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モニタリングとレポートの概要
Cisco UCS Directorには、Cisco UCS Managerアカウントとして追加された各 Cisco UCSドメイン
内の管理対象の Cisco UCSコンポーネントがすべて表示されます。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

Cisco UCS Manager リリース 5.2 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
1



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。

•ファブリックインターコネクト

•シャーシとそのコンポーネント（ファンモジュール、電源ユニット（PSUs）、I/Oモジュー
ル、サーバ、使用禁止のサーバなど）

•サーバ

•組織

•サービスプロファイル

• VSAN

• VLAN

•ポートチャネル

• QoSシステムクラス

•シャーシディスカバリポリシー

•管理 IPプール

•フロー制御ポリシー

•ロケール

•障害とイベント

ファブリックインターコネクトとそのコンポーネントの

モニタリング

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [ファブリックインターコネクト]タブをクリックします。

ステップ 4 モニタするファブリックインターコネクトのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [詳細の表示]をクリックします。
Cisco UCS Directorは選択したコンポーネントの現在のステータス情報を表示します。ウィンドウにある
タブをクリックしてコンポーネントの詳細を表示します。

ステップ 6 次のいずれかのタブをクリックし、ファブリックインターコネクトまたはファブリックインターコネク

ト内の特定のコンポーネントのステータスを表示します。
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説明名前

使用可能なライセンス、ライセンス使用率、およびライセンス違反の概

要。

[ライセンスステータス]タブ

CPU使用率やデータ使用率の統計など、ファブリックインターコネク
トおよびそのコンポーネントの現在のステータスのサマリー。

[サマリー]タブ

PSUおよびそれらの現在のステータスのリスト。[電源ユニット]タブ

ファブリックインターコネクト内のファンおよびそれらの現在のステー

タスのリスト。

[ファン]タブ

ファブリックインターコネクト内のイーサネットポートとそれらの位

置と現在のステータスのリスト。

[イーサネットポート]タブ

ファブリックインターコネクト内のファイバチャネルポート、それら

の位置と現在のステータス、および関連付けられている VSANのリス
ト。

[ファイバチャネルポート]タブ

ファブリックインターコネクトおよびそのコンポーネントの現在のイ

ベントのリスト、および各イベントに関する情報。

[イベント]タブ

ファブリックインターコネクトおよびそのコンポーネントの現在の障

害のリスト、および各障害に関する情報。

[障害]タブ

データ使用率、CPU使用率、メモリ使用率レポートなど、ファブリッ
クインターコネクトおよびそのコンポーネントについて生成できる追

加のレポート。

[その他のレポート]タブ

ステップ 7 メインウィンドウに戻るには、[戻る]をクリックします。

シャーシとそのコンポーネントのモニタリング

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [UCSシャーシ]タブをクリックします。

ステップ 4 モニタするシャーシのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [詳細の表示]をクリックします。
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Cisco UCS Directorは選択したコンポーネントの現在のステータス情報を表示します。ウィンドウにある
タブをクリックしてコンポーネントの詳細を表示します。

ステップ 6 次のいずれかのタブをクリックし、シャーシまたはシャーシ内の特定のコンポーネントのステータスを表

示します。

説明名前

使用可能なライセンス、ライセンス使用率、およびライセンス違反

の概要。

[ライセンスステータス]タブ

シャーシおよびそのコンポーネントの現在のステータスのサマリー。[サマリー]タブ

シャーシ内のサーバとそれらの位置および現在のステータスのリス

ト。

[サーバ]タブ

シャーシ内のファンモジュールとそれらの現在のステータスのリス

ト。

[ファンモジュール]タブ

シャーシ内の PSUとそれらの現在のステータスのリスト。[電源ユニット]タブ

シャーシ内の使用禁止のサーバのリスト（存在する場合）。[使用禁止のUCSサーバ]タブ

シャーシおよびそのコンポーネントの現在のイベントのリスト、お

よび各イベントに関する情報。

[イベント]タブ

関連するポリシーとスケジュールを含むフォールト抑制タスクのリ

スト（存在する場合）。

[抑制タスク]タブ

シャーシ内の I/Oモジュールとそれらの位置および現在のステータ
スのリスト。

[IOモジュール]タブ

シャーシおよびそのコンポーネントの現在の障害のリスト、および

各障害に関する情報。

[障害]タブ

入出力電源傾向レポートなど、シャーシおよびそのコンポーネント

について生成できる追加のレポート。

[その他のレポート]タブ

ステップ 7 メインウィンドウに戻るには、[戻る]をクリックします。

   Cisco UCS Manager リリース 5.2 用の Cisco UCS Director 管理ガイド
4

モニタリングとレポート

シャーシとそのコンポーネントのモニタリング



サーバとそのコンポーネントのモニタリング

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [UCSサーバ]タブをクリックします。

ステップ 4 モニタするサーバのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [詳細の表示]をクリックします。
Cisco UCS Directorは選択したコンポーネントの現在のステータス情報を表示します。ウィンドウにある
タブをクリックしてコンポーネントの詳細を表示します。

ステップ 6 次のいずれかのタブをクリックし、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。

説明名前

使用可能なライセンス、ライセンス使用率、およびライセンス違反の

概要。

[ライセンスステータス]タブ

電源と温度の統計情報を含む、サーバおよびそのコンポーネントの現

在のステータスのサマリー。

[サマリー]タブ

サーバ内のアダプタとそれらの位置および現在のステータスのリスト。

アダプタの DCEインターフェイス、vNIC、および vHBAを表示する
には、アダプタを選択し、[詳細の表示]をクリックします。

[インターフェイスカード]タブ

サーバ内のファンモジュールとそれらの現在のステータスのリスト。

このタブは、ラックマウントサーバについてのみ使用できます。

ファンモジュール内のファンを表示するには、ファンモジュールを選

択し、[詳細の表示]をクリックします。

[ファンモジュール]タブ

サーバ内のPSUとそれらの現在のステータスのリスト。このタブは、
ラックマウントサーバについてのみ使用できます。

[電源ユニット]タブ

サーバおよびそのコンポーネントの現在のイベントのリスト、および

各イベントに関する情報。

[イベント]タブ

関連するポリシーとスケジュールを含むフォールト抑制タスクのリス

ト（存在する場合）。

[抑制タスク]タブ

サーバ内の CPUとそれらの位置および現在のステータスのリスト。[プロセッサユニット]タブ
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説明名前

サーバ内のメモリユニットと、それらのタイプ、位置、および現在の

ステータスのリスト。

[メモリユニット]タブ

サーバ内のストレージコントローラのリスト。[ストレージコントローラ]タブ

サーバおよびそのコンポーネントの現在の障害のリスト、および各障

害に関する情報。

[障害]タブ

サーバおよびそのコンポーネントのサービスリクエスト、アセットタ

イプ、変更の説明のリスト

[サービスリクエストの詳細]タ
ブ

電圧、電源、温度レポートなど、サーバおよびそのコンポーネントに

ついて生成できる追加のレポート。

[その他のレポート]タブ

ステップ 7 メインウィンドウに戻るには、[戻る]をクリックします。

FEX とそのコンポーネントのモニタリング
1つ以上のラックマウントサーバが含まれる Cisco UCSドメインの場合、ラックマウントサーバ
をファブリックインターコネクトに接続する各ファブリックエクステンダ（FEX）を Cisco UCS
Directorでモニタできます。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[FEX]タブをクリックします。

ステップ 4 モニタする FEXのテーブル内の行をクリックします。

ステップ 5 [詳細の表示]をクリックします。
Cisco UCS Directorは選択したコンポーネントの現在のステータス情報を表示します。ウィンドウにある
タブをクリックしてコンポーネントの詳細を表示します。

ステップ 6 次のいずれかのタブをクリックし、FEXまたは FEX内の特定のコンポーネントのステータスを表示しま
す。

説明名前

使用可能なライセンス、ライセンス使用率、およびライセンス違反

の概要。

[ライセンスステータス]タブ
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説明名前

PSUおよびそれらの現在のステータスのリスト。[電源ユニット]タブ

FEX内のファンおよびそれらの現在のステータスのリスト。[ファン]タブ

関連するポリシーとスケジュールを含むフォールト抑制タスクのリ

スト（存在する場合）。

[抑制タスク]タブ

FEX内の I/Oモジュールとそれらの位置および現在のステータスの
リスト。

[IOモジュール]タブ

ファブリックインターコネクトおよびそのコンポーネントの現在の

障害のリスト、および各障害に関する情報。

[障害]タブ

ステップ 7 メインウィンドウに戻るには、[戻る]をクリックします。

TPM モニタリング
トラステッドプラットフォームモジュール（TPM）は、すべてのCisco UCS M3ブレードサーバ
やラックマウントサーバに搭載されています。オペレーティングシステムでの暗号化に TPMを
使用することができます。たとえば、Microsoftの BitLockerドライブ暗号化は Cisco UCSサーバ
上で TPMを使用して暗号キーを保存します。

Cisco UCS Managerでは、TPMが存在しているか、有効またはアクティブになっているかどうか
を含めた TPMのモニタリングが可能です。

TPMプロパティの表示の詳細については、『Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide, Release
2.2』（http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-manager/
products-installation-and-configuration-guides-list.htmlから入手可能）を参照してください。
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インベントリレポート

Cisco UCSシャーシインベントリレポートの表示
このレポートには、CiscoUCSManagerアカウント内のシャーシの数およびその中で電源がオンに
なっているシャーシの数が表示されます。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[その他のレポート]タブをクリックします。

ステップ 4 [レポート]ドロップダウンリストから、[UCSシャーシインベントリ]を選択します。

Cisco UCSファブリックインターコネクトインベントリレポートの表
示

このレポートには、Cisco UCS Managerアカウント内のファブリックインターコネクトの数およ
びその中で操作可能なシャーシの数が表示されます。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[その他のレポート]タブをクリックします。

ステップ 4 [レポート]ドロップダウンリストから、[UCSファブリックインターコネクトインベントリ]を選択しま
す。
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Cisco UCSサーバインベントリレポートの表示
このレポートには、Cisco UCSManagerアカウント内の Cisco UCSサーバ数とその中で操作可能な
サーバの数が表示されます。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[その他のレポート]タブをクリックします。

ステップ 4 [レポート]ドロップダウンリストから、[UCSサーバインベントリ]を選択します。

Cisco UCSサーバ関連付けレポートの表示
このレポートには、Cisco UCS Managerアカウント内の関連付けられた UCSサーバ、関連付けの
ない UCSサーバ、および他の Cisco UCSサーバの数が表示されます。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[その他のレポート]タブをクリックします。

ステップ 4 [レポート]ドロップダウンリストから、[関連付けられたUCSサーバと関連付けのないUCSサーバ]を選択
します。
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インベントリレポートのエクスポート

インベントリレポートを PDF、CSV、または XLS形式でインポートすることができます。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[その他のレポート]タブをクリックします。

ステップ 4 [レポート]ドロップダウンリストから、エクスポートするレポートを選択します。

ステップ 5 レポートの右側で、[レポートのエクスポート]ボタンをクリックします。

ステップ 6 [レポートのエクスポート]ダイアログボックスで、[レポート形式の選択]ドロップダウンリストから目的
のレポート形式を選択し、[レポートの生成]をクリックします。

ステップ 7 レポートが生成されたら、[ダウンロード]をクリックします。

ステップ 8 レポートをダウンロードしたら、[閉じる]をクリックします。

Cisco UCSイベント
Cisco UCSでは、各イベントは、Cisco UCSドメイン内の非永続的な状態を表します。 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 Directorから Cisco UCS Managerアカウントのすべてのイベントを表示できます。個別
の Cisco UCS Managerアカウント、またはサーバやファブリックインターコネクトなどのアカウ
ント内の特定のコンポーネントの Cisco UCSイベントを表示できます。

Cisco UCS Managerアカウントの Cisco UCSイベントの表示

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[イベント]タブをクリックします。

ステップ 4 （任意） アカウント内のコンポーネントのイベントを表示するには、次の手順を実行します。

a) 右ペインで、サーバ、ファブリックインターコネクトなどのコンポーネントのタブに移動します。
b) イベントを表示するコンポーネントの表内の行をクリックします。
c) [詳細の表示]をクリックします。
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d) [イベント]タブをクリックします。

ステップ 5 （任意） 生成するレポートおよびテーブルに表示される列をカスタマイズするには、次の手順を実行し

ます。

a) テーブルメニューバーで [テーブルの列のカスタマイズ]ボタンをクリックします。
b) [レポートテーブルのカスタマイズ]ダイアログボックスでチェックボックスを選択または選択解除し、
レポートに表示する要素を決定して [保存]をクリックします。

ステップ 6 （任意） タブに表示されるレポートをエクスポートするには次の手順を実行します。

a) テーブルメニューバーで [レポートのエクスポート]をクリックします。
b) [レポートのエクスポート]ダイアログボックスでレポート形式を選択して [レポートの生成]をクリッ
クします。

c) レポートが生成されたら [ダウンロード]をクリックします。
d) 別のタブでレポートを表示している場合は、お使いのブラウザのダウンロードボタンを使用してレポー
トをダウンロードしてください。

e) [レポートのエクスポート]ダイアログボックスで [閉じる]をクリックします。

Cisco UCSの障害
Cisco UCSの各障害は、Cisco UCSドメインの障害や、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。

Cisco UCS Directorから Cisco UCS Managerアカウントのすべての障害を表示できます。個別の
Cisco UCSManagerアカウントまたはアカウント内の特定のコンポーネントの Cisco UCSの障害を
ポッドレベルで表示することもできます。

CiscoUCSの障害の詳細については、『CiscoUCSFaults andErrorMessagesReference』および『Cisco
UCS Manager B-Series Troubleshooting Guide』を参照してください。

ポッドの Cisco UCS障害の表示

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左ペインで、障害を表示するポッドをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [障害]タブをクリックします。

ステップ 4 （任意） 生成するレポートおよびテーブルに表示される列をカスタマイズするには、次の手順を実行し

ます。
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a) テーブルメニューバーで [テーブルの列のカスタマイズ]ボタンをクリックします。
b) [レポートテーブルのカスタマイズ]ダイアログボックスでチェックボックスを選択または選択解除し、
レポートに表示する要素を決定して [保存]をクリックします。

ステップ 5 （任意） タブに表示されるレポートをエクスポートするには次の手順を実行します。

a) テーブルメニューバーで [レポートのエクスポート]をクリックします。
b) [レポートのエクスポート]ダイアログボックスでレポート形式を選択して [レポートの生成]をクリッ
クします。

c) レポートが生成されたら [ダウンロード]をクリックします。
d) 別のタブでレポートを表示している場合は、お使いのブラウザのダウンロードボタンを使用してレポー
トをダウンロードしてください。

e) [レポートのエクスポート]ダイアログボックスで [閉じる]をクリックします。

Cisco UCS Managerアカウントの Cisco UCS障害の表示

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [障害]タブをクリックします。

ステップ 4 （任意） アカウント内のコンポーネントまたはオブジェクトの障害を表示するには、次の手順を実行し

ます。

a) サービスプロファイル、サーバ、組織などのコンポーネントまたはオブジェクトのタブに移動します。
b) 障害を表示するコンポーネントまたはオブジェクトの表内の行をクリックします。
c) [詳細の表示]をクリックします。
d) [障害]タブをクリックします。

ステップ 5 （任意） 生成するレポートおよびテーブルに表示される列をカスタマイズするには、次の手順を実行し

ます。

a) テーブルメニューバーで [テーブルの列のカスタマイズ]ボタンをクリックします。
b) [レポートテーブルのカスタマイズ]ダイアログボックスでチェックボックスを選択または選択解除し、
レポートに表示する要素を決定して [保存]をクリックします。

ステップ 6 （任意） タブに表示されるレポートをエクスポートするには次の手順を実行します。

a) テーブルメニューバーで [レポートのエクスポート]をクリックします。
b) [レポートのエクスポート]ダイアログボックスでレポート形式を選択して [レポートの生成]をクリッ
クします。

c) レポートが生成されたら [ダウンロード]をクリックします。
d) 別のタブでレポートを表示している場合は、お使いのブラウザのダウンロードボタンを使用してレポー
トをダウンロードしてください。
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e) [レポートのエクスポート]ダイアログボックスで [閉じる]をクリックします。

フォールト抑制
フォールト抑制を使用すると、予定されたメンテナンス時間中にSNMPトラップおよびCallHome
通知を抑制することができます。フォールト抑制タスクを作成し、一時的な障害がレイズまたは

クリアされるたびに通知が送信されることを防止できます。

障害は、期限切れになるか、フォールト抑制タスクがユーザによって手動で停止されるまで抑制

されたままになります。フォールト抑制が終了した後に、CiscoUCSDirectorがクリアされていな
い未処理の抑制された障害の通知を送信します。

シャーシのフォールト抑制タスクの追加

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右側のペインで [UCSシャーシ]タブをクリックします。

ステップ 4 フォールトを抑制するシャーシの表の列をクリックします。

ステップ 5 [フォールト抑制の開始/停止]をクリックします。

ステップ 6 [フォールト抑制]ダイアログボックスで、[ローカル定義の抑制タスク]領域内の [追加]をクリックしま
す。

ステップ 7 [ローカル定義の抑制タスクへのエントリの追加]ダイアログボックスで、以下のフィールドに入力して、
[送信]をクリックします。

説明名前

フォールト抑制タスクの一意の名前です。[名前]フィールド
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説明名前

フォールト抑制タスクを実行するタイミングを選択

します。次のいずれかになります。

• [固定間隔]：フォールト抑制タスクの開始時間
と期間を指定します。 [開始時間]フィールド
に、フォールト抑制タスクを開始する日付と

時間を指定します。このフィールドのカレン

ダーアイコンをクリックして、ポップアップ

カレンダーから開始時間を選択します。 [タス
ク期間]フィールドで、このタスクの継続時間
を指定します。手動で停止するまでこのタス

クを実行する場合は、このフィールドに

「00:00:00:00」と入力してください。

• [スケジュール]：事前定義されたスケジュール
を使用して、開始時間と期間を設定します。

[スケジュール]ドロップダウンリストからス
ケジュールを選択します。

[固定間隔/スケジュールの選択]ドロップダウンリ
スト

事前定義された抑制ポリシーを選択し、このタスク

に適用します。次のいずれかになります。

• [default-server-maint]：ブレードサーバのフォー
ルトを抑制します。

• [default-iom-maint]：シャーシ内の IOMのフォー
ルトを抑制します。

• [default-chassis-all-maint]：シャーシとシャーシ
に装着された全コンポーネント（全ブレード

サーバ、電源、ファンモジュール、IOM）の
フォールトを抑制します。

• [default-chassis-phys-maint]：シャーシと、シャー
シに装着された全ファンモジュールと電源の

フォールトを抑制します。

[抑制ポリシー]ドロップダウンリスト

この手順を繰り返して、フォールト抑制タスクを追加してください。

ステップ 8 すべてのフォールト抑制タスクを追加したら、[送信]をクリックします。
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FEX のフォールト抑制タスクの追加

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[FEX]タブをクリックします。

ステップ 4 フォールトを抑制する FEXの表の列をクリックします。

ステップ 5 [フォールト抑制の開始/停止]をクリックします。

ステップ 6 [フォールト抑制]ダイアログボックスで、[ローカル定義の抑制タスク]領域内の [追加]をクリックしま
す。

ステップ 7 [ローカル定義の抑制タスクへのエントリの追加]ダイアログボックスで、以下のフィールドに入力して、
[送信]をクリックします。

説明名前

フォールト抑制タスクの一意の名前です。[名前]フィールド

フォールト抑制タスクを実行するタイミングを選択

します。次のいずれかになります。

• [固定間隔]：フォールト抑制タスクの開始時間
と期間を指定します。 [開始時間]フィールド
に、フォールト抑制タスクを開始する日付と

時間を指定します。このフィールドのカレン

ダーアイコンをクリックして、ポップアップ

カレンダーから開始時間を選択します。 [タス
ク期間]フィールドで、このタスクの継続時間
を指定します。手動で停止するまでこのタス

クを実行する場合は、このフィールドに

「00:00:00:00」と入力してください。

• [スケジュール]：事前定義されたスケジュール
を使用して、開始時間と期間を設定します。

[スケジュール]ドロップダウンリストからス
ケジュールを選択します。

[固定間隔/スケジュールの選択]ドロップダウンリ
スト
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説明名前

事前定義された抑制ポリシーを選択し、このタスク

に適用します。次のいずれかになります。

• [default-fex-phys-maint]：FEXとFEX内の全ファ
ンモジュールと電源のフォールトを抑制しま

す。

• [default-fex-all-maint]：FEXと FEX内の全電
源、ファンモジュール、IOMのフォールトを
抑制します。

• [default-iom-maint]：FEX内の IOMのフォール
トを抑制します。

[抑制ポリシー]ドロップダウンリスト

この手順を繰り返して、フォールト抑制タスクを追加してください。

ステップ 8 すべてのフォールト抑制タスクを追加したら、[送信]をクリックします。

I/O モジュールのフォールト抑制タスクの追加
FEXやシャーシの I/Oモジュールのフォールトを抑制できます。

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、次のいずれかのタブをクリックします。

• [シャーシ]タブ

• [FEX]タブ

ステップ 4 I/Oモジュールのフォールトを抑制する FEXの表の列をクリックし、[詳細の表示]をクリックします。

ステップ 5 [IOモジュール]タブをクリックします。

ステップ 6 フォールトを抑制する I/Oモジュールの表の列をクリックします。

ステップ 7 [フォールト抑制の開始/停止]をクリックします。

ステップ 8 [フォールト抑制]ダイアログボックスで、[ローカル定義の抑制タスク]領域内の [追加]をクリックしま
す。

ステップ 9 [ローカル定義の抑制タスクへのエントリの追加]ダイアログボックスで、以下のフィールドに入力して、
[送信]をクリックします。
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説明名前

フォールト抑制タスクの一意の名前です。[名前]フィールド

フォールト抑制タスクを実行するタイミングを選択

します。次のいずれかになります。

• [固定間隔]：フォールト抑制タスクの開始時間
と期間を指定します。 [開始時間]フィールド
に、フォールト抑制タスクを開始する日付と

時間を指定します。このフィールドのカレン

ダーアイコンをクリックして、ポップアップ

カレンダーから開始時間を選択します。 [タス
ク期間]フィールドで、このタスクの継続時間
を指定します。手動で停止するまでこのタス

クを実行する場合は、このフィールドに

「00:00:00:00」と入力してください。

• [スケジュール]：事前定義されたスケジュール
を使用して、開始時間と期間を設定します。

[スケジュール]ドロップダウンリストからス
ケジュールを選択します。

[固定間隔/スケジュールの選択]ドロップダウンリ
スト

事前定義された抑制ポリシーを選択し、このタスク

に適用します。 [default-iom-maint]ポリシーを選択
すると、シャーシや FEXの IOMのフォールトの抑
制が可能です。

[抑制ポリシー]ドロップダウンリスト

この手順を繰り返して、フォールト抑制タスクを追加してください。

ステップ 10 すべてのフォールト抑制タスクを追加したら、[送信]をクリックします。
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サーバのフォールト抑制タスクの追加

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、[UCSサーバ]タブをクリックします。

ステップ 4 フォールトを抑制するサーバの表の列をクリックします。

ステップ 5 [フォールト抑制の開始/停止]をクリックします。
このボタンが表示されない場合は、メニュー右側にあるドロップダウンリストボタンをクリックして、

ドロップダウンリストからこのオプションを選択します。

ステップ 6 [フォールト抑制]ダイアログボックスで、[ローカル定義の抑制タスク]領域内の [追加]をクリックしま
す。

ステップ 7 [ローカル定義の抑制タスクへのエントリの追加]ダイアログボックスで、以下のフィールドに入力して、
[送信]をクリックします。

説明名前

フォールト抑制タスクの一意の名前です。[名前]フィールド

フォールト抑制タスクを実行するタイミングを選択

します。次のいずれかになります。

• [固定間隔]：フォールト抑制タスクの開始時間
と期間を指定します。 [開始時間]フィールド
に、フォールト抑制タスクを開始する日付と

時間を指定します。このフィールドのカレン

ダーアイコンをクリックして、ポップアップ

カレンダーから開始時間を選択します。 [タス
ク期間]フィールドで、このタスクの継続時間
を指定します。手動で停止するまでこのタス

クを実行する場合は、このフィールドに

「00:00:00:00」と入力してください。

• [スケジュール]：事前定義されたスケジュール
を使用して、開始時間と期間を設定します。

[スケジュール]ドロップダウンリストからス
ケジュールを選択します。

[固定間隔/スケジュールの選択]ドロップダウンリ
スト

事前定義された抑制ポリシーを選択して、このタス

クに適用します。これには、 [default-server-maint]
ポリシーを選択すると、ブレードサーバとラック

マウントサーバのフォールトの抑制が可能です。

[抑制ポリシー]ドロップダウンリスト
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この手順を繰り返して、フォールト抑制タスクを追加してください。

ステップ 8 すべてのフォールト抑制タスクを追加したら、[送信]をクリックします。

フォールト抑制タスクの表示

ステップ 1 メニューバーで [物理] > [コンピューティング]の順に選択します。

ステップ 2 左側のペインで Podを展開し、Cisco UCS Managerアカウントをクリックします。

ステップ 3 右ペインで、次のいずれかのタブをクリックします。

• [シャーシ]タブ

• [FEX]タブ

• [UCSサーバ]タブ

ステップ 4 フォールト抑制タスクを表示するシャーシ、FEX、またはサーバの表内の行をクリックし、[詳細の表示]
をクリックします。

ステップ 5 [抑制タスク]タブをクリックします。
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