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イーサネットおよびファイバチャネルアダプタポリシー
このようなポリシーは、アダプタのトラフィック処理方法など、ホスト側のアダプタの動作を制

御します。たとえば、このようなポリシーを使用して、次のデフォルト設定を変更できます。

•キュー

•割り込み処理

•パフォーマンス拡張

• RSSハッシュ
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• 2つのファブリックインターコネクトによるクラスタ構成におけるフェールオーバー

ファイバチャネルアダプタポリシーの場合は、Cisco UCSManagerCisco UCS Centralで表示さ
れる値がQLogicSANsurferなどのアプリケーションで表示される値と一致しない場合がありま
す。たとえば、次の値は、SANsurferと Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralで明らかに異な
る場合があります。

（注）

•ターゲットごとの最大 LUN：SANsurferの最大 LUNは 256であり、この数値を超える値
は表示されません。 Cisco UCSManagerCisco UCS Centralでサポートされている最大 LUN
数はこれよりも大きくなっています。

•リンクダウンタイムアウト：SANsurferでは、リンクダウンのタイムアウトしきい値を
秒単位で設定します。 Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralでは、この値をミリ秒で設定
します。したがって、Cisco UCSManagerCisco UCS Centralで 5500ミリ秒と設定された値
は、SANsurferでは 5秒として表示されます。

•最大データフィールドサイズ：SANsurferで許可される値は 512、1024、および 2048で
す。 Cisco UCSManagerCisco UCS Centralでは、任意のサイズの値を設定できます。した
がって、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralで 900と設定された値は、SANsurferでは
512として表示されます。

オペレーティングシステム固有のアダプタポリシー

デフォルトでは、Cisco UCSは、イーサネットアダプタポリシーとファイバチャネルアダプタ
ポリシーのセットを提供します。これらのポリシーには、サポートされている各サーバオペレー

ティングシステムにおける推奨設定が含まれています。オペレーティングシステムはこれらの

ポリシーに影響されます。通常、ストレージベンダーはデフォルト以外のアダプタ設定を要求し

ます。ベンダーが提供しているサポートリストで必須設定の詳細を確認できます。
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該当するオペレーティングシステムには、これらのポリシーの値を使用することを推奨しま

す。シスコのテクニカルサポートで指示されない限り、デフォルトのポリシーの値は変更し

ないでください。

ただし、（デフォルトのWindowsのアダプタポリシーを使用する代わりに）Windows OSの
イーサネットアダプタポリシーを作成する場合は、次の式を使用してWindowsで動作する値
を計算します。

重要

完了キュー =送信キュー +受信キュー
割り込み回数 = (完了キュー + 2)以上である 2のべき乗の最小値

たとえば、送信キューが 1で受信キューが 8の場合、

完了キュー = 1 + 8 = 9
割り込み回数 = (9 + 2)以上の 2のべき乗の最小値 = 16

イーサネットアダプタポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Adapter Policies]を右クリックし、[Create Ethernet Adapter Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create Ethernet Adapter Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 [Resources]領域で、各キューの [Transmit Queues]、[Receive Queues]、[Completion Queues]、および
[Ring Size]を入力します。

ステップ 6 [Options]領域で、[Transmit Checksum Offload]、[Receive Checksum Offload]、[TCP Segmentation
Offload]、[TCP Large Receive Offload]、および [Receive Side Scaling (RSS)]を選択します。

ステップ 7 [Failback Timeout (Seconds)]を入力し、[Interrupt Mode]と [Interrupt Coalescing Type]を選択し、
[Interrupt Time (us)]を入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。
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イーサネットアダプタポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Adapter Policies]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 Central 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。

サーバ BIOS 設定
Cisco UCSでは、Cisco UCSドメイン内のサーバ上の BIOS設定をグローバルに変更する方法が 2
通り用意されています。サーバまたはサーバの集合のニーズに合う特定の BIOS設定グループを
含む BIOSポリシーを 1つ以上作成するか、特定のサーバプラットフォームに対するデフォルト
の BIOS設定を使用できます。

BIOSポリシーおよびサーバプラットフォームのデフォルトのBIOS設定のいずれを使用しても、
Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralによって管理されているサーバの BIOS設定を微調整できま
す。

データセンターのニーズに応じて、一部のサービスプロファイルについては BIOSポリシーを設
定し、同じ Cisco UCSドメイン内の他のサービスプロファイルについては BIOSのデフォルトを
使用したり、そのいずれかのみを使用したりできます。また、CiscoUCSManagerCiscoUCSCentral
を使用して、サーバの実際の BIOS設定を表示し、それらが現在のニーズを満たしているかどう
かを確認できます。

Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralは、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定による
BIOS設定の変更を Cisco Integrated Management Controller（CIMC）バッファにプッシュしま
す。これらの変更はバッファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりませ

ん。

設定するサーバでBIOS設定のサポートを確認することをお勧めします。RASメモリのミラー
リングモードなどの一部の設定は、すべてのCiscoUCSサーバでサポートされているわけでは
ありません。

（注）
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メイン BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できるメインサーバ BIOS設
定の一覧を示します。

説明名前

1つ以上の BIOS設定を変更した後、サーバをリブート
するタイミング。

この設定を有効にした場合、サーバのサービスプロファ

イルのメンテナンスポリシーに従ってリブートされま

す。たとえば、メンテナンスポリシーでユーザの確認

応答が必要な場合、サーバはリブートされず、ユーザが

保留中のアクティビティを確認するまで BIOSの変更は
適用されません。

この設定をイネーブルにしない場合、BIOSの変更は、
別のサーバ設定変更の結果であれ手動リブートであれ、

次回のサーバのリブート時まで適用されません。

[Reboot on BIOS Settings Change]

BIOSが Power On Self-Test（POST）中に表示する内容。
次のいずれかになります。

• [disabled]：BIOSはブート中にすべてのメッセージ
とオプション ROM情報を表示します。

• [enabled]：BIOSはロゴ画面を表示しますが、ブー
ト中にメッセージやオプション ROM情報を表示し
ません。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Quiet Boot]

POST中にサーバで重大なエラーが発生した場合の処理。
次のいずれかになります。

• [disabled]：BIOSは、サーバの起動を試行し続けま
す。

• [enabled]：POST中に重大なエラーが発生した場合、
BIOSはサーバのブート試行を一時停止し、Error
Managerを開きます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Post Error Pause]
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説明名前

予期しない電力損失後に電力が復帰したときにサーバが

どのように動作するかを決定します。次のいずれかにな

ります。

• [stay-off]：手動で電源をオンにするまでサーバの電
源がオフになります。

• [last-state]：サーバの電源がオンになり、システムが
最後の状態を復元しようとします。

• [reset]：サーバの電源がオンになり、自動的にリセッ
トされます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Resume Ac On Power Loss]

前面パネルの電源ボタンとリセットボタンがサーバに

よって無視されるかどうかを決定します。次のいずれか

になります。

• [disabled]：前面パネルの電源ボタンとリセットボタ
ンはアクティブであり、サーバに影響を与えるため

に使用できます。

• [enabled]：電源ボタンとリセットボタンはロック
アウトされます。サーバをリセットしたり、電源を

オンにしたりできるのは、CIMC GUIからだけで
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Front Panel Lockout]

プロセッサの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できるプロセッサ BIOS設定
の一覧を示します。
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説明名前

プロセッサで Intel Turbo Boost Technologyを使用するか
どうか。このテクノロジーでは、仕様よりも低い電力、

温度、または電圧でプロセッサが動作していると、自動

的にそのプロセッサの周波数が上がります。次のいずれ

かになります。

• [disabled]：プロセッサの周波数は自動的には上がり
ません。

• [enabled]：必要に応じてプロセッサで Turbo Boost
Technologyが利用されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Turbo Boost]

プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep Technologyを使用
するかどうか。このテクノロジーでは、プロセッサの電

圧やコア周波数をシステムが動的に調整できます。この

テクノロジーにより、平均電力消費量と平均熱発生量が

減少する可能性があります。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサの電圧または周波数を動的に
調整しません。

• [enabled]：プロセッサで Enhanced Intel SpeedStep
Technologyが使用され、サポートされているすべて
のスリープ状態でさらに電力を節約することが可能

になります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Enhanced Intel Speedstep]
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説明名前

プロセッサで Intel Hyper-Threading Technologyを使用す
るかどうか。このテクノロジーでは、マルチスレッドソ

フトウェアアプリケーションのスレッドを各プロセッサ

内で並列に実行できます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでのハイパースレッディング
を禁止します。

• [enabled]：プロセッサでの複数スレッドの並列実行
を許可します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Hyper Threading]

CPUあたりのパッケージの論理プロセッサコアの状態を
設定します。この設定を無効にすると、Intel Hyper
Threadingテクノロジーも無効になります。次のいずれ
かになります。

• [all]：すべての論理プロセッサコアの多重処理を有
効にします。

• [1]から [n]：サーバで実行可能な CPUあたりの論
理プロセッサコアの数を指定します。多重処理を

無効にして、サーバで実行される CPUあたりの論
理プロセッサコアを 1個のみにするには、[1]を選
択します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Core Multi Processing]
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説明名前

サーバのメモリ領域を分類し、アプリケーションコード

を実行可能な場所を指定します。この分類の結果、悪意

のあるワームがバッファにコードを挿入しようとした場

合、プロセッサでコードの実行をディセーブルにしま

す。この設定は、損害、ワームの増殖、および特定クラ

スの悪意のあるバッファオーバーフロー攻撃を防止する

のに役立ちます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでメモリ領域を分類しませ
ん。

• [enabled]：プロセッサでメモリ領域を分類します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Execute Disabled Bit]

プロセッサで Intel Virtualization Technologyを使用するか
どうか。このテクノロジーでは、1つのプラットフォー
ムで、複数のオペレーティングシステムとアプリケー

ションをそれぞれ独立したパーティション内で実行でき

ます。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでのバーチャライゼーション
を禁止します。

• [enabled]：プロセッサで、複数のオペレーティング
システムをそれぞれ独立したパーティション内で実

行できます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションを変更した場合は、設定を有効

にするためにサーバの電源を再投入する必要が

あります。

（注）

[Virtualization Technology (VT)]

Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2    
9

サーバポリシー

プロセッサの BIOS 設定



説明名前

プロセッサで、インテルハードウェアプリフェッチャ

が必要に応じてデータおよび命令ストリームをメモリか

ら取得し、統合 2次キャッシュに入れることを許可する
かどうか。次のいずれかになります。

• [Disabled]：ハードウェアプリフェッチャは使用し
ません。

• [Enabled]：プロセッサで、キャッシュの問題が検出
されたときにプリフェッチャを使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この値を指定するには、を [Custom]に設定す
る必要があります。 [Custom]以外の値の場合
は、このオプションよりも、選択された CPU
パフォーマンスプロファイルの設定が優先さ

れます。

（注）

[Hardware Pre-fetcher]

プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数

または奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。

次のいずれかになります。

• [Disabled]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
す。

• [Enabled]：プロセッサで必要な行およびペアの行の
両方を取得します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この値を指定するには、を [Custom]に設定す
る必要があります。 [Custom]以外の値の場合
は、このオプションよりも、選択された CPU
パフォーマンスプロファイルの設定が優先さ

れます。

（注）

[Adjacent Cache Line Pre-fetcher]
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説明名前

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいず

れかになります。

• [Disabled]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求を
予測しようとせず、明示的に要求された行のみを取

得します。

• [Enabled]：DCU Prefetcherでキャッシュ読み取りパ
ターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ

内の次の行を事前に取得します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DCU Streamer Pre-fetch]

プロセッサでDCU IPPrefetchメカニズムを使用して履歴
キャッシュアクセスパターンを分析し、L1キャッシュ
内で最も関連性の高い行をプリロードします。次のいず

れかになります。

• [Disabled]：プロセッサでキャッシュデータをプリ
ロードしません。

• [Enabled]：DCU IP Prefetcherで最も関連性が高いと
判断されたデータを含む L1キャッシュをプリロー
ドします。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DCU IP Pre-fetcher]
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説明名前

プロセッサで、データを I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュに入れることにより、I/Oパフォーマンス
を向上させることができます。この設定はキャッシュ

ミスを減らすのに役立ちます。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：データは I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュには入れられません。

• [enabled]：データは I/Oデバイスから直接プロセッ
サキャッシュに入れられます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Direct Cache Access]

アイドル期間中にシステムが省電力モードに入ることが

できるかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：システムは、アイドル時にも高パフォー
マンス状態を維持します。

• [enabled]：システムは DIMMや CPUなどのシステ
ムコンポーネントへの電力を低減できます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

オペレーティングシステムがこの機能をサポートするか

どうかについては、オペレーティングシステムのベン

ダーに問い合わせることを推奨します。

[Processor C State]

C1に入ってプロセッサが最低周波数に遷移できるように
します。この設定は、サーバをリブートするまで有効に

なりません。次のいずれかになります。

• [disabled]：CPUは C1状態でも引き続き最大周波数
で動作します。

• [enabled]：CPUは最小周波数に移行します。このオ
プションでは、C1状態での最大電力量が削減され
ます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Processor C1E]
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説明名前

プロセッサからオペレーティングシステムに C3レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C3レポートを送信しま
せん。

• [acpi-c2]：プロセッサは Advanced Configuration and
Power Interface（ACPI）C2フォーマットを使用して
C3レポートを送信します。

• [acpi-c3]：ACPIC3フォーマットを使用してプロセッ
サから C3レポートを送信します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

Cisco UCS B440 Serverの場合、[BIOS Setup]メニューで
これらのオプションに対して [enabled]と [disabled]が使
用されます。 [acpi-c2]または [acpi-c2]を指定すると、こ
のサーバではそのオプションの BIOS値に [enabled]が設
定されます。

[Processor C3 Report]

プロセッサからオペレーティングシステムに C6レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C6レポートを送信しま
せん。

• [enabled]：プロセッサから C6レポートを送信しま
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Processor C6 Report]

プロセッサからオペレーティングシステムに C7レポー
トを送信するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサから C7レポートを送信しま
せん。

• [enabled]：プロセッサから C7レポートを送信しま
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

Processor C7 Report
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説明名前

サーバの CPUパフォーマンスプロファイルを設定しま
す。次のいずれかになります。

• [enterprise]：M3サーバに対して、すべてのプリ
フェッチャとデータの再利用がイネーブルになりま

す。M1およびM2サーバについては、データの再
利用とDCUIPプリフェッチャはイネーブルになり、
他のすべてのプリフェッチャはディセーブルになり

ます。

• [high-throughput]：データの再利用と DCU IPプリ
フェッチャはイネーブルになり、他のすべてのプリ

フェッチャはディセーブルになります。

• [hpc]：プリフェッチャはすべてイネーブルになり、
データの再利用はディセーブルになります。 この

設定はハイパフォーマンスコンピューティングと

も呼ばれます。

[CPU Performance]

平均修復時間（MTRR）変数の数を選択できます。次の
いずれかになります。

• [auto-max]：BIOSはプロセッサのデフォルト値を使
用します。

• [8]：BIOSはMTRR変数に指定された数を使用しま
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Max Variable MTRR Setting]
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説明名前

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）アーキ
テクチャタイプを設定できます。次のいずれかになり

ます。

• [xapic]：標準の xAPICアーキテクチャを使用しま
す。

• [x2apic]：拡張 x2APICアーキテクチャを使用してプ
ロセッサの 32ビットアドレス指定能力をサポート
します。

• [auto]：検出された xAPICアーキテクチャを自動的
に使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Local X2 APIC]

次のオプションの CPU電源管理設定を指定できます。

• Enhanced Intel Speedstep Technology

• Intel Turbo Boost Technology

• Processor Power State C6

[Power Technology]は次のいずれかになります。

• [Disabled]：サーバで CPU電源管理は実行されず、
前述の BIOSパラメータの設定が無視されます。

•：前述の BIOSパラメータに最適な設定が決定さ
れ、これらのパラメータの個々の設定は無視されま

す。

• [Performance]：サーバは前述の BIOSパラメータの
パフォーマンスを自動的に最適化します。

• [Custom]：前述の BIOSパラメータの個々の設定が
使用されます。これらのBIOSパラメータのいずれ
かを変更する場合は、このオプションを選択する必

要があります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Power Technology]
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説明名前

システムパフォーマンスまたはエネルギー効率がこの

サーバで重要かどうかを判断できます。次のいずれかに

なります。

•パフォーマンス

• balanced-performance

• balanced-energy

• energy-efficient

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

を [Custom]に設定する必要があります。その
ようにしない場合、このパラメータの設定は無

視されます。

（注）

[Energy Performance]

アイドル時に、CPUがターボを除く最大周波数よりも低
い周波数にできるようにするかどうか。次のいずれかに

なります。

• [Disabled]：アイドル中に CPUをターボを除く最大
周波数よりも低くできます。このオプションでは電

力消費が低下しますが、システムパフォーマンスが

低下する可能性があります。

• [Enabled]：アイドル中に CPUをターボを除く最大
周波数よりも低くできません。このオプションでは

システムパフォーマンスが向上しますが、消費電力

が増加することがあります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Frequency Floor Override]
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説明名前

BIOSがオペレーティングシステムに P-stateサポートモ
デルを通信する方法を定義できます。 Advanced
Configuration and Power Interface（ACPI）仕様で定義され
る 3つのモデルがあります。

• [HW_ALL]：プロセッサハードウェアが、依存性の
ある論理プロセッサ（パッケージ内のすべての論理

プロセッサ）間の P-stateを調整します。

• [SW_ALL]：OSPowerManager（OSPM）が、依存性
のある論理プロセッサ（物理パッケージ内のすべて

の論理プロセッサ）間のP-stateを調整します。すべ
ての論理プロセッサで遷移を開始する必要がありま

す。

• [SW_ANY]：OS Power Manager（OSPM）が、依存
性のある論理プロセッサ（パッケージ内のすべての

論理プロセッサ）間のP-stateを調整します。ドメイ
ン内の任意の論理プロセッサで遷移を開始する場合

があります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

を [Custom]に設定する必要があります。その
ようにしない場合、このパラメータの設定は無

視されます。

（注）

[P-STATE Coordination]

メモリ帯域幅と消費電力に関してシステム設定を調整で

きます。次のいずれかになります。

• [Balanced]：DRAMクロックスロットリングを低下
させ、パフォーマンスと電力のバランスをとりま

す。

• [Performance]：DRAMクロックスロットリングは
ディセーブルです。追加の電力をかけてメモリ帯域

幅を増やします。

• [Energy Efficient][Energy_Efficient]：DRAMのクロッ
クスロットリングを上げてエネルギー効率を向上さ

せます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[DRAM Clock Throttling]
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説明名前

CPUがメモリブロックを分割して、データの隣接部分を
インターリーブされたチャネル間に分散し、同時読み取

り動作をイネーブルにするかどうか。次のいずれかにな

ります。

• [Auto]：実行するインターリーブを、CPUが決定し
ます。

• [1-way]：何らかのチャネルインターリーブが使用
されます。

• 2-way

• 3-way

• [4-way]：最大量のチャネルインターリーブが使用
されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Channel Interleaving]

1つのランクを更新中に別のランクにアクセスできるよ
う、CPUがメモリの物理ランクをインターリーブするか
どうか。次のいずれかになります。

• [Auto]：実行するインターリーブを、CPUが決定し
ます。

• [1-way]：何らかのランクインターリーブが使用さ
れます。

• 2-way

• 4-way

• [8-way]：最大量のランクインターリーブが使用さ
れます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Rank Interleaving]ドロップダウンリス
ト
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説明名前

CPUまたは I/Oが読み取りを要求した場合に検出された
1ビットのメモリエラーを、システムが修正するかどう
か。次のいずれかになります。

• [Disabled]：1ビットメモリエラーは修正されませ
ん。

• [Enabled]：1ビットメモリエラーがメモリ内部で修
正され、修正されたデータが、読み取り要求に対す

る応答に設定されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Demand Scrub]

システムがサーバ上のメモリの未使用部分でも単一ビッ

トメモリエラーをアクティブに探して訂正するかどう

か。次のいずれかになります。

• [Disabled]：CPUがメモリアドレスの読み取りまた
は書き込みを行うときのみ、システムはメモリの

ECCエラーをチェックします。

• [Enabled]：システムは定期的にメモリを読み書きし
て ECCエラーを探します。エラーが見つかると、
システムは修正を試みます。このオプションによ

り、単一ビットエラーは複数ビットエラーになる

前に修正される場合がありますが、パトロールスク

ラブの実行時にパフォーマンスが低下する場合もあ

ります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Patrol Scrub]

次のいずれかになります。

• —

• —

• —

[Altitude]

Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2    
19

サーバポリシー

プロセッサの BIOS 設定



説明名前

物理サーバがインストールされているおおよその海抜

（m）。次のいずれかになります。

• [Auto]：物理的な高度をCPUによって判別します。

•：サーバは、海抜約 300 mです。

•：サーバは、海抜約 900 mです。

•：サーバは、海抜約 1500 mです。

•：サーバは、海抜約 3000 mです。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Altitude]
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説明名前

[Package C State Limit]

set PackageCStateLimit
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説明名前

アイドル時にサーバコンポーネントが使用できる電力

量。次のいずれかになります。

• [NoLimit][No_Limit]：サーバは、使用可能な任意の
Cステートに入ることがあります。

• [C0 state][C0_state]：サーバはすべてのサーバコン
ポーネントに常にフルパワーを提供します。このオ

プションでは、最高レベルのパフォーマンスが維持

され、最大量の電力が必要となります。

• [C1 state][C1_state]：CPUのアイドル時に、システム
は電力消費を少し減らします。このオプションで

は、必要な電力が C0よりも少なく、サーバはすば
やくハイパフォーマンスモードに戻ることができ

ます。

• [C3 state][C3_state]：CPUのアイドル時に、システム
はC1オプションの場合よりもさらに電力消費を減
らします。この場合、必要な電力は C1または C0
よりも少なくなりますが、サーバがハイパフォーマ

ンスモードに戻るのに要する時間が少し長くなりま

す。

• [C6 state][C6_state]：CPUのアイドル時に、システム
はC3オプションの場合よりもさらに電力消費を減
らします。このオプションを使用すると、C0、C1、
または C3よりも電力量が節約されますが、サーバ
がフルパワーに戻るまでにパフォーマンス上の問題

が発生する可能性があります。

• [C2 state][C2_state]：CPUのアイドル時に、システム
はC1オプションの場合よりもさらに電力消費を減
らします。この場合、必要な電力は C1または C0
よりも少なくなりますが、サーバがハイパフォーマ

ンスモードに戻るのに要する時間が少し長くなりま

す。

• [C7 state][C7_state]：CPUのアイドル時に、サーバは
コンポーネントが使用できる電力量を最小にしま

す。このオプションでは、節約される電力量が最大

になりますが、サーバがハイパフォーマンスモー

ドに戻るのに要する時間も最も長くなります。

• [C7s state][C7s_state]：CPUのアイドル時に、サーバ
はコンポーネントが使用できる電力量を最小にしま

す。このオプションでは、C7よりも多い電力を節
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説明名前

約できますが、サーバがハイパフォーマンスモー

ドに戻るのに要する時間も最も長くなります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

Intel Directed I/O BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる Intel Directed I/O BIOS
設定の一覧を示します。

説明名前

Intel Virtualization Technology for Directed I/O（VT-d）を
プロセッサで使用するかどうか。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：プロセッサでバーチャライゼーションテ
クノロジーを使用しません。

• [enabled]：プロセッサでバーチャライゼーションテ
クノロジーを使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

他の Intel Directed I/O BIOS設定を変更する場
合は、このオプションをイネーブルにする必要

があります。

（注）

[VT for Directed IO]

プロセッサで Intel VT-d Interrupt Remappingをサポートす
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでリマッピングをサポートし
ません。

• [enabled]：プロセッサでVT-d Interrupt Remappingを
必要に応じて使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Interrupt Remap]
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説明名前

プロセッサで Intel VT-dCoherencyをサポートするかどう
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでコヒーレンシをサポートし
ません。

• [enabled]：プロセッサでVT-dCoherencyを必要に応
じて使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Coherency Support]

プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services
（ATS）をサポートするかどうか。次のいずれかになり
ます。

• [disabled]：プロセッサでATSをサポートしません。

• [enabled]：プロセッサで VT-d ATSを必要に応じて
使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[ATS Support]

プロセッサで Intel VT-d Pass-through DMAをサポートす
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：プロセッサでパススルー DMAをサポー
トしません。

• [enabled]：プロセッサで VT-d Pass-through DMAを
必要に応じて使用します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Pass Through DMA Support]

RAS メモリの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる RASメモリの BIOS設
定の一覧を示します。
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説明名前

サーバに対するメモリの Reliability, Availability, and
Serviceability（RAS）の設定方法。次のいずれかになり
ます。

• [maximumperformance]：システムのパフォーマンス
が最適化されます。

• [mirroring]：システムのメモリの半分をバックアッ
プとして使用することにより、システムの信頼性が

最適化されます。

• [lockstep]：サーバ内の DIMMペアが、同一のタイ
プ、サイズ、および構成を持ち、SMIチャネルにま
たがって装着されている場合、ロックステップモー

ドをイネーブルにして、メモリアクセス遅延の最小

化およびパフォーマンスの向上を実現できます。

B440サーバでは [lockstep]がデフォルトでイネーブ
ルになっています。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Memory RAS Config]

BIOSでNUMAをサポートするかどうか。次のいずれか
になります。

• [disabled]：BIOSで NUMAをサポートしません。

• [enabled]：BIOSは NUMAに対応したオペレーティ
ングシステムに必要なACPIテーブルを含みます。
このオプションをイネーブルにした場合は、一部の

プラットフォームでシステムのソケット間メモリイ

ンターリーブをディセーブルにする必要がありま

す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[NUMA]
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説明名前

メモリミラーリングは、メモリに 2個の同じデータイ
メージを保存することにより、システムの信頼性を向上

します。

このオプションは、[Memory RAS Config]で [mirroring]
オプションを選択したときのみ使用可能です。次のいず

れかを指定できます。

• [inter-socket]：メモリは、CPUソケットをまたいで
2台の Integrated Memory Controller（IMC）間でミ
ラーリングされます。

• [intra-socket]：1台の IMCが同じソケットの別の IMC
とミラーリングされます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Mirroring Mode]

スペアリングはメモリを予備に保持することで信頼性を

最適化し、別のDIMMの障害発生時に使用できるように
します。このオプションは、メモリの冗長性を実現しま

すが、ミラーリングほどの冗長性は提供されません。使

用可能なスペアリングのモードは、現在のメモリの数に

よって異なります。

このオプションは、[Memory RAS Config]で [sparing]オ
プションを選択したときのみ使用可能です。次のいずれ

かを指定できます。

• [dimm-sparing]：1枚の DIMMが予備に保持されま
す。 DIMMに障害が発生すると、その DIMMの内
容はスペア DIMMに移されます。

• [rank-sparing]：DIMMのスペアランクが予備に保持
されます。あるランクの DIMMに障害が発生した
場合、そのランクの内容がスペアランクに移されま

す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Sparing Mode]
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説明名前

低電圧と高周波数のどちらのメモリ動作をシステムで優

先するか。次のいずれかになります。

• [power-saving-mode]：低電圧のメモリ動作が高周波
数のメモリ動作よりも優先されます。 このモード

では、電圧を低く維持するために、メモリの周波数

が低下する可能性があります。

• [performance-mode]：高周波数の動作が低電圧の動
作よりも優先されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[LV DDR Mode]

このオプションは、内部メモリの更新頻度を制御しま

す。

[DRAM Refresh Rate]

シリアルポートの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトBIOS設定を介して実行できるシリアルポートのBIOS
設定の一覧を示します。

説明名前

シリアルポート Aがイネーブルかディセーブルか。次
のいずれかになります。

• [disabled]：シリアルポートはディセーブルになりま
す。

• [enabled]：シリアルポートはイネーブルになりま
す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Serial Port A]

USB の BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる USB BIOS設定の一覧
を示します。

Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2    
27

サーバポリシー

シリアルポートの BIOS 設定



説明名前

サーバが USBデバイスからブートできるかどうか。次
のいずれかになります。

• [disabled]：サーバは USBデバイスからブートでき
ます。

• [enabled]：サーバはUSBデバイスからブートできま
せん。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Make Device Non Bootable]

システムでレガシーUSBデバイスをサポートするかどう
か。次のいずれかになります。

• [disabled]：USBデバイスは、EFIアプリケーション
でのみ使用できます。

• [enabled]：レガシーUSBのサポートは常に使用でき
ます。

• [auto]：USBデバイスが接続されていない場合、レ
ガシーUSBのサポートがディセーブルになります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Legacy USB Support]
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説明名前

USBEHCIのアイドル時電力消費を減らすためにUSBシ
ステムにアイドル時電力最適化設定を使用するかどう

か。この設定で選択した値によって、パフォーマンスが

影響を受けることがあります。次のいずれかになりま

す。

• [high-performance]：最適なパフォーマンスを電力節
約より優先するため、USBシステムのアイドル時電
力最適化設定はディセーブルにされます。

このオプションを選択すると、パフォーマンスが大

幅に向上します。サイトにサーバの電源制限がない

場合はこのオプションを選択することを推奨しま

す。

• [lower-idle-power]：電力節約を最適なパフォーマン
スより優先するため、USBシステムのアイドル時電
力最適化設定はイネーブルにされます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB System Idle Power Optimizing
Setting]

USB前面パネルロックは、USBポートへの前面パネル
アクセスをイネーブルまたはディセーブルにするために

設定されます。次のいずれかになります。

• disabled

• enabled

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[USB Front Panel Lock Access]

PCI 設定の BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できる PCI設定の BIOS設定
の一覧を示します。
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説明名前

PAEサポートなしで動作しているオペレーティングシス
テムのメモリ使用率を、BIOSがシステム設定に応じて
4GB以下で最大化するかどうか。次のいずれかになりま
す。

• [disabled]：メモリ使用率を最大化しません。 PAE
をサポートするオペレーティングシステムすべてに

このオプションを選択します。

• [enabled]：PAEをサポートしないオペレーティング
システムについて 4GB以下でメモリ使用率を最大
化します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Max Memory Below 4G]

64ビット PCIデバイスの 4 GB以上のアドレス空間に対
するメモリマップド I/Oをイネーブルにするか、ディ
セーブルにするか。レガシーなオプションROMは 4GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 PCIデバイス
が 64ビット対応でも、レガシーなオプションROMを使
用する場合は、この設定をイネーブルにしても正しく機

能しない場合があります。次のいずれかになります。

• [disabled]：64ビット PCIデバイスを 4 GB以上のア
ドレス空間にマッピングしません。

• [enabled]：64ビット PCIデバイスを 4 GB以上のア
ドレス空間にマッピングします。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Memory Mapped IO Above 4Gb Config]

ブートオプションの BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトBIOS設定を介して実行できるブートオプションBIOS
設定の一覧を示します。
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説明名前

BIOSでユーザ入力を待機せずに非 EFIベースのブート
オプションを再試行するかどうか。次のいずれかになり

ます。

• [disabled]：ユーザ入力を待機してから非EFIベース
のブートオプションを再試行します。

• [enabled]：ユーザ入力を待機せずに非 EFIベースの
ブートオプションを継続的に再試行します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Boot Option Retry]

Intel SASEntryRAIDモジュールがイネーブルかどうか。
次のいずれかになります。

• [disabled]：Intel SAS Entry RAIDモジュールはディ
セーブルです。

• [enabled]：Intel SASEntryRAIDモジュールはイネー
ブルです。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Intel Entry SAS RAID]

Intel SASEntryRAIDモジュールがどのように設定される
か。次のいずれかになります。

• [it-ir-raid]：Intel IT/IRRAIDを使用するようRAIDモ
ジュールを設定します。

• [intel-esrtii]：Intel Embedded Server RAID Technology
IIを使用するよう RAIDモジュールを設定します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Intel Entry SAS RAID Module]
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説明名前

オンボードソフトウェアRAIDコントローラをサーバで
使用できるかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：ソフトウェアRAIDコントローラを使用
できません。

• [enabled]：ソフトウェア RAIDコントローラを使用
できます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Onboard SCU Storage Support]

サーバ管理 BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を介して実行できるサーバ管理 BIOS設定
の一覧を示します。

General Settings

説明名前

システムエラー（SERR）の発生時に、BIOSがマスク不
能割り込み（NMI）を生成し、エラーをログに記録する
かどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：SERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
することもエラーをログに記録することもしませ

ん。

• [enabled]：SERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
し、エラーをログに記録します。 [AssertNmionPerr]
をイネーブルにするには、この設定をイネーブルに

する必要があります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Assert Nmi on Serr]
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説明名前

プロセッサバスパリティエラー（PERR）の発生時に、
BIOSがマスク不能割り込み（NMI）を生成し、エラーを
ログに記録するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：PERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
することもエラーをログに記録することもしませ

ん。

• [enabled]：PERRの発生時に、BIOSは NMIを生成
し、エラーをログに記録します。この設定を使用す

るには、[Assert Nmi on Serr]をイネーブルにする必
要があります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Assert Nmi on Perr]

BIOSが定義済みのタイムアウト値を持つウォッチドッ
グタイマーをプログラムするかどうか。タイマーが切

れる前にオペレーティングシステムのブートを完了しな

い場合、CIMCはシステムをリセットし、エラーがログ
に記録されます。次のいずれかになります。

• [disabled]：サーバブートにかかる時間を追跡するた
めのウォッチドッグタイマーを使用しません。

• [enabled]：サーバブートにかかる時間をウォッチ
ドッグタイマーで追跡します。サーバが事前に定

義した時間内にブートしない場合、CIMCはシステ
ムをリセットし、エラーを記録します。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この機能には、オペレーティングシステムのサポートま

たは Intel管理ソフトウェアが必要です。

[OS Boot Watchdog Timer]
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説明名前

ウォッチドッグタイマーが切れた場合にシステムで実行

されるアクション。次のいずれかになります。

• [power-off]：OSブート中にウォッチドッグタイマー
が期限切れになった場合、サーバは電源オフになり

ます。

• [reset]：OSブート中にウォッチドッグタイマーが
期限切れになった場合、サーバはリセットされま

す。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションは、[OSBootWatchdogTimer]をイネーブ
ルにした場合にだけ利用できます。

[OS Boot Watchdog Timer Timeout
Policy]

BIOSでウォッチドッグタイマーの設定に使用されるタ
イムアウト値。次のいずれかになります。

• [5-minutes]：ウォッチドッグタイマーは OSブート
開始から 5分後に期限切れになります。

• [10-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 10分後に期限切れになります。

• [15-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 15分後に期限切れになります。

• [20-minutes]：ウォッチドッグタイマーはOSブート
開始から 20分後に期限切れになります。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションは、[OSBootWatchdogTimer]をイネーブ
ルにした場合にだけ利用できます。

[OS Boot Watchdog Timer Timeout]
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コンソールリダイレクション設定

説明名前

POSTおよび BIOSのブート中に、シリアルポートをコ
ンソールリダイレクションに使用できるようにします。

BIOSのブートが完了し、オペレーティングシステムが
サーバを担当すると、コンソールリダイレクションは関

連がなくなり、無効になります。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：POST中にコンソールリダイレクション
は発生しません。

• [serial-port-a]：POST中のコンソールリダイレクショ
ンのためシリアルポートAをイネーブルにします。
このオプションはブレードサーバおよびラックマウ

ントサーバに対して有効です。

• [serial-port-b]：POST中のコンソールリダイレクショ
ンのためシリアルポートBをイネーブルにし、サー
バ管理タスク実行を許可します。このオプション

は、ラックマウントサーバでのみ有効です。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

このオプションをイネーブルにする場合は、

POST中に表示される Quiet Bootのロゴ画面も
ディセーブルにします。

（注）

[Console Redirection]

フロー制御にハンドシェイクプロトコルを使用するかど

うか。送信要求/クリアツーセンド（RTS/CTS）を使用
すると、隠れた端末問題が原因で発生する可能性がある

フレームコリジョンを減らすことができます。次のい

ずれかになります。

• [none]：フロー制御は使用されません。

• [rts-cts]：フロー制御に RTS/CTSが使用されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[Flow Control]
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説明名前

シリアルポートの伝送速度として使用されるボーレー

ト。 [ConsoleRedirection]をディセーブルにした場合は、
このオプションを使用できません。次のいずれかになり

ます。

• [9600]：9600ボーレートが使用されます。

• [19200]：19200ボーレートが使用されます。

• [38400]：38400ボーレートが使用されます。

• [57600]：57600ボーレートが使用されます。

• [115200]：115200ボーレートが使用されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[BAUD Rate]

コンソールリダイレクションに使用される文字フォー

マットのタイプ。次のいずれかになります。

• [pc-ansi]：PC-ANSI端末フォントが使用されます。

• [vt100]：サポートされている vt100ビデオ端末とそ
の文字セットが使用されます。

• [vt100-plus]：サポートされている vt100-plusビデオ
端末とその文字セットが使用されます。

• [vt-utf8]：UTF-8文字セットのビデオ端末が使用さ
れます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

この設定は、リモートターミナルアプリケー

ション上の設定と一致している必要がありま

す。

（注）

[Terminal Type]
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説明名前

シリアルポートでレガシーなオペレーティングシステ

ム（DOSなど）からのリダイレクションをイネーブルに
するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：コンソールリダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアルポートはレガシーオペレー

ティングシステムから非表示になります。

• [enabled]：コンソールリダイレクションがイネーブ
ルになっているシリアルポートはレガシーオペレー

ティングシステムに表示されます。

• [PlatformDefault][platform-default]：BIOSは、サーバ
タイプとベンダーのBIOSデフォルト値に含まれる
この属性の値を使用します。

[Legacy OS Redirect]

BIOS ポリシー
BIOSポリシーは、サーバまたはサーバグループに対するBIOS設定の設定を自動化するポリシー
です。ルート組織内のすべてのサーバに対して使用可能なグローバル BIOSポリシーを作成する
か、サブ組織の階層に対してだけ使用可能な BIOSポリシーを作成できます。

BIOSポリシーを使用するには、次の手順を実行します。

1 Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralで BIOSポリシーを作成します。

2 BIOSポリシーを 1つ以上のサービスプロファイルに割り当てます。

3 サービスプロファイルをサーバと関連付けます。

サービスプロファイルの関連付け時に、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralはサーバ上の BIOS
設定を BIOSポリシー内の設定と一致するように変更します。 BIOSポリシーを作成せず、BIOS
ポリシーをサービスプロファイルに割り当てていない場合は、サーバの BIOS設定にそのサーバ
プラットフォームのデフォルトが使用されます。

デフォルトの BIOS 設定
Cisco UCSManagerCisco UCS Centralには、Cisco UCSがサポートするサーバの各タイプのための 1
セットのデフォルト BIOS設定が含まれます。デフォルト BIOS設定は、ルート組織だけで使用
でき、グローバルです。CiscoUCSでサポートされている各サーバプラットフォームには、1セッ
トの BIOS設定だけを適用できます。デフォルト BIOS設定は変更できますが、デフォルト BIOS
設定の追加セットの作成はできません。
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デフォルト BIOS設定の各セットは、サポートされているサーバの特定のタイプに合わせて設計
されており、サービスプロファイルに BIOSポリシーが含まれていない、特定のタイプのすべて
のサーバに適用されます。

Cisco UCS実装にサーバ特定の設定によって満たされない特定の要件があるのでない限り、Cisco
UCSドメインのサーバの各タイプ用に設計されたデフォルト BIOS設定を使用するよう推奨しま
す。

Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralにより、これらのサーバプラットフォーム固有の BIOS設定
が次のように適用されます。

•サーバに関連付けられたサービスプロファイルには、BIOSポリシーはインクルードされま
せん。

• BIOSポリシーには、特定の設定に対するプラットフォームデフォルトのオプションが設定
されます。

Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralによって提供されるデフォルト BIOS設定は変更できます。
ただし、デフォルトの BIOS設定に対する変更は、その特定のタイプまたはプラットフォームの
すべてのサーバに適用されます。特定のサーバの BIOS設定だけを変更する場合は、BIOSポリ
シーを使用することを推奨します。

BIOS ポリシーの作成
Cisco UCS Centralは、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定による BIOS設定の変更を
Cisco Integrated Management Controller（CIMC）バッファにプッシュします。これらの変更はバッ
ファ内にとどまり、サーバがリブートされるまでは有効になりません。設定するサーバで BIOS
設定のサポートを確認することをお勧めします。 RASメモリのミラーリングモードおよび予備
モードといった一部の設定は、すべての Cisco UCSサーバでサポートされているわけではありま
せん。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [BIOS Policies]を右クリックして [Create BIOS Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create BIOS Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。
BIOSポリシーを手早く作成する場合は、名前を指定した後で [Finish]をクリックしま
す。 Cisco UCS Centralにより、指定された名前とすべてのシステムデフォルト値を使
用して新しい BIOSポリシーが作成されます。

（注）
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ステップ 5 （任意）[Main]パネルで主要な BIOS設定（[Reboot on BIOS Change]、[Quiet Boot]、[Post Error
Pause]、[Resume Ac on Power Loss]、[Front Panel Lockout]など）を選択し、[Next]をクリックしま
す。

ステップ 6 （任意） [Processor]パネルでプロセッサの設定を選択し、[Next]をクリックします。

ステップ 7 （任意）[Intel Directed IO]パネルで I/O設定を選択し、[Next]をクリックします。

ステップ 8 （任意）[RAS Memory]パネルでメモリ設定を選択し、[Next]をクリックします。

ステップ 9 （任意）[Serial Port]パネルで [Serial Port A]設定を選択し、[Next]をクリックします。

ステップ 10 （任意）[Processor]パネルでプロセッサ設定情報を選択し、[Next]をクリックします。

ステップ 11 （任意）[USB]パネルで USB設定（[Make Device Non Bootable]、[Legacy USB Support]、[USB Idle
Power Optimizing Setting]、[USB Front Panel Access Lock]など）を選択し、[Next]をクリックしま
す。

ステップ 12 （任意）[PCI Configuration]パネルで PCI構成設定（[Max Memory Below 4GB]および [Memory
Mapped IO Above 4GB Config]など）を選択し、[Next]をクリックします。

ステップ 13 （任意）[Boot Options]パネルでブート設定（[Boot Option Retry]、[Intel Entry SAS RAID]、[Intel
Entry SAS RAID Module]、[Onboard SCU Storage Support]など）を選択し、[Next]をクリックしま
す。

ステップ 14 （任意）[Server Manager]パネルでマスク不能割り込みの設定と [OS Boot Watchdog Timer]を選択
し、[Console Redirection]設定を指定し、[Finish]をクリックします。

BIOS ポリシーの変更

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [BIOS Policies]を展開します。

ステップ 4 変更する BIOSポリシーをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで該当するタブをクリックしてから、必要なオプションボタンをクリックするか、
ドロップダウンリストから選択して BIOS設定を変更します。

ステップ 6 [Save]をクリックします。
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BIOS ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [BIOS Policies]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 Central 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。

IPMI アクセスプロファイル
このポリシーでは、IPアドレスを使用して、IPMIコマンドを直接サーバに送信できるかどうかを
決定することができます。たとえば、CIMCからセンサーデータを取得するためのコマンドを送
信することができます。このポリシーは、サーバでローカルに認証可能なユーザ名とパスワード

を含む IPMIアクセス、およびこのアクセスが読み取り専用か、読み取りと書き込みであるかを定
義します。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。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。

IPMI アクセスプロファイルの作成
IPMIアクセスプロファイルはには IPMIユーザが必要です。 IPMアクセスプロファイルと同時
に IPMIユーザを作成できます。あるいは、既存の IPMIアクセスプロファイルに IPMIユーザを
追加できます。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [IPMI Access Profiles]を右クリックし、[Create IPMI Access Profile]を選択します。

ステップ 4 [Create IPMI Access Profile]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 [Create IPMI User]をクリックして、IPMIユーザを IPMIアクセスプロファイルに追加します。

ステップ 6 [OK]をクリックします。

次の作業

IPMIプロファイル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。

IPMI アクセスプロファイルへの IPMI ユーザの追加

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [IPMI Access Profiles]を展開します。

ステップ 4 IPMIユーザを追加する IPMIアクセスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [IPMI Users]領域で [Create IPMI User]をクリックします。

ステップ 7 [Create IPMIUsers]ダイアログボックスで、[Name]と [Password]を入力し、パスワードを確認し、
[Serial over LAN State]を選択します。

ステップ 8 [OK]をクリックします。

IPMI アクセスプロファイルの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [IPMI Access Profiles]を展開します。

ステップ 4 削除する IPMIアクセスプロファイルを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Central 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。

IPMI アクセスプロファイルからの IPMI ユーザの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [IPMI Access Profiles]を展開します。

ステップ 4 IPMIユーザを削除する IPMIアクセスプロファイルをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [IPMI Users]テーブルで、削除する IPMIユーザをクリックします。

ステップ 7 [IPMI Users]ツールバーの [Delete]をクリックします。

ブートポリシー
ブートポリシーは、BIOS設定メニューのブート順序をオーバーライドし、次のことを決定しま
す。

•ブートデバイスの選択

•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。

1つ以上のサービスプロファイルに関連付けることができる名前付きブートポリシーを作成する
か、特定のサービスプロファイルに対するブートポリシーを作成できます。ブートポリシーを

有効にするには、ブートポリシーをサービスプロファイルに含め、このサービスプロファイル

を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含めない場

合、UCSドメインによってデフォルトのブートポリシーが適用されます。
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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含む更新サービスプロファイルテン

プレートから作成されたすべてのサービスプロファイルに伝搬されます。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。

（注）

Boot Order
Cisco UCS Centralリリース 1.2では、Cisco UCS Centralで作成するグローバルブートポリシーで
次の 2種類のブート順序のいずれかを選択できます。

• [Standard boot order]：標準ブート順序はすべての Cisco UCSサーバでサポートされており、
ブート順序の最上位の項目を選択できます。ローカルディスク、CD-ROM、またはフロッ
ピーなどのローカルデバイス、または SAN、LAN、または iSCSIブートを追加できます。

• [Enhanced boot order]：拡張ブート順序では、ブートポリシーに選択するブートデバイスを
より詳細に制御できます。拡張ブート順序は、リリース 2.2(1b)以上のすべての Cisco UCS
B-SeriesM3ブレードサーバおよびCiscoUCSB-SeriesM3ラックサーバでサポートされます。

拡張ブート順序では、ブート順序の第 2レベルで次のいずれかを選択できます。

• [Add Local LUN]：ローカルハードディスクからのブートを有効にします。

• [Add SD Card]：SDカードからのブートを有効にします。

• [Add Internal USB]：内部 USBからのブートを有効にします。

• [Add External USB]：外部 USBからのブートを有効にします。

• [Add Local CD/DVD]：ローカル CD/DVDドライブからのブートを有効にします。

• [Add Remote CD/DVD]：KVMがマップされている ISOイメージからのブートを有効にしま
す。

• [Add Local Floppy]：ローカルフロッピードライブからのブートを有効にします。

• [Add Remote Floppy]：KVMがマップされているイメージファイルからのブートを有効にし
ます。

• [AddRemoteVirtualDrive]：サーバからアクセス可能なリモート仮想ドライブからのブートを
有効にします。

• [Add LAN, SAN or iSCSI Boot]：ブートする特定の vNICまたは vHBAを選択できるようにし
ます。

後方互換性を維持するため、ローカルディスク、CD/DVD ROMブートが利用可能です。
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（注） •拡張ブート順序が指定されたブートポリシーが、Cisco UCSM1およびM2ブレードサー
バとラックサーバ、またはリリース 2.2(1b)より前のリリースがインストールされている
CiscoUCSM3ブレードサーバとラックサーバに適用される場合、設定エラーが原因で関
連付けが失敗します。

•仮想メディアの USBを有効にする必要があります。 BIOS設定を変更した場合、仮想メ
ディアに影響します。最適なパフォーマンスを得るために推奨されるUSBBIOSのデフォ
ルト設定を次に示します。

◦ [Make Device Non Bootable]：disabledに設定。

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

UEFI ブートモード
Unified Extensible Firmware Interface（UEFI）は、オペレーティングシステムとプラットフォーム
ファームウェア間のソフトウェアインターフェースを定義する仕様です。CiscoUCSManagerは、
UEFIを使用して BIOSファームウェアインターフェイスを置換します。これにより、BIOSはレ
ガシーサポートを提供する一方で UEFIで動作できるようになります。

ブートポリシーを作成する場合、レガシーまたは UEFIブートモードのいずれかを選択できま
す。レガシーブートモードは、すべての Cisco UCSサーバでサポートされます。 UEFIブート
モードはM3およびM4サーバでのみサポートされており、このモードでは UEFIセキュアブー
トモードを有効にできます。

次の制限は、UEFIブートモードに適用されます。

• UEFIブートモードは、CiscoUCSB-SeriesM3およびM4ブレードサーバ、CiscoUCSC-Series
M3およびM4ラックサーバでのみサポートされます。

• UEFIブートモードは、次の組み合わせではサポートされません。

◦ Cisco UCSドメインと統合された Cisco UCSブレードおよびラックサーバ上の Gen-3
Emulexおよび QLogicアダプタ。

◦ Cisco UCSドメインと統合された Cisco UCSラックサーバ上のすべてのアダプタに対す
る PXEブート。

◦ Cisco UCSドメインと統合された Cisco UCSラックサーバ上のすべてのアダプタに対す
る iSCSIブート。

•同じサーバで UEFIとレガシーブートモードを混在させることはできません。

• UEFI対応オペレーティングシステムがデバイスにインストールされていることを確認しま
す。ブートポリシーに設定されたブートデバイスにインストール済みのUEFI対応OSがあ
る場合にのみ、サーバは UEFIモードで正しく起動します。互換性のある OSが存在しない
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場合、ブートデバイスは [Boot Order Details]領域の [Actual Boot Order]タブに表示されませ
ん。

• UEFIブートマネージャのエントリがBIOSNVRAMに正しく保存されなかったため、まれに
UEFIのブートに成功しない場合もあります。 UEFIシェルを使用して、UEFIブートマネー
ジャのエントリを手動で入力することができます。これは、次の状況で発生することがあり

ます。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを解
除され、[Equipment]タブまたは前面パネルを使用してブレードの電源を手動でオンに
する場合。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバがサービスプロファイルから関連付けを解
除され、直接の VICファームウェアアップグレードが試行される場合。

◦ UEFIブートモードが有効なブレードサーバまたはラックサーバが SAN LUNからブー
トされ、サービスプロファイルが移行される場合。

UEFI セキュアブート
Cisco UCS Centralは、Cisco UCS B-Series M3およびM4ブレードサーバでの UEFIセキュアブー
トをサポートしています。 UEFIセキュアブートがイネーブルの場合、すべての実行可能ファイ
ル（ブートローダ、アダプタドライバなど）はロードされる前に BIOSによって認証されます。
認証されるには、イメージが Cisco認証局（CA）またはMicrosoft CAによって署名される必要が
あります。

次の制限は、UEFIセキュアブートに適用されます。

• UEFIブートモードは、ブートポリシーでイネーブルにする必要があります。

• Cisco UCS Managerソフトウェアと BIOSファームウェアは、リリース 2.2以上である必要が
あります。

•ユーザ生成された暗号キーはサポートされません。

• UEFIセキュアブートは、Cisco UCS ManagerまたはCisco UCS Centralでのみ制御できます。

• Cisco UCS Managerの以前のバージョンにダウングレードする必要があり、ブレードサーバ
がセキュアブートモードになっている場合は、ダウングレードを実行する前に、ブレード

サーバの関連付けを解除し、再び関連付ける必要があります。これを行わないと、そのブ

レードサーバは正常に検出されません。

ブートポリシーのダウングレードに関する注意とガイドライン

次の条件に該当する場合は、以前のバージョンの Cisco UCS Managerにダウングレードできませ
ん。

•関連するサーバのブートポリシーで、UEFIブートモードが有効に設定されている。

Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2    
45

サーバポリシー

UEFI セキュアブート



•関連するサーバのブートポリシーで、UEFIセキュアブートが有効に設定されている。

•関連するサーバのブートポリシーで、拡張ブート順序が設定されている。たとえば、関連
するサーバのブートポリシーに次のいずれかが含まれている場合です。

◦ SDカード

◦内部 USB

◦外部 USB

•関連するサーバのブートポリシーに、SANとローカル LUNの両方が含まれている。

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。しかし、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インクルードできるグローバルなブートポリシー

の作成を推奨します。

CiscoUCSCentralリリース 1.2では、スクリプト可能な vMediaのサポートは追加されません。（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Boot Policies]を右クリックし、[Create Boot Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create Boot Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 （任意） ブートポリシー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。
VIC以外のアダプタがあるサーバでこのブートポリシーを適用すると、[Reboot on Boot
Order Change]チェックボックスがオンになっていない場合でも、SANデバイスの順序を
追加、削除、または変更すると、ブートポリシーの変更の保存時にサーバが常にリブー

トされます。

重要

ステップ 6 （任意） [Qualifications]テーブルにリストされている vNIC、vHBA、または iSCSI vNICがサーバ
プロファイルのサーバ設定と一致するようにするには、[Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name]チェッ
クボックスをオンにします。

ステップ 7 [Boot Mode]を選択するには、[Legacy]または [UEFI]をクリックします。

ステップ 8 [Actions]領域でブートポリシーに次の 1つ以上のブートオプションを設定し、ブート順序を設定
します。
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ローカルデバイスブート：[Add CD/DVD ROM Boot]、[Add Local CD/DVD]、[Add Local
Disk]、[Add Floppy]、または [Add Remote Virtual Drive]をクリックし、デバイスをブートポ
リシーに追加します。

•

• LANブート：集中型プロビジョニングサーバからブートするには [Add LAN Boot]をクリッ
クします。

• SANブート：SAN上のオペレーティングシステムイメージからブートするには、[Add SAN
Boot]をクリックします。

vHBAがブート可能な SANイメージを指し示す場合は、[Add SAN Boot Target]をクリックし
てこれを設定します。

• iSCSI vNIC：iSCSI LUNからブートするには、[Add iSCSI Boot]をクリックします。

ステップ 9 （任意） ブート順序を変更するには、[Qualifications]テーブルの上下矢印をクリックします。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

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。ブートポリシーの
詳細については、『Cisco UCS Manager Configuration Guide』を参照してください。

ブートポリシーの変更

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Boot Policies]を展開します。

ステップ 4 変更するブートポリシーをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブをクリックし、ブートオプションとブート順序を適切に変更しま
す。

ステップ 6 [Save]をクリックします。
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ブートポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Boot Policies]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 Central 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の集中プロビジョニングサーバから 1つまたは複数のサーバをブートするブートポリシー
を設定できます。LAN（またはPXE）ブートは、そのLANサーバからサーバにOSをインストー
ルする際に頻繁に使用されます。

LANブートポリシーには、複数のタイプのブートデバイスを追加できます。たとえば、ローカ
ルディスクや仮想メディアブートをセカンダリブートデバイスとして追加できます。

ブートポリシー用 LAN ブートポリシー設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Boot Policies]を展開します。

ステップ 4 LANブートを設定するブートポリシーをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブで [Add LAN Boot]をクリックします。

ステップ 6 [AddLANBoot]ダイアログボックスで [vNIC]を入力し、[Type]ドロップダウンリストから [primary]
または [secondary]を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックして、ブートポリシーを保存します。

SAN ブート
SAN上のオペレーティングシステムイメージから 1つ以上のサーバがブートするように、ブー
トポリシーを設定できます。ブートポリシーにはプライマリとセカンダリの SANブート含める
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、次の項目が設定されていることを確認してください。

• CiscoUCS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しているSANストレー
ジデバイスと通信できること。

•オペレーティングシステムイメージが置かれているデバイス上のブートターゲット LUN。

SANブートは、CiscoUCSブレードおよびラックサーバ上のGen-3Emulexアダプタではサポー
トされていません。

（注）

ブートポリシー用 SAN ブートポリシー設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Boot Policies]を展開します。

ステップ 4 SANブートを設定するブートポリシーをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブで [Add SAN Boot]をクリックします。

ステップ 6 [Add SAN Boot]ダイアログボックスで [vHBA]を入力し、[Type]ドロップダウンリストから
[primary]または [secondary]を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックして、ブートポリシーを保存します。

SAN ブートターゲットの追加
SANブートターゲットを追加する前に、ブートポリシーの SANブートを設定しておく必要があ
ります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Boot Policies]を展開します。

ステップ 4 SANブートターゲットを追加するブートポリシーをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブで [Add SAN Boot Target]をクリックします。

ステップ 6 [Add SAN Boot Target]ダイアログボックスで、[Boot Target LUN]と [Boot Target WWPN]を入力
し、[Type]ドロップダウンリストから [primary]または [secondary]を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックして、ブートポリシーを保存します。

iSCSI ブート
iSCSIブートは、サーバがネットワークにリモートに配置されている iSCSIターゲットマシンか
らオペレーティングシステムを起動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を持ち、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ブレードサーバ。

• Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカード
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• Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC-1280仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS M61KR-B Broadcom BCM57712のネットワークアダプタを持つ Cisco UCSラック
サーバ。

• Cisco UCS P81E仮想インターフェイスカード

• Cisco UCS VIC1225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,（52ページ）を参照してください。

iSCSI ブートプロセス
Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralは、サーバにあるアダプタをプログラムするための関連付け
プロセスでサービスプロファイル用に作成された iSCSI vNICと iSCSIのブート情報を使用しま
す。アダプタのプログラミング後に、サーバは最新のサービスプロファイル値で再起動します。

電源投入時セルフテスト（POST）の後、アダプタは、次のサービスプロファイル値を使用して
初期化を試みます。アダプタが値を使用して指定されたターゲットにログインできる場合、アダ

プタは iSCSI Boot Firmware Table（iBFT）を初期化してホストメモリに、有効なブート可能 LUN
をシステム BIOSにポストします。ホストメモリにポストされる 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ています。

以前は、ホストは LUN検出が最初に終了したパスに応じて、設定されたブートパスのうち 1
つだけを参照し、そのパスから起動していました。現在は、設定された iSCSIブート vNICが
2つある場合、ホストは両方のブートパスを参照するようになりました。したがってマルチ
パス設定については、単一の IQNが両方のブート vNICで設定される必要があります。ホスト
のブートvNICで異なる IQNが設定されている場合は、ホストは下位のPCIを持つブートvNIC
で設定された IQNで起動します。

（注）

次の手順であるオペレーティングシステム（OS）のインストールでは、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テーブルの情報を使用してブートデバイスの検出とターゲット LUNへの iSCSIパス作成を
行います。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、OSインストーラが OSをインストールしする iSCSIターゲット LUNを検出し
ます。
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iBFTは OSインストール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）では動作しない場合があります。 iBFTがHBAモードで動作するかどうかは、インストー
ル中の OSの機能によって異なります。また、Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダ
プタを含むサーバについては、iBFTはMTUジャンボ設定に関係なく、最大伝送単位（MTU）
サイズ 1500で正常に動作します。 OSが HBAモードをサポートする場合、iSCSIインストー
ルプロセスの後に 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）

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、これらのガイドラインと前提条件を満たす必要があります。

• iSCSIブートポリシーの作成後、ls-compute権限を持つユーザは、そのポリシーをサービス
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組み込むことができます。ただ

し、ls-compute権限しかないユーザは iSCSIブートポリシーを作成できません。

•セカンド vNIC（フェールオーバー vNIC）が iSCSI LUNから起動する必要があるWindows
2008サーバからの iSCSIブートを設定するには、Microsoft Knowledge Base Article 976042を
参照してください。Microsoftには、ネットワーキングハードウェアが変更されたときに、
Windowsが iSCSIドライブからの起動に失敗するか、bugcheckエラーが発生する可能性があ
る、という既知の問題があります。この問題を回避するには、Microsoftが推奨する解決方法
に従ってください。

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

•各 iSCSIイニシエータに 1つずつ、2つの IPアドレスを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
ドレスは、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のブートパラメータは設定できません。代わりに、ブートパラ
メータを設定した後、ブートポリシーを適切なサービスプロファイルに含める必要があり

ます。

•オペレーティングシステム（OS）は iSCSI Boot Firmware Table（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ブートを使用するサーバは、CiscoUCSM51KR-BBroadcomBCM57711ネットワー
クアダプタを含んで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 Extended Memory Blade Server Installation and Service
Note』を参照してください。サービスノートは、http://www.cisco.com/go/unifiedcomputing/
b-series-docの『Cisco UCS B-Series Servers Documentation Roadmap』からアクセスでき
ます。
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◦ iSCSIデバイスのMACアドレスを設定します。

◦ DHCP Vendor ID（オプション 43）を使用している場合は、iSCSIデバイスのMACアド
レスを /etc/dhcpd.confに設定します。

◦ 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、インストール中の HBAモードはWindows OSだけがサポートします。

◦ 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、OSをインストールした後で、Boot toTarget設定を再度イネーブルにします。

アダプタポリシーの設定を変更するたびに、アダプタはリブートして新しい

設定を適用します。

（注）

◦ OSを iSCSIターゲットにインストールする場合、iSCSIターゲットは OSイメージが存
在するデバイスの前の順番にしておく必要があります。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、ブート順序は最初に iSCSIターゲット、その後
CDとする必要があります。

◦サーバが iSCSIブートされた後は、イニシエータ名、ターゲット名、LUN、iSCSIデバ
イス IP、ネットマスクやゲートウェイを Broadcomツールで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は初期化に失敗しま
す。

• Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードおよび Cisco UCS VIC-1240仮想インター
フェイスカードの場合：

◦ iSCSIデバイスの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ていません。

◦ OSを iSCSIターゲットにインストールする場合、iSCSIターゲットは OSイメージが存
在するデバイスより後の順番にしておく必要があります。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、ブート順序は最初にCD、その後 iSCSIター
ゲットとする必要があります。

◦ DHCP Vendor 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
ドレスを /etc/dhcpd.confに設定する必要があります。

◦サーバの iSCSIブート後は、オーバーレイ vNICの IP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

込む必要があります。
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ブートポリシーの iSCSI ブートの設定

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Boot Policies]を展開します。

ステップ 4 iSCSIブートを設定するブートポリシーをクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [General]タブで [Add iSCSI Boot]をクリックします。

ステップ 6 [Add iSCSI Boot]ダイアログボックスで [iSCSI vNIC]を入力し、[Type]ドロップダウンリストか
ら [primary]または [secondary]を選択します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックして、ブートポリシーを保存します。

iSCSI アダプタポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Adapter Policies]を右クリックし、[Create iSCSI Adapter Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create iSCSIAdapter Policy]ダイアログボックスで、[Name]、説明（任意）、[ConnectionTimeout]、
[LUNBusyRetry Count]、および [DHCP Timeout]を入力します。

ステップ 5 [Enable TCPTimestamp]、[HBAMode] 、および [Boot To Target]チェックボックスをオンにします。

ステップ 6 [OK] をクリックします。
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iSCSI アダプタポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Adapter Policies]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 Central 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 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認証プロファイルの両方を作成する必要があ
ります。

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [iSCSI Authentication Profile]を右クリックし、[iSCSI Authentication Profile]を選択します。

ステップ 4 [Create iSCSI Authentication Profile]ダイアログボックスで、[Name]、[User ID]、説明（任意）、お
よび [Password]を入力し、パスワードを確認します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

次の作業

認証プロファイル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。
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iSCSI 認証プロファイルの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [iSCSI Authentication Profile]を展開します。

ステップ 4 削除する iSCSI認証プロファイルを右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 5 Cisco UCS Central 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。

ローカルディスク設定ポリシー
このポリシーは、ローカルドライブのオンボード RAIDコントローラを通じて、サーバ上にイン
ストールされているオプションのSASローカルドライブを設定します。このポリシーでは、ロー
カルディスク設定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すべてのサーバに対し

て、ローカルディスクモードを設定できるようにします。

ローカルディスクモードには次のものがあります。

• [NoLocalStorage]：ディスクレスサーバまたはSAN専用の設定で使用します。このオプショ
ンを選択する場合、このポリシーを使用する任意のサービスプロファイルを、ローカルディ

スクを持つサーバに関連付けることができません。

• [RAID 0 Striped]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、高速スループッ
トを提供します。データの冗長性はなく、いずれかのディスクで障害が発生すると、すべて

のデータが失われます。

• [RAID1Mirrored]：データが 2つのディスクに書き込まれ、1つのディスクで障害が発生した
場合でも完全なデータ冗長性を提供します。最大アレイサイズは、2つのドライブの小さい
方の空き容量に等しくなります。

• [AnyConfiguration]：変更なしのローカルディスク設定を転送するサーバ設定で使用します。

• [No RAID]：RAIDを削除し、ディスクMBRおよびペイロードを変更しない状態のままにす
るサーバ設定で使用します。

[NoRAID]を選択し、このポリシーをすでにRAIDストレージが設定されているオペレーティ
ングシステムを使用するサーバに適用した場合、ディスクの内容は削除されません。その

ため、[No RAID]モードの適用後にサーバでの違いがわからないことがあります。よって、
ポリシーの RAID設定と、サーバの [Inventory] > [Storage]タブに表示される実際のディスク
設定とが一致しない場合があります。
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以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除するには、[No RAID]コンフィギュレー
ションモードの適用後にすべてのディスク情報を削除するスクラブポリシーを適用します。

• [RAID5StripedParity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化されます。各ディ
スクの容量の一部に、ディスクの障害発生時にデータの再構築に使用できるパリティ情報が

格納されます。 RAID 5は、高い読み取り要求レートで、アプリケーションに適切なデータ
スループットを提供します。

• [RAID 6 Striped Dual Parity]：データはアレイのすべてのディスクにストライプ化され、2つ
のパリティディスクを使用して、最大 2つの物理ディスクの障害に対する保護を提供しま
す。データブロックの各行に、2セットのパリティデータが格納されます。

• [RAID 10 Mirrored and Striped]：RAID 10はミラー化されたディスクのペアを使用して、完全
なデータ冗長性と高いスループットレートを提供します。

• [RAID 50 Striped Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたパリティディスク
セットにストライプ化され、高いスループットと複数のディスク故障耐性を提供します。

• [RAID 60 Striped Dual Parity and Striped]：データが複数のストライプ化されたパリティディ
スクセットにストライプ化され、高いスループットと優れたディスク故障耐性を提供しま

す。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。また。このポリシーを有効に

するには、サーバに関連付ける必要があります。

すべてのローカルディスク設定ポリシーに関するガイドライン

ローカルディスク設定ポリシーを作成する前に、次のガイドラインを考慮してください。

HDD と SSD を混合しない

1台のサーバや RAID設定に、HDDと SSDを使用しないでください。

B200 M1 または M2 のデフォルトローカルディスク設定ポリシーを使用して、B200 M3 にサービス
プロファイルを割り当てないでください。

B200M1およびM2サーバとB200M3サーバのストレージコントローラで提供されるRAID/JBOD
サポートは異なっているため、B200M1またはM2サーバのデフォルトローカルディスク設定ポ
リシーを含むサービスプロファイルをB200M3サーバに割り当てたり、再割り当てを行ったりす
ることはできません。デフォルトのローカルディスク設定ポリシーには、[AnyConfiguration]モー
ドまたは JBOD設定が含まれます。

JBOD モードのサポート

ローカルディスクの JBODモードをサポートしているのは、B200 M1、B200 M2、B200 M3、
B250 M1、B250 M2、B22 M3ブレードサーバのみです。

（注）
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RAID 用に設定されているローカルディスク設定ポリシーに関するガ
イドライン

MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ用のローカルディスク設定ポリシーに RAID
設定を設定する

ブレードサーバまたは統合されたラックマウントサーバにMegaRAIDコントローラが搭載され
ている場合、そのサーバのサービスプロファイルに含まれるローカルディスク設定ポリシーでド

ライブの RAID設定を設定する必要があります。これを実行するには、そのサーバに定義されて
いる RAIDモードのいずれかを使用して、サービスプロファイルのローカルディスク設定ポリ
シーを設定するか、[Any Configuration]モードと LSIユーティリティツールセットを使用して、
RAIDボリュームを作成します。

OSをインストールする前に RAID LUNを設定していないと、インストール時にディスク検出エ
ラーが発生し、「NoDevice Found」といったエラーメッセージが表示される可能性があります。

サーバプロファイルで [Any Configuration] モードが指定されている場合、RAID 1 クラスタ移行後に
サーバが起動しない

RAID 1クラスタの移行後、サービスプロファイルをサーバに関連付ける必要があります。サー
ビスプロファイル内のローカルディスク設定ポリシーにRAID1ではなく [AnyConfiguration]モー
ドが設定されていると、RAID LUNは、関連付け中およびその後も「非アクティブ」状態のまま
になります。その結果、サーバは起動できなくなります。

この問題を回避するには、サーバに関連付けるサービスプロファイルに、移行前の元のサービス

プロファイルとまったく同じローカルディスク設定ポリシーが含まれるようにし、[Any
Configuration]モードは含まれないようにします。

MegaRAID ストレージコントローラを搭載したサーバ上で JBOD モードを使用しない

MegaRAIDストレージコントローラが搭載されたブレードサーバまたは統合ラックマウントサー
バ上で JBODモードまたは JBOD操作を設定または使用しないでください。 JBODモードと操作
は、このサーバで完全に機能するよう設計されていません。

統合されたラックマウントサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

Cisco UCSManagerと統合されているラックマウントサーバは、Cisco UCSCentralとともに登録さ
れており、サーバ上に存在するハードドライブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つまで
しか設定できません。

統合されたラックマウントサーバ内のローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラの
みにすべて接続される必要があります。 Cisco UCS Managerとの統合では、ローカルハードドラ
イブが単一のラックマウントサーバ内の複数の RAIDコントローラに接続することはサポートさ
れていません。そのため、Cisco UCS Managerと統合されるラックマウントサーバを発注する際
は、単一の RAIDコントローラ構成を要求することを推奨します。
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また、サードパーティ製のツールを使用して、ラックマウントサーバ上に複数のRAIDLUNを作
成しないでください。 Cisco UCS Managerでは、そのような設定はサポートされていません。

ブレードサーバ内の RAID ボリュームと RAID コントローラはそれぞれ 1 つまで

ブレードサーバは、サーバ内に存在するドライブの数とは関係なく、RAIDボリュームを 1つま
でしか設定できません。ローカルハードドライブは、1つの RAIDコントローラのみにすべて接
続される必要があります。たとえば、B200 M3に LSIコントローラと Intel Patsburgコントローラ
が搭載されていても、LSIコントローラだけが RAIDコントローラして使用できます。

また、サードパーティ製のツールを使用して、ブレードサーバ上に複数のRAIDLUNを作成しな
いでください。 Cisco UCSManagerCisco UCS Centralでは、そのような設定はサポートされていま
せん。

ミラー RAID で選択されるディスクの数は 2 つまでにする

ミラー RAIDで選択されたディスクの数が 2つを超えると、RAID 1は RAID 10 LUNとして作成
されます。この問題は、Cisco UCS B440 M1サーバと B440 M2サーバで発生する可能性がありま
す。

一部のサーバの特定の RAID 設定オプションでは、ライセンスが必要

一部のCisco UCSサーバには、特定のRAID設定オプションのライセンスが必要です。Cisco UCS
ManagerCisco UCS Centralで、このローカルディスクポリシーを含むサービスプロファイルと
サーバを関連付けると、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralによって選択された RAIDオプショ
ンに適切なライセンスが備わっているかが確認されます。問題がある場合は、サービスプロファ

イルを関連付ける際に、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralに設定エラーが表示されます。

特定のCiscoUCSサーバのRAIDライセンス情報については、そのサーバの『Hardware Installation
Guide』を参照してください。

B420 M3 サーバでは全コンフィギュレーションモードはサポートされていない

B420 M3サーバでは、ローカルディスク設定ポリシーで、次のような設定オプションはサポート
されていません。

• RAIDなし

• RAID 6ストライプ化デュアルパリティ

また、B420 M3では JBODモードや操作はサポートされていません。

シングルディスク RAID 0 設定は、一部のブレードサーバではサポートされていない

シングルディスク RAID 0設定は、次のブレードサーバではサポートされていません。

• Cisco UCS B200 M1

• Cisco UCS B200 M2

• Cisco UCS B250 M1

• Cisco UCS B250 M2
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ローカルディスク設定ポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Local Disk Config Policies]を右クリックし、[Create Local Disk Config Policy].を選択します。

ステップ 4 [Create Local Disk Config Policy]ダイアログボックスに、[Name] とその他のオプションの詳細情報
を入力します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

ローカルディスク設定ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Local Disk Config Policies]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 Central 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。

電源制御ポリシー
Cisco UCSは、電力制御ポリシーの優先順位設定をブレードタイプおよびコンフィギュレーショ
ンとともに使用し、シャーシ内の各ブレードへの初期電力割り当てを計算します。通常の動作

中、シャーシ内のアクティブなブレードは、同じシャーシ内のアイドルブレードから電力を借り

ることができます。すべてのブレードがアクティブで、電力制限に到達すると、高優先順位の電

力制御ポリシーのサービスプロファイルが、優先順位の低い電力制御ポリシーのサービスプロ

ファイルより優先されます。
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優先順位は 1～ 10の段階にランク付けされ、1が優先順位最高、10が優先順位最低を表します。
デフォルトのプライオリティは 5です。

ミッションクリティカルアプリケーションには、no-capという特殊な優先順位も使用できます。
プライオリティを no-capに設定すると、Cisco UCSがその特定のサーバから未使用の電力を利用
することを防止します。この設定により、サーバにはそのサーバタイプに可能な電力の最大容量

が割り当てられます。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。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。

（注）

電力制御ポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Power Control Policies]を右クリックし、[Create Power Control Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create Power Control Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力し、[Power
Capping]を使用するかどうかを選択し、[Power Priority]を入力します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

次の作業

ポリシーは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インクルードし

ます。

電力制御ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Power Control Policies]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 Central 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。

ステップ 6

スクラブポリシー
このポリシーは、ディスカバリプロセス中にサーバのローカルデータおよび BIOS設定に何が起
こるか、サーバがいつ再認識されるか、またはサーバとサービスプロファイルの関連付けがいつ

解除されるかを決定します。

ローカルディスクスクラブポリシーは、Cisco UCS Managerによって管理されるハードドラ
イブにのみ適用され、USBドライブなど他のデバイスには適用されません。

（注）

スクラブポリシーの設定によっては、そのようなときに次の処理が行われます。

ディスクスクラブ

ローカルドライブのデータに対しては、アソシエーションが解除されるときに、次のいずれかが

発生します。

•イネーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが破棄されます。

•ディセーブルの場合、ローカルドライブ上のすべてのデータが保持されます（ローカルス
トレージ設定を含む）。

BIOS 設定スクラブ

BIOS設定に対しては、スクラブポリシーを含むサービスプロファイルがサーバからアソシエー
ション解除されるときに、次のいずれかが発生します。

•イネーブルの場合、サーバのすべての BIOS設定が消去され、そのサーバタイプとベンダー
に合わせた BIOSのデフォルトにリセットされます。

•ディセーブルの場合、サーバの既存の BIOS設定が保持されます。

FlexFlash スクラブ

FlexFlashスクラブにより、新規またはデグレード SDカードの組み合わせ、FlexFlashメタデータ
の設定エラーの解決、およびパーティションが 4つの旧式 SDカードから単一パーティション SD
カードへの移行が可能になります。 SDカードに対しては、スクラブポリシーを含むサービスプ
ロファイルがサーバからアソシエーション解除されるとき、またはサーバが再認識されるときに、

次のいずれかが発生します。
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•イネーブルの場合、SDカードのHVパーティションはPNUOSフォーマットユーティリティ
によりフォーマットされます。 SDカードが 2つある場合、そのカードは RAID-1ペアされ
ており、両方のカードのHVパーティションは有効とマークされます。スロット 1のカード
はプライマリとマークされ、スロット 2のカードはセカンダリとしてマークされます。

•ディセーブルの場合、既存の SDカード設定が保持されます。

（注） • FlexFlashスクラブを行うと SDカードのHVパーティションが消去されるため、FlexFlash
スクラブを実行する前に、適切なホストオペレーティングシステムユーティリティを使

用して SDカードの完全バックアップを行うことを推奨します。

•サービスプロファイルのメタデータ設定不具合を解決するには、FlexFlashスクラブを実
行する前にローカルディスク設定ポリシーの FlexFlashをディセーブルにし、サーバが再
認識された後に FlexFlashをイネーブルにする必要があります。

•ペアリングが完了、またはメタデータ不具合が解決したらすぐにスクラブポリシーをディ
セーブルにします。

スクラブポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Scrub Policies]を右クリックし、[Create Scrub Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create Scrub Policy]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力し、[DiskScrub]と [BIOS
Setting Scrub]を使用するかどうかを選択します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。
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スクラブポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Scrub Policies]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 Central 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。

Serial over LAN ポリシー
このポリシーは、このポリシーを使用するサービスプロファイルと関連付けられているすべての

サーバに対する Serial over LAN接続の設定を行います。デフォルトでは、Serial over LAN接続は
ディセーブルにされています。

Serial over LANポリシーを実装する場合、IPMIプロファイルを作成することも推奨します。

このポリシーはサービスプロファイルに組み込む必要があります。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。

Serial over LAN ポリシーの作成

Procedure

Step 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。
Step 2 [Navigation]ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。

サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、[Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

Step 3 [Serial over LAN Policies]を右クリックし、[Create Serial over LAN Policy]を選択します。
Step 4 [Create Serial over LAN Policy] ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力し、[Serial

over LAN State] を選択し、ドロップダウンリストから [Speed]を選択します。
Step 5 [OK]をクリックします。
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Serial over LAN ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Serial over LAN Policies]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 Central 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。

サーバプールポリシー
このポリシーはサーバディスカバリプロセス中に呼び出されます。これは、サーバプールポリ

シー資格情報により、サーバと、ポリシーで指定されたターゲットプールが一致した場合にどの

ような処理が行われるかを定義します。

サーバが複数のプールに適合したときに、これらのプールにサーバプールポリシーがあった場

合、このサーバはこれらすべてのプールに追加されます。

サーバプールポリシーの作成

はじめる前に

このポリシーは、次のリソースの 1つ以上がシステムにすでに存在していることを前提にしてい
ます。

•少なくとも 1つのサーバプール

•サーバプールポリシー資格情報（サーバをプールに自動的に追加する場合）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Server Pool Policies]を右クリックし、[Create Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create Policy]ダイアログボックスで、[Name]を入力し、ドロップダウンリストから [Target Pool]
と [Qualification]を選択し、説明（任意）を入力します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

サーバプールポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policies]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 Central 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。

サーバプールポリシー資格情報
このポリシーは、ディスカバリプロセス中に実行されたサーバのインベントリに基づいて、サー

バを資格認定します。資格情報は、サーバが選択基準を満たすかどうかを判断するために、ポリ

シーで設定されたルールです。たとえば、データセンタープールのサーバの最小メモリ容量を指

定するルールを作成できます。

資格情報は、サーバプールポリシーだけではなく、その他のポリシーでも、サーバを配置するた

めに使用されます。たとえば、サーバがある資格ポリシーの基準を満たしている場合、このサー

バを 1つ以上のサーバプールに追加したり、自動的にサービスプロファイルと関連付けたりでき
ます。

サーバプールポリシー資格情報を使用すると、次の基準に従ってサーバを資格認定できます。

•アダプタのタイプ

•シャーシの場所

•メモリのタイプと設定

•電源グループ

• CPUのコア数、タイプ、および設定
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•ストレージの設定と容量

•サーバのモデル

実装によっては、サーバプールポリシー資格情報を使用して、次を含む複数のポリシーを設定す

る必要があります。

•自動構成ポリシー

•シャーシディスカバリポリシー

•サーバディスカバリポリシー

•サーバ継承ポリシー

•サーバプールポリシー

サーバプールポリシーの資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を右クリックし、[Create Policy Qualification]を選択します。

ステップ 4 [Create Policy Qualification]ダイアログボックスで、[Name]と説明（任意）を入力します。

ステップ 5 [Actions]領域で、ポリシー資格情報オプションを 1つ以上設定します。

• [Create Domain Qualification]

• [Create Adapter Qualification]

• [Create Memory Qualification]

• [Create Processor Qualification]

• [Create Storage Qualification]

• [Create Server PID Qualification]

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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ドメイン資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Domain Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Domain Qualification]ダイアログボックスで [Name]を入力します。

ステップ 7 [Actions]領域で、ドメイン資格情報オプションを 1つ以上設定します。

• [Create Chassis/Server Qualification]

• [Create Address Qualification]

• [Create Owner Qualification]

• [Create Site Qualification]

• [Create Rack Qualification]

ステップ 8 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

アダプタ資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Adapter Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [CreateAdapterQualification]ダイアログボックスで [Type]を選択し、[PID (RegEx)]を入力します。

ステップ 7 [Units]領域で、単位の数を入力するか、または [Unspecified]チェックボックスをオンにします。

ステップ 8 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

メモリ資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Memory Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Memory Qualification]ダイアログボックスで、[Clock (MHz)]、[Min Cap (MB)]、[Width]、
[Speed]、[Latency (ns)]、[Max Cap (MB)]、または [Units]に値を入力するか、未指定のままにしま
す。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

プロセッサ資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Processor Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Processor Qualification]ダイアログボックスで [Processor Architecture]を選択し、[MinNumber
of Cores]、[Max Number of Cores]、[Min Number of Threads]、[Max Number of Threads]、[CPU Speed
(MHz)]、[CPUStepping]、[MinNumber of Procs]、および [MaxNumber of Procs]に値を入力するか、
未指定のままにします。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ストレージ資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Storage Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create StorageQualification]ダイアログボックスで、[Diskless]状態を選択し、[Number of Blocks]、
[Block Size (Bytes)]、[Min Cap (MB)]、[Max Cap (MB)]、[Per Disk Cap (MB)]、および [Units]に値を
入力するか、または未指定のままにします。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

サーバ PID 資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Server PID Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Server PID Qualification]ダイアログボックスで [PID (RegEx)]を入力します。

ステップ 7 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 8 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

シャーシ/サーバ資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Domain Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Domain Qualification]ダイアログボックスで [Create Chassis/Server Qualification]をクリック
します。

ステップ 7 [Create Chassis/Server Qualification]ダイアログボックスで、[First Chassis Id]と [Number of Chassis]
を入力します。

ステップ 8 [Create Server Qualification]をクリックし、サービス資格情報を [Server Qualifications]テーブルに入
力します。

ステップ 9 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 10 [OK]をクリックして [Domain Qualification]ダイアログボックスを閉じます。

サーバ資格の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
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サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Domain Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Domain Qualification]ダイアログボックスで [Create Chassis/Server Qualification]をクリック
します。

ステップ 7 [Create Chassis/Server Qualification]ダイアログボックスで [Create Chassis/Server Qualification]をク
リックします。

ステップ 8 [Create Server Qualification]ダイアログボックスで、[First Slot Id]と [Number of Slots]を入力しま
す。

ステップ 9 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 10 [OK]をクリックして [Create Domain Qualification]ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 11 [OK]をクリックして [Domain Qualification]ダイアログボックスを閉じます。

アドレス資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Domain Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Domain Qualification]ダイアログボックスで [Create Address Qualification]をクリックしま
す。

ステップ 7 [Create Address Qualification]ダイアログボックスで、[Minimum Address]と [Maximum Address]を
入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [OK]をクリックして [Domain Qualification]ダイアログボックスを閉じます。
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所有者資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Domain Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [CreateDomainQualification]ダイアログボックスで [CreateOwnerQualification]をクリックします。

ステップ 7 [Create Owner Qualification]ダイアログボックスで、[First Chassis Id]と [Number of Chassis]に値を
入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [OK]をクリックして [Domain Qualification]ダイアログボックスを閉じます。

ラック資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Domain Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Domain Qualification]ダイアログボックスで [Create Rack Qualification]をクリックします。

ステップ 7 [Create Rack Qualification]ダイアログボックスで、[First Slot Id]と [Number of Slots]を入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [OK]をクリックして [Domain Qualification]ダイアログボックスを閉じます。

Cisco UCS Central ソフトウェアユーザマニュアルリリース 1.2    
73

サーバポリシー

サーバプールポリシーの資格情報の作成



サイト資格情報の作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで [General]タブの [Create Domain Qualification]をクリックします。

ステップ 6 [Create Domain Qualification]ダイアログボックスで [Create Site Qualification]をクリックします。

ステップ 7 [Create Site Qualification]ダイアログボックスで、[Name]と [Regex]を入力します。

ステップ 8 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 9 [OK]をクリックして [Domain Qualification]ダイアログボックスを閉じます。

サーバプールポリシーの資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

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

ステップ 5 Cisco UCS Central 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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ポリシー資格情報からのドメイン資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Domain Qualifications]を展開します。

ステップ 7 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 8 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ドメイン資格情報からのシャーシ/サーバ資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Domain Qualifications]を展開します。

ステップ 7 [Qualifications]テーブルで、変更するドメイン資格情報を展開します。

ステップ 8 [Chassis/Server Qualifications]を展開します。

ステップ 9 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 10 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。
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シャーシ/サーバ資格情報からのサーバ資格の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Domain Qualifications]を展開します。

ステップ 7 [Qualifications]テーブルで、変更するドメイン資格情報を展開します。

ステップ 8 [Chassis Qualifications]を展開します。

ステップ 9 変更するシャーシ資格情報を展開します。

ステップ 10 削除するサーバ資格情報を右クリックして、[Delete]を選択します。

ステップ 11 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

Creating a Full-State Backup Policy for Cisco UCS Domains
You can specify global full-state backup policy for the Cisco UCS domains at the domain group root and at
the domain groups level. This policy will apply to all domain groups under the root.

If you specify a remote location, make sure that location exists. You must have an absolute remote path
ready when you select the remote location.

（注）

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Operations Management]をクリックします。

ステップ 2 In the Navigation pane, expandDomain Groups >Domain Group root or click Domain Group root and expand
to navigate to a specific domain group.

ステップ 3 Click the Backup/Export Policy node.

ステップ 4 In the work pane, click Full-State Backup Policy.
a) Provide a description for this backup.
b) In Location of the Image File, select the appropriate radio button to save the image file .

Youmust have Cisco UCSManager, release 2.2(2x) to use a remote location to save the backup
image file.

（注）
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c) In Schedule drop-down, select the frequency you want to schedule the backup for.
d) In Max Files, specify the maximum number of files you want to save in this location for ths system.

ステップ 5 Click Save.

Based on the schedule, Cisco UCS Central takes a snapshot of the Cisco UCS domain database and exports
the file to the specified location. To view the progress of the backup operation, click the Task tab in the
Properties dialog box.

ドメイン資格情報からの所有者資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Domain Qualifications]を展開します。

ステップ 7 [Qualifications]テーブルで、変更するドメイン資格情報を展開します。

ステップ 8 [Owner Qualifications]を展開します。

ステップ 9 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 10 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ドメイン資格情報からのラック資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Domain Qualifications]を展開します。

ステップ 7 [Qualifications]テーブルで、変更するドメイン資格情報を展開します。

ステップ 8 [Rack Qualifications]を展開します。

ステップ 9 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 10 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ドメイン資格情報からのサイト資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Domain Qualifications]を展開します。

ステップ 7 [Qualifications]テーブルで、変更するドメイン資格情報を展開します。

ステップ 8 [Site Qualifications]を展開します。

ステップ 9 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 10 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ポリシー資格情報からのアダプタ資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 [Adapter Qualifications]を展開します。

ステップ 7 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 8 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ポリシー資格情報からのメモリ資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ポリシー資格情報からのプロセッサ資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。
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ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ポリシー資格情報からのストレージ資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。

ポリシー資格情報からのサーバ資格情報の削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [Server Pool Policy Qualifications]を展開します。

ステップ 4 変更するポリシー資格情報をクリックします。

ステップ 5 [Work]ペインで、[General]タブをクリックします。

ステップ 6 削除する資格情報を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 [Save]をクリックしてポリシー資格情報を保存します。
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vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA配置ポリシーは、次のことを決定するために使用されます。

•仮想ネットワークインターフェイス接続（vCon）をサーバ上の物理アダプタにマッピングす
る方法。

•各 vConに割り当てることのできる vNICまたは vHBAのタイプ。

各vNIC/vHBA配置ポリシーには、物理アダプタの仮想表現であるvConが含まれます。vNIC/vHBA
配置ポリシーがサービスプロファイルに割り当てられ、サービスプロファイルがサーバに関連付

けられると、vNIC/vHBA配置ポリシー内の vConが物理アダプタに割り当てられ、vNICおよび
vHBAがそれらの vConに割り当てられます。

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSがすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。 4つのアダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCSが vCon1をアダ
プタ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
サーバのタイプと選択された仮想スロットマッピングスキーム（ラウンドロビンまたは線形順

序）に基づいて vConを割り当てます。使用可能なマッピングスキームの詳細については、vCon
のアダプタへの配置, （83ページ）を参照してください。

Cisco UCSは、vConの割り当て後、vNICと vHBAを各 vConの選択プリファレンスに基づいて割
り当てます。これは、次のいずれかになります。

•：設定されたすべての vNICと vHBAが vConに割り当てられます。明示的な割り当て、割
り当て解除、動的のいずれかとなります。これがデフォルトです。

•：vNICsと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービスプロファイルや
vNICまたは vHBAのプロパティにより、明示的に割り当てることができます。

•：動的な vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。 vConは静的な vNICと
vHBAに使用可能で、割り当て解除または明示的な割り当てを行います。

•：割り当て解除された vNICや vHBAを vConに割り当てることはできません。 vConは動的
な vNICや vHBAの他、明示的に割り当てられた静的な vNICや vHBAに使用できます。

• [Exclude usNIC]：Cisco usNICは vConに割り当てることはできません。 vConは、明示的に割
り当てられている、割り当てられていない、または動的であっても、その他すべての設定さ

れた vNICと vHBAに使用できます。

[Exclude usNIC]に設定されたvConに、明示的に割り当てられる SRIOV usNIC
は、その vConに割り当てられたままになります。

（注）
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サービスプロファイルにvNIC/vHBA配置ポリシーを含めない場合、Cisco UCSManagerCisco UCS
Centralはデフォルトの [Round Robin]の vConマッピング方式と [All]の vNIC/vHBA選択プリファ
レンスに従い、各アダプタの機能と相対容量に基づいてアダプタ間で vNICと vHBAを配布しま
す。

vNIC/vHBA 配置ポリシーの作成

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [vNIC/vHBA Placement Policies]を右クリックし、[Create Placement Policy]を選択します。

ステップ 4 [Create Placement Policy]ダイアログボックスに、[Name]とその他のオプションの詳細情報を入力
します。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

vNIC/vHBA 配置ポリシーの削除

手順

ステップ 1 メニューバーで、[Servers]をクリックします。

ステップ 2 [Navigation] ペインで、 [Servers] > [Policies] > [root]を展開します。
サブ組織のポリシーを作成するか、またはそのポリシーにアクセスするには、 [Sub-Organizations]
> [Organization_Name]を展開します。

ステップ 3 [vNIC/vHBA Placement Policies]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 Central 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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vCon のアダプタへの配置
CiscoUCSは、サービスプロファイル内のすべての vConをサーバ上の物理アダプタにマッピング
します。マッピングの実行方法、およびサーバ内の特定のアダプタへのvConの割り当て方法は、
次の条件によって決まります。

•サーバのタイプ。 2つのアダプタカードを搭載したN20-B6620-2およびN20-B6625-2ブレー
ドサーバは、他のサポートされるラックサーバまたはブレードサーバとは異なるマッピン

グスキームを使用します。

•サーバ内のアダプタの数。

• vNIC/vHBA配置ポリシー内の仮想スロットマッピングスキームの設定（該当する場合）。

vNICおよび vHBAを vConに割り当てるための vNIC/vHBA選択環境設定を設定するときは、こ
の配置を検討する必要があります。

vConのアダプタへの配置は、アダプタの PCIEスロット番号とは関係ありません。 vConの配
置のために使用されるアダプタ番号は、アダプタの PCIEスロット番号ではなく、サーバ検出
中にそれらに割り当てられる IDです。

（注）

N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレードサーバでの vCon のアダプタへの配置
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバの場合は、2つのアダプタを左から右に、vCon
を右から左に数えます。これらのブレードサーバの 1台が 1つのアダプタを持つ場合は、Cisco
UCSがすべての vConをそのアダプタに割り当てます。サーバが 2つのアダプタを持つ場合は、
vConの割り当ては仮想スロットマッピングスキームに基づいて行われます。

•：Cisco UCSが vCon2と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon3をアダプタ 2に割り当てま
す。これがデフォルトです。

•：Cisco UCSが vCon3と vCon4をアダプタ 1に、vCon1と vCon2をアダプタ 2に割り当てま
す。

vCon のアダプタへの配置（他のすべてのサポート対象サーバの場合）
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバに加え、Cisco UCSによりサポートされるその
他すべてのサーバでは、vConの割り当ては、サーバに搭載されるアダプタ数と仮想スロットマッ
ピングスキームに応じて異なります。

1つのアダプタを持つブレードサーバやラックサーバの場合は、Cisco UCSがすべての vConをそ
のアダプタに割り当てます。 4つのアダプタを持つサーバの場合は、Cisco UCSが vCon1をアダ
プタ 1に、vCon2をアダプタ 2に、vCon3をアダプタ 3に、vCon4をアダプタ 4に割り当てます。
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2つまたは3つのアダプタを搭載したブレードサーバまたはラックサーバの場合、CiscoUCSは、
選択した仮想スロットマッピングスキーム（ラウンドロビンまたは線形順序）に基づいて vCons
を割り当てます。

表 1：ラウンドロビンマッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ1アダプタ2アダプタ12

アダプタ2アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

ラウンドロビンはデフォルトのマッピングスキームです。

表 2：線形順序マッピングスキームを使用した vCon のアダプタへの配置

vCon4 の割り当てvCon3 の割り当てvCon2 の割り当てvCon1 の割り当てアダプタの数

アダプタ1アダプタ1アダプタ1アダプタ11

アダプタ2アダプタ2アダプタ1アダプタ12

アダプタ3アダプタ3アダプタ2アダプタ13

アダプタ4アダプタ3アダプタ2アダプタ14

Cisco UCS B440 M2ブレードサーバに搭載された 2つのアダプタで vConポリシーを使用して
いる場合は、次のマッピングに注意してください。

（注）

•最初に vCon 2からアダプタ 1へのマッピング

• 2番目に vCon 1からアダプタ 2へのマッピング

vNIC/vHBA の vCon への割り当て
CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralには、vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して vNICおよび vHBA
を vConに割り当てるオプションが 2つあります。つまり、明示的割り当てと暗黙的割り当てで
す。
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vNIC および vHBA の明示的割り当て

明示的割り当てでは、vConを指定してから、vNICまたは vHBAを割り当てるアダプタを指定し
ます。この割り当てオプションは、サーバ上のアダプタ間への vNICおよび vHBAの配布方法を
決定する必要がある場合に使用します。

明示的割り当ての場合に、vConと関連付けられる vNICおよび vHBAを設定するには、次の手順
を実行します。

• vCon設定を任意の使用可能なオプションに設定します。vConは、vNIC/vHBA配置ポリシー
を使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービスプロファイルで設定できま

す。 vConで [All]が設定されている場合でも、vNICまたは vHBAをその vConに明示的に割
り当てることができます。

• vNICおよび vHBAを vConに割り当てます。この割り当ては、vNICまたは vHBAの仮想ホ
ストインターフェイス配置プロパティ、またはサーバに関連付けられたサービスプロファ

イルで実行できます。

vNICや vHBAをそれらのタイプに設定されていないvConに割り当てようとすると、Cisco UCS
ManagerCisco UCS Centralによって設定エラーが発生したことを示すメッセージ表示されます。

サービスプロファイルの関連付け中に、CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralは、設定済みの vNIC
および vHBAの割り当てを、サーバ内の物理的なアダプタ数および機能と比較して検証し、その
後でポリシー内の設定に従って vNICおよび vHBAを割り当てます。負荷分散は、このポリシー
で設定された vConおよびアダプタへの明示的な割り当てに基づいています。

アダプタが 1つ以上の vNICまたは vHBAの割り当てをサポートしていない場合は、Cisco UCS
ManagerCisco UCS Centralによってサービスプロファイルに対するエラーが生成されます。

vNIC および vHBA の暗黙的割り当て

暗黙的割り当てでは、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralは vConを決定した後で、アダプタの
機能とそれらの相対的な処理能力に基づいて vNICまたは vHBAを割り当てるアダプタを決定し
ます。この割り当てオプションは、vNICまたは vHBAが割り当てられるアダプタがシステム設
定で重要ではない場合に使用します。

暗黙的割り当ての場合に vConを設定するには、次の手順を実行します。

• vCon設定を [All]、[Exclude Dynamic]、または [Exclude Unassigned]に設定します。 vConは、
vNIC/vHBA配置ポリシーを使用して設定するか、サーバに関連付けられているサービスプ
ロファイルで設定できます。

• vConを [Assigned Only]に設定しないでください。この設定を使用して暗黙的割り当てを実
行することはできません。

• vNICまたは vHBAを vConに割り当てないでください。

サービスプロファイルの関連付け中に、Cisco UCSManagerCisco UCS Centralは、サーバ内の物理
的なアダプタ数および機能を検証し、必要に応じて vNICおよび vHBAを割り当てます。負荷分
散はアダプタの機能に基づいており、vNICおよびvHBAの配置は、システムによって決定される
実際の順番に従って実行されます。たとえば、あるアダプタが他のアダプタより多くの vNICに
対応できる場合、そのアダプタにはより多くの vNICが割り当てられます。
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サーバに設定されている数の vNICおよび vHBAをアダプタでサポートできない場合、Cisco UCS
ManagerCisco UCS Centralは、サービスプロファイルに対する障害を生成します。

デュアルアダプタ環境での vNIC の暗黙的割り当て

各スロットにアダプタカードが搭載されたデュアルスロットサーバで暗黙的な vNIC割り当てを
使用する場合、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralは通常 vNIC/vHBAを次のように割り当てま
す。

•サーバの両方のスロットに同じアダプタがある場合、Cisco UCSManagerCisco UCS Centralは
vNICの半分と vHBAの半分を各アダプタに割り当てます。

•サーバに 1つの非 VICアダプタと 1つの VICアダプタがある場合、Cisco UCS ManagerCisco
UCS Centralは、2つの vNICと 2つの vHBAを非 VICアダプタに割り当て、残りの vNICと
vHBAを VICアダプタに割り当てます。

•サーバに 2つの異なる VICアダプタがある場合、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralは、2
つのアダプタの相対的な処理能力に基づいて、vNICと vHBAを比例的に割り当てます。

次の例は、サポートされるアダプタカードのさまざまな組み合わせに対して、Cisco UCS
ManagerCisco UCS Centralが vNICと vHBAをどのように割り当てるのか、その一般的な方法を示
しています。

• 4つの vNICと、2つの Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ（それぞれ 2つの
vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralは 2つの vNIC
を各アダプタに割り当てます。

• 50の vNICと、Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタ（2つの vNIC）および Cisco UCS M81KR
仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、
Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralは、2つの vNICを Cisco UCS CNAM72KR-Eアダプタに
割り当て、48の vNICを Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタに割り当
てます。

• 150の vNICと、Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタ（128の vNIC）お
よび Cisco UCS VIC-1240仮想インターフェイスカードアダプタ（256の vNIC）を搭載した
サーバを設定する場合、Cisco UCS ManagerCisco UCS Centralは、50の vNICを Cisco UCS
M81KR仮想インターフェイスカードアダプタに割り当て、100のvNICをCiscoUCSVIC-1240
仮想インターフェイスカードアダプタに割り当てます。

vNICをファブリックフェールオーバー用に設定し、ダイナミック vNICをサーバ用に設定し
た場合に、この暗黙的な割り当てに対する例外が発生します。

（注）

vNICファブリックのフェールオーバーが含まれる設定で、1つのアダプタがvNICのフェールオー
バーをサポートしない場合、CiscoUCSManagerCiscoUCSCentralは、ファブリックのフェールオー
バーが有効になっているすべてのvNICを、それらをサポートするアダプタに割り当てます。ファ
ブリックのフェールオーバー用に設定された vNICのみが設定に含まれる場合、それらをサポー
トしないアダプタに割り当てられる vNICはありません。ファブリックのフェールオーバー用に
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設定された vNICと設定されていない vNICがある場合、Cisco UCSManagerCisco UCS Centralは、
すべてのフェールオーバー vNICを、それらをサポートするアダプタに割り当て、上記の比率に
従って、少なくとも 1つの非フェールオーバー vNICを、それらをサポートしないアダプタに割
り当てます。

ダイナミック vNICが含まれる設定では、同様の暗黙的な割り当てが発生します。 Cisco UCS
ManagerCisco UCS Centralは、すべてのダイナミック vNICをそれらをサポートするアダプタに割
り当てます。ただし、ダイナミック vNICとスタティック vNICの組み合わせでは、少なくとも 1
つのスタティック vNICがダイナミック vNICをサポートしていないアダプタに割り当てられま
す。
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