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モジュラサーバ管理

カートリッジからサーバを削除することはできません。（注）
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モジュラサーバのブート

はじめる前に

サービスプロファイルとモジュラサーバまたはサーバプールを関連付けます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /
を入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたモジュ

ラサーバをブートします。

UCS-A /org/service-profile # power
up

ステップ 3   

トランザクションをシステム設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたモジュラサーバをブート
して、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile* # power up
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

モジュラサーバのシャットダウン
この手順を使用して、インストールされているオペレーティングシステムによりサーバをシャッ

トダウンする場合、Cisco UCS Managerにより、この OSのグレースフルシャットダウンシーケ
ンスがトリガーされます。

はじめる前に

サービスプロファイルとモジュラサーバまたはサーバプールを関連付けます。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルー

ト組織モードを開始するには、org-nameに /と
入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定したサービスプロファイルで組織サービ

スプロファイルモードを開始します。

UCS-A /org # scope service-profile
profile-name

ステップ 2   

サービスプロファイルに関連付けられたモジュ

ラサーバをシャットダウンします。

UCS-A /org/service-profile # power
down

ステップ 3   

トランザクションをシステム設定にコミット

します。

UCS-A /org/service-profile #
commit-buffer

ステップ 4   

次に、ServProf34という名前のサービスプロファイルに関連付けられたモジュラサーバをシャッ
トダウンして、トランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # scope service-profile ServProf34
UCS-A /org/service-profile # power down
UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile #

モジュラサーバの電源再投入

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の指定され

たモジュラサーバのカートリッジサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
chassis-num/ cartridge-id/
server-num

ステップ 1   

モジュラサーバの電源再投入を行います。UCS-A /chassis/cartridge/server #
cycle {cycle-immediate |
cycle-wait}

ステップ 2   

モジュラサーバの電源再投入をただちに開始する

には、cycle-immediateキーワードを使用します。
保留中のすべての管理操作が完了した後に電源再

投入が開始されるようスケジュールするには、

cycle-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 3   
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次に、シャーシ 2のカートリッジ 2内のモジュラサーバ 2の電源再投入をただちに行って、トラ
ンザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # cycle cycle-immediate
UCS-A /chassis/cartridge/server # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラサーバのハードリセットの実行
サーバをリセットすると、Cisco UCS Managerにより、リセットライン上にパルスが送信されま
す。オペレーティングシステムのグレースフルシャットダウンを選択することができます。オペ

レーティングシステムがグレースフルシャットダウンをサポートしていない場合は、サーバの電

源を切ってから入れ直します。サーバのリセット前にすべての管理操作を完了させるオプション

を Cisco UCS Managerに適用した場合、それらの管理操作がサーバのリセット前に完了するかど
うかは保証されていません。

電源切断状態からサーバをブートする場合は、[リセット（Reset）]を使用しないでください。

このプロセスで電源投入を続行すると、サーバの望ましい電源状態が実際の電源状態と同期し

なくなり、サーバが後で予期せずシャットダウンすることがあります。選択したサーバを電源

切断状態から安全にリブートするには、[キャンセル（Cancel）]をクリックし、[サーバの起動
（Boot Server）]アクションを選択します。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の指定され

たモジュラサーバのカートリッジサーバモードを

開始します。

UCS-A# scope server
chassis-num/ cartridge-id/
server-num

ステップ 1   

モジュラサーバのハードリセットを実行します。UCS-A /chassis/cartridge/server #
reset {hard-reset-immediate |
hard-reset-wait}

ステップ 2   

サーバのハードリセットをただちに開始するには、

hard-reset-immediateキーワードを使用します。保
留中のすべての管理操作が完了した後にハードリ

セットが開始されるようスケジュールするには、

hard-reset-waitキーワードを使用します。

トランザクションをシステム設定にコミットしま

す。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 3   
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次に、シャーシ 2のカートリッジ 2内のモジュラサーバ 2の即時ハードリセットを実行して、ト
ランザクションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # reset hard-reset-immediate
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラサーバの認識
サーバ、およびそのサーバのエンドポイントすべてを再検出させるには、次の手順を実行します。

たとえば、サーバがディスカバリ状態など、予期していなかった状態から抜け出せなくなってい

る場合に、この手順を使用します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の

指定されたモジュラサーバを認識しま

す。

UCS-A# acknowledge server chassis-id/
cartridge-id/ server-id

ステップ 1   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 2   

次に、シャーシ 2のカートリッジ 2内のモジュラサーバ 2を認識して、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# acknowledge server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A #

モジュラサーバの稼働停止
サーバを一時的に UCSM構成から削除するには、サーバの稼働停止を行います。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の

指定されたモジュラサーバを稼働停止に

します。

UCS-A# decommission server
chassis-num/ cartridge-id/ server-num

ステップ 1   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 2   
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次に、シャーシ 2のカートリッジ 2内のモジュラサーバ 2を稼働停止にして、トランザクション
をコミットする例を示します。

UCS-A# decommission server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A #

モジュラサーバのステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の指

定されたモジュラサーバのカートリッジ

サーバモードを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

ステップ 1   

指定されたモジュラサーバのステータスを

表示します。

UCS-A /chassis/cartridge/server # show
status

ステップ 2   

次に、シャーシ 1のカートリッジ 3内のモジュラサーバ 1のステータスを表示する例を示しま
す。

UCS-A# scope server 1/3/1
UCS-A /chassis/cartridge/server # show status

Server Slot Status Availability Overall Status Discovery
------- --------------------------------- ------------ --------------------- ---------
1/3/1 Equipped Available Unassociated Complete

モジュラサーバのロケータ LED の点灯

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の指

定されたモジュラサーバのシャーシサー

バモードを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

ステップ 1   

モジュラサーバロケータLEDを点灯しま
す。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
enable locator-led

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、シャーシ 2のカートリッジ 2内のモジュラサーバ 2のロケータ LEDを点灯して、トランザ
クションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # enable locator-led
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラサーバのロケータ LED の消灯
ロケータ LEDはカートリッジ内のすべてのモジュラサーバで共有されます。そのため、カート
リッジのロケータLEDを消灯するには、カートリッジ内のすべてのモジュラサーバから消灯する
必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の

指定されたモジュラサーバのシャーシ

モードを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

ステップ 1   

モジュラサーバロケータLEDを消灯しま
す。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
disable locator-led

ステップ 2   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、シャーシ 2のカートリッジ 2内のモジュラサーバ 2のロケータ LEDを消灯して、トランザ
クションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope chassis 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # disable locator-led
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #
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モジュラサーバの CMOS のリセット
サーバのトラブルシューティング時に、CMOSのリセットが必要になる場合もあります。CMOS
のリセットは、通常のサーバメンテナンスには含まれません。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の指

定されたモジュラサーバのカートリッジ

サーバモードを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

ステップ 1   

モジュラサーバの CMOSをリセットしま
す。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
reset-cmos

ステップ 2   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 3   

次に、シャーシ 2のカートリッジ 2のモジュラサーバ 2の CMOSをリセットして、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # reset-cmos
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

モジュラサーバの CIMC のリセット
ファームウェアでのサーバのトラブルシューティング時に、CIMCのリセットが必要になる場合
もあります。CIMCのリセットは、通常のサーバメンテナンスには含まれません。CIMCのリセッ
ト後、サーバは、そのサーバで実行されているバージョンのファームウェアを使ってブートされ

ます。

CIMCをリセットすると、CIMCがリブートするまで、Cisco UCSの電力モニタリング機能が短時
間使用不能になります。通常、リセットには20秒しかかかりませんが、その間にピーク電力制限
を超える可能性があります。低電力制限が設定された環境で、設定された電力制限を超えないよ

うにするには、CIMCのリブートまたはアクティブ化を交互に実施することを検討してください。
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手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の指

定されたモジュラサーバのカートリッジ

サーバモードを開始します。

UCS-A# scope server chassis-num/
cartridge-id/ server-num

ステップ 1   

カートリッジサーバ CIMCモードを開始
します。

UCS-A /chassis/cartridge/server # scope
CIMC

ステップ 2   

モジュラサーバの CIMCをリセットしま
す。

UCS-A /chassis/cartridge/server/CIMC
# reset

ステップ 3   

トランザクションをシステム設定にコミッ

トします。

UCS-A /chassis/cartridge/server/CIMC
# commit-buffer

ステップ 4   

次に、シャーシ 2のカートリッジ 2のモジュラサーバ 2の CIMCをリセットして、トランザク
ションをコミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # scope CIMC
UCS-A /chassis/cartridge/server/cimc # reset
UCS-A /chassis/cartridge/server/cimc* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server/cimc #

モジュラサーバからの NMI の発行
システムが無応答状態になっており、Cisco UCS Managerで CIMCから BIOSまたはオペレーティ
ングシステムにマスク不能割り込み（NMI）を発行する必要がある場合は、次の手順を実行しま
す。このアクションにより、サーバにインストールされているオペレーティングシステム応じ

て、コアダンプまたはスタックトレースが作成されます。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定したサーバのサーバモードを

開始します。

UCS-A # scope server chassis-id/ cartridge-id/
server-id

ステップ 1   

UCS-A /chassis/cartridge/server #
diagnostic-interrupt

ステップ 2   

トランザクションをシステム設定

にコミットします。

UCS-A /chassis/cartridge/server #
commit-buffer

ステップ 3   
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次に、シャーシ 2のカートリッジ 2内のサーバ 2から NMIを送信して、トランザクションをコ
ミットする例を示します。

UCS-A# scope server 2/2/2
UCS-A /chassis/cartridge/server # diagnostic-interrupt
UCS-A /chassis/cartridge/server* # commit-buffer
UCS-A /chassis/cartridge/server #

ヘルス LED アラーム
サーバヘルス LEDは、各 Cisco UCSMシリーズサーバの前面にあります。Cisco UCSManagerで
はセンサー故障が発生すると、サーバヘルスLEDの色がグリーンからオレンジ、またはオレンジ
の点滅に変わります。

ヘルス LEDアラームには次の情報が表示されます。

説明名前

アラームの重大度。次のいずれかになります。

• [クリティカル（Critical）]：ブレードヘルスLEDがオレン
ジで点滅します。

• [マイナー（Minor）]：ブレードヘルス LEDがオレンジに
点灯します。

[重大度（Severity）]カラム

アラームの簡単な説明。[説明（Description）]カラム

アラームをトリガーしたセンサーの ID。[センサー ID（Sensor ID）]カ
ラム

アラームをトリガーしたセンサーの名前。[センサー名（Sensor Name）]
カラム

ヘルス LED ステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定されたシャーシとカートリッジ内の指定

されたモジュラサーバのカートリッジサー

バモードを開始します。

UCS-A# scope server chassis-id/
cartridge-id/ server-num

ステップ 1   
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目的コマンドまたはアクション

選択したサーバのヘルスLEDおよびセンサー
アラームを表示します。

UCS-A /chassis/cartridge/server # show
health-led expand

ステップ 2   

次に、シャーシ 1カートリッジ 2サーバ 1のヘルス LEDステータスとセンサーアラームを表示す
る例を示します。

UCS-A# scope server 1/2/1
UCS-A /chassis/cartridge/server # show health-led
Health LED:

Severity: Minor
Reason:: P0V75_STBY:Voltage Threshold Crossed;TEMP_SENS_FRONT:Temperature Threshold

Crossed;
Color: Amber
Oper State:: On

Sensor Alarm:
Severity: Minor
Sensor ID: 7
Sensor Name: P0V75_STBY
Alarm Desc: Voltage Threshold Crossed

Severity: Minor
Sensor ID: 76
Sensor Name: TEMP_SENS_FRONT
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed

Severity: Minor
Sensor ID: 91
Sensor Name: DDR3_P1_D2_TMP
Alarm Desc: Temperature Threshold Crossed

UCS-A /chassis/cartridge/server #
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