
サーバ関連ポリシーの設定

この章の内容は、次のとおりです。

• BIOSの設定, 1 ページ

• CIMCセキュリティポリシー, 30 ページ

• ローカルディスク設定ポリシーの設定, 33 ページ

• スクラブポリシーの設定, 44 ページ

• DIMMエラー管理の設定, 46 ページ

• Serial over LANポリシーの設定, 49 ページ

• サーバ自動構成ポリシーの設定, 50 ページ

• サーバディスカバリポリシーの設定, 52 ページ

• サーバ継承ポリシーの設定, 54 ページ

• サーバプールポリシーの設定, 56 ページ

• サーバプールポリシーの資格情報の設定, 58 ページ

• vNIC/vHBA配置ポリシーの設定, 65 ページ

• CIMCマウント vMedia, 80 ページ

BIOS の設定

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。
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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 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。

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、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）

メイン BIOS 設定
次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトのBIOS設定を介して行うことができるメインサーバ
の BIOS設定を示しています。

説明名前

1つ以上の BIOS設定を変更した後にサーバをリブート
するタイミング。

この設定を有効にした場合は、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。

この設定を有効にしない場合は、別のサーバ設定の変更

によるリブートであれ手動によるリブートであれ、次回

サーバがリブートされるまで BIOSの変更は適用されま
せん。

[Reboot on BIOS Settings Change]
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説明名前

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。

• [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、電力が復帰したときにサーバが

実行する動作を決定します。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。

• [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]
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説明名前

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]

プロセッサの BIOS 設定
次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができるプロセッサの
BIOS設定を示しています。

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。

• [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]
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説明名前

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。

• [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]

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]
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説明名前

パッケージ内の論理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すると、ハイパースレッ

ディング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でマルチプロ
セッシングを有効にします。

• [1]～ [10]：サーバで実行可能な論理プロセッサコ
アの数を指定します。マルチプロセッシングをディ

セーブルにし、サーバ上で動作する論理プロセッサ

コアを 1つだけにするには、[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]

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。

• [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]
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説明名前

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。

• [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)]

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。

• [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]
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説明名前

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でもハイパフォー
マンス状態のままになります。

• [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。

• [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ステートになったときに、プロセッサが最小周波数に
移行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ステート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ステートで節約される電力量が最
大になります。

• [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。

[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]メニューではこれらの
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]：M3サーバの場合、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サーバの場合は、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。

• [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]

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変数に対して指定された数を使
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]
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説明名前

APICアーキテクチャの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機能をサポート
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。

• [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]

Intel Directed I/O の BIOS 設定
次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができる Intel Directed
I/Oの BIOS設定を示しています。

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。

• [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、このオプションを有効にする必要があり

ます。

（注）

[VT for Directed IO]
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説明名前

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]

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]
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説明名前

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。

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。

• [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]
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説明名前

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]

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]
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説明名前

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。DIMMのランク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。

• [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]

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]

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]
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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。

• [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。

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。

• [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]
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説明名前

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。

• [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]

USB EHCI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。

• [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]
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説明名前

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 Access Lock]

PCI 設定の BIOS 設定
次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができる PCI設定の
BIOS設定を示しています。

説明名前

システム設定に応じて、PAE非対応のオペレーティング
システムのメモリ使用量をBIOSで 4GB以下に最大化す
るかどうか。次のいずれかになります。

• [disabled]：メモリ使用量を最大化しません。 PAE
対応のオペレーティングシステムすべてに対してこ

のオプションを選択します。

• [enabled]：PAE非対応のオペレーティングシステム
に対して、メモリ使用量を 4 GB以下に最大化しま
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]
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説明名前

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。

• [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
次の表は、BIOSポリシーまたはデフォルトの BIOS設定を介して行うことができるブートオプ
ションの BIOS設定を示しています。

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。

• [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]
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説明名前

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。

• [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 SAS Entry RAIDモジュールをどのように設定する
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。

• [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]

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。

• [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。
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[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]

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。

• [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]
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説明名前

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]：サーバのブートにかかる時間をトラッキ
ングするためにウォッチドッグタイマーは使用され

ません。

• [enabled]：サーバのブートにかかる時間をウォッチ
ドッグタイマーでトラッキングします。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。

• [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]

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のブート中にウォッチドッグタイマー
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
ルにした場合にだけ利用できます。

[OS Boot Watchdog Timer Timeout
Policy]
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説明名前

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。

• [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]：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。

• [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]：RTS/CTSがフロー制御に使用されます。

• [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]：ボーレート 9600が使用されます。

• [19200]：ボーレート 19200が使用されます。

• [38400]：ボーレート 38400が使用されます。

• [57600]：ボーレート 57600が使用されます。

• [115200]：ボーレート 115200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。

• [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、レガシーなオペ

レーティングシステムから認識されません。

• [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、レガシーなオペ

レーティングシステムから認識できます。

• [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。

[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、Cisco UCS Manager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 UCS Manager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。 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、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 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ポリシーはインクルードされま
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）

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 [名前]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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用で
きません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前を変更することはできません。
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ステップ 6 [Create BIOS Policy]ウィザードで、次の手順を実行して BIOS設定を実行します。
a) BIOS設定を変更する場合は、該当するオプションボタンをクリックするか、ドロップダウン
リストから適切な項目を選択します。

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：メイン 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の BIOS設定, （11ページ）

• [RAS Memory]ページ： RASメモリの BIOS設定, （13ページ）

• [Serial Port]ページ：シリアルポートの BIOS設定, （16ページ）

• [USB]ページ： USBの BIOS設定, （16ページ）

• [PCI Configuration]ページ： PCI設定の BIOS設定, （18ページ）

• [Boot Options]ページ：ブートオプションの BIOS設定, （19ページ）

• [Server Management]ページ：サーバ管理 BIOS設定, （20ページ）

b) 次のページに移動するには、[Next]をクリックします

ステップ 7 ポリシーの BIOS設定すべてが完了したら、[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。

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。

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 [BIOS Defaults]を展開して、デフォルトの BIOS設定を変更するサーバのモデル番号を選択しま
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デフォルトの BIOS設定を変更します。
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。すべての BIOS設定がサーバの各タイプに使用できるわけではありません。

• [Main]タブ：メイン 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の BIOS設定, （11ページ）

◦ [RAS Memory]サブタブ： RASメモリの BIOS設定, （13ページ）

◦ [Serial Port]サブタブ：シリアルポートの BIOS設定, （16ページ）

◦ [USB]サブタブ： USBの BIOS設定, （16ページ）

◦ [PCI Configuration]サブタブ： PCI設定の BIOS設定, （18ページ）

• [Boot Options]タブ：ブートオプションの BIOS設定, （19ページ）

• [Server Management]タブ：サーバ管理 BIOS設定, （20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、見出しの右側にある [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あります。
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CIMC セキュリティポリシー
Cisco UCS Managerは、セキュリティを強化するために次のポリシーを提供しています。

• KVM管理ポリシー

• IPMIアクセスプロファイル

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 Access Profiles]を右クリックし、[Create IPMI Access Profile]を選択します。

ステップ 5 [Create IPMI Access 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) [IPMI Over LAN]フィールドで、リモート接続を許可するか、禁止するかを選択します。
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c) [OK]をクリックします。

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

ステップ 7 [Create IPMI User]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 IPMIプロファイルと関連付けるユーザ名。

1～ 16文字の英数字を入力します。「@」（アットマー
ク）、「_」（アンダースコア）、「-」（ハイフン）も使用
できます。プロファイルの保存後は、この名前を変更できま

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。

1～ 20文字の標準 ASCII文字を入力します（ただし、「=」
（等号）、「$」（ドル記号）、「|」（縦棒）は除く）。

[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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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。

KVM 管理ポリシー
このポリシーを使用して、KVM経由でサーバにアクセスするときに vMedia暗号化を有効にする
かどうかを指定できます。

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。

KVM 管理ポリシーの作成

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 [KVM Management Policies]を右クリックし、[Create KVM Management Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create KVM Management Policy]ダイアログボックスで次の手順を実行します。
a) ポリシーの一意の名前と説明を入力します。
b) [vMedia Encryption]フィールドで、vMedia暗号化をイネーブルにするかどうかを選択します。
c) [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。

• [ローカルストレージなし]：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がストライプ済み]：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。

• [RAID 1がミラー済み]：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。

• [任意の設定]：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。

• [RAIDなし]：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。

[RAIDなし]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、[RAIDなし]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 [インベントリ] > [ストレージ]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。

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、[RAIDなし]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が部分的にストライプ済み]：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が部分的にデュアルストライプ済み]：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がミラーおよびストライプ済み]：RAID10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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• [RAID50が部分的にストライプおよびストライプ済み]：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部分的にストライプおよびストライプ済み]：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。

JBOD モードのサポート

B200 M3サーバはローカルディスクの JBODモードをサポートします。

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

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、[任意の設定]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 [任意の設定] 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 RAID 1ではなく [任意の設定]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。
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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、[任意の設定]
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 UCS Central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。

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 UCS Managerでは、そのような設定はサポートされていません。

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
Manager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 UCSManager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
Managerに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『ハードウェアイン
ストールガイド』を参照してください。
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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 [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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用

できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

[名前]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。次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[説明]フィールド

次のいずれかになります。

• [ローカル]：このポリシーは、CiscoUCSドメイン内のサー
ビスプロファイルとサービスプロファイルテンプレート

でのみ使用できます。

• [Pending Global]：このポリシーの制御は Cisco UCS Central
に移行中です。移行が完了すると、このポリシーは Cisco
UCSCentralに登録されているすべてのCisco UCSドメイン
で使用可能になります。

• [Global]：このポリシーはCiscoUCSCentralによって管理さ
れます。このポリシーを変更する場合は、必ず Cisco UCS
Centralを使用して変更してください。

[所有者]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。

• [ローカルストレージなし]：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がストライプ済み]：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。

• [RAID 1がミラー済み]：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。

• [任意の設定]：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。

• [RAIDなし]：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。

[RAIDなし]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、[RAIDなし]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 [インベントリ] > [ストレージ]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。

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、[RAIDなし]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が部分的にストライプ済み]：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
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説明名前

が部分的にデュアルストライプ済み]：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がミラーおよびストライプ済み]：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が部分的にストライプおよびストライプ済み]：
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。

• [RAID60部分的にストライプおよびストライプ済み]：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。

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 Manager
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
Manager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、CiscoUCSManagerに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『ハードウェアインストール

ガイド』を参照してください。

（注）
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説明名前

このチェックボックスをオンにすると、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、
[設定の保護]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プロパティの設定が優先さ
れ、前のサービスプロファイルの設定が上書きされます。

このオプションが有効な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）

[設定の保護]チェックボックス

SDカードの FlexFlashコントローラを有効化または無効化にす
るには、該当するボタンをクリックしてください。

このパラメータは、SDカードモジュールのあるサー
バのみ該当します。

（注）

[FlexFlashステータス]オプショ
ンボタン

RAIDレポートを有効化または無効化にするには、該当するボ
タンをクリックしてください。RAIDレポートを有効にすると、
RAIDステータスがモニタリングされ、障害が有効化されます。

1枚のSDカードのみが装着されている場合は、RAID
レポートが有効な場合でも、RAIDステータスは「無
効化」と表示され、RAIDの状態は「NA」と表示さ
れます。

（注）

[FlexFlashRAIDレポートステー
タス]オプションボタン

ステップ 6 [OK]をクリックします。

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

するものです。 [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。
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手順

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

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

ステップ 3 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]ペインで、[Storage]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。

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。
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FlexFlash のサポート

概要

Cisco UCS Bシリーズおよび CシリーズM3サーバは内部セキュアデジタル（SD）メモリカード
をサポートします。 SDカードは、Cisco Flexible Flashストレージコントローラ（SDカード用ス
ロットが 2つある PCIベースのコントローラ）によってホストされます。カードには、HVと呼
ばれる単一のパーティションが含まれます。 FlexFlashがイネーブルの場合、Cisco UCS Manager
には、BIOSとホストオペレーティングシステムの両方に対する USBドライブとして HVパー
ティションが表示されます。

FlexFlashはデフォルトでディセーブルになっています。サービスプロファイルで使用されるロー
カルディスクポリシーで FlexFlashをイネーブルにできます。 FlexFlashがローカルディスクポ
リシーでイネーブルと定義され、サーバが SDカードをサポートしている場合、FlexFlashコント
ローラはサービスプロファイルを関連付ける際にイネーブルになります。サーバが SDカードを
サポートしていない場合や CIMCバージョンが古い場合は、構成エラーメッセージが表示されま
す。

サポートされるサーバでFlexFlashをディセーブルにすると、ホストの再起動がトリガーされ、再
起動の警告メッセージが表示されます。FlexFlashコントローラは、関連サービスプロファイルの
関連付け解除の一環としてもディセーブルになります。

FlexFlashコントローラはデュアル SDカード用の RAID-1をサポートします。 FlexFlashスクラブ
ポリシーを作成しサーバを再認識することで RAIDペアに新しい SDカードを設定できます。
FlexFlashスクラブポリシーは、両方のカードのHVパーティションを削除し、そのカードを正常
な RAID状態にすることができます。

ペアリングが完了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。（注）

HVパーティションから起動するには、SDカードがサービスプロファイルで使用されるブート
ポリシーで定義されている必要があります。

FlexFlash ファームウェア管理

FlexFlashコントローラファームウェアは、CIMCイメージの一部としてバンドルされます。CIMC
をアップグレードする際に、最新のファームウェアバージョンがFlexFlashコントローラで使用可
能な場合、コントローラは管理されなくなり、FlexFlashインベントリには、コントローラステー
タスが [Waiting For User Action]、コントローラヘルスが [Old Firmware Running]と表示されます。
FlexFlashコントローラのファームウェアをアップグレードするには、ボードコントローラの更新
を行う必要があります。詳細については、適切な『CiscoUCSB-Series FirmwareManagement Guide
（Cisco UCS Bシリーズのファームウェアの管理ガイド）』を参照してください。

制限事項：

• 16 GBの SDカードのみサポートされます。
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•ラックサーバの SDカードをブレードサーバで使用したり、ブレードサーバの SDカードを
ラックサーバで使用することは推奨されません。サーバタイプ間での SDカードの交換は
SDカードのデータ損失につながる可能性があります。

•一部の Cisco UCS Cシリーズラックマウントサーバには、4つのパーティション（HV、
HUU、SCU、ドライバ）を持つ SDカードが搭載されています。Cisco UCSManagerではHV
パーティションのみが表示されます。 FlexFlashスクラブポリシーを使用して、4つのパー
ティションを持つ SDカードを単一 HVパーティションカードに移行できます。

• FlexFlashコントローラは RAID-1同期（ミラー再構築）をサポートしません。 SDカードが
RAIDデグレード状態である場合、あるいはメタデータエラーがコントローラによって報告
された場合は、FlexFlashスクラブポリシーを実行してRAIDのためのカードを組み合わせる
必要があります。 FlexFlashスクラブポリシーの詳細については、スクラブポリシー, （44
ページ）を参照してください。次の条件によって RAIDデグレードやメタデータエラーが
引き起こされる可能性があります。

◦サーバの 1つのスロットにすでに SDカードが装着されているときに、別のスロットに
新しいまたは使用されていた SDカードを挿入する。

◦異なるサーバの 2つの SDカードを挿入する。

•サーバのファームウェアバージョンは、2.2(1a)以上が必要です。

FlexFlash SD カードのサポートのイネーブル化

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]を展開し、FlexFlashサポートをイネーブルにするローカルディスク設
定ポリシーを選択します。

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

ステップ 6 [FlexFlash State]フィールドで、[Enable]オプションボタンをクリックします。

ステップ 7 [FlexFlash RAID Reporting State]フィールドで、[Enable]オプションボタンをクリックします。

ステップ 8 [Save Changes]をクリックします。
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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、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。

•有効になっている場合は、ローカルドライブ上のすべてのデータが破棄されます。

•無効になっている場合は、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。

•有効になっている場合は、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
ンダーに応じた BIOSのデフォルトにリセットされます。

•無効になっている場合は、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した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、4パーティションの旧式 SDカードから単一パーティション SDカードへ
の移行を実行することができます。スクラブポリシーを含むサービスプロファイルとサーバと

の関連付けが解除されるとき、またはサーバが再認識されるときに、SDカードに対して次のいず
れかが発生します。

•有効になっている場合は、PNUOSフォーマットユーティリティによりSDカードのHVパー
ティションがフォーマットされます。 SDカードが 2枚ある場合、それらカードは RAID-1
ペアになっており、両方のカードの HVパーティションが有効と見なされます。スロット 1
のカードはプライマリ、スロット 2のカードはセカンダリと見なされます。
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•無効になっている場合は、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、ホストオペレーティングシステム用の適切なユーティリティ

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の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を無効にして、サーバが再認
識された後に FlexFlashを有効にする必要があります。

•ペアリングが完了したら、またはメタデータの不具合が解決したら、ただちにスクラブ
ポリシーを無効にしてください。

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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用

できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

[名前]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。次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[説明]フィールド
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説明名前

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

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。

DIMM エラー管理の設定

DIMM の修正可能なエラー処理
CiscoUCSManagerでは、DIMMが事前定義されたウィンドウにおいて修正可能な重大エラーに遭
遇した場合、ステータスが Degradedと表され、機能しないデバイスと見なされます。

DIMMの修正可能なエラー処理機能により、サーバ内のすべてのDIMMに関する修正可能および
修正不可能なメモリエラーをすべてリセットできます。エラー設定をリセットすると、当該DIMM
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のエラー数はクリアされ、ステータスは操作可能に変わり、DIMMのセンサー状態がリセットさ
れます。

メモリエラーのリセット

Cisco UCS Managerとベースボード管理コントローラ（BMC）で発生したすべての修正可能およ
び修正不可能なメモリエラーをリセットするには、この手順を使用します。

手順

ステップ 1 [Navigation]ペインの [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 エラー設定をリセットするサーバをクリックします。

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

ステップ 5 [Memory]サブタブをクリックします。

ステップ 6 コンポーネントを右クリックし、[Reset Memory Errors]を選択します。

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

DIMM のブラックリスト化
Cisco UCS Managerで、デュアルインラインメモリモジュール（DIMM）の状態は、SELイベン
トレコードに基づいています。 BIOSが BIOSポスト中のメモリテスト実行時に修正不可能なメ
モリエラーに遭遇した場合、DIMMは不良と判別されます。不良と判別された DIMMは機能し
ないデバイスと見なされます。

DIMMのブラックリスト化を有効にすると、Cisco UCS Managerはメモリテスト実行メッセージ
をモニタし、DIMM SPDデータ内でメモリエラーに遭遇した DIMMをブラックリストに載せま
す。これにより、ホストは修正不可能な ECCエラーに遭遇した DIMMをマップから外すことが
できます。

DIMM のブラックリストのイネーブル化
メモリポリシーは、Cisco UCSドメインの既存のサーバ、およびメモリポリシーを設定した後で
追加されたサーバに適用できるグローバルポリシーです。
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（注） •このグローバルポリシーをサービスプロファイルに追加することはできません。

• Cisco UCS BシリーズM1ブレードサーバはこの機能をサポートしません。

• Cisco UCS Cシリーズラックサーバへのサポートは今後のリリースで可能になる予定で
す。

はじめる前に

•サーバのファームウェアはリリース 2.2(1)以降である必要があります。

•次の権限のいずれかでログインする必要があります。

◦ Admin

◦サーバポリシー

◦サーバプロファイルのサーバポリシー

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 ブラックリストをイネーブルに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 [Memory Policy]を展開して [default]を選択します。

ステップ 5 [Blacklisting]領域で、[enabled]オプションボタンをクリックします。

DIMMのブラックリストは、ドメインレベルポリシーでイネーブルにされ、これらの変更は、そ
の特定のドメイン内のすべてのサーバに適用されます。

サーバの CIMCが DIMMのブラックリストをサポートしない場合、infoレベルの障害が生成
されます。

（注）
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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。

Creating a Serial over LAN Policy

手順

ステップ 1 On the menu bar, click Servers.

ステップ 2 In the Navigation Pane, expand Servers > Policies > root.
If you want to create or access a policy in a sub-organization, expand Sub-Organizations >Organization_Name.

ステップ 3 Right-click Serial over LAN Policies and choose Create Serial over LAN Policy.

ステップ 4 In the Create Serial over LAN Policy dialog box, enter the Name and optional description, choose the Serial
over LAN State, and choose a Speed from the drop-down list.

ステップ 5 Click OK.

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。
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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

CiscoUCSManagerでは、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 必要な資格を満たしている場合、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と関連付けられます。そのサー

ビスプロファイルの名前は、Cisco UCS Managerによって付与されるサーバの名前に基づきま
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）

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。
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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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用

できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

[名前]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。次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[説明]フィールド

この自動設定ポリシーに関連付けられているサーバプールポリ

シー資格情報。

サーバプールポリシー資格情報で指定された基準に合致する新

しいサーバが検出されると、CiscoUCSは、[policy template][サー
ビスプロファイルのテンプレート名]ドロップダウンリスト
フィールドで選択されたサービスプロファイルテンプレートに

基づいて、自動的にサービスプロファイルを作成し、それを

サーバに関連付けます。

[認定]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
に関連付ける場合、サービスプロファイルはこのフィールドで

選択された組織に配置されます。

[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。

[サービスプロファイルのテン
プレート名]ドロップダウンリ
スト

ステップ 7 [OK]をクリックします。

Cisco UCS Mini 向け Cisco UCS Manager GUI ユーザガイド、リリース 3.0    
51

サーバ関連ポリシーの設定

自動構成ポリシーの作成



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を満たしている場合、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 [説明]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、自動的に新しいサーバの検出を試みます。

• [UserAcknowledged]：CiscoUCSManagerは、新しいサーバの検索が指示されるまで待機しま
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、[認定]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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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、サーバ用のサービスプロファイルを作成するために、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サービスプロファイルはすべて、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を使って、このサーバのサービスプロファイルを作成

このポリシーを使って作成したサービスプロファイルは他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アダプタが搭載された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など）、サーバのアイデンティティ値が製造時にサーバハードウェア

に書き込まれていません。その結果、アダプタのアイデンティティは、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、サーバに割り当てるのに十分なエントリが格納さ

れていない場合、サービスプロファイルの関連付けが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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用

できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

[名前]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。次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[説明]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。

[認定]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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用

できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

[名前]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。次を除く任意の文字またはスペー
スを使用できます。`（アクセント記号）、\（円記号）、^（カ
ラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小
なり）、または'（一重引用符）は使用できません。

[説明]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。

[認定]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す

る必要があります。

•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が一致する必要のある正規表現。[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、必要な最大容量を入
力します。 1～ 65535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 Server Qualifications]ダイアログボックスの 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 Server Qualifications]ダイアログボックスの 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) 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。

   Cisco UCS Mini 向け Cisco UCS Manager GUI ユーザガイド、リリース 3.0
60

サーバ関連ポリシーの設定

サーバプールポリシーの資格情報の作成



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（MB単位）。[Min Cap]フィールド

メモリの許容最大容量（MB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、関連するテキスト
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、関連するテキスト
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、関連するテキスト
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、関連するテキスト
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をディスクレスにする必要があるかど

うか。次のいずれかになります。

• [Unspecified]：どのストレージタイプも受け入れ可能で
す。

• [Yes]：ストレージをディスクレスにする必要がありま
す。

• [No]：ストレージをディスクレスにできません。

[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、ブロックの数を入力
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、ブロックのサイズを
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の最小ストレージ容量（MB単
位）。

容量を指定するには、[select]を選択し、ストレージの最小容
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、ストレージの最大容
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、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、必要なユニットを入
力します。

[Units]フィールド

FlexFlashカードの数。

容量を指定するには、[select]を選択し、必要なユニットを入
力します。

[Number of Flex Flash Cards]
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 Group Power Qualifications]をクリックします。
b) [Create Group Power 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。
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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

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に使

用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に使

用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。
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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] > [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。

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、以下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に割り当てることができる 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 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vConが物理アダプタに割り当てられ、
vNICと 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（[Round Robin]または [Linear
Ordered]）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, （66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。

• [すべて]：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。
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• [割り当てのみ]：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。

• [動的を除く]：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。

• [割り当て解除を除く]：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 usNICsを vConに割り当てることができません。 vConは他のすべて
の設定された vNICと vHBAで使用できます。それらが明示的に vConに割り当てられてい
るか、未割り当てか、動的であるかについては問いません。

[Exclude usNIC]に設定された vConに明示的に割り当てられている SRIOV
usNICは割り当てられたままになります。

（注）

vNIC/vHBA配置ポリシーをサービスプロファイルに含めない場合、Cisco UCS Managerはデフォ
ルトで、vConマッピングスキームを [Round Robi]、vNIC/vHBA選択プリファレンスを [All]に設
定し、各アダプタの機能と相対的な処理能力に基づいてvNICとvHBAをアダプタに配分します。

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）
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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。

•ラウンドロビン：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。

•線形順序：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と N20-B6625-2ブレードサーバに加え、Cisco UCSでサポートされるその他すべて
のサーバにおいて、vConの割り当ては、サーバ内のアダプタの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、
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。

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
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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ブレードサーバ内の 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

vCon への vNIC/vHBA の割り当て
Cisco UCS Managerには、vNIC/vHBA配置ポリシーによって vConに vNICおよび vHBAを割り当
てる 2種類のオプション（明示的割り当てと暗黙的割り当て）があります。

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に vNICおよび vHBAを配布する方法を
決める必要がある場合に使用します。

明示的割り当ての場合、vConおよび関連付ける vNICと 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を使用して行うか、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

vNICや vHBAをそれらのタイプ用に設定されていない vConに割り当てようとすると、CiscoUCS
Managerによって、設定エラー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、Cisco UCSManagerは、ポリシーの設定に従って vNICおよ
び vHBAを割り当てる前に、設定された vNICおよび vHBAの配置をサーバ内の物理アダプタの
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数および機能と比較して検証します。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実行されます。

1つ以上の vNICまたは vHBAの割り当てがアダプタでサポートされない場合、CiscoUCSManager
はサービスプロファイルに対してエラーを発生させます。

vNIC および vHBA の暗黙的割り当て

暗黙的割り当てでは、Cisco UCS Manager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を割り当てるアダプタがシステム設定において重要ではない
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設定を [Assigned Only]にしないでください。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、Cisco UCS Managerは、サーバ内の物理アダプタの数およ
び機能を検証し、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
に基づいて実行され、vNICおよびvHBAの配置は、システムで決定された実際の順序に従って実
行されます。たとえば、あるアダプタが他のアダプタよりも多くの vNICを処理できる場合、そ
のアダプタにはより多くの vNICが割り当てられます。

アダプタがそのサーバに対して設定されたvNICと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での vNIC の暗黙的割り当て

各スロットにアダプタカードを搭載し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 Managerは通常、次のように vNIC/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、各アダプタに
vNICと vHBAを半分ずつ割り当てます。

•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 Manager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 Manager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、CiscoUCSManager
が vNICと vHBAを割り当てる一般的な方法を示しています。
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• 4つの vNICと、2つの Cisco UCS M51KR-B Broadcom BCM57711アダプタ（それぞれに 2つ
の vNIC）を搭載したサーバを設定する場合、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 Managerは、2つの vNICを Cisco UCS CNA M72KR-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 Manager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 Cisco UCS VIC-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）

1つのアダプタが vNICフェールオーバーをサポートしない環境で vNICファブリックフェール
オーバーを含む設定を行った場合、Cisco UCS Managerは、ファブリック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のみが設定に含まれている場合、それらを
サポートしてないアダプタには vNICが暗黙的に割り当てられません。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
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が含まれる設定では、同様の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。
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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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペース

は使用できません。また、オブジェクトが保存された後で、

この名前を変更することはできません。

[名前]フィールド
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説明名前

[仮想スロットマッピングス
キーム]フィールド
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説明名前

Cisco UCSは、サーバの PCIeアダプタカードに、仮想ネット
ワークインターフェイス接続（vCon）を割り当てます。各
vConは、vNICsや vHBAに割り当て可能な物理アダプタとし
て仮想表示されます。

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つのアダプタを持つブレードサーバやラック
サーバの場合は、Cisco UCSが選択され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。

•ラウンドロビン：2つのアダプタカードを持つサーバの
場合は、Cisco UCSが vCon1と vCon3をアダプタ 1に、
vCon2と vCon4をアダプタ 2に割り当てます。

3つのアダプタカードを持つサーバの場合は、CiscoUCS
が vCon1をアダプタ 1に、vCon2と vCon4をアダプタ 2
に、vCon3をアダプタ 3に割り当てます。

これがデフォルトのスキームです。

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

3つのアダプタカードを持つサーバの場合は、CiscoUCS
が vCon1をアダプタ 1に、vCon2をアダプタ 2に割り当
て、 vCon3と vCon4をアダプタ 3に割り当てます。

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

（注）

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。

•ラウンドロビン：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。

•線形順序：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
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説明名前

当てます。

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。

b) 各 [Virtual Slot]の [Selection Preference][選択プリファレンス]カラムカラムで、ドロップダウン
リストから次のいずれかを選択します。

• [すべて]：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。

• [割り当てのみ]：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。

• [動的を除く]：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。

• [割り当て解除を除く]：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 usNICsを vConに割り当てることができません。 vConは他のすべ
ての設定された vNICと vHBAで使用できます。それらが明示的に vConに割り当てられ
ているか、未割り当てか、動的であるかについては問いません。

[Exclude usNIC]に設定された vConに明示的に割り当てられているSRIOVusNIC
は割り当てられたままになります。

（注）

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 の明示的割り当て

はじめる前に

vNIC/vHBA配置ポリシーまたはサービスプロファイルで次のいずれかの値を使用して、vConを
設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

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。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

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 vNICを、明示的に vConに割り当てるサービスプロファイルを含む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 明示的に vCon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、次のフィールドに入力します。

説明名前

vNIC用のユーザ指定仮想ネットワークインターフェイス
（vCon）配置。次のいずれかになります。

• [Any]：Cisco UCSManagerが、vNICを割り当てる vConを
決定できるようにします。

• [1]：vNICを vCon1に明示的に割り当てます。

• [2]：vNICを vCon2に明示的に割り当てます。

• [3]：vNICを vCon3に明示的に割り当てます。

• [4]：vNICを vCon4に明示的に割り当てます。

[Desired Placement]ドロップダ
ウンリスト

サーバの vNICの実際の vCon割り当て。[Actual Assignment]フィールド
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vNICをその vNICタイプ用に設定されていない vConに割り当てようとすると、CiscoUCSManager
は設定エラーを知らせるメッセージボックスを表示します。別のvConにvNICを割り当てるか、
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、次のフィールドに入力します。

説明名前

vNICのユーザ指定の PCI順序。

0～ 128の範囲の整数を入力します。サーバには 128を超える
vNICを作成できません。

[Desired Order]フィールド

サーバの vNICの実際の PCI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 の明示的割り当て

はじめる前に

vNIC/vHBA配置ポリシーまたはサービスプロファイルで次のいずれかの値を使用して、vConを
設定します。

• Assigned Only

• Exclude Dynamic

• Exclude Unassigned

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。しかし、この設定ではほとんど制御ができません。

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 vHBAを明示的に vConに割り当てるサービスプロファイルを含む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] > [vHBAs]を展開します。

ステップ 5 明示的に vCon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、次のフィールドに入力します。

   Cisco UCS Mini 向け Cisco UCS Manager GUI ユーザガイド、リリース 3.0
76

サーバ関連ポリシーの設定

vCon への vHBA の明示的割り当て



説明名前

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

• [Any]：Cisco UCSManagerが、vHBAを割
り当てる vConを決定できるようにしま
す。

• [1]：vHBAを vCon1に明示的に割り当て
ます。

• [2]：vHBAを vCon2に明示的に割り当て
ます。

• [3]：vHBAを vCon3に明示的に割り当て
ます。

• [4]：vHBAを vCon4に明示的に割り当て
ます。

[Desired Placement]フィールド

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

vHBAをそのvHBAタイプ用に設定されていないvConに割り当てようとすると、CiscoUCSManager
は設定エラーを知らせるメッセージボックスを表示します。別の vConに vHBAを割り当てる
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、次のフィールドに入力します。

説明名前

vHBAのユーザ指定の PCI順序。

0～ 128の範囲の整数を入力します。サーバに
は 128を超える vHBAを作成できません。

[Desired Order]フィールド

サーバの vHBAの実際の PCI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 の前にスタティック vNIC を配置
最適なパフォーマンスを得るために、スタティック vNICとスタティック vHBAは、PCIeバス上
のダイナミック vNICの前に配置する必要があります。スタティック vNICとは、スタティック
vNICと vHBAの両方を指します。 Cisco UCS Managerリリース 2.1は、スタティックおよびダイ
ナミック vNICの順序に関する次の機能を備えています。

• 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以前のリリースで定義されたプロファイル）に変更がない
場合は、vNICの順序は変更されません。

• Cisco UCSManagerリリース 2.1へのアップグレード後、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。その場合、結果として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の前に順序付けられます。

•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順番に依存
しません。

• SRIOV対応のサービスプロファイルの場合は、UCSMによって対応する仮想関数（VF）の
前に vNIC物理関数（PF）が挿入されます。この方式では、VFが PCIeバスおよび BDF上
の親 PF vNICの近くに配置され、VFの継続的な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での当初のデバイス順序
dyn-vNIC-1 1
dyn-vNIC-2 2

Cisco UCS Managerリリース 2.0での新たなデバイス順序（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へのアップグレード後（vNIC関連の変更がサービスプロファイ
ルで行われる前）
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での新たなデバイス順序（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（すべてのスタティック vNICに対応する
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、新しいバススロットから最後のスタティック vNIC/vHBAの後に配置されます。

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

表 3：バージョンの互換性

Cisco UCS Manager

バージョン 2.1
方式：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

Version 2.0
方式：ZeroFunction/MultiFunction

バージョン 1.4
方式：ZeroFunction

スタティック vNICまたは PF
は、バス [0-57]、関数 [0]上に
あります。 SRIOV：対応する
VFが同一バスおよび関数
[1-255]上にあります。
No-SRIOV：ダイナミックvNIC
は、バス [0-57]、関数 [0-7]上
にあります。

< StaticZeroモード>

スタティック vNICおよびダイ
ナミック vNICは、バス
[0-57]、関数 [0-7]上にあります
バス 0、関数 0
バス 0、関数 7

バス 1、関数 0

< MultiFunctionモード >

スタティックおよびダイナミッ

ク vNICはすべて、バス
[0-57]、関数 [0]上にあります。

< ZeroFunctionモード >

Balboaからのアップグレードで
は、バスが <= 57になるまで
BDFの番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunctionモード
のまま）。デバイスが 58台ま
たはプラットフォーム固有の最

大 PCIeバス数を超えるか、
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で
は、バスが <= 57になるまで
BDFの番号の付け直しは行わ
れません（ZeroFunctionモード
のまま）。

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

バージョン 2.1
方式：
ZeroFunction/MultiFunction/StaticZero

Version 2.0
方式：ZeroFunction/MultiFunction

バージョン 1.4
方式：ZeroFunction

Cisco UCS Managerバージョン
2.0からのアップグレードで
は、BDFの番号の付け直しは
行われません

（ZeroFunction/MultiFunction
モードのまま）。デバイスが

58台またはプラットフォーム
固有の最大 PCIeバス数を超え
るか、SRIOV設定に変更され
ると、StaticZeroモードに切り
替わります。

CIMC マウント vMedia

スクリプト可能な vMedia の使用

Cisco UCSManagerでは、リモートUCSサーバの vMediaデバイス ISOイメージをプロビジョニン
グできます。スクリプト可能な vMediaを使用して、リモートサーバに IMGまたは ISOイメージ
をマウントするようにプログラミングできます。CIMCマウントvMediaを使用すると、メディア
接続を追加することなく、データセンター内の他のマウントメディア間で通信できるようになり

ます。スクリプト可能な vMediaを使用すると、ブラウザを使用せずに仮想メディアデバイスを
制御して、手動で各 UCSサーバを個別にマッピングできます。

スクリプト可能な vMediaは、NFS、CIFS、HTTP、および HTTPSの共有など、複数の共有タイ
プをサポートします。スクリプト可能な vMediaは BIOS設定によって有効になり、Web GUIお
よび CLIインターフェイスを介して設定されます。

Cisco UCS Managerのスクリプト可能な vMediaは次の機能をサポートしています。

•特定の vMediaデバイスからのブート

•マウントされた共有からローカルディスクへのファイルのコピー

• OSドライバのインストールおよび更新

Cisco UCSManagerによるスクリプト可能な vMediaのサポートは、CIMCにマッピングされて
いるデバイスにのみ適用されます。既存の KVMベースの vMediaデバイスはサポートされま
せん。

（注）
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vMedia ポリシーの作成
リモートの vMediaデバイスのマッピング情報を設定するために、vMediaポリシーが使用されま
す。 vMediaポリシー内で 2つの vMediaデバイスと、CDおよび HDDに対するマッピングが使用
できます。同時に、1つの ISOと 1つの IMGを設定できます。 ISO構成は CDドライブに、IMG
構成は HDDデバイスにマッピングします。

デバイスをリモートフォルダにマッピングする場合、IMGを作成し、HDDデバイスとして
マッピングします。

（注）

はじめる前に

次にアクセスできることを確認します。

•リモート vMediaサーバ

• vMediaデバイス

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 [vMedia Policies]ポリシーを右クリックし、[Create vMedia Policy]を選択します。

ステップ 5 [Create vMedia 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

vMedia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）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用

できません。また、オブジェクトが保存された後で、この名前

を変更することはできません。

名前

ポリシーの説明。ポリシーを使用すべき場所や条件についての

情報を含めることを推奨します。

説明
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説明名前

障害の発生時にvMediaがマウントを続行するかどうかを指定し
ます。ここに表示される値は次のとおりです。

• Yes

• No

デフォルト設定は、[Yes]です。 [Yes]を選択すると、
マウントに成功するか、このオプションが無効化され

るまで、リモートサーバはvMediaマウントプロセス
のマウントを試行し続けます。 [No]を選択すると、
警告メッセージが表示され、マウントが失敗した場合

にはリトライが機能しないことが示されます。

（注）

Retry on Mount Failure

ステップ 6 テーブルの右側のアイコンバーの [+]をクリックします。

ステップ 7 [Create vMedia Mount ]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

vMediaマウントポリシーの名前。名前

マウントするリモート vMediaのタイプ。ここに表示される値
は次のとおりです。

• [CDD]：スクリプト可能 vMedia CD。

• [HDD]：スクリプト可能 vMedia HDD。

Device Type

リモートサーバとの通信時に使用するプロトコル。次のオプ

ションボタンのいずれかをクリックして、マウントされたリ

モートサーバとの通信に使用するプロトコルを指定します。こ

こに表示される値は次のとおりです。

• [NFS]：Network Files System。

• [CIFS]：Common Internet File System。

• [HTTP]：Hypertext Transfer Protocol。

• [HTTPS]：Hypertext Transfer Protocol over Secure。

プロトコル
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説明名前

バックアップファイルを格納する場所の IPアドレスまたはホ
スト名を入力します。これは、サーバ、ストレージアレイ、

ローカルドライブ、またはファブリックインターコネクトが

ネットワーク経由でアクセス可能な任意の読み取り/書き込みメ
ディアなどがあります。

ホスト名を使用する場合は、DNSサーバを使用するようにCisco
UCS Managerを設定する必要があります。 [Inband]ネットワー
クがそのサーバに設定されている場合、ホスト名（DNS）を使
用できます。

[Hostname/IPAddress]

バックアップコンフィギュレーションファイルのフルパスを

入力します。このフィールドにはファイル名（ファイル拡張子

付き）だけを含めることができます。

[Remote File]

リモートの vMediaコンフィギュレーションファイルのフルパ
スを入力します。

Remote Path

Cisco UCS Managerがリモートサーバへのログインに使用する
ユーザ名を入力します。

プロトコルがNFSの場合、このフィールドは適用されません。
プロトコルがHTTPの場合、このフィールドの選択は任意です。

[Username]

ユーザ名に関連付けるパスワードを入力します。

プロトコルがNFSの場合、このフィールドは適用されません。
プロトコルがHTTPの場合、このフィールドの選択は任意です。

パスワード

ステップ 8 [OK]をクリックします。
リモートサーバの詳細は、[Create vMedia Mount]ダイアログボックスの [vMedia Mounts]領域に
一覧表示されます。

次の作業

vMediaブートポリシーを作成します。

サービスプロファイルへの vMedia ポリシーの追加
Scriptable vMediaを使用する前に、vMediaおよびBootポリシーをサービスプロファイルに追加す
る必要があります。vMediaポリシーとブートポリシーがサービスプロファイルに追加された後、
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そのサービスプロファイルをCiscoUCSサーバに関連付けることができます。次の手順に、vMedia
ポリシーをサービスプロファイルに追加する方法を示します。

はじめる前に

サービスプロファイルに追加する vMediaポリシーを設定します。

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] > [Service Profiles]を展開します。

ステップ 3 サービスプロファイルを作成する組織のノードを展開します。

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

ステップ 4 組織を右クリックし、[Create Service Profile (expert)]を選択します。
[Unified Computing System Manager]ペインが表示されます。

ステップ 5 [Name]フィールドに、サービスプロファイルの識別に使用できる一意の名前を入力します。
この名前には、2～ 32文字の英数字を使用できます。 -（ハイフン）、_（アンダースコア）、:
（コロン）、および .（ピリオド）は使用できますが、それ以外の特殊文字とスペースは使用で
きません。この名前は、同じ組織内のすべてのサービスプロファイルおよびサービスプロファイ

ルテンプレートで一意であることが必要です。

この名前は、サービスプロファイルを作成する組織またはサブ組織内で一意である必要がありま

す。

ステップ 6 [UUID Assignment]ドロップダウンリストで、次のいずれかの手順を実行します。

説明オプション

デフォルトの UUID接尾辞プールから UUIDを割り当てます。

ステップ 8に進みます。

Select (pool default
used by default)

製造元によってサーバに割り当てられた UUIDを使用します。

このオプションを選択した場合、UUIDはサービスプロファイルがサーバと
関連付けられるまで割り当てられません。この時点で、UUIDは製造元に
よってサーバに割り当てられたUUID値に設定されます。サービスプロファ
イルを後で別のサーバに移動すると、UUIDは新しいサーバに一致するよう
に変更されます。

ステップ 8に進みます。

手動で割り当てる UUIDを使用します。

ステップ 7に進みます。
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説明オプション

ドロップダウンリストの下部のリストから選択する UUID接尾辞プールか
ら UUIDを割り当てます。

各プール名の後には、プール内で利用可能なUUIDの数およびUUIDの合計
数を示す、括弧に囲まれた 2つの数字が表示されます。

既存のプールを使用するのではなく、すべてのサービスプロファイルがア

クセスできるプールを作成する場合は、ステップ 4に進みます。それ以外
の場合はステップ 8に進みます。

Pools Pool_Name

ステップ 7 （任意） オプションを選択した場合は、次の手順を実行します。

a) [UUID]フィールドに、このサービスプロファイルを使用するサーバに割り当てる有効なUUID
を入力します。

b) 選択した UUIDが使用可能であることを確認するには、[here]リンクをクリックします。

ステップ 8 （任意） このサービスプロファイルで使用する新しい UUID接尾辞プールを作成する場合は、
[Create UUID Suffix Pool]をクリックし、[Create UUID Suffix Pool]ウィザードのフィールドに値を
入力します。

詳細については、UUID接尾辞プールの作成を参照してください。

ステップ 9 （任意） テキストボックスに、このサービスプロファイルの説明を入力します。

このサービスプロファイルのユーザ定義による説明。

256文字以下で入力します。次を除く任意の文字またはスペースを使用できます。`（アクセント
記号）、\（円記号）、^（カラット）、"（二重引用符）、=（等号）、>（大なり）、<（小な
り）、または'（一重引用符）は使用できません。

ステップ 10 [Next] クリックします。

ステップ 11 [vMedia]ドロップダウンリストから、次のいずれかを選択します。

説明オプション

このサービスプロファイルに vMediaポリシーを割り当てられる
ようにします。

ステップ 12に進みます。

使用する vMediaポリシーを
選択します

このサービスプロファイルテンプレートだけがアクセスできる

ローカル vMediaポリシーを作成できます。
特定の vMediaポリシーを作
成します。
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説明オプション

サービスプロファイルに既存のvMediaポリシーを割り当てます。
このオプションを選択した場合、CiscoUCSManagerでポリシーの
詳細が表示されます。

既存のポリシーを使用するのではなく、すべてのサービスプロ

ファイルがアクセスできるポリシーを作成する場合は、[Create
vMedia Policy]をクリックします。それ以外の場合は、リストで
ポリシーを選択し、ステップ 13に進みます。

[vMedia Policies] [Policy_Name]

ステップ 12 すべてのサービスプロファイルおよびテンプレートがアクセスできる新しい vMediaポリシーを
作成した場合は、[vMedia]をドロップダウンリストから選択します。

ステップ 13 [Next]をクリックします。

CIMC vMedia ポリシーの表示

はじめる前に

vMediaポリシーを設定しておきます。

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、[Policies] > [vMedia Policies]の順に展開します。

ステップ 3 [vMedia Policies]ノードを展開して、[vMedia Policies]のリストを表示します。

ステップ 4 vMediaポリシーの名前をダブルクリックし、選択した [vMedia Mount]のプロパティを表示しま
す。

[Properties]ページで、[vMedia Mounts]で使用されるプロパティを変更できます。
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