
I/Oモジュール関連の障害

この章は、次の項で構成されています。

• fltEquipmentIOCardRemoved（1ページ）
• fltEquipmentIOCardThermalProblem（2ページ）
• fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical（3ページ）
• fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical（4ページ）
• fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable（5ページ）
• fltEquipmentSystemIOControllerRemoved（6ページ）

fltEquipmentIOCardRemoved

障害コード

F0376

説明

[sensor_name]：PCIスロット [id]にライザーまたはカードがありません。pciカード [id]を取り
付け直すか、交換してください（[sensor_name]: PCI Slot [id] riser or card missing: reseat or replace
pci card [id]）

説明

この障害は、I/Oカードがシャーシから取り外されているか、カードまたはスロットが不適切
なことを示しています。

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. I/Oカードを取り付け直すか、再挿入します。

このサーバコンポーネントを再挿入する前に、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。
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2. 問題が続く場合は、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: critical

原因（Cause）：機器の取り外し（equipment-removed）

mibFaultCode：376

mibFaultName：fltEquipmentIOCardRemoved

moClass：equipment: IOCard

タイプ（Type）：機器（equipment）

fltEquipmentIOCardThermalProblem

障害コード

F0379

説明

[sensor_name]：アダプタユニット [Id]は高温のため動作不能です。冷却装置を確認してくださ
い（[sensor_name]: Adaptor Unit [Id] is inoperable due to high temperature : Check Cooling）

説明

この障害は、I/Oカードに熱問題がある場合に発生します。

考えられる要因は次のとおりです。

•極端な温度下では、Cisco UCS機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障
害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端

な温度変化によって、CPUがソケットから外れることがあります。

• Cisco UCS機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環
境で動作する必要があります。

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、I/Oカード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、サー
バ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妨げられていないことを確認します。

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。
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5. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。
それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。

6. 障害のある I/Oカードを交換します。

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。

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: major

原因（Cause）：熱の問題（thermal-problem）

mibFaultCode：379

mibFaultName：fltEquipmentIOCardThermalProblem

moClass：equipment:IOCard

タイプ（Type）：環境（environmental）

fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

障害コード

F0730

説明

アダプタユニット [id]の温度が重大しきい値に達しました。冷却装置を確認してください
（Adaptor Unit [id] Temperature is critical : Check Cooling）

説明

この障害は、I/Oカードの温度が重大しきい値を超えたことを示しています。

考えられる要因は次のとおりです。

•極端な温度下では、Cisco UCS機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障
害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端

な温度変化によって、CPUがソケットから外れることがあります

• Cisco UCS機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環
境で動作する必要があります。

• CPUのセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPUをオフラインに
します
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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. 製品仕様書で、I/Oカードの動作温度範囲を確認します。

2. 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。

3. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。
それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。

4. 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）：熱の問題（thermal-problem）

mibFaultCode：730

mibFaultName：fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

moClass：equipment:IOCard

タイプ（Type）：環境（environmental）

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード

F0729

説明

アダプタユニット [Id]の温度が非重大しきい値に達しました。冷却装置を確認してください
（Adaptor Unit [Id] Temperature is non critical : Check Cooling）

説明

この障害は、I/Oカードの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満であるこ
とを示しています。

考えられる要因は次のとおりです。

•極端な温度下では、Cisco UCS機器の動作の効率が低下が生じたり、早期劣化、チップの
障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極

端な温度変化によって、CPUがソケットから外れることがあります。

• Cisco UCS機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環
境で動作する必要があります。
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• CPUのセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPUをオフラインに
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、I/Oカードの動作温度範囲を確認します。

2. サーバへのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：熱の問題（thermal-problem）

mibFaultCode：729

mibFaultName：fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

moClass：equipment:IOCard

タイプ（Type）：環境（environmental）

fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード

F0731

説明

アダプタユニット [id]の温度が回復不能しきい値に達しました。冷却装置を確認してください
（Adaptor Unit [id] Temperature is non recoverable : Check Cooling）

説明

この障害は、I/Oカードの温度が動作範囲外になっていることを示しています。

考えられる要因は次のとおりです。
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•極端な温度下では、Cisco UCS機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障
害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端

な温度変化によって、CPUがソケットから外れることがあります。

• Cisco UCS機器は、吸気温度が 10 °C（50 °F）を下回らず、35 °C（95 °F）を上回らない環
境で動作する必要があります。

• CPUのセンサーが 82 °C（179.6 °F）に到達すると、システムはその CPUをオフラインに
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、I/Oカードの動作温度範囲を確認します。

2. サーバへのエアーフローが妨げられていないことを確認します。

3. 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。

4. 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。
それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。

5. 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: critical

原因（Cause）：熱の問題（thermal-problem）

mibFaultCode：731

mibFaultName：fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

moClass：equipment:IOCard

タイプ（Type）：環境（environmental）

fltEquipmentSystemIOControllerRemoved

障害コード

F1744

説明

SIOC1_PRES：IOモジュール 1がありません。IOモジュール 1を取り付け直すか、交換して
ください。（SIOC1_PRES: IO Module 1 missing: Please reseat or replace IO Module 1）
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説明

この障害は、いずれかの IOモジュールがないことを示しています。

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. I/Oモジュールを取り付け直すか、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. 問題が解決しない場合は、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：F1744

mibFaultName：fltEquipmentSystemIOControllerRemoved

moClass：equipment: IOCard

タイプ（Type）：機器（equipment）
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