

Admin implicit props cannot be modified, class=%s, prop=%s 

PreAuthCb: Invalid MO %s access 

Cannot create non-creatable object of class:%s 

Cannot change oper props 

Admin implicit props cannot be modified, prop=%s 

User is not privileged to config MO, class %s, MO mask: 0x%llx, Config mask: 0x%llx 
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情報および警告メッセージ
User does not have org access to config MO, class %s 

DO NOT USE STRING MUTATORS ON MOS. 

Non-existing property %d 

Failed to restore naming 

RN inconsistent with naming properties. 

Could not format RN. 

RN is empty and not formatted. 

[%p] SINGLE NAME IS EMPTY: "%s" mutable? %d 

No naming meta 

Returning empty RN 

DN missing: cannot automatically resolve parent: recursive containment. 

DN missing: cannot automatically resolve parent: non-unique containment path. 

Parent not found %s. 

Cannot create; object already exists. 

Incompatible with class %s; cannot apply config; config rn is %s. 

Request to create and delete object of class %s ; mod mask 0x%x 

MO factory returned NULL for class: %s. 

Child is not creatable: %s. 

Child is not concrete: %s. 

Object not found: object of class %s with RN %s. 

Cannot contain: %s. 

RN IS EMPTY: %s["%s" | "%s"] 

Naming problem: object of class %s. 

%s: Cannot explicitly create: object of class %s with RN %s, DN is %s. 

%s: Cannot contain: object of class %s with RN %s, DN is %s. 

Child %s cannot be added to deleted object. 

Unknown managed object class %s 

No such class %u 

Cannot construct: possibly abstract class %s 

Config factory of class %s failed 

Config child of classId %d failed, class not found 
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FSM のメッセージ 
Cannot contain MO class %s; %s 

Unknown property value %s, name %s, class %s [%s] 

Unknown property name %s, value %s 

Prop ’%s’ not found in class ’%s’ property table 

Config child of class %s failed, rn = %s 

PARENT AND CHILD ARE THE SAME 

DN IS EMPTY 

No class meta for classId = %d 

No prop meta %u 

Class Mismatch (%u); cannot cast to (%u) 

Unexpected mod: %d. 

Cannot mark no_mod as created. 

Cannot mark mod_clear as created. 

Cannot mark unattached as deleted or removed. 

Cannot mark created as unattached. 

Cannot mark modified as created or unattached. 

Cannot mark created as deleted or removed or un-attached. 

Cannot mark deleted as created or unattached. 

Class %s was not found. 

FSM のメッセージ
PathReset:Disable: CLASS MISMATCH(%s); fabric:LocaleEXPECTED: SKIPPING! 

PathReset:Enable: CLASS MISMATCH(%s); fabric:LocaleEXPECTED: SKIPPING! 

CircuitReset:EnableA: CLASS MISMATCH(%s); dcx:Vc EXPECTED: SKIPPING! 

CircuitReset:EnableB: CLASS MISMATCH(%s); dcx:Vc EXPECTED: SKIPPING! 

CircuitReset:DisableA: CLASS MISMATCH(%s); dcx:Vc EXPECTED: SKIPPING! 

CircuitReset:DisableB: CLASS MISMATCH(%s); dcx:Vc EXPECTED: SKIPPING! 

ResetFcPersBinding:Execute: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

ActivateAdaptor:Activate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

ActivateAdaptor:BladePowerOn: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 
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FSM のメッセージ
ActivateAdaptor:Reset: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:BiosImgUpdate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:BiosPostCompletion: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:BladeBootHost: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:BladeBootPnuos: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:BladePowerOn: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:ConfigUserAccess: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:ConfigUuid: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:HbaImgUpdate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:HostOSConfig: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:HostOSIdent: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:HostOSPolicy: CLASS MISMATCH(%s); ls:AgentPolicy EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:NicConfigHostOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:NicConfigPnuOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:NicImgUpdate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:NicUnconfigPnuOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:PnuOSConfig: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:PnuOSIdent: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:PnuOSLocalDiskConfig: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:PnuOSPolicy: CLASS MISMATCH(%s); ls:AgentPolicy EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:PrepareForBoot: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:StorageCtlrImgUpdate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:SwConfigHostOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:SwConfigHostOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:SwConfigPnuOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 
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FSM のメッセージ 
Associate:SwConfigPnuOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:SwUnconfigPnuOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:SwUnconfigPnuOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:activateAdaptorNwFw: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:activateIBMCFw: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:hagHostOSConnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:hagPnuOSConnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:hagPnuOSDisconnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:resetIBMC: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:updateAdaptorNwFw: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:updateIBMCFw: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Associate:waitForAdaptorNwFwUpdate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Associate:waitForIBMCFwUpdate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

BiosRecovery:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

BiosRecovery:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

BiosRecovery:SetupVmediaLocal: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

BiosRecovery:SetupVmediaPeer: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

CmosReset:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

CmosReset:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:BiosPostCompletion: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:BladeBoot: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:BladePowerOn: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:BladeReadSmbios: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:BmcInventory: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:BmcPresence: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 
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FSM のメッセージ
Diag:ConfigFeLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:ConfigFePeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:ConfigSol: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:ConfigUserAccess: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:DebugWait: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:DisableServerConnSwA: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:DisableServerConnSwB: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:EnableServerConnSwA: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:EnableServerConnSwB: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:HostConnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:HostDisconnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:HostIdent: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:HostPolicy: CLASS MISMATCH(%s); ls:AgentPolicy EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:NicConfig: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:NicInventory: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:NicPresence: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:NicUnconfig: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:PollMemoryTestStatus: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:RemoveVMediaPeer: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:RestoreConfigFeLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:RestoreConfigFePeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:StartMemoryTestStatus: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:SwConfigLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:SwConfigPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:SwUnconfigLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:SwUnconfigPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:UnconfigSol: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Diag:UnconfigUserAccess: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:BiosPostCompletion: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:BladeBootPnuos: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
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FSM のメッセージ 
SKIPPING! 

Disassociate:BladePowerOn: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:BladeShutdown: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:ConfigUserAccess: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:NicConfigPnuOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:NicUnconfigHostOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:NicUnconfigPnuOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:PnuOSIdent: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:PnuOSPolicy: CLASS MISMATCH(%s); ls:AgentPolicy EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:PnuOSScrub: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:PnuOSUnconfig: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:SwConfigPnuOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:SwConfigPnuOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:SwUnconfigHostOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:SwUnconfigHostOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:SwUnconfigPnuOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:SwUnconfigPnuOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:UnconfigUuid: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Disassociate:hagPnuOSConnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Disassociate:hagPnuOSDisconnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Discover:BiosPostCompletion: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Discover:BladeBootPnuos: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 
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FSM のメッセージ
Discover:BladePowerOn: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:BladeReadSmbios: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:BmcInventory: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:BmcPresence: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:BmcShutdownDiscovered: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

Discover:ConfigFeLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:ConfigFePeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:ConfigUserAccess: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:NicConfigPnuOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:NicInventory: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:NicPresence: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:NicUnconfigPnuOS: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:PnuOSIdent: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:PnuOSPolicy: CLASS MISMATCH(%s); ls:AgentPolicy EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:PnuOSScrub: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:SetupVmediaLocal: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:SetupVmediaPeer: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:SwConfigPnuOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Discover:SwConfigPnuOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:SwUnconfigPnuOSLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Discover:SwUnconfigPnuOSPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

Discover:hagConnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Discover:hagDisconnect: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Hardreset:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Hardreset:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Powercycle:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 
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Powercycle:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Softreset:PreSanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

Softreset:Sanitize: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

SwConnUpd:A: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

SwConnUpd:B: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

UpdateAdaptor:BladePowerOff: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

UpdateAdaptor:BladePowerOn: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

UpdateAdaptor:PollUpdateStatus: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

UpdateAdaptor:UpdateRequest: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: 
SKIPPING! 

RemoveChassis:UnIdentifyLocal: CLASS MISMATCH(%s); equipment:IOCard EXPECTED: 
SKIPPING! 

RemoveChassis:UnIdentifyPeer: CLASS MISMATCH(%s); equipment:IOCard EXPECTED: 
SKIPPING! 

FeConn:ConfigureEndPoint: CLASS MISMATCH(%s); equipment:Chassis EXPECTED: 
SKIPPING! 

FeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint: CLASS MISMATCH(%s); fabric:Locale EXPECTED: 
SKIPPING! 

FeConn:ConfigureVifNs: CLASS MISMATCH(%s); equipment:IOCard EXPECTED: SKIPPING! 

FeConn:DiscoverChassis: CLASS MISMATCH(%s); equipment:Chassis EXPECTED: SKIPPING! 

FeConn:EnableChassis: CLASS MISMATCH(%s); equipment:Chassis EXPECTED: SKIPPING! 

FePresence:Identify: CLASS MISMATCH(%s); equipment:Chassis EXPECTED: SKIPPING! 

SwitchMode:SwConfigLocal: CLASS MISMATCH(%s); fabric:LanCloud EXPECTED: SKIPPING! 

SwitchMode:SwConfigPeer: CLASS MISMATCH(%s); fabric:LanCloud EXPECTED: SKIPPING! 

ActivateBMC:Activate: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

ActivateBMC:Reset: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

ActivateIOM:Activate: CLASS MISMATCH(%s); equipment:IOCard EXPECTED: SKIPPING! 

ActivateIOM:Reset: CLASS MISMATCH(%s); equipment:IOCard EXPECTED: SKIPPING! 

ExtMgmtIfConfig:Primary: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

ExtMgmtIfConfig:Secondary: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

SysConfig:Primary: CLASS MISMATCH(%s); top:System EXPECTED: SKIPPING! 

SysConfig:Secondary: CLASS MISMATCH(%s); top:System EXPECTED: SKIPPING! 
8-25
Cisco UCS トラブルシューティング ガイド   

OL-20137-02-J



 

第 8 章     Cisco UCS のエラー メッセージ          

FSM のメッセージ
UpdateBMC:PollUpdateStatus: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

UpdateBMC:UpdateRequest: CLASS MISMATCH(%s); compute:Blade EXPECTED: SKIPPING! 

UpdateIOM:PollUpdateStatus: CLASS MISMATCH(%s); equipment:IOCard EXPECTED: 
SKIPPING! 

UpdateIOM:UpdateRequest: CLASS MISMATCH(%s); equipment:IOCard EXPECTED: SKIPPING! 

UpdateSwitch:updateLocal: CLASS MISMATCH(%s); firmware:BootDefinition EXPECTED: 
SKIPPING! 

UpdateSwitch:updateRemote: CLASS MISMATCH(%s); firmware:BootDefinition EXPECTED: 
SKIPPING! 

SwMgmtInbandIfConfig:Switch: CLASS MISMATCH(%s); mgmt:If EXPECTED: SKIPPING! 

SwMgmtOobIfConfig:Switch: CLASS MISMATCH(%s); mgmt:If EXPECTED: SKIPPING! 

Deploy:UpdateConnectivity: CLASS MISMATCH(%s); sw:AccessDomain EXPECTED: 
SKIPPING! 

Deploy:UpdateConnectivity: CLASS MISMATCH(%s); sw:EthLanBorder EXPECTED: 
SKIPPING! 

Deploy:UpdateConnectivity: CLASS MISMATCH(%s); sw:FcSanBorder EXPECTED: SKIPPING! 

Deploy:UpdateConnectivity: CLASS MISMATCH(%s); sw:UtilityDomain EXPECTED: 
SKIPPING! 

Export:Execute: CLASS MISMATCH(%s); sysdebug:Core EXPECTED: SKIPPING! 

Global:Local: CLASS MISMATCH(%s); sysfile:Repository EXPECTED: SKIPPING! 

Global:Peer: CLASS MISMATCH(%s); sysfile:Repository EXPECTED: SKIPPING! 

Single:Execute: CLASS MISMATCH(%s); sysfile:Instance EXPECTED: SKIPPING! 
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