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DHCP のユーザフレンドリー機能の概要
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）拡張機能では、ホスト名が DHCPパケットに追加さ
れており、DHCPサーバ側でこれを解釈または表示できます。ホスト名は DHCPパケットのオプ
ションフィールドに追加され、（最初にDHCPサーバに送信される）DHCPDISCOVERパケット
で送信されます。

サーバのデフォルトホスト名が ucs-c2XXから CXXX-YYYYYYに変更されます。XXXはサーバ
のモデル番号、YYYYYYはシリアル番号です。この一意の文字列はクライアント IDとして機能
し、DHCPサーバから CIMCにリースされる IPアドレスを追跡してマッピングするうえで役立ち

Cisco UCS C シリーズサーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーションガイドリリー
ス 1.5    

    OL-28993-03-J 1



ます。サーバのステッカーまたはラベルとしてデフォルトシリアル番号が製造者から提供され、

サーバを物理的に識別するうえで役立ちます。

ロケータ LED の切り替え
はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログイン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

シャーシコマンドモードを開始します。Server # scope chassisステップ 1   

シャーシロケータ LEDをイネーブルまた
はディセーブルにします。

Server /chassis # set locator-led {on
| off}

ステップ 2   

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

Server /chassis # commitステップ 3   

次に、シャーシロケータLEDをディセーブルにして、トランザクションをコミットする例を示し
ます。

Server# scope chassis
Server /chassis # set locator-led off
Server /chassis *# commit

Server /chassis #

ハードドライブのロケータ LED の切り替え
はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログイン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

シャーシコマンドモードを開始します。Server # scope chassisステップ 1   

ハードディスクドライブ（HDD）コマンド
モードを開始します。

Server/chassis # scope hddステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ここで、drivenumは、ロケータ LEDを設定す
るハードドライブの番号です。値 1はLEDが
点灯し、値 2は LEDが消灯します。

Server /chassis/hdd # set
locateHDD drivenum {1 | 2}

ステップ 3   

次に、HDD 2のロケータ LEDを点灯する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope hdd
Server /chassis/hdd # locateHDD 2 1
HDD Locate LED Status changed to 1
Server /chassis/hdd # show
Name Status LocateLEDStatus
-------------------- -------------------- --------------------
HDD1_STATUS present TurnOFF
HDD2_STATUS present TurnON
HDD3_STATUS absent TurnOFF
HDD4_STATUS absent TurnOFF

Server /chassis/hdd #

サーバのブート順の管理

サーバのブート順

CIMCを使用して、使用可能なブートデバイスタイプからサーバがブートを試行する順序を設定
できます。

ブート順の設定を変更すると、CIMCは、サーバが次にリブートされるときに、設定されたブー
ト順を BIOSに送信します。新しいブート順を実装するには、設定の変更後にサーバをリブート
します。新しいブート順は以降のリブートで反映されます。設定されたブート順は、設定が再度

変更されるまで再送信されません。

次のいずれかの条件が発生すると、実際のブート順は設定されたブート順と異なります。（注）

•設定されたブート順を使用してブートしようとしたときに BIOSで問題が発生した。

•ユーザが BIOSでブート順を直接変更した。
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サーバのブート順の設定

ホストが BIOS電源投入時自己診断テスト（POST）を実行している間は、ブート順を変更し
ないでください。

（注）

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログイン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

biosコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

ブートデバイスオプションと順序を指定します。

次の 1つ以上を選択できます。
Server /bios # set boot-order
device1[,device2[,device3
[,device4[,device5]]]]

ステップ 2   

• cdrom：ブート可能な CD-ROM

• fdd：フロッピーディスクドライブ

• hdd：ハードディスクドライブ

• pxe：PXEブート

• efi：Extensible Firmware Interface

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

Server /bios # commitステップ 3   

新規のブート順は、次の BIOSのブートで使用されます。

次に、ブート順を設定し、トランザクションをコミットする例を示します。

Server# scope bios
Server /bios # set boot-order hdd,cdrom,fdd,pxe,efi
Server /bios *# commit
Server /bios # show detail
BIOS:

Boot Order: HDD,CDROM,FDD,PXE,EFI

Server /bios #

次の作業

サーバを再起動して、新しいブート順でブートします。
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実際のサーバのブート順の表示

サーバの実際のブート順とは、サーバが最後にブートされたときに BIOSによって実際に使用さ
れたブート順です。実際のブート順は、CIMCで設定されたブート順とは異なる場合があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

biosコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

サーバが最後に起動したときに実際にBIOS
で使用されたブート順序を表示します。

Server /bios # show
actual-boot-order [detail]

ステップ 2   

次の例では、最後のブートの実際のブート順序を表示します。

Server# scope bios
Server /bios # show actual-boot-order

Boot Order Type Boot Device
------------ ------------------------- -----------------------------------
1 CD/DVD CD-ROM
2 CD/DVD Cisco Virtual CD/DVD 1.18
3 Network Device (PXE) Cisco NIC 23:0.0
4 Network Device (PXE) MBA v5.0.5 Slot 0100
5 Network Device (PXE) MBA v5.0.5 Slot 0101
6 Network Device (PXE) MBA v5.0.5 Slot 0200
7 Network Device (PXE) MBA v5.0.5 Slot 0201
8 Network Device (PXE) Cisco NIC 22:0.0
9 Internal EFI Shell Internal EFI Shell
10 FDD Cisco Virtual HDD 1.18
11 FDD Cisco Virtual Floppy 1.18

Server /bios #

サーバのリセット

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバをリ
セットしないでください。

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

確認プロンプトの後に、サーバがリセッ

トされます。

Server /chassis # power hard-resetステップ 2   

次に、サーバをリセットする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # power hard-reset
This operation will change the server's power state.
Continue?[y|N]

サーバのシャットダウン

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバを
シャットダウンしないでください。

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログイン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

シャーシモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

サーバをシャットダウンします。Server /chassis # power shutdownステップ 2   

次に、サーバをシャットダウンする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # power shutdown
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サーバの電源管理

サーバの電源投入

サーバの電源がCIMC経由以外の何らかの方法でオフにされた場合、サーバは電源をオンにし
てもすぐにはアクティブになりません。この場合、CIMCが初期化を完了するまで、サーバは
スタンバイモードに入ります。

（注）

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を変更しないでください。

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログイン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

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server# scope chassisステップ 1   

サーバの電源をオンにします。Server /chassis # power onステップ 2   

次に、サーバの電源をオンにする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # power on
This operation will change the server's power state.
Continue?[y|N]y

Server /chassis # show
Power Serial Number Product Name UUID
----- ------------- ------------- ------------------------------------
on Not Specified Not Specified 208F0100020F000000BEA80000DEAD00
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サーバの電源オフ

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源をオフにしないでください。

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログイン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

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server# scope chassisステップ 1   

サーバの電源をオフにします。Server /chassis # power offステップ 2   

次に、サーバの電源をオフにする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # power off
This operation will change the server's power state.
Continue?[y|N]y

Server /chassis # show
Power Serial Number Product Name UUID
----- ------------- ------------- ------------------------------------
off Not Specified Not Specified 208F0100020F000000BEA80000DEAD00

サーバ電源の再投入

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバの電
源を再投入しないでください。

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始しま

す。

Server# scope chassisステップ 1   

サーバ電源を再投入します。Server /chassis # power cycleステップ 2   

次に、サーバ電源を再投入する例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # power cycle

電源ポリシーの設定

電力統計情報の表示

手順

目的コマンドまたはアクション

サーバの電力消費量の統計情報および電力

制限ポリシーを表示します。

Server# show power-cap [detail]ステップ 1   

表示されるフィールドについては、次の表で説明します。

説明名前

現在サーバによって使用されている電源（ワット単位）。[Current Consumption]

最後にリブートされてからサーバが使用した最大ワット数。[Maximum Consumption]

最後にリブートされてからサーバが使用した最小ワット数。[Minimum Consumption]

このサーバのピーク電力キャップとして指定できる最小電力量

（ワット単位）。

[Minimum Configurable Limit]

このサーバのピーク電力キャップとして指定できる最大電力量

（ワット単位）。

[Maximum Configurable Limit]
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そのほかのフィールドを次の表で説明します。

説明名前

電力キャッピングがイネーブルの場合、システムはサーバに割

り当てられる電力量を監視し、サーバがその最大割り当て量を

超えると、指定されたアクションを実行します。

[Enable Power Capping]

このサーバに割り当てることのできる最大ワット数。サーバが

このフィールドに指定されたよりも多くの電力を要求する場合、

システムは、[Non-Compliance Action]フィールドに定義された
アクションを実行します。

[Minimum Configurable Limit]フィールドおよび [Maximum
Configurable Limit]フィールドに定義された範囲内のワット数を
入力します。

[Peak Power]

電力キャッピングがイネーブルであり、サーバが割り当てられ

たピーク電力よりも多くを要求する場合に、システムが実行す

るアクション。次のいずれかになります。

• force-power-reduction：サーバは何らかの方法で強制的に
電力消費量を減らします。このオプションを使用できるの

は一部の Cシリーズサーバだけです。

• none：アクションは実行されず、サーバに対して、[Peak
Power]フィールドに指定されたよりも多くの電力の使用が
許可されます。

• power-off-host：サーバがシャットダウンします。

• throttle：サーバで実行中のプロセスのスロットリングが行
われ、合計消費電力が抑えられます。

[Non-Compliance Action]

次に、詳細な電力統計情報を表示する例を示します。

Server# show power-cap detail
Cur Consumption (W): 247
Max Consumption (W): 286
Min Consumption (W): 229
Minimum Configurable Limit (W): 285
Maximum Configurable Limit (W): 1250
Power Cap Enabled: yes
Peak Power: 0
Non Compliance Action: throttle

Server#
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電力制限ポリシー

電力制限ポリシーによって、サーバの電力消費をアクティブに管理する方法が決定されます。電

力制限をイネーブルにすると、サーバに割り当てられている電力量がモニタされ、割り当てられ

ている電力未満に電力消費を抑えることが試行されます。サーバがその最大割り当てを超過する

と、電力制限ポリシーによって、指定された違反アクションがトリガーされます。

電力制限ポリシーの設定

この機能は、一部のサーバでは使用できません。（注）

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログイン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

電力制限コマンドモードを開始します。Server# scope power-capステップ 1   

サーバへの電力制限をイネーブルまたはディセーブルにし

ます。

Server /power-cap # set
enabled {yes | no}

ステップ 2   

このサーバに割り当てることのできる最大ワット数を指定

します。 show power-cap detailコマンド出力の [Minimum
Server /power-cap # set
peak-power watts

ステップ 3   

Configurable Limit]フィールドおよび [Maximum
ConfigurableLimit]フィールドで定義された範囲内のwatts
数を入力します。これらのフィールドは、サーバモデル

によって決まります。

サーバがこのコマンドで指定されているより多くの電力を

要求すると、システムは set non-compliance-actionコマン
ドで定義されている処理を実行します。

電力制限がイネーブルで、ピーク時の電力割り当てよりも

大きい電力をサーバで要求している場合にシステムで実行

Server /power-cap # set
non-compliance-action
{force-power-reduction |

ステップ 4   

する必要のあるアクションを指定します。次のいずれか

になります。
none | power-off-host |
throttle}

• force-power-reduction：サーバは何らかの方法で強制
的に電力消費量を減らします。このオプションは、

一部のサーバモデルでは使用できません。
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目的コマンドまたはアクショ

ン

• none：アクションは実行されず、サーバはピーク時
電力設定で指定されているより多くの電力を使用で

きます。

• power-off-host：サーバがシャットダウンされます。

• throttle：サーバで実行中のプロセスのスロットリン
グが行われ、合計消費電力が抑えられます。

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Server /power-cap #
commit

ステップ 5   

次に、電力制限ポリシーをイネーブルにして設定し、トランザクションをコミットする例を示し

ます。

Server# scope power-cap
Server /power-cap # set enabled yes
Server /power-cap *# set peak-power 1000
Server /power-cap *# set non-compliance-action throttle
Server /power-cap *# commit
Server /power-cap # show detail

Cur Consumption (W): 688
Max Consumption (W): 1620
Min Consumption (W): 48
Minimum Configurable Limit (W): 500
Maximum Configurable Limit (W): 2000
Power Cap Enabled: yes
Peak Power: 1000
Non Compliance Action: throttle

Server /power-cap #

電力復元ポリシーの設定

電力復元ポリシーによって、シャーシの電力供給が失われた後、サーバに電力を復元する方法が

決定されます。

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログイン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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

   Cisco UCS C シリーズサーバ Integrated Management Controller CLI コンフィギュレーションガイドリ
リース 1.5

12 OL-28993-03-J  

サーバの管理

電力復元ポリシーの設定



目的コマンドまたはアクショ

ン

シャーシの電源が復旧した場合に実行するアクションを

指定します。次のいずれかを選択します。

Server /chassis # set policy
{power-off | power-on |
restore-last-state}

ステップ 2   

• power-off：サーバの電源は、手動で投入されるま
でオフのままになります。これがデフォルトのア

クションになります。

• power-on：シャーシの電源が回復したときにサー
バの電源がオンになります。

• restore-last-state：サーバの電源は、シャーシの電
源が切断される前の状態に戻ります。

選択したアクションが power-onの場合は、サーバに対
して電源を回復するまでの遅延を選択できます。

（任意）

サーバの電源復元までの時間を固定するか、ランダムに

するかを指定します。デフォルトは fixedです。このコ

Server /chassis # set delay
{fixed | random}

ステップ 3   

マンドは、電力復元アクションが power-onの場合のみ
使用可能です。

（任意）

遅延時間を秒単位で指定します。指定できる範囲は 0
～ 240です。デフォルト値は 0です。

Server /chassis # set
delay-value delay

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Server /chassis # commitステップ 5   

次に、180秒（3分）の固定遅延で電源をオンにする電力復元ポリシーを設定し、トランザクショ
ンをコミットする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # set policy power-on
Server /chassis *# set delay fixed
Server /chassis *# set delay-value 180
Server /chassis *# commit
Server /chassis # show detail
Chassis:

Power: on
Serial Number: QCI1404A1IT
Product Name: UCS C200 M1
PID : R200-1120402
UUID: 01A6E738-D8FE-DE11-76AE-8843E138AE04
Locator LED: off
Description: Testing power restore
Power Restore Policy: power-on
Power Delay Type: fixed
Power Delay Value(sec): 180

Server /chassis #
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ファンポリシーの設定

ファン制御ポリシー

ファン制御ポリシーを使ってファンの速度を制御することにより、サーバの消費電力を削減し、

ノイズレベルを下げることができます。これらのファンポリシーが導入される前は、いずれか

のサーバコンポーネントの温度が設定済みしきい値を超過した場合に、ファン速度が自動的に増

加しました。ファン速度を低く抑えるために、通常、コンポーネントのしきい値温度を高い値に

設定しました。この動作はほとんどのサーバ構成に最適でしたが、次のような状況に対処できま

せんでした。

•最大の CPUパフォーマンス

高パフォーマンスを得るには、いくつかのCPUを設定済みしきい値よりもかなり低い温度に
冷却する必要があります。これは非常に高速なファン速度を必要とし、結果として電力消費

とノイズレベルが増大しました。

•低消費電力

電力消費を最も低く抑えるにはファンを非常に遅くする必要があり、場合によっては、ファ

ン停止をサポートするサーバで完全に停止する必要があります。ただし、ファンの速度を遅

くすると、結果としてサーバが過熱します。この状況を回避するには、可能な最低速度より

もやや速くファンを作動させる必要があります。

ファンポリシーを導入すると、サーバ内のコンポーネントに基づき、そのサーバに適したファン

速度を決定できます。さらに、最大のCPUパフォーマンスと低消費電力に関連する問題に対処す
るために、ファン速度を設定することができます。

次のファンポリシーの中から選択できます。

• Balanced

これがデフォルトのポリシーです。この設定でほとんどのサーバ構成を冷却できますが、容

易に加熱する PCIeカードを含むサーバには適さない可能性があります。

•パフォーマンス

この設定は、高パフォーマンスを得るために最高速度でファンを作動させる必要のあるサー

バ構成に使用できます。この設定では、Balancedファンポリシーと同じ速度またはそれより
高速でファンが作動します。

•低電力

この設定は、PCIeカードが含まれない最小構成のサーバに最適です。

•高電力

この設定は、60～ 85%の範囲のファン速度を必要とするサーバ構成に使用できます。この
ポリシーは、容易に過熱して高温になるPCIeカードを含むサーバに最適です。このポリシー
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で設定される最小ファン速度はサーバプラットフォームごとに異なりますが、およそ 60～
85%の範囲内です。

•最大電力

この設定は、70～ 100%の範囲の非常に高いファン速度を必要とするサーバ構成に使用でき
ます。このポリシーは、容易に過熱して非常に高温になる PCIeカードを含むサーバに最適
です。このポリシーで設定される最小ファン速度はサーバプラットフォームごとに異なり

ますが、およそ 70～ 100%の範囲内です。

CIMCでファンポリシーを設定することはできますが、実際のファン作動速度はサーバの構成
要件により決定されます。たとえば、ファンポリシーを [Balanced]に設定しても、容易に加
熱するPCIeカードがサーバに含まれる場合は、サーバのファン速度が自動的に調整されます。
しかし、定義されたポリシーは [Balanced]のまま保持されます。

（注）

ファンポリシーの設定

ファンポリシーは、サーバの冷却要件を決定します。ファンポリシーを設定する前に、容易に

加熱する PCIeカードがサーバ内にあるかどうかを確認します。

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログイン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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

ファンポリシーコマンドモードを開始します。Server /chassis #
scope fan-policy

ステップ 2   

サーバのファンポリシーを設定します。この属性の種類は次の

とおりです。

Server
/chassis/fan-policy #
set fan-policy

ステップ 3   

• Balanced

これがデフォルトのポリシーです。この設定でほとんどの

サーバ構成を冷却できますが、容易に加熱する PCIeカー
ドを含むサーバには適さない可能性があります。

•パフォーマンス

この設定は、高パフォーマンスを得るために最高速度で

ファンを作動させる必要のあるサーバ構成に使用できま
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目的コマンドまたはア

クション

す。この設定では、Balancedファンポリシーと同じ速度
またはそれより高速でファンが作動します。

•低電力

この設定は、PCIeカードが含まれない最小構成のサーバに
最適です。

•高電力

この設定は、60～ 85%の範囲のファン速度を必要とする
サーバ構成に使用できます。このポリシーは、容易に過熱

して高温になる PCIeカードを含むサーバに最適です。こ
のポリシーで設定される最小ファン速度はサーバプラット

フォームごとに異なりますが、およそ 60～ 85%の範囲内
です。

•最大電力

この設定は、70～ 100%の範囲の非常に高いファン速度を
必要とするサーバ構成に使用できます。このポリシーは、

容易に過熱して非常に高温になる PCIeカードを含むサー
バに最適です。このポリシーで設定される最小ファン速度

はサーバプラットフォームごとに異なりますが、およそ

70～ 100%の範囲内です。

サーバへの変更をコミットします。Server
/chassis/fan-policy #
commit

ステップ 4   

次に、サーバのファンポリシーを最大電力に設定する例を示します。

server # scope chassis
server /chassis # scope fan-policy
server /chassis/fan-policy # set fan-policy maximum-power
server /chassis/fan-policy* # commit
server /chassis/fan-policy # show detail
Fan policy: maximum-power
server /chassis/fan-policy #
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Flexible Flash コントローラの管理

Cisco Flexible Flash
Cシリーズラックマウントサーバの中には、サーバソフトウェアツールおよびユーティリティ
のストレージとして、内蔵 Secure Digital（SD）メモリカードをサポートしているものがありま
す。この SDカードは Cisco Flexible Flashストレージアダプタでホストされます。

CIMCでは、単一ハイパーバイザ（HV）パーティション構成として SDストレージが使用可能で
す。以前のバージョンでは 4つの仮想 USBドライブがありました。 3つには Cisco UCS Server
Configuration Utility、Ciscoドライバ、および Cisco Host Upgrade Utilityが事前ロードされ、4番目
はユーザインストールによるハイパーバイザでした。また、CIMCの最新バージョンにアップグ
レードするか、旧バージョンにダウングレードした後、設定をリセットした場合にも、単一 HV
パーティション構成が作成されます。

シスコソフトウェアユーティリティおよびパッケージの詳細については、次の URLの『Cisco
UCS C-Series Servers Documentation Roadmap』を参照してください。

http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/c-series-doc

Cisco Flexible Flash コントローラのカード管理機能

Cisco Flexible Flashコントローラでは、単一のカードに加えて 2つの SDカードを RAID-1ペアと
して管理できます。カード管理機能の導入により、次の作業を実行できます。

説明アクション

コントローラをリセットできます。Reset Cisco Flex Flash

選択したスロットの設定をデフォルト設定にリ

セットできます。

Reset Partition Defaults

ファームウェアバージョン253以降をサポート
する SDカードの設定を保持できます。

Synchronize Card Configuration

選択したCisco Flexible Flashコントローラの SD
カードを設定できます。

Configure Operational Profile

RAID パーティションの列挙

非RAIDパーティションは常にプライマリカードから列挙されます。列挙はプライマリカードの
ステータスに依存しません。

次に、Cisco Flexible Flashコントローラに 2枚のカードがあるときの RAIDパーティションの列挙
の動作を示します。
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オプションシナリオ

RAIDパーティションは、カードが正常に動作
している場合、およびモードが Primaryまたは
Secondary-activeの場合に列挙されます。

シングルカード

RAIDパーティションは、カードの 1つが正常
に動作していれば列挙されます。

1枚のカードだけが正常に動作している場合、
すべての読み取り/書き込み操作は、この正常に
動作しているカードで行われます。2つのRAID
パーティションを同期するには UCS SCUを使
用する必要があります。

デュアルペアカード

サーバを再起動するときにこのシナリオが検出

された場合、RAIDパーティションはいずれも
列挙されません。

サーバが稼働しているときにこのシナリオが検

出された場合、ユーザが新しい SDカードを取
り付けても、そのカードは Cisco Flexible Flash
コントローラによって管理されません。これは

ホストの列挙には影響しません。これらを管理

するためにカードをペアにする必要がありま

す。カードをペアにするには、[Reset Partition
Defaults]または [Synchronize Card Configuration]
オプションを使用できます。

デュアル非ペアカード

FlexFlash でのシングルカードミラーリングからデュアルカードミ
ラーリングへのアップグレード

次のいずれかの方法で、FlexFlashを使用したシングルカードミラーリングからデュアルカード
ミラーリングにアップグレードできます。

•空の FlexFlashをサーバに追加し、SDファームウェアを旧バージョンから最新バージョンに
アップグレードします。

この作業を完了する方法については、を参照してください。

• FlexFlashファームウェアを最新バージョンにアップグレードした後、空のカードをサーバに
追加します。

このいずれかの方法を使用する前に、次のガイドラインに注意してください。
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• RAID1ミラーリングを作成するには、サーバに追加される空のカードのサイズが、サーバ上
の既存のカードと正確に同じである必要があります。RAID1ミラーリングをセットアップす
るうえで、同じカードサイズは必須事項です。

•ハイパーバイザパーティション内の有効なデータを持つカードが、プライマリ正常カードと
してマークされていることを確認してください。 CIMC GUIまたは CIMC CLIでこの状態を
判別できます。カードの状態をプライマリ正常としてマークするには、CIMC GUIの [Reset
Configuration]オプションを使用するか、CIMCCLIで reset-configコマンドを実行することが
できます。特定のカードの設定をリセットすると、セカンダリカードはセカンダリアクティ

ブ非正常としてマークされます。

• RAID正常性「Degraded」状態である場合、すべての読み取りおよび書き込みトランザクショ
ンは正常なカードで実行されます。このシナリオでは、データのミラーリングは行われませ

ん。データのミラーリングは、正常な RAID状態の場合にのみ行われます。

•データのミラーリングは RAIDパーティションにのみ適用されます。 Cシリーズサーバで
は、RAIDモードでハイパーバイザパーティションだけが動作します。

•旧バージョンで使用するよう SDカードを設定していない場合、最新バージョンにアップグ
レードすると最新の 253ファームウェアがロードされ、4個のパーティションすべてがホス
トに列挙されます。

FlexFlashバージョンのアップグレード中に次のエラーメッセージが表示される場合があります。

Unable to communicate with Flexible Flash controller: operation ffCardsGet, status

CY_AS_ERROR_INVALID_RESPONSE”

さらに、カードステータスが [missing]と示されることもあります。このエラーが発生する原因
は、1.4(x)などの代替リリースまたは旧バージョンに意図せず切替えたためです。この場合、最
新バージョンに戻すか、元の FlexFlash 1.4(x)設定に切り替えることができます。最新の CIMC
バージョンに戻すことを選択した場合、Cisco FlexFlash設定はそのまま残ります。旧バージョン
の設定に切り替えることを選択した場合は、Flexflash設定をリセットする必要があります。その
場合、次の点に注意する必要があります。

•複数のカードが存在する状態で旧バージョンに戻すと、2番目のカードを検出したり管理し
たりすることはできません。

•カードタイプが SD253である場合、CIMC CLIから reset-configコマンドを 2回実行する必
要があります。1回目は古いファームウェアをコントローラに再ロードしてSD253からSD247
タイプに移行し、2回目の実行では列挙を開始します。

Flexible Flash コントローラプロパティの設定

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

•お使いのプラットフォームで Cisco Flexible Flashがサポートされている必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

指定コントローラに対して Cisco Flexible Flashコン
トローラコマンドモードを開始します。この時点

では、許容される index値はFlexFlash-0だけです。

Server /chassis # scope flexflash
index

ステップ 2   

Operational Profileコマンドモードを開始します。Server /chassis/flexflash # scope
operational-profile

ステップ 3   

データのプライマリコピーが存在するスロットを

指定します。

Server
/chassis/flexflash/operational-profile
# set raid-primary-member {slot1
| slot2}

ステップ 4   

現在、Cisco Flexible Flashカードは、スロッ
ト1とスロット2でサポートされています。
したがって、slot1または slot2を指定でき
ます。

重要

セカンダリ RAIDの役割です。現在サポートされ
ている値は activeです。

Server
/chassis/flexflash/operational-profile
# set raid-secondary-role {active |
initializing}

ステップ 5   

Cisco Flexible Flashカードへのアクセス中に許可さ
れる読み取りエラーの数を指定します。エラー数

Server
/chassis/flexflash/operational-profile
# set read-error-count-threshold

ステップ 6   

がこのしきい値を超えると、CiscoFlexibleFlashカー
ドがディセーブルになります。CIMCが再アクセス
を試みる前に、カードをリセットする必要がありま

す。

読み取りエラーのしきい値を指定するには、1～
255の整数を入力します。検出されたエラー数に関
係なく、カードがディセーブルにならないように指

定するには、0（ゼロ）を入力します。

Cisco Flexible Flashカードへのアクセス中に許可さ
れる書き込みエラーの数を指定します。エラー数

Server
/chassis/flexflash/operational-profile
# set write-error-count-threshold

ステップ 7   

がこのしきい値を超えると、CiscoFlexibleFlashカー
ドがディセーブルになります。CIMCが再アクセス
を試みる前に、カードをリセットする必要がありま

す。

書き込みエラーのしきい値を指定するには、1～
255の整数を入力します。検出されたエラー数に関
係なく、カードがディセーブルにならないように指

定するには、0（ゼロ）を入力します。
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目的コマンドまたはアクション

サーバから USB形式のドライブとして使用できる
ようにする仮想ドライブのリストを指定します。

オプションは次のとおりです。

Server
/chassis/flexflash/operational-profile
# set virtual-drives-enabled list

ステップ 8   

• [SCU]：サーバはCiscoUCSServer Configuration
Utilityにアクセスできます。

• DRIVERS：サーバはシスコドライバボリュー
ムにアクセスできます。

• [HV]：サーバはユーザがインストールしたハ
イパーバイザにアクセスできます。

• [HUU]：サーバは Cisco Host Upgrade Utilityに
アクセスできます。

複数のオプションを指定する場合は、リストを引用

符（"）で囲む必要があります。

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

Server /chassis/adapter # commitステップ 9   

次に、Flashコントローラのプロパティを設定する例を示します。
Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # scope operational-profile
Server /chassis/flexflash/operational-profile # set read-error-count-threshold 100
Server /chassis/flexflash/operational-profile # set write-error-count-threshold 100
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# set raid-primary-member slot1
Server /chassis/flexflash/operational-profile # set raid-secondary-role active
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# set virtual-drives-enabled "SCU HUU"
Server /chassis/flexflash/operational-profile *# commit
Server /chassis/flexflash/operational-profile #

Flexible Flash からのブート
Cisco Flexible Flashカード上のブート可能な仮想ドライブを指定して、サーバが次に再起動された
ときにそのドライブをデフォルトのブートプライオリティよりも優先させることができます（サー

バに定義されているデフォルトブート順は無視されます）。指定したブートデバイスは一度だ

け使用されます。サーバがリブートした後、この設定は無効になります。
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サーバをリブートする前に、選択する仮想ドライブが Cisco Flexible Flashカード上でイネーブ
ルになっていることを確認してください。

CIMCの最新バージョンにアップグレードするか、以前のバージョンにダウングレードしてか
ら設定をリセットすると、サーバは HVパーティションだけを介してブートします。以前の
バージョンに有効な SCUのデータがあった場合、サーバは単一 HVパーティションにもかか
わらず SCUを介してブートします。

（注）

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

•お使いのプラットフォームで Cisco Flexible Flashがサポートされている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクショ

ン

BIOSコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

次回サーバが再起動されるときにブートを試行する仮

想ドライブ。次のいずれかになります。

Server /bios # set
boot-override {None | SCU
| HV | HUU}

ステップ 2   

• None：サーバはデフォルトのブートオーダーを
使用します

• SCU：サーバは Cisco UCS Server Configuration
Utilityからブートします

• HV：サーバはハイパーバイザ仮想ドライブから
起動します

• HUU：サーバはCiscoHostUpgradeUtilityからブー
トします

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

Server /bios # commitステップ 3   

この例では、サーバが次の再起動時にCisco UCS Server Configuration Utilityからブートするよう指
定します。

Server# scope bios
Server /bios # set boot-override SCU
Committing the boot override BIOS will try boot to
the specified boot device first. Failure to detect
the boot device BIOS will boot from the list
configured in the BIOS boot order.
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Server /bios *# commit
Server /bios #

Flexible Flash コントローラのリセット
通常の操作では、Cisco Flexible Flashのリセットが必要になることはありません。テクニカルサ
ポートの担当者から明確に指示された場合にだけ、この手順を実行することを推奨します。

この操作は、Cisco Flexible Flashコントローラ上の仮想ドライブへのトラフィックを中断させ
ます。

（注）

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

•お使いのプラットフォームで Cisco Flexible Flashがサポートされている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

指定コントローラに対して Cisco Flexible Flash
コントローラコマンドモードを開始します。

Server /chassis # scope flexflash
index

ステップ 2   

この時点では、許容される index値はFlexFlash-0
だけです。

Cisco Flexible Flashコントローラをリセットし
ます。

Server /chassis/flexflash # resetステップ 3   

この例では、フラッシュコントローラをリセットします。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # reset
This operation will reset Cisco Flexible Flash controller.
Host traffic to VDs on this device will be disrupted.
Continue?[y|N] y

Server /chassis/flexflash #

Cisco Flexible Flash コントローラでのカードの設定のリセット
Cisco Flexible Flashコントローラで、選択したスロットの設定をデフォルト設定にリセットできま
す。
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Cisco Flexible Flashカードのスロットの設定をリセットすると、次の状況が発生します。

•選択されたスロットのカードは、プライマリ -正常としてマークされます。

•もう一方のスロットのカードは、セカンダリアクティブ-非正常としてマークされます。

• 1つの RAIDパーティションが作成されます。

•カードの読み取り/書き込みエラー数および読み取り/書き込みしきい値は0に設定されます。

•ホストの接続が停止される可能性があります。

最新バージョンにアップグレードして、設定のリセットオプションを選択した場合、単一のハイ

パーバイザ（HV）パーティションが作成され、既存の4パーティション構成は消去されます。こ
れにより、データ損失が生じることもあります。失われたデータを取り出すことができるのは、

HVパーティションにまだデータを書き込んでおらず、以前のバージョンにダウングレードする場
合だけです。

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

• Cisco Flexible Flashは、サーバでサポートされている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

指定コントローラに対して Cisco Flexible Flash
コントローラコマンドモードを開始します。

Server /chassis # scope flexflash
index

ステップ 2   

この時点では、許容される index値は
FlexFlash-0だけです。

選択したスロットの設定をデフォルト設定に

リセットします。

Server /chassis/flexflash #
reset-partition-defaults primary
slot ID

ステップ 3   

次に、スロットから設定をデフォルト設定にリセットする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # reset-partition-defaults slot1

This action will mark the slot1 as the healthy primary slot, and slot2 (if card exists)
as unhealthy secondary active.
This operation may disturb the host connectivity as well.
Continue? [y|N] y

Server /chassis/flexflash/operational-profile #
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Flexible Flash コントローラの設定の保持
Cisco Flexible Flashカードの特定のスロットの設定を他のスロットにコピーできます。ただし、
設定のコピー元スロットは SDK523タイプである必要があります。設定は次の場合に保持できま
す。

• 2つの非ペアの FlexFlashがあります

•単一 FlexFlashからサーバが稼働していて、非ペアの FlexFlashが他のスロットにあります。

• 1つのFlexFlashがファームウェアバージョン 253をサポートし、もう 1つのFlexFlashはパー
ティション化されていません。

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

• Cisco Flexible Flashは、サーバでサポートされている必要があります。

手順

目的コマンドまたはアクション

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

指定コントローラに対して Cisco Flexible
Flashコントローラコマンドモードを開始

Server /chassis # scope flexflash indexステップ 2   

します。この時点では、許容される index
値は FlexFlash-0だけです。

プライマリスロットからセカンダリスロッ

トに設定をコピーします。

Server /chassis/flexflash #
synchronize-card-configurationprimary
slot ID

ステップ 3   

次に、あるスロットから他のスロットに設定をコピーする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope flexflash FlexFlash-0
Server /chassis/flexflash # synchronize-card-configuration slot1

This action will copy the config of slot1 to both the slots, mark slot1 as healthy,
primary slot and slot2 (card must be present) as unhealthy secondary active.
This operation may disturb the host connectivity as well.
Continue? [y|N] y

Server /chassis/flexflash/operational-profile #
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BIOS の設定

BIOS ステータスの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

BIOSコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

BIOSステータスの詳細を表示します。Server /bios # show detailステップ 2   

BIOSステータス情報には、次のフィールドが含まれます。

説明名前

実行中の BIOSのバージョン文字列。BIOS Version

サーバが使用を試行する、ブート可能なター

ゲットタイプの順序。

Boot Order

None、SCU、HV、HUUのいずれかになりま
す。

Boot Override Priority

保留中のファームウェアアップデートまたは回

復アクションのステータス。

FW Update/Recovery Status

直近のファームウェアアップデートまたは回復

アクションの完了率。

FW Update/Recovery Progress

次に、BIOSステータスを表示する例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # show detail

BIOS Version: "C460M1.1.2.2a.0 (Build Date: 01/12/2011)"
Boot Order: EFI,CDROM,HDD
Boot Override Priority:
FW Update/Recovery Status: NONE
FW Update/Recovery Progress: 100

Server /bios #

主要な BIOS の設定

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアク

ション

BIOSコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

主要な BIOS設定コマンドモードを開始します。Server /bios # scope
main

ステップ 2   

使用可能なBIOSパラメータは、使用しているサーバのモ
デルによって異なります。各 BIOS設定のオプションに

BIOS設定を設定しま
す。

ステップ 3   

関する説明および情報については、次のいずれかを参照

してください。

• C22および C24サーバの主要な BIOSパラメータ

• C200および C210サーバの主要な BIOSパラメータ

• C250サーバの主要な BIOSパラメータ

• C260サーバの主要な BIOSパラメータ

• C460サーバの主要な BIOSパラメータ

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Server /bios/main #
commit

ステップ 4   

変更は次回のサーバリブート時に適用されます。サーバ

の電源がオンの場合、今すぐリブートするかどうかを選

択するよう求められます。

この例では、重大な POSTエラーの発生時にブートを一時停止するよう BIOSを設定し、トラン
ザクションをコミットします。

Server# scope bios
Server /bios # scope main
Server /bios/main # set POSTErrorPause Enabled
Server /bios/main *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /bios/main #

BIOS の詳細設定

搭載されているハードウェアによっては、このトピックで説明されている一部の設定オプショ

ンが表示されない場合があります。

（注）
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はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログイン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

BIOSコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

高度な BIOS設定コマンドモードを開始します。Server /bios # scope
advanced

ステップ 2   

使用可能な BIOSパラメータは、使用しているサーバの
モデルによって異なります。各 BIOS設定のオプション

BIOS設定を設定しま
す。

ステップ 3   

に関する説明および情報については、次のいずれかを参

照してください。

• C22および C24サーバの高度な BIOSパラメータ

• C200および C210サーバの高度な BIOSパラメータ

• C250サーバの高度な BIOSパラメータ

• C260サーバの高度な BIOSパラメータ

• C460サーバの高度な BIOSパラメータ

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Server /bios/advanced #
commit

ステップ 4   

変更は次回のサーバリブート時に適用されます。サーバ

の電源がオンの場合、今すぐリブートするかどうかを選

択するよう求められます。

この例では、低電圧 DDRメモリモードを有効にし、トランザクションをコミットします。
Server# scope bios
Server /bios # scope advanced
Server /bios/advanced # set LvDDRMode Enabled
Server /bios/advanced *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /bios/advanced #

サーバ管理 BIOS の設定

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアク

ション

BIOSコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

サーバ管理 BIOS設定コマンドモードを開始します。Server /bios # scope
server-management

ステップ 2   

使用可能な BIOSパラメータは、使用しているサーバの
モデルによって異なります。各 BIOS設定のオプション

BIOS設定を設定しま
す。

ステップ 3   

に関する説明および情報については、次のいずれかを参

照してください。

• C22および C24サーバのサーバ管理 BIOSパラメー
タ

• C200および C210サーバのサーバ管理 BIOSパラ
メータ

• C250サーバのサーバ管理 BIOSパラメータ

• C260サーバのサーバ管理 BIOSパラメータ

• C460サーバのサーバ管理 BIOSパラメータ

トランザクションをシステムの設定にコミットします。Server
/bios/server-management #
commit

ステップ 4   

変更は次回のサーバリブート時に適用されます。サーバ

の電源がオンの場合、今すぐリブートするかどうかを選

択するよう求められます。

次に、BMCの自動検出をイネーブルにし、トランザクションをコミットする例を示します。
Server# scope bios
Server /bios # scope server-management
Server /bios/server-management # set BMCPnP Enabled
Server /bios/server-management *# commit
Changes to BIOS set-up parameters will require a reboot.
Do you want to reboot the system?[y|N] n
Changes will be applied on next reboot.
Server /bios/server-management #

BIOS デフォルトの復元

はじめる前に

このタスクを実行するには、admin権限を持つユーザとしてログインする必要があります。
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手順

目的コマンドまたはアクション

BIOSコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

BIOSのデフォルト設定を復元します。この
コマンドでは、リブートが開始されます。

Server /bios # bios-setup-defaultステップ 2   

次の例は、BIOSデフォルト設定を復元します。
Server# scope bios
Server /bios # bios-setup-default
This operation will reset the BIOS set-up tokens to factory defaults.
All your configuration will be lost.
Changes to BIOS set-up parameters will initiate a reboot.
Continue?[y|N]y

BIOS の工場出荷時のデフォルト設定への復元
BIOSのコンポーネントが正常に動作しない場合、BIOSセットアップトークンを工場出荷時のデ
フォルト値に復元できます。

このアクションは、一部の Cシリーズサーバに対してのみ使用できます。（注）

はじめる前に

•このタスクを実行するには、admin権限でログインする必要があります。

•サーバの電源をオフに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

BIOSコマンドモードを開始します。Server# scope biosステップ 1   

セットアップトークンを工場出荷時のデ

フォルト値に復元します。

Server /bios # restore-mfg-defaultsステップ 2   

次に、BIOSセットアップトークンを工場出荷時のデフォルト値に復元する例を示します。
Server # scope bios
Server /bios # restore-mfg-defaults
This operation will reset the BIOS set-up tokens to manufacturing defaults.
The system will be powered on.
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Continue? [y|n] N
Server /bios #

サーバコンポーネントのファームウェアの更新

ファームウェアまたは BIOSの更新が進行中の場合は、そのタスクが完了するまでサーバをリ
セットしないでください。

重要

はじめる前に

このタスクを実行するには、userまたは admin権限でログイン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

シャーシコマンドモードを開始します。Server# scope chassisステップ 1   

シャーシコマンドモードを開始します。Server /chassis # scope firmwareステップ 2   

一部のコンポーネントメッセージで必要な

ファームウェアの更新を表示します。

Server /chassis/firmware # show
detail

ステップ 3   

サーバコンポーネントのファームウェアを

更新します。

Server /chassis/firmware #
update-all

ステップ 4   

次に、サーバをリセットする例を示します。

Server# scope chassis
Server /chassis # scope firmware
Server /chassis / firmware # show detail

Firmware update required on some components,
please run update-all (under chassis/firmware scope).

Server /chassis / firmware # update-all
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