
ファン関連の障害

この章は、次の項で構成されています。

• fltEquipmentFanDegraded（1ページ）
• fltEquipmentFanMissing（2ページ）
• fltEquipmentFanPerfThresholdCritical（3ページ）
• fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical（4ページ）
• fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable（5ページ）

fltEquipmentFanDegraded

障害コード

F0371

説明

[sensor_name]：ファン [Id]が予測障害をアサートしました。ファン [Id]を取り付け直すか、交
換してください。（[sensor_name]: Fan [Id] has asserted a predictive failure: reseat or replace fan [Id]）

説明

この障害は、ファンモジュールの 1つまたは複数のファンが動作していないが、少なくとも 1
つのファンは動作している場合に発生します。

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。

1. 製品仕様書で、ファンモジュールの動作温度範囲を確認します。

2. 『Cisco UCS Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファ
ンモジュールに適切なエアーフローを確保します

3. サーバへのエアーフローがブロックされていないことを確認します。
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4. サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

5. 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてくだ
さい。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

6. 故障したファンモジュールを交換します。

このコンポーネントを取り付けまたは交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と

警告について、サーバ固有のインストレーションおよびサービスガイドを参照してくださ

い。

7. 問題がまだ続く場合は、tech-supportファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

障害の詳細

Severity: warning

原因（Cause）：機器の劣化（equipment-degraded）

mibFaultCode：371

mibFaultName：fltEquipmentFanDegraded

moClass：equipment:Fan

タイプ（Type）：機器（equipment）

fltEquipmentFanMissing

障害コード

F0434

説明

ファン [id]がありません。ファン [id]を取り付け直すか、交換してください（Fan [id] missing:
reseat or replace fan [Id]）

説明

この障害は、ファンモジュール内のファンを検出できない場合に発生します。

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。

1. 問題を報告しているスロットにファンモジュールを挿入または再挿入します。

2. 可能な場合は、ファンモジュールを別のファンモジュールと交換します。
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このコンポーネントを取り付けまたは交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と

警告について、サーバ固有のインストレーションおよびサービスガイドを参照してくださ

い。

3. 問題がまだ続く場合は、tech-supportファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

障害の詳細

Severity: warning

原因（Cause）：機器の欠落（equipment-missing）

mibFaultCode：434

mibFaultName：fltEquipmentFanMissing

moClass：equipment:Fan

タイプ（Type）：機器（equipment）

fltEquipmentFanPerfThresholdCritical

障害コード

F0396

説明

次のいずれかのメッセージが表示されます。

•ファン [Id]（ファンモジュール [Id]-[Id]内）のファン速度が重大しきい値の下限に達しま
した。サーバへの空気取り入れ口を確認してください（Fan speed for fan-[Id] in Fan Module
[Id]-[Id] is lower critical : Check the air intake to the server）

•ファン [Id]のファン速度が重大しきい値の下限に達しました。サーバへの空気取り入れ口
を確認してください（Fan speed for fan-[Id] is lower critical : Check the air intake to the server）

説明

この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、

重大しきい値を超えていることを示しています。これはファンまたはファンコントローラから

の読み取りに問題がある可能性を示しています。

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。

1. ファンステータスをモニタします。
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2. 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを
取り付け直すか、またはファンモジュールを交換します。

このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、

サーバ固有のインストレーションおよびサービスガイドを参照してください。

3. 問題がまだ続く場合は、tech-supportファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

障害の詳細

重大度（Severity）：警告（warning）

原因（Cause）：パフォーマンスの問題（performance-problem）

mibFaultCode：396

mibFaultName：fltEquipmentFanPerfThresholdCritical

moClass：equipment:Fan

タイプ（Type）：機器（equipment）

fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

障害コード

F0395

説明

この障害が発生すると、次のいずれかのメッセージが表示されます。

•ファン [Id]（ファンモジュール [Id]-[Id]内）のファン速度が非重大しきい値の下限に達し
ました。サーバへの空気取り入れ口を確認してください（Fan speed for fan-[Id] in FanModule
[Id]-[Id] is lower non critical : Check the air intake to the server）

•ファン [Id]のファン速度が非重大しきい値の下限に達しました。サーバへの空気取り入れ
口を確認してください（Fan speed for fan-[Id] is lower non critical : Check the air intake to the
server）

説明

この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、

正常な動作の範囲外であることを示しています。これはファンまたはファンコントローラに問

題がある可能性を示しています。

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。
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1. ファンステータスをモニタします。

2. 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを
取り付け直すか、またはファンモジュールを交換します。

このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項、警告、および手

順について、サーバ固有のインストレーションおよびサービスガイドを参照してくださ

い。

3. 問題がまだ続く場合は、tech-supportファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

障害の詳細

Severity: minor

原因（Cause）：パフォーマンスの問題（performance-problem）

mibFaultCode：395

mibFaultName：fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

moClass：equipment:Fan

タイプ（Type）：機器（equipment）

fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable

障害コード

F0397

説明

この障害が発生すると、次のいずれかのメッセージが表示されます。

•ファン [Id]（ファンモジュール [Id]-[Id]内）のファン速度が回復不能しきい値の下限に達
しました。サーバへの空気取り入れ口を確認してください（Fan speed for fan-[Id] in Fan
Module [Id]-[Id] is lower non recoverable : Check the air intake to the server）

•ファン [Id]のファン速度が回復不能しきい値の下限に達しました。サーバへの空気取り入
れ口を確認してください（Fan speed for fan-[Id] is lower non recoverable : Check the air intake
to the server）

説明

この障害は、ファンコントローラから読み取られたファン速度が、必要なファン速度をかなり

超えていることを示しています。これは、ファンに障害が発生していることを示しています。
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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。

1. ファンを交換します。

このコンポーネントを交換する前に、前提条件、安全に関する推奨事項と警告について、

サーバ固有のインストレーションおよびサービスガイドを参照してください。

2. 問題がまだ続く場合は、tech-supportファイルを作成し、Cisco TACにお問い合わせくださ
い。

障害の詳細

Severity: major

原因（Cause）：パフォーマンスの問題（performance-problem）

mibFaultCode：397

mibFaultName：fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable

moClass：equipment:Fan

タイプ（Type）：機器（equipment）

ファン関連の障害

6

ファン関連の障害

fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable


	ファン関連の障害
	fltEquipmentFanDegraded
	fltEquipmentFanMissing
	fltEquipmentFanPerfThresholdCritical
	fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical
	fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable


