サーバ モデル別 BIOS パラメータ
ここでは、次の内容について説明します。
• C220 M5 と C240 M5, 1 ページ

C220 M5 と C240 M5
I/O タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。

表 1：[I/O] タブの BIOS のパラメータ

名前

説明

[ホストを即座にリブート
（Reboot Host Immediately）]
チェックボックス

オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動されます。この
チェックボックスは、変更を保存してからオンにする必要があ
ります。

[レガシー USB サポート
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
（Legacy USB Support）] ドロッ のいずれかになります。
プダウン リスト
• [無効（Disabled）]：USB デバイスは、EFI アプリケーショ
set UsbLegacySupport
ンでのみ使用できます。
• [有効（Enabled）]：レガシー USB のサポートは常に使用
できます。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
I/O タブ

名前

説明

[ダイレクト IO への Intel VT
（Intel VT for directed IO）] ド
ロップダウン リスト

プロセッサで Intel Virtualization Technology（VT）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。

set IntelVTD

• [無効（Disabled）]：プロセッサでの仮想化を禁止します。
• [有効（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。
（注）

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。

[Intel VTD coherency サポート プロセッサで Intel VT-d Coherency をサポートするかどうか。次
（Intel VTD coherency support）] のいずれかになります。
ドロップダウン リスト
• [無効（Disabled）]：プロセッサでコヒーレンシをサポート
set CoherencySupport
しません。
• [有効（Enabled）]：プロセッサで VT-d Coherency を必要に
応じて使用します。
[Intel VTD ATS サポート（Intel プロセッサで Intel VT-d Address Translation Services（ATS）をサ
VTD ATS support）] ドロップダ ポートするかどうか。次のいずれかになります。
ウン リスト
• [無効（Disabled）]：プロセッサで ATS をサポートしませ
set ATS
ん。
• [有効（Enabled）]：プロセッサで VT-d ATS を必要に応じ
て使用します。
[すべてのオンボード LOM
オプション ROM がすべての LOM ポートで使用できるかどう
Oprom（All Onboard LOM
か。次のいずれかになります。
Oprom）] ドロップダウン リス
• [無効（Disabled）]：すべてのポートでオプション ROM を
ト
無効にします。
set AllLomPortControl
• [有効（Enabled）]：すべてのポートでオプション ROM を
有効にします。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller リリース 3.1 CLI コンフィギュレーショ
ン ガイド
2

サーバ モデル別 BIOS パラメータ
I/O タブ

名前

説明

[オンボード LOM ポート 0
オプション ROM が LOM ポート 0 で使用できるかどうか。次の
Oprom（Onboard LOM Port0
いずれかになります。
Oprom）] ドロップダウン リス
• [無効（Disabled）]：LOM ポート 0 でオプション ROM を
ト
使用できません。
set LomOpromControlPort0
• [有効（Enabled）]：LOM ポート 0 でオプション ROM を使
用できます。
[オンボード LOM ポート 1
オプション ROM が LOM ポート 1 で使用できるかどうか。次の
Oprom（Onboard LOM Port1
いずれかになります。
Oprom）] ドロップダウン リス
• [無効（Disabled）]：LOM ポート 1 でオプション ROM を
ト
使用できません。
set LomOpromControlPort1
• [有効（Enabled）]：LOM ポート 1 でオプション ROM を使
用できます。
[PCIe スロット n Oprom（Pcie サーバが n で指定した PCIe カード スロットにあるオプション
Slot n Oprom）] ドロップダウン ROM を使用できるかどうか。次のいずれかになります。
リスト
• [無効（Disabled）]：スロット n のオプション ROM は使用
set PcieSlotnOptionROM
できません。
• [有効（Enabled）]：スロット n のオプション ROM は使用
可能です。
[MLOM Oprom] ドロップダウン このオプションでは、MLOM スロットに接続された PCIe アダ
リスト
プタのオプション ROM の実行を制御することができます。次
set PcieSlotMLOMOptionROM のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：MLOM スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROM を実行しません。
• [有効（Enabled）]：MLOM スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROM を実行します。
[HBA Oprom] ドロップダウン
リスト
set PcieSlotHBAOptionROM

このオプションでは、HBA スロットに接続された PCIe アダプ
タのオプション ROM の実行を制御することができます。次の
いずれかになります。
• [無効（Disabled）]：HBA スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROM を実行しません。
• [有効（Enabled）]：HBA スロットに接続されている PCIe
アダプタのオプション ROM を実行します。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
I/O タブ

名前

説明

[フロント NVME1 Oprom（Front このオプションでは、SSD:NVMe1 スロットに接続された PCIe
NVME1 Oprom）] ドロップダウ アダプタのオプション ROM の実行を制御することができます。
ン リスト
次のいずれかになります。
set PcieSlotN1OptionROM

• [無効（Disabled）]：SSD:NVMe1 スロットに接続されてい
る PCIe アダプタのオプション ROM を実行しません。
• [有効（Enabled）]：SSD:NVMe1 スロットに接続されてい
る PCIe アダプタのオプション ROM を実行します

[フロント NVME2 Oprom（Front このオプションでは、SSD:NVMe2 スロットに接続された PCIe
NVME2 Oprom）] ドロップダウ アダプタのオプション ROM の実行を制御することができます。
ン リスト
次のいずれかになります。
set PcieSlotN2OptionROM

• [無効（Disabled）]：SSD:NVMe2 スロットに接続されてい
る PCIe アダプタのオプション ROM を実行しません。
• [有効（Enabled）]：SSD:NVMe2 スロットに接続されてい
る PCIe アダプタのオプション ROM を実行します

[HBA リンク速度（HBA Link
Speed）] ドロップダウン リス
ト
set PcieSlotHBALinkSpeed

このオプションを使用すると、PCIe HBA スロットに装着され
ているアダプタ カードの最大速度を制限できます。次のいずれ
かになります。
• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。
• [自動（Auto）]：システムは許容最大速度を選択します。
• [GEN1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速
度が許可されます。
• [GEN2]：最大 5GT/s までの速度が許可されます。
• [GEN3]：最大 8GT/s までの速度が許可されます。

[MLOM リンク速度（MLOM
Link Speed）] ドロップダウン
リスト
set PcieSlotMLOMLinkSpeed

このオプションを使用すると、PCIe MLOM スロットに装着さ
れているアダプタ カードの最大速度を制限できます。次のいず
れかになります。
• [無効（Disabled）]：最大速度は制限されません。
• [自動（Auto）]：システムは許容最大速度を選択します。
• [GEN1]：最大 2.5GT/s（ギガトランスファー/秒）までの速
度が許可されます。
• [GEN2]：最大 5GT/s までの速度が許可されます。
• [GEN3]：最大 8GT/s までの速度が許可されます。
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I/O タブ

名前

説明

[PCIe スロット n リンク速度
（PCIe Slot n Link Speed）] ド
ロップダウン リスト

システム IO コント ローラ n（SIOCn）アドオン スロット（n に
よって示される）のリンク速度。次のいずれかになります。

set PcieSlotnLinkSpeed

• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙
されません。
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は
自動的に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。

[フロント NVME1 リンク速度
（Front NVME1 Link Speed）]
ドロップダウン リスト
set
PcieSlotFrontNvme1LinkSpeed

NVMe フロント スロット 1 のリンク速度。次のいずれかになり
ます。
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙
されません。
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は
自動的に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。

[フロント NVME2 リンク速度
（Front NVME2 Link Speed）]
ドロップダウン リスト
set
PcieSlotFrontNvme2LinkSpeed

NVMe フロント スロット 2 のリンク速度。次のいずれかになり
ます。
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙
されません。
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は
自動的に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
I/O タブ

名前

説明

[リア NVME1 リンク速度（Rear NVMe 背面のスロット 1 のリンク速度。次のいずれかになりま
NVME1 Link Speed）] ドロップ す。
ダウン リスト
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙
set
されません。
PcieSlotRearNvme1LinkSpeed
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は
自動的に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
[リア NVME2 リンク速度（Rear NVMe 背面のスロット 2 のリンク速度。次のいずれかになりま
NVME2 Link Speed）] ドロップ す。
ダウン リスト
• [無効（Disabled）]：スロットは無効であり、カードは列挙
set
されません。
PcieSlotRearNvme2LinkSpeed
• [自動（Auto）]：デフォルトのリンク速度。 リンク速度は
自動的に割り当てられます。
• [GEN1]：リンク速度は第 1 世代まで到達可能です。
• [GEN2]：リンク速度は第 2 世代まで到達可能です。
• [GEN3]：リンク速度は第 3 世代まで到達可能です。
[VGA 優先順位（VGA
システムに複数の VGA デバイスがある場合は、VGA グラフィッ
Priority）] ドロップダウン リス クス デバイスのプライオリティを設定できます。次のいずれか
ト
になります。
set VgaPriority

• [オンボード（OnBoard）]：オンボード VGA デバイスが優
先されます。BIOS ポスト画面および OS ブートはオンボー
ド VGA ポート経由で駆動されます。
• [オフボード（OffBoard）]：PCIE グラフィックス アダプタ
が優先されます。BIOS ポスト画面および OS ブートは外部
グラフィックス アダプタ ポート経由で駆動されます。
• [オンボードを無効（OnBoardDisabled）]：PCIE グラフィッ
クス アダプタが優先され、オンボード VGA デバイスは無
効になります。オンボード VGA が無効の場合、vKVM は
機能しません。
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I/O タブ

名前

説明

[P-SATA OptionROM] ドロップ PCH SATA オプション ROM モードを選択できます。次のいず
ダウン リスト
れかになります。
set pSATA

• [LSI SW Raid]：SATA コントローラと sSATA コントロー
ラを LSI SW Raid の raid モードに設定します。
• [無効（Disabled）]：SATA コントローラと sSATA コント
ローラを無効にします。

[M2.SATA OptionROM] ドロッ
プダウン リスト
set SataModeSelect

Serial Advanced Technology Attachment（SATA）ソリッド ステー
ト ドライブ（SSD）の動作モード。次のいずれかになります。
• [AHCI]：
SATA コントローラと sSATA コントローラの両方を AHCI
モードに設定します。
• [LSI SW Raid]：SATA コントローラと sSATA コントロー
ラを LSI SW Raid の raid モードに設定します。
• [無効（Disabled）]：SATA コントローラと sSATA コント
ローラを無効にします。

[リア USB ポート（USB Port
背面パネルの USB デバイスが有効か無効か。次のいずれかにな
Rear）] ドロップダウン リスト ります。
set UsbPortRear

• [無効（Disabled）]：背面パネルの USB ポートを無効にし
ます。これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：背面パネルの USB ポートを有効にし
ます。これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されます。

[フロント USB ポート（USB
前面パネルの USB デバイスが有効か無効か。次のいずれかにな
Port Front）] ドロップダウン リ ります。
スト
• [無効（Disabled）]：前面パネルの USB ポートを無効にし
set UsbPortFront
ます。これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：前面パネルの USB ポートを有効にし
ます。これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS お
よびオペレーティング システムによって検出されます。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
サーバ管理タブ

名前

説明

[内部 USB ポート（USB Port
内部 USB デバイスが有効か無効か。次のいずれかになります。
Internal）] ドロップダウン リス
• [無効（Disabled）]：内部の USB ポートを無効にします。
ト
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオ
set UsbPortInt
ペレーティング システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：内部の USB ポートを有効にします。
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオ
ペレーティング システムによって検出されます。
[KVM USB ポート（USB Port KVM ポートが有効か無効か。次のいずれかになります。
KVM）] ドロップダウン リスト
• [無効（Disabled）]：KVM キーボードおよびマウス デバイ
set UsbPortKVM
スを無効にします。キーボードとマウスは KVM ウィンド
ウで機能しなくなります。
• [有効（Enabled）]：KVM キーボードおよびマウス デバイ
スを有効にします。
[SD カード USB ポート（USB SD カードが有効か無効か。次のいずれかになります。
Port SD Card）] ドロップダウン
• [無効（Disabled）]：SD カードのポートを無効にします。
リスト
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオ
set UsbPortSdCard
ペレーティング システムによって検出されません。
• [有効（Enabled）]：SD カードのポートを有効にします。
これらのポートに接続されるデバイスは、BIOS およびオ
ペレーティング システムによって検出されます。
[IPV6 PXE サポート（IPV6 PXE PXE の IPv6 サポートを有効または無効にします。次のいずれか
Support）] ドロップダウン リス になります。
ト
• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：IPV6 PXEのサポー
set IPV6PXE
トは利用できません。
• [有効（enabled）][有効（Enabled）]：IPV6 PXEのサポート
を常に利用できます。

サーバ管理タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
サーバ管理タブ

表 2：[サーバ管理（Server Management）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックス

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS 設
定が有効になります。それ以外の場合は、サー
バが手動でリブートされるまで変更は保存され
ます。

[OS ブート ウォッチドッグ タイマー ポリシー ウォッチドッグ タイマーが切れた場合にシステ
（OS Boot Watchdog Timer Policy）] ドロップダ ムで実行されるアクション。次のいずれかにな
ウン リスト
ります。
set OSBootWatchdogTimerPolicy

• [電源オフ（Power Off）]：OS のブート中
にウォッチドッグ タイマーの期限が切れ
た場合、サーバの電源がオフになります。
• [リセット（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。
（注）

[OS ウォッチドッグ タイマー（OS Watchdog
Timer）] ドロップダウン リスト
set OSBootWatchdogTimer

このオプションは [OS ブート ウォッ
チドッグ タイマー（OS Boot Watchdog
Timer）] を有効にした場合にのみ適
用されます。

BIOS が指定されたタイムアウト値でウォッチ
ドッグ タイマーをプログラムするかどうか。次
のいずれかになります。
• [無効（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。
• [有効（Enabled）]：サーバ ブートにかか
る時間をウォッチドッグ タイマーで追跡
します。サーバのブートが [OS ブート
ウォッチドッグ タイマー タイムアウト
（OS Boot Watchdog Timer Timeout）]
フィールドで指定された時間内に完了しな
い場合は、Cisco IMC によってエラーがロ
グに記録され、[OS ブート ウォッチドッグ
ポリシー（OS Boot Watchdog Policy）]
フィールドで指定されたアクションが実行
されます。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller リリース 3.1 CLI コンフィギュレーション
ガイド
9

サーバ モデル別 BIOS パラメータ
サーバ管理タブ

名前

説明

[OS ブート ウォッチドッグ タイマー タイムア OS が指定された時間内にブートしない場合、
ウト（OS Watchdog Timer Timeout）] ドロップ OS ウォッチドッグ タイマーの期限が切れ、シ
ダウン リスト
ステムはタイマー ポリシーに基づいてアクショ
ンを実行します。次のいずれかになります。
set OSBootWatchdogTimerTimeOut
• [5 分（5 Minutes）]：OS ウォッチドッグ
タイマーは、ブートが開始されてから 5 分
後に期限が切れます。
• [10 分（10 Minutes）]：OS ウォッチドッグ
タイマーは、ブートが開始されてから 5 分
後に期限が切れます。
• [15 分（15 Minutes）]：OS ウォッチドッグ
タイマーは、ブートが開始されてから 5 分
後に期限が切れます。
• [20 分（20 Minutes）]：OS ウォッチドッグ
タイマーは、ブートが開始されてから 5 分
後に期限が切れます。
（注）

このオプションは [OS ブート ウォッ
チドッグ タイマー（OS Boot Watchdog
Timer）] を有効にした場合にのみ適
用されます。
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サーバ管理タブ

名前

説明

[ボー レート（Baud Rate）] ドロップダウン リ シリアル ポートの伝送速度として使用される
スト
ボー レート。[コンソール リダイレクション
（Console Redirection）] を無効にした場合は、
set BaudRate
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。
• [9.6k]：9,600 ボー レートが使用されます。
• [19.2k]：19,200 ボー レートが使用されま
す。
• [38.4k]：38,400 ボー レートが使用されま
す。
• [57.6k]：57,600 ボー レートが使用されま
す。
• [115.2k]：115,200 ボー レートが使用され
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。
[コンソール リダイレクション（Console
Redirection）] ドロップダウン リスト
set ConsoleRedir

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。OS が起動した後は、コンソー
ル リダイレクトは関係ありません。次のいずれ
かになります。
• [シリアル ポート A（Serial Port A）]：POST
中にシリアル ポート A でコンソール リダ
イレクションを有効にします。
• [シリアル ポート B（Serial Port B）]：POST
中にシリアル ポート B でコンソール リダ
イレクションを有効にします。
• [無効（Disabled）]：POST 中にコンソール
リダイレクションは発生しません。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
サーバ管理タブ

名前

説明

[CDN コントロール（CDN Control）] ドロップ イーサネット ネットワークの命名規則が
ダウン リスト
Consistent Device Naming（CDN）または従来の
命名規則に従うかどうか。次のいずれかになり
set cdnEnable
ます。
• [無効（Disabled）]：VIC カードの CDN サ
ポートが無効になります
• [有効（Enabled）]：VIC カードの CDN サ
ポートが有効になります。
[FRB 2 タイマー（FRB 2 Timer）] ドロップダウ POST 中にシステムがハングした場合に、シス
ン リスト
テムを回復するために Cisco IMC によって FRB2
タイマーが使用されるかどうか。次のいずれか
set FRB-2
になります。
• [無効（Disabled）]：FRB2 タイマーは使用
されません。
• [有効（Enabled）]：POST 中に FRB2 タイ
マーが開始され、必要に応じてシステムの
回復に使用されます。
[フロー制御（Flow Control）] ドロップダウン
リスト
set FlowCtrl

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。
• [なし（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。
（注）

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。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
セキュリティ タブ

名前

説明

[ターミナル タイプ（Terminal Type）] ドロップ コンソール リダイレクションに使用される文字
ダウン リスト
フォーマットのタイプ。次のいずれかになりま
す。
set TerminalType
• [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。

セキュリティ タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
セキュリティ タブ

表 3：[セキュリティ（Security）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックス

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックスがオフの場合、
サーバはすぐにリブートされ、新しい BIOS 設
定が有効になります。それ以外の場合は、サー
バが手動でリブートされるまで変更は保存され
ます。

[信頼されたプラットフォーム モジュールのサ
ポート（Trusted Platform Module Support）] ド
ロップダウン リスト

信頼されたプラットフォーム モジュール
（TPM）は、主に暗号キーを使用する基本的な
セキュリティ関連機能を提供するように設計さ
れたマイクロチップです。このオプションを使
用すると、システムの TPM セキュリティ デバ
イス サポートを制御できます。次のいずれかを
設定できます。

set TPMAdminCtrl

• [無効（Disabled）]：サーバは TPM を使用
しません。
• [有効（Enabled）]：サーバは TPM を使用
します。
（注）

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ください。

[電源オン パスワード（Power On Password）] ド このトークンでは、F2 BIOS 設定を使用する前
ロップダウン リスト
にBIOSパスワードを設定する必要があります。
有効にすると、IO 設定、BIOS セットアップ、
set PowerOnPassword
BIOS を使用したオペレーティング システムへ
の起動など、BIOS 機能にアクセスする前にパ
スワードを検証する必要があります。次のいず
れかを設定できます。
• [無効（Disabled）]：サポートはディセー
ブルになっています。
• [有効（Enabled）]：サポートはイネーブル
になっています。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

[プロセッサ（Processor）] タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。

表 4：[プロセッサ（Processor）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[Intel Virtualization Technology] ドロップダウン
リスト

プロセッサで Intel Virtualization Technology
（VT）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。

set IntelVT

• [無効（Disabled）]：プロセッサでの仮想
化を禁止します。
• [有効（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。
[拡張 APIC（Extended APIC）] ドロップダウン 拡張 APIC サポートを有効または無効にできま
リスト
す。次のいずれかになります。
set LocalX2Apic

• [有効（Enabled）]：APIC サポートを有効
にします
• [無効（Disabled）]：APIC サポートを無効
にします。

[プロセッサ C1E（Processor C1E）] ドロップダ C1 ステートに入ったときに、CPU が最小周波
ウン リスト
数に移行するかどうか。次のいずれかになりま
す。
set ProcessorC1E
• [無効（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。
• [有効（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。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller リリース 3.1 CLI コンフィギュレーション
ガイド
15

サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

名前

説明

[プロセッサ C6 レポート（Processor C6 Report）] BIOS からオペレーティング システムに C6 レ
ドロップダウン リスト
ポートを送信するかどうか。OS はレポートを
受信すると、プロセッサを電力量の少ない C6
set ProcessorC6Report
状態に移行してエネルギー使用量を減らし、最
適なプロセッサ パフォーマンスを維持できま
す。次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：BIOS から C6 レポー
トを送信しません。
• [有効（Enabled）]：BIOS から C6 レポート
を送信し、OS がプロセッサを電力量の少
ない C6 状態に移行できるようにします。
（注）

[XD ビット（Execute Disable Bit）] ドロップダ
ウンリスト
set ExecuteDisable

[CPUPowerManagement] を [カスタム
（Custom）] に設定する必要がありま
す。そのようにしない場合、このパ
ラメータの設定は無視されます。

アプリケーション コードを実行できる場所を指
定するために、サーバのメモリ領域を分類しま
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無効にします。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。
• [無効（Disabled）]：プロセッサでメモリ
領域を分類しません。
• [有効（Enabled）]：プロセッサでメモリ領
域を分類します。
（注）

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ください。

Cisco UCS C シリーズ サーバ Integrated Management Controller リリース 3.1 CLI コンフィギュレーショ
ン ガイド
16

サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

名前

説明

[Intel Turbo Boost Tech] ドロップダウン リスト

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。

set IntelTurboBoostTech

• [無効（Disabled）]：プロセッサの周波数
は自動的には上がりません。
• [有効（Enabled）]：必要に応じてプロセッ
サで Turbo Boost Technology が利用されま
す。
（注）

[Enhanced Intel SpeedStep Tech] ドロップダウン
リスト
set EnhancedIntelSpeedStep

[CPUPowerManagement] を [カスタム
（Custom）] に設定する必要がありま
す。そのようにしない場合、このパ
ラメータの設定は無視されます。

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。
• [無効（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。
• [有効（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。
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。
（注）

[CPUPowerManagement] を [カスタム
（Custom）] に設定する必要がありま
す。そのようにしない場合、このパ
ラメータの設定は無視されます。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

名前

説明

[Intel HyperThreading Tech] ドロップダウンリス プロセッサで Intel Hyper-Threading Technology
ト
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
set IntelHyperThread
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。
• [無効（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。
• [有効（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。
[ワークロード設定（Workload Configuration）]
ドロップダウン リスト
set WorkLdConfig

この機能を使用すると、ワークロードを最適化
できます。オプションは [バランス（Balanced）]
と [I/O に依存（I/O Sensitive）] です。
• NUMA
• UMA

[コア マルチプロセッシング（Core
MultiProcessing）] ドロップダウン リスト
set CoreMultiProcessing

サーバ上の 1 つ以上の物理コアを無効にできま
す。次のいずれかになります。
• [すべて（All）]：すべての物理コアを有効
にします。 これにより、関連付けられて
いる論理プロセッサ コアで Hyper Threading
も有効になります。
• [1] ～ [28]：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。各物理コ
アには、論理コアが関連付けられていま
す。
（注）

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ください。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

名前

説明

[サブ NUMA クラスタリング（Sub NUMA
Clustering）] ドロップダウンリスト

CPU がサブ NUMA クラスタリングをサポート
するかどうか。そのクラスタリングでは、タグ
ディレクトリとメモリ チャネルは常に同じ領域
にあります。次のいずれかになります。
• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：サ
ブNUMAクラスタリングは発生しません。
• [有効（enabled）][有効（Enabled）]：サブ
NUMAクラスタリングが発生します。
• [自動（Auto）][自動（auto）]：BIOSかサ
ブ NUMA のクラスタ リングされるかが決
まります。

[XPT プリフェッチ（XPT Prefetch）] ドロップ
ダウン リスト

XPT プリフェッチを使用して、最後のレベルの
キャッシュに読み取り要求を送信できるように
して、その要求のコピーをメモリ コントローラ
のプリフェッチャに発行するかどうか。次のい
ずれかになります。
• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：CPU
は[XPT プリフェッチ（XPT Prefetch）] オ
プションを使用しません。
• [有効（enabled）][有効（Enabled）]：CPU
は[XPT プリフェッチャ（XPT prefetcher）]
オプションを有効にします。

[UPI プリフェッチ（UPI Prefetch）] ドロップダ UPI プリフェッチは、DDR バス上でメモリ読み
ウン リスト
込みが早期に開始されるようにするメカニズム
です。これは次のいずれかになります。
• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：プ
ロセッサでキャッシュ データをプリロー
ドしません。
• [有効（enabled）][有効（Enabled）]：UPI
プリフェッチャで最も関連性が高いと判断
されたデータを含むL1 キャッシュをプリ
ロードします。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

名前

説明

[エネルギー パフォーマンスの BIOS 構成
（Energy Performance BIOS Config）] ドロップ
ダウン リスト

システム パフォーマンスまたはエネルギー効率
がこのサーバで重要かどうかを判断できます。
次のいずれかになります。

set CpuEngPerfBias

• [パフォーマンス（Performance）]：サーバ
では、すべてのサーバコンポーネントに全
電力を常時提供します。このオプションで
は、最高レベルのパフォーマンスが維持さ
れ、最大量の電力が必要となります。
• [バランス パフォーマンス（Balanced
Performance）]：サーバは、すべてのサー
バコンポーネントに、パフォーマンスと電
力のバランスを保つのに十分な電力を提供
します。
• [バランス電力（Balanced Power）]：サー
バは、すべてのサーバコンポーネントに、
パフォーマンスと電力のバランスを保つの
に十分な電力を提供します。
• [電力（Power）]：サーバは、すべてのサー
バコンポーネントに、消費電力の低減を維
持するのに最大の電力を提供します。

[電力パフォーマンスの調整（Power Performance BIOS またはオペレーティング システムによっ
Tuning）] ドロップダウン リスト
てエネルギー パフォーマンスのバイアス調整を
オンにできるかどうかを指定します。オプショ
set PwrPerfTuning
ンは [BIOS] と [OS] です。
• [bios][BIOS]：
エネルギー効率を調整する場合は [BIOS]
を選択します。
• [os][OS]：
エネルギー効率を調整する場合は [OS] を
選択します。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

名前

説明

[LLC プリフェッチ（LLC Prefetch）] ドロップ
ダウン リスト

プロセッサが LLC プリフェッチ メカニズムを
使用して日付を LLC にフェッチするかどうか。
次のいずれかになります。
• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：プ
ロセッサでキャッシュ データをプリロー
ドしません。
• [有効（enabled）][有効（Enabled）]：LLC
プリフェッチャで最も関連性が高いと判断
されたデータを含むL1 キャッシュをプリ
ロードします。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[プロセッサ（Processor）] タブ

名前

説明

[パッケージの C ステート（Package C State）]

アイドル時にサーバ コンポーネントが使用でき
る電力量。次のいずれかになります。

set package-c-state-limit-config
package-c-state-limit

• [no-limit][制限なし（No Limit）]：サーバ
は、使用可能な任意の Cステートに入るこ
とがあります。
• [自動（auto）][自動（Auto）]：物理的な高
度を CPUが決定します。
• [C0 C1 ステート（C0 C1 State）]：サーバ
はすべてのサーバコンポーネントに常にフ
ル パワーを提供します。このオプション
では、最高レベルのパフォーマンスが維持
され、最大量の電力が必要となります。
• [C2]：CPU のアイドル時に、システムの電
力消費をC1 オプションよりもさらに低減
します。この場合、必要な電力は C1 また
は C0 よりも少なくなりますが、サーバが
ハイ パフォーマンス モードに戻るのに要
する時間が少し長くなります。
• [C6 保持なし（C6 Non Retention）]：CPU
のアイドル時に、C3 オプションよりもさ
らに電力消費が低減されます。このオプ
ションを使用すると、C0、C1、または C3
よりも電力量が節約されますが、サーバが
フルパワーに戻るまでにパフォーマンス上
の問題が発生する可能性があります。
• [C6 保持（C6 Retention）]：CPUのアイド
ル時に、C3 オプションよりもさらに電力
消費が低減されます。このオプションを使
用すると、C0、C1、または C3 よりも電力
量が節約されますが、サーバがフルパワー
に戻るまでにパフォーマンス上の問題が発
生する可能性があります。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[メモリ（Memory）] タブ

名前

説明

[ハードウェア P ステート（Hardware P-States）] プロセッサ ハードウェアの P ステートを有効に
ドロップダウン リスト
します。次のいずれかになります。
set CpuHWPM

• [無効（disabled）][無効（Disabled）]：
HWPM が無効になります。
• [hwpm-native-mode][HWPM ネイティブモー
ド（HWPM Native Mode）]：HWPM ネイ
ティブモードが有効になります。
• [hwpm-oob-mode][HWPM OOB モード
（HWPM OOB Mode）]：HWPM アウトオ
ブボックスモードが有効になります。
• [レガシーなしのネイティブ モード（Native
Mode with no Legacy）]（GUI のみ）

[メモリ（Memory）] タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。

表 5：[メモリ（Memory）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[ホストを即座にリブート（Reboot Host
Immediately）] チェックボックス

オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動さ
れます。このチェックボックスは、変更を保存
してからオンにする必要があります。

[最適化された NUMA（NUMA Optimized）] ド BIOS で Non-Uniform Memory Access（NUMA）
ロップダウン リスト
がサポートされているかどうか。次のいずれか
になります。
set NUMAOptimize
• [無効（Disabled）]：サポートはディセー
ブルになっています。
• [有効（Enabled）]：サポートはイネーブル
になっています。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブ

名前

説明

[メモリ RAS 構成の選択（Select Memory RAS
configuration）] ドロップダウン リスト

サーバに対するメモリの信頼性、可用性、およ
びサービス性（RAS）の設定方法。次のいずれ
かになります。

set SelectMemoryRAS

• [最大パフォーマンス（Maximum
Performance）]：システムのパフォーマン
スが最適化されます。
• [ミラー モード 1LM（Mirror Mode
1LM）]：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。
[メモリ マップ IO 4GB 以上（Memory mapped
IO above 4GB）] ドロップダウンリスト
set MemoryMappedIOAbove4GB

4 GB 以上の MMIO を有効または無効にします。
次のいずれかになります。
• [無効（Disabled）]：サーバでは 64 ビット
PCI デバイスの I/O を 4 GB 以上のアドレ
ス空間にマッピングしません。
• [有効（Enabled）]：サーバで 64 ビット PCI
デバイスの I/O を 4 GB 以上のアドレス空
間にマッピングします。
（注）

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、この設定を有効にしても
正しく機能しない場合があります。

[電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブ
（注）

このタブに記載されている BIOS のパラメータは、サーバによって異なります。

表 6：[電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブの BIOS パラメータ

名前

説明

[ホストを即座にリブート
（Reboot Host Immediately）]
チェックボックス

オンにすると、ホスト サーバが直ちに再起動されます。この
チェックボックスは、変更を保存してからオンにする必要があ
ります。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブ

名前

説明

[ハードウェア プリフェッチャ プロセッサで、インテル ハードウェア プリフェッチャが必要に
（Hardware Prefetcher）] ドロッ 応じてデータおよび命令ストリームをメモリから取得し、統合
プダウン リスト
2 次キャッシュに入れることを許可するかどうか。次のいずれ
かになります。
set HardwarePrefetch
• [無効（Disabled）]：ハードウェア プリフェッチャは使用
しません。
• [有効（Enabled）]：プロセッサで、キャッシュの問題が検
出されたときにプリフェッチャを使用します。
[隣接キャッシュ ライン プリ
プロセッサで必要な行のみを取得するのではなく、偶数または
フェッチャ（Adjacent Cache
奇数のペアのキャッシュ行を取得するかどうか。次のいずれか
Line Prefetcher）] ドロップダウ になります。
ン リスト
• [無効（Disabled）]：プロセッサで必要な行のみを取得しま
set AdjacentCacheLinePrefetch
す。
• [有効（Enabled）]：プロセッサで必要な行およびペアの行
の両方を取得します。
[DCU ストリーマ プリフェッチ プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴キャッ
（DCU Streamer Prefetch）] ド シュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ内で最も関連
ロップダウン リスト
性の高い行をプリロードします。次のいずれかになります。
set DcuStreamerPrefetch

• [無効（Disabled）]：プロセッサはキャッシュ読み取り要求
を予測しようとせず、明示的に要求された行のみを取得し
ます。
• [有効（Enabled）]：DCU Prefetcher でキャッシュ読み取り
パターンを分析し、必要と判断した場合にキャッシュ内の
次の行を事前に取得します。

[DCU IP プリフェッチャ（DCU プロセッサで DCU IP Prefetch メカニズムを使用して履歴キャッ
IP Prefetcher）] ドロップダウン シュ アクセス パターンを分析し、L1 キャッシュ内で最も関連
リスト
性の高い行をプリロードします。次のいずれかになります。
set DcuIpPrefetch

• [無効（Disabled）]：プロセッサでキャッシュ データをプ
リロードしません。
• [有効（Enabled）]：DCU IP Prefetcher で最も関連性が高い
と判断されたデータを含む L1 キャッシュをプリロードし
ます。
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サーバ モデル別 BIOS パラメータ
[電力/パフォーマンス（Power/Performance）] タブ

名前

説明

[CPU パフォーマンス（CPU
上記のオプションに対し CPU パフォーマンス プロファイルを
Performance）] ドロップダウン 設定します。次のいずれかになります。
リスト
• [エンタープライズ（Enterprise）]：すべてのオプションが
set CPUPerformance
有効です。
• [HPC]：すべてのオプションが有効です。 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。
• [高スループット（Hight Throughput）]：DCU IP プリフェッ
チャのみが有効になります。残りのオプションは無効にな
ります。
• [カスタム（Custom）]：パフォーマンス プロファイルのす
べてのオプションをサーバの BIOS セットアップから設定
できます。また、[ハードウェア プリフェッチャ（Hardware
Prefetcher）] オプションと [隣接キャッシュ ライン プリ
フェッチャ（Adjacent Cache Line Prefetcher）] オプション
も同様に設定できます。
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