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モニタリングとレポートの概要
Cisco UCS Director では、ラック グループに追加された各ラックマウント サーバのすべての管理
対象コンポーネントが表示されます。これらのコンポーネントはハードウェアまたはソフトウェ
アです。
表示できる情報
次の情報を含む各コンポーネントに関する詳細を表示およびモニタすることができます。
• ライセンスのステータス
• 現在のステータスのサマリー
モニタできるコンポーネント
次のコンポーネントを含む、特定のコンポーネントをモニタすることも、各コンポーネントのレ
ポートを表示することもできます。
• vNIC および vHBA
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• ネットワークおよび PCI などのアダプタ
• CPU、インターフェイス カード、およびメモリなどのハードウェア コンポーネント
電子メール アラート
特定の重大度の障害がラック サーバまたはラック サーバ グループで発生したときにメール メッ
セージがトリガーされるように、Cisco UCS Director にルールを設定できます。ルールで指定した
障害状態が発生すると、メール メッセージがトリガーされ、指定した受信者に送信されます。こ
れらの電子メール アラート ルールの設定については、電子メール アラート ルールの設定, （5
ページ）を参照してください。

ラック サーバとそのコンポーネントのモニタリング
手順
ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、ラック サーバ グループを含むポッドを展開してラック サーバ グループを選択
します。

ステップ 3

右側のペインで、[ラック サーバ（Rack Server）] タブをクリックします。

ステップ 4

モニタするサーバの行を選択します。

ステップ 5

[詳細の表示（View Details）] をクリックします。
デフォルトでは、[サマリー（Summary）] タブが表示されます。

ステップ 6

いずれかのタブをクリックして、ライセンス、サーバ、またはサーバ内の特定のコンポーネント
のステータスを表示します。
1 つ以上の個々のコンポーネントで [詳細の表示（View Details）] をクリックすると、追加情報を
確認できます。

ラック サーバ向け Cisco UCS Director 管理ガイド、リリース 5.5
2

モニタリングとレポート
ラック サーバに関するレポートの表示

ラック サーバに関するレポートの表示
手順
ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、ラック サーバ グループを含むポッドを展開してラック サーバ グループを選択
します。

ステップ 3

右側のペインで、[ラック サーバ（Rack Server）] タブをクリックします。

ステップ 4

レポートを表示するサーバの行を選択します。

ステップ 5

右側のペインで [サマリー（Summary）] タブをクリックし、表形式、グラフ形式、およびマップ
形式のさまざまなレポートを表示します。レポートにはアカウントの傾向データが示されます。

ステップ 6

一部のレポートについては、テーブル バー上のアイコンをクリックすることにより、テーブル列
をカスタマイズする、結果をフィルタリングする、または現在のテーブルの内容のレポートをエ
クスポートすることが可能です。
詳細については、『Cisco UCS Director Administration Guide』を参照してください。

SEL のクリア
手順
ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、ラック サーバ グループを含むポッドを展開し、ラック サーバ グループを選択
します。

ステップ 3

右側のペインで、[ラック サーバ（Rack Servers）] タブをクリックします。

ステップ 4

リストのサーバをダブルクリックして詳細を表示するか、リストのサーバをクリックし、右端の
下向き矢印をクリックして [詳細の表示（View Details）] を選択します。

ステップ 5

[システムイベントログ（System Event Log）] タブをクリックします。

ステップ 6

[IMC SEL ログのクリア（Clear IMC SEL Log）] をクリックします。

ステップ 7

（任意） [IMC SEL ログのクリア（Clear IMC SEL Logs）] ダイアログボックスで、[Cisco UCS
Director から履歴ログを削除する（Delete historical logs from Cisco IMC Supervisor）] チェックボッ
クスをオンにします。
このオプションを選択すると、Cisco UCS Director GUI からシステム イベント ログがクリアされ
ます。

ステップ 8

[送信（Submit）] をクリックします。
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サーバへのテクニカル サポート データのアップロード
手順
ステップ 1

メニューバーで [物理（Physical）] > [コンピューティング（Compute）] の順に選択します。

ステップ 2

左側のペインで、ラック サーバ グループを含むポッドを展開し、ラック サーバ グループを選択
します。

ステップ 3

右側のペインで、[ラック サーバ（Rack Servers）] タブをクリックします。

ステップ 4

リストのサーバをダブルクリックして詳細を表示するか、リストのサーバをクリックし、右端の
下向き矢印をクリックして [詳細の表示（View Details）] を選択します。

ステップ 5

[テクニカルサポート（Tech Support）] タブをクリックします。

ステップ 6

[テクニカル サポートの作成（Create Tech Support）] タブをクリックします。

ステップ 7

[テクニカル サポートの作成（Create Tech Support）] ダイアログボックスで、次のフィールドに値
を入力します。
名前

説明

[宛先タイプ（Destination
サポート データの宛先を選択します。次のいずれかを設定でき
Type）] ドロップダウン リスト ます。
• [リモート（Remote）]：外部サーバを示します。
• [ローカル（Local）]：現在のシステムを示します。
[ネットワークタイプ（Network ネットワーク タイプ。次のいずれかになります。
Type）] ドロップダウンリスト
• TFTP
• FTP
• SFTP
• SCP
[サーバ IP/ホスト名（Server
IP/Hostname）] フィールド

サポート データ ファイルを保存する必要のあるサーバの IP ア
ドレスまたはホスト名。[ネットワークタイプ（Network Type）]
ドロップダウン リストの設定によって、このフィールドの名前
が異なります。

[パスおよびファイル名（Path
and Filename）] フィールド

ファイルをリモート サーバにアップロードする際に必要なパス
およびファイル名。
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ステップ 8

名前

説明

[ユーザ名（Username）]

システムがリモート サーバへのログインに使用する必要のある
ユーザ名。ネットワーク タイプが TFTP の場合、このフィール
ドは適用されません。

[パスワード（Password）]

リモート サーバのユーザ名のパスワード。ネットワーク タイプ
が TFTP の場合、このフィールドは適用されません。

[送信（Submit）] をクリックします。

電子メール アラート ルールの設定
手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [システム（System）] の順に選択します。

ステップ 2

[メールアラートルール（Email Alert Rules）] タブを選択します。

ステップ 3

[追加（Add）]（+）をクリックします。

ステップ 4

[メールアラートルールの追加（Add Email Alert Rule）] ダイアログボックスで、次のフィールド
に値を入力します。
フィールド

説明

[名前（Name）] フィールド

電子メール アラート ルールの一意の名前。

[アラートレベル（Alert Level）] アラート ルールをシステムに適用するかサーバ グループに適
ドロップダウン リスト
用するかを選択します。
[サーバグループ（Server
Groups）] フィールド

[選択（Select）] をクリックして、電子メール アラートの送信
先となるサーバ グループのチェックボックスをオンにします。
このフィールドは、[アラートレベル（Alert Level）] ドロップ
ダウン リストで [サーバグループ（Server Group）] を選択した
場合にのみ表示されます。

[電子メールアドレス（Email
Address）] フィールド

電子メールの受信者の電子メール アドレス。
複数の電子メール アドレスをカンマで区切って入力できます。

[重大度（Severity）] フィールド [選択（Select）] をクリックして、電子メール アラートがトリ
ガーされる重大度レベルのチェックボックスをオンにします。
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ステップ 5

フィールド

説明

[アラートの有効化（Enable
Alert）] チェックボックス

アラート ルールをすぐに有効にする場合は、このチェックボッ
クスをオンにします。

[送信（Submit）] をクリックします。

サーバ診断
サーバ診断の概要
サーバ診断は、UCS Server Configuration Utility（UCS-SCU）を通じて利用できます。診断ツール
を使用して、シスコサーバのハードウェアに関する問題を診断し、さまざまなサーバコンポーネ
ントに対してテストを実行し、ハードウェアの問題を見つけたり、テスト結果を表形式で分析す
ることができます。
UCS-SCU イメージはリモートの場所にダウンロードし、設定して保存する必要があります。

（注）

UCS-SCU イメージを使用して診断テストを実施すると、サーバが一時的に利用できなくなり
ます。これは、当該のサーバが UCS-SCU イメージでリブートされるためです。
いずれのラック サーバで診断を実行する場合でも、サーバはユーザが設定した場所でホストされ
る UCS-SCU イメージでリブートされます。診断の表形式のレポートには、診断が実行された各
サーバの診断のステータスが表示されます。また、サーバの詳細情報、レポートが生成された日
時、診断ステータスなども表示されます。1 つまたは複数のサーバの診断レポートを削除したり、
ダウンロードしたりできます。

（注）

サーバ診断を実行するには、scpuser のパスワードを設定する必要があります。scpuser のパス
ワードを設定するには、SCP ユーザ パスワードの設定, （9 ページ）を参照してください。

Server Configuration Utility イメージの場所の設定
UCS-SCU イメージの場所を設定して保存するには、以下の手順に従います。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[サーバ診断（Server Diagnostics）] タブを選択します。

ステップ 3

[SCU イメージの場所の設定（Configure SCU Image Location）] をクリックします。

ステップ 4

[SCU イメージの場所の設定（Configure SCU Image Location）] ダイアログボックスで、次のフィー
ルドに値を入力します。
フィールド

説明

[ISO 共有 IP（ISO Share IP）]
フィールド

ISO 共有 IP アドレスを入力します。

[ISO 共有パス（ISO Share
Path）] フィールド

ISO 共有パスを入力します。

[ISO 共有タイプ（ISO Share
[ネットワーク ファイル システム（NFS）]、[Common Internet
Type）] ドロップダウン リスト File System（CIFS）] または [World Wide Web（WWW）] 共有
タイプのいずれかを選択します。
[ユーザ名（Username）] フィー ご使用の ISO 共有ログイン ユーザ名を入力します。
ルド
[パスワード（Password）]
フィールド

ご使用の ISO 共有ログイン パスワードを入力します。

ステップ 5

[保存（Save）] をクリックします。

ステップ 6

[送信結果（Submit Result）] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。

診断の実行
サーバまたはサーバ グループの診断を行うには、この手順に従います。
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手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [物理アカウント（Physical Accounts）] の順に選択し
ます。

ステップ 2

[サーバ診断（Server Diagnostics）] タブを選択します。

ステップ 3

[診断の実行（Run Diagnostics）] をクリックします。

ステップ 4

[診断の実行（Run Diagnostics）] ダイアログボックスで、以下のフィールドを入力します。
フィールド

説明

[選択（Choose）] ドロップダウ ドロップダウン リストから、診断をサーバで実行するかサーバ
ン リスト
グループで実行するかを選択します。
[サーバ（Server(s)）] または
[サーバ グループ（Server
Group(s)）] ドロップダウン リ
スト

診断を実行するサーバまたはサーバ グループを選択します。

ステップ 5

[選択（Select）] をクリックして、[選択（Select）] ダイアログボックスからサーバまたはサーバ
グループを選択します。

ステップ 6

[選択（Select）] をクリックします。
選択したサーバまたはサーバ グループが、[サーバ（Server(s)）] または [サーバ グループ（Server
Group(s)）] フィールドの隣に表示されます。

ステップ 7

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 8

[送信結果（Submit Result）] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
（注）
サーバもしくは複数のサーバ上で次のアクションを実行できます。
• レポートを表示するには、サーバを選択して、[レポートの表示（View Report）]
をクリックします。
• レポートを削除するには、サーバ（複数可）を選択して、[レポートの削除（Delete
Report）] をクリックします。
• レポートをダウンロードするには、サーバ（複数可）を選択して、[レポートのダ
ウンロード（Download Report）] をクリックします。複数のサーバを選択して診断
レポートをダウンロードすると、すべてのレポートが格納された zip ファイルがダ
ウンロードされます。
すでに診断操作が実行されているサーバを選択することはできません。そのサーバで別
の診断を開始するには、診断操作が完了するまで待ちます。
診断が完了するまでに約 40 分かかります。この時間はサーバに存在するコンポーネン
トの数によって異なります。
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SCP ユーザ パスワードの設定
SCP ユーザは、サーバの診断や、SCP プロトコルを使用して Cisco IMC Supervisor アプライアンス
へのファイル転送を行うためのテクニカル サポート アップロード操作に使用されます。SCP ユー
ザ アカウントは、Cisco IMC Supervisor UI または shelladmin へのログインには使用できません。
Putty を使用して SCP ユーザを作成し、ユーザ インターフェイスへログインしてパスワードを設
定する必要があります。
SCP ユーザ用のパスワードを設定するには、以下の手順に従います。

手順
ステップ 1

メニュー バーで、[管理（Administration）] > [ユーザとグループ（Users and Groups）] の順に選択
します。

ステップ 2

[SCP ユーザの設定（SCP User Configuration）] タブをクリックします。

ステップ 3

[パスワード（Password）] フィールドに SCP ユーザ パスワードを入力します。

ステップ 4

[送信（Submit）] をクリックします。

ステップ 5

[送信結果（Submit Result）] ダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
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