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第 1 章   Web-UI の概要 
この章では、MMB が Web-UI と連動する仕組みについて説明します。 

1.1 Cisco C880 サーバのユーザ インターフェイス 
Cisco C880 サーバには、専用プロセッサを搭載したサーバ管理ボードが備わっています。このボードは、MMB と
呼ばれています。MMB は次の 2 つのユーザ インターフェイスを提供します。 

Web-UI（Web ユーザ インターフェイス） 
Web-UI では、PC やワークステーション（以降、PC と総称）上の Web ブラウザからサーバを操作および管理で

きます。 

CLI（コマンドライン インターフェイス） 
CLI では、シリアル ポートを介して操作したり、リモート PC から LAN 経由で操作したりできます。 
このセクションでは、Web-UI の共通ウィンドウと、MMB を使用して Cisco C880 サーバを操作および管理する際に

必要となる基本操作について説明します。 
注意 
MMB Web-UI では、次のブラウザをサポートしています。他のブラウザでは Web-UI ウィンドウが正しく表示されな

い場合があります。 
- Microsoft Internet Explorer 8 以降 
- Mozilla Firefox 20 以降 
- Java Runtime V6u26 

1.2 Web-UI ウィンドウ  
Web-UI ウィンドウの文字サイズは、必要に応じて選択できます。文字列は、システムのステータスを示します。シス

テムのステータスは、次の 4 種類の背景色パターンから容易に判別することができます。 

正常なステータス 
ウィンドウの背景色がそのまま使用されます。 

警告ステータス 
黄色の背景は、警告レベルのステータスであることを意味します。 
たとえば、背景が黄色のフィールドは、表内の装置が警告に相当するステータスであることを意味します。 

エラー ステータス 
赤色の背景は、エラー レベルのステータスであることを意味します。 
たとえば、背景が赤色のフィールドは、表内の装置がエラーに相当するステータスであることを意味します。 

非存在ステータス 
灰色の背景は、非存在ステータスであることを意味します。 
たとえば、背景が灰色のフィールドは、表内の装置が非存在ステータスであることを意味します。つまり、その装置は

設置されていません。 
以下にリストする異常、警告、またはその他の MMB ステータスが発生した場合は、サーバを操作せずに、販売担

当者またはフィールド エンジニアに連絡してください。連絡に先立って、本体に貼付されたラベルに示されているモ

デル名とシリアル番号をご確認ください。 
- MMB のアラーム LED が点灯している。 
- MMB#0 および MMB#1 の両方のアクティブ LED が消灯している。 
- Web-UI に接続できない。 
- 本体の複数のボードでアラーム LED が点灯している。 
- Web-UI に「Read Error」と表示されている。 
- Web-UI の [System Status] ウィンドウで、すべての装置に対して [Not Present] と表示されている。 
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1.3 フレームのレイアウト  
次に示すように、Web-UI ウィンドウは 3 つのフレームで構成されています。 

図 1.1 フレームのレイアウト 

 
 

番号 説明 
（1） 情報領域 
（2） サブメニュー領域 
（3） コンテンツ領域 

 

情報領域 
この領域には、Cisco C880 サーバのモデル名と製品番号が表示されます。この情報から、ユーザはシステムを容

易に識別することができます。 

サブメニュー領域 
この領域には、階層型メニューが表示されます。メニューから項目を選択すると、コンテンツ領域に設定やステータス 
インジケータの情報が表示されます。 

コンテンツ領域 
この領域には、個々の機能のステータス インジケータや設定の情報が表示されます。 

1.4 情報領域  
このセクションでは、情報領域に表示されるコンテンツについて説明します。 
 

[Model] 
このフィールドには、Cisco C880 サーバのモデル名が表示されます。 

[Part Number] 
このフィールドには、Cisco C880 サーバの製品番号が表示されます。 

 [Serial Number] 
このフィールドには、Cisco C880 サーバのシリアル番号が表示されます。 
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 [Status] 
このフィールドには、Cisco C880 サーバ システム全体のステータスが表示されます。次の表に、3 種類のシステム 
ステータス インジケータをリストします。 

表 1.1 システム ステータス インジケータ 

ステータス 表示色 アイコン 
標準 グリーン （なし） 
警告 黄色 黒の !  マークが示された黄色の三角形 

 
エラー 赤 白の x マークが示された赤色の円 

 
システム ステータス インジケータをクリックすると、[System Event Log] ウィンドウが表示されます。 

アクティブ MMB の表示 
このフィールドには、Web-UI が接続されて操作しているアクティブな MMB の数が表示されます。 

メンテナンス ステータスの表示 
このウィンドウに表示される灰色の情報領域は、フィールド エンジニアを対象としたものです。フィールド エンジニア

は、[Maintenance Wizard] メニューを使用して Cisco C880 サーバのメンテナンスを行います。 
この領域には、「Under Maintenance」も表示されます。「Under Maintenance」の下に、メンテナンス中のパーティ

ションのパーティション番号が黒い文字で示されます。 
 

ナビゲーション バー 
サブメニュー領域にメニューを表示するには、ナビゲーション バーで該当するメニューを選択します。 
選択されているメニューは、黒い文字で表示されます。選択されていないメニューは、白い文字で表示されます。 

[Logout] 
Web-UI からログアウトするには、ここをクリックします。 

現在の場所の表示 
このバーには、サブメニュー領域に表示されているメニューに至るまでの、パスの階層レベルが表示されます。 
レベルをクリックすると、そのレベルのウィンドウが表示されます。 
 

1.5 サブメニュー領域 
サブメニュー領域には、ナビゲーション バーで選択されたメニューに対応するサブメニューが表示されます。 
 
サブメニュー領域の表示は以下のとおりです。 

最大 3 つのメニュー階層レベルを表示する領域 
ユーザが 3 階層より深いレベルに移動した場合、またはサブメニュー領域に多数のメニュー項目があるためにスク

ロール バーが表示されている場合は、現在の場所の表示にレベルが 1 つ追加されます。 
この場合、追加されるサブメニューは、現在の場所の表示では最下位のメニューとなり、サブメニュー領域では最上

位のサブメニューとなります。 

さらに下位レベルのメニュー項目の有無を示すアイコン表示 
各サブメニューには、下位レベルのメニュー項目の有無を示す、次のアイコンのいずれかが表示されます。 

：このアイコンは、サブメニューに下位レベルのメニュー項目があることを示します。 
：このアイコンは、サブメニューに下位レベルのメニュー項目があり、現在展開されていることを示します。 

：このアイコンは、サブメニューに下位レベルのメニュー項目がないことを示します。 
これらのアイコンとサブメニューの表示は以下のとおりです。 
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図 1.2 メニューの階層レベル 

 
- サブメニューにカーソルを置くと、サブメニューの背景が白になります。 
- 選択されているサブメニューは、他とは異なる背景色になります。 
- 各階層レベルのメニュー項目の背景色は、レベルによって異なります。 
 

1.6 コンテンツ領域 
コンテンツ領域には、ナビゲーション バーで選択されたメニューに対応する画面と、サブメニュー領域で選択されて

いるメニュー項目が表示されます。 
 
コンテンツ領域は、次の 3 つの領域に分かれています。 

タイトル領域 
この領域は、コンテンツを示します。 
この領域にはさらに、[Help] ボタンと [Refresh] ボタンが表示されます。コンテンツのヘルプを表示するには、[Help] 
ボタンを使用します。コンテンツをリロードするには、[Refresh] ボタンを使用します。 
- [Help] ボタン 

これは、ヘルプ情報を表示するためのボタンです。このボタンをクリックすると、ヘルプ ウィンドウが表示されます。 
- [Refresh] ボタン 

このボタンをクリックすると、コンテンツがリロードされます。[Refresh] ボタンによってリロードされるのは、コンテ

ンツ領域のみです。[Refresh] ボタンは、自動的に最新表示されるウィンドウにだけ表示されます。自動的に最

新表示されない設定専用のウィンドウには、[Refresh] ボタンは表示されません。 
タイトル領域の下にあるステータス表示および設定領域をスクロールしても、タイトル領域はスクロールされません。 

ステータス表示および設定領域 
この領域には、コンテンツに関連するステータスと設定情報が表示されます。 
コンテンツが大きくて、この領域に収まりきらない場合は、ユーザが領域をスクロールできるように、スクロール バー

が表示されます。 
このウィンドウの表示権限だけが割り当てられているユーザに対しては、入力フィールド、オプション ボタン、チェック 
ボックスがグレー表示され、使用不可になります。 

ボタン領域 
この領域には、ステータス表示および設定領域のコンテンツを設定するためのボタンが表示されます。 
この領域には [Apply] ボタンと [Cancel] ボタンが表示されます。 
次の場合には、ボタン領域は表示されません。 
- コンテンツが表示専用で、入力を必要としない場合。 
- ウィンドウを表示したユーザに、表示権限しか割り当てられていない場合。 
このような場合、上記のステータス表示および設定領域が広げられて表示されます。 

ダイアログ ボックス 
ダイアログ ボックスが表示されるのは、ユーザにコンテンツ領域で行う操作の確認を求める場合、ユーザにエラーを

通知する場合、またはユーザに必要な情報の入力を求める場合です。 
表示されるダイアログ ボックスには、次のタイプがあります。 
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警告ダイアログ ボックス 
このダイアログ ボックスは、ユーザにエラー（入力エラーなど）を通知します。 

図 1.3 警告ダイアログ ボックス（例） 

 

確認ダイアログ ボックス 
このダイアログ ボックスは、ユーザに操作を続行するかどうかを尋ねます。 

図 1.4 確認ダイアログ ボックス（例） 

 

1.7 Web-UI ウィンドウの基本操作 
このセクションでは、Web-UI ウィンドウで基本操作を行う方法を説明します。 

1.7.1 アクセス手順 
このセクションでは、Web-UI を使用して MMB にアクセスする手順を説明します。 

MMB へのアクセス 
1. Web ブラウザを起動します。 

Remarks 
JavaScript とダウンロードの両方がブラウザ設定で有効にされている必要があります。 

2. 次の URL を入力します。 

表 1.2 ログインするために入力する URL 

タイプ URL 
Standard http://nodename:adminport 

http://nodename:adminport/login.cgi（Windows 
Server 2008 の場合） 

SSL https://nodename:adminport 
Remarks 上記の URL に含まれる「nodename:adminport」

には、以下を入力します。 
nodename：MMB の FQDN または IP アドレスを

指定します。 
adminport：MMB 管理ポートに割り当てられてい

るポート番号を指定します（デフォルトでは 8081、
SSL の場合は 432）。 
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（注） 
HTTPS を使用して接続する場合、証明書が自己署名証明書となっていると、警告メッセージが表示されます。

このメッセージは無視して構いません。そのまま、接続手順を続けてください。 
 

3. MMB Web-UI ログイン ウィンドウが表示されたら、ユーザ アカウントとパスワードを入力します。その後、

[Login] ボタンをクリックします。 
 
コメント 
初期起動時や、設定を変更していない場合は、以下のデフォルト ユーザ アカウントとパスワードを使用します。 
この場合、新しいパスワードに変更するように求められます。 

表 1.3 デフォルト ユーザ アカウントおよびパスワード 

項目 デフォルト値 
[Username] Administrator 
パスワード （シリアル ポートで設定されたパスワード） 

ターゲット Web-UI ウィンドウの表示 
ログイン後に Web-UI ウィンドウでターゲット ウィンドウを表示する手順は以下のとおりです。 
1. ナビゲーション バーで該当するメニューを選択して、サブメニュー領域にメニューを表示します。 

サブメニュー領域に、メニューが表示されます。 
2. サブメニュー領域のメニューから、ターゲット ウィンドウを選択します。 

ブラウザのコンテンツ領域に、選択したウィンドウが表示されます。 
3. ウィンドウの情報を確認したり、設定したりします。 
（注） 
以下の場合、Internet Explorer で実行されている Web-UI の接続が強制終了されます。 
Web-UI 接続が強制終了されたら、再度ログインしてください。 
- プロセス実行の確認ダイアログ ボックスが表示されたまま、2 分が経過した場合 
- プロセス完了の通知ダイアログ ボックスが表示されたまま、2 分が経過した場合 

Web-UI ウィンドウの終了 
Web-UI ウィンドウの終了手順は以下のとおりです。 
1. ナビゲーション バーの右側にある [Logout] をクリックします。 

Web-UI からログアウトされます。 

1.7.2 ウィンドウの要素および操作 
このセクションでは、ウィンドウのフィールドの表示および操作について説明します。 

文字列入力フィールド（テキスト フィールド） 
このフィールドには、文字列を入力できます。入力できる文字のタイプと数は、フィールドによって異なります。 

 

選択フィールド（プルダウン リスト） 
逆三角形のボタンをクリックして、選択フィールドから値を選択できます。 

 

設定ボタン（ボタン） 
これらのボタンをクリックして表示されるコンテンツは、フィールドのコンテンツによって異なります。 
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以下に、ボタン領域の設定ボタンのタイプについて説明します。 
- [Apply] ボタン 

[Apply] ボタンをクリックすると、入力フィールドに入力されているデータのチェックがトリガーされます。コンテンツ

領域管理プログラムにより、データが正しいかどうかがチェックされます。 
入力された値が正しくない場合は、警告ダイアログ ボックスが表示され、ユーザ入力エラーが通知されます。 
たとえば、ユーザが IP アドレスの入力フィールドに 255.255.255.255 という無効な IP アドレスを入力した後に 
[Apply] ボタンをクリックすると、次の警告ダイアログ ボックスが表示されます。 

図 1.5 警告ダイアログ ボックス（例） 

 
ユーザ入力の結果がシステムに重大な影響を及ぼす場合は、別のダイアログ ボックスが表示されます。このダ

イアログ ボックスは、ユーザに操作を続行するかどうかを尋ねます。 
- [Cancel] ボタン 

文字列入力フィールドや選択フィールドに入力したデータをシステムに適用せずに、設定を入力前の状態に戻す

には、[Cancel] ボタンをクリックします。 
- 単一選択（オプション ボタン） 

このフィールドでは、オプションのいずれか 1 つを選択できます。 
これらのオプションは、クリックするたびにオン/オフが切り替わります。 

 
- 複数選択（チェック ボックス） 

複数のオプションを選択できます。 
これらのオプションは、クリックするたびにオン/オフが切り替わります。 

 
- Link 

リンクをクリックすると、そのリンクで指定されたウィンドウが表示されます。 

 
- IPv4 アドレス入力フィールド 

各文字列入力フィールドに、0 ～ 255 の値を入力できます。 

 
- IPv4/v6 アドレス入力フィールド 

この入力フィールドは、IPv4/v6 に使用されます。 
IPv6 アドレスを入力する場合は、テキスト フィールドに 16 進数値を入力できます。 
これらのフィールドに入力する文字 A ～ F では大文字と小文字が区別されません。 

 
- MAC アドレス入力フィールド 

各文字列入力フィールドに 00 ～ FF の 16 進数値を入力できます。 
これらのフィールドに入力する文字 A ～ F では大文字と小文字が区別されません。 
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（注） 
Web-UI からダウンロードする場合、ポップアップ ブロッカによってダウンロード先の確認ダイアログ ボックスの表示

が抑止される可能性があります。 
ダウンロードを有効にするには、ポップアップを許可するように Web-UI を設定するか、Web ブラウザでポップアップ 
ブロッカを無効にします。 

1.8 ユーザ特権レベル 
Cisco C880 サーバでは、以下の特権レベルにより、ユーザが実行できるシステム操作が制限されます。 
- Administrator 
- 演算子 
- パーティション オペレータ 
- User 
- CE 

1.9 操作対象のシステムの表示 
このセクションでは、MMB Web-UI に BMC 機能を表示する方法を説明します。 
BMC 機能を表示するには、管理 LAN に接続された PC から Web-UI または CLI 操作を使用します。 
このセクションの後の部分では、対応する基本操作を Web-UI および CLI から行う方法について説明します。 

Web-UI の基本操作 
MMB および BMC の機能を使用するための Web-UI 操作は、ナビゲーション バーまたはメニューから行うことがで

きます。 
現在の場所の表示には、現在操作対象となっているシステムを識別できるように、現在表示されている操作画面の

メニューの階層レベルが示されます。 

MMB 機能の表示 
1. ナビゲーション バーで [System] をクリックします。 

MMB の機能が表示されます。 

BMC 機能の表示 
1. ナビゲーション バーで [Partition] をクリックします。 
2. [Partition] メニューで [Partition#n] - [Console Redirection] をクリックします。 
3. [Operation] から、対象とする操作（ビデオ リダイレクトまたはテキスト コンソール リダイレクション）を選択します。 
4. [Apply] をクリックします。 

新しいウィンドウが開き、ビデオ リダイレクト機能またはテキスト コンソール リダイレクト機能が表示されます。 
（注） 
- ビデオ リダイレクト用端末で DNS サーバにアクセスできない場合は、DNS サーバのアドレスを設定しないでく

ださい。 
- 複数のパーティションの仮想メディアを同じ 1 つのユーザ端末で使用することはできません。 
 

CLI 操作の基本設定 
このセクションでは、CLI 操作の基本設定について説明します。 
管理 LAN に接続された PC から、Telnet または SSH を使用して CLI 操作の対象を表示します。 
基本的な方法としては、Telnet または SSH 接続を使用して、操作対象システムの IP アドレスを指定してから、ター

ゲットのオペレーティング システムまたはファームウェアにログインします。 
リモート ログインに必要な情報（IP アドレス、パーティションのポート番号、アカウント、パスワードなど）をあらかじめ

設定しておく必要があります。 
- Web-UI の [User List] ウィンドウで、MMB のユーザ アカウントとパスワードを確認します。[User List] ウィンド

ウを表示するには、[User Administration] -> [User List] をクリックします。 
[User List] ウィンドウを表示できるのは、管理者権限が割り当てられたユーザのみです。 
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- [Network Protocols] ウィンドウに、リモート ログインに必要なネットワーク プロトコル情報を設定します。

[Network Protocols] ウィンドウを表示するには、Web-UI で [Network Configuration] -> [Network Protocols] 
をクリックします。 
[Network Protocols] ウィンドウを編集できるのは、管理者権限が割り当てられたユーザのみです。 

 
- MMB へのログイン方法 

リモートでログインする MMB の IP アドレスを指定します。 
（注） 
Telnet または SSH を使用して外部から MMB にログインするには、[Network Protocols] ウィンドウで、そのた

めに必要な項目の値を [Enable] に設定する必要があります。このウィンドウにアクセスするには、[Network 
Configuration] - [Network Protocols] をクリックします。 
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第 2 章   UEFI の概要 
この章では、UEFI の概要とその操作方法を説明します。 

2.1 UEFI について 
UEFI は、オペレーティング システム（OS）を起動する際に使用されるファームウェアです。Cisco C880 サーバでは、

UEFI 2.3.1 をサポートしています。UEFI の主要な機能は以下のとおりです。 
- OS ブート機能 
- ブート順序制御機能 
- ハードウェア セットアップ機能 

2.2 OS ブート機能 
UEFI は起動処理に必要な各種 UEFI ドライバをロードし、初期化します。UEFI ブート マネージャは、設定されてい

るブート情報に従って OS 起動プロセスを実行します。 

2.2.1 オペレーティング システムのタイプ 
この章では、UEFI をサポートしているオペレーティング システムを UEFI 対応 OS と呼び、UEFI をサポートしてい

ないオペレーティング システムをレガシー OS と呼びます。 
Cisco C880 サーバでは、UEFI 対応 OS とレガシー OS を両方ともサポートしています。起動対象のオペレーティ

ング システムのそれぞれに対し、UEFI または BIOS エミュレーション機能を選択します。 
レガシー OS の起動には、BIOS エミュレーション機能が使用されます。 
UEFI 対応 OS にレガシー OS と同じ操作が必要な場合、その操作は BIOS エミュレーション機能（レガシー BIOS 
ブート）の設定によって実行可能になります。注意する点として、レガシー OS を UEFI モード（UEFI ブート）でインス

トールすることはできません。 
UEFI ブートとレガシー BIOS ブートの違いについて詳しくは、該当する OS のマニュアルを参照してください。 

2.3 ブート順序制御機能  
ブート順序制御機能とは、オペレーティング システムをブートするために使用するデバイスの順序を制御する機能です。 
ブート順序制御機能には、以下の機能があります。 
- ブート デバイスに割り当てられた優先度を変更するための機能 
- ブート デバイス グループのデバイスを追加または削除するための機能 

2.4 電源を投入してからブート マネージャが起動するまでの画面遷移  
次の図に、システムに電源を投入してからブート マネージャ フロント ページがアクティブになるまでの画面遷移を示

します。 
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図 2.1 電源投入以降の画面遷移 

 
コメント 
ブート マネージャ フロント ページは、MMB Web-UI の [Power Control] ウィンドウから開始することもできます。

MMB Web-UI から開始するには、[Power Control] ウィンドウの [Boot Selector] から [Force boot into EFI Boot 
Manager] を選択してリブートします。 

2.5 ブート マネージャ フロント ページが開始されるまでの画面の概要  
このセクションでは、ブート マネージャ フロント ページが開始される前に表示される各画面について説明します。 

2.5.1 ロゴの表示 
電源投入後、ハードウェアの初期診断が完了すると、ロゴが表示されます。 
ロゴは画面の中央に表示されます。画面の下部には経過表示バーが表示されます。経過表示バーが表示されてい

る間、システムはキー入力を受け入れます。どのキーを押すかによって、ブート マネージャ フロント ページのアクテ

ィベーションまたはオペレーティング システムの自動起動へと処理が進みます。 
経過表示バーは、画面の左端から右へと移動します。デフォルトでのロゴの表示時間は 10 秒です。ロゴの表示時

間は、UEFI メニューから変更できます。 

2.5.2 ブート マネージャ フロント ページの表示 
ブート マネージャ フロント ページは、最上位の UEFI メニュー ページです。ブート マネージャ フロント ページがアク

ティブになると、以下の画面が表示されます。 
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図 2.2 ブート マネージャ フロント ページの表示 

 

2.6 自動 OS ブート  
自動的にオペレーティング システムをブートするには、以下の 2 つの方法があります。 
- ロゴの表示が終了してから任意のキーを押します。 
- ロゴが表示されている間に [Enter] キーを押します。 
ロゴの表示が終了してから任意のキーを押すと、オペレーティング システムはロゴの表示終了後に起動します。 
ロゴが表示されている間に [Enter] キーを押すと、ロゴの表示が中断されて、オペレーティング システムが即時に起

動します。 
複数のオペレーティング システムを起動できる環境では、最上位のブート優先度が割り当てられたオペレーティング 
システムが起動します。 
選択されたオペレーティング システムがブートに失敗した場合は、次に高い優先度が割り当てられたオペレーティン

グ システムが起動します。UEFI シェルも、この優先度に従って起動します。 
UEFI シェルの起動直後に、UEFI シェル プロンプトから exit コマンドを実行することで、次に優先度の高いブート オ
プションを起動できます。 
exit コマンドのシンタックスは次のとおりです。 
Shell> exit 

すべてのオペレーティング システムがブートに失敗した場合は、ブート マネージャ フロント ページが表示されます。 

2.7 画面の標準レイアウト  
このセクションでは、UEFI メニュー画面の標準レイアウトについて説明します。ブート マネージャ フロント ページの

画面レイアウトの詳細については、「2.8 ブート マネージャ フロント ページの画面レイアウト」を参照してください。 
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2.7.1 画面の領域 
このセクションでは、画面を構成する 5 つの領域について説明します。これらの領域の詳細については、次のセクシ

ョンを参照してください。 
- 2.7.2 ページに関する情報の表示領域 
- 2.7.3 メニューの選択領域 
- 2.7.4 メニュー選択に関するヘルプの表示領域 
- 2.7.5 操作に関するヘルプの表示領域 
- 2.7.6 ステータス情報の表示領域 

図 2.3 画面の標準レイアウト 

 
番号 説明 
（1） ページに関する情報の表示領域 
（2） メニューの選択領域 
（3） メニュー選択に関するヘルプの表示領域 
（4） 操作に関するヘルプの表示領域 
（5） ステータス情報の表示領域 

2.7.2 ページに関する情報の表示領域 
ページに関する情報の表示領域には、現在表示されているメニューのタイトルが表示されます。 
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2.7.3 メニューの選択領域 
メニューの選択領域には、メニューの操作項目がリストされます。 
強調表示されている部分は、ユーザが定義された操作を実行することによって選択できる項目を示します。 
操作項目が多すぎて一度に表示できない場合、以下の図に示されているように、上矢印または下矢印が表示さ

れます。 

図 2.4 矢印の表示 

 

2.7.4 メニュー選択に関するヘルプの表示領域 
メニュー選択に関するヘルプの表示領域には、強調表示されたカーソル項目の詳細情報が表示されます。 
次の表に、[Boot Maintenance Manager] メニューに表示される項目をリストします。 

表 2.1 メニュー選択に関するヘルプの詳細 

表示項目 説明 
Boot Mode Select Boot Mode（ブート モードを選択します） 
Boot Options Modify system boot options（システム ブート オ

プションを変更します） 
Boot From File Boot system form a file（システムをファイルか

ら起動します） 
Set Boot Delay Time Modify automatic boot time-out value（自動ブ

ート タイムアウト値を変更します） 
Reset System Reset System（システムをリセットします） 

 



 

15 
 

 

2.7.5 操作に関するヘルプの表示領域 
操作に関するヘルプの表示領域には、ページの操作に関するヘルプ情報が表示されます。 
次の表に、ブート メンテナンス マネージャ メニューに表示されるヘルプ情報の例を記載します。 

表 2.2 操作に関するヘルプ情報（例） 

表示項目 説明 
↑↓=Move Highlight Use the up or down arrow key to move the cursor up or down.

（カーソルを上下に移動するには、上/下矢印キーを使用します。） 
<Enter>=Select Entry Press the [Enter] key to select an item.（項目を選択するには、

[Enter] キーを押します。） 

2.7.6 ステータス情報の表示領域 
ステータス情報の表示領域には、メニューのステータス情報が表示されます。次の表に、表示されるステータス情報

をリストします。 

表 2.3 ステータスの説明 

表示項目 説明 
Configuration Changed メニューで設定が変更されたことを示します。 
!! メニューの設定にエラーが含まれていることを示します。 

2.7.7 ポップアップ ウィンドウ 
メニューを選択すると、ポップアップ ウィンドウが表示される場合があります。ポップアップ ウィンドウは、次の目的で

表示されます。 
- エラー メッセージを表示するため 
- 複数のメニュー項目を表示し、ユーザにそのうちの 1 つを選択させるため 
- 優先度を変更するため 
ポップアップ ウィンドウに多数の操作があり、1 つの画面に収まりきらない場合には、ポップアップ ウィンドウにスク

ロール バーが表示されます。その場合、項目を選択するには、上/下矢印キーを使用してカーソルをその項目に移

動します。 

2.8 ブート マネージャ フロント ページの画面レイアウト 
ブート マネージャ フロント ページは、最上位の UEFI メニュー ページです。この画面には次の機能があります。 
- [Continue]：起動プロセスを続行するようシステムに指示します。 
- [Boot Manager]：ブート マネージャ メニューを表示します。 
- [Device Manager]：デバイス マネージャ メニューを表示します。 
- [Boot Maintenance Manager]：ブート メンテナンス マネージャ メニューを表示します。 
- [BIOS Boot Diagnostic Test]：BIOS ブート診断テストを実行します。 
次の図に、ブート マネージャ フロント ページの表示例を示します。 
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図 2.5 ブート マネージャ フロント ページの表示（例） 

 

2.8.1 画面の領域 
このセクションでは、画面を構成する 4 つの領域について説明します。 
これらの領域の詳細については、次のセクションを参照してください。 
- 2.8.2 メニューの選択領域 
- 2.8.3 メニュー選択に関するヘルプの表示領域 
-  2.8.4 操作に関するヘルプの表示領域 
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図 2.6 ブート マネージャ フロント ページの画面レイアウト 

 
 

番号 説明 
（1）  メニューの選択領域 
（2） メニュー選択に関するヘルプの表示領域 
（3） 操作に関するヘルプの表示領域 

2.8.2 メニューの選択領域 
システム情報の表示領域には、UEFI バージョンが表示されます。 

表 2.4 メニュー 

番号 説明 
Continue 起動プロセスを続行するようシステムに指示します。 
Boot Manager ブート マネージャ メニューを表示します。 
Device Manager デバイス マネージャ メニューを表示します。 
Boot Maintenance Manager ブート メンテナンス マネージャ メニューを表示します。 
BIOS Boot BIOS ブート診断テストを実行します。 

2.8.3 メニュー選択に関するヘルプの表示領域 
メニュー選択に関するヘルプの表示領域には、選択されたメニューが表示されます。次の表に、表示されるメニュー

をリストします。 

表 2.5 メニュー選択に関するヘルプの表示領域に表示される項目 

番号 説明 
Continue This selection will direct the system to continue to booting process（こ

の項目を選択すると、システムが起動プロセスを続行します） 
Boot Manager This selection will take you to the Boot Manager（この項目を選択する

と、ブート マネージャが表示されます） 
Device Manager This selection will take you to the Device Manager（この項目を選択す

ると、デバイス マネージャが表示されます） 
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Boot Maintenance Manager This selection will take you to the Boot Maintenance Manager（この項

目を選択すると、ブート メンテナンス マネージャが表示されます） 
BIOS Boot This selection will execute BIOS Boot Diagnostic Test（この項目を選

択すると、BIOS ブート診断テストが実行されます） 

2.8.4 操作に関するヘルプの表示領域 
操作に関するヘルプの表示領域には、ブート マネージャ フロント ページを操作する際に役立つヘルプ情報が表示

されます。 

表 2.6 操作に関するヘルプ情報 

表示項目 説明 
↑↓=Move Highlight Moves the cursor up or down.（カーソルを上下に移動します。） 
<Enter>=Select Entry Selects an entry.（エントリを選択します。） 

2.9 UEFI のキー操作およびキー入力 
UEFI のキー操作方法は、各メニューの操作に関するヘルプの表示領域に表示されます。UEFI メニューでは、以下

にリストするキーを使用できます。 

表 2.7 UEFI メニューのキー操作 

表示項目 説明 
↑ カーソルを上に移動します。 
↓ カーソルを下に移動します。 
+ 数値またはブート順序を変更します。 
- 数値またはブート順序を変更します。 
[Enter] エントリを選択します。 
[Esc] 前のウィンドウに戻ります。 

 
UEFI のキー入力は、US キーボードからの入力として扱われます。つまり、日本語キーボードを使用する場合、一

部の出力キー コードは、キーボードでの対応するキー ラベルとは異なる可能性があります。次の表に、キーボード

での対応するキー ラベルとは異なる可能性がある出力キー コードをリストします。 
 

表 2.8 キーボードでの対応するキー ラベルとは異なる可能性がある出力キー コード 

入力キー コード 出力キー コード 
^ = 
@ [ 
[ ] 
： ‘ 
[ \ 
Shift + 2 @ 
Shift + 6 ^ 
Shift + 7 & 
Shift + 8 * 
Shift + 9 ( 
Shift + 0 ) 
Shift + - _ 
Shift + ^ + 
Shift + @ { 
Shift + [ } 
Shift + ; ： 
Shift + : 」 
Shift + ] | 
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次の表に、入力されても無視されるキー コードをリストします。 

表 2.9 無視されるキー コード 

入力キー コード 
\ 
Shift + \ 

2.10 UEFI シェルおよび UEFI コマンド 
Cisco C880 サーバでは、ユーザが UEFI コンソールからコマンドを実行するために使用できる UEFI シェル関数を

サポートしています。次の図に、UEFI シェル起動時の画面表示を示します。 

図 2.7 UEFI シェル起動直後の画面表示（例） 

 

2.10.1 自動起動ファイル 
UEFI シェルは起動直後に、定義された実行パスに startup.nsh ファイルが組み込まれているかどうかをチェック

します。 
実行パスは、シェル環境パス変数に指定されたディレクトリ パスです。 
このディレクトリ パスは、set コマンドを使用して表示および設定できます。 
startup.nsh ファイルが存在する場合、シェルはこのファイルに指定されたコマンドを実行した後、コンソールからのコ

マンド入力を待機します。startup.nsh ファイルが存在しない場合は、シェルは何も実行しません。 

2.10.2 UEFI シェル コマンドのシンタックス 
set コマンドを使用することで、シェル環境変数を表示および設定できます。 
シェル コマンドの引数として環境変数の値にアクセスするには、次に示すように、変数名記号をパーセント記号（%）

で囲みます。 
%myvariable% 
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コメント 
- UEFI シェルには、「lasterror」という名前の特殊な変数があります。この変数には、最後に実行されたシェル コ

マンドからの戻り値が格納されます。 
- ワイルドカード文字として使用できる文字は、* ? [ ] です。これらの文字は、シェル コマンドの引数として指定す

るファイル名に含めることができます。 
次の表に、ワイルドカード文字の使用例を記載します。 

表 2.10 ワイルドカード文字の使用例 

サンプル文字列 意味 
* ファイル名に含まれるゼロ以上の文字と一致します。 
? ファイル名に含まれる 1 文字と完全一致します。 
[文字列] カッコ（[]）で囲まれた文字のいずれかと一致します（たとえば、 

[a-z AZ]）。 

2.10.3 出力のリダイレクション 
UEFI シェル コマンドの出力は、ファイルにリダイレクトできます。 
次の表に、出力のリダイレクションのタイプとサンプル シンタックスを記載します。 

表 2.11 出力のリダイレクション 

文字列 意味 サンプル シンタックス 
> 標準出力を Unicode ファイルにリダイレクトします。 Command > unicode_output_file_pathname 
>a 標準出力を ASCII ファイルにリダイレクトします。 Command >a ascii_output_file_pathname 
1> 標準出力を Unicode ファイルにリダイレクトします。 Command 1> unicode_output_file_pathname 
1>a 標準出力を ASCII ファイルにリダイレクトします。 Command 1>a ascii_output_file_pathname 
2> 標準エラー出力を Unicode ファイルにリダイレクトします。 Command 2> unicode_output_file_pathname 
2>a 標準エラー出力を ASCII ファイルにリダイレクトします。 Command 2>a ascii_output_file_pathname 
>> 標準出力を Unicode ファイルの終わりに付加します。 Command >> unicode_output_file_pathname 
>>a 標準出力を ASCII ファイルの終わりに付加します。 Command >>a ascii_output_file_pathname 
1>> 標準出力を Unicode ファイルの終わりに付加します。 Command 1>> 

unicode_output_file_pathname 
1>>a 標準出力を ASCII ファイルの終わりに付加します。 Command 1>>a ascii_output_file_pathname 

 
コメント 
- UEFI シェルを使用すると、標準出力または標準エラー出力を単一のファイルにリダイレクトできます。 
- 標準出力と標準エラー出力を同じファイルにリダイレクトすることもできます。 
標準出力または標準エラー出力を同時に複数のファイルにリダイレクトすることはできないことに注意してください。 
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