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BIOS の設定

サーバ BIOS 設定
Cisco UCSには、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 2種類の
方法が用意されています。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ポリシーとサーバプラットフォームのデフォルトの BIOS設定のどちらででも、Cisco UCS
Manager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。
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データセンターの要件によっては、一部のサービスプロファイルの 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で BIOSデフォルトを使用するか、それら
のいずれかを使用することができます。また、Cisco UCS Manager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 Managerは、BIOS設定の変更内容を BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を
使用して Cisco Integrated Management Controller（CIMC）のバッファにプッシュします。これ
らの変更は、サーバがリブートされるまでバッファに残り、有効になりません。

設定するサーバの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などの一部の設定は、すべてのCiscoUCS Serverではサポート
されているわけではありません。

（注）

主要な BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して実行できる主要なサーバ BIOS
設定を示します。

説明名前

1つ以上の BIOS設定を変更した後に、サーバがリブー
トされます。

この設定を有効にした場合、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サーバがリブートされま

す。たとえば、メンテナンスポリシーで確認が必要な

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限り、別のサーバ設定変

更または手動リブートの結果としてサーバが次に再起動

されるまで、BIOSの変更は適用されません。

[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
ト中にメッセージまたはオプション ROM情報を表
示しません。

• [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]
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説明名前

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はサーバのブートを続行します。

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

• [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]

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。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。

• [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。

• [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]
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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の BIOS設定を介して実行できるプロセッサ BIOS設
定を示します。

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を自動的には上げま
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。

• [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]

システムがプロセッサ電圧とコア周波数を調整できる

Enhanced Intel SpeedStep Technologyをプロセッサで使用
するかどうか。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。

• [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。

• [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]

パッケージ内の論理的なプロセッサコアの状態を設定し

ます。この設定をディセーブルにした場合、Hyper
Threadingもディセーブルになります。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イ
ネーブルにします。

• [1]~ [10]：サーバで実行できる論理プロセッサコア
の数を指定します。多重処理をディセーブルにし

て、サーバで実行される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。

• [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

サーバ上のメモリ領域を分類して、アプリケーション

コードを実行できる場所を指定します。この分類の結

果、悪意のあるワームによってバッファへのコード挿入

が試行された場合に、プロセッサはコードの実行をディ

セーブルにします。この設定を使用すると、損傷、ワー

ムの伝播、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できます。次のいずれかになりま

す。

• [disabled]：プロセッサはメモリ領域を分類しませ
ん。

• [enabled]：プロセッサはメモリ領域を分類します。

• [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]：プロセッサでの仮想化を禁止します。

• [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。

• [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)]
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説明名前

データを I/Oデバイスからプロセッサキャッシュに直接
配置することによって、プロセッサで I/Oパフォーマン
スを向上させることができます。この設定により、

キャッシュミスが少なくなります。次のいずれかにな

ります。

• [disabled]：I/Oデバイスからのデータがプロセッサ
キャッシュに直接配置されません。

• [enabled]：I/Oデバイスからのデータがプロセッサ
キャッシュに直接配置されます。

• [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]

アイドル期間にシステムを省電力モードにすることがで

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に対する電力を削減できます。

• [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状態に入ると、プロセッサは最小周波数に移行できま
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状態でも最大周波数で動作し
続けます。

• [enabled]：CPUは最小周波数に移行します。このオ
プションを使用すると、C1状態で電力が最大限に
節約されます。

• [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]：ACPIC2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。

• [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。

• [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。

B440サーバの場合、[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。

• [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。

• [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]：すべてのプリフェッチャおよびデータ
再利用はディセーブルです。

• [high-throughput]：すべてのプリフェッチャがイネー
ブルになり、データ再利用はディセーブルです。

• [hpc]：すべてのプリフェッチャおよびデータ再利用
はイネーブルです。 この設定は、高パフォーマン

スコンピューティングとも呼ばれます。

• [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。

[CPU Performance]

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変数で指定した数を使用しま
す。

• [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]

Intel Directed I/O BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトのBIOS設定を介して実行できる IntelDirected I/OBIOS
設定を示します。
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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]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
しません。

• [enabled]：プロセッサで仮想化テクノロジーを使用
します。

• [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、他の Intel Directed I/OBIOS
設定を変更する場合は、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。

• [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]

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。

• [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]
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説明名前

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。

• [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。

• [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 BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して実行できる RASメモリ BIOS設
定を示します。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 11

サーバ関連ポリシーの設定

サーバ BIOS 設定



説明名前

サーバのメモリの信頼性、可用性、サービス性（RAS）
を設定するかどうか。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。

• [sparing]：ある程度のメモリ冗長性によりシステム
の信頼性が向上し、オペレーティングシステムで利

用できるメモリがミラーリングよりも多くなりま

す。

• [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]：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BIOSに含めます。
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。

• [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

メモリのミラーリングでは、メモリに 2つの同じデータ
イメージを保存することにより、システムの信頼性が向

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場合のみ使用できます。次のいず

れかを指定できます。

• [inter-socket]：異なる CPUソケットに含まれる 2つ
の統合メモリコントローラ（IMC）間でメモリがミ
ラーリングされます。

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

• [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]

スペアリングでは、他のDIMMで障害が発生した場合に
使用できるように予約メモリに維持することにより、信

頼性が最適化されます。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

のメモリ配備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場合にのみ使用できます。次のいず

れかを指定できます。

• [dimm-sparing]：1つの DIMMが予約で保持されま
す。 DIMMが失敗すると、失敗した DIMMの内容
がスペア DIMMに転送されます。

• [rank-sparing]：DIMMの予備のランクが予約で保持
されます。 DIMMのランクが失敗すると、失敗し
たランクの内容がスペアランクに転送されます。

• [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]

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 13

サーバ関連ポリシーの設定

サーバ BIOS 設定



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。

• [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]

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のBIOS設定を介して実行できるシリアルポートBIOS
設定を示します。

説明名前

シリアルポートAをイネーブルにするか、ディセーブル
にするか。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。

• [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の BIOS設定を介して実行できるUSBの BIOS設定を
示します。
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説明名前

サーバを 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]：サーバを USBデバイスからブートでき
ます。

• [enabled]：サーバをUSBデバイスからブートできま
せん。

• [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]

USBEHCIアイドル電力消費を減らすために [USBSystem
Idle Power Optimizing Setting]を使用するかどうか。この
設定では、選択した値によって、パフォーマンスが影響

を受ける場合があります。次のいずれかになります。

• [high-performance]：最適なパフォーマンスが省電力
より優先されるため、[USB System Idle Power
Optimizing Setting]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。サイトにサーバ電源の制限がない

場合は、このオプションを選択するよう推奨しま

す。

• [lower-idle-power]：省電力が最適なパフォーマンス
より優先するため、[USBSystemIdlePowerOptimizing
Setting]がイネーブルにされます。

• [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の前面パネルのロックが、USBポートに前面パネル
からアクセス可能または不可能に設定されます。次のい

ずれかになります。

• disabled

• enabled

• [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]
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PCI 設定 BIOS 設定
次の表に、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して実行できる PCI設定 BIOS設定
を示します。

説明名前

システム設定に依存して、BIOSが PAEをサポートなし
でオペレーティングシステムの 4GB未満のメモリ使用
率を最大にするかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：メモリ使用率を最大にしません。 PAE
サポートのあるすべてのオペレーティングシステム

では、このオプションを選択します。

• [enabled]：PAEサポートのないオペレーティングシ
ステムで4GB未満のメモリ使用率を最大にします。

• [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]

4 GB以上のアドレス空間に対する 64ビット PCIデバイ
スのメモリマップ I/Oをイネーブルにするか、ディセー
ブルにするか。レガシーオプション ROMでは、4 GB
を超えるアドレスにアクセスできません。 64ビットに
対応し、レガシーオプション ROMを使用する PCIデバ
イスは、この設定がイネーブルの場合に正しく動作しな

いことがあります。次のいずれかになります。

• [disabled]：64ビット PCIデバイスの I/Oを 4GB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デバイスの I/Oを 4GB以
上のアドレス空間にマッピングします。

• [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のBIOS設定を介して実行できるブートオプションの
BIOS設定を示します。
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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]：NON-EFIベースのブートオプションを
再試行する前にユーザ入力を待機します。

• [enabled]：ユーザ入力を待機しないでNON-EFIベー
スのブートオプションを持続的に試行します。

• [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 SA Entry RAID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 SA Entry RAIDモジュールはイネー
ブルです。

• [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 SA Entry RAID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]：RAIDモジュールを Intel IT/IRRAIDを使
用するように設定します。

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

• [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コントローラがサーバで
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コントローラは使用
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。

• [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の BIOS設定を介して実行できるサーバ管理 BIOS設
定を示します。

一般設定

説明名前

システムエラー（SERR）の発生時に BIOSでマスク不
能割り込み（NMI）を生成して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]：BIOSは SERRの発生時にNMIを生成せ
ず、エラーを記録しません。

• [enabled]：BIOSはSERRの発生時にNMIを生成し、
エラーをログに記録します。 [Assert NMI on PERR]
をイネーブルにする場合は、この設定をイネーブル

にする必要があります。

• [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でマスク不能割り込み（NMI）を生成してエラーを
ログに記録するかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：BIOSは PERRの発生時にNMIを生成せ
ず、エラーを記録しません。

• [enabled]：BIOSはPERRの発生時に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。

• [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で事前定義されたタイムアウト値を使用してウォッ
チドッグタイマーをプログラミングするかどうか。タ

イマーの期限が切れるまでにオペレーティングシステム

のブートが完了しない場合は、CIMCによってシステム
がリセットされ、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]：サーバでブートにかかる時間を追跡する
ためにウォッチドッグタイマーを使用しません。

• [enabled]：サーバでブートにかかる時間を追跡する
ためにウォッチドッグタイマーを使用します。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、エラーのログを記
録します。

• [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の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の期限が切れた場合に実行され

るアクション。次のいずれかになります。

• [power-off]：OSのブート中にウォッチドッグタイ
マーの期限が切れた場合、サーバの電源がオフにな

ります。

• [reset]：OSのブート中にウォッチドッグタイマー
の期限が切れた場合、サーバはリセットされます。

• [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
ルにした場合にのみ使用できます。

[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するタイ
ムアウト値。次のいずれかになります。

• [5-minutess]：ウォッチドッグタイマーは、OSの
ブートが開始されてから5分後に期限が切れます。

• [10-minutes]：ウォッチドッグタイマーは、OSの
ブートが開始されてから10分後に期限が切れます。

• [15-minutes]：ウォッチドッグタイマーは、OSの
ブートが開始されてから15分後に期限が切れます。

• [20-minutes]：ウォッチドッグタイマーは、OSの
ブートが開始されてから20分後に期限が切れます。

• [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
ルにした場合にのみ使用できます。

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

説明名前

POST中および BIOSブート中にコンソールリダイレク
ションでシリアルポートを使用できます。 BIOSのブー
トが終了し、オペレーティングシステムがサーバの役割

を果たすと、コンソールリダイレクションは無関係にな

り、効果がなくなります。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
は実行されません。

• [serial-port-a]：POST中にシリアルポート Aをコン
ソールリダイレクション用にイネーブルにします。

このオプションは、ブレードサーバとラックマウン

トサーバに対して有効です。

• [serial-port-b]：シリアルポート Bをコンソールリ
ダイレクション用にイネーブルにし、サーバ管理タ

スクを実行可能にします。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。

• [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と、POST
中にQuietBootロゴ画面の表示がディセーブル
になります。

（注）

[Console Redirection]

ハンドシェイクプロトコルをフロー制御に使用するかど

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。

• [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

シリアルポートの送信速度に使用するボーレート。

[Console Redirection]をディセーブルにした場合、このオ
プションは使用できません。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。

• [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する文字形式のタイ

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。

• [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

DOSなどのレガシーオペレーティングシステムからの
リダイレクションをシリアルポートでイネーブルにする

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に対してイ
ネーブルになっているシリアルポートがレガシー

オペレーティングシステムで認識されません。

• [enabled]：コンソールリダイレクションに対してイ
ネーブルになっているシリアルポートがレガシー

オペレーティングシステムで認識されます。

• [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 Manager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、CiscoUCSManagerによってサーバ上のBIOS設定がBIOS
ポリシー内の設定と一致するように変更されます。 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 UCS Managerには、Cisco UCSによってサポートされている各タイプのサーバに対するデ
フォルトの BIOS設定のセットが含まれています。デフォルトの BIOS設定は、ルート組織だけ
で使用可能であり、グローバルです。 Cisco UCSでサポートされている各サーバプラットフォー
ムには、一組の BIOS設定だけを適用できます。デフォルトの BIOS設定を変更できますが、追
加のデフォルトの BIOS設定のセットは作成できません。
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デフォルトの BIOS設定の各セットは、サポートされている特定タイプのサーバ用に設計されて
おり、BIOSポリシーがサービスプロファイルに含まれていない、その特定のタイプのすべての
サーバに適用されます。

Cisco UCSの実装にサーバ固有の設定によって満たされない特定の要求がない場合、Cisco UCSド
メインの各タイプのサーバ用に設計されたデフォルトのBIOS設定を使用することを推奨します。

Cisco UCSManager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ポリシーは含まれません。

• BIOSポリシーでは、特定の設定に対して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 UCSManagerによって提供されるデフォルトの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 Managerは、BIOS設定の変更内容を BIOSポリシーまたはデフォルト BIOS設定を
使用して Cisco Integrated Management Controller（CIMC）のバッファにプッシュします。これ
らの変更は、サーバがリブートされるまでバッファに残り、有効になりません。

設定するサーバの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などの一部の設定は、すべてのCiscoUCS Serverではサポート
されているわけではありません。

（注）

手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

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

ステップ 5 [Create BIOS Policy]ウィザードの [Main]ページで、[Name]フィールドの BIOSポリシーの名前を
入力します。

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

ステップ 6 [Create BIOS Policy]ウィザードで、次の手順を実行して BIOS設定を行います。
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a) BIOS設定を変更する場合は、目的のオプションボタンをクリックするか、ドロップダウンリ
ストから適切な選択肢を選択します。

各 BIOS設定のオプションに関する説明および情報については、次のトピックを参照してくだ
さい。

• [Main]ページ：主要な BIOS設定, （2ページ）

• [Processor]ページ：プロセッサの BIOS設定, （4ページ）

• [Intel Directed IO]ページ： Intel Directed I/O BIOS設定, （9ページ）

• [RAS Memory]ページ： RASメモリ BIOS設定, （11ページ）

• [Serial Port]ページ:シリアルポートの BIOS設定, （14ページ）

• [USB]ページ: USBの BIOS設定, （14ページ）

• [PCI Configuration]ページ: PCI設定 BIOS設定, （16ページ）

• [Boot Options]ページ:ブートオプションの BIOS設定, （16ページ）

• [Server Management]ページサーバ管理 BIOS設定, （18ページ）

b) 各ページの後で [Next]をクリックして移動します。

ステップ 7 ポリシーのすべての BIOS設定が完了したら、[Finish]をクリックします。

BIOS のデフォルトの修正
設定するサーバの 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などの一部の設定は、すべての Cisco UCS Serverではサポートされ
ているわけではありません。

Cisco UCSの実装にサーバ固有の設定によって満たされない特定の要求がない場合、Cisco UCSド
メインの各タイプのサーバ用に設計されたデフォルトのBIOS設定を使用することを推奨します。

手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

ステップ 4 [BIOS Defaults]を展開し、デフォルトの BIOS設定を変更するサーバモデル番号を選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで適切なタブをクリックし、目的の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デフォルトの BIOS設定を変更します。
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各 BIOS設定のオプションに関する説明および情報については、次のトピックを参照してくださ
い。サーバのタイプによっては、BIOS設定が利用できない場合があります。

• [Main]タブ：主要な BIOS設定, （2ページ）

• [Advanced]タブ：

◦ [Processor]サブタブ:プロセッサの BIOS設定, （4ページ）

◦ [Intel Directed IO]サブタブ： Intel Directed I/O BIOS設定, （9ページ）

◦ [RAS Memory]サブタブ: RASメモリ BIOS設定, （11ページ）

◦ [Serial Port]サブタブ:シリアルポートの BIOS設定, （14ページ）

◦ [USB]サブタブ: USBの BIOS設定, （14ページ）

◦ [PCI Configuration]サブタブ: PCI設定 BIOS設定, （16ページ）

• [Boot Options]タブ:ブートオプションの BIOS設定, （16ページ）

• [Server Management]タブ：サーバ管理 BIOS設定, （18ページ）

ステップ 6 [Save Changes]をクリックします。

サーバの実際の BIOS 設定の表示
サーバの実際の BIOS設定を表示するには、次の手順を実行します。

手順

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

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment] > [Chassis] > [Chassis Number] > [Servers]を展開します。
ステップ 3 実際の BIOS設定を表示するサーバを選択します。

ステップ 4 [Work]ペインで [Inventory]タブをクリックします。

ステップ 5 [Motherboard]サブタブをクリックします。

ステップ 6 [BIOS Settings]領域で、見出しの右側の [Expand]アイコンをクリックして領域を開きます。
[BIOS Settings]領域の各タブに、そのサーバプラットフォームの設定が表示されます。いくつか
のタブには、追加情報を含むサブタブが含まれています。
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IPMI アクセスプロファイルの設定

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

はじめる前に

IPMIプロファイルは、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。

•適切な権限があり、サーバのオペレーティングシステムによる認証が可能なユーザ名

•このユーザ名のパスワード

•ユーザ名と関連付けられている権限

手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

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

ステップ 5 [Create IPMI Profile]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) プロファイルの一意の名前および説明を入力します。
b) [OK]をクリックします。

ステップ 6 ナビゲータの [IPMI Profile Users]領域で、[+]をクリックします。

ステップ 7 [User Properties]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに入力します。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 27

サーバ関連ポリシーの設定

IPMI アクセスプロファイルの設定



説明名前

この IPMIプロファイルと関連付けるユーザ名。

1～16の英数字を入力できます。@（アットマーク）、_（ア
ンダースコア）、および -（ハイフン）も使用できます。プ
ロファイルを保存した後にこの名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

このユーザ名に関連付けられるパスワード。

=（等号）、$（ドル記号）、および |（垂直バー）以外の1～
20文字の標準 ASCII文字を入力します。

[Password]フィールド

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

ユーザロール。次のいずれかになります。

• Admin

• Read Only

[Role]フィールド

b) [OK]をクリックします。

ステップ 8 別のユーザを追加するには、ステップ 6および 7を繰り返します。

ステップ 9 [OK]をクリックして、[Work]ペインの IPMIプロファイルに戻ります。

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の削除

手順

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

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

ステップ 4 削除する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 Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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ローカルディスク設定ポリシーの設定

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インクルードしている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
場合に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、システムによってディスクの内容が削除さ

れません。そのため、[NoRAID]モードの適用後に違いがわからないことがあります。これ
により、ポリシー内の RAID設定と、サーバの[Inventory] > [Storage]タブに表示される実際
のディスク設定の間に不一致が生じる場合があります。

以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除させるには、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。

• [RAID10 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。
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このポリシーはサービスプロファイルにインクルードする必要があります。また。このポリシー

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

単一サーバまたは RAID設定に HDDと SSDを含めないでください。

B200 M1 または M2 からのデフォルトのローカルディスク設定ポリシーがあるサービスプロファ
イルを B200 M3 に割り当てないでください。

B200 M1およびM2サーバのストレージコントローラによって提供される RAID/JBODサポート
と、B200 M3サーバのストレージコントローラによって提供される RAID/JBODサポートは異な
るため、B200M1またはM2サーバからのデフォルトの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 B200 M3サーバに割り当てる、または再割り当て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、Any Configurationまたは JBOD設定が含まれ
ます。

リリース 1.3（1i）より前のリリースからのアップグレードによる影響

古いCisco UCSファームウェアリリースをリリース 1.3（1i）以降にアップグレードすると、アッ
プグレード後にサーバが初めてサーバプロファイルに関連付けられるときに、ローカルディスク

設定ポリシーの Protect Configurationプロパティに次の影響が生じます。

関連付けられていないサーバ

CiscoUCSドメインをアップグレードすると、ローカルディスク設定ポリシーがサーバハー
ドウェアと一致するかどうかに関係なく、初期サーバアソシエーションは設定エラーを生

じずに処理が進められます。 Protect Configurationプロパティをイネーブルにしていても、
前のサービスプロファイルと新しいサービスプロファイルの間でローカルディスク設定ポ

リシーの設定に不一致がある場合、CiscoUCSはサーバ上のユーザデータを保護しません。

Protect Configurationプロパティをイネーブルにした場合、前のサービ
スプロファイルと新しいサービスプロファイルの間でローカルディ

スク設定ポリシーに不一致があると、サーバに対する後続のサービス

プロファイルアソシエーションはすべてブロックされます。

（注）
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関連付けられたサーバ

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は、アップグレード後にリブー

トしません。 Cisco UCS Managerはローカルディスクの設定ポリシーとサーバハードウェ
アが一致しない場合、設定エラーを報告しません。

サービスプロファイルがサーバから関連付けを解除され、新しいサービスプロファイルが

関連付けられると、新しいサービスプロファイルの Protect Configurationプロパティが優先
され、前のサービスプロファイルの設定は上書きされます。

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

HDD と SSD を混合しない

単一の RAID設定に HDDと SSDを含めないでください。

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

CiscoUCSドメイン内のブレードサーバまたはラックマウントサーバにMegaRAIDストレージコ
ントローラが搭載されている場合は、そのサーバ用の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Any Configurationモードを設定しないでください。MegaRAIDストレージコン
トローラを搭載したサーバにこのモードを使用すると、オペレーティングシステムのインストー

ラは、サーバ上のローカルストレージを検出できなくなります。

MegaRAIDストレージコントローラを搭載したサーバ上のローカルストレージにオペレーティン
グシステムをインストールする場合は、サーバ上で RAID LUN（RAIDボリューム）を作成する
モードでローカルディスク設定ポリシーを設定する必要があります。

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、RAID1 クラスタ移行後に
サーバが起動しない

RAID1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 Any Configurationモード
が設定されている場合は、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、AnyConfiguration
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。
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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。

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、これらのサーバで十分に機能することを意図していません。

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 UCS Managerと統合されているラックマウントサーバは、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。

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は、その設定をサポートしていません。

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 UCS Managerは、その設定をサポートしていません。

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 設定オプションに必要なライセンス

一部のCisco UCSサーバでは、特定のRAID設定オプションにライセンスが必要です。Cisco UCS
Managerが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をサーバに関連付ける
と、Cisco UCSManagerは、選択したRAIDオプションに適切なライセンスが付与されていること
を確認します。問題がある場合は、サービスプロファイルの関連付け中に Cisco UCS Managerに
よって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。
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B420 M3 サーバはすべての設定モードをサポートしない

B420 M3サーバは、ローカルディスク設定ポリシーで次の設定モードをサポートしていません。

• No RAID

• RAID 6 Striped Dual Parity

また、B420 M3は、JBODモードまたは JBOD操作をサポートしていません。

ローカルディスク設定ポリシーの作成

手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

ステップ 4 [Local Disk Config Policies]を右クリックし、[Create Local Disk Configuration Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create LocalDiskConfiguration Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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

[Description]フィールド
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説明名前

[Mode]ドロップダウンリスト
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説明名前

次のローカルディスクポリシーモードのいずれかを選択でき

ます。

• [No Local Storage]：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に完全なデータ冗長
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。

• [Any Configuration]：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、システムによってディスクの内容

が削除されません。そのため、[NoRAID]モードの適用後
に違いがわからないことがあります。これにより、ポリ

シー内の 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の間に不一致が生じる

場合があります。

以前のすべての RAID設定情報をディスクから削除させる
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。

• [RAID 5 Striped 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
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説明名前

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。

• [RAID10 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。

一部の Cisco UCSサーバでは、特定の RAID設定オプ
ションにライセンスが必要です。 Cisco UCS Manager
がこのローカルディスクポリシーを含むサービスプ

ロファイルをサーバに関連付けると、Cisco UCS
Managerは、選択した RAIDオプションに適切なライ
センスが付与されていることを確認します。問題があ

る場合は、サービスプロファイルの関連付け中にCisco
UCS Managerによって設定エラーが表示されます。

特定の Cisco UCS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。

（注）

オンにすると、サーバは、サービスプロファイルとの関連付け

が解除されても、ローカルディスク設定ポリシー内の設定を保

持します。

サーバ内の 1つ以上のディスクに障害が発生すると、
Protect Configurationは機能しなくなります。

注意

このプロパティは、デフォルトでオンになっています。

サービスプロファイルがサーバから関連付けを解除され、新し

いサービスプロファイルが関連付けられると、新しいサービス

プロファイルの Protect Configurationプロパティが優先され、前
のサービスプロファイルの設定は上書きされます。

このオプションがイネーブルの状態でサーバとサービ

スプロファイルの関連付けを解除した後、そのサー

バに新しいサービスプロファイルを関連付け、その

サービスプロファイル内のローカルディスク設定ポ

リシーに前とは異なるプロパティが含まれていると、

サーバから設定不一致のエラーが返され、関連付けは

失敗します。

（注）

[Protect Configuration]チェック
ボックス

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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ローカルディスク設定ポリシーの変更

この手順は、関連付けられたサービスプロファイルからローカルディスク設定ポリシーを変更

する方法について説明します。 [Servers]タブの [Policies]ノードからローカルディスク設定ポリ
シーを変更することもできます。

手順

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

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

ステップ 3 変更するローカルディスク設定ポリシーを持つサービスプロファイルを含む組織を展開します。

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

ステップ 4 変更する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クリックします。

ステップ 5 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 6 [Actions]領域で、[Change Local Disk Configuration Policy]をクリックします。

ステップ 7 [Change Local Disk Configuration Policy]ダイアログボックスで、[Select the Local Disk Configuration
Policy]ドロップダウンリストから次のいずれかのオプションを選択します。

説明オプション

このオプションのリストから既存のローカルディスク設定ポリシー

を選択します。 Cisco UCS Managerこのポリシーをサービスプロ
ファイルに割り当てます。

Use a Disk Policy

選択されたサービスプロファイルだけがアクセスできるローカル

ディスク設定ポリシーを作成できます。

Create a Local Disk Policy

選択されたサービスプロファイルのローカルディスク設定ポリ

シーを使用しません。

No Disk Policy

ステップ 8 [OK]をクリックします。

ステップ 9 （任意） [Local Disk Configuration Policy]領域を展開し、変更が行われたことを確認します。
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ローカルディスク設定ポリシーの削除

手順

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

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

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

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

スクラブポリシーの設定

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、およびサーバとサービスプロファイルの関連付けはいつ解除されるかを決定します。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。
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スクラブポリシーの作成

手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

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

ステップ 5 [Create Scrub Policy]ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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

[Description]フィールド

このフィールドを [Yes]に設定すると、このスクラブポリシー
を含むサービスプロファイルがサーバとの関連付けを解除され

たときに、サーバのローカルドライブにあるすべてのデータが

完全に消去されます。このフィールドを [No]に設定すると、
すべてのローカルストレージ設定を含むローカルドライブ上の

データが維持されます。

[Disk Scrub]フィールド

このフィールドを [Yes]に設定すると、このスクラブポリシー
を含むサービスプロファイルがサーバとの関連付けを解除され

たときに、そのサーバの BIOS設定が消去され、そのサーバタ
イプとベンダーのデフォルトにリセットされます。このフィー

ルドを [No]に設定すると、BIOS設定が維持されます。

[BIOS Settings Scrub]フィール
ド
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ステップ 6 [OK]をクリックします。

スクラブポリシーの削除

手順

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

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

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

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

Serial over LAN ポリシーの設定

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

手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

システムにマルチテナント機能が備えられていない場合は、[root]ノードを展開します。
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ステップ 4 [Serial over LAN Policies]を右クリックし、[Create Serial over LAN Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Serial over LAN Policy]ウィザードで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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

[Description]フィールド

次のいずれかになります。

• [Disable]：Serial over LANアクセスがブロックされます。

• [Enable]：Serial over LANアクセスが許可されます。

[Serial over LAN State]フィール
ド

次のいずれかになります。

• 9600

• 19200

• 38400

• 57600

• 115200

[Speed]ドロップダウンリスト

ステップ 6 [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 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

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

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

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

サーバ自動構成ポリシーの設定

サーバ自動構成ポリシー

Cisco UCS Managerこのポリシーを使用して、新しいサーバの設定方法を決定します。サーバ自
動構成ポリシーを作成すると、新しいサーバの起動時に次の処理が行われます。

1 サーバに対してサーバ自動構成ポリシーの資格認定が実行されます。

2 サーバが必要な資格を満たす場合、サーバは、サーバ自動構成ポリシーで設定されたサービス

プロファイルテンプレートから作成されたサービスプロファイルに関連付けられます。その

サービスプロファイルの名前は、Cisco UCS Managerによってサーバに指定された名前に基づ
きます。

3 サービスプロファイルは、サーバ自動構成ポリシーで設定された組織に割り当てられます。

自動構成ポリシーの作成

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。

•サーバプールポリシー資格情報

•サービスプロファイルテンプレート

•組織（システムによりマルチテナント機能が実装されている場合）
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手順

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

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment]ノードを展開します。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Autoconfig Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 テーブルの右側のアイコンバーの [+]をクリックします。
[+]アイコンがディセーブルの場合、テーブルのエントリをクリックして、イネーブルにします。

ステップ 6 [Create Autoconfiguration Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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

[Description]フィールド

この自動構成ポリシーに関連付けられたサーバプールポリシー

資格。

サーバプールポリシー資格に指定されている条件と一致する新

しいサーバが検出されると、Cisco UCSは自動的に、[Service
Profile Template Name]ドロップダウンリストで選択されている
サービスプロファイルテンプレートに基づいてサービスプロ

ファイルを作成し、新しく作成されたサービスプロファイルを

サーバに関連付けます。

[Qualification]ドロップダウン
リスト

この自動構成ポリシーに関連付けられた組織。

Cisco UCSが自動的にサービスプロファイルを作成してサーバ
に関連付けると、このフィールドで選択された組織の下にその

サービスプロファイルが置かれます。

[Org]ドロップダウンリスト

このポリシーに関連付けられたサービスプロファイルテンプ

レート。

[Service Profile Template Name]
ドロップダウンリスト
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ステップ 7 [OK]をクリックします。

自動構成ポリシーの削除

手順

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

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment]ノードを展開します。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Autoconfig Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 削除する自動構成ポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

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

サーバディスカバリポリシーの設定

サーバディスカバリポリシー

このディスカバリポリシーは、新しいサーバが追加されたときのシステムの反応を決定します。

サーバディスカバリポリシーを作成する場合、サーバがシャーシに追加されたときに、システム

により詳細なディスカバリを行うのか、または、ユーザがまず新しいサーバを確認する必要があ

るのかどうかを制御できます。デフォルトでは、システムにより完全なディスカバリが実行され

ます。

サーバディスカバリポリシーを作成した場合は、新しいサーバを起動すると次の処理が行われま

す。

1 サーバに対してサーバディスカバリポリシーの資格認定が行われます。

2 サーバが必要な資格情報と一致する場合、Cisco UCS Managerはサーバに次の処理を適用しま
す。

•この処理に関して選択されたオプションに応じて、新しいサーバをただちに検出するか、
またはユーザが新しいサーバを確認するまで待機する

•サーバにスクラブポリシーを適用する
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サーバディスカバリポリシーの作成

はじめる前に

このポリシーとサーバプールを関連付ける予定がある場合は、サーバプールポリシー資格情報

を作成します。

手順

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

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment]ノードを展開します。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Server Discovery Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 テーブルアイコンバーの [+]アイコンをクリックして、[Create Server Discovery Policy]ダイアロ
グボックスを開きます。

ステップ 6 [Description]フィールドに、ディカバリポリシーの説明を入力します。

ステップ 7 [Action]フィールドで、次のオプションのいずれかを選択します。

• [Immediate]：Cisco UCS Managerは新しいサーバを自動的に検出しようとします

• [UserAcknowledged]：CiscoUCSManagerはユーザが新しいサーバの検索を指示するまで待機
します

ステップ 8 （任意） このポリシーをサーバプールに関連付けるには、[Qualification]ドロップダウンリスト
でサーバプールポリシーの資格情報を選択します。

ステップ 9 （任意） スクラブポリシーを含めるには、[Scrub Policy]ドロップダウンリストでポリシーを選
択します。

ステップ 10 [OK]をクリックします。

次の作業

サーバディスカバリ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。
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サーバディスカバリポリシーの削除

手順

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

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment]ノードを展開します。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Server Discovery Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 削除するサーバディスカバリポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

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

サーバ継承ポリシーの設定

サーバ継承ポリシー

このポリシーは、サーバのサービスプロファイルを作成するためのサーバディスカバリプロセ

ス中に呼び出されます。このポリシーから作成されたすべてのサービスプロファイルは、製造元

でブレードに設定された値を使用します。このポリシーは次の機能を実行します。

•サーバのインベントリの分析

•選択された組織へのサーバの割り当て（設定されている場合）

•製造元でサーバに設定された IDを持つサーバのサービスプロファイルの作成

このポリシーによって作成されたサービスプロファイルを別のサーバに移行できません。

サーバ継承ポリシーの作成

VICアダプタを持つブレードサーバまたはラックマウントサーバ（Cisco UCS M81KR仮想イン
ターフェイスカード）には、工場でサーバハードウェアに刻印されたサーバ ID値はありません。
このため、アダプタ IDはデフォルトプールから取得する必要があります。デフォルトプール
に、サーバに割り当てられるものへの十分なエントリが含まれていない場合、サービスプロファ

イルのアソシエーションは設定エラーで失敗します。
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手順

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

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment]ノードを展開します。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Server Inheritance Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 テーブルの右側のアイコンバーの [+]をクリックします。
[+]アイコンがディセーブルの場合、テーブルのエントリをクリックして、イネーブルにします。

ステップ 6 [Create Server Inheritance Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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

[Description]フィールド

このポリシーを 1つ以上の特定のサーバプールに関連付ける場
合は、これらのプールを識別するサーバプールの資格ポリシー

をドロップダウンリストから選択します。

[Qualification]ドロップダウン
リスト

このポリシーに組織を関連付ける場合、または現在のアソシエー

ションを変更する場合は、該当する組織をドロップダウンリス

トから選択します。

[Org]ドロップダウンリスト

ステップ 7 [OK]をクリックします。
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サーバ継承ポリシーの削除

手順

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

ステップ 2 [Equipment]タブで、[Equipment]ノードを展開します。

ステップ 3 [Work]ペインの [Policies]タブをクリックします。

ステップ 4 [Server Inheritance Policies]サブタブをクリックします。

ステップ 5 削除するサーバ継承ポリシーを右クリックし、[Delete]を選択します。

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

サーバプールポリシーの設定

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）
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手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

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

ステップ 5 [Create Server Pool Policy]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

ポリシーの名前。

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

オブジェクトを保存した後、この名前を変更することはできま

せん。

[Name]フィールド

ポリシーの説明。ポリシーが使用される場所と条件についての

情報を含めることを推奨します。

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

[Description]フィールド

このポリシーをサーバプールに関連付ける場合は、ドロップダ

ウンリストから該当のプールを選択します。

[Target Pool]ドロップダウンリ
スト

このポリシーを 1つ以上の特定のサーバプールに関連付ける場
合は、これらのプールを識別するサーバプールの資格ポリシー

をドロップダウンリストから選択します。

[Qualification]ドロップダウン
リスト

ステップ 6 [OK]をクリックします。
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サーバプールポリシーの削除

手順

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

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

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

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

サーバプールポリシーの資格情報の設定

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

•電源のグループ

• CPUのコア数、タイプ、および設定

•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で

きます。

•自動構成ポリシー
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•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 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

ステップ 4 [Server Pool Policy Qualifications]ノードを右クリックし、[Create Server Pool Policy Qualification]を
選択します。

ステップ 5 [Create Server Pool Policy Qualification]ダイアログボックスに、ポリシーの一意の名前および説明
を入力します。

ステップ 6 （任意）このポリシーを使用して、アダプタ構成に基づいたサーバの資格認定を実行するには、

次の手順を実行します。

a) [Create Adapter Qualifications]をクリックします。
b) [Create Adapter Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

アダプタタイプ

アダプタの資格を保存すると、このタイプは変更できなくな

ります。

[Type]ドロップダウンリスト

アダプタ PIDが一致する正規表現[PID]フィールド

選択されたタイプの最大容量

容量を指定するには、[select]を選択し、目的の最大容量を入
力します。 1～ 65535の任意の整数を入力できます。

[Maximum Capacity]フィール
ド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 7 （任意）このポリシーを使用して、サーバが物理的に存在するシャーシに基づいたサーバの資格

認定を実行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Chassis/Server Qualifications]をクリックします。
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b) [Create Chassis and ServerQualifications]ダイアログボックスの [Chassis Qualifications]領域で、
次のフィールドに値を入力して使用するシャーシの範囲を指定します。

• [First Chassis ID]フィールド—このポリシーに関連付けられたサーバプールが使用できる
最初のシャーシ ID。

• [Number ofChassis]フィールド—プールに含めるシャーシの合計数（[FirstChassis ID]フィー
ルドで指定されたシャーシから始まります）。

例：

たとえば、シャーシ 5、6、7、および 8を使用する場合、[First Chassis ID]フィールドに 5を
入力し、[Number of Chassis]フィールドに 4を入力します。シャーシ 3だけを使用する場合、
[First Chassis ID]フィールドに 3を入力し、[Number of Chassis]フィールドに 1を入力します。

シャーシ 5、6、および 9を使用する場合、5～ 6の範囲のシャーシ/サーバ資格を作
成し、シャーシ 9には別の資格を作成します。必要に応じた数のシャーシ/サーバ資
格を作成できます。

ヒント

c) [Finish]をクリックします。

ステップ 8 （任意）このポリシーを使用して、サーバが物理的に存在するシャーシとスロットの両方に基づ

いたサーバの資格認定を実行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Chassis/Server Qualifications]をクリックします。
b) [Create Chassis and ServerQualifications]ダイアログボックスの [Chassis Qualifications]領域で、
次のフィールドに値を入力して使用するシャーシの範囲を指定します。

• [First Chassis ID]フィールド—このポリシーに関連付けられたサーバプールが使用できる
最初のシャーシ ID。

• [Number ofChassis]フィールド—プールに含めるシャーシの合計数（[FirstChassis ID]フィー
ルドで指定されたシャーシから始まります）。

c) [Server Qualifications]テーブルで、[Add]をクリックします。
d) [Create Server Qualifications]ダイアログボックスで次のフィールドに値を入力して、使用する
範囲のサーバの範囲を指定します。

• [First Slot ID]フィールド—このポリシーに関連付けられているサーバプールから取得で
きる最初のスロット ID。

• [Number of Slots]フィールド—このポリシーに関連付けられているサーバプールから取得
できるスロットの合計数。

e) [Finish Stage]をクリックします。
f) 別のスロットの範囲を追加するには、[Add]をクリックし、ステップ dおよび eを繰り返しま
す。

g) スロット範囲の指定を終了したら、[Finish]をクリックします。

ステップ 9 （任意）このポリシーを使用して、メモリ構成に基づいたサーバの資格認定を実行するには、次

の手順を実行します。
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a) [Create Memory Qualifications]をクリックします。
b) [Create Memory Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

必要な最小クロック速度（MHz）。[Clock]フィールド

許容される最大遅延（ナノ秒）。[Latency]フィールド

最小限必要なメモリ容量（メガバイト単位）。[Min Cap]フィールド

メモリの許容最大容量（メガバイト単位）。[Max Cap]フィールド

データバスの最小幅。[Width]フィールド

[Width]フィールドの値と関連付けられる測定単位。[Units]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 10 （任意）このポリシーを使用して、CPU/コア構成に基づいたサーバの資格認定を実行するには、
次の手順を実行します。

a) [Create CPU/Cores Qualifications]をクリックします。
b) [Create CPU/Cores Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

このポリシーが適用される CPUアーキテクチャ。[Processor Architecture]ドロッ
プダウンリスト

プロセッサ PIDが一致する必要のある正規表現。[PID]フィールド

最小限必要な CPUコアの数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連付けられたテキ
ストフィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[Min Number of Cores]フィー
ルド

CPUコアの許容最大数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連付けられたテキ
ストフィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[Max Number of Cores]フィー
ルド

最小限必要な CPUスレッドの数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連付けられたテキ
ストフィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[MinNumber of Threads]フィー
ルド
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説明名前

CPUスレッドの許容最大数。

容量を指定するには、[select]を選択し、関連付けられたテキ
ストフィールドに 1～ 65535の整数を入力します。

[MaxNumber of Threads]フィー
ルド

最小限必要な CPU速度。

容量を指定するには、[select]を選択し、CPUの最小速度を入
力します。

[CPU Speed]フィールド

最小限必要な CPUバージョン。

容量を指定するには、[select]を選択し、CPUの最大速度を入
力します。

[CPU Stepping]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 11 （任意）このポリシーを使用して、ストレージ構成および容量に基づいたサーバの資格認定を実

行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Storage Qualifications]をクリックします。
b) [Create Storage Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

使用可能なストレージがディスクレスである必要があるかど

うか。次のいずれかになります。

• [Unspecified]：いずれのストレージタイプも使用できま
す。

• [Yes]：ストレージはディスクレスである必要がありま
す。

• [No]：ストレージをディスクレスにすることはできませ
ん。

[Diskless]フィールド

最小限必要なブロック数。

容量を指定するには、[select]を選択してブロック数を入力し
ます。

[Number of Blocks]フィールド

最小限必要なブロックサイズ（バイト単位）。

容量を指定するには、[select]を選択してブロックサイズを入
力します。

[Block Size]フィールド
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説明名前

サーバ内のすべてのディスクにわたる最小ストレージ容量（メ

ガバイト単位）。

容量を指定するには、[select]を選択して最小ストレージ容量
を入力します。

[Min Cap]フィールド

ストレージの許容最大容量（メガバイト単位）。

容量を指定するには、[select]を選択して最大ストレージ容量
を入力します。

[Max Cap]フィールド

最小限必要なディスクあたりのストレージ容量（ギガバイト

単位）。

容量を指定するには、[select]を選択して各ディスクの最小容
量を入力します。

[Per Disk Cap]フィールド

ユニット数。

容量を指定するには、[select]を選択して目的のユニットを入
力します。

[Units]フィールド

c) [OK]をクリックします。

ステップ 12 （任意） このポリシーを使用して、サーバのモデルに基づいたサーバの資格認定を実行するに

は、次の手順を実行します。

a) [Create Server Model Qualifications]をクリックします。
b) [Create Server Model Qualifications]ダイアログボックスに、[Model]フィールドと一致する正規
表現を入力します。

c) [OK]をクリックします。

ステップ 13 （任意） このポリシーを使用して、電源のグループに基づいたサーバの資格認定を実行するに

は、次の手順を実行します。

a) [Create Power Group Qualifications]をクリックします。
b) [Create Power Group Qualifications]ダイアログボックスで、[Power Group]ドロップダウンリス
トから電源のグループを選択します。

c) [OK]をクリックします。

ステップ 14 （任意） このポリシーを使用して、関連付けられたサーバプールに追加できるラックマウント

サーバの資格認定を実行するには、次の手順を実行します。

a) [Create Rack Qualifications]をクリックします。
b) [Create Rack Qualifications]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

このポリシーに関連付けられているサーバプールから取得で

きる最初のラックマウントサーバスロット ID。
[First Slot ID]フィールド

このポリシーに関連付けられているサーバプールが取得でき

るラックマウントサーバスロットの合計数。

[Number of Slots]フィールド

ステップ 15 テーブル内の資格を確認し、必要に応じて修正します。

ステップ 16 [OK]をクリックします。

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

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

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

サーバプールポリシーの資格情報からの資格の削除

1つまたは複数の資格のセットを削除してサーバプールポリシーの資格情報を変更するには、こ
の手順を使用します。

手順

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

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

ステップ 4 変更するポリシーを選択します。

ステップ 5 [Work]ペインで、[Qualifications]タブを選択します。

ステップ 6 資格のセットを削除するには、次の手順を実行します。
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a) テーブルで、資格のセットを示す行を選択します。
b) この行を右クリックし、[Delete]を選択します。

ステップ 7 [Save Changes]をクリックします。

vNIC/vHBA 配置ポリシーの設定

vNIC/vHBA 配置ポリシー
vNIC/vHBA配置ポリシーは、次を判別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）がサーバ上の物理アダプタにどのように
マッピングされるか。

•どのタイプの vNICまたは vHBAが各 vConに割り当て可能か。

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 4つの vConが含まれていま
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配置ポリシーの vCons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またはラックサーバでは、Cisco UCSは、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では、Cisco UCSは、vCon1を Adapter1、
vCon2を Adapter2、vCon3を Adapter3、vCon4を Adapter4に割り当てます。

2つまたは 3つのアダプタを備えたブレードまたはラックサーバについて、Cisco UCS UCSは、
サーバのタイプ、および [Round Robin]または [Linear Ordered]である選択した仮想スロットマッ
ピングスキームに基づいて vConを割り当てます。使用可能なマッピングスキームに関する詳細
については、vConからアダプタへの配置, （58ページ）を参照してください。

Cisco UCSによって vConが割り当てられた後、各 vConの [Selection Preference]に基づいて vNIC
と vHBAが割り当てられます。これは次のいずれかになります。

• [All]：明示的に割り当てられているか、未割り当てであるか、または動的に割り当てられて
いるかどうかに関係なく、すべての設定済みの vNICと vHBAを vConに割り当てることが
できます。これはデフォルトです。

• [Assigned Only]：vNIC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
ロファイルまたは vNICまたは vHBAのプロパティを介して、vNICおよび vHBAを明示的に
割り当てることができます。

• [Exclude Dynamic]：ダイナミック vNICと vHBAを vConに割り当てることはできません。
vConは、未割り当てか、または明示的に割り当てられているかに関係なく、すべてのスタ
ティック vNICと vHBAに対して使用できます。
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• [Exclude Unassigned]：未割り当ての vNICと vHBAを 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ダイナミック vNICと vHBA、およびスタティック
vNICと vHBAに対して使用できます。

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、CiscoUCSManagerは、[Round
Robin]の vConマッピングスキームおよび [All]の vNIC/vHBA選択プリファレンスにデフォルト
で設定され、各アダプタの機能および相対容量に基づいてアダプタ間に vNICおよび vHBAを配
布します。

vCon からアダプタへの配置
Cisco UCSManagerは、サービスプロファイルのすべての vConをサーバ上の物理アダプタにマッ
ピングします。マッピングがどのように発生し、vConがサーバの特定のアダプタにどのように割
り当てられるかは、次の条件によって異なります。

•サーバのタイプ。 2枚のアダプタカード付きの N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレード
サーバは、他のサポートされているラック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数。

• vNIC/vHBA配置ポリシー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/vHBAの選択プリファレンスを設定して vNICおよび vHBAを vConに割り当てる場合は、
この配置を考慮する必要があります。

vConからアダプタへの配置は、アダプタの PCIEスロット番号には依存しません。 vCon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、サーバディス
カバリ中に割り当てられた IDです。

（注）

N20-B6620-2 および N20-B6625-2 ブレードサーバの vCon からアダプタへの配置
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバでは、2つのアダプタには左から右に番号が付
けられ、vConには右から左に番号が付けられます。いずれかのブレードサーバに単一のアダプ
タがある場合、Cisco UCSは、すべての vConをそのアダプタに割り当てます。サーバに 2つのア
ダプタがある場合、vConsの割り当ては、仮想スロットマッピングスキームによって異なりま
す。

• [Round Robin]：Cisco UCSは、vCon2と vCon4を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon3を
Adapter2に割り当てます。これはデフォルトです。

• [Linear Ordered]：Cisco UCSは、vCon3と vCon4を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon2を
Adapter2に割り当てます。
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その他すべてのサポートされているサーバの vCon からアダプタへの配置
N20-B6620-2および N20-B6625-2ブレードサーバ以外の Cisco UCSでサポートされているその他
すべてのサーバについて、vConの割り当ては、サーバのアダプタ数および仮想スロットマッピン
グスキームによって異なります。

1つのアダプタを持つブレードまたはラックサーバでは、Cisco UCSは、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では、Cisco UCSは、vCon1を Adapter1、
vCon2を Adapter2、vCon3を Adapter3、vCon4を Adapter4に割り当てます。

2つまたは 3つのアダプタを備えたブレードまたはラックサーバについて、Cisco UCSは、選択
した仮想スロットマッピングスキームに基づいて vConを割り当てます。この仮想スロットマッ
ピングスキームは、[Round Robin]または [Linear Ordered]です。

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

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

Adapter1Adapter1Adapter1Adapter11

Adapter2Adapter1Adapter2Adapter12

Adapter2Adapter3Adapter2Adapter13

Adapter4Adapter3Adapter2Adapter14

[Round Robin]は、デフォルトのマッピングスキームです。

表 2：リニア順のマッピングスキームを使用した vCon からアダプタへの配置

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

Adapter1Adapter1Adapter1Adapter11

Adapter2Adapter2Adapter1Adapter12

Adapter3Adapter3Adapter2Adapter13

Adapter4Adapter3Adapter2Adapter14

vNIC/vHBA から vCon への割り当て
Cisco UCS Manager vNIC/vHBA配置ポリシーを通して vConに vNICおよび vHBAを割り当てるた
めの 2つのオプション（明示的な割り当ておよび暗黙的な割り当て）を提供します。

Cisco UCS Manager GUI コンフィギュレーションガイドリリース 2.1    
   OL-28301-02-J 59

サーバ関連ポリシーの設定

vNIC/vHBA から vCon への割り当て



vNIC および vHBA の明示的な割り当て

明示的な割り当てでは、vCon、および vNICまたは vHBAが割り当てられるアダプタを指定しま
す。サーバのアダプタ間で vNICおよび vHBAが配布される方法を決定する必要がある場合は、
この割り当てオプションを使用します。

vCon、および関連付けられた vNICおよび vHBAを明示的な割り当てに設定するには、次の手順
を実行します。

• vCon設定を、いずれかの使用可能なオプションに設定します。 vNIC/vHBA配置ポリシー、
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vConを設定できます。vConが [All]
に設定されている場合も、その vConに vNICまたは vHBAを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または 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 Managerによって設定エラーが発生したことを示すメッセージが表示されます。

サービスプロファイルの関連付け中に、Cisco UCSManagerは、ポリシーの設定に応じて vNICお
よび vHBAを割り当てる前に、サーバ上の物理アダプタの数および機能に対して vNICおよび
vHBAの設定された配置を検証します。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
Manager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 の暗黙的な割り当て

暗黙的な割り当てでは、CiscoUCSManagerは、vCon、およびアダプタの機能とそれらの相対容量
に応じて vNICまたは vHBAが割り当てられるアダプタを判断します。 vNICまたは vHBAが割り
当てられるアダプタがシステム設定にとって重要でない場合は、この割り当てオプションを使用

します。

vConを暗黙的な割り当てに設定するには、次の手順を実行します。

• vCon設定を、[All]、[ExcludeDynamic]、または [ExcludeUnassigned]に設定します。vNIC/vHBA
配置ポリシー、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 vConを設定できま
す。

• vCon設定を [Assigned Only]に設定しないでください。暗黙的な割り当てをこの設定で実行
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 UCS Managerは、サーバ上の物理アダプタの数お
よび機能を確認し、それに従って 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、あるアダプタが別のアダプタよりも多くの 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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アダプタがそのサーバに対して設定されたvNICおよびvHBAの数をサポートしていない場合は、
Cisco UCS Manager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。

デュアルアダプタ環境における vNIC の暗黙的な割り当て

各スロットでアダプタカード付きのデュアルスロットサーバに暗黙的な vNICの割り当てを使用
すると、Cisco UCS Managerは、通常、次のように vNICと vHBAを割り当てます。

•サーバの両方のスロットに同じアダプタがある場合、Cisco UCS Managerは、vNICの半分お
よび 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アダプタおよび 1つの VICアダプタがある場合、Cisco UCS Manager
は、2つの vNICおよび 2つの vHBAを非 VICアダプタに割り当て、残りの vNICおよび
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 Managerは、2つのアダプタの
能力比に基づいて、vNICおよび vHBAを比例的に割り当てます。

次に、Cisco UCSManagerがサポートされているアダプタカードの異なる組み合わせで vNICおよ
び vHBAを割り当てる一般的な方法の例を示します。

• 4つの vNICを設定する場合で、サーバに 2つの Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711ア
ダプタ（それぞれに 2つの vNIC）が含まれている場合、Cisco UCS Managerは 2つの vNIC
を各アダプタに割り当てます。

• 50個の vNICを設定する場合にサーバに Cisco UCS CNA M72KR-Eアダプタ（2つの vNIC）
と Cisco UCS M81KR仮想インターフェイスカードアダプタ（128個の vNIC）が含まれてい
る場合、CiscoUCSManagerは 2つの vNICをCiscoUCSCNAM72KR-Eアダプタに割り当て、
48個の 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個の vNICを設定する場合で、サーバに Cisco UCSM81KR仮想インターフェイスカード
アダプタ（128個の vNIC）とCiscoUCSM82-8P仮想インターフェイスカードアダプタ（256
個の vNIC）が含まれている場合、Cisco UCS Managerは 50個の 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個の vNICを Cisco UCSM82-8P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
た場合は、この暗黙的な割り当てに対する例外が発生します。

（注）

1つのアダプタが vNICフェールオーバーをサポートしていない vNICファブリックフェールオー
バーを含む設定の場合、Cisco UCS Managerは、イネーブルにされたファブリックフェールオー
バーがあるすべてのvNICを、それらをサポートしているアダプタに暗黙的に割り当てます。ファ
ブリックフェールオーバー用に設定された vNICだけが含まれている設定の場合、vNICをサポー
トしていないアダプタに暗黙的に割り当てられる vNICはありません。一部の vNICがファブリッ
クフェールオーバー用に設定され、一部の vNICがそうでない場合、Cisco UCSManagerは上記の
比率に従って、すべてのフェールオーバー vNICを、それらをサポートしているアダプタに割り
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当て、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ていないアダプタに
割り当てます。

ダイナミック vNICが含まれている設定では、同じ暗黙的な割り当てが発生します。 Cisco UCS
Manager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。

vNIC/vHBA 配置ポリシーの作成

手順

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

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

ステップ 3 ポリシーを作成する組織のノードを展開します。

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

ステップ 4 [vNIC/vHBA Placement Policies]を右クリックし、[Create Placement Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create Placement Policy]ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
a) 次のフィールドに入力します。

説明名前

この配置ポリシーの名前。

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

また、オブジェクトを保存した後、この名前を変更すること

はできません。

[Name]フィールド
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説明名前

[Virtual Slot Mapping Scheme]
フィールド
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説明名前

Cisco UCSは、仮想ネットワークインターフェイス（vCon）
接続をサーバの PCIeアダプタカードに割り当てます。各
vConは、vNICおよび vHBAを割り当てることができる物理
アダプタの仮想表現です。

1つのアダプタを持つブレードまたはラックサーバでは、
Cisco UCSは、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では、Cisco UCSは、vCon1
を Adapter1、vCon2を Adapter2、vCon3を Adapter3、vCon4
を Adapter4に割り当てます。

2つまたは3つのアダプタを備えたブレードまたはラックサー
バについて、Cisco UCSは、選択した仮想スロットマッピン
グスキームに基づいて vConを割り当てます。次のいずれか
になります。

• [Round Robin]：2つのアダプタカード付きのサーバで
は、Cisco UCSは、vCon1と vCon3を Adapter1に割り当
て、次に vCon2と vCon4を Adapter2に割り当てます。

3つのアダプタカード付きのサーバでは、CiscoUCSは、
vCon1を Adapter1、vCon2と vCon4を Adapter2、vCon3
を Adapter3に割り当てます。

これはデフォルトのスキームです。

• [Linear Ordered]：2つのアダプタカード付きのサーバで
は、Cisco UCSは、vCon1と vCon2を Adapter1に割り当
て、次に vCon3と vCon4を Adapter2に割り当てます。

3つのアダプタカード付きのサーバでは、CiscoUCSは、
vCon1を Adapter1、vCon2を Adapter2に割り当て、次に
vCon3と vCon4を Adapter3に割り当てます。

N20-B6620-2およびN20-B6625-2ブレードサーバで
は、2つのアダプタには左から右に番号が付けられ、

（注）

vConには右から左に番号が付けられます。いずれ
かのブレードサーバに単一のアダプタがある場合、

CiscoUCSは、すべてのvConをそのアダプタに割り
当てます。サーバに 2つのアダプタがある場合、
vConsの割り当ては、仮想スロットマッピングス
キームによって異なります。

• [Round Robin]：Cisco UCSは、vCon2と vCon4
を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon3を
Adapter2に割り当てます。これはデフォルト
です。
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説明名前

[Linear Ordered]：CiscoUCSは、vCon3と vCon4
を Adapter1に割り当て、vCon1と vCon2を
Adapter2に割り当てます。

•

Cisco UCSによって vConが割り当てられた後、各 vConの
[Selection Preference]に基づいて vNICと vHBAが割り当てら
れます。

b) 各 [Virtual Slot]の [Selection Preference]カラムで、ドロップダウンリストから次のいずれかを
選択します。

• [All]：明示的に割り当てられているか、未割り当てであるか、または動的に割り当てられ
ているかどうかに関係なく、すべての設定済みの vNICと vHBAを vConに割り当てるこ
とができます。これはデフォルトです。

• [Assigned Only]：vNICと vHBAを vConに明示的に割り当てる必要があります。サービ
スプロファイルまたは vNICまたは vHBAのプロパティを介して、vNICおよび vHBAを
明示的に割り当てることができます。

• [ExcludeDynamic]：ダイナミック vNICと vHBAを vConに割り当てることはできません。
vConは、未割り当てか、または明示的に割り当てられているかに関係なく、すべてのス
タティック vNICと vHBAに対して使用できます。

• [Exclude Unassigned]：未割り当ての vNICと vHBAを 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ダイナミック vNICと vHBA、およびスタ
ティック vNICと vHBAに対して使用できます。

c) [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 [Navigation]ペインの [Servers]タブをクリックします。

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

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

ステップ 5 Cisco UCS Manager GUIに確認ダイアログボックスが表示されたら、[Yes]をクリックします。
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vCon への vNIC の明示的な割り当て

はじめる前に

次のいずれかの値を使用して、vNIC/vHBA配置ポリシーを介して、あるいはサービスプロファイ
ルで、vConsを設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

vConが [All]に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。ただし、この設定では制御性が低くなります。

手順

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

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

ステップ 3 明示的に vConに割り当てる vNICのサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開し
ます。

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

ステップ 4 [Service_Profile_Name] > [vNICs]の順に展開します。

ステップ 5 vConに明示的に割り当てる vNICをクリックします。

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

ステップ 7 [Virtual Host Interface Placement]セクションで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

vNICに対するユーザ指定の仮想ネットワークインターフェイ
ス接続（vCon）の配置。次のいずれかになります。

• [Any]：CiscoUCSManagerは、vNICが割り当てられる vCon
を決定できます。

• [1]：vNICを明示的に vCon1に割り当てます。

• [2]：vNICを明示的に vCon2に割り当てます。

• [3]：vNICを明示的に vCon3に割り当てます。

• [4]：vNICを明示的に vCon4に割り当てます。

[Desired Placement]ドロップダ
ウンリスト

サーバ上の vNICの実際の vConの割り当て。[Actual Assignment]フィールド
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vNICをそのタイプの vNICに設定されていない vConに割り当てようとすると、CiscoUCSManager
によって設定エラーが発生したことを示すメッセージが表示されます。 vNICを別の vConに割り
当てるか、サービスプロファイルの vCon設定を変更する必要があります。

ステップ 8 [Order]セクションで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

vNICに対するユーザ指定の PCIの順序。

0～ 128の整数を入力します。サーバに対して 128個を超える
vNICは作成できません。

[Desired Order]フィールド

サーバ上の vNICの実際の PCIの順序。[Actual Order]フィールド

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。

vCon への vHBA の明示的な割り当て

はじめる前に

次のいずれかの値を使用して、vNIC/vHBA配置ポリシーを介して、あるいはサービスプロファイ
ルで、vConsを設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

vConが [All]に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。ただし、この設定では制御性が低くなります。

手順

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

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

ステップ 3 明示的に vConに割り当てる vHBAのサービスプロファイルが含まれている組織のノードを展開
します。

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

ステップ 5 vConに明示的に割り当てる vHBAをクリックします。

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

ステップ 7 [Virtual Host Interface Placement]セクションで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

vHBA用のユーザ指定の仮想ネットワークイン
ターフェイス接続（vCon）の配置。次のいず
れかになります。

• [Any]：Cisco UCSManagerは、vHBAに割
り当てられる vConを決定できます。

• [1]：vHBAを明示的に vCon1に割り当て
ます。

• [2]：vHBAを明示的に vCon2に割り当て
ます。

• [3]：vHBAを明示的に vCon3に割り当て
ます。

• [4]：vHBAを明示的に vCon4に割り当て
ます。

[Desired Placement]フィールド

サーバ上の vHBAの実際の vConの割り当て。[Actual Assignment]フィールド

vHBAをそのタイプのvHBAに設定されていないvConに割り当てようとすると、CiscoUCSManager
によって設定エラーが発生したことを示すメッセージが表示されます。 vHBAを別の vConに割
り当てるか、サービスプロファイルの vCon設定を変更する必要があります。

ステップ 8 [Order]セクションで、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

vHBAに対するユーザ指定の PCIの順序。

0～ 128の整数を入力します。サーバに対して
128個を超える vHBAは作成できません。

[Desired Order]フィールド

サーバ上の vHBAの実際の PCIの順序。[Actual Order]フィールド

ステップ 9 [Save Changes]をクリックします。
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ダイナミック vNIC を配置する前のスタティック vNIC の配置
最適なパフォーマンスを得るには、PCIeバスでダイナミック vNICを配置する前に、スタティッ
ク vNICおよびスタティック vHBAを配置する必要があります。スタティック vNICは、スタ
ティック vNICおよびスタティック vHBAの両方を指します。 Cisco UCS Managerリリース 2.1
は、スタティック vNICとダイナミック vNICの順序に関して次の機能を提供します。

• Cisco UCS Managerリリース 2.1にアップグレードした後、既存のサービスプロファイル
（Cisco UCSManagerリリース 2.1より前のリリースで定義されたプロファイル）に対する変
更がない場合は、vNICの順序は変更されません。

• Cisco UCS Managerリリース 2.1にアップグレードした後、vNIC関連の変更によって vNIC
マップの順序が変更される場合があります。その結果、すべてのダイナミック vNICがスタ
ティック vNICの後に配置されます。

• CiscoUCSManagerリリース 2.1で新しく作成されたサービスプロファイルでは、スタティッ
ク vNICが常にダイナミック vNICの前の順序で配置されます。

•上記の動作は、スタティックvNICまたはダイナミックvNICの作成または削除のシーケンス
とは無関係です。

• SRIOV対応サービスプロファイルでは、UCSMは、対応する仮想関数（VF）の前に vNIC
物理関数（PF）を挿入します。このスキームにより、VFが PCIeバスの親 PF vNICの近くに
配置され、BDFsが VFの連続した増分順序になることが保証されます。

例

Cisco UCS Managerリリース 2.0の最初のデバイスの順序。
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2

Cisco UCS Managerリリース 2.0の新しいデバイスの順序（2つのスタティック vNICを追加）。
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4

Cisco UCS Managerリリース 2.1にアップグレードした後（サービスプロファイルに対する vNIC
関連の変更前）。
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2
eth-vNIC-1 3
eth-vNIC-2 4

Cisco UCS Managerリリース 2.1の新しいデバイスの順序（ポリシー数を 2から 4に変更すること
によって 2つのダイナミック vNICを追加）。
dyn-vNIC-1 3
dyn-vNIC-2 4
eth-vNIC-1 1
eth-vNIC-2 2
dyn-vNIC-3 5
dyn-vNIC-4 6
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多機能 PCIe デバイスとしてのダイナミック vNIC

Cisco UCS Managerバージョン 2.1は、0機能デバイス（各スタティック vNIC用の新しい BUS）
としてスタティック vNICをプロビジョニングします。多機能ダイナミック vNICは、最後のスタ
ティック vNIC/vHBAの配置後に新しいバススロットから配置されます。

Cisco UCS Managerバージョン 2.1は、新しい StaticZeroモードをサポートします。（注）

表 3：バージョンの互換性

Cisco UCS Manager

バージョン 2.1
スキーム：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

バージョン 2.0
スキーム：
ZeroFunction/MultiFunction

バージョン 1.4
スキーム：ZeroFunction

スタティック vNICまたは PF
は、バス [0-57]、機能 [0]にあ
ります。 SRIOV：対応するVF
は同一バスおよび機能 [1-255]
にあります。No-SRIOV：ダイ
ナミック vNICはバス [0-57]、
機能 [0-7]にあります。
< StaticZeroモード >

静的 vNICおよびダイナミック
vNICは、バス [0-57]、機能
[0-7]にあります。バス 0、機
能 0
バス 0、機能 7

バス 1、機能 0

< MultiFunctionモード >

すべてのスタティック vNICお
よびダイナミック vNICは、バ
ス [0-57]、機能 [0]にありま
す。

< ZeroFunctionモード >

Balboaからのアップグレード
は、バス <= 57まで BDF
（ZeroFunctionモードのまま）
の番号を付け直すことはしませ

ん。デバイスが 58またはプ
ラットフォーム固有の最大PCle
バス番号を超えるか、SRIOV
設定に変更されると、StaticZero
モードに切り替わります。

Balboaからのアップグレード
は、バス <= 57まで BDF
（ZeroFunctionモードのまま）
の番号を付け直すことはしませ

ん。

デバイスが 58を超えると、
MultiFunctionモードに切り替わ
ります。

Cisco UCS Managerバージョン
2.0からのアップグレードは、
BDF（ZeroFunction /
MultiFunctionモードのまま）の
番号を付け直すことはしませ

ん。デバイスが 58またはプ
ラットフォーム固有の最大PCle
バス番号を超えるか、SRIOV
設定に変更されると、StaticZero
モードに切り替わります。

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