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ブートポリシー
Cisco UCS Manager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、Cisco UCS Manager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んでいる、更新中のサービスプロ

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

動的にトリガーされます。

（注）

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イ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き換えします。これにより、BIOS
は従来のサポートを提供しながら、UEFIモード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際は、レガシーブートモードまたは 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、ユーザは UEFIセキュアブート
モードを有効にすることができます。

UEFIブートモードには以下の制限が適用されます。

• UEFIブートモードは、Cisco UCS BシリーズM3およびM4ブレードサーバと、Cisco UCS
Cシリーズ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 Manager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 Manager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 Managerと統合された Cisco UCSラックサーバ上の Broadcomアダプタに対
する iSCSIブート。

•同じサーバでUEFIブートモード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。

•ブートポリシーに設定されているブートデバイスにUEFI対応オペレーティングシステムが
インストールされている場合にのみ、サーバは UEFIモードで正常に起動します。互換性の
ある OSが存在しない場合、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。

•ごくまれですが、UEFIブートマネージャエントリがBIOSNVRAMに正しく保存されなかっ
たため、UEFIブートが成功しない場合があります。 UEFIシェルを使用すると、UEFIブー
トマネージャエントリを手動で入力することができます。この状況は、以下の場合に発生

する可能性があります。
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◦ UEFIブートモードが有効になっているブレードサーバをサービスプロファイルとの関
連付けから解除し、[Equipment]タブまたは前面パネルを使用して、手動でそのブレー
ドサーバに電源を投入した場合。

◦ UEFIブートモードが有効になっているブレードサーバをサービスプロファイルとの関
連付けから解除し、VICファームウェアの直接アップグレードを試みた場合。

◦ UEFIブートモードが有効になっているブレードサーバまたはラックサーバをSANLUN
から起動し、サービスプロファイルを移行した場合。

UEFI セキュアブート
Cisco UCSManagerは、Cisco UCSBシリーズM3およびM4ブレードサーバでUEFIセキュアブー
トをサポートします。 UEFIセキュアブートを有効にすると、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、そのイメージに Cisco認証局（CA）またはMicrosoft CAによる署名が必要です。

UEFIセキュアブートには次の制限が適用されます。

• UEFIブートモードは、ブートポリシーで有効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以降である必要が
あります。

•ユーザにより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、複数のサービスプロファイルまたはサービスプ

ロファイルテンプレートに含むことの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。

はじめる前に

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

カルディスクを最初に削除する必要があります。
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これは、Cisco UCS M3およびM4サーバには適用されません。（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組

織モードに入るには、「/」をorg-nameとして入力し
ます。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作成し、

組織ブートポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # create
boot-policy policy-name
[purpose {operational |
utility}]

ステップ 2   

ブートポリシーを作成する場合、operationalオプ
ションを指定します。これにより、サーバは、サー

バにインストールされているオペレーティングシス

テムからブートするようにします。 utilityオプショ
ンは予約されており、シスコの担当者が指示した場

合にのみ使用するようにします。

（任意）

ブートポリシーの説明を記入します。

UCS-A /org/boot-policy # set
descr description

ステップ 3   

説明にスペース、特殊文字、または句読点

が含まれている場合、説明を引用符で括る

必要があります。引用符は showコマンド
出力の説明フィールドには表示されませ

ん。

（注）

このブートポリシーを使用するサーバが、ブート順

序の変更後に自動的に再起動されるかどうかを指定

します。

UCS-A /org/boot-policy # set
reboot-on-update {no | yes}

ステップ 4   

[yes]を選択すると、CiscoUCSManagerは設定エラー
を表示し、[Boot Order]テーブルにリストされた 1つ

UCS-A /org/boot-policy # set
enforce-vnic-name {no | yes}

ステップ 5   

以上のvNIC、vHBA、iSCSI、vNICがサーバプロファ
イル内のサーバ設定に一致するかどうかをレポート

します。

[no]を選択すると、Cisco UCSManagerはサービスプ
ロファイルからvNIC、vHBA、または iSCSI vNIC
（ブートオプションに適切なもの）を使用します。

このブートポリシーを使用するサーバが UEFIまた
はレガシーブートモードを使用するかどうかを指定

します。

UCS-A /org/boot-policy # set
boot-mode {legacy | uefi}

ステップ 6   

   Cisco UCS Manager CLI コンフィギュレーションガイド、リリース 2.2
4 OL-31133-02   

サーバブートの設定

ブートポリシーの作成



目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A /org/boot-policy #
commit-buffer

ステップ 7   

指定したブートポリシーでブートセキュリティモー

ドを開始します。

UCS-A /org/boot-policy #
create boot-security

ステップ 8   

セキュアブートがブートポリシーに対してイネーブ

ルにするかを指定します。

UCS-A
/org/boot-policy/boot-security
# set secure-boot {no | yes}

ステップ 9   

トランザクションをシステムの設定にコミットしま

す。

UCS-A
/org/boot-policy/boot-security
# commit-buffer

ステップ 10   

以下の例では、boot-policy-LANという名前のブートポリシーを作成し、このポリシーを使用する
サーバがブート順序が変更されたときに自動的にリブートされないよう指定し、UEFIブートモー
ドを設定し、UEFIブートセキュリティをイネーブルにし、トランザクションをコミットする方
法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy-LAN purpose operational
UCS-A /org/boot-policy* # set descr "Boot policy that boots from the LAN."
UCS-A /org/boot-policy* # set reboot-on-update no
UCS-A /org/boot-policy* # set boot-mode uefi
UCS-A /org/boot-policy* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy # create boot-security
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # set secure-boot yes
UCS-A /org/boot-policy/boot-security* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/boot-security #

次の作業

次の 1つ以上のオプションをブートポリシーに設定し、ブート順序を設定します。

• LAN Boot：中央集中型プロビジョニングサーバからブートします。これは、このサーバか
ら、別のサーバ上にオペレーティングシステムをインストールするためによく使用されま

す。

LAN Bootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用 LANブートポリシー設定, （
9ページ）に進みます。

• SANBoot：SANのオペレーティングシステムイメージからブートします。プライマリおよ
びセカンダリ SANブートを指定できます。プライマリブートが失敗した場合、サーバはセ
カンダリからのブートを試行します。

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ブートポリシーの使用
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。
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SAN Bootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用 SANブートポリシー設定, （7
ページ）に進みます。

• VirtualMediaBoot：サーバへの物理CDの挿入を模倣します。これは通常、サーバ上にオペ
レーティングシステムを手動でインストールする場合に使用されます。

Virtual Media Bootオプションを選択した場合は、ブートポリシー用仮想メディアブートポ
リシー設定, （14ページ）に進みます。

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

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

ヒント

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

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）
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ブートポリシー用 SAN ブートポリシー設定

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

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

ヒント

この手順は、ブートポリシーの作成から直接続いています。

はじめる前に

SANブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

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

てのローカルディスクを最初に削除する必要があります。

これは、Cisco UCS M3およびM4サーバには適用されません。

（注）

リリース 2.2以降では、すべての SANブート関連 CLIコマンドが SANスコープに移動されてい
ます。 org/boot-policy/sanまたは org/service-profile/boot-definition/sanの代わりにストレージス
コープ下のSANブートを使用する以前のリリースからの既存のスクリプトは、更新する必要があ
ります。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート

組織モードに入るには、「/」をorg-nameとして入
力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポリシー

モードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーのSANブートを作成し、組織ブー
トポリシーストレージモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy # create
san

ステップ 3   

SANブートのブート順序を設定します。 1～ 16
の整数を入力します。

UCS-A /org/boot-policy/san # set
order order_number

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

SANイメージの場所を作成し、san-imageオプショ
ンが指定されている場合、組織ブートポリシーの

ストレージ SANイメージモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/san #
create san-image {primary |
secondary}

ステップ 5   

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバの拡張
ブート順序を使用している場合は、定義されたブー

ト順序が使用されます。標準ブートモードでは、

「プライマリ」、「セカンダリ」という用語が使

用されている場合これはブート順序を示すもので

はありません。同じデバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャン順序により決定
されます。

SANブートに使用される vHBAを指定します。UCS-A
/org/boot-policy/ssn/san-image #
set vhba vhba-name

ステップ 6   

プライマリまたはセカンダリ SANブートパスを
作成し、組織ブートポリシーの SANパスモード
を開始します。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image #
create path {primary | secondary}

ステップ 7   

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバの拡張
ブート順序を使用している場合は、定義されたブー

ト順序が使用されます。標準ブートモードでは、

「プライマリ」、「セカンダリ」という用語が使

用されている場合これはブート順序を示すもので

はありません。同じデバイスクラス内での実際の

ブート順序は、PCIeバススキャン順序により決定
されます。

ブートイメージへの SANパスに使用される LUN
またはWWNを指定します。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path
# set {lun lun-id | wwn wwn-num}

ステップ 8   

トランザクションをシステムの設定にコミットし

ます。

UCS-A
/org/boot-policy/san/san-image/path
# commit-buffer

ステップ 9   

次の例は、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーに入り、ポリシーの SANブートを作成
し、ブート順序を 1に設定し、vHBA2という名前の vHBAを使用し、LUN 0を使用してプライマ
リパスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy # create san
UCS-A /org/boot-policy/san* # set order 1
UCS-A /org/boot-policy/san* # create san-image primary
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image* # create path primary
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UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/san/san-image/path #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1用の SANブートを作成し、ブート順序を 1に設定
し、プライマリ SANイメージを作成し、vHBA2という名前の vHBAを使用し、LUN 0を使用し
てプライマリパスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create san
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san* # create san-image primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # set vhba vHBA2
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image* # create path primary
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # set lun 0
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/san/san-image/path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

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

はじめる前に

LANブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポ

リシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy
policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーの LANブートを作成し、組
織ブートポリシーLANモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy # create lanステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

LANブートのブート順序を指定します。UCS-A /org/boot-policy/lan # set
order {1 | 2 | 3 | 4}

ステップ 4   

プライマリまたはセカンダリ LANブートパ
スを作成し、組織ブートポリシーの LANパ
スモードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/lan # create
path {primary | secondary}

ステップ 5   

ブートイメージへの LANパスとして vNIC
を使用するよう指定します。

UCS-A /org/boot-policy/lan/path #
set vnic vnic-name

ステップ 6   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org/boot-policy/lan/path #
commit-buffer

ステップ 7   

次の例は、lab2-boot-policyというブートポリシーに入り、ポリシーにLANブートを作成し、ブー
ト順序を 2に設定し、vNIC1および vNIC2という名前の vNICを使用するプライマリとセカンダ
リのパスを作成し、トランザクションをコミットします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab2-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create lan
UCS-A /org/boot-policy/lan* # set order 2
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path primary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC1
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # exit
UCS-A /org/boot-policy/lan* # create path secondary
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # set vnic vNIC2
UCS-A /org/boot-policy/lan/path* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/lan/path #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

ローカルデバイスブート
Cisco UCS Managerでは、異なるローカルデバイスから起動することができます。

Cisco UCS M3およびM4ブレード/ラックサーバで拡張ブート順序を使用する場合は、最上位
と第 2レベルの両方のブートデバイスを選択できます。標準のブート順序を使用している
Cisco UCSM1とM2のブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルのブートデバイ
スのみを選択できます。

（注）

ローカルディスクブート

サーバにローカルドライブがある場合は、ブートポリシーを設定して、最上位のローカルディ

スクデバイスまたは以下の第 2レベルのデバイスからサーバを起動できます。
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10 OL-31133-02   

サーバブートの設定

ローカルデバイスブート



•ローカル LUN

• SDカード

•内蔵 USB

•外部 USB

第 2レベルのデバイスは、Cisco UCS M3およびM4ブレード/ラックサーバで拡張ブート順序
を使用する場合にのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1とM2
のブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルの [Add Local Disk]のみを選択できま
す。

（注）

仮想メディアブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできる仮想メディアデバイスから 1つ以上の
サーバを起動できます。仮想メディアデバイスは、物理 CD/DVDディスク（読み取り専用）ま
たはフロッピーディスク（読み取り書き込み）のサーバへの挿入を疑似的に実行します。このタ

イプのサーバブートは、通常、サーバに手動でオペレーティングシステムをインストールするた

めに使用されます。

第 2レベルのデバイスは、Cisco UCS M3およびM4ブレード/ラックサーバで拡張ブート順序
を使用する場合にのみ使用できます。標準のブート順序を使用している Cisco UCS M1とM2
のブレードサーバとラックサーバの場合、トップレベルの [Add CD/DVD]または [Add Floppy]
のみを選択できます。

（注）

リモート仮想ドライブのブート

ブートポリシーを設定して、サーバからアクセスできるリモート仮想ドライブから 1つ以上の
サーバを起動できます。

ブートポリシー用ローカルディスクブートポリシー設定

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

ポリシーを作成することもできます。しかし、複数のサービスプロファイルまたはサービスプ

ロファイルテンプレートに含むことの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。

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、セカンダリブー

トデバイスとして、仮想メディアブートを追加できます。
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リリース 2.2以降では、ブート順序にトップレベルのローカルストレージデバイスを追加す
るには、create localコマンドの後に create local-anyを使用します。ローカルストレージデバ
イスを含む以前のリリースからのポリシーがある場合は、それらはアップグレード中に local-any
を使用するように変更されます。

（注）

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステッ

プ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブート

ポリシーモードを開始します。

UCS-A /org # scope boot-policy policy-nameステッ

プ 2   

ブートポリシーのストレージブートを作

成し、組織ブートポリシーストレージ

モードを開始します。

UCS-A /org/boot-policy # create storageステッ

プ 3   

ローカルストレージ場所を作成し、ブー

トポリシーのローカルストレージモー

ドを開始します。

UCS-A /org/boot-policy/storage # create localステッ

プ 4   

ローカルストレージのタイプを指定しま

す。次のいずれかになります。

UCS-A /org/boot-policy/storage/local/ # create
{local-any | local-lun | sd-card | usb-extern |
usb-intern }

ステッ

プ 5   

• [local-any]：ローカルストレージデ
バイスのタイプ。このオプション

は、レガシーまたは UEFIのブート
モードで使用できます。

標準のブート順序を使用し

ている Cisco UCS M1およ
びM2のブレードサーバお
よびラックサーバのみが

local-anyを使用できます。

（注）

• [local-lun]：ローカルのハードディス
クドライブ。

• [sd-card]：SDカード。

• [usb-extern]：外部 USBカード。

• [usb-intern]：内部 USBカード。
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目的コマンドまたはアクション

Cisco UCSM3およびM4ブレード/ラック
サーバで拡張ブート順序を使用する場合

は、最上位と第 2レベルの両方のブート
デバイスを選択できます。標準のブート

順序を使用している Cisco UCS M1とM2
のブレードサーバとラックサーバの場

合、トップレベルのブートデバイスのみ

を選択できます。

指定したローカルストレージデバイスの

ブート順序を設定します。 1～ 16の整数
を入力します。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# set order order_number

ステッ

プ 6   

Cisco UCS M3サーバ、またはM4サーバ
の拡張ブート順序を使用している場合は、

定義されたブート順序が使用されます。

標準ブートモードでは、「プライマ

リ」、「セカンダリ」という用語が使用

されている場合これはブート順序を示す

ものではありません。同じデバイスクラ

ス内での実際のブート順序は、PCIeバス
スキャン順序により決定されます。

トランザクションをシステムの設定にコ

ミットします。

UCS-A
/org/boot-policy/storage/local/local-storage-device
# commit-buffer

ステッ

プ 7   

次の例では、lab1-boot-policyという名前のブートポリシーを作成し、そのポリシーのローカル
ハードディスクドライブのブートを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコ
ミットする方法を示します。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab1-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create storage
UCS-A /org/boot-policy/storage* # create local
UCS-A /org/boot-policy/storage/local* # create local-lun
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card* # commit-buffer
UCS-A /org/boot-policy/storage/local/sd-card #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1のローカル SDカードブートを作成し、ブート順序
を 3に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create sd-card
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # set order 3
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UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local #

次の例では、サービスプロファイル SP_lab1のトップレベルのローカルドライブブートを作成
し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコミットする例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope service-profile SP_lab1
UCS-A /org/service-profile # create boot-definition
UCS-A /org/service-profile/boot-definition* # create storage
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage* # create local
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local* # create local-any
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # set order 3
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any* # commit-buffer
UCS-A /org/service-profile/boot-definition/storage/local/local-any #

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。

ブートポリシー用仮想メディアブートポリシー設定

仮想メディアでは、USBを有効にする必要があります。 USBの機能に影響する BIOS設定を
変更した場合は、仮想メディアにも影響します。したがって、最適なパフォーマンスを実現

するためには、次の USB BIOSをデフォルト設定のままにしておくことをお勧めします。

（注）

• [Make Device Non Bootable]：[disabled]に設定します。

• [USB Idle Power Optimizing Setting]：[high-performance]に設定します。

はじめる前に

仮想メディアブート設定を含めるブートポリシーを作成します。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。ルート組織

モードに入るには、「/」をorg-nameとして入力します。
UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーの組織ブートポリシーモー

ドを開始します。

UCS-A /org # scope
boot-policy policy-name

ステップ 2   

ブートポリシーの指定仮想メディアブートを作成し、

組織ブートポリシーの仮想メディアモードを開始しま

す。次のいずれかになります。

UCS-A /org/boot-policy #
create virtual-media
{read-only | read-only-local |
read-only-remote | read-write

ステップ 3   

• [read-only]：ローカルまたはリモートCD/DVD。こ
のオプションは、レガシーまたは UEFIのブート
モードで使用できます。

| read-write-drive |
read-write-local |
read-write-remote}
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目的コマンドまたはアクション

• [read-only-local]：ローカル CD/DVD。

• [read-only-remote]：リモート CD/DVD。

• [read-write]：ローカルまたはリモートフロッピー
ディスクドライブ。このオプションは、レガシー

または UEFIのブートモードで使用できます。

• [read-write-drive]：リモート USBドライブ。

• [read-write-local]：ローカルフロッピーディスクド
ライブ。

• [read-write-remote]：リモートフロッピーディスク
ドライブ。

CiscoUCSM3およびM4ブレード/ラックサー
バで拡張ブート順序を使用する場合は、最上

位と第 2レベルの両方のブートデバイスを選
択できます。標準のブート順序を使用してい

る Cisco UCS M1とM2のブレードサーバと
ラックサーバの場合、トップレベルのブート

デバイスのみを選択できます。

（注）

仮想メディアブートのブート順序を設定します。 1～
16の整数を入力します。

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media
# set order order_number

ステップ 4   

トランザクションをシステムの設定にコミットします。UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media
# commit-buffer

ステップ 5   

次の例では、lab3-boot-policyという名前のブートポリシーを開始し、CD/DVD仮想メディアブー
トを作成し、ブート順序を 3に設定し、トランザクションをコミットする方法を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # scope boot-policy lab3-boot-policy
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media read-only-local
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # set order 3
UCS-A /org/boot-policy/virtual-media* # commit-buffer

次の作業

ブートポリシーをサービスプロファイルとテンプレートのうち一方、または両方に含めます。
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CIMC vMedia 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、複数のサービスプロファイルまたはサービスプ

ロファイルテンプレートに含むことの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。

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードに入るには、「/」を
org-nameとして入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

ブートポリシーを指定されたポリシー名で作

成し、組織ブートポリシーモードを開始し

ます。

UCS-A /org # create boot-policy
policy-name

ステップ 2   

アクセスと起動が可能なローカルおよびリ

モートのデバイスのリストを表示します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media ?

ステップ 3   

アクセスと起動が可能なローカルおよびリ

モートのデバイスのリストを表示します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media {access |
vMediaMappingName}

ステップ 4   

指定した vMediaに対する vMediaブートデバ
イス構成を作成します。

UCS-A /org/boot-policy* # create
virtual-media
read-write-remote-drive
vMediaMap0}

ステップ 5   

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
commit-buffer

ステップ 6   

次のブート順序を表示します。

ブート仮想メディア：

UCS-A
/org/boot-policy/virtual-media* #
show detail expand

ステップ 7   

順序：1

アクセス：読み取り/書き込みリモートvMedia
ドライブ

名前：vmediaMap0

次に、CIMC vMediaブートポリシーを作成する例を示します。
UCS-A# scope org /
UCS-A /org* # create boot-policy boot-policy vm-vmediamap-boot
UCS-A /org/boot-policy* # create virtual-media
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CIMC vMedia マウントの表示

手順

目的コマンドまたはアクション

指定サーバのシャーシサーバモード

を開始します。

UCS-A# scope server chassis_id/blade_idステップ 1   

CIMCモードを開始します。UCS-A# /chassis/server # scope cimcステップ 2   

vMediaマッピングの詳細を表示しま
す。

UCS-A /chassis/server/cimc # show
vmedia-mapping-list detail expand

ステップ 3   

次に、CIMC vMediaのマウントを表示する例を示します。
UCS-A# scope server 1/2
UCS-A /chassis/server # scope cimc
UCS-A /chassis/server/cimc # show vmedia-mapping-list detail expand

vMedia Mapping List:
vMedia Mapping:
Disk Id: 1
Mapping Name: cdd
Device Type: Cdd
Remote IP: 172.31.1.167
Image Path: cifs
Image File Name: ubunt-14.11-desktop-i386.iso
Mount Protocol: Cifs
Mount Status: Mounted
Error: None
Password:
User ID: Adminstrator

UCS-A /chassis/server/cimc #

ブートポリシーの削除

手順

目的コマンドまたはアクション

指定した組織の組織モードを開始します。

ルート組織モードを開始するには、org-name
に /と入力します。

UCS-A# scope org org-nameステップ 1   

指定されたブートポリシーを削除します。UCS-A /org # delete boot-policy
policy-name

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トランザクションをシステムの設定にコミッ

トします。

UCS-A /org # commit-bufferステップ 3   

次の例では、boot-policy-LANという名前のブートポリシーを削除し、トランザクションをコミッ
トします。

UCS-A# scope org /
UCS-A /org # delete boot-policy boot-policy-LAN
UCS-A /org* # commit-buffer
UCS-A /org #
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