
サーバのブート設定

この章の内容は、次のとおりです。

• ブートポリシー, 1 ページ

• ブートポリシーの作成, 2 ページ

• SANブート, 3 ページ

• iSCSIブート, 6 ページ

• LANブート, 32 ページ

• ローカルディスクブート, 33 ページ

• 仮想メディアブート, 34 ページ

• ブートポリシーの削除, 36 ページ

ブートポリシー
ブートポリシーにより決定されることは次のとおりです。

•ブートデバイスの設定

•サーバのブート元である場所

•ブートデバイスの起動順序

たとえば、ローカルディスクや CD-ROM（VMedia）などのローカルデバイスから関連するサー
バを選択するか、または SANブートもしくは LAN（PXE）ブートを選択することができます。

このポリシーはサービスプロファイルにインクルードする必要があります。また、このサービス

プロファイルを有効にするには、サーバに関連付ける必要があります。サービスプロファイルに

ブートポリシーをインクルードしなかった場合、サーバは BIOSのデフォルト設定を使用して、
ブート順序を決定します。
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ブートポリシーに対する変更は、そのブートポリシーをインクルードしている、更新中のサー

ビスプロファイルテンプレートを使って作成されたすべてのサーバに伝播されます。 BIOS
にブート順序情報を再書き込みするためのサービスプロファイルとサーバとの再アソシエー

ションは自動的にトリガーされます。

重要

ブートポリシーの作成
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。ただし、iSCSIブートを除き、複数のサービスプロファイ
ルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めることができるグローバルなブートポリシー

を作成することをお勧めします。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Boot Policies]を右クリックし、[Create Boot Policy]を選択します。
[Create Boot Policy]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 ポリシーの一意の名前と説明を入力します。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。

ステップ 6 （任意） ブート順序の変更後にこのブートポリシーを使用するすべてのサーバをリブートする

には、[Reboot on Boot Order Change]チェックボックスをオンにします。
Cisco UCS Manager GUIで、[Reboot on boot Order Change]チェックボックスがブートポリシーに
対して選択されており、CD-ROMまたはフロッピーがブート順で最後のデバイスの場合に、デバ
イスを取り外すか、装着しても、ブート順に直接影響は及ぼされず、サーバはリブートされませ

ん。

ステップ 7 （任意） 必要に応じて、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェックボックスを確認します。

•これをオンにすると、Cisco UCS Managerは設定エラーを表示し、[Boot Order]テーブルにリ
ストされている vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICの 1つ以上がサービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかをレポートします。

•オフになっている場合、（ブートオプションに適するように）Cisco UCS Managerはサービ
スプロファイルのサーバ設定から vNIC、vHBA、または iSCSI vNICを使用します。ブート
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ポリシーで指定された vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICがサービスプロファイルのサー
バ設定と一致するかどうかはレポートしません。

ステップ 8 ブートポリシーに 1つ以上の次のブートオプションを設定し、ブート順序を設定します。

• SANブート：SANのオペレーティングシステムイメージから起動するには、ブートポリ
シーに対する SANブートの設定, （4ページ）に進みます。

プライマリおよびセカンダリ SANブートを指定できます。プライマリブートが失敗した場
合、サーバはセカンダリからのブートを試行します。

• iSCSIブート：iSCSI LUNから起動するには、iSCSIブートポリシーの作成, （16ページ）
に進みます。

• LANブート：中央集中型プロビジョニングサーバから起動するには、ブートポリシーに対
する LANブートの設定, （32ページ）に進みます。

•ローカルディスクブート：サーバのローカルディスクから起動するには、ブートポリシー
に対するローカルディスクブートの設定, （33ページ）に進みます。

•仮想メディアのブート：サーバに物理CDまたはフロッピードライブの挿入を模倣する仮想
メディアから起動するには、ブートポリシーに対する仮想メディアブートの設定,（34ペー
ジ）に進みます。

次の作業

ブートポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルード

します。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

SAN ブート
SANのオペレーティングシステムイメージから 1つ以上のサーバを起動するようにブートポリ
シーを設定できます。ブートポリシーはプライマリ SANブートとセカンダリ SANブートを含め
ることができます。プライマリブートが失敗した場合、サーバはセカンダリからのブートを試行

します。

システムに最高のサービスプロファイルモビリティを提供するSANブートの使用を推奨します。
SANからブートした場合、あるサーバから別のサーバにサービスプロファイルを移動すると、移
動後のサーバは、まったく同じオペレーティングシステムイメージからブートします。したがっ

て、ネットワークからは、この新しいサーバはまったく同じサーバと認識されます。

SANブートを使用するには、以下が設定されている必要があります。

• Cisco UCSドメインが、オペレーティングシステムイメージをホストする SANストレージ
デバイスと通信する必要があります。
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•オペレーティングシステムのイメージのあるデバイスのブートターゲット LUN。

ブートポリシーに対する SAN ブートの設定
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。ただし、iSCSIブートを除き、複数のサービスプロファイ
ルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めることができるグローバルなブートポリシー

を作成することをお勧めします。

ブートポリシーのブート順序には、ローカルディスクと SAN LUNの両方ではなく一方のみ
をインクルードし、サーバが誤ったストレージタイプからブートしないようにすることを推

奨します。ローカルディスクと SAN LUNの両方がブート順序のストレージタイプに設定さ
れていて、オペレーティングシステムまたは論理ボリュームマネージャ（LVM）の設定が
誤っている場合、サーバがSANLUNではなくローカルディスクからブートする場合がありま
す。

たとえば、Red Hat Linuxがインストールされているサーバで、LVMにデフォルトの LVMが
設定されていて、ブート順序に SAN LUNとローカルディスクが設定されている場合、Linux
は同じ名前の LVが 2つあるという通知を生成し、SCSI IDの値が最も小さい LV（ローカル
ディスクの可能性があります）からブートします。

ヒント

この手順は、ブートポリシーの作成, （2ページ）から直接続行されます。

はじめる前に

SAN LUNからサーバをブートするブートポリシーを作成し、安定した SANブート操作が必
要な場合は、ブートポリシーを含むサービスプロファイルに関連付けられたサーバからすべ

てのローカルディスクを最初に削除することを推奨します。

（注）

手順

ステップ 1 下矢印をクリックして [vHBAs]領域を展開します。

ステップ 2 [Add SAN Boot]リンクをクリックします。

ステップ 3 [Add SAN Boot]ダイアログボックスで次のフィールドに値を入力し、[OK]をクリックします。

説明名前

SANブートに使用する vHBAの名前を入力します。[vHBA]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラスに定義されて
いる最初のアドレス。ブートポリシーには、1つのプライ
マリ LAN、SAN、または iSCSIブートロケーションのみ
を指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスクラスに定義され
ている 2番目のアドレス。各ブートポリシーには、LAN
または SANのセカンダリブートロケーションを 1つだけ
設定できます。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダリブートデバイ

ス」はブート順序を表す用語ではありません。同じデバイスク

ラス内での実際のブート順序は、PCIeバススキャン順序により
決定されます。

[Type]フィールド

ステップ 4 この vHBAがブート可能な SANイメージを参照する場合は、[Add SAN Boot Target]リンクをク
リックし、[Add SAN Boot Target]ダイアログボックスで次のフィールドに値を入力して、[OK]を
クリックします。

説明名前

ブートイメージの場所に対応する LUN。[Boot Target LUN]フィールド

ブートイメージの場所に対応するWWPN。[Boot Target WWPN]フィールド
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説明名前

次のいずれかになります。

• [Primary]：関連するブートデバイスクラ
スに定義されている最初のアドレス。ブー

トポリシーには、1つのプライマリLAN、
SAN、または iSCSIブートロケーションの
みを指定できます。

• [Secondary]：関連するブートデバイスク
ラスに定義されている2番目のアドレス。
各ブートポリシーには、LANまたは SAN
のセカンダリブートロケーションを 1つ
だけ設定できます。

「プライマリブートデバイス」や「セカンダ

リブートデバイス」はブート順序を表す用語

ではありません。同じデバイスクラス内での

実際のブート順序は、PCIeバススキャン順序
により決定されます。

[Type]フィールド

ステップ 5 次のいずれかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次の作業

ブートポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルード

します。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

iSCSI ブート
iSCSIブートは、サーバがそのオペレーティングシステムを、リモートにある iSCSIターゲット
マシンからネットワーク経由でブートできるようにします。

iSCSIブートは次の Cisco UCSハードウェアでサポートされます。

• Cisco UCSM51KR-B Broadcom BCM57711ネットワークアダプタがあり、Broadcomから提供
されるデフォルトのMACアドレスを使用する Cisco UCSサーバブレード。
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• Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS M82-8P仮想インターフェイスカード

iSCSIブートを設定する前に満たさなければならない前提条件があります。これらの前提条件の
リストについては、iSCSIブートのガイドラインと前提条件, （8ページ）を参照してください。

iSCSIブートを実装するためのハイレベルな手順については、iSCSIのブート設定, （10ページ）
を参照してください。

iSCSI ブートプロセス
サービスプロファイル用に作成された Cisco UCS Manager iSCSI vNICと iSCSIブート情報は、ブ
レードサーバにあるメザニンアダプタをプログラムするためにアソシエーションプロセスで使

用されます。アダプタのプログラミング後に、ブレードサーバは最新のサービスプロファイル

値を使用してリブートします。電源投入時セルフテスト（POST）のあと、アダプタは、これらの
サービスプロファイル値を使用して初期化しようとします。アダプタがこれらの値を使用し、指

定されたターゲットにログインできる場合は、アダプタは初期化され、iSCSIブートのファーム
ウェアのテーブル（iBFT）がホストメモリに、有効でブート可能なLUNがシステムBIOSに公開
されます。ホストメモリに公開される iBFTには、プライマリ iSCSI VNICにプログラミングされ
たイニシエータとターゲットの設定が含まれます。

iBFTは、イニシエータからターゲットへの初期化に対して最初の iSCSI vNICとターゲット 1
のみ使用します。このシナリオは、第 2ターゲット（ターゲット 2）が最初の iSCSI vNIC用
に存在している場合にも適用されます。

（注）

オペレーティングシステム（OS）のインストールを行う次の手順には、iBFT対応のOSが必要で
す。OSのインストール時に、OSインストーラは iBFTテーブルのホストのメモリをスキャンし、
iBFTの情報を使用してブートデバイスを検出し、ターゲット LUNに iSCSIパスを作成します。
一部の OSでは、このパスを完了するために NICドライバが必要です。このステップが成功した
場合に、OSのインストーラは、OSをインストールする iSCSIターゲット LUNを検出します。

iBFTはOSインストール済み環境のソフトウェアレベルで動作し、HBAモード（別名 TCPオ
フロード）では動作しない可能性があります。 iBFTが HBAモードで動作するかどうかは、
インストール時の OSの対応状況によって異なります。また、Cisco UCS M51KR-B Broadcom
BCM57711アダプタが含まれるサーバの場合、iBFTはジャンボ設定に関係なく、1500の最大
伝送単位（MTU）サイズで正常に動作します。 OSが HBAモードをサポートする場合は、
iSCSIのインストールプロセスの後で HBAモード、デュアルファブリックのサポートおよび
ジャンボMTUサイズの設定が必要な場合があります。

（注）
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iSCSI ブートのガイドラインと前提条件
iSCSIブートを設定する前に、次のガイドラインおよび前提条件を満たしている必要があります。

• 2番目の vNIC（フェールオーバー vNIC）を iSCSI LUNから起動する必要があるWindows
2008サーバから iSCSIブートを設定するには、Microsoft社のサポート技術情報の記事976042
を参照してください。Microsoftには、ネットワークハードウェアが変更された場合に、
Windowsが iSCSIドライブから起動できなくなるか、bugcheckエラーが発生する可能性があ
る既知の問題があります。この問題を回避するには、Microsoftの推奨する解決方法に従って
ください。

•ストレージアレイには iSCSIブートのライセンスが付与され、アレイ側の LUNのマスキン
グが正しく設定されている必要があります。

• 2つの IPアドレスは、iSCSIイニシエータごとに決定する必要があります。可能であれば、
IPアドレスは、ストレージアレイと同じサブネット上にある必要があります。 IPアドレス
がDynamic Host Configuration Protocol（DHCP）を使用してスタティックまたはダイナミック
に割り当てられます。

•グローバルブートポリシーにはブートパラメータを設定できません。代わりに、ブートパ
ラメータを設定した後、適切なサービスプロファイルにブートポリシーを含める必要があ

ります。

•オペレーティングシステム（OS）は iSCSIブートファームウェアテーブル（iBFT）互換で
ある必要があります。

• Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711ネットワークアダプタの場合：

◦ iSCSIブートを使用するブレードには、Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711ネッ
トワークアダプタが装着されている必要があります。アダプタカードを取り付けまた

は交換する方法については、Cisco UCS B250拡張メモリブレードサーバの取り付けお
よびサービスノートを参照してください。このサービスノートは、『CiscoUCSB-Series
Servers Documentation Roadmap』（http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/b-series-doc）
で参照できます。

◦ iSCSIデバイスにMACアドレスを設定します。

◦ DHCPのベンダー ID（オプション 43）を使用している場合、iSCSIデバイスのMACア
ドレスが /etc/dhcpd.confに設定されている必要があります。

◦ HBAモード（別名 TCPオフロード）および Boot to Target設定がサポートされます。
ただし、インストール時の HBAモードをサポートするのはWindows OSだけです。

◦ OSをインストールする前に、iSCSIのアダプタポリシーでBoot toTarget設定をディセー
ブルにして、OSをインストールした後で、Boot to Target設定を再びイネーブルにしま
す。
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アダプタポリシーの設定を変更するたびにアダプタがリブートして、新しい

設定が適用されます。

（注）

◦ OSを iSCSIターゲットにインストールする場合、iSCSIターゲットの順序は OSイメー
ジが存在するデバイスの前でなければなりません。たとえば、CDから iSCSIターゲッ
トに OSをインストールする場合、ブート順序は iSCSIターゲット、CDとなります。

◦サーバが iSCSIブートされたあとは、Broadcomツールを使用してイニシエータ名、ター
ゲット名、LUN、iSCSIデバイス IP、またはネットマスク/ゲートウェイを変更しないで
ください。

◦ POST（電源投入時自己診断テスト）プロセスを中断しないでください。中断すると
Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711ネットワークアダプタの初期化に失敗しま
す。

• Cisco UCSM81KR仮想インターフェイスカードと Cisco UCSM82-8P仮想インターフェイス
カードの場合：

• iSCSIデバイスにMACアドレスを設定しないでください。

• HBAモードおよび Boot to Target設定はサポートされません。

• OSを iSCSIターゲットにインストールする場合、iSCSIターゲットの順序は OSイメー
ジが存在するデバイスの後でなければなりません。たとえば、CDから iSCSIターゲッ
トに OSをインストールする場合、ブート順序は CD、iSCSIターゲットとなります。

• DHCPのベンダー ID（オプション43）を使用している場合、オーバーレイvNICのMAC
アドレスが /etc/dhcpd.confに設定されている必要があります。

•サーバが iSCSIブートされたあとは、オーバーレイ vNICの IPの詳細を変更しないでく
ださい。

• VMware ESX/ESXiオペレーティングシステムは、iSCSIブートターゲット LUNへのコアダ
ンプファイルの保存をサポートしていません。ダンプファイルは、ローカルディスクに書

き込まれる必要があります。

Windows での MPIO のイネーブル化

ネットワークハードウェアを変更した場合、Windowsは iSCSIドライブからのブートに失敗
する可能性があります。詳細については、Microsoft社のサポート技術情報 ID：976042を参
照してください。

（注）
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はじめる前に

MPIOをイネーブルにするサーバには、VICドライバが必要です。

手順

ステップ 1 サーバに関連付けられたサービスプロファイルでは、プライマリおよびセカンダリの iSCSI vNIC
を設定します。

詳細については、サービスプロファイルに対する iSCSI vNICの作成, （17ページ）を参照して
ください。

ステップ 2 プライマリ iSCSI vNICを使用して、iSCSIターゲット LUNにWindowsオペレーティングシステ
ムをインストールします。

ステップ 3 Windowsのインストールが完了したら、Microsoftソフトウェアの iSCSI Initiatorを使用して、セカ
ンダリ iSCSI vNICに接続します。

ステップ 4 ホストでのMPIOのイネーブル化

ステップ 5 サーバに関連付けられたサービスプロファイルで、ブートポリシーにセカンダリ iSCSI vNICを
追加します。

詳細については、iSCSIブートポリシーの作成, （16ページ）を参照してください。

iSCSI のブート設定
LUNターゲットから iSCSIのブートを行うため、Cisco UCSにアダプタまたはブレードを設定し
た場合、次のすべての手順を完了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

（任意）

詳細については、iSCSIアダプタポリシー
の作成, （12ページ）を参照してくださ
い。

iSCSIブートのアダプタポリシーを設定
します。

ステップ 1   

（任意）

詳細については、認証プロファイルの作

成, （14ページ）を参照してください。

イニシエータおよびターゲットで使用さ

れる認証プロファイルを設定します。

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）

詳細については、iSCSIイニシエータの IP
プールの作成, （15ページ）を参照して
ください。

IPアドレスプールからの IPアドレスを
使用するように iSCSIイニシエータを設
定する場合は、iSCSIイニシエータプー
ルに IPアドレスのブロックを追加しま
す。

ステップ 3   

すべてのサービスプロファイルで使用で

きるブートポリシーの作成の詳細につい

すべてのサービスプロファイルで使用で

きるブートポリシーを作成します。ま

ステップ 4   

ては、iSCSIブートポリシーの作成, （16
ページ）を参照してください。

た、特定のサービスポリシーに対してだ

けローカルブートポリシーを作成でき

ます。ただし複数のサービスプロファ

イルと共有できるブートポリシーを作成

することを推奨します。

ステップ 7で、サービスプロファイルに
iSCSIブートおよび vNICパラメータを設

すべてのサービスプロファイルで使用で

きるブートポリシーを作成する場合は、

ステップ 5   

定する際に、サービスプロファイルにブー

トポリシーを割り当てることができます。

サービスプロファイルにブートポリシー

を割り当てる必要があります。それ以外

の場合は、次のステップに進みます。

詳細については、サービスプロファイル

に対する iSCSI vNICの作成, （17ペー
ジ）を参照してください。

サービスプロファイルに iSCSI vNICを
作成します。

ステップ 6   

詳細については、[Expert]ウィザードを使
用したサービスプロファイルの作成また

イニシエータおよびターゲットインター

フェイスを含む iSCSIブートパラメー
ステップ 7   

はサービスプロファイルテンプレートの

作成をそれぞれ参照してください。

タ、およびエキスパートモードでのサー

ビスプロファイルまたはサービスプロ

ファイルテンプレートに iSCSI vNICパ
ラメータを設定します。

詳細については、iSCSIブートの確認を参
照してください。

iSCSIブート動作を確認します。ステップ 8   

詳細については、次のいずれかのガイドを

参照してください。

サーバに OSをインストールします。ステップ 9   

• Cisco UCS Bシリーズブレードサー
バ VMwareインストレーションガイ
ド

• Cisco UCS Bシリーズブレードサー
バ Linuxインストレーションガイド

• Cisco UCS Bシリーズブレードサー
バWindowsインストレーションガイ
ド
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目的コマンドまたはアクション

サーバをブートします。ステップ 10   

iSCSI アダプタポリシーの作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Adapter Policies]を右クリックし、[Create iSCSI Adapter Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create iSCSI Adapter Policy]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。

説明名前

ポリシーの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

最初のログインが失敗し、iSCSIアダプタを使用できないとCisco
UCSが判断するまでの待機時間（秒）。

0～ 255の整数を入力します。 0を入力すると、Cisco UCSはア
ダプタのファームウェアの値セットを使用します（デフォルト

は 15秒）。

[ConnectionTimeout]フィールド

iSCSI LUN検出中に障害が発生した場合に接続を再試行する回
数。

0～ 60の整数を入力します。 0を入力すると、Cisco UCSはア
ダプタのファームウェアの値セットを使用します（デフォルト

は 15秒）。

[LUN Busy Retry Count]フィー
ルド

DHCPサーバを使用できないとイニシエータが判断するまでの
待機秒数。

60～ 300の整数を入力します（デフォルト: 60秒）。

[DHCP Timeout]フィールド
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説明名前

TCPタイムスタンプを使用する場合は、このボックスをオンに
します。この設定を使用すると、必要に応じてパケットの往復

時間を計算できるように、送信されたパケットにはパケットの

送信時にタイムスタンプが指定されます。

このオプションは、Cisco UCS NIC M51KR-Bアダプ
タを持つサーバに対してのみ適用されます。

（注）

[Enable TCP Timestamp]チェッ
クボックス

HBAモード（別名TCPオフロード）をイネーブルにするには、
このボックスをオンにします。

このオプションは、Windowsオペレーティングシステ
ムを実行する Cisco UCS NIC M51KR-Bを持つサーバに
対してのみイネーブルにする必要があります。

重要

[HBA Mode]チェックボックス

iSCSIターゲットから起動するには、このボックスをオンにし
ます。

このオプションは、Cisco UCS NIC M51KR-Bアダプ
タを持つサーバに対してのみ適用されます。これは、

サーバにオペレーティングシステムをインストール

するまでディセーブルにする必要があります。

（注）

[Boot to Target]チェックボック
ス

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次の作業

アダプタポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に組み込みま

す。

iSCSI アダプタポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。
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ステップ 4 [Adapter Policies]ノードを展開します。

ステップ 5 アダプタポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 6 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

認証プロファイルの作成

iSCSIブートの場合、イニシエータおよびターゲットの認証プロファイルを作成する必要がありま
す。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Authentication Profiles]を右クリックし、[Create Authentication Profile]を選択します。

ステップ 5 [Create Authentication Profile]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。

説明名前

認証プロファイルの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

このサービスプロファイルに関連付けられているユーザ ID。

1～128文字の文字、スペース、または特殊文字を入力します。

[User Id]フィールド

このプロファイルに関連付けられているパスワード。

特殊文字を含む 12～ 16文字を入力します。

[Password]フィールド

確認のためのパスワードの再入力。[Confirm Password]フィールド

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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次の作業

認証プロファイルをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に組み込みま

す。

認証プロファイルの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Authentication Profiles]ノードを展開します。

ステップ 5 削除する IPプロバイダーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 6 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

iSCSI イニシエータの IP プールの作成
iSCSIブートに使用する IPアドレスのグループを作成できます。 Cisco UCS Manager指定した IP
アドレスのブロックを予約します。

IPプールには、サーバまたはサービスプロファイルの静的 IPアドレスとして割り当てられてい
るどの IPアドレスも含まれていてはなりません。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [LAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [LAN]タブで、[LAN] > [Pools]を展開します

ステップ 3 プールを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [IP Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 [IP Pool iscsi-initiator-pool]を右クリックし、[Create Block of IP Addresses]を選択します。

ステップ 6 [Create a Block of IP Addresses]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。

説明名前

ブロック内の最初の IPアドレス。[From]フィールド

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 15

サーバのブート設定

認証プロファイルの削除



説明名前

プール内の IPアドレスの数。[Size]フィールド

ブロック内の IPアドレスと関連付けられたサブネットマスク。[Subnet Mask]フィールド

ブロック内の IPアドレスと関連付けられたデフォルトゲート
ウェイ。

[Default Gateway]フィールド

このブロックの IPアドレスがアクセスする必要のあるプライマ
リ DNSサーバ。

[Primary DNS]フィールド

このブロックの IPアドレスがアクセスする必要のあるセカンダ
リ DNSサーバ。

[Secondary DNS]フィールド

ステップ 7 [OK]をクリックします。

次の作業

1つ以上のサービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートを設定して、iSCSI
イニシエータ IPプールから iSCSIイニシエータ IPアドレスを取得します。

iSCSI ブートポリシーの作成
ブートポリシーごとに最大 2つの iSCSI vNICを追加できます。一方の vNICはプライマリ iSCSI
ブートソースとして機能し、もう一方がセカンダリ iSCSIブートソースとして機能します。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies]を展開します。

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [Boot Policies]を右クリックし、[Create Boot Policy]を選択します。
[Create Boot Policy]ウィザードが表示されます。

ステップ 5 ポリシーの一意の名前と説明を入力します。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、オブ
ジェクトを保存した後、この名前を変更することはできません。
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ステップ 6 （任意） ブート順序の変更後にこのブートポリシーを使用するすべてのサーバをリブートする

には、[Reboot on Boot Order Change]チェックボックスをオンにします。
Cisco UCS Manager GUIで、[Reboot on boot Order Change]チェックボックスがブートポリシーに
対して選択されており、CD-ROMまたはフロッピーがブート順で最後のデバイスの場合に、デバ
イスを取り外すか、装着しても、ブート順に直接影響は及ぼされず、サーバはリブートされませ

ん。

ステップ 7 （任意） 必要に応じて、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェックボックスを確認します。

•これをオンにすると、Cisco UCS Managerは設定エラーを表示し、[Boot Order]テーブルにリ
ストされている vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICの 1つ以上がサービスプロファイルの
サーバ設定と一致するかどうかをレポートします。

•オフになっている場合、（ブートオプションに適するように）Cisco UCS Managerはサービ
スプロファイルのサーバ設定から vNIC、vHBA、または iSCSI vNICを使用します。ブート
ポリシーで指定された vNIC、vHBA、または iSCSIの vNICがサービスプロファイルのサー
バ設定と一致するかどうかはレポートしません。

ステップ 8 ブートポリシーに iSCSIブートを追加するには、次の手順を実行します。
a) 下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。
b) [Add iSCSI Boot]リンクをクリックします。
c) [Add iSCSI Boot]ダイアログボックスに iSCSI vNICの名前を入力し、[OK]をクリックします。
d) ステップ bと cを繰り返して別の iSCSI vNICを作成します。

次の作業

ブートポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルード

します。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

サービスプロファイルに対する iSCSI vNIC の作成

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 iSCSI vNICを作成するサービスプロファイルが含まれる組織に対応するノードを展開します。

ステップ 4 iSCSIの vNICを作成するサービスプロファイルを展開します。

ステップ 5 [iSCSI vNICs]ノードを右クリックし、[Create vNICs]を選択します。

ステップ 6 [Create iSCSI vNIC]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。
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説明名前

iSCSI vNICの名前。

この名前には、1～ 16文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

この iSCSI vNICに関連付けられた LAN vNIC（ある場合）。[Overlay vNIC]ドロップダウン
リスト

この iSCSI vNICに関連付けられた iSCSIアダプタポリシー（あ
る場合）。

[iSCSI Adapter Policy]ドロップ
ダウンリスト

すべての iSCSI vNICに使用可能な新しい iSCSIアダプタポリ
シーを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Adapter Policy]リ
ンク

この iSCSIvNICに関連付けられたMACアドレス（ある場合）。
MACアドレスが設定されていない場合、CiscoUCSManagerGUI
には [Derived]が表示されます。

[MAC Address]フィールド

この iSCSI vNICに関連付けられたMACプール（ある場合）。[MAC Pool]フィールド

この iSCSI vNICに関連付けられた仮想 LAN（ある場合）。デ
フォルトの VLANは defaultです。

Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードおよ
びCisco UCSM82-8P仮想インターフェイスカードの
場合、指定するVLANはオーバーレイ vNIC上のネイ
ティブ VLANと同じである必要があります。

Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタの
場合、指定するVLANはオーバーレイ vNICに割り当
てられたどの VLANにすることもできます。

（注）

[VLAN]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [iSCSIMACAddress]領域の [MACAddress Assignment]ドロップダウンリストで、次のいずれかを
選択します。

• MACアドレスは割り当てないまま、[Select (None used by default)]を選択してください。こ
のサービスプロファイルに関連付けられるサーバに Cisco UCS M81KR仮想インターフェイ
スカードアダプタまたは Cisco UCS M82-8P仮想インターフェイスカードが含まれている
場合、このオプションを選択します。

このサービスプロファイルに関連付けられるサーバに Cisco UCS NICM51KR-Bアダ
プタが含まれている場合、MACアドレスを指定する必要があります。

重要
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•特定のMACアドレスを使用する場合は、[00:25:B5:XX:XX:XX]を選択し、アドレスを [MAC
Address]フィールドに入力します。このアドレスが使用可能であることを確認するには、対
応するリンクをクリックします。

•プール内のMACアドレスを使用する場合は、リストからプール名を選択します。各プール
名の後には、数字のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はそのプール内の使用可能な

MACアドレスの数であり、2番めの数字はそのプール内のMACアドレスの合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されている場合、2つのプールカテゴリ
がある可能性があります。 [Domain Pools]は Cisco UCSドメインにローカルに定義され、
[Global Pools]は Cisco UCS Centralに定義されます。

ステップ 8 （任意） すべてのサービスプロファイルで使用できるMACプールを作成する場合は、[Create
MAC Pool]をクリックし、[Create MAC Pool]ウィザードのフィールドに値を入力します。
詳細については、MACプールの作成を参照してください。

サービスプロファイルからの iSCSI vNIC の削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 iSCSI vNICを削除するサービスプロファイルが含まれる組織のノードを展開します。

ステップ 4 iSCSI vNICを削除するサービスプロファイルを展開します。

ステップ 5 [iSCSI vNICs]ノードを展開します。

ステップ 6 削除する iSCSI vNICを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

iSCSI ブートパラメータの設定
iSCSIのvNICのブート順、ブートポリシー、認証プロファイル、送信側インターフェイスとター
ゲットインターフェイスなどの iSCSIブートパラメータを設定できます。
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 iSCSIブートパラメータを作成するサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開し
ます。システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 iSCSIブートパラメータを作成するサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [Boot Order]タブをクリックします。

ステップ 6 [Specific Boot Policy]領域で、下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。

ステップ 7 [iSCSI vNICs]領域で、[Boot Order]テーブルに追加するサーバを起動する iSCSI vNICをダブルク
リックします。

ステップ 8 [iSCSI vNICs]領域で、[Set Boot Parameters]リンクをクリックします。
2個の iSCSI vNICがある場合は、ブートパラメータを設定する iSCSI vNICを選択します。

ステップ 9 [Set iSCSI Boot Parameters]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。

説明名前

ブートパラメータを設定している iSCSI vNICの名前。[Name]フィールド

関連付けられている認証プロファイルの名前。[Authentication Profile]ドロップ
ダウンリスト

すべての iSCSI vNICに使用可能な新しい認証プロファイルポ
リシーを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Authentication
Profile]リンク

ステップ 10 [Initiator Name]領域で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

Cisco UCSが iSCSIブートイニシエータの名前をどのように割
り当てるか。 Cisco UCSで、次のように実行します。

•特定のイニシエータの名前を使用する場合は、[Manual]を
選択します。 Cisco UCS Manager GUIは、イニシエータの
名前を指定できる [Initiator Name]フィールドを表示しま
す。

•プールから IQN接尾辞を選択する場合は、リストから IQN
接尾辞プール名を選択します。各プール名の後には、数字

のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はプール内で

使用可能な IQN接尾辞の数であり、2番目の数字はプール
内の接尾辞の合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されて
いる場合、2つのプールカテゴリがある可能性がありま
す。 [Domain Pools]は Cisco UCSドメインにローカルに定
義され、[Global Pools]は Cisco UCS Centralに定義されま
す。

[Initiator Name Assignment]ド
ロップダウンリスト

Cisco UCSドメイン内のすべてのオブジェクトで使用可能な新
しい IQN接尾辞プールを作成するには、このリンクをクリック
します。

[Create IQN Suffix Pool]リンク

iSCSIイニシエータの名前を定義する正規表現。

次の特殊文字を含め、最大 223文字の英数字を指定できます。

• .（ピリオド）

• :（コロン）

• -（ダッシュ）

[Initiator Name]フィールド

ステップ 11 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストで、次のいずれかを選択します。

説明オプション

システムは、DHCPを使用してインターフェイスを自動的に選択し
ます。

ステップ 13に進みます。

[Select]（デフォルトで使用
される DHCP）

スタティック IPv4アドレスは、この領域に入力された情報に基づ
いて iSCSIブートの vNICに割り当てられます。

ステップ 12に進みます。

Static
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説明オプション

IPv4アドレスは管理 IPアドレスのプールから iSCSIブートの vNIC
に割り当てられます。

ステップ 13に進みます。

Pool

ステップ 12 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストで [Static]を選択している場合は、次のフィール
ドに値を入力します。

説明名前

iSCSIブート vNICに割り当てられた IPv4アドレス。

このアドレスを指定するには、[Initiator IP Address Policy]ド
ロップダウンリストで [Static]を選択する必要があります。

[IPv4 Address]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたサブネットマスク。[Subnet Mask]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたデフォルトゲートウェイ。[Default Gateway]フィールド

プライマリ DNSサーバアドレス。[Primary DNS]フィールド

セカンダリ DNSサーバアドレス。[Secondary DNS]フィールド

ステップ 13 iSCSIターゲットインターフェイスでは、次のいずれかのオプションボタンを選択します。

説明オプション

システムは、設定する必要があるスタティックターゲットイン

ターフェイスを作成します。

ステップ 14に進みます。

iSCSI Static Target Interface

システムは自動ターゲットインターフェイスを作成します。自動

ターゲットがイニシエータまたはDHCPベンダー IDを使用するか
を指定する必要があります。

ステップ 16に進みます。

iSCSI Auto Target Interface

ステップ 14 [Static Target Interface]テーブルで [iSCSI Static Target Interface]を選択している場合は [Add]をク
リックします。

ステップ 15 [Create iSCSI Static Target]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。
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説明名前

iSCSIターゲットの iSCSIQualifiedName（IQN）またはExtended
Unique Identifier（EUI）の名前を定義する正規表現。

英数字のほかに、次の特殊文字も使用できます。

• .（ピリオド）

• :（コロン）

• -（ダッシュ）

この名前は、標準 IQNまたは EUIのガイドラインを使
用して、適切にフォーマットされている必要がありま

す。

重要

次の例は、適切にフォーマット設定された iSCSIターゲット名
を示しています。

• iqn.2001-04.com.example

• iqn.2001-04.com.example:storage:diskarrays-sn-a8675309

• iqn.2001-04.com.example:storage.tape1.sys1.xyz

• iqn.2001-04.com.example:storage.disk2.sys1.xyz

• eui.02004567A425678D

[iSCSI Target Name]フィールド

iSCSIターゲット用にシステムによって割り当てられたプライ
オリティ。

[Priority]フィールド

iSCSIターゲットに関連付けられたポート。

1～ 65535の整数を入力します。デフォルトは 3260です。

[Port]フィールド

関連付けられている認証プロファイルの名前。[Authentication Profile]ドロップ
ダウンリスト

すべての iSCSI vNICに使用可能な新しい認証プロファイルポ
リシーを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Authentication
Profile]リンク

iSCSIターゲットに割り当てられた IPv4アドレス。[IPv4 Address]フィールド

iSCSIターゲットの LUN ID。[LUN Id]フィールド
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ステップ 16 [iSCSI Auto Target Interface]を選択している場合は、[DHCP Vendor Id]フィールドにイニシエータ
名または DHCPベンダー IDを入力します。イニシエータがすでに設定されている必要がありま
す。ベンダー IDには、最大 32文字の英数字を使用できます。

ステップ 17 [OK]をクリックします。

iSCSI ブートパラメータの変更
iSCSIの vNICのブート順、ブートポリシー、認証プロファイル、イニシエータインターフェイ
スとターゲットインターフェイスなどの iSCSIブートパラメータを変更できます。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 iSCSIブートパラメータを変更するサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開し
ます。システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 iSCSIブートパラメータを変更するサービスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [Boot Order]タブをクリックします。

ステップ 6 [Specific Boot Policy]領域で、下矢印をクリックして [iSCSI vNICs]領域を展開します。

ステップ 7 iSCSI vNICを追加する、またはブート順序から削除するか、ブート順序を変更するには、次のい
ずれかを実行します。

• iSCSI vNICを、[iSCSI vNICs]領域に追加するには、iSCSI vNICをダブルクリックし、[Boot
Order]テーブルに追加します。

• [Boot Order]テーブルで iSCSI vNICをブート順序から削除するには、[iSCSI vNIC]を選択し
て [Delete]をクリックします。

• iSCSI vNICのブート順序を、[Boot Order]テーブルで変更するには、iSCSI vNICを選択して
[Move Up]か [Move Down]をクリックします。

ステップ 8 ブートパラメータを、[iSCSI vNICs] 領域で変更するには、[Set Boot Parameters]のリンクをクリッ
クします。

2個の iSCSI vNICがある場合は、ブートパラメータを変更する iSCSI vNICを選択します。

ステップ 9 [Set iSCSI Boot Parameters]ダイアログボックスで、次のフィールドの値を変更します。

説明名前

ブートパラメータを設定している iSCSI vNICの名前。[Name]フィールド

関連付けられている認証プロファイルの名前。[Authentication Profile]ドロップ
ダウンリスト
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説明名前

すべての iSCSI vNICに使用可能な新しい認証プロファイルポ
リシーを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Authentication
Profile]リンク

ステップ 10 [Initiator Name]領域で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

Cisco UCSが iSCSIブートイニシエータの名前をどのように割
り当てるか。 Cisco UCSで、次のように実行します。

•特定のイニシエータの名前を使用する場合は、[Manual]を
選択します。 Cisco UCS Manager GUIは、イニシエータの
名前を指定できる [Initiator Name]フィールドを表示しま
す。

•プールから IQN接尾辞を選択する場合は、リストから IQN
接尾辞プール名を選択します。各プール名の後には、数字

のペアが括弧で囲まれています。最初の数字はプール内で

使用可能な IQN接尾辞の数であり、2番目の数字はプール
内の接尾辞の合計数です。

この Cisco UCSドメインが Cisco UCS Centralに登録されて
いる場合、2つのプールカテゴリがある可能性がありま
す。 [Domain Pools]は Cisco UCSドメインにローカルに定
義され、[Global Pools]は Cisco UCS Centralに定義されま
す。

[Initiator Name Assignment]ド
ロップダウンリスト

Cisco UCSドメイン内のすべてのオブジェクトで使用可能な新
しい IQN接尾辞プールを作成するには、このリンクをクリック
します。

[Create IQN Suffix Pool]リンク

iSCSIイニシエータの名前を定義する正規表現。

次の特殊文字を含め、最大 223文字の英数字を指定できます。

• .（ピリオド）

• :（コロン）

• -（ダッシュ）

[Initiator Name]フィールド

ステップ 11 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストで、次のいずれかの選択を変更します。
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説明オプション

システムは、DHCPを使用してインターフェイスを自動的に選択し
ます。

ステップ 13に進みます。

[Select]（デフォルトで使用
される DHCP）

スタティック IPv4アドレスは、この領域に入力された情報に基づ
いて iSCSIブートの vNICに割り当てられます。

ステップ 12に進みます。

Static

IPv4アドレスは管理 IPアドレスのプールから iSCSIブートの vNIC
に割り当てられます。

ステップ 13に進みます。

Pool

ステップ 12 [Initiator IP Address Policy]ドロップダウンリストで [Static]を選択している場合は、次のフィール
ドを入力または変更します。

説明名前

iSCSIブート vNICに割り当てられた IPv4アドレス。

このアドレスを指定するには、[Initiator IP Address Policy]ド
ロップダウンリストで [Static]を選択する必要があります。

[IPv4 Address]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたサブネットマスク。[Subnet Mask]フィールド

IPv4アドレスに関連付けられたデフォルトゲートウェイ。[Default Gateway]フィールド

プライマリ DNSサーバアドレス。[Primary DNS]フィールド

セカンダリ DNSサーバアドレス。[Secondary DNS]フィールド

ステップ 13 iSCSIターゲットインターフェイスでは、次のいずれかのオプションボタンを選択します。

説明オプション

システムは、設定する必要があるスタティックターゲットイン

ターフェイスを作成します。

ステップ 14に進みます。

iSCSI Static Target Interface
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説明オプション

システムは自動ターゲットインターフェイスを作成します。自動

ターゲットがイニシエータまたはDHCPベンダー IDを使用するか
を指定する必要があります。

ステップ 15に進みます。

iSCSI Auto Target Interface

ステップ 14 [iSCSI Static Target Interface]を選択している場合は、[Static Target Interface]テーブルで次のいずれ
かを実行します。

• iSCSIスタティックターゲットインターフェイスを追加するには [Add]をクリックし、iSCSI
ターゲットインターフェイスを変更するには、変更する iSCSIターゲットを選択して、[Modify]
をクリックします。続いて [Create iSCSI Static Target]ダイアログボックスで、次のフィール
ドに値を入力または変更する場合、次の手順を実行します。

説明名前

iSCSIターゲットの iSCSI Qualified Name（IQN）または
Extended Unique Identifier（EUI）の名前を定義する正規表
現。

英数字のほかに、次の特殊文字も使用できます。

• .（ピリオド）

• :（コロン）

• -（ダッシュ）

この名前は、標準 IQNまたはEUIのガイドラインを
使用して、適切にフォーマットされている必要があ

ります。

重要

次の例は、適切にフォーマット設定された iSCSIターゲット
名を示しています。

• iqn.2001-04.com.example

• iqn.2001-04.com.example:storage:diskarrays-sn-a8675309

• iqn.2001-04.com.example:storage.tape1.sys1.xyz

• iqn.2001-04.com.example:storage.disk2.sys1.xyz

• eui.02004567A425678D

[iSCSI Target Name]フィール
ド

iSCSIターゲット用にシステムによって割り当てられたプラ
イオリティ。

[Priority]フィールド

iSCSIターゲットに関連付けられたポート。

1～ 65535の整数を入力します。デフォルトは 3260です。

[Port]フィールド
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説明名前

関連付けられている認証プロファイルの名前。[Authentication Profile]ドロッ
プダウンリスト

すべての iSCSI vNICに使用可能な新しい認証プロファイル
ポリシーを作成するには、このリンクをクリックします。

[Create iSCSI Authentication
Profile]リンク

iSCSIターゲットに割り当てられた IPv4アドレス。[IPv4 Address]フィールド

iSCSIターゲットの LUN ID。[LUN Id]フィールド

• iSCSIターゲットインターフェイスを削除するには、削除する iSCSIターゲットインター
フェイスを選択して、[Delete]をクリックします。

2個の iSCSIスタティックターゲットがあり、最優先ターゲットを削除すると、2番目
の優先目標は、Cisco UCS Managerは引き続き第 2優先目標を示していますが、最初の
プライオリティのターゲットになります。

（注）

ステップ 15 [iSCSI Auto Target Interface]を選択している場合は、[DHCP Vendor Id]フィールドのイニシエータ
名または DHCPベンダー IDにエントリを変更します。イニシエータがすでに設定されている必
要があります。ベンダー IDには、最大 32文字の英数字を使用できます。

ステップ 16 [OK]をクリックします。

IQN プール
IQNプールは、Cisco UCSドメインの iSCSI vNICによってイニシエータ IDとして使用する iSCSI
Qualified Name（IQN）の集合です。

IQNプールメンバの形式は、prefix:suffix:numberで、それぞれプレフィックス、サフィックス、
数値のブロック（範囲）を指定できます。

IQNプールには、数の範囲とサフィックスが異なり、同じプレフィックスを共有する複数の IQN
ブロックを含めることができます。

IQN プールの作成

大部分の場合、IQNの最大サイズ（プレフィックス +サフィックス +追加文字）は 223文字で
す。 Cisco UCS NIC M51KR-Bアダプタを使用する場合、IQNのサイズを 128文字に制限する
必要があります。

（注）
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手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [SAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [SAN]タブで、[SAN] > [Pools]を展開します。

ステップ 3 プールを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [IQN Pools]を右クリックし、[Create IQN Suffix Pool]を選択します。

ステップ 5 [Create IQN Suffix Pool]ウィザードの [Define Name and Description]ページで、次のフィールドに入
力します。

説明名前

iSCSI Qualified Name（IQN）プールの名前。

この名前には、1～ 32文字の英数字を使用できます。 -（ハイ
フン）、_（アンダースコア）、:（コロン）、および .（ピリオ
ド）以外の特殊文字またはスペースは使用できません。また、

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

プールのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。 `（アクセント記号）、\（バック
スラッシュ）、^（キャラット）、"（二重引用符）、=（等号）、
>（大なり）、<（小なり）、または '（一重引用符）を除く文字
やスペースを使用できます。

[Description]フィールド

このプール用に作成された IQNブロックのプレフィックス。

1～150文字まで入力できます。文字または数字のほかに、.（ピ
リオド）、:（コロン）、および -（ハイフン）などの特殊文字
も使用できます。たとえば、iqn1.alpha.comを使用できます。

[Prefix]フィールド

次のいずれかになります。

• [Default]：Cisco UCS Managerはプールからランダム IDを
選択します。

• [Sequential]：Cisco UCS Managerはプールから最も小さい
使用可能 IDを選択します。

[Assignment Order]フィールド

ステップ 6 [Next]をクリックします。

ステップ 7 [Create IQN Suffix Pool]ウィザードの [Add IQN Blocks]ページで、[Add]をクリックします。

ステップ 8 [Create a Block of IQN Suffixes]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。
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説明名前

このブロックの iSCSI Qualified Names（IQN）の接尾辞。

1～64文字まで入力できます。文字または数字のほかに、.（ピ
リオド）、:（コロン）、および -（ハイフン）などの特殊文字
も使用できます。たとえば、alphadc-1を使用できます。

[Suffix]フィールド

ブロック内の最初の接尾辞の数。[From]フィールド

ブロック内の接頭辞の数。[Size]フィールド

ステップ 9 [OK]をクリックします。

ステップ 10 [Finish]をクリックして、ウィザードを終了します。

次の作業

IQN接尾辞プールをサービスプロファイルまたはテンプレートのいずれか一方、または両方に含
めます。

IQN プールへのブロックの追加

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [SAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [SAN]タブで、[SAN] > [Pools]を展開します。

ステップ 3 プールが格納されている組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [IQN Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 目的の IQNプールを右クリックし、[Create a Block of IQN Suffixes]を選択します。

ステップ 6 [Create a Block of IQN Suffixes]ダイアログボックスで、次のフィールドに入力します。

説明名前

このブロックの iSCSI Qualified Names（IQN）の接尾辞。

1～64文字まで入力できます。文字または数字のほかに、.（ピ
リオド）、:（コロン）、および -（ハイフン）などの特殊文字
も使用できます。たとえば、alphadc-1を使用できます。

[Suffix]フィールド

ブロック内の最初の接尾辞の数。[From]フィールド
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説明名前

ブロック内の接頭辞の数。[Size]フィールド

ステップ 7 [OK]をクリックします。

IQN プールからのブロックの削除
プールからアドレスブロックを削除すると、Cisco UCSManagerは vNICまたは vHBAに割り当て
られているブロック内のどのアドレスも再割り当てしません。次のいずれかの条件が満たされる

まで、削除されたブロックからのすべての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた

vNICまたは vHBAに残ります。

•関連付けられたサービスプロファイルが削除される。

•アドレスが割り当てられた vHBAまたは vNICが削除される。

• vNICまたは vHBAが別のプールに割り当てられる。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [SAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [SAN]タブで、[SAN] > [Pools]を展開します。

ステップ 3 プールが格納されている組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [IQN Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 IQNサフィックスのブロックを削除する IQNプールを選択します。

ステップ 6 [Work]ペインの [IQN Blocks]タブをクリックします。

ステップ 7 削除するブロックを右クリックして [Delete]を選択します。

ステップ 8 削除を確定するには、[はい（Yes）]をクリックします。

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

IQN プールの削除
プールを削除すると、Cisco UCS Managerは vNICまたは vHBAに割り当てられたアドレスをプー
ルから再割り当てしません。次のいずれかの条件が満たされるまで、削除されたプールからのす

べての割り当て済みアドレスは、それらが割り当てられた vNICまたは vHBAに残ります。
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•関連付けられたサービスプロファイルが削除される。

•アドレスが割り当てられた vHBAまたは vNICが削除される。

• vNICまたは vHBAが別のプールに割り当てられる。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [SAN]タブをクリックします。

ステップ 2 [SAN]タブで、[SAN] > [Pools]を展開します。

ステップ 3 プールが格納されている組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。

ステップ 4 [IQN Pools]ノードを展開します。

ステップ 5 削除するプールを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 6 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。

LAN ブート
LANの集中型プロビジョニングサーバから 1つ以上のサーバを起動するようにブートポリシー
を設定できます。その LANサーバからサーバにオペレーティングシステムをインストールする
ため、LAN（または PXE）ブートが頻繁に使用されます。

複数のタイプのブートデバイスを LANブートポリシーに追加できます。たとえば、セカンダリ
ブートデバイスとして、ローカルディスクブートまたは仮想メディアブートを追加できます。

ブートポリシーに対する LAN ブートの設定
サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。ただし、iSCSIブートを除き、複数のサービスプロファイ
ルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めることができるグローバルなブートポリシー

を作成することをお勧めします。

複数のタイプのブートデバイスをブートポリシーに追加できます。たとえば、セカンダリブー

トデバイスとして、ローカルディスクブートまたは仮想メディアブートを追加できます。

この手順は、ブートポリシーの作成, （2ページ）から直接続行されます。
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手順

ステップ 1 下矢印をクリックして [vNICs]領域を展開します。

ステップ 2 [Add LAN Boot]リンクをクリックします。

ステップ 3 [Add LAN Boot]ダイアログボックスで、LANブートに使用する vNICの名前を [vNIC]フィール
ドに入力して、[OK]をクリックします。

ステップ 4 次のいずれかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次の作業

ブートポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルード

します。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

ローカルディスクブート
サーバにローカルドライブがある場合は、そのドライブからサーバを起動するようにブートポリ

シーを設定できます。

Cisco UCS Managerでは、ローカルドライブのタイプを区別しません。オペレーティングシ
ステムが複数のローカルドライブにインストールされている場合や内蔵USBドライブ（eUSB）
にインストールされている場合、サーバがブートドライブとしてどのローカルドライブを使

用するのか指定できません。

（注）

ブートポリシーに対するローカルディスクブートの設定

サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。ただし、iSCSIブートを除き、複数のサービスプロファイ
ルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めることができるグローバルなブートポリシー

を作成することをお勧めします。

複数のタイプのブートデバイスをブートポリシーに追加できます。たとえば、セカンダリブー

トデバイスとして、仮想メディアブートを追加できます。

この手順は、ブートポリシーの作成, （2ページ）から直接続行されます。
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手順

ステップ 1 下矢印をクリックして [Local Devices]領域を展開します。

ステップ 2 [Boot Order]テーブルにデバイスを追加するには、[Add Local Disk]をクリックします。

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次の作業

ブートポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルード

します。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。

仮想メディアブート
サーバからアクセスできる仮想メディアデバイスから 1つ以上のサーバを起動するようにブート
ポリシーを設定できます。仮想メディアデバイスは、サーバへの物理 CD-ROMディスク（読み
取り専用）またはフロッピーディスク（読み取りと書き込み）の挿入を模倣します。このタイプ

のサーバのブートは、通常、オペレーティングシステムをサーバに手動でインストールするため

に使用されます。

ブートポリシーに対する仮想メディアブートの設定

サービスプロファイルまたはサービスプロファイルテンプレートに制限されたローカルブート

ポリシーを作成することもできます。ただし、iSCSIブートを除き、複数のサービスプロファイ
ルまたはサービスプロファイルテンプレートに含めることができるグローバルなブートポリシー

を作成することをお勧めします。

複数のタイプのブートデバイスをブートポリシーに追加できます。たとえば、セカンダリブー

トデバイスとして、ローカルディスクブートを追加できます。
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仮想メディアでは、USBをイネーブルにする必要があります。USB機能に影響を及ぼすBIOS
設定を変更すると、仮想メディアにも影響を及ぼします。このため、最良のパフォーマンス

を得るために、次の USB BIOSデフォルトは変更しないことを推奨します。

（注）

• [Make Device Non Bootable]：[disabled]に設定

• [USB Idle Power Optimizing Setting]：[high-performance]に設定

この手順は、ブートポリシーの作成, （2ページ）から直接続行されます。

手順

ステップ 1 下矢印をクリックして [Local Devices]領域を展開します。

ステップ 2 次のリンクのいずれかをクリックして、デバイスを [Boot Order]テーブルに追加します。

• Add CD-ROM

• Add Floppy

ステップ 3 次のいずれかを実行します。

• [Boot Order]テーブルに別のブートデバイスを追加します。

• [OK]をクリックして終了します。

次の作業

ブートポリシーはサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方にインクルード

します。

このブートポリシーを含むサービスプロファイルがサーバに関連付けられた後で、サーバの

[General]タブの [Boot Order Details]領域で実際のブート順序を確認できます。
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ブートポリシーの削除

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

ステップ 2 [Servers]タブで、[Servers] > [Policies] > [Organization_Name]を展開します。
ステップ 3 [Boot Policies]ノードを展開します。

ステップ 4 削除するポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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